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特に記載のない場合の受付時間は土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分～午後5時15分（正午～午後１時を除く）です。
申込の記載がない場合は直接会場へ。費用の記載が無い場合は無料です。 ひのでＡ（安全）・Ａ（安心）大作戦

令和３年度 がん検診、肝炎ウイルス検診、特定健康診査のお知らせ
種　　　類 対　　　　　　象 検診場所・日時

　　　大腸がん検診
便潜血反応検査
（免疫便潜血検査　2日法）

町内在住
40歳以上（昭和57年 3月 31日以前生）の方
※大腸がんになりやすい年齢は65歳から 70歳代
　とされています。該当する方は特に受診をお勧め
　します。
以下の方は対象外です
●大腸の疾患で治療中、経過観察中の方

ご予約の方に検査方法・
検査容器・説明書等を
郵送します。

前立せんがん検診
PSA検査
※この検診は、国が指針に定
める、がんによる死亡率を下
げる効果が証明されている「対
策型検診」とは異なります。

町内在住の男性
50歳（昭和47年 3月 31日以前生）以上の方

日の出ヶ丘病院

8月 6日（金）～9日（月）

日の出町保健センター

8月11日（水）～13日（金）

検診時間
午前8時～ 11時 30分

　　　肝炎ウイルス
　　　検診Ｂ型・Ｃ型
　　　　問診、血液検査

町内在住
40歳以上（昭和57年 3月 31日以前生）で、
過去に受診したことが無い方

特定健康診査
（国民健康保険 特定
健康診査、生活保護世帯
健康診査、若年健康診査）

若年健康診査を除き、対象
の方には７月１日以降に受
診券等の案内を送付します。

国民健康保険 特定健康診査／生活保護世帯健康診査
町内在住で以下の該当する方
　日の出町国民健康保険に加入されている方、生活
　保護世帯に属する方
　40歳～68歳：昭和28年4月1日
　　　　　　　　　　　　　～57年3月31日生
若年健康診査
　町内在住／16歳～ 39歳
　（昭和57年 4月 1日～平成18年 3月 31日生）

　　　　胃がん検診
　　　胃部エックス線検査

町内在住
40歳以上（昭和57年 3月 31日以前生）の方
定員　各日120人
以下の方は対象外です。
●胃・肺の治療中や経過観察中の方、妊娠中または
　妊娠の可能性のある方
●胃がん検診は、水分摂取に制限がある、バリウム
　を飲めない、2カ月以内に大腸ポリープの切除を
　した、腸閉塞の既往がある、撮影台の手すりを掴
　めない、技師の指示に合わせて自力で動けない、
　１年以内に開腹手術をした方

日の出ヶ丘病院（検診車）
9月 10日（金）、11日（土）、
12日（日）

保健センター（検診車）
9月 7日（火）、8日（水）

検診時間　午前8時～正午

※日時は抽選で決定します。
　（先着順ではありません。）

　　　　肺がん検診
　　　胸部エックス線検査
　　　喀痰検査（該当者のみ）

乳がん
問診、マンモグラ
フィー (乳房Ｘ線撮影)

※生理の直前や乳腺が張っ
ている時期は、痛みを感じ
やすく、マンモグラフィに
適しません。

町内在住
40歳以上（昭和57年 3月 31日以前生）の方
以下の方は対象外です。
●妊娠中または妊娠の可能性のある方、授乳中の方、
　断乳後6カ月以内の方、豊胸手術・ペースメーカー
　挿入術、V-P シャント術、自力で直立の姿勢が維
　持できない、ＣＶポート挿入術を受けた方
●治療中や経過観察中の方

日の出ヶ丘病院

検診期間
令和4年2月24日（木）まで

毎週火～木曜日
午前・午後

女性医師を希望する方はご
相談ください。

子宮頸がん
問診、視診、内診、頸部細胞診

※妊娠中の方は、母子手帳と同
時に配布された受診券で、妊
婦検診時に受診してください。

町内在住
20歳以上（平成14年 3月 31日以前生）の方

以下の方は対象外です。

●生理中の方、治療中や経過観察中の方

骨粗しょう症
　　　　　検診
踵の骨密度を超音波で
　　　　　計測します。

40 歳～ 70 歳の方は 5 年
に 1 回、20 歳～ 39 歳 の
方は 39 歳までに 1回の機
会です。
ぜひご利用ください。

町内在住の女性　～以下の年齢に該当する方

20歳～ 39歳：
　  昭和 57年 4月１日～平成14年 3月 31日生
40歳：昭和56年 4月 1日～ 57年 3月 31日生
45歳：昭和51年 4月 1日～ 52年 3月 31日生
50歳：昭和46年 4月 1日～ 47年 3月 31日生
55歳：昭和41年 4月 1日～ 42年 3月 31日生
60歳：昭和36年 4月 1日～ 37年 3月 31日生
65歳：昭和31年 4月 1日～ 32年 3月 31日生
70歳：昭和26年 4月 1日～ 27月 3月 31日生

定員　各日20人
※骨粗しょう症で治療中の方は、対象外です。

保健センター
8月 11日（水）、12日（木）、
13日（金）

検診時間
午前9時～ 11時 30分

※検診当日、保健師から結
果説明、管理栄養士による
栄養相談を行います。

大腸がん検診、前立せんがん検診、肝炎ウイルス検診　Ｂ型・Ｃ型

電話で予約してください。　問　日の出ヶ丘病院 健診部　☎０１２０（５８５）３１１
受付期間　7月1日（木）～21日（水）　　受付時間　午後１時30分～4時30分（土日・祝日除く）

特定健康診査（集団検診）
電話で予約してください。　問　日の出ヶ丘病院　健診部　　☎０１２０(５８５)３１１
受付期間　7月1日（木）～21日（水）　  受付時間　午後１時30分～4時30分（土日・祝日除く）
※当日は食後10時間以上あけて、着脱しやすい服装で受診してください
　（お薬を服用中の方は、事前に主治医にご相談ください。
※電話予約後に、日の出ヶ丘病院から健診を受けるために必要な問診票（OCR）、尿検査キット
　が送付されます。

胃がん検診、肺がん検診
はがき、保健センター窓口での予約
受付期間　7月 12日（月）～28日（水）
はがきまたは申込書に以下の事項を明記のうえ、郵送または窓口に提出してください。

※申込書は保健センターで配布、日の出町ＨＰ掲載。
※ご家族と同じ日時を希望する場合は、1枚のはがき（申込書）に人数分を記入してください。
※土日は比較的空いています。
郵送の宛先
　　〒190-0192　東京都西多摩郡日の出町平井2780　日の出町保健センターがん検診担当
電話での予約　　問　いきいき健康課 健康推進係　☎０４２（５８８）５４２６
受付期間　7月 19（月）～28日（水）　午前9時～午後５時

乳がん、子宮頸がん　※2年度に1回受診できます。

電話で予約してください。　問　日の出ヶ丘病院 健診部　☎０４２（５８８）８６６６
受付期間　令和4年１月31日（月）まで　　受付時間　午後１時30分～4時30分（土日・祝日除く）

骨粗しょう症検診

電話で予約してください。　問　日の出ヶ丘病院 健診部　☎０１２０（５８５)３１１
受付期間　7月1日（木）～15日（木）　　受付時間　午後１時30分～4時30分（土日・祝日除く）

申込方法

費　　用　　１次健診の費用は無料です。（結果により医療機関への再受診（有料）が必要です。）

結果通知　　受診結果は健診の約１カ月後に受診結果票を郵送します。
　　　　　　（骨粗しょう症検診の結果は受診当日の結果説明後にお渡しします。）

そ の 他　　職場やご家族の健康保険など、他に受診の機会がある方は申込の対象外です。
　　　　　　申込後にキャンセルする場合は、必ず事前に申込先に連絡してください。
　　　　　　保健センターへお越しの際は、なるべくスリッパや上履きをお持ちください。
　　　　　　ひのでちゃん行政カードの元気健康ポイント対象です。
　　　　　　（骨粗しょう症検診以外は100ポイント。骨粗しょう症検診は70ポイント）

①受診希望検診項目
　胃のみ　・　肺のみ　・　両方　※受診する検診を明記してください
②検診希望日（必ず第３希望日まで記入してください）　※時間指定はできません
　第 1希望日　　月　　日（　曜日）
　第 2希望日　　月　　日（　曜日）
　第 3希望日　　月　　日（　曜日）
③氏名（ふりがな）、生年月日、住所、電話番号

ご自身の健康チェック
のため、検診（検査）を
受けましょう！

日の出町
イメージキャラクター
ひのでちゃん

問　いきいき健康課 健康推進係　☎042(588)5426


