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特定健診

がん検診

※加入の保険や年齢により申し込みが異なります。

※この用紙は取り外してお使いください。

※加入の保険にかかわらず受診できます。　※検診当日、75歳以上の方は無料（一部有料の項目あり）

健診項目■身長、体重、血圧、内科診察、腹囲（74歳以下）、血液検査、尿検査、心電図

特定健診・がん検診
場所■医療センター／当日受付時間■午前 7時 40分～ 9時／定員■110人（●以外）　※おおむね午前中で検査は終了します。
●：定員55人　▲：早朝健診（午前7時10分〜8時30分受付）　■：乳がん検診同時実施（右記参照）　★：出張健診（場所と受付時間が異なる
ため注意してください）　場所は、7/30：環境美化センター、10/9：看護専門学校、受付時間：午前8時〜9時

検診内容 金額 対象者 申込方法

胃がん：バリウム検査 1,000 円

30 歳以上の方

富士吉田市国民健康保険に加入の方は、
① 40 歳〜 74 歳の方は市からの通知に同封されて
いる用紙に記入して返信

② 30 歳〜 39 歳の方は市役所に電話、またはホー
ムページで申し込み

後期高齢者医療制度に加入の方は、
①市役所に電話
②ホームページで申し込み

富士吉田市国民健康保険以外に加入の方は、
①市役所に電話
②ホームページで申し込み
※ただし、40 歳〜 74 歳の方で特定健診を希望す
る方は、受診券・保険証を用意の上、直接医療
センター（22-5186）に申し込み

大腸がん：検便検査 500 円

肝がん：腹部エコー検査 1,000 円

肺がん

胸部レントゲン検査 無料

喀痰（かくたん）検査 1,000 円

胸部ヘリカルCT検査 2,000 円 50歳以上の方（申し込みは検診当日受付）

がんパック検診
（特定健診・胃がん・大腸がん・肝がん） 2,900 円

① 40 〜 74 歳の国保の方
② 30 〜 39 歳の国保・社保加入者で
健診を受ける機会のない方

がんパック検診
（胃がん・大腸がん・肝がん） 2,000 円 ① 30 〜 74 歳の社保の方

② 30〜39歳の国保加入者で基本健診を希望しない方

前立腺がん：血液検査 500 円 50 歳以上の男性

骨粗鬆症：踵部（かかと）エコー検査 500 円 40 歳以上の女性

富士吉田市国民健康保険に加入

20歳～39歳

勤務先に
健診がない

勤務先に
健診がある

40歳～74歳

富士吉田市国保以外に加入
（被扶養者も含む）

20歳～39歳 40歳～74歳

後期高齢者医療制度に加入

75歳～

富士吉田市
特定健診（若年）
1,000円

富士吉田市
特定健診（後期高齢者）

無料

富士吉田市
特定健診1,000円
（個別にご案内が届きます）

加入する保険者（元）が実施す
る特定健診
※金額は保険者（元）にお問い合わ
　せください。

①市役所に電話
②市ホームページ

①市役所に電話
②市ホームページ

勤務先へ

①申込書を返送
②市役所に電話
③市ホームページ

①勤務先もしくは加入してい
　る健康保険へ
②医療センターで受診可能な
　場合は受診券を用意の上、
　☎22-5186に電話
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2日（木） 7日（木） ★■30日（土） ●1日（月） 4日（日） ■2日（日） 17日（月） 8日（火） 15日（火）
3日（金） 8日（金） ●▲2日（火） 6日（火） 5日（水） 18日（火） 9日（水） 16日（水）
26日（日） ■10日（日） ●▲3日（水） 8日（木） 6日（木） 24日（月） 10日（木） ■17日（木）

■26日（火） ●19日（金） 12日（月）★●■9日（日） 28日（金） ■11日（金） 18日（金）
29日（金） ●22日（月） 14日（金） ■30日（日） 14日（月）

大人の健康カレンダー



申込み・問合せ■健康長寿課　☎ 22-1111　内線 794各種検診の申し込みは、5月9日（月）からです。
お早めに申し込みください。

受診方法■健康長寿課へ電話予約（☎内線：637・799）⇒市から問診票が届く⇒当日マンモグラフィやエコー検査を受診す
る⇒ 1カ月後に市から結果通知または直接手渡し

年齢と検査項目■30歳代、43・45・47・49歳：エコー検査、40・41・42・44・46・48歳、50歳代以上：マンモグラフィ検査

年齢と検査項目■40歳代以上：視触診＋マンモグラフィ検査（今年度より個別検診の対象年齢が40歳以上となりました。30
歳代で乳がん検診をご希望の方は集団検診の受診をお願いします。）

【集団検診】（レディース検診、特定健診・がん検診）

【個別検診】（申し込み不要）

歯周疾患検診

乳がん検診

子宮がん検診

今年度、満 40・50・60・70歳になる方は無料で検診を受けられます。対象者には、4月下旬に受診券を送付します。
期間■5月 1日～平成 29年 2月 28日／実施医療機関■受診券参照／検診内容■問診・口腔内診査・口腔清掃状況の確認

平成 29年 4月 1日までに対象年齢に達する方で、一人一回の受診が可能です。
無料クーポン・無料券の使用は平成 29年 2月 28日までです。

年間を通じて受診できますが、クーポン券・無料券の使用期限は平成 29年 2月 28日までです。

年間を通じて受診できますが、クーポン券・無料券の使用期限は
平成 29年 2月 28日までです。

対象：20歳以上

対象：集団検診　30歳以上
個別検診　40歳以上

指定医療機関

指定医療機関

富士北麓医療センター 結果説明

直接指定医療機関へ行
き医師による視触診検
査を受ける。
受診費用■1,000円

医療センターまたは指定
医療機関にてマンモグ
ラフィ検査を受ける。

後日、医師から結果を聞
く。

直接指定医療機関へ行
き細胞診検査を受ける。
受診費用■頸部：1,500
円、頸部と体部：2,500円
※クーポン券・無料券は
頸部のみ対象

1 カ月後をめどに市から
結果が届く
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クーポン券・無料券が届
いた方は検診が無料！
対象者には5月中旬に通
知します。

指定医療機関

指定医療機関

富士北麓医療センター 結果説明

直接指定医療機関へ行
き医師による視触診検
査を受ける。
受診費用■1,000円

医療センターまたは指定
医療機関にてマンモグ
ラフィ検査を受ける。

後日、医師から結果を聞
く。

直接指定医療機関へ行
き細胞診検査を受ける。
受診費用■頸部：1,500
円、頸部と体部：2,500円
※クーポン券・無料券は
頸部のみ対象

1 カ月後をめどに市から
結果が届く

乳
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診
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クーポン券・無料券が届
いた方は検診が無料！
対象者には5月中旬に通
知します。

堀内産婦人科医院 22-1151 子宮
深沢医院 24-1183 子宮
いしだ女性クリニック 25-7100 子宮
市外医療機関あり

子宮⇒要問合せ（22-1111　内線799）
※受診票を病院に持参してください

鈴木医院 23-7075 子宮 乳
加賀谷医院 23-2450 子宮 乳
羽田レディースクリニック 30-0311 子宮 乳
渡辺医院（船津） 72-2835 子宮 乳
都留市立病院 0554-45-1811 子宮 乳
山梨厚生病院 0553-23-1311 子宮 乳
天野医院 22-4800 乳
宮下医院（大明見） 22-5687 乳
皆春堂田辺医院 22-0140 乳
新西原クリニック 24-9911 乳
山岸クリニック 72-2671 乳
独立行政法人 地域医療
機能推進機構 山梨病院 055-252-8831 乳

富士吉田市立病院 22-4111 乳※「健康管理室」に要電話予約

＜富士吉田市指定医療機関＞

　　　　　　　 市ホームページ　富士吉田市役所　 検 索

※要予約（自己負担金1,000円）
※無料クーポン券・無料券使用可能

※自己負担金1,000円　※無料クーポン券・無料券使用可能

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
レディース検診
場所■医療センター
受付時間■午前9時〜9時15分
定員■エコー検査10人、マンモグラフィ検査10人
骨粗鬆症検査：500円（40歳以上）

26（月）
27（火）

29（火）
30（水）

12（月）
13（火）

24（火）
25（水）
26（木）

8（水）
9（木）

10（金）

特定健診・がん検診
場所■医療センター（7/30、10/9以外）
★7/30環境美化センター、10/9看護専門学校
受付時間■午前7時40分〜9時（★は午前8時〜9時）
※特定健診・ほかのがん検診も受診可能（左記参照）

10（日）
26（火）
★30（土）

2（日）
★9（日）
30（日）

11（金）
17（木）


	kouhou201604_P38
	kouhou201604_P39

