【特定健診】自分に合った受け方を見つけましょう！
生活習慣病予防のための「特定健診」。伊達市国保加入中で40歳以上の方は、

受診券で年に１回 次のいずれかの方法で受診できます。自分に合った健診を受けましょう！
受診方法

検査内容
特定
健診

①脳ドック

特定
健診

②短期人間ドック

特定
健診

③日帰りドック

備 考
脳の病気をチェック！
2年に1回受診可能
詳しくは広報6月号

脳ＭＲＩ

がん
検診

がん
検診

眼底検査
腹部エコー

体を詳しくチェック！
詳しくは広報７月号

ピロリ菌や膵臓がんな
どオプションあり！
オプションは 有料 詳しくは広報１０月号

オプション
検診

④保健センターで受診

特定
健診

がん
検診

詳しくは裏面
集団健(検)診カレンダー

⑤医療機関で個別受診

特定
健診

がん
検診

市内医療機関で受診

伊達市では、感染対策を徹底して健診を行っています
コロナ禍においても、健康診査、がん検診の受診は健康の維持・向上のために大切です。

ご都合に合う方法で、今年も忘れずに健(検)診を受診しましょう。

―伊達市の集団健(検)診での感染対策―
受診者の皆様にご協力いただくこと

健診スタッフが取り組むこと

特定健診（シルバー健診）は翌年２月まで、がん検診は翌年３月まで受診できます。
お申し込みは、医療機関へ直接ご予約ください。受診日などは、予約の際にご相談ください。

市内の個別健（検）診実施医療機関
医療機関名
総合病院 伊達赤十字病院
健診センター（末永町81）

電話番号

健（検）診 項 目
特定（ｼﾙﾊﾞｰ）健診、胃がん検診、肺がん検診、

23-2211

・換気をします

・手指の消毒を行いましょう

・会場の消毒を行います

・事前に体調等の確認を行いましょう

・受診者間の距離をとります

大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診
エキノコックス症検診

小熊内科医院（山下町159-7）

21-5566

特定（ｼﾙﾊﾞｰ）健診、大腸がん検診

野村内科循環器科（鹿島町63-5）

21-3700

特定（ｼﾙﾊﾞｰ）健診、肺がん検診、大腸がん検診
胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診

川口内科クリニック（舟岡町329-3）

・不織布マスクを着けましょう

22-1512

※すべて通院者のみ

特定健診・シルバー健診（75歳以上）・がん検診は、
市内の各医療機関で個別に受診することもできます。
かかりつけの医療機関が行っている場合は、受診の

（胃がん検診は予約者10名以上で実施）
聖ヶ丘病院（舟岡町214-22）

21-5300

特定（ｼﾙﾊﾞｰ）健診

守谷内科医院（鹿島町31）

23-6633

特定（ｼﾙﾊﾞｰ）健診

元町内科クリニック（元町73-34）

25-6611

特定（ｼﾙﾊﾞｰ）健診

だてクリニック（松ヶ枝町60-4）

21-6001

特定（ｼﾙﾊﾞｰ）健診

末永町内科クリニック（末永町49-7）

22-6622

特定（ｼﾙﾊﾞｰ）健診、大腸がん検診

際に、「市の健診を受けたい」とお話しください。

受診券が必要です
特定健診の受診には、受診券が必要です。
受診券は、4月末に送付します。4月以降に国保へ加入された場合、担当へご連絡ください。
※特定健診を年に2回以上受けることはできません。
【受診券に関するお問い合わせ】 保険医療課 保険医療係 (直)０１４２－８２－３１９７

お問い合わせ先：伊達市健康推進課 ０１４２－８２－３１９８

令和４年度 集団健(検)診カレンダー
受ける健(検)診をチェックして、忘れずに申し込みましょう！
実

施

日

健

11 日(水)

診 (検

診) 名

生活習慣病セット健(検)診

12 日(木)

特定(シルバー)健診
胃・肺・大腸がん検診
※1 項目のみの申込も可

５月
13 日(金)
17 日(火)～20 日(金)
7 日(火)

健(検)診メニュー

会

※４月１日現在の予定
場

予約受付開始日

がん検診の料金については、伊達市国保・後期高齢・市民税非課税・生活保護のいずれかに該当する方は、
集団健(検)診・個別健(検)診の どちらを受診しても、無料 です。（口腔がん検診を除く。また、証明書や
保険証の提示が必要です）

有珠白鳥館

※対象年齢は令和 5 年 3 月 31 日時点の年齢です
※料金の項目：集団…左ページの集団検診で受診した場合の受診料

稀府みどり会館

個別…指定医療機関で受診した場合の受診料

4 月 4 日～

黄金はまなす館

特定健診・シルバー健診（年１回）

保健センター
乳がん検診

保健センター

４月 18 日～

29 日(水)

子宮・乳がん同日検診

保健センター

5 月 9 日～

7 日(木)・8 日(金)

エキノコックス症検診

保健センター

予約不要(無料)

乳がん検診

保健センター

６月１日～

大滝いきいき健(検)診

大滝基幹集落ｾﾝﾀｰ

７月１日～

結核・肺がん検診

市内各所（ﾊﾞｽ巡回）

子宮・乳がん同日検診

保健センター

８月１日～

口腔がん検診

保健センター

8月1日
～８月 19 日

６月

対象：特定健診…40 歳以上の伊達市国保加入者
シルバー健診…後期高齢者医療制度に該当する方
料金：集団も個別も無料

7月
15 日(金)
2 日(金)
９月

12 日(月)～16 日(金)
23 日(金)
1 日(土)

10 月
14 日(金)～18 日(火)
11 月

12 月

保健センター

９月１日～

胃がん検診（年１回）
対象：４０歳以上の方
料金：集団… 1,600 円
個別… 3,200 円
内容：問診・胃バリウム検査

乳がん検診

保健センター

3 日(土)

さっぽろ
子宮がん・乳がん検診

札幌がん検診ｾﾝﾀｰ
※ 無料バス送迎

7 日(水)

乳がん検診(夕方)

保健センター

子宮・乳がん同日検診
(日曜の検診あり)

保健センター

１１月１日～

対象：４０歳以上の方

保健センター

１２月１日～

料金：集団…
400 円
個別… 1,２00 円

保健センター

１月 10 日～

内容：問診・
胸部Ｘ線撮影

１月

20 日(金)・23 日(月)
・24 日(火)

２月

26 日(日)

生活習慣病セット健(検)診
(5 月セット健(検)診と同内容)
子宮・乳がん同日検診

対象：特定(シルバー)健診を
集団で受診する方で、
これまで肝炎ウイルス
検診を受けたことの
ない方
料金：無料

予約不要(無料)

9 日(水)

18 日(日)・19 日(月)
5年

生活習慣病セット健(検)診
(土曜・日曜の健(検)診あり)
(5 月セット健(検)診と同内容)

内容：問診、身体計測、診察、血圧測定、
血液検査（脂質・糖代謝・肝機能・腎機能）、
尿検査（タンパク・糖）、腹囲測定（特定健診のみ）

肝炎ウイルス検診

乳がん検診(２年に１回)
対象：４０歳以上で
偶数月生まれの方
料金：集団 40 歳代 …1,900 円
集団 50 歳以上…1,600 円
個別全年代
…2,800 円

口腔がん検診
（年１回）
対象：２０歳以上の方
料金：1,000 円
内容：問診・口腔の視触診

内容：問診・マンモグラフィ検査
・視触診(※個別検診のみ選択可)

10 月 3 日～

※日本口腔外科学会
専門医による検診

肺がん検診（年１回）

集団形式以外の受診方法
裏面の「自分に合った受け方を見つけましょう！」、または「医療機関で個別受診」をご覧ください。

大腸がん検診（年１回）

健(検)診を受ける際の注意

対象：４０歳以上の方

・集団・個別を問わず年度内に同じ項目を重複受診した場合、実費を負担していただきます。
・職場などで同じ項目を受診できる方は、勤務先の健(検)診を優先してください。
・新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては中止とさせていただく場合があります。

料金：集団…
800 円
個別… 1,300 円
内容：問診・採便提出
（免疫便潜血検査）

子宮がん検診(２年に１回)
対象：２０歳以上で
偶数月生まれの方
料金：集団… 1,700 円
個別… 2,100 円

エキノコックス症検診
（５年に１回が目安）
対象：小学校３年生以上の方
料金：集団も個別も無料
内容：問診・血液検査

内容：問診・視診・内診・細胞診
ｵﾌﾟｼｮﾝ：経膣エコー検査
※ 細胞診：ブラシの一種で
子宮入口を軽くこすり
表面細胞を採取します。

集団健(検)診のお申し込み
予約受付開始日から健(検)診の 1 週間前までに

【健（検）診を受けて、「伊達まちカード」にポイントをもらおう！】

健康推進課

健（検）診は伊達まちカードのポイント対象です。
※７月の「エキノコックス症検診」はポイント対象外です。
※９月の「結核・肺がん検診」・1２月の「さっぽろ 子宮がん・乳がん検診」は期限内に検診結果を
保健センターに持参いただくことでポイントを付与いたします。

へお申し込みください。

各健(検)診の詳細は「広報だて」や 伊達市ホームページ
（「こんなときには」の「健康・福祉・介護」）などでお知らせします。

