
～がん検診の受診率向上に向けて～
プロジェクトの締結

市町村がん検診担当課の連絡先【平成27年１月時点】
（あなたの住民票のある市町村にご連絡ください。）

～みんなの笑顔を守るために～
がん検診を受けましょう

プロジェクトに関するお問合せ

私たちは岩手県のがん検診受診率向上の取り組みを応援します

　 生涯のうち、男性の２人に１人、女性の
３人に１人が、がんにかかる可能性がある
といわれています。
　がんは、私たちにとって、身近な病気です。

　がんの克服のためには、早期の発見と、
早期の治療が必要であり、このためには、
｢定期的ながん検診の受診｣が、何よりも
重要です。

　より多くの方が、がん検診を受診し、
がんの早期発見と早期治療が推進され
ますように…。
　県では、企業と協働し、がん検診の受診
率向上に係る普及啓発や受診推奨の取組

をプロジェクトとして進めます。

　あなたのためだけではなく、ご家族や
周囲の方々のためにも、ぜひ、がん検診を
受診しましょう。

岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当
電話番号 019-629-5468

●被保険者（ご本人）の方は 、協会けんぽの「生活習慣病予防
健診」で「がん検診」を受けましょう。 
●被扶養者（ご家族）の方は 、市町村で行っている「がん検診」
を受けましょう。 
（連絡先） 協会けんぽ岩手支部保健グループ 
　　　　　　 電話 019-604-9089 （直通）

がん検診に
行こう！
がん検診に
行こう！
早 期 発 見 が 大 切 で す 。
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協会けんぽの加入者の皆様へ

市町村名 担当課名 連絡先（内線番号）

盛岡市
健康推進課 019-603-8306（直通）

健康福祉課（玉山地区） 019-683-3869（直通）

宮古市 健康課 0193-64-0111（直通）

大船渡市 保健介護センター 0192-27-1581（直通）

花巻市 健康づくり課 0198-23-3121（直通）

北上市 健康増進課 0197-64-2111（3172）

久慈市 保健推進課 0194-61-3315（直通）

遠野市 保健医療課 0198-62-5111（20）

一関市 健康づくり課 0191-21-2160（35）

陸前高田市 健康推進課 0192-54-2111（241･242）

釜石市 健康推進課 0193-22-0179（直通）

二戸市 健康推進課 0195-23-1313（245·252·263）

八幡平市 健康福祉課 0195-74-2111

奥州市 健康増進課（水沢保健センター） 0197-23-4511（直通）

雫石町 健康推進課 019-692-2227（直通）

葛巻町 健康福祉課 0195-66-2111（158･159）

岩手町 健康福祉課 0195-62-2111（513･516･517）

滝沢市 健康推進課 019-684-2111

紫波町 長寿健康課 019-672-2111

矢巾町 生きがい推進課 019-611-2835（直通）

西和賀町 保健福祉課 0197-85-3411（直通）

金ヶ崎町 保健福祉センター 0197-44-4560（直通）

平泉町 保健センター　 　　 0191-46-5571（直通）

住田町 保健福祉課 0192-46-3862（直通）

大槌町 保健福祉課 0193-42-8715（直通）

山田町 健康福祉課 0193-82-3111（142）

岩泉町 健康推進室 0194-22-2111（236･237）

田野畑村 保健福祉課 0194-33-3102（直通）

普代村 住民福祉課 0194-35-2113（直通）

軽米町 健康福祉課 0195-46-4111（直通）

野田村 住民福祉課 0194-78-2927（直通）

九戸村 住民生活課 0195-42-2111（122･123）

洋野町
健康増進課（種市保健センター） 0194-65-3950（直通）

健康増進課（大野保健センター） 0194-77-3576（直通）

一戸町 健康福祉課 0195-32-3700（直通）



Q

A 岩手県の平成25年における、がんによる死亡者
数は4,296人（男性2,528人・女性1,768人）
で、死亡原因としての割合は26.9%です。

Q

A 本県の部位別罹患率は、男性では、大腸、胃、前
立腺が上位を占め、女性では大腸、乳、胃が上位
を占めています。

　｢第2次岩手県がん対策推進計画｣では、個別目標
の一つとして、｢がん検診受診率50％｣（平成28年）
を掲げていますが、現状は20～40％となっています。
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平成25年 人口動態統計（厚生労働省）

岩手県地域がん登録事業データ／平成22年 診断例
出典：平成25年国民生活基礎調査

（率：人口10万対） （率：人口10万対）

早期でがんを発見できた方の5年後の生存率

岩手県地域がん登録事業データ／平成16年～平成18年 診断例
（上皮内がん・多重第２がん以降・診断時年齢90歳以上は除く）
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がんは身近な問題です
岩手県ではどのくらいの人が
がんで亡くなっているの？

多いのはこんながんです
かかる人が多いのは
どんながん？

岩手県死亡原因の割合

岩手県のがん検診受診率（全国との比較）

がんは治せる時代です
医療技術の進歩と検診での早期発見で

がんは治せる病気に！

がんの5年相対生存率（がんの進行度が「限局」の場合）

部位別罹患率（男性） 部位別罹患率（女性）
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　がん検診を希望される方は住民票のある市役
所、町・村役場にご確認のうえ、お申込みください。

　受診する検診の種類によって異なりますが、問
診など医療機関の説明に従って進めていきます。
大腸がん検診では、便を検診機関へ提出するだけ
で検査ができます。その他の検診も2時間程度で
行うことができます。

　費用については、検診の種類・市町村によって
異なります。詳しくは、住民票のある市役所、町・
村役場へご確認ください。

※がん検診は、予約者数によって日程が変更される
場合がありますので、ご注意ください。当該年度の検
診受付がすでに終了している場合もありますので、
ご確認ください。

土・日も受診できる医療機関もあります。

どこで受けるの？Q

どんなことをするの？Q

費用はどのくらい？Q

がんの早期発見･早期治療の
ために、｢がん検診の受診｣が
必要です。

　お勤めの方は、職場の定期健診などで、がん検診を受
診できる場合があります。職場の福利厚生または医療保
健（険）の担当窓口にご確認ください。

会社等へお勤めの皆様へ


