
≪集団健診≫　　　
◎午前に健診を受診する方は朝食、午後に健診を受診する方は昼食をとらずにお越しください。（お茶・水は可）

◎（※胃バリウム有）と記載されている日程は、胃がん検診（バリウム検査）ができます。（要予約：午前９時～１１時のみ）

【 胃バリウム　予約・変更・キャンセルについては、受付期間　 5/9（月）～9/9（金）  】
          予約専用電話 ： ① 080-7701-4971  ② 080-2276-5091

　        予約受付時間 ： 平日午前9時30分～12時30分・午後1時30分～3時30分）

◎胃バリウム検査を希望しない方は、比較的混雑しない午後の健診をおすすめします。

◎（午前のみ）と記載されている日程は、午前９時～１１時の受付ですので御注意ください 。【午後の受付はありません。】

【受付時間】　午前 ９時～１１時　/　午後 １時～３時
月 日 曜 集団健診会場 対象地区 月 日 曜 集団健診会場 対象地区

11 水 立沢・太木・武州・太陽の丘・十
倉南・十倉台・あけぼのの会 23 木 すこやかセンター

(※胃バリウム有）
二重堀・四区・高松・高松入・立沢
ニュータウン・実の口・三区・みどり台

12 木 七栄第三（１）・七栄第三（２） 24 金 すこやかセンター
（午前のみ）

東七栄・ひまわり団地・すみれ団地・
第六サニータウン

18 水 大堀・東立沢・立沢台・成城台・
七栄中央・葉山台 28 火

大和台・大和・北大和・大和NT・赤坂・根
木名・緑ヶ丘・富里台・根木名NT・ｸﾞﾘｰﾝﾋ
ﾙｽﾞ・さつき団地

24 火 日吉台５丁目・プリンスハイツ 29 水 葉山・宮前南・葉山第一・葉山第二

25 水
日吉台４丁目・サニーパークハイツ ・
スカイハイツ・日吉倉・日吉倉新田・
ハーモニーパーク日吉倉

30 木 中沢・新中沢・中沢みどり台・松原・
新中沢ひまわり・南山・花輪台

26 木 日吉台１丁目・３丁目 6 水 新橋・南平台

27 金 日吉台２丁目・６丁目
木戸前・大山台 7 木 南七栄・七栄第一・南高台

31 火 すこやかセンター
(※胃バリウム有）

久能・桜台・栄ニュータウン・東ヶ
丘・小松台 12 火

すこやかセンター
（午前のみ）

（※胃バリウム有）

人形台西・七栄人形台・旭ヶ丘・
ファミリータウン

9 木 すこやかセンター
(※胃バリウム有）

高野・金堀・吉川・両国・旧平・
十倉３７４通・十倉十光台 1 木 七栄第二・七栄第四

15 水 すこやかセンター
（午前のみ）

東内野・七栄第五・七栄第六(２) 7 水

20 月 宮内・旭・新宮内・二区・
ハニワ台ニュータウン 8 木 すこやかセンター

（午前のみ）

21 火 全地区 10 土 すこやかセンター
(※胃バリウム有）

22 水 七栄第六（１） 　　　　　　　　　　　

★は、肺がん個別検診あり

みやび内科クリニック
日吉倉572-2  （92）7533

★　　　　龍岡クリニック
　　　七栄653-73   （92）6970

戸村内科クリニック
御料923-11   （92）9011

実施期間　令和４年５月１日（日）～令和４年１１月３０日
（水）

さかもとクリニック
日吉台2-91-6 （37）4105

すこやかセンター
(※胃バリウム有）

※市内協力医療機関に直接電話で予約してください。
★　成田富里徳洲会病院
　 日吉台1-1-1 （85）5313

対象者　国民健康保険に加入している40歳～74歳の人
　　　　　 後期高齢者医療制度に加入している人

★　　　　日吉台病院
　 日吉台1-6-2 （92）0001

≪個別健診≫ ■市内協力医療機関

令和４年度　富里市特定健診・健康診査等日程表
　◆集団健診または個別健診のどちらかを選び受診してくだい。◆

＊対象地区は目安です。ご都合の良い日に受診してください。

5
月

すこやかセンター
(※胃バリウム有）

6
月

すこやかセンター
(※胃バリウム有）

北部コミュニティ
センター

(※胃バリウム有）

７
月

すこやかセンター
（午前のみ）

6
月

9
月

すこやかセンター
(※胃バリウム有）

       ※予備日
5/11～9/1までに受診できな
かった方が対象です。

新型コロナウイルス等の感染拡大が心配される場合は日程の変更または中止の可能性があります。

健診会場へ来場の際にはマスクの着用をお願いします。また、来場前に自宅で検温し３７．５℃以上ある場合や風邪症状

（せき、のどの痛み、体のだるさなど）等、体調の悪い場合はご来場を控えていただき、別日程での受診をお願いします。



目黒クリニック
十倉1 （29）4562

自己負担額　 国民健康保険加入者1,000円
　　　　　　　　  後期高齢者医療制度加入者　無料

はる内科小児科クリニック
日吉台4-16-18 (85）5200



【健康診査について】

 受付期間　5/9（月）～9/9（金）　【予約専用電話： ① 080-7701-4971 ・ ② 080-2276-5091】

 受付時間　平日午前9時30分～12時30分・午後1時30分～3時30分

検査内容 対象年齢 自己負担額

　身体計測・血液検査・
　尿検査

16～39歳
（年度末）

（集団健診）

500円

【集団健診会場で同時に行うがん検診等】
◎がん検診等のみの受診も可能です。加入保険に関係なく対象年齢に該当する方は、受診することができます。

検査内容 対象年齢 自己負担額

胸部レントゲン 18歳以上
（※1）

集団検診：300円
個別検診：600円

血液検査 50歳以上 1,000円

血液検査
　40歳以上
＊検査をこれまでに受けた
ことがない方が対象です。

無　料

①バリウム検査 バリウム検査 40歳以上 1,200円

②ペプシノゲン検査
(※3) リスク検診

血液検査
（萎縮性胃炎を調べます）

40～69歳 600円

③ピロリ菌検査
(※3) リスク検診

血液検査
(ピロリ菌の有無を調べます）

40歳以上 600円

＊職場等で受ける機会がない方

◎富里市の助成による人間ドックとの併用はできません。

●健康診査及びがん検診の対象年齢は、年度末（令和5年3月31日時点）の年齢です。
（健康診査の後期高齢者を除く）

◎受診する際は、必ず保険証・健康手帳（40歳以上の方でお持ちの方のみ）をお持ちください。

◎（※胃バリウム）と記載されている日程は、予約制により胃がん検診（バリウム検査）ができます。（午前９時～１１時のみ）

検診の種類 注意事項

健診の種類 注意事項

　　無　料

1,000円

後期高齢者
健康診査

（市後期高齢者）

　身体計測・血圧測定・
　尿検査・血液検査・
　診察

満75歳以上
（健診日） ＊後期高齢者医療制度に加入の方

特定健康診査
(市国保）

　身体計測・腹囲計測・
　血圧測定・尿検査・
　血液検査・診察

40歳（年度末）
～74歳(健診

日）

＊富里市国民健康保険に加入の方
＊他の保険に加入中の方は、各医療
　 保険者にお問い合わせください。

一般健康診査
（40歳未満）

≪お問合せ≫
　▶特定健康診査に関すること　　　　　　　　　　　　   国保年金課国保班　：　TEL93-4083
　▶後期高齢者健康診査に関すること　　　　　　　　  高齢者医療年金班　：　TEL93-4085
　▶一般健康診査・各種がん検診に関すること　　 　 健康推進課成人保健班　：TEL93-4121

(※2)胃がん検診（①バリウム検査　②ペプシノゲン検査　③ピロリ菌検査）は、①～③のいずれか１つとなります。

(※3) リスク検診は胃がんリスクを評価する検診であり、胃がんを診断する検査ではありません。

肺がん(結核）検診
＊肺の疾患で治療中や経過観察中の方は
受けられません。

前立腺がん検診
（ＰＳＡ）

＊前立腺の疾患で治療中や経過観察中の
方は受けられません。

肝炎ウイルス検査
＊肝臓の疾患で治療中や経過観察中の方
は受けられません。

(※1)肺がん検診は今年度から個別検診も加わりました。(成田富里徳洲会病院/日吉台病院/龍岡クリニック）

(
※
2

)

 
胃
が
ん
検
診

★事前予約が必要です。
＊前日の夜９時以降飲食禁止です。
＊胃切除を受けた方、胃腸の疾患で治療中
や経過観察中の方は受けられません。

＊5年以内に受診した方は受けられません。
＊胃切除を受けた方、胃腸の疾患で治療中
や経過観察中の方は受けられません。



自己負担額

個別検診
(要予約）

2,000円

集団検診
(要予約）

1,000円

個別検診
(要予約）

2,000円

【要予約】　予約開始日　6/1（水）～　　

7月

 乳がん検診受付時間　　　 ①9：00～ 9：30   ②10：00～10：30　③13：00～13：30　④14：00～14：30

 子宮頸がん検診受付時間 ①9：00～10：30　②13：00～14：30

【要予約】　実施期間　8/1（月）～令和5年1/31（火）
乳 子宮

　　　　　　　　　　　【問合せ】富里市　健康福祉部健康推進課　　　　電話　０４７６－９３－４１２１（直通）　

＊41歳の方には乳がん検診（マンモグラフィ検査）・21歳の方には子宮頸がん検診の無料クーポン券をお送りします。

《乳がん検診・子宮頸がん検診》　 ＊集団検診または個別検診のどちらかでの受診になります。

検診の種類 対象年齢（年度末）・検査方法 注意事項等

乳
が
ん
検
診

集団検診
(要予約）

1,000円

【マンモグラフィ検査が不可の方】
○医療機器（心臓ペースメーカー、胸部シャント、ポート、インスリンポンプ・持続グル
コース測定器等装着）を使用している方
○妊娠の可能性がある方や妊娠中、授乳中の方
※授乳中は乳腺が発達しており、正確に判断できない可能性があるため、エコー検査
をお勧めします。（要相談）
以下の方は受診できません
〇乳房の疾患で治療中や経過観察中、自覚症状のある方
〇豊胸手術を受けた方
※当日の体調や症状により、受診できない場合もありますのでご了承ください。

①健康推進課へ電話で申込み、受診券を受け取ってください。
②受診券が届いたら、契約医療機関（下記参照）へ電話で予約後、受診してください。

子
宮
頸
が
ん
検
診

※性経験のない方や子宮摘出等の手術を受けた方は個別検診を受診してください。
※昨年度、子宮頸がん検診のＨＰＶ検査を受けた30歳～39歳の方で異常なしの方は、
今年度の検診はお休みです。
以下の方は受診できません
〇子宮の疾患で治療中や経過観察中、自覚症状のある方
〇妊娠の可能性がある方や妊娠中の方
〇産後、１か月未満の方や出血が続いている方（産後は状態により個人差がありま
す。）
※当日の体調や症状により、受診できない場合もありますのでご了承ください。

①健康推進課へ電話で申込み、受診券を受け取ってください。
②受診券が届いたら、契約医療機関（下記参照）へ電話で予約後、受診してください。

集団検診 ［自己負担額：各1,000円］

日程 会場

 26日（火）・27日（水） すこやかセンター

8月

   3日（水）・  4日（木）・  6日（土）・  8日（月） すこやかセンター

 16日（火）・17日（水） 北部コミュニティセンター

 25日（木）・30日（火） すこやかセンター

月・火・木・金曜日
9：00～11：30 / 15：00～16：00

個別検診 ［自己負担額：各2,000円］
医療機関名 電話 住所 電話受付時間

日吉台レディースクリニック 92-1103 富里市日吉台2-9-6 × 〇

月～土曜日　11：00～16：00

弓立産婦人科 93-8272 富里市七栄646-16 × ○
月・火・水・金曜日
9：00～11：30 / 15：00～16：00
木　9：00～11：00

成田富里徳洲会病院
健診センター

85-5313 富里市日吉台1-1-1 〇 〇

月～金曜日　9：00～16：30
土　9：00～12：00

髙根病院健診センター
0479-70-

8051
芝山町岩山2308 〇 × 月～土曜日　9：00～17：00

聖隷佐倉市民病院
健診センター

043-486-
0006

佐倉市江原台2-36-2 〇 〇

月～土曜日       9：30～11：30
月・水・金曜日  15：30～17：00

岩沢クリニック
0476-27-

1122
成田市飯田町154-8 × ○ 月～日曜日　9：00～13：00

公津の杜メディカル
クリニック

0476-20-
5551

成田市飯田町124-3 〇 ×
予約
不要

成田市ウイング土屋163 × ○

月～土曜日       9：00～12：00
月～金曜日  　 15：00～17：00

＊個別検診を受診される方は受診券が必要です。お持ちでない方は健康推進課へお問合せください。

月・火・水・金・土・日　9：00～12：00
月・火・水・金・土　　 14：00～17：00

ウイング土屋
レディースクリニック

0476-23-
4103

松岸レディスクリニック
(5/1より、リリーベルクリニックへ変更）

0476-27-
0303

成田市公津の杜3-43-1 × ○
予約
不要

30歳～39歳

40歳～59歳

60歳以上

・エコー（超音波）検査

・マンモグラフィ検査

・エコー検査・マンモ

グラフィ検査を交互

20歳以上

・細胞採取

（30歳代は、HPVウイル

ス検査同時実施）



《胃がん（バリウム）検診》 【要予約】　
　予約・変更・キャンセル受付期間　5／9（月）～　9/9（金）

6月

7月

9月

対象：40歳以上（令和5年3月31日時点の年齢） 検診受付時間：9：00～11：00　

〇過去１年以内に、腹部や整形外科の手術をされた方、脳梗塞や心筋梗塞の既往がある方

〇胃を切除された方、腸ねん転、腸閉そくの既往がある方、妊娠中・妊娠の可能性がある方

〇これまでにバリウム検査後にじんましんや気分が悪くなるなどのアレルギー症状が起きた方

〇検査当日までの３日間に排便がない方

　実施期間　6/1（水）～11/30（水）

電話 電話 電話

90-1168 93-1012 92-0001

94-0955 85-5313 92-7533

37-4105 85-8088 29-4562

92-6970 85-5200 93-5751

92-9011 93-7130

対象年齢：40歳以上（令和5年3月31日時点の年齢）

・大腸疾患で治療中の方や経過観察中の方は受けられません。

・検査をする日は、胃がん（バリウム）検査直後の採便や女性の方は、月経中は御遠慮ください。

・年度内に1回のみの受診となります。重複して受診した場合は実費相当の自己負担をお願いすることがあります。

《骨粗しょう症検査（かかとの超音波検査）》　【予約不要】　

対象年齢：40、45、50、55、60、65、70歳の女性（令和5年3月31日時点の年齢）

検診受付時間　①9：00～11：00　②13：00～14：30

医療機関名 医療機関名 医療機関名

  9日（木）・20日（月）・21日（火）・22日（水）・23日（木）・28日（火）・29日（水）・30日（木）

すこやかセンター12日（火）

  1日（木）・ 7日（水）・10日（土）

・現在、治療・経過観察中の疾患がある方は、主治医に必ず確認し予約してください。(胃腸疾患以外も含む）

・検診当日の既往歴や体調等により、問診や医師の診断等で受診をお断りする場合があります。

以下の方は、受診できません

《大腸がん検診（便潜血検査2日分）》　【予約不要】
個別検診   ［自己負担額：500円］

令和４年度　富里市がん検診等日程表
【検診の予約・変更・キャンセル】　＊受付開始日は各検診の欄を御確認ください。

予約専用電話番号　080-7701-4971  または  080-2276-5091
予約受付時間　平日　午前9時30分～12時30分 ・ 午後1時30分～3時30分

全てのがん検診の予約・変更・キャンセルは、5/9（月）～9/9（金）までです。

集団検診 ［自己負担額：1,200円］

日程 会場

5月
11日（水）・12日（木）・18日（水）・31日（火） すこやかセンター

24日（火）・25日（水）・26日（木）・27日（金） 北部コミュニティセンター

あづま醫院 中原医院 日吉台病院

黒須医院 成田富里徳洲会病院健診センター みやび内科クリニック

さかもとクリニック ベルななえクリニック 目黒クリニック

龍岡クリニック はる内科小児科クリニック 吉川医院

※集団か個別を選んで受診してください　　［自己負担額：600円］

会場

8月
  4日（木）・25日（木） すこやかセンター

16日（火） 北部コミュニティセンター

個別検診

《肺がん検診/個別検診》　実施期間　5/1（日）～11/30（水）　

戸村内科クリニック せいの胃腸内科クリニック

集団検診

日程

　［自己負担額：500円］

成田富里徳洲会病院健診センター

日吉台病院

龍岡クリニック

医療機関名

日吉台1-1-185-5313

92-0001 日吉台1-6-2

92-6970

電話

七栄653-73

住所 今年度から、肺がん個別検診が始まります。

【対象者】 40歳以上

（令和５年３月３１日時点）

＊ご希望の方は、左記の医療機関へ直接

予約してください。


