
裏面のがん検診を受診する際の注意事項をご確認の上、お申し込みください

胃がん
検診

肺がん
検診

大腸が
ん検診

乳がん
検診

子宮頸
がん検診

特定
健康診査

６月12日（土） ４月12日(月)～４月30日（金） ○ ○ ○ ○ ○ ○

７月31日（土） ４月12日(月)～６月11日（金） ○ ○ ○ ○ ○ ○

９月３日（金） ４月12日(月)～７月30日（金） ○ ○ ○ ○ ○ ○

９月４日（土） ４月12日(月)～７月30日（金） ○ ○ ○ × × ○

日程
（各日午前中）

検診内容

リベルテホール

保健センター

会場申込期間

お急ぎください！受付は、先着順 です！

＊ 申込方法 ＊

◆申し込みは執務時間内（ 平日８時３０分 ～１７時１５分 ）、

期限厳守でお願いします。

◆申し込みの際は、住所・氏名・生年月日・電話番号・検診

項目（右ページ）をお聞かせください。

◆保健センター窓口もしくはお電話にて受け付けできます。

検診当日、保健センター内に検診バスを駐車しますので、

駐車スペースはありません。できるかぎり公共交通機関等

のご利用をお願いします。

歩行の不自由な人等は、申し込み時にご相談ください。

高取町保健センター ℡：０７４４-５２-５１１１

高取町役場住民課 ℡：０７４４-５２-３３３４

●がん検診が無料となるのは、
集団がん検診を受診される
場合に限ります。

●がん検診を医療機関で受診
される場合は自己負担金が
必要です。

※特定健康診査のみ希望される場合は、役場住民課でも

受け付けできます。

受付開始は４月12日(月)です！

検診項目 対象 定員

４０歳以上 45

４０歳以上 35

４０歳以上 80

４０歳以上 25

大腸がん検診 ４０歳以上 80

２０歳以上の女性 50

３０～６４歳の女性 20

４０歳以上の女性 50

特定健康診査
健診項目 対象 定員

・国民健康保険加入者
　（４０～７４歳）
・後期高齢者医療保険加
入者

60

乳がん検診

マンモグラフィ（乳房のレントゲン検査）

２年に１回受診できる項目です。令和２年度に高取町乳がん検診を受診された人は、申
し込みできません。

集団総合がん検診項目

喀痰検査
痰の検査（３日間の痰を採取）

便の潜血検査（２日法）

子宮頸部細胞診
子宮頸がん検診

特定健康診査

問診　・　身体計測　・　血圧測定　・　検尿　・
心電図検査　・　血液検査
　★風しんの追加対策の対象（S37.4.2～S54.4.1生
　　まれの男性）に該当する人は、同時に抗体検査
　　が受けられます。

※健診当日は、血液検査をしますので食事・喫煙をしないで受診ください。
※医師の判断により、眼底検査が追加される場合があります。

内容

子宮がん検診を申し込まれる人のみ検査できます。
子宮頸部の細胞を採取し、子宮頸がんを発症させる原因のひとつと考えられるウイルス
の感染を調べます。

子宮頸部の細胞のウイルス検査

50歳以上で喫煙歴のある人の受診が勧められています。

ヒトパピローマ
ウイルス（HPV）

検査

２年に１回受診できる項目です。令和２年度に高取町子宮がん検診を受診された人は、
申し込みできません。

胃がん検診
バリウムによる胃部レントゲン検査

ピロリ菌検査

便検査

肺がん検診
（兼・結核検診）

胸のレントゲン検査

内容

　　　※年齢は令和4年3月末基準

６５歳以上の人は、年に１回結核健診を受けるよう法律で定めがあります。
この機会を是非ご利用ください。

令和２年度に高取町胃内視鏡検診を受診された人は申し込みできません。

正確な検査結果を得るため、検査前２週間は胃に関する薬をお控えください。
過去にピロリ菌検査で「陽性」と判定され除菌治療を受けていない人・除菌後の判定検
査を受けていない人は、ご利用をお控えください。

※特定健康診査を受診できる人は、対象となる保険の加入者のみです。

加入資格を喪失された場合は受診できませんのでご注意ください。

各種がん検診は、高取町に住所を有するすべての人が受診

できます。（ただし、対象年齢を満たす人に限ります。）

健診項目 対象 定員

・国民健康保険加入者
　（４０～７４歳）
・後期高齢者医療保険加
入者

60
特定健康診査

問診　・　身体計測　・　血圧測定　・　検尿　・
心電図検査　・　血液検査
　　　★風しんの追加対策の対象（S37.4.2～S54.4.1生
　　　　まれの男性）に該当する人は、同時に抗体検査
　　　　が受けられます。

※健診当日は、血液検査をしますので食事・喫煙をしないで受診ください。
※医師の判断により、眼底検査が追加される場合があります。

内容



集団がん検診受診をお考えの皆さまへ

安全に検査を受けていただくため

お申込みの前に必ずご確認ください

胃がん検診（バリウム）

下記に該当する方は受診によって重篤な症状を引き起こす可能性が高いため、

集団胃がん検診の受診はお勧めしません。受診の可否について、かかりつけ医にご確認ください。

肺がん検診

この他、胸部疾患で治療中、 胸部外傷（肋骨骨折・外傷性血胸・胸水）の

方は、正確な判定ができない可能性がありますので、主治医とご相談くだ

さい。 運動障害 （ 検診バス車内に入れない、立てない等 ） のある人は、

大けがをする可能性がありますので注意してください。

※入れ歯安定剤を使用される人は、検診当日は使用しないでください。

大腸がん検診

乳がん検診

お１人で安全に検診を受診できない場合は、受診をお勧めできません。

心配な点や不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

下記に該当する場合、集団子宮がん

検診の受診はお勧めしません。

子宮（頸）がん検診

検便は、採便から提出日まで５日

をこえないようご注意ください。

集団総合がん検診で大腸がん

検診が受けられない時は・・・

保健センター提出

集団大腸がん検診
をご利用ください！

高取町保健センター ℡：０７４４-５２-５１１１

【 対象者 】４０歳以上 ※受診は年１回のみです。

【受診方法】提出日の３日前までに、問診票と検査容器を保健センター

で受け取り、提出日に提出します。

【提出時間】８：３０～１０：００

【提出場所】保健センター

日程 曜日 日程 曜日 日程 曜日

5月17日 月 10月11日 月 12月20日 月

6月28日 月 10月25日 月

7月12日 月 11月8日 月

8月23日 月 11月24日 水 2月7日 月

9月21日 火 12月6日 月 2月21日 月

検体提出日

令和4年

1月17日
月

受診について

まっすぐ立っていられない

乳房部分切除術後の乳房
ペースメーカー、CVポート装着
豊胸手術（人工物が入っている）
シャント手術歴（脳血管疾患）

疾患名・今の状態
授乳中、断乳６か月以内
妊娠またはその可能性

胸部外傷で治療中（痛みなどがなければ可能）
乳房疾患で治療中

乳がん検診を
受けることができません

受診について 疾患名・今の状態

妊娠中（産後１年からが目安です）

子宮全摘出手術後

生理中

子宮がん検診を
受けることができません

受診について 今の状態

不正性器出血 一過性の出血、閉経後の出血

月経異常 過多月経・不規則月経等

褐色帯下 茶色のおりもの

急性の膣炎 痛みや不快感

頸管炎 不正出血・おりもの

骨盤内炎症性疾患 下腹部痛・不正出血・おりもの

疾患名等

自覚症状

炎症性疾患

子宮体がん検診をお勧めします
　

※高取町個別子宮がん検診では、医
　師の判断により体がん検診が追加
　できます。

医療機関への受診を
お勧めします

受診について 疾患名・今の状態

大腸がん検診を
お控えください

生理期間中
痔疾患で治療中

受診について 疾患名・今の状態
腸閉塞の既往
人工透析中
妊娠またはその可能性
アレルギー（バリウム・発泡剤）
体調不良
胃疾患・消化管疾患で治療中
胃の全部摘出術後

胃がん検診を
受けることができません

状態
大腸憩室 憩室炎がある
消化管手術の既往 術後１年以内
便秘 ３日間排便がない
虚血性心疾患（心筋梗塞） １年以内に発作がある
心不全 水分制限がある
心疾患手術 術後１年以内
高血圧 １８０/１１０以上（片方でも）
喘息 発作時、治療が必要
慢性呼吸器疾患 在宅酸素療法
手術の既往 術後１年以内
脳血管障害（脳出血・脳梗塞など） １年以内に発作がある
頭部手術の既往 術後１年以内
認知症など 意思疎通が困難
麻痺・痛み 移動に支障をきたす
手術の既往 術後１年以内
頚椎・靭帯の治療中 移動に支障をきたす

体型・体形
　（背中が曲がっているなど）

移動に支障をきたす
体重１３０Kg以上

慢性腎疾患 水分制限がある
糖尿病 当日朝治療薬を使用
誤嚥 バリウム誤嚥歴がある
メニエール病 当日の状態による

消化管疾患

循環器疾患

疾患名

呼吸器疾患

脳血管疾患

運動障害

腎疾患・糖尿病

その他

受診について 疾患名・今の状態
1人で立てない
撮影時に、胸が前の板につかない
意思の疎通ができない
妊娠またはその可能性
更衣が困難で、付き添い者がいない

肺がん検診を
受けることができません

検診項目 対象 定員

４０歳以上 45

４０歳以上 35

４０歳以上 80

４０歳以上 25

大腸がん検診 ４０歳以上 80

２０歳以上の女性 50

３０～６４歳の女性 20

４０歳以上の女性 50

特定健康診査
健診項目 対象 定員

・国民健康保険加入者
　（４０～７４歳）
・後期高齢者医療保険加
入者

60

乳がん検診

マンモグラフィ（乳房のレントゲン検査）

２年に１回受診できる項目です。令和２年度に高取町乳がん検診を受診された人は、申
し込みできません。

集団総合がん検診項目

喀痰検査
痰の検査（３日間の痰を採取）

便の潜血検査（２日法）

子宮頸部細胞診
子宮頸がん検診

特定健康診査

問診　・　身体計測　・　血圧測定　・　検尿　・
心電図検査　・　血液検査
　★風しんの追加対策の対象（S37.4.2～S54.4.1生
　　まれの男性）に該当する人は、同時に抗体検査
　　が受けられます。

※健診当日は、血液検査をしますので食事・喫煙をしないで受診ください。
※医師の判断により、眼底検査が追加される場合があります。

内容

子宮がん検診を申し込まれる人のみ検査できます。
子宮頸部の細胞を採取し、子宮頸がんを発症させる原因のひとつと考えられるウイルス
の感染を調べます。

子宮頸部の細胞のウイルス検査

50歳以上で喫煙歴のある人の受診が勧められています。

ヒトパピローマ
ウイルス（HPV）

検査

２年に１回受診できる項目です。令和２年度に高取町子宮がん検診を受診された人は、
申し込みできません。

胃がん検診
バリウムによる胃部レントゲン検査

ピロリ菌検査

便検査

肺がん検診
（兼・結核検診）

胸のレントゲン検査

内容

　　　※年齢は令和4年3月末基準

６５歳以上の人は、年に１回結核健診を受けるよう法律で定めがあります。
この機会を是非ご利用ください。

令和２年度に高取町胃内視鏡検診を受診された人は申し込みできません。

正確な検査結果を得るため、検査前２週間は胃に関する薬をお控えください。
過去にピロリ菌検査で「陽性」と判定され除菌治療を受けていない人・除菌後の判定検
査を受けていない人は、ご利用をお控えください。

※特定健康診査を受診できる人は、対象となる保険の加入者のみです。

加入資格を喪失された場合は受診できませんのでご注意ください。

各種がん検診は、高取町に住所を有するすべての人が受診

できます。（ただし、対象年齢を満たす人に限ります。）

健診項目 対象 定員

・国民健康保険加入者
　（４０～７４歳）
・後期高齢者医療保険加
入者

60
特定健康診査

問診　・　身体計測　・　血圧測定　・　検尿　・
心電図検査　・　血液検査
　　　★風しんの追加対策の対象（S37.4.2～S54.4.1生
　　　　まれの男性）に該当する人は、同時に抗体検査
　　　　が受けられます。

※健診当日は、血液検査をしますので食事・喫煙をしないで受診ください。
※医師の判断により、眼底検査が追加される場合があります。

内容


