
　健診結果から生活習慣病のリスクが見つかった人を対象にした、医師・保健師・管理栄養士などによる生
活習慣改善サポートです。
　該当する方には、費用の一部を協会けんぽが補助するための利用券をお届けしますので、生活習慣の改善
に取り組みましょう。

完全予約制

受診券（セット券）と保険証を確認してください！
受診券（セット券）は黄色い封筒でお送りしています。
それぞれの記号・番号が一致しているか確認してください。

保険証の資格や有効期限にご注意ください！！
●受診日当日に健康保険の資格を喪失している場合は
　受診券（セット券）は使用できません。
●受診券（セット券）の有効期限内（2022年3月31日まで）に
　受診してください。ただし、本年度中に75歳になる方は
　誕生日の前日までとなります。

●基本的な健診　すべての方に受けていただく検査項目です。

●詳細な健診〈医師の判断で、一部の方のみ実施〉
　健診結果などに基づいて、医師の判断により実施される検査項目です。

＊＝採血による検査です。

＊＝採血による検査です。

健診を受診する前にご確認いただきたいこと

診察等 問診 身体計測 血圧測定 血中脂質検査 ＊ 肝機能検査 ＊ 血糖検査 ＊ 尿検査

心電図検査 眼底検査 貧血検査 ＊ 血清クレアチニン検査 ＊
（eGFRによる腎機能の評価含む）

特定健診の各検査項目について

健診後の健康サポート（特定保健指導）について

　がん検診は、健康増進法等に基づいて市区町村が実施することとなっています。詳細については、お住まい
の市区町村のホームページや広報物などでご確認ください。

がん検診について

今年度も
      開催予定

詳しい案内は対象となる方のご家庭に直接お送りいたしますので、ぜひこの機会をご利用ください。（予約が必要です）
※開催されない地域もございますのでご了承ください

ご確認をお願いします

新型コロナウイルス感染症等の影響により急遽健診を中止させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

●発熱、咳、頭痛、呼吸困難、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害などの症状がある方
●過去2週間以内に37.5℃以上の発熱があった方
●2週間以内に法務省、厚生労働省が定める諸外国への渡航歴がある方（およびそれらの方と接触歴がある方）
●2週間以内に新型コロナウイルス患者（疑いも含む）と接触歴がある方

※ご都合が合わない場合は直接、健診機関で受診が可能です。詳しくは各健診機関にお尋ねください。
※ご予約のお電話が大変混雑し、話し中が長く続く場合がございます。
　お日にち、または、お時間を変えてご連絡を頂きますようご理解とご協力をお願い致します。

持 ち 物 受診券（セット券）・保険証
基本項目 診察・問診・身体計測・血圧・

血液検査（血中脂質、肝機能、血糖）・尿検査

令和3年度

健診の結果から
「生活習慣の改善が必要な方」に

該当した場合には、
特定保健指導を
ご利用いただけます。

安心！
お近くの会場や

お出かけ先など日程表から
ご都合に合わせて
ご予約ください。

楽 ！々

集団健診特定
健診 のご案内

集団健診会場で特定健診を受診できます

協会けんぽにご加入の被扶養者（ご家族）様へ

協会けんぽからの
補助（7,150 円）により、

基本項目費用

0円です !

無料！

マスク 手指消毒 体温測定
新型コロナウイルス感染症対策について

協会けんぽホームページもご覧ください。保健グループ
協会けんぽ岐阜

健診中は各自マスクを
着用していただきます。
ご持参ください。

入館（室）時に
体温測定を実施する
ことがあります。
ご協力をお願いします。

健診会場に
アルコール消毒を
用意しますので、
適宜手指消毒を
お願いします。

次の方は受診をお断りしています

事前にご予約が必要です。
日程表（本紙掲載）を参考に、
各予約先に電話でお申し込みください。

コロナ禍だからこそ
自分の健康状態を
チェックしましょう

各務原市



KAKAMIGAHARA 集団健診のご案内 令和3年度  各種がん検診、ヤング健診のご案内

各務原市では市民の方を対象に各種がん検診を行っています。
年に 1 度、自分の体と向き合いましょう。特定健診と合わせて安心！がん検診！！

種
類

子宮がん
検診

大腸がん
検診 胃がん検診 前立腺がん

検診
肺がん検診 乳がん

検診
肝炎ウイル

ス検診（個別） （集団）

対
象
者

20歳以上
の女性

40歳以上
の方

50歳以上
の方

50歳以上
の男性

40歳以上の方
〈喀痰細胞診〉

50歳以上で
喫煙指数が600以上の方

40歳以上
の女性

4 0 歳 以 上で
過 去 に 肝 炎
ウイルス検査
を受けたこと
のない方2年に1回 1年に1回

2年に1回
（胃部エックス線検

査は1年に1回）

1年に1回
（前回受診の結果に
より3年毎の場合有）

1年に1回 2年に1回

費
用

頸がん
1,000円

頸がん＋体がん
1,500円

500円
胃部エックス線
1,500円
胃内視鏡

2,500円
1,000 円

胸部エックス線
1,000 円

(65歳以上無料）

喀痰細胞診 
1,000 円

（別途必要）
1,500 円 500 円

受
診
期
間

令和３年６月１日～令和４年２月28日
令和3年７月２日～

11月29日
月・水・金

（実施しない日有）

令和3年７月２日～
令和4年2月28日
月・水・金

（実施しない日有）

令和3年６月１日～
令和4年2月28日

実
施
場
所

　　　市内指定医療機関（※1)　　　　　 東海中央病院
2階健康管理センター

市内指定医療
機関（※1)

申
込
み
方
法

直接医療機関へお申込みください。

申込期間（予定）
6月7日～

  10月31日

申込期間（予定）
6月7日～
令和４年
1月31日 直接医療機関

へお申込み
ください。健康管理課へ電話、又はインター

ネットにてお申込みください。
定員になり次第申込みを

締め切ります。

※1 市内指定医療機関等は【広報かかみがはら】6/1号（予定）折り
込みチラシまたは市のホームページをご覧ください。

　　★各務原市民の方が対象です。他市町村の方はお住まいの
自治体ヘご確認ください。

　　★対象者は、年度末現在においての年齢です。
　　★他制度で検診受診が可能な方、各検診部位の疾患で治療

中・経過観察中の方は検診対象外です。
　　【お問合せ先】各務原市健康管理課
　　　　　　　　　TEL：︎ 058-383-1115（平日8：︎30～17：︎15)
　　　　　　　　　各務原市東保健相談センター
　　　　　　　　　TEL：︎ 058-379-7888（平日8：︎30～17：︎15)

ヤング健診 ( ご家族に若い世代で				
健診を受ける機会の無い方へ） 歯周病検診 歯とお口の健康管理は  

生活習慣病予防の秘訣

対　　象 年度末年齢19歳～39歳　1年に1回

健診内容
★身体計測　★血液検査　★尿検査　
★血圧測定　★心電図　
★便潜血検査(オプション)

費　　用 500円

実施期間 令和3年6月1日～令和４年2月28日

実施場所 市内指定医療機関※1

対象者

年 齢　生年月日（各務原市に住民登録がある方）
20歳　平成12年4月2日～平成13年4月1日生
25歳　平成  7年4月2日～平成  8年4月1日生
30歳　平成  2年4月2日～平成  3年4月1日生
35歳　昭和60年4月2日～昭和61年4月1日生
40歳　昭和55年4月2日～昭和56年4月1日生
45歳　昭和50年4月2日～昭和51年4月1日生
50歳　昭和45年4月2日～昭和46年4月1日生
55歳　昭和40年4月2日～昭和41年4月1日生
60歳　昭和35年4月2日～昭和36年4月1日生
65歳　昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生
70歳　昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生

費　　用 300円

受診回数 対象の年度に1回

受診期間 令和3年6月1日～令和４年2月28日

受診場所 市内指定医療機関　　※1）に要予約

実施健診機関 　岐阜健康管理センター

【 自己負担  0円 】
オプション検査　下記項目を確認いただきお申し込みください。

① ミニドック（特定健診＋③～⑨のセット） 11,715円 ④ 聴力 1,100円 ⑦ 便潜血 1,650円

② 眼底 1,100円 ⑤ 血液（検査項目追加） 1,650円 ⑧ 胸部X線 1,650円

③ 視力 550円 ⑥ 心電図 1,650円 ⑨ 胃部X線 5,500円

2020年度よりミニドックのセット項目から眼底検査を除外しました。眼底検査を実施希望の方はオプション検査
としてご受診ください。
●腫瘍マーカー検査（血液検査）をオプションとして追加することができます。事前にお送りする受診票にメニュー

表を同封いたしますので、ご希望の方は健診当日に受付にお申し出ください。
※6/3（木）はレディースデイ

※事前にご希望の日程を岐阜健康管理センターに予約をしていただいた上で受診してください。
※各日の一日の定員が上限を超えた場合は、予約をお受けできない場合がございます。

岐阜健康管理センター（予約窓口：すこやか健診センター）へご予約を　☎ 0568-54-2239

電話受付時間：土日・祝・夏季休暇（8/13〜8/16）除く9：00〜17：00

日　程 受付時間 健診会場 予約開始日 オプション

  6月  1日（火）
10：45～11：45 岐阜県金属団地協同組合

  5月  6日（木）

①～⑨

13：45～14：15 岐阜県金属団地協同組合 ③～⑧

  6月  2日（水）
10：45～11：45 岐阜県金属団地協同組合 ①～⑨

13：45～14：15 岐阜県金属団地協同組合 ③～⑧

  6月  3日（木）
10：45～11：45 岐阜県金属団地協同組合 ①～⑨

13：45～14：15 岐阜県金属団地協同組合 ③～⑧

  6月  4日（金）
10：45～11：45 岐阜県金属団地協同組合 ①～⑨

13：45～14：15 岐阜県金属団地協同組合 ③～⑧

  6月  7日（月）
10：45～11：45 岐阜県金属団地協同組合 ①～⑨

13：45～14：15 岐阜県金属団地協同組合 ③～⑧

  6月  8日（火）
10：45～11：45 岐阜県金属団地協同組合 ①～⑨

13：45～14：15 岐阜県金属団地協同組合 ③～⑧

日　程 受付時間 健診会場 予約開始日 オプション

  6月  9日（水）10：45～11：45 岐阜県金属団地協同組合

  5月  6日（木）

①～⑨

  6月16日（水）  9：30～11：15 蘇原福祉センター ①～⑨

  6月17日（木）
10：30～11：45 各務原勤労会館 ①～⑨

13：30～15：15 各務原勤労会館 ③～⑧

  6月22日（火）  9：30～11：15 鵜沼福祉センター ①～⑨

  6月29日（火）13：30～15：15 鵜沼福祉センター ⑤・⑦

  6月30日（水）  9：30～11：15 蘇原福祉センター ①～⑨

  7月13日（火）  9：30～11：15 鵜沼福祉センター

  6月  1日（火）

①～⑨

  7月20日（火）10：45～11：45 各務原勤労会館 ①～⑨

  7月29日（木）10：45～11：45 各務原勤労会館 ①～⑨

  9月15日（水）14：30～15：45 蘇原福祉センター   8月  2日（月） ⑤・⑦

12月  2日（木）  9：30～11：15 各務原勤労会館 11月  1日（月）①～⑨

実施健診機関 　ぎふ綜合健診センター

【 自己負担  0円 】
※事前にご希望の日程をぎふ綜合健診センターに予約をしていた

だいた上で受診してください。

ぎふ綜合健診センターにご予約を　☎ 058-279-3374

日　程 受付時間 健診会場
  6月17日（木）

13：30～15：30 各務原勤労会館
  7月  8日（木）
  8月  4日（水）
  9月16日（木）


