
R2.7.31

                                                                 お申込みいただいた方には、検診日の約1週間前に問診票を送付します。お申込みいただいた方には、検診日の約１週間前に問診票を送付します。

●受付時間（乳がん検診は集合時間） ●対象：乳がん検診 40歳以上/子宮がん検診 20歳以上
乳と乳・子宮セット：8時30分・9時30分・10時30分/13時・14時・15時 ●受診回数：2年に1回
　 （※1は 8時30分）　（※2は 11時）　 ◇

　 （※3は 9時、10時、11時）(※4は14時30分・15時30分）　

子宮：8時30分～9時30分/13時～14時

   （※1は8時30分～9時）（※2は11時～11時30分） ●料金：各600円
   （※3は9時～11時）（※4は14時30分～15時） ●乳がん検診は予約制です。

　ご予約の際に、受診希望時間をお伝えください。
午前 午後

※1

※2 ○
※3

※4 対象：肺・肝炎検診40歳以上/特定健診等　表面参照
○ ●料金：無料

○ ●受付時間：8時30分～11時/13時～14時

○ 　 （※1は8時30分～10時30分） 　 （※２は14時～15時）

○
　だけでかまいません。

対象：40歳以上（昨年度胃内視鏡検診を受けた方を除く） 午前 午後

●受診回数：1年に1回  ※1

●料金：900円  ○
●受付時間：8時30分～10時30分  ○  ○
　 （※1は 8時30分～10時）　（※2は 8時30分～11時） ○ ○
※  ○

 ※2

○ ○
○ ○
○ ○
○

※2

○
○

○
○ ○

対象：40歳以上 / 料金：300円
（便潜血検査法で、専用容器に2日分の便を採り検査します。）

●受診回数：1年に1回

●受付時間：お申込みされた方に個別にお知らせします。

●容器回収日：検診当日お知らせします。

対象：50歳～69歳（昨年度胃内視鏡検診を受けた方を除く） 午前 午後

 ○
○ ○

  ○  ○
○ ○
○ ○
○

○
○ ○
○ ○

※

令和２年度　中芸地区検診（健診）カレンダー
希望する検診日の10日前までにお申し込みください。

中芸地区に住民票があれば、中芸地区どこの検診場所でも受診できます。

受付

1 　北川村　　 小島集会所

2 　北川村　　  保健センター　村民会館

3 　馬路村　　  馬路診療所　馬路温泉

4 　馬路村　　 魚梁瀬多目的施設

5 　安田町　　 保健センター

6 　奈半利町  保健センター

7 　奈半利町  保健センター

8 　田野町　　 保健センター ※肝炎ウイルス検診は血液検査で行います。生涯のうち1回受ける

受付

中止  ５月  １１日  （月）  　北川村　　 小島集会所

中止  ６月  ５日  (金)  　安田町　　 中山公民館

中止  ６月  １５日  （月）  　田野町　　 老人福祉センター

22 ７月 ９日 （木）
23  ７月  １０日  （金）

 中止  ７月  １０日  （金）  　北川村　 　小島集会所

24 ７月 ２８日 (月) 　安田町　   保健センター

25 ８月 ３日 (火)
26 ８月 ４日 （金）

中止  ５月  １１日  （月）  　北川村　　 小島集会所 45 ８月 ３１日 （月） 　北川村　 　村民会館

中止  ６月  ５日  (金)  　安田町　 　中山公民館 46 ８月 ３１日 （月） 　北川村　 　小島集会所

中止  ６月  １５日  (月)  　田野町　　 老人福祉センター 27 ９月 １１日 （金） 　安田町　   保健センター

中止  ７月  ９日  （木）  　北川村　　 村民会館 28 　奈半利町　保健センター

中止  ７月  １０日  （金）  　北川村　　 村民会館 29
13 ７月 ２８日 （火） 　安田町　　 保健センター 30 １１月 ３０日 （月）

14※1 ７月 ３０日 （木） 　馬路村　 　馬路診療所

15 ８月 ３日 （月）
16 ８月 ４日 (火)

44※２ ８月 ３１日 （月） 　北川村　　 村民会館

17 ９月 １１日 (金) 　安田町　   保健センター

18※２ １１月 ２９日 （日） 　奈半利町　保健センター

40※１ １１月 ３０日 （月） 　田野町　　保健センター

受付

●受診回数：２年に1回 中止  ５月  １１日  （月）  　北川村　　 小島集会所

●料金：3,000円 32 ６月 ２日 （火） 　北川村　　  保健センター村民会館

●期間：令和2年5月１日～令和３年１月31日 中止  ６月  １５日  （月）  　田野町　　 老人福祉センター

●検診実施場所：高知県下の受託医療機関 34 ８月 ３日 (月)
35 ８月 ４日 (火)
36
37
38 １１月 ３０日 (月)
39 １月 １４日 （木） 　安田町内

冬季に予定しておりました大腸がん検診の郵送提出は
新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、中止になりました。

【乳がん検診・子宮がん検診】2年に1回 乳がん・子宮がん検診　注意事項

乳がん・子宮がん検診は、
国の指針により、2年に１回の頻度で
受診することが推奨されています。

申込
番号

検診日 場　所

【肺がん（結核）検診(胸部レントゲン）
６月 ２日 （火）

・特定健診・肝炎ウイルス検診等】
６月 ９日 （火）

８月 ２１日 (金)

９月 ３０日 （水）

【胃がん検診（胃バリウム検診）】 申込
番号

検診日 場　所

　北川村　　 村民会館
食事は検診前日の午後9時までとし、当日はガム・タバコは控え
てください。受付1時間前でしたら脱水予防のためコップ1杯くら
いの水や常用薬の服用は大丈夫です。

申込
番号

検診日 場  所 　奈半利町　保健センター

１１月 ２９日 （日）
　田野町　　 老人福祉センター

　奈半利町　保健センター 【大腸がん検診（容器配布）】

【胃がん検診（胃内視鏡検診）】 申込
番号

容器配布日 容器配布場所

　奈半利町　保健センター　受診には問診票と受診券が必要です。受診希望の方にはお送りし
ますので、中芸広域連合保健福祉課にご連絡ください。

１１月 ２９日 （日）　胃内視鏡検診を受診した翌年度は、内視鏡検診、バリウム検診と
もにお休みとなりますので、ご注意ください。 　田野町　　 老人福祉センター

子宮がん検診は  
20歳から
受けられます

事前申込みを
お願いします。

♦生活保護世帯の方は、検診料金が免除になります。
♦ 「対象年齢」は、令和３年３月31日現在での年齢です。
♦ がん検診と肝炎ウイルス検診は、保険の種類に関係なく
 受診できます。


