
                                                                                                      

・検診日の10日前までにお申込みいただいた方には、問診票を約１週間前に郵送します。

　記入済み問診票を持参くだされば、早く受付を済ませることができます。

・住所地以外の町村で受診を希望される方は、申し込みを忘れずにお願いします。

対象：40歳以上（昨年度胃内視鏡検診を受けた方を除く）

対象：40歳以上（肝炎ウイルス検診は過去受けたことがない方） ●受診回数：1年に1回 ●料金：900円

特定健診は町村国保被保険者、社会保険被扶養者、生活保護受給者

●料金：無料 （※1は8時30分～11時）（※2は8時30分～10時）（※3は8時30分～9時30分）

●受付時間：8時30分～11時/13時～14時（※は8時30分～10時30分） ※

午前 午後

※

○ ○

○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

対象：50歳～69歳（昨年度胃内視鏡検診を受けた方は除く）

対象：20歳以上女性 / 料金：600円
●受診回数：2年に1回

●受付時間：8時30分～10時30分/13時～14時(※1は9時～10時30分)

(※2は8時30分～9時)(※3は11時～11時30分)(※4は13時～15時）

午前 午後 対象：40歳以上 / 料金：300円
※1 （専用容器に採った2日分の便を、便潜血検査法で検査します。）

○ ●受診回数：1年に1回

※2 ●受付時間：お申込みされた方に個別にお知らせします。

※3 ※4 ●容器回収日：検診当日お知らせします。

○

○ 午前 午後

○
○ ○

対象：40歳以上女性 / 料金：600円 ○
●受診回数：2年に1回 ○ ○
●集合時間：8時30分・9時30分・10時30分/13時・14時・15時 ○ ○

（※1は8時30分、9時30分)(※2は8時30分)(※3は11時) ○ ○

(※4は9時、10時、11時） ○
○

午前 午後 ○ ○
※1

○
※2

※3 ○
※4

○ ○

○

○

○ ○

受付

12
13
14

検診日

６月 ２２日 （水）

６月 ２９日 （水）

９ 日 (金)

3 ６月

申込
番号

場　所

９月 ２２日 （木）

検診日

６月 ３０日 （木）

７月 ７ 日 （木）

18
19
20
21

受付

　北川村 村民会館

場　所

【乳がん検診】※時間指定の予約制です

申込
番号

令和４年度　中芸地区検診（健診）カレンダー

【肺がん検診(65歳以上結核検診)
　　・特定健診・肝炎ウイルス検診】

【胃がん検診（胃バリウム検診）】

●受付時間：8時30分～10時30分

前日の午後9時以降は1口も食べないようにし、当日はガム・タバコも控
えてください。受付1時間前のコップ１杯くらいの水は大丈夫です。

申込
番号

検診日
受付

場　所
申込
番号

2 ６月 ７日 （火） 27

検診日 場  所
1 ５月 ２４日 （火）

９月

５月 ２４日 （火）
６月 ８日 （水）

31 ７月 ２９日 （金）

８日 （水） 28※1

　奈半利町 保健センター

4 ６月 １３日 （月） 29※2 ６月 １３日 （月）
5 ６月 １７日 (金) 30 ６月 １７日 (金)

８月 ２日 (火) ８月 ２日 (火)
7 ８月 １日 (月) 32 ８月 １日 (月)

　奈半利町 保健センター

１０月 １３日 （木）
9 ９月 ３０日 （金） 34 ９月 ３０日 （金）

6 ７月 ２９日 （金）

10 １０月 ２１日 （金） 35

8 33

40 ６月 １３日 （月）
41 ８月

１１月 ２７日 （日）

申込
番号

容器配布日
受付

容器配布場所

37 ５月 ２４日 （火）
38 ６月 ７日 （火）

１日
２日 (火)

43 ９月 ２２日 （木）

(月)

45 １月 １２日 （木）
１１月 ２７日 （日）

39

16
17

15
　奈半利町 保健センター

　安田町 保健センター

26

７月 １４日 （木）
９月 １２日 （月）

22
23
24
25

１０月 ２８日 （金） 　安田町 保健センター

　北川村 小島集会所

　北川村 村民会館

　田野町 ふれあい　センター

　安田町 中山公民館

　安田町 保健センター

　安田町 保健センター

　田野町 ふれあい　センター

　奈半利町 保健センター

　北川村 小島集会所

　北川村 村民会館

　北川村 小島集会所

　北川村 村民会館

　田野町 ふれあいセンター

　安田町 中山公民館

　安田町 保健センター

　安田町 保健センター

　馬路村 馬路温泉

　奈半利町 保健センター

　馬路村 集会センターうまなび

　田野町 保健センター

【大腸がん検診（容器配布）】

●検診実施場所：高知県下の受託医療機関（高知県HP参照）

　★受診には受診票と問診票が必要です。受診を希望される方は中芸広域
連合保健福祉課にご連絡ください。医療機関一覧とともにお送りします。

　★がん検診指針により、麻酔は鼻腔または咽頭に限られます。

【子宮がん検診】

【胃がん検診（胃内視鏡
　　　カ　　　メ　　　ラ

検診）】

●受診回数：２年に１回※バリウム検診も２年後になります

●料金：3,000円

●期間：令和４年５月１日～令和５年１月31日

11 １１月 ２７日 （日） 36※1

保健センター

　北川村 小島集会所

　北川村 村民会館

　馬路村 集会センターうまなび

　奈半利町 保健センター

　田野町

　田野町 保健センター

　奈半利町 保健センター

　北川村 小島集会所

　北川村 村民会館

　田野町 ふれあいセンター

　奈半利町 保健センター

　田野町 保健センター

　奈半利町 保健センター

　安田町内

６月 ８日 （水）

42 ８月

44

ご都合の良い日程・会場を

選んでお申し込みください

♦生活保護受給者は、料金が免除になります。

♦「対象年齢」は、令和５年３月31日時点での年齢です。

♦がん検診と肝炎ウイルス検診は、医療保険の種類に関係なく

住民登録があれば受診できます。

申込み・問合せ先：中芸広域連合保健福祉課☎３８―８２１２ FAX ３２―１０１６

子宮がん・乳がん検診についてのお知らせ

令和４年度より、医師不足のため、子宮がん検診と乳がん検

診の同日実施ができなくなりました。ご不便をおかけします

が、２年に１回の受診を、引き続きお願いいたします。


