
各 種 検 診 の ご 案 内

検診名 検診内容 各検診の対象者 自己負担額
健
康
診
査
な
ど

特定健診
診察・血圧・血液検査・
検尿

40歳～74歳の湖西市国保加入者 1,000円
国保U-39健診★ 30歳～39歳の湖西市国保加入者 ���500円
後期高齢者健診 後期高齢者医療被保険者 ���500円
健康ミニチェック★ 血圧・血液検査・検尿 30歳～39歳の人（湖西市国保加入者を除く） 1,000円
★国保U-39健診および健康ミニチェックは、総合集団検診で受診できます。個別検診では受診できません。

が
ん
検
診
な
ど

歯周病検診★ 歯周組織検査 40・50・60・70歳の人 無料
子宮頸

けい

がん検診 内診・細胞診 20歳以上の女性（隔年） 1,000円
乳がん検診 マンモグラフィ 40歳以上の女性（隔年） 1,000円

胃がん検診 胃部Ｘ線検査または胃内
視鏡検査

前年度胃内視鏡検診を受けていない人
▶X線検査　41歳または46歳、50歳以上
▶内視鏡検査　50歳以上（＋500円）

2,000円

大腸がん検診 便潜血検査（２日法） 40歳以上の人 ���500円
前立腺がん検診 血液検査 50歳以上の男性 ���500円

胸部検診
(結核・肺がん検診)

胸部Ｘ線検査 40歳以上の人 ���500円

胸部Ｘ線検査・喀
かく

痰
たん

検査 原則として、50歳以上で高危険群に該当す
る人 1,000円

肝炎ウイルス検診 血液検査 40歳以上で、肝炎ウイルス検診を受けた経
験のない人 ���500円

骨粗しょう症検診★ 骨量検査 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 ���500円
★歯周病検診・骨粗しょう症検診は令和５年３月31日時点の年齢、その他は令和６年３月31日時点の年齢です。

〈広告欄〉

　検診は、症状のない健康な人こそ、受けていただくべきものです。この機会に検診
を受けることを習慣にしましょう。発熱や体調不良などの症状がある人は、無理して
出かけず、検診を見合わせるか、医療機関に事前にご相談の上、お出かけください。

①75歳以上の人��▶�申請は不要です。
　（平成30年度から無料の対象者を段階的に引き上げており、令和５年度以降は「75歳以上」となります。）
②生活保護を受けている世帯の人�▶�事前申請が必要です。詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
③無料クーポン券（子宮頸がん・乳がん・肝炎ウイルス・歯周病検診）の対象の人�※次ページの表参照

　４月21日㈮～10月31日㈫　※一部の医療機関では、令和６年１月20日㈯まで実施します。

問合せ先 ☎ 053‒576‒1114
FAX 053‒576‒1150

健康増進課

各種検診の実施期間

各種検診の内容と対象者など

1

2

⃝がん検診などを無料（公費負担）で受けられる人

各種検診が４月からスタート
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予約方法（完全予約制）

受診券などの種類 対象者（郵送される人） 送付時期
特定健診受診券 40歳～74歳の４月１日時点国保加入者 ４月

上旬後期高齢者健診受診券 後期高齢者医療被保険者（施設入所者は除く）
国保U-39健診受診券 30歳～39歳の６月１日時点国保加入者 ６月

上旬健康ミニチェック受診券 30歳の人（湖西市国保加入者は除く）
肝炎ウイルス検診
無料クーポン券

41・46・51・56・61・66・71歳のうち肝炎ウイルス検診の受診
歴のない人

４月
上旬

歯周病検診無料クーポン券 歯周病検診対象者

がん検診等受診券

次のいずれかに該当する人
▶特定健診受診券の送付対象者
▶過去４年間にがん検診の受診歴のある人
※�胃がん検診受診券については、前年度Ｘ線検査を受けた人に
は受診券を送付しません。検診を希望する場合は、健康増進
課へご連絡ください。
▶�41・46・51・56・61・66・71歳の人

胸部検診受診券
次のいずれかに該当する人
▶特定健診受診券の送付対象者
▶過去４年間に胸部検診の受診歴のある人　▶65歳以上の人

子宮頸がん検診無料クーポン券 21歳の女性 ５月
上旬乳がん検診無料クーポン券 41歳の女性

特定健康診査、後期高齢者健診、胸部検診については、施設入所者などは一部郵送しない場合があります。

検診日 検診内容と定員
９月１日㈮ ⃝特定健診（20人/日）

⃝国保Ｕ-39健診（22人/日）
⃝健康ミニチェック（８人/日）
⃝胃がんＸ線検診（30人/日）
⃝大腸がん検診（90人/日）
⃝乳がん検診（40人/日）
⃝子宮頸がん検診（60人/日）
⃝前立腺がん検診（20人/日）
⃝肝炎ウイルス検診（10人/日）
⃝胸部検診（80人/日）

９月９日㈯

９月20日㈬

10月17日㈫

10月18日㈬

10月23日㈪
※時間は全て午前中（正午までに終了）

・�令和５年度は、新居地域センターが改修工事のため、
会場は健康福祉センターのみで実施します。
・�検診当日の受付時間は、申込内容および申込順を考
慮して決定します。
・�大腸がん検診のみ単独で受けることはできません。
複数の検診を合わせて受けることをお勧めします。
・�後期高齢者健診は、この総合集団検診では実施して
いません。
※�台風（台風接近、大雨、暴風、洪水警報など）のとき
は、延期になる場合があります。

受付期間 【９月検診分】６月27日㈫～７月12日㈬ 【10月検診分】６月27日㈫～８月14日㈪ 土日祝は除く
受付時間 ８時30分～17時　※電子申請は24時間（最終日は17時まで）
予約方法 電子申請（右の二次元コードから）、電話または窓口
申 込 先 健康増進課（健康福祉センターおぼと内）�湖西市古見1044番地�☎053-576-1114

⑴個別検診（市内医療機関）
検診を実施している医療機関は、各検診の受診券または無料クーポン券をご確認ください。
個別検診では、国保U-39健診および健康ミニチェックは実施しません。

⑵総合集団検診（聖隷予防検診センターの検診バス）
�健康福祉センターにて行います。複数の検診を一度に受診することができるチャンスです。30歳代を対
象とした国保U-39健診および健康ミニチェックも実施します。

受診券・無料クーポン券の発送

受診方法
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令和５年度から受診券発行（再発行）を電子申請でも受け付けます。受診券送付時期をご確認の
上、右の二次元コードから申し込んでください。
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月 日 曜日 会場名 受付時間

４

21 金 健康福祉センター 13：30～16：00
24 月 新居地域センター 13：30～16：00

25 火
太田公民館 ８：30～９：40
利木集会場 10：10～10：30

27 木
表鷲津コミュニティ
防災センター ９：00～11：00

南部構造改善センター 13：30～15：20

５

１ 月
新居地域センター ８：50～11：00
西部地域センター 13：30～15：30

２ 火
住吉公民館 ８：30～10：50

市立湖西病院駐車場 13：10～15：10
10 水 梅田コミュニティセンター ８：40～11：00

11 木
１区公民館 ８：30～９：00

宮本集落センター ９：30～10：30

12 金
新居地域センター� ８：50～11：00
市立湖西病院駐車場� 13：10～15：10

15 月 南上の原集会所（きずな館）� 13：30～15：30

17 水
境宿公会堂 ８：30～９：50
５区公会堂 10：20～11：00

新居地域センター 13：20～15：40
18 木 健康福祉センター ８：30～11：00

19 金
市場公会堂 ８：30～９：30
河原公民館 10：00～11：40

月 日 曜日 会場名 受付時間

５
25 木 新居地域センター 13：20～15：40
29 月 健康福祉センター 13：30～16：00
30 火 北部多目的センター 13：20～15：50

６

５ 月 新居地域センター 13：20～15：40
６ 火 南部構造改善センター 13：30～15：20
７ 水 南上の原集会所（きずな館）９：00～11：00
14 水 新居地域センター ８：50～11：00
15 木 はつらつセンター（入出） 13：30～15：40
19 月 新所区民広場（むつみ荘） 13：20～14：40
21 水 郷南公民館 ８：40～11：00
28 水 南上の原集会所（きずな館）９：00～11：00
29 木 三ツ谷公民館 ９：00～11：00

７

５ 水
上ノ原公会堂 ８：30～11：00
西部地域センター 13：20～15：20

12 水 はつらつセンター（入出） ９：00～10：40

13 木 表鷲津コミュニティ
防災センター ９：00～11：00

19 水
新所区民広場（むつみ荘） ８：30～11：00
市立湖西病院駐車場 13：10～15：10

20 木 健康福祉センター ８：30～11：00

〈広告欄〉

⑵個別検診（市内医療機関２か所）　他の検診と同時に受けることができます。　※要予約
▶市立湖西病院健診センター（☎053-576-1232）　▶浜名病院健診センター（☎053-573-3700）
⑶総合集団検診（聖隷予防検診センターの検診バス）　※要予約
�９・10月に健康福祉センターに来る検診バスで、他のがん検診などと同時に受けることができます。

⑴胸部検診のみ受けられる検診日程と会場（予約不要）

・�問診票は、必ず事前に記入してお持ちください。
・�ボタンやファスナーのある上着、プリントＴ
シャツ、刺しゅうのあるもの、金具のついた下
着は着て来ないでください。

※�台風（台風接近、大雨、暴風、洪水警報など）の時
は、延期になる場合があります。
※�実施予定時間は、交通状況などにより多少変動す
る場合がありますのでご了承ください。
※�暑い日は、水分摂取を心掛けるなど、熱中症対策
をしてお出かけください。

⃝胸部集団検診を受ける時の注意事項
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指定医療機関 補助対象コース 自己負担額（助成後）

湖
西
市
内

市立湖西病院健診センター
☎053-576-1232

人間ドック ��23,500円
脳ドック ��31,200円

浜名病院健診センター
☎053-573-3700

人間ドック ��23,500円
脳ドック ��32,300円
人間ドック＋脳ドック ��53,750円

なごみ健診クリニック
☎053-543-7531 人間ドック ��23,500円

市
外

遠州病院健康管理センター
☎053-415-9969

１日人間ドック ��28,210円
１泊人間ドック ��55,710円

聖隷健康診断センター
（住吉）☎0120-938-375

１日人間ドック ��31,400円
スペシャルドック ��69,900円
ＭＣＩスペシャルドック 120,500円
ＰＥＴベーシック 141,400円
スタンダード（男性） 198,600円
スタンダード（女性） 212,900円
エグゼクティブ（男性） 261,300円
エグゼクティブ（女性） 275,600円

聖隷予防検診センター
（三方原）☎0120-938-375 １日人間ドック ��31,400円

聖隷健康診断センター
東伊場クリニック※
（☎0120-938-375）

１日人間ドック ��31,400円

※開院は令和５年５月を予定しています。

申請方法など（令和5年度受診分）

〈広告欄〉

令和5年度 国民健康保険人間ドック・脳ドックの費用の助成
　湖西市国民健康保険に１年以上加入している人に対し、人間ドック費用の一部助
成を行っています。年に一度の健康チェックにぜひお役立てください。
⃝対象者　�次の全ての要件を満たす人
　１．�20歳から74歳までの人で、湖西市国民健康保険に申請日からさかのぼって

１年以上加入し、保険税の未納がない人
　２．健診結果により、保健指導などを受けることに同意する人
　３．令和５年度の特定健診および国保Ｕ-39健診（40歳未満）を受けていない人

助成の申請手順
①�左記の指定医療機関
の予約をする。
②�電子申請、または窓
口（健康増進課また
は新居支所）にて補
助の申請をする。

※�電子申請の場合、郵
送または窓口発行の
どちらかを選択して
ください。
※�窓口の場合は、申請
時に「国民健康保険
証」と「特定健診受診
券（４月送付）」をお持
ちください。
※�申請の受け付けは、
人間ドックなどの受
診日の１カ月前から
開始します。必ず受
診前に申請してくだ
さい。

受付時間　８時30分～17時　※電子申請は24時間（最終日は17時まで）
申請方法　電子申請（右の二次元コードから）、窓口申請（健康増進課または新居支所）
窓口申請先　・健康増進課（健康福祉センターおぼと内）　湖西市古見1044番地　☎053-576-1114

・新居支所（新居地域センター内）　湖西市新居町浜名519-１ ☎053-594-1111

受付期間　�令和５年４月３日㈪～令和６年３月29日㈮
（土日祝は除く）
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