
令和3年度ミニドック健診のお知らせ　みなべ町

検診を受けないのは人間の心理？
多くの人が検診の大切さを知っていながら受診しないのは
どこかで「自分はかからないだろう」と思っているからです。
人間は、危険や不快なことを考えたとき、無視あるいは軽視す
ることで心のバランスを保とうとする心理が働きます。
しかし、いまや2人に1人ががんにかかる時代。見て見ぬふり
ばかりしてはいられなくなってきています。

2人に
1人！！

なんで…！自分に限って
がんなんて
かからないよ

自分は大丈夫な
気がするんだよね

定期的な受診が必要なわけは？

たとえば、乳がんの場合、1つの細胞が1cmのがんになるのに
は15年かかります。ところが1cmのがんが2cmになるのに
必要な期間は、わずか1.5年です。去年の検診では発見されな
かったがんが、今年発見される可能性は大いにあります。検
診を1～2年ごとに受けなければならないのは、このためです。

15年 1.5年

1cm
2cm

早期がんは
直径2cmまで！

がん検診を受診される方へがん検診を受診される方へ
がん検診には
メリット、デメリットが
あります。

デメリットがある場合でも、両者を比べて
メリットの方が大きいと判断できることが重要です。

この冊子は環境に配慮し、
植物油インキを使用しています。

症状があって外来を受診した場合には、がん検診と比べて進行したがんが多く見つかります。一方、がん検診は
症状のない健康な人を対象にしているので、早期がんが多く発見されます。早期がんはほとんどが治り、しかも
軽い治療ですみます。

〈がん検診のメリット〉

〈がん検診のデメリット〉

・最大のメリットは、早期発見、早期治療による救命の効果

どんなに優れた検査でも100％の精度ではありません。がんの大きさ、種類、場所によっては見つけにくい場合
があり、まれに見落とすこともあります。

・がん検診でがんが100％見つかるわけではないこと

検診では、本来生命状態に影響しない、微小でその後も進行がんにはならないがんを見つける場合があります
（過剰診断）。
またがん検診により精密検査の必要性を指摘され、検査を行ってもがんではないことがあります（擬陽性）。
がんの早期発見、早期治療のためには必ず精密検査を受ける必要はありますが、結果的にみれば不必要な治療や
検査が行われることがあります。

・結果的に不必要な治療や検査を招く可能性があること

偶発症はまれですが、胃内視鏡検診では出血や穿孔（せんこう：胃壁に穴を開けること）を起こすことがあります。
またX線検査では、極めて低い確率ですが、放射線の被爆によりがんの誘発や遺伝的影響も否定できません。

・検査に伴う偶発症の問題

※気になる自覚症状があればミニドック健診を待たずに医療機関を受診しましょう。

希望調査票に記入して申し込む

対象年齢の方は、

国保以外の方も
受けられます。

詳しくは中面をご覧ください！

特定健診を自費で受けると
約10,000円かかります。

STEP
2

日程を確認

ふれ愛センター保健師  ☎74-3337 （受付時間 平日8：30～17：15）
万が一、締切をすぎた場合は、以下に必ずお電話でご相談ください。
申込締切 令和3年4月30日（金）必着

健診費用 無料（特定健診・がん検診ともに）

下記一覧より日程をご確認ください。
（子宮頸がん・乳がん検診は実施していない日があります。）

特定健診

STEP
1

新型コロナウイルス感染拡大、天候不良等により
急遽中止となる場合があります。

7月13日（火）
7月14日（水）
7月16日（金）
7月18日（日）
7月19日（月）
7月20日（火）
7月22日（木）
7月23日（金）
7月24日（土）
7月27日（火）
7月28日（水）
7月29日（木）
7月30日（金）
8月 1日（日）
8月 2日（月）
8月 3日（火）
8月 4日（水）

●
●

●
●

●
●
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●

●
●
●

日　程 子宮頸がん
乳がん

日程の希望がある方➡希望調査票の右端の欄に希望日を記載
※希望のない方はこちらで日程を指定させて頂きます。（変更可能）

送迎の希望がある方➡希望調査票の欄外に大きく「送迎希望、乗り場●●」と記載
※送迎の乗り場は「みなべ町役場」「高城公民館」「清川公民館」のみとさせて頂きます。

受付時間 午前7：30 ～11：00

がん検診

今年度から感染症対策のため、会場は「ふれ愛センター」のみとなります。
※ふれ愛センターまで来られない方は「送迎」をご利用下さい。

は

特定健診
大腸がん検診
前立腺がん検査

胃がん検診
胸部レントゲン

全日程実施しています。

特定健診・各がん検診

35歳～75歳の

国保加入者のみ
受けられます。

 特 定 健 診 ・ が ん 検 診
   受 診 ま で の 流 れ



集団健診では実施できな
いため、医療機関検診（指
定医療機関）での検診です。

自己負担金：2,300円
実施期間：7月～翌年3月末

① 受診希望調査票が届く（今回）
このリーフレットと一緒に同封さ
れています。健診の希望等を記入
の上、返送してください。

受診しない方も、
受診希望調査票は
必ずご返送ください。

② 案内が届く（6月下旬～7月中旬）
①で申し込みをした方には、日程
表・問診票等をお届けします。
（受診日の約20日前に
送付します。）

③ 受診する（7～8月）
日程・健診場所
は表紙に記載

ミニドック健診　受診の流れ

④ 検診結果の説明を受ける（8～9月中）
健診結果とメタボリックシンドロームの
判定が通知されます。受診者全員に生活習
慣病予防などについて情報提供されます。
※がん検診もセットで受診され
た方には、がん検診の結果も一
緒にお知らせします。
尚、がん検診のみ受診の方には
郵送にて結果をお知らせします。

⑤ 特定保健指導を受ける

どうぞ、お気軽に

必要な方は

 
生活習慣病のリスクが高いと
判定された方へお勧めしてい
ます。保健師、栄養士が生活習
慣改善について
アドバイスをし
ます。

各節目健診 対象年齢の方へ
（40・45・50・55・60・65・70歳）
～肝炎・骨密度健診のご案内～

健康塾（9～2月）

ミニドック健診（集団健診）で、これらの検査をまとめて1日（午前中）で受けられます！

国保加入の方は、特定健診とがん検診をセットで受診できます。

国保以外の方は、がん検診のみ受診できます。

前立腺がん検査胃レントゲンピロリ菌検査 胸部レントゲン 便潜血検査 子宮頸がん検診 乳がん検診
前立腺がんは、
50歳以上でリスクが高まる

バリウム液の濃淡で
異常がわかる

肺をフィルムに
映してチェック

便に付着した血液から
がんや腫瘍を発見

子宮頸がんは、
20～30 代で急増

日本人女性の
12人に1人が乳がんを発症

国保
特定健診
（血液検査、心電図検査、
尿検査、メタボリックシン
ドロームの判定等）
生活習慣病の早期発見・
予防に役立つ

35～75歳 40歳の方のみ 肺がん検診 40歳以上
結核検診　 65歳以上

40歳以上 20歳以上の偶数歳
（2年に1回）

50歳以上の偶数歳
（2年に1回）

50歳以上の偶数歳
（2年に1回）

50歳以上の偶数歳
（2年に1回）

36歳以上の偶数歳
（2年に1回）

内臓脂肪の蓄積状況から、
高血圧症や糖尿病などの
生活習慣病を早期発見し
ます。太っていなくても、
血圧等の値が高くなって
いれば、体に何らかの変
化が起きているかもしれ
ません。健診を受けて自
分自身の状態を確認しま
しょう。

前立腺は男性だけにあり、
精液の一部をつくる器官
です。血液検査を行い、
PSA（前立腺でつくられ
るたんぱく質で、
がんなどの異常
により血液内に
入り込む）の量
を調べます。

レントゲン車でバリウム
液を飲み、胃をレントゲン
で撮影します。潰瘍やが
んがある場合は、バリウム
が胃に均一に付かず、た
まった部分が白く映りま
す。いつも精密検査にな
る方は、医療機関で定期
的に検査しましょう。

血液検査でピロリ菌の有
無を調べます。ピロリ菌
検査で陽性の方には胃内
視鏡検査をおすすめしま
す。

胸部にエックス線を照射
して、肺を透過像として
フィルムに映し出す検査
です。主に気管支の末梢
などに異常がある場合は
その部分が白い影になっ
て映ります。

事前に配布する便容器に
２日間採便し、健診当日
に持参します。大腸にが
んや腫瘍などがあると、
便に血液が付着しやすく
なります。

医師が子宮頸部の細胞
を採取し、子宮全体と卵
巣、卵管などの状態を
チェックします。

マンモグラフィー（X線検
査）の撮影を行います。視
触診は行わず、マンモグ
ラフィーのみの検診です。

性別や年齢・医療保険により受診項目が違いま
すので、受診希望調査票の自分の記入欄と説明
文をよく確認してください。

別紙「ミニドック健診受診希望調査票」にてお申
込みください。
※80歳以上でがん検診を希望される方は、お電話等
でお申込みください。

健 診 日 程 7～8月の17日間

健診結果説明会 8～9月の13日間

ふれ愛センター
※申込み者数に応じて、日程及び人数調整を行い、
　後日健診日程を各個人へお知らせします。

ふれ愛センター保健師　TEL : 74 - 3337

対象年齢 対象年齢対象年齢 対象年齢対象年齢 対象年齢 対象年齢 対象年齢 対象年齢

不明な点はお気軽にお問い合わせください。

健 診 場 所

申 込 み

注 意 事 項

●ウィルス性の肝炎を血液で検査します。なお、今
まで肝炎検査を受けていない方（社保含む）は保
健師までご相談ください。

●骨密度検診は節目（40・45・50・55・60・65・
70歳）の女性が対象ですが、ご希望の方は男女問
わず、検査当日にお申込みを受け付けます。

ぜひこの機会に
受診してください

全て無料（医療機関検診を除く）

胃カメラ
（上部消化管内視鏡検査）

※胃カメラを受ける方は、集団健診
での胃レントゲン検査を受ける
ことはできません。

胃がん検診大腸がん検診

胃がん・前立腺がん・子宮頸がん・乳がん検診について
●今年の対象者は令和3年4月1日から令和4年3月31日までに偶数歳になる方です。対象になる方には、各個人の申し
込み欄に記入枠がありますので、そちらに記入の上、お申込みください。なお、昨年度の対象で受診できなかった方は、
今年度受診できます。希望者はふれ愛センターまでお問い合わせください。

医療機関での検診：7月～翌年3月末

自己負担金：500円 自己負担金：1,500円

※医療機関で検診を受ける方は
集団健診を受けることはできません


