
３．健診（検診）項目の内容     

生活習慣病予防のための健診 

糖尿病、動脈硬化、脂質異常症などの生活習慣病。 

年 1回 健診を受けることで、 

異常を小さなうちに見つけることができます。 

 

 

若年健診（20～39 歳）                               住民総合ｐ14 毎日ｐ12 

 
 

神埼市国保特定健診（40～74歳）        住民総合ｐ14 毎日ｐ12 個別ｐ9 

神埼市国民健康保険加入でない方は、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。 
※１心電図は、住民総合健診および毎日健診、個別健診（神埼市郡医師会の実施医療機関）で受けることができます。 

神埼市郡医師会以外の医療機関で受ける場合、医師の判断で追加となります。 
 
後期高齢者健診（75 歳以上）        住民総合ｐ14 毎日ｐ12 個別ｐ9 

 

 

 

 

 

対象者 自己負担金 検査内容 

昭和 55年 4月 1日～ 
平成 12年 3月 31日生まれ 

400 円 
身体計測・血圧測定・診察・尿検査 
血液検査（脂質・肝機能・血糖・腎機能・貧血） 

対象者 自己負担金 検査内容 

 
健診当日に 74歳以下 
神埼市国民健康保険加入者 
 
昭和 19年 4月 1日～ 
昭和 55年 3月 31日生まれ 
 

1,000 円 

身体計測・血圧測定・診察・尿検査・心電図※１ 
血液検査（脂質・肝機能・血糖・腎機能） 
 
◆医師の判断で追加 
貧血検査、眼底検査 

対象者 自己負担金 検査内容 

健診日当日に 75歳以上 
後期高齢者医療保険加入者 

無料 

身体計測・血圧測定・診察・尿検査 

血液検査（脂質・肝機能・血糖・腎機能） 

 

◆医師の判断で追加 

心電図、貧血検査、眼底検査 

【受診時の注意事項】 

・健診前日の飲酒や当日の朝食は控えてください。 

・空腹時血糖値や血中脂質の測定には、10時間以上の絶食が必要です。 

同日に胃がん検診を受けない方は、糖分を含まない水・白湯は飲んでもかま

いません。 
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３.健診（検診）項目の内容 

早期発見のためのがん検診など 

がんは早く見つけると、90％以上が治りますが 

「自分で異常を感じてから」では、進行していることも…。 

がん検診は“早く見つけて、早く治す”大切なきっかけです。 

 
 
肺がん検診（40歳以上）                   住民総合ｐ14 毎日ｐ12 

 

 

 

 

 

 

胃がん検診  ①②の２通りの検査方法があります。 

 

①胃がん検診（40 歳以上）              住民総合ｐ14 毎日ｐ12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象者 自己負担金 検査内容 

昭和 55年 3月 31日以前に 

生まれた方 
500円      

胸部レントゲン撮影 
二重読影（撮ったフィルムを数人の医師がチェック） 
 
＊問診により喀痰検査（500 円）を追加できます。 

対象者 自己負担金 検査内容 

昭和 55年 3月 31日以前に 

生まれた方 
500円      胃部レントゲン撮影（バリウム検査） 

【注意事項など】以下の方は受診ができません 
・呼吸器疾患で受診中の方 
・妊娠中もしくは妊娠の可能性のある方 
・６か月以内に血痰のあった方⇒医療機関への受診をおすすめします 

 

【注意事項など】 
 受診時の注意  
・前日の午後 10時からの飲食は避けてください。 
・当日は何も食べずに会場にお越しください。 
・起床から朝 7時までは、コップ 1杯程度（150ｍｌ）の水は飲んでかまいません。 
・内服薬は朝 7時までに、コップ 1杯程度（150ｍｌ）の水で済ませてください。 
 ※注意！血糖降下剤（糖尿病薬）は服用してはいけません。 
・当日のガム・タバコは避けてください。 
・75歳以上の方や当日の問診により、受診に「同意書」が必要な場合があります。 
 
 受診ができない方  
・胃、食道、腸の手術をした方 
・胃の治療中の方 
・バリウム製剤に対して過敏症のある方、誤嚥を起こす可能性のある方 
・その他、問診により体調や検査に支障をきたす恐れがあると判断された方 
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3.健診（検診）項目の内容 
 
②胃内視鏡検査（50.52.54.56.58 歳）受診間隔 2 年に 1回※１ 

個別ｐ11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１…翌年の胃部レントゲン撮影（バリウム検査）も対象外となります。 

 

大腸がん検診（40 歳以上）                住民総合ｐ14 毎日ｐ12 

 
 
 
 

 

 

 

 

前立腺がん検診（50 歳以上男性）          住民総合ｐ14 毎日ｐ12  

 

 

 

対象者 自己負担金 検査内容 

S36.4.1～S37.3.31生（58歳） 

S38.4.1～S39.3.31生（56歳） 

S40.4.1～S41.3.31生（54歳） 

S42.4.1～S43.3.31生（52歳） 

S44.4.1～S45.3.31生（50歳）  

4,000円        胃内視鏡検査（胃カメラ検査） 

対象者 自己負担金 検査内容 

昭和 55年 3月 31日以前に 

生まれた方 
500円      

便潜血検査 
※自宅で便を 2日分採取し、後日提出します。 

対象者 自己負担金 検査内容 

昭和 45年 3月 31日以前に 

生まれた男性 
500円      血液検査（PSA検査） 

【注意事項など】 
受診ができない方 
・胃疾患に関する症状がある方      ・呼吸不全がある方  
・疾患に関わらず入院中の方       ・胃疾患で治療中の方 
・胃全摘術後の方            ・妊娠中の方 
・心疾患のある方（心筋梗塞、重篤な不整脈など）  ・明らかな出血傾向のある方（疑いのある方） 
・収縮期血圧がきわめて高い方      ・全身状態が悪く、検査に耐えられないと判断される方 

※受診時の注意事項については、医療機関での説明を受けてください。 

【注意事項など】 
・痔疾患など出血傾向がある方は、結果が陽性になる可能性があります。 
その場合でも自己判断をせずに必ず精密検査を受けてください。 

・生理中の場合や下痢をしているときは正しい検査ができません。 

【注意事項など】 
・前立腺の治療中、経過観察中の方は受けることができません 

6 



7 

 

3.健診（検診）項目の内容 
 
乳がん検診（40歳以上女性）              毎日ｐ12 レディースｐ13  

 
 
 
 
 

 
 

子宮がん検診（20 歳以上女性）           毎日ｐ12 個別ｐ10 
住民総合ｐ14 レディースｐ13 

 

 

 

 
 
骨粗しょう症検診（40・45・50・55・60・65・70歳女性）      レディースｐ13 

 

 
 

対象者 自己負担金 検査内容 

昭和 55年 3月 31日以前に 

生まれた女性（40歳代） 
1,000円      マンモグラフィ（2方向） 

昭和 45年 3月 31日以前に 

生まれた女性（50歳以上） 
500円 マンモグラフィ（1方向） 

対象者 自己負担金 検査内容 

平成 12年 3月 31日以前に 

生まれた女性 

500円     
子宮頸部

けいぶ

の細胞診・視診 

※30～44歳の方は HPV(ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ）検査

も追加します。検査結果により、次の検診間

隔が 1年後または 3年後になります。 

個別健診（医療機関） 

1,500円 

対 象 者 自己負担金 検査内容 

S24.4.1～S25.3.31生（70歳） 

S29.4.1～S30.3.31生（65歳） 

S34.4.1～S35.3.31生（60歳） 

S39.4.1～S40.3.31生（55歳） 

S44.4.1～S45.3.31生（50歳） 

S49.4.1～S50.3.31生（45歳） 

S54.4.1～S55.3.31生（40歳） 

500円 腕の骨密度測定 

【注意事項など】以下の方は受診ができません 
・妊娠中または妊娠の可能性がある方    ・乳腺疾患で受診している方 
・授乳中の方、授乳をやめて間もない方   ・豊胸手術を受けている方 
・ペースメーカーを挿入している方     ・シャント（管）を留置している方 
 

【注意事項など】以下の方は受診ができません 
・妊娠中または妊娠の可能性がある方（※ただし個別健診では実施） 
・生理中の方 
・子宮全摘手術を受けた方、治療中、経過観察中の方 

【注意事項など】以下の方は受診できません 
・妊娠中または妊娠の可能性がある方 
・骨粗しょう症で受診している方 



3.健診（検診）項目の内容 
結核健診（65歳以上）  
結核は国内で年間約 1.8万人（県内は約 100人）が発症し、高齢者が多く占めます。 

早期に発見できれば、重症化を防げるだけでなく、家族などへの感染も予防できます。 

 

住民総合ｐ14  毎日ｐ12 

 
 
肝炎ウイルス検査（20 歳以上） 

住民総合ｐ14  毎日ｐ12  

 

４．自己負担金免除（無料）対象者 

～無料ではない方も～ 

神埼市の健診（検診）は、公費助成を行なっています。 
自己負担金は、検査にかかる費用から助成額を除いた額となります。  
                   

対象者 自己負担金 検査内容 

肺がん検診を受けた、65歳以上の方 無 料      胸部レントゲンフィルム読影 

対 象 者 
 

自己負担金 検査内容 

平成 12年 3月 31日以前に生まれた方

で、 

市での肝炎ウイルス検査が初めての方 

 

無 料     
血液検査 
（B型肝炎ウイルス抗原・C型肝炎ウイルス抗体検査）  

対象となる人 対象の項目 手続き 

40歳 
（Ｓ54.4.1～Ｓ55.3.31生） 

肺がん・胃がん 
大腸がん・乳がん 
子宮がん検診 

不要  
※医療機関での個別健診（子宮がん検診）では 

「40歳無料対象者」と窓口にお伝えください。 

30歳女性 
（H1.4.1～H2.3.31生） 子宮がん検診 

「無料クーポン券」を支払い時に提出 
※無料クーポン券は 5 月頃自宅へ郵送 

生活保護世帯に 

属する方 

健康診査及び 

各種がん検診 
「生活保護証明」を支払い時に提出 

市民税非課税世帯に 

属する方 

若年健診・各種がん検診 

骨粗しょう症検診 

「印鑑」を持参ください。 
 
※毎日健診・個別健診を受ける場合は、 
事前に健康増進課で手続きが必要です。 
☎0952-51-1234 
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