
令和５年度  町ぐるみ健診のお知らせ

ー ー4 ー ー1

町ぐるみ健診を受けましょう

・自分の都合に合わせて受診日を
調整できる

・指定医療機関の中から選べる

※年齢基準日は、令和６年４月１日現在です。ただし、特定（基本）健診は令和６年３月31日現在です。

【日時】8：30〜11：50　　【会場】市民交流施設オリナスホール（西脇市下戸田128-1）

健診日 健診日託児
レディ
スデー

歯周病
検診

乳がん
検診 託児

レディ
スデー

歯周病
検診

乳がん
検診

町ぐるみ健診には、オリナスホールで受診する「集団健診」と、各自がかかり
つけ医等で受診する「個別検診」の２種類があります。

■２種類の健診

■集団健診の日時と会場

■まずはお申込みを（集団健診、個別検診とも）

個別検診（詳細は P 4）

・血液検査や尿検査、がん検診等を一度に
受診できる

・時間指定で待たずに受診できる

集団健診（詳細は P 2〜 P 3）

申込期限
お早めにお申し込みください。

WEB（ホームページ） 、郵送、FAX、電話で申し込むことができます。
対象は、受診時に西脇市に住民票のある方です。

WEB

郵送

FAX

電話

右のQRコードからアクセス
または、市ホームページから検索

添付の申込書に記入して投函

添付の申込書に記入し、0795-23-5219へ

健幸都市推進課 0795-22-3111（内線1171）へ

［託　　　児］両日とも先着５名 ［レディスデー］女性受診者限定の日　　

［乳がん検診］マンモバスで視触診なし

お
問
合
せ

健幸都市推進課　TEL: 0795-22-3111　FAX: 0795-23-5219
●健診全般について

保険医療課　 TEL: 0795-22-3111　FAX: 0795-27-8164
●国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の特定（基本）健診受診券について

予約センター　TEL: 0795-22-1015
●乗合タクシー「むすブン」利用登録及び乗車予約について

　生活習慣病（高血圧症・脂質異常症・糖尿病など）や早期のがんは自覚
症状がないことが多く、進行しても症状が分かりにくいことがあります。
　いつまでも健康でいるために、定期的に健診を受け、早期発見・早期治
療につなげましょう。

WEBなら手軽に時間予約
ができます。集団健診は
受診の一週間前に確認
メールが届きます！

対象 予定医療機関 料金 備　考検診の種類

※受診期間は令和５年５月〜令和６年３月です。

医療機関への個別予約が必要になります。

※健幸都市推進課への事前申込みが必要（無料対象の方を除く）

医療機関での

個別検診

子宮がん検診 女 2,000円

・市立西脇病院
・いわたウィメンズ

クリニック
・遠藤産婦人科医院
・大山記念病院
・多可赤十字病院

検診内容：子宮頚部の細胞診

２年に１回受ける検診ですの
で、令和４年５月〜令和５年
３月の受診者は申込みできま
せん。

●20歳以上の方●

※健幸都市推進課への事前申込みが必要

大腸がん検診 男・女 700円

・指定医療機関 集団健診の大腸がん検診と
同じ検診内容（P3参照）です。
二重申込みはできません。

●25歳以上の方●

詳細は
こちら

※健幸都市推進課への事前申込みが必要（無料対象の方を除く）

乳 が ん 検 診 女

・市立西脇病院
（視触診あり）

・大山記念病院

・多可赤十字病院

検診内容：マンモグラフィ
（乳房のＸ線撮影）

２年に１回受ける検診です
ので、令和４年５月〜令和
５年３月の受診者は申込み
できません。
また、６月１日（木）、９月24
日（日）、９月27日（水）の町
ぐるみ健診会場で受診を希
望する場合は、無料対象の
方であっても市への事前申
込みが必要です。

●40歳以上の方●

2,100円

40歳代

1,700円

50歳以上

★無料対象は下欄※2参照

★無料対象はP3下欄※1参照

※医療機関へ直接予約

歯 周 病 検 診

高齢者歯科口腔
健診

男・女 無料

・指定医療機関

対象者には５月上旬にお知

らせを送付します。

●40・50・60・70歳の方、後期高齢者医療の方●

詳細は
こちら

★無料対象は下欄※1参照

 無料対象の方

（※1）子宮がん検診 （※2）乳がん検診

健幸都市推進課への事前申込み不要
・無料クーポン券は５月中旬に送付予定

②生活保護を受けている方

③令和5年度  市民税非課税世帯
→②③の方は受診日前日までに
健幸都市推進課へ申請してくだ
さい。

①後期高齢者医療の方
→申請は不要です。

（集団・個別とも）
健診・検診料金の免除



ー ー2 ー ー3

集団健診
対象 検査内容 料金 備　考検診の種類

肺 が ん 検 診
（結核健診を含む）

歯 周 病 検 診
（74歳までの方）

胃 が ん 検 診

胃 の 健 康 度
チェック

大腸がん検診

骨粗しょう症検診

男・女 400円レントゲン撮影

男・女 1,500円胃透視（バリウム）

男・女 2,000円
（料金免除なし）

血液検査

男・女 700円便潜血反応検査

女 1,700円

800円

かかとの骨密度
測定

男・女 無料歯科医師による
歯周病関連の検診

アスベスト関連疾患に係る検診
希望は当日申し出てください。

素足で測定します。

咳き込みやむせやすい方、体位
を変えることが難しい方は、申
し込む前にかかりつけ医にご相
談ください。

ヘリコバクターピロリ抗体検査
とペプシノゲン検査の結果から
胃がんリスクを調べます。胃が
ん検診と併せて受けましょう。

健診日の５日前から当日の朝ま
でに２日分の便を採り、健診当
日に提出します。個別検診でも
同じ内容を受診できます。

５月28日（日）と９月24日（日）
に限り実施します。

●25歳以上の方●

★無料対象は下欄※1参照

★無料対象は下欄※2参照

★無料対象はP4下欄※2参照

★無料対象は下欄※3参照

乳 が ん 検 診
（マンモバス検診）

女 乳房のX線撮影

肝炎ウイルス
検診

男・女 血液検査

６月１日（木）、９月24日（日）、

９月27日（水）に実施します。

Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスを検
査します。過去に受診したこと
のない方が対象です。

●40歳以上の方●

基本となる健診・検診を一度にまとめて受診できます。

乳がん検診（マンモバス検診）を同時に受診できます。

健診会場までの交通手段は「むすブン」が便利です。

健診・検診料金は現金払いのみです。

・対象は25歳以上の方です。

・６月１日（木）、９月24日（日）、9月27日（水）

・乗合タクシー「むすブン」の利用には、事前に利用登録が必要です。
・「むすブン」は、平日と土曜日午前中に利用できます。
・コミュニティバス（ループバス「めぐリン」及び「おりひめバス」）もあります。

・できるだけお釣りのないようにご用意ください。
・免除となる方については、４ページ下欄をご覧ください。

●特定（基本）健診●

保険や年齢の区分 受診料金

40〜74歳

後期高齢者医療の加入者

生活保護受給者（40歳以上） 無料

無料

無料

不要

不要

５月上旬送付予定

５月上旬送付予定

発行時期や送付方法、申
込方法は、医療保険者に
よる

医療保険者が
決めた額

西脇市国民健康保険の加入者

社会保険の被扶養者�
（社会保険の本人を除く）

25〜39歳 1,500円

特定健診受診券 健診内容

●問診、診察、身体計測、尿
検査（尿糖・尿蛋白・尿潜
血）、血圧測定、血液検査（貧
血・中性脂肪・HDLコレステ
ロール・LD Lコレステロー
ル・血糖・HbA1c・ＡＳＴ・
ＡＬＴ・γ‐GT・尿酸・ク
レアチニン・eGFR値）

●社会保険の被扶養者には、
希望者のみ貧血検査を実施
できます（自己負担 330円）。

※40歳以上（令和６年３月31日現在）の方は、受診時に健康保険証と特定健診受診券が必要です。

※総合判定で基準に該当する方には、心電図及び眼底検査を実施します。それ以外で希望される方は、
　当日お申し出ください（特定（基本）健診受診者のみ。自己負担：心電図1,170円、眼底検査850円）。

■物忘れチェック（無料）　
画面をタッチして、５つの質問に答えるだけで簡単にチェックできます。テスト時間は約５分です。
希望される方は事前にお申し込みください。

■ベジチェック（無料）　　※９月のみ実施（予約不要）
手のひらを測定器に約30秒あてるだけで、皮膚のカロテノイド量から簡単に野菜
摂取量を推定することができます。日頃の野菜摂取量が足りているか確認してみ
ませんか？

■風しん抗体検査（無料）　※下記対象者のみ　
血液検査で風しん抗体価を調べます。対象者には無料クーポン券を送付していますので、指定医療
機関または町ぐるみ健診会場（集団健診）で受診してください。

※抗体検査・予防接種は、令和７年3月31日まで無料で受けることができます。

対象者：昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性（クーポン券をお持ちください。）

2,100円
40歳代

1,700円
50歳以上

前立腺がん検診 男 血液検査
血液中のPSAを検査します。現

在治療中の方は受診できません。

●50歳以上の方●

1,600円

（※1）大腸がん検診 （※2）骨粗しょう症検診 （※3）肝炎ウイルス検診 

無
料
対
象
の
方


