◇がん検診を受ける前に知っておいてほしいこと◇
●偽陽性：がんの疑いと判定されても異常がない場合がある
●偽陰性：がんの疑いがあっても発見できない場合がある
●過剰診断：治療の必要のない病変まで発見される場合がある
●偶発性：放射線被ばく、出血等まれに重大な偶発性が起こる場合がある

① 健康推進課へ電話し、乳房Ｘ線（マンモグラフィ）撮影日を予約
自覚症状はなくてもがん
検診を定期的に受診する
ことが大切です！

しかしながら・・・がん検診は良いことたくさん‼
◎自覚症状のない早期のがんを発見し、早期の治療ができます
◎がん以外の病気や前がん病変（がんになる手前）を発見でき、治療することができます
◎定期的に受診することで、安心して生活を続けられます

【電話でお伝えいただくこと】
①予約希望日※予約受付は受診日の２日前まで
火曜日(午前・午後)、木曜日(午前)、金曜日(午前)、土曜日(午前)からお選び下さい

②視触診(希望制)と結果説明をする医療機関
下記の３つの医療機関よりお選び下さい
※乳房 X 線撮影に関する注意※
・妊娠中、授乳中・断乳後１年以内、
ペースメーカー挿入、豊胸手術後の方は受診できません
・生理１週間前～生理中の撮影は避けて下さい

～あなたとあなたの大切な人のためにもがん検診を受診しましょう～

対象者 受診日に蒲郡市に住民票のある方（対象年齢は裏面でご確認下さい）
※身体に異常や自覚症状のある方は、がん検診ではなく医師の診療を受けましょう

◆乳房 X 線撮影予約受付：令和４年１２月２８日まで◆
※土曜日・予約受付終了間近の予約は取りづらくなります。早めのご予約をお勧めします。

②保健医療センターで乳房Ｘ線撮影を行う
①受診する医療機関を選ぶ

○別紙の一覧表より受診医療機関をお選び下さい。
※予約が必要な医療機関もあります。

持ち物
受診券冊子

③撮影後 2～3 週間後に、ご自宅へ「受診案内」が届く
②受診・支払い

持ち物・受診券冊子・健康保険証・自己負担金
※受診の際は、受診票裏面の問診票を記入し、
冊子を受診票から切り離さずにご提示下さい。

③結果説明を受ける

受診した医療機関で、
必ず検診結果の説明を受けて下さい。

④希望した医療機関へ予約して
受診し結果説明を受ける

★乳がん検診医療機関一覧（五十音順）
医療機関名

住所

電話番号

検診で異常が発見された場合は、必ず精密検査を受診してください。
（※精密検査の結果は、公衆衛生の向上のために市・検査機関で把握いたします。
）

＜検診代金が無料となる方＞
○令和４年 １ 月３ １ 日時 点 で世 帯 全員 が 市民 税 非課 税 の 方
※世帯の中に令和３年１月２日以降、転入した方がいる場合は健康推進課へご連絡下さい。

持ち物
・受診券冊子（ｸｰﾎﾟﾝ券有無の確認のため）
・健康保険証
・自己負担金
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診察時間

予約

＜乳腺外来＞※詳しくは電話か HP にてご確認下さい。
第 1・3・5 週（金）8:30～12:30

要

＜院長＞
（月～金）08:30～12:30
16:00～18:30

要

（月～土）09:00～12:00
15:30～18:00
（月～土）08:30～12:00
15:30～18:30

※木は午前のみ
※木・土は午前のみ

要

※木・土は午前のみ

要

○生活保護世帯の方
※受診票の自己負担金の欄が有料の表記となっている場合は、福祉課へご連絡下さい。

○無料クーポン券対象の方
乳 が ん４１歳の女性（昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日生）
子宮頸がん２１歳の女性（平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生）

がん検診受診期限：令和５年２月２８日まで
※蒲郡市新型ウイルス感染症対策の警戒レベルに合わせて受診の制限があります。
警戒レベルの確認は市のホームページまたは健康推進課へお問い合わせください。
市のホームページの QR コード

○４０歳の方のＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（昭和５７年４月１日～昭和５８年３月３１日生）

【問合せ先】：蒲郡市健康推進課（保健センター）
電話（0533）６７－１１５１
◎裏面もご覧ください

マンモグラフィは
女性技師が行います！

←ホームページからも閲覧いただけます。

費用 1 検診・検査につき５００円

※検診対象年齢は令和 5 年 3 月 31 日時点の年齢です

日本における死因の 1 位はがんです。その中でも胃がん・肺がん・大腸がん・乳がんは死亡原因の上位になります。
蒲郡市のがん検診は 1 検診・検査につき 500 円と大変お得です。
この機会にがん検診を受診しましょう！！

胃がん検診
内容
胃内視鏡検査(胃カメラ) または 胃部 X 線検査(バリウム)
対象者
50 歳以上の方(隔年)・40 歳以上の希望者(隔年)
※40～49 歳の希望者は健康推進課までご連絡ください。胃がん検診
受診票を送付します。

胃がんってどんな病気？
男性がかかるがんで１番多いがんで男女合計でも２番目に多いがん
です。胃がんの発症には、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染と、胃粘膜
萎縮(胃の老化現象)が強く関連しています。
精密検査が必要となった場合、以下のような検査を行います
胃内視鏡検査(胃カメラ)、生検

胃がんリスク検査
内容
血液検査

※胃がん発症のリスクを調べるため
にも検査を受けましょう！

対象者
40 歳以上で、過去に受診歴のない方
胃がんリスク検査は、こんな検査！
ﾋﾟﾛﾘ菌の有無(ﾋﾟﾛﾘ菌抗体検査)・萎縮性胃炎の有無(ﾍﾟﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ
検査)を調べ、胃がんにかかる危険度を知ることができます。

肺がん検診
内容
胸部 X 線検査（レントゲン）

対象者
40 歳以上の方

※医師が必要とした場合、喀痰検査も実施。
※65 歳以上は結核検診を兼ねる。

肺がんってどんな病気？
男性がかかるがんで２番目に多いがんです。喫煙により、
3～4 倍かかりやすくなります。タバコを吸わない人でも
副流煙を吸うことでリスクが上がります。
★肺がん検診では、肺がん以外の病気の発見も可能です。
最近では高齢者に自覚症状のない結核患者が多く報告され
ているため、自覚症状が無くても毎年受診しましょう！

ＣＴ検査、気管支鏡検査

内容
血液検査

対象者
51 歳以上の男性で奇数年齢の方

※令和３年度に対象の方で受診ができなかった方はご連絡ください。

前立腺がんってどんな病気？
前立腺がんは、男性では胃・肺・大腸がんに次いで４番目に多
いがんです。
前立腺がん検診、こんな検査！
血液検査でＰＳＡという値を調べることで、前立腺がん・前立
腺肥大症等を調べることが可能です。

内容
マンモグラフィ(乳房 X 線撮影)、視触診(希望者のみ)
対象者
40 歳以上の女性(隔年) (クーポン対象年齢の方は無料)
乳がんってどんな病気？
女性に最も多いがんで、40～50 歳をピークに発症・死亡が増加し
ているがんです。
マンモグラフィってどんな検査？
乳房を挟んで 5 ㎝以下の薄さにし、レントゲン撮影をします。小さな
初期のがんの発見が可能な検査です。
精密検査が必要となった場合、以下のような検査を行います
マンモグラフィの追加撮影、超音波検査、針生検等

子宮頸がん検診
内容
子宮頸部細胞診、子宮体部細胞診(※医師が必要とした場合)
対象者
20 歳以上の女性(隔年) (クーポン対象年齢の方は無料)

大腸がん検診
内容
検便

対象者
40 歳以上の方

大腸がんってどんな病気？
40 代から増加し、男女とも多くかかるがんです。大腸がんの
初期には症状が少なく、発見の手がかりは便潜血のみである
ため、検便検査が最も有効な方法です。
精密検査が必要となった場合、以下のような検査を行います
全大腸内視鏡検査、Ｓ状結腸内視鏡+注腸Ｘ線検査

前立腺がん検診

乳がん検診

※視触診(希望制)・
結果説明は男性医師。

B 型肝炎ウイルス検査
C 型肝炎ウイルス検査
内容
血液検査

対象者
40 歳以上で、過去に受診歴のない方
(40 歳の方は無料)

B 型・C 型肝炎ウイルスって何？
B 型肝炎ウイルスは輸血・出産・刺青・性交渉・針刺し事故、Ｃ型肝
炎ウイルスは輸血・血液製剤・刺青等により感染します。肝炎ウイ
ルスに感染することで、肝硬変や肝がんを引き起こします。

子宮頸がんってどんな病気？
20～30 歳代の女性において最も多く近年増加傾向のがんです。
HPV(ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ)の持続的な感染により発症します。
精密検査が必要となった場合、以下のような検査を行います
コルポスコープ(組織診・細胞診)、ＨＰＶ検査

ＨＰＶ検査
内容
子宮頸部細胞診

対象者
25 歳から 54 歳までの女性(子宮頸がん検診
と同時実施に限る)※性交渉経験の無い方、良性
疾患で子宮を摘出された方は対象外

ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）って何？
ＨＰＶは主に性交渉により感染し、自然に消失することもあります
が、感染が確認された場合は経過観察が必要です。
★子宮頸がん検診と HPV 検査の両方を行うことで異常の発見率は
ほぼ 100％まで上昇します。

40 歳のセット検診や女性のがん検診は、保健医療センターで
集団検診も行います。
※予約制 日時等の詳細は健康推進課へお問い合わせ下さい。

