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平成 21年度　集団がん検診・若年者健診日程表（後期分）
申込受付
開始日

検診日時
（受付時間） 検診場所 胃がん 大腸がん

前立腺
がん

子宮
がん 乳がん 若年者健診 申込先・問い合わせ

9 月 8日（火）
10月17日（土）
午前9時～11時 島ヶ原支所 ● ● ● 島ヶ原支所住民課

☎ 59-2163
11月14日（土）
午前9時～11時 大山田保健センター ● ● ● ● 大山田支所住民課

☎ 47-1151

9月14日（月）

10月10日（土）
午前9時～11時 ゆめぽりすセンター ● ● ● ● ● 本庁健康推進課

☎ 22-9653
10月21日（水）
午前9時～11時 市役所北庁舎

　　第 11会議室
● ● 本庁健康推進課

☎ 22-9653午後1時30分～
　　　　　　3時 ●

10月23日（金）
午前9時～11時

市役所北庁舎
　　第 11会議室 ● ● ● 本庁健康推進課

☎ 22-9653
10月24日（土）
午前9時～11時

阿山
保健福祉センター ● ● ● ● ● 阿山支所住民課

☎ 43-9711
10月25日（日）
午前9時～11時 青山保健センター ● ● ● ● ● ● 青山保健センター

☎ 52-2280
11月1日（日）
午前9時～11時

いがまち
保健福祉センター ● ● ● ● ● いがまち保健福祉センター

☎ 45-1015

検診名
対象年齢

（平成 22年
3月 31日現在）

自己負担金 検診の内容・注意事項

胃がん検診 20歳以上 1,200 円
バリウムを飲んで胃部レントゲン撮影をします。前日の夜 10時以
降は飲食しないでください。また、胃の手術を受けた方、妊娠して
いる方は受診できません。

大腸がん検診 20歳以上 500円 事前に容器をお渡ししますので、２日分の採便をしてお持ちください。生理中の方は受診できません。
前立腺がん

検診 50歳以上の男性 500円 血液検査です。

子宮がん検診 20歳以上の女性 1,200 円 子宮頚部細胞の採取と視診です。生理中の方は受診できません。また、子宮の手術を受けた方は、かかりつけ医とご相談ください。

乳がん検診 30歳以上の女性 1,500 円
乳がんの自己検診法の説明と乳房レントゲン撮影（マンモグラ
フィー）です。乳房をプラスチックの板で挟んで撮影する方法です（多
少の痛みを伴います）。また、妊娠中・授乳中の方は受診できません。

若年者健診 20歳以上
39歳以下 2,500 円

身体測定、尿検査、血圧測定、血液検査、心電図、診察などを行います。
食事により血液データが変わることがありますので、できるだけ空
腹でお越しください。

　後期実施分の「集団がん検診・若年者健診」の日程をお知らせします。
　希望の検診日時・場所、申し込み時のご注意をご確認の上、電話でお申し込みください。
【申し込み時のご注意】
★お申し込みいただけるのは、伊賀市に住所があり、対象年齢に該当する方です。ただし、同一年度内に同じ項
　目の検診は受けられません。また、現在すでに気になる症状がある場合は、医療機関を受診してください。
★申し込みの受け付けは、申込受付開始日の午前 8時 30 分から開始します。希望する検診日の「申込先」に電話
　でお申し込みください。郵便・FAX・Eメールなどでの申し込みや他課への申し込み（伝言）は受け付けられ
　ませんのでご注意ください。
　申込受付開始日は電話回線が混雑して電話がかかりにくくなることが予想されますが、ご了承ください。
★定員になり次第、締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

　集団がん検診・若年者健診のお知らせ

★肺がん検診・結核健診の日程（上野地区実施分）については、広報いが市 8月 15日号と同時に配布したチラシをご
　覧ください 【問い合わせ】　本庁健康推進課　☎２２－９６５３　℻２６－０１５１

※検診の安全性の確保および精度管理のため、問診票および検診結果は伊賀市が管理することに同意の上、受診してください
※費用の免除について　（年齢は平成22年3月31日現在）
　① 75歳以上の方②65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方③生活保護世帯の方は
　無料です
　②と③に該当する方はお申し込み時にお伝えいただくか、検診日に受付で証明になるものを提示してください
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【実施期間】　９月１日（火）～平成 22 年３月 31 日（水）
【対象者】　　伊賀市に住民登録している 20 歳以上の女性（外国人登録者を含む）
【検診料】　
◎子宮頸部検診のみ　　2,000 円
◎子宮頸部＋子宮体部検診（医師が必要と認めた方に実施）　2,700 円
※各医療機関窓口でお支払いください
※ただし、75 歳以上の方（昭和 10 年３月 31 日までに生まれた方）、65 歳以上で一定の障がいがあり後期高齢者
　医療被保険者証持参の方、生活保護受給証明書持参の方は無料です
【検診内容】　
《子宮頸部検診》　問診・視診・内診・細胞診（子宮表面の分泌物を採り、顕微鏡で検査）　　　　　　　
《子宮体部検診》　子宮体部の細胞診
※検診を希望される方は医療機関に事前に予約してください
※検診票は各医療機関においてあります
※健康手帳をお持ちの方は、受診の際にご持参ください（健康手帳をお持ちでない方は、各支所住民課（保
　健センター）で発行します）
★注意事項　　　　
・検診前日の性的接触および洗浄は避けてください
・生理中の方は受診を避けてください

　子宮がん検診のお知らせ
　本年度も医療機関での子宮がん検診を実施します。近年、子宮がんの死亡率は低くなってきていますが、まだ
まだ進行して発見される子宮がんも少なくありません。この機会にぜひ検診を受けてください。

　国の施策による女性特有のがん検診推進事業として、次の対象の方に対して「がん検診手帳」
および「がん検診無料クーポン券」（有効期限平成 22 年３月 31 日まで）を配布し、全国の市
区町村で「子宮頸がん無料検診」および「乳がん無料検診」を実施します。
　対象の方に対する無料検診は、今回募集する集団がん検診とは別の日程で実施し、詳細に
ついては個別に通知しますので、お知らせする日程で受診してください。

子宮頸がん無料検診 乳がん無料検診

対象者
※前年度に対象
年齢になった方

20 歳：S63年 4月 2日～H元年 4月 1日生まれ
25 歳：S58年 4月 2日～ S59年 4月 1日生まれ
30 歳：S53年 4月 2日～ S54年 4月 1日生まれ
35 歳：S48年 4月 2日～ S49年 4月 1日生まれ
40 歳：S43年 4月 2日～ S44年 4月 1日生まれ

40 歳：S43年 4月 2日～ S44年 4月 1日生まれ
45 歳：S38年 4月 2日～ S39年 4月 1日生まれ
50 歳：S33年 4月 2日～ S34年 4月 1日生まれ
55 歳：S28年 4月 2日～ S29年 4月 1日生まれ
60 歳：S23年 4月 2日～ S24年 4月 1日生まれ

検診内容 問診、子宮頸部の細胞診および内診 問診、マンモグラフィ（乳房Ｘ線）検査

　女性特有のがん検診推進事業のお知らせ

【問い合わせ】
本庁健康推進課　　　　　　　　　　☎ 22-9653
　　　　　　　　　　　　　　　　　℻ 26-0151
いがまち保健福祉センター　　　　　☎ 45-1015
　　　　　　　　　　　　　　　　　℻ 45-1055
島ヶ原支所住民課健康福祉係　　　　☎ 59-2163
　　　　　　　　　　　　　　　　　℻ 59-3196
阿山支所住民課健康福祉係　　　　　☎ 43-9711
　　　　　　　　　　　　　　　　　℻ 43-1679
大山田支所住民課健康福祉係　　　　☎ 47-1151
　　　　　　　　　　　　　　　　　℻ 46-1764
青山保健センター　　　　　　　　　☎ 52-2280
　　　　　　　　　　　　　　　　　℻ 52-2281

医療機関名 住所 電話番号
伊賀市健診センター 四十九町 831 24-1186

岡波総合病院
（岡波健康管理センター） 上野桑町 1734 24-2555

中産婦人科緑ヶ丘クリニック 緑ヶ丘本町 761 21-5678

森川病院 上野忍町2516-7 21-2425

検診場所

【問い合わせ】　本庁健康推進課　☎２２－９６５３　℻２６－０１５１


