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健診内容について

20歳～74歳の方
（令和3年3月31日に到達する年齢）

職場の健診にがん検診がない場合は

戸沢村のがん検診をご利用ください。

婦人科検診
子宮頸がん検診（20歳以上）

乳がん検診 （30歳以上）

オプション項目

満75歳以上の方
65～74歳で、後期高齢者医療保

険証をお持ちの方も該当します。

健診申し込み方法

各種検診クーポン

胃がんリスク評価

6 ページへ

9・10 ページ

11・12ページ



早期発見、早期治療が大切です。
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健診の内容
～それぞれの健診についてご説明します～

特定健診・がん検診に詳細な検査項目を加え、より細部にわたって健康チェックをしま

す。

人間ドック

【検査項目】

〇特定健診 〇各種がん検診

・詳細な検査項目

視力検査、脂質検査、尿検査（潜血・尿沈査・尿細胞診検査）、

肝機能検査（ALP・ZTT・T-Bill）、腎機能検査（尿素窒素）、

血液生化学検査（総蛋白・A/G比・尿酸・ｱﾙﾌﾞﾐﾝ定量・ｶﾘｳﾑ）、CRP定量、

肝炎関連検査（HBｓ抗原）、血液一般検査（白血球数）

メタボリックシンドロームをはじめとする生活習慣病の発見、健康状態の確認

ができます。

特定健診

【検査項目】

質問（既往歴調査）、血圧測定、理学的検査、身体計測、腹囲測定、

尿検査（糖・蛋白）、脂質検査（中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール）、

肝機能検査（AST・ALT・γ-GT）、空腹時血糖、HbA1c

心電図検査、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン

胃がん検診 対象年齢：40歳以上の方 検診間隔：年1回

各種がん検診

【検診方法】
◎胃部Ｘ線撮影

造影剤となるバリウムと胃を膨らまる発砲剤を飲み

透視台の上で体勢を変えながら様々な角度から胃の状態

を撮影します。

◎胃がんリスク評価(詳細は12ページ参照）

（胃がん検診受診者はオプションで追加できます。）

血液検査で、ヘリコバクターピロリ菌感染の有無（ヘリコバクターピロリ抗体検査）と胃

粘膜の萎縮（老化）の状態を確認（ペプシノゲン検査）します。
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健診の内容
大腸がん検診

【検査方法】

◎便潜血検査2日法

肉眼に見えなくても微量の血液が便に混じることがあるため便潜血検査が行わ

れます。より確実に検査するため2日分の採便となります。すでに便に血液が混

じったり、便秘と下痢を頻回に繰り返すなどという症状があれば検診ではなく医

師の診察を受けましょう。生理中は検査を受けないでください。

肺がん検診

【検査項目】

◎胸部Ｘ線写真を撮影

いわゆるレントゲン検査です。

息を大きく吸い込むことで肺を膨らませ、

肺の状態を写し出します。

対象年齢：20歳以上の女性の方 検診間隔：2年に1回

子宮頸がん検診

対象年齢：40歳以上の方 検診間隔：年1回

対象年齢：30歳以上の女性の方

乳がん検診

【検診方法】
◎視診、双合診(触診）

膣鏡を挿入し、おりものの状態や炎症・裂傷の有無を確認します。

双合診では医師が直接触れて、腫れやしこりがないかを判断します。

◎細胞診

子宮頸部を柔らかいブラシでこすり、細胞を採取します。

【検診方法】
◎マンモグラフィー撮影

乳房専用のＸ線装置で、乳房を圧迫板ではさみ

乳腺を広げ、左右1枚ずつ:1方向（30歳代・50歳代）撮影します。

角度を変えて2枚ずつ：2方向（40歳代）撮影します。

対象年齢：40歳以上の方 検診間隔：年1回



対象年齢

39歳以下

40歳以上74歳以下

40歳以上

40歳以上

40歳以上

対象年齢

男 女 男 女

20歳代 20,273 27,073 20,273 27,073

30歳代 20,273 25,273 20,273 25,273

40歳代 9,048 14,548 15,331 20,831

50歳～74歳 9,048 14,048 15,331 20,331

39歳以下

40歳以上74歳以下

40歳以上

40歳以上

40歳以上

※ 人間ドックは基本的にすべての項目を受ける検査となっています。

希望しない項目がある場合は、総額から差し引いた金額が料金となります。

※20歳～39歳で受診される方は、子宮頸がん検診・乳がん検診以外は全額自費となります。

※社保の方で特定健診の受診券がある方は、料金が変わる場合があります。
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800

総額

健診項目 国保 社保

人間ドック

（令和3年3月31日に到達する年齢）

健診項目

特定健診

総合健診

8,283

2,000

社保

8,283

国保

1,100

胃がん 2,200

肺がん

40歳～74歳の方

胃がん

大腸がん

2,200

肺がん

特定健診

大腸がん

500

800

11,231

4,948
11,231



項目

・2年に1回の検診(令和2年度：実施→令和3年度：実施しない)

ＨＰＶ検査とは

　ＨＰＶ検査とは、子宮頚部の細胞を採取し、子宮頸がんの原因となるＨＰＶ

（ヒトパピローマウイルス）に感染しているかどうかを調べ、将来がん化しやすい

細胞かどうかの判断を行うことができる検査です。

　また、検査方法は変わりなく、診断の精度は従来よりも高くなります。

項目

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳以上

【婦人科検診は別日程に変わります】

これまでは総合健診の婦人科検診を受ける場合、午前に他の検診、午後から婦人科検診でしたが、

令和2年度からは、午前に他の検診を受け、婦人科検診は別の日に受けていただくことになります。

【これまでの検診】

午前　：　特定健診・がん検診　→　その日の午後　：　婦人科検診

【令和2年度から】

午前　：　特定健診・がん検診　→　別の日の午後　：　婦人科検診

※人間ドックの場合は、婦人科検診と他の検査を同じ日に受けることができますが、

特定健診等の検査料金が高くなりますので料金表をご確認ください。
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30歳代・50歳以上・・・1方向 40歳代・・・2方向

自己負担額(円）

子宮頸がん検診

3,500

・2018年より　HPV細胞診併用検診　を実施

※マンモグラフィー（乳房専用Ｘ線）

1,500

2,000

1,500

マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ
ー

乳がん検診

自己負担額(円）

20歳以上

30歳以上（令和3年3月31日に到達する年齢）

20歳以上（令和3年3月31日に到達する年齢）



〇各健診で受診可能な検診項目

　人間ドックでのみ受けられる検査もあります、ご注意ください。

総合健診 人間ドック

血液検査 ○ ○

かかとに超音波をあてる検査 〇 ○

胸部レントゲン + 喀痰検査 〇 ○

血液検査 〇 ○

血液検査 〇 ○

血液検査 ○

腹部に超音波をあてる検査 ○

血液検査 ○

○

空気を眼に吹き付ける検査 ○

両手・両足の血圧を測定 ○

乳房に超音波をあてる検査 ○

※1 肝炎ウイルス検診：過去に受診したことのない40歳以上の方

※２ 甲状腺検査・腹部超音波・心筋疲労度検査　をまとめて受ける場合は、

セット料金を用意しています。

　本来8,184円の検査が、セット料金の場合7,172円で受けられます。

※3 血圧脈波検査　乳房超音波検査　に関しては予約が必要です。

検診センターへご連絡お願いします。

（最上検診センター　：　0233-23-3411）
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骨粗鬆症検診

1,540

検査料金

2,420

4,400

880

1,300

検診項目 検査内容

前立腺がん検診

880

2,244

1,540

1,500

喀痰細胞診検査（肺がん受診者）

呼吸機能検査

甲状腺検査　※2

胃がんリスク評価（対象年齢：無料あり）

肝炎ウイルス検診　※1

腹部超音波検査　※2

心筋疲労度検査　※2

肺活量を調べる検査

眼圧検査 770

血圧脈波検査　※3 2,200

乳房超音波検査　※3 3,080



※ 人間ドックは基本的にすべての項目を受ける検査となっています。

希望しない項目がある場合は、総額から差し引いた金額が料金となります。

◎ 戸沢村中央診療所

詳しくは８ページをご覧ください。

◎ 人間ドックで受ける場合

特定健診・各がん検診に加え、詳細な検査項目がセットになっています。

より細部にわたり健康チェックを希望する方にお勧めです。

◎ 問診票は健診日のおよそ1ヶ月前に自宅へ郵送になります。

日程や健診項目の変更は、戸沢村健康福祉課　健康推進係までご連絡ください。

連絡先：　☎　0233-72-2364（内線146）
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—

×1,500 1,500

令和2年度から、後期高齢者の特定健診が無料で受けられるようになりました。

12,543

3,500

戸沢村中央診療所

無料

×

×

×

×

×

×

800

1,100

子宮頸がん

大腸がん

総額 —

無料

乳がん

800

×喀痰無肺
が
ん 結核

3,500

無料 3,443特定健診

胃がん

総合健診 人間ドック

2,200 2,200

（後期高齢者医療の保険証をお持ちの方）



（後期高齢者医療の保険証をお持ちの方)

 令和2年度から、戸沢村中央診療所でも特定健診が無料で受けられます。

戸沢村での健診と診療所での健診、ご自分が受けやすい方で受診してください。

対象者 ：後期高齢者医療の保険証をお持ちの方

金　額 ：無料

検査内容 ：血液検査・尿検査、心電図検査・内科検診・諸測定

（村の健診ではより詳しい検査が受けられます。検査項目をご確認ください）

注意点 ・治療や薬の処方と一緒には受けられません。

・がん検診は受けられません。

　がん検診も併せて希望される場合は戸沢村での健診になります。

・問診表が届いたら予約が必要です。

　直接診療所の窓口、または電話でご連絡ください。

※予約の電話は必ず午後（PM1：30～4：30）にお願いします。

（連絡先：0233-72-3363）

【申し込み　から　受診　までの流れ】

〇同封されている申込書（戸沢村中央診療所健診申込書）に、名前等を記入します。

　地区の保健推進員の方が回収する際に提出してください。

↓

〇問診表が郵送されて自宅へ届きます。

↓

〇戸沢中央診療所へ連絡し、健診の日程を決めます。

↓

〇問診表を記入し診療所へ提出。健診が受けられます。
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同封の申込用紙に記入してください。
地区ごとの回収日に保健推進員の方が回収に伺います。

記入の仕方はＰ．９　図のように希望する箇所に○をつけて下さい。

○健診日・検査項目については、各家庭に4月下旬に郵送にてお知らせします。

○健診会場：最上検診センター、戸沢村農村環境改善センター

　　　　　　　　戸沢村中央公民館、戸沢村保健センター

〇問診票と案内は、健診日のおよそ1ヶ月前にご自宅へ郵送致します。

○日程や健診項目の変更は、戸沢村健康福祉課　健康推進係までご連絡ください。
　予定をキャンセルする場合も必ずご連絡をお願いします。

《お問合わせ先》

戸沢村健康福祉課　健康推進係

☎　0233-72-2364　（内線146）
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◎対象者の方には4月下旬頃までクーポンを郵送します。

対象年齢 ※届いたクーポンは検診当日に会場へ

41歳 持参していただき、受付の際に提出して

46歳 いただくと無料になります。

51歳

56歳

61歳

対象年齢 対象年齢

21歳 22歳

26歳 27歳

31歳 32歳

36歳 37歳

41歳 42歳

◎子宮頸がん検診が2年に1度の実施に変わったため、無料クーポンの配布も

対象者の幅を広げています。

　検診が実施される年度のみ配布いたしますので、ご注意ください。
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【大腸・乳がん・肝炎ウイルス検診】

【子宮頸がん検診】

生年月日

Ｓ54.4.2～Ｓ55.4.1

Ｓ49.4.1～Ｓ50.4.1

Ｓ44.4.2～Ｓ45.4.1

Ｓ39.4.2～Ｓ40.4.1

Ｓ34.4.2～Ｓ35.4.1

生年月日

H11.4.2～H12.4.1

S63.4.2～H1.4.1

S59.4.2～S60.4.1 S58.4.2～S59.4.1

生年月日

S54.4.2～S55.4.1 S53.4.2～S54.4.1

H1.4.2～H2.4.1

H10.4.2～H11.4.1

H6.4.2～H7.4.1 H5.4.2～H6.4.1



◎　対象年齢の方は、1,540円の検査を無料で受けることができます。

◎　人間ドック・総合健診のどちらでも検査可能です。

対象年齢 対象年齢

41歳 46歳

51歳 56歳

61歳 66歳

71歳 76歳

81歳

　胃がんリスク評価とは、血液検査でピロリ菌に感染していないかを調べ、胃粘膜の

萎縮（老化）の状態を調べる検査です。

胃の状態を知ることで、胃がんにかかるリスクを確認することができます。

　※胃がんリスク評価を希望する場合は胃がん検診も一緒に受診していただきます。

　（胃がん検診料金は別途必要になります。）

　※胃の病気で服薬中の方、胃の手術を受けた方は受診できない場合があります。

現在、山形県の胃がんによる死亡率は、依然として高い状況にあります。

もしかしたら自分の胃が、がんになりやすい状態になっているかもしれません。

無料で受けられる年齢の方は、この機会に受けてみてはいかがでしょうか。
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S44.4.1～S45.3.31

S34.4.1～S35.3.31

S24.4.1～S25.3.31

S14.4.1～S15.3.31

S39.4.1～S40.3.31

S29.4.1～S30.3.31

S19.4.1～S20.3.31

胃がんリスク評価無料対象者

（令和3年3月31日に到達する年齢）

生年月日

S54.4.1～S55.3.31

生年月日

S49.4.1～S50.3.31



令和２年度

※ただし、過去に補助を受けた方は対象外となります。

年齢

65歳 昭和30年4月2日 ～ 昭和31年4月1日生まれ

70歳 昭和25年4月2日 ～ 昭和26年4月1日生まれ

75歳 昭和20年4月2日 ～ 昭和21年4月1日生まれ

80歳 昭和15年4月2日 ～ 昭和16年4月1日生まれ

85歳 昭和10年4月2日 ～ 昭和11年4月1日生まれ

90歳 昭和　5年4月2日 ～ 昭和　6年4月1日生まれ

95歳 大正14年4月2日 ～ 大正15年4月1日生まれ

100歳 大正　9年4月2日 ～ 大正10年4月1日生まれ

※対象年齢でない方・・・これまで補助を受けていなければ、

　　　　　　戸沢村中央診療所に限り補助が受けられます。

◎公費補助は令和3年3月31日まで

※接種料金は、7,000円～8,000円程度です。
補助額（4,000円）を差し引いた額をお支払ください。

対象者の方には、4月中に通知と予診票を郵送します。　　　　

《重要》年齢・生年月日をご確認ください！！

         下記の方が対象者です。

生年月日

健康福祉課

4月下旬に

通知・予診

票を送付

医療機関

予診票を提出し

予防接種を受ける

自己負担金を支払

う

で予約
（電話）

医療機関に事前に

連絡をする


