
集団健診・がん検診は完全予約制です。
※詳しくは1ページをご確認ください。
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令和５年度

健診・がん検診のしおり

大子町役場 健康増進課

～健康管理の第一歩 受けよう 健診・がん検診！～

！集団健診・がん検診の受付期間を変更しました。

！大腸がん検診の対象年齢を変更しました。

！胃がん検診の実施日数が増えました。

！乳がん検診を受けられる医療機関が増えました。
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備　　考

集団健診

※年度途中に、国民
健康保険に加入され
た方は、電話でお申
し込みください。
※社会保険の方は、
各医療保険者から受
診券の交付を受けて
から、受診してくだ
さい。

※集団健診を受診し
ない方のみお申し込
みください。
※集団健診を受診す
る方は、会場で直接
お申し込みくださ
い。

※集団健診及び上記
のがん検診を受診し
ない方のみお申し込
みください。
※集団健診を受診す
る方は、会場で直接
お申込みください。

集団健診と
別日実施の
がん検診

　

５月８日(月)～各検診日の1週間前

肺がん検診
結核検診
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検査

6月健診分
 ４月１０日(月)～
　　　　　　　各健診日の約１週間前
8月健診分
 ６月　１日(木)～
　　　　　　　各健診日の約１週間前
10月健診分
 ８月　１日(火)～
　　　　　　　各健診日の約１週間前

大腸がん検診
喀痰細胞診検査

５月８日(月)～１月３１日(水)

胃がん検診
腹部超音波検診
乳がん検診
子宮がん検診
骨粗しょう症検診

7月検診分
５月８日(月)～
　　　　　６月２９日(木)
8月検診分
５月８日(月)～
　　　　　７月２５日(火)
11月検診分
５月８日(月)～
　　　　１０月２９日(日)
12月検診分
５月８日(月)～
　　　　１１月２１日(火)

特定健康診査(国保)
特定健康診査(社保)
高齢者健康診査
生活習慣病予防健診

6月健診分
 ４月１０日(月)～
　　　　　　５月２８日(日)
8月健診分
 ６月　１日(木)～
　　　　　　８月１３日(日)
１0月健診分
 ８月　１日(火)～
　　　　　　９月２１日(木)

6月健診分
 ４月１０日(月)～
　　　　　　　各健診日の約１週間前
8月健診分
 ６月　１日(木)～
　　　　　　　各健診日の約１週間前
10月健診分
 ８月　１日(火)～
　　　　　　　各健診日の約１週間前

集団健診と
同日実施の
がん検診

【予約の方法】

【予約の受付期間】 ※受付は、予約が埋まり次第終了となります。

健診・がん検診の種類
Ｗｅｂ予約サイトの

受付期間
電話の

受付期間

健康診査・がん検診ともに、お申込みの電話が混み合うことが予測されるため、
可能な限りWeb予約サイトでのご予約をお勧めします。

１．健診・がん検診の予約方法

新型コロナ感染対策のため、健診・がん検診は受付時間を指定した予約制です。

◎Wｅｂ予約サイト
・左のQRコードを読み込む→→→→→→→→

・https://kenko-link.org/

・大子町ホームページから

※過去に電話予約をしたことがある方は、登録できない場合が

あります。健康増進課にお問い合わせください。

◎電話予約
（代行でWeb予約サイトに登録します）

健康増進課 ７２－６６１１

日本人の死亡原因のおよそ６割は、がん、心臓病、脳卒中などの

生活習慣病です。

これらの病気から身を守るためには、定期的に健診を受けて、健

康状態をチェックすることがとても大切です。

いつまでも健康でいるために、年に一度必ず健診・がん検診を

受けましょう。 －１－

袋田の滝キャラクター たき丸

袋田の滝キャラクター たき丸



個人負担金

個人負担金

対　象　者 40歳以上の大子町国民健康保険（国保）に加入している方

個人負担金

検 査 内 容
問診、尿検査、血圧測定、身体計測、腹囲測定、

糖代謝・脂質・肝機能検査、尿酸・クレアチニン検査
詳細項目検査（心電図、眼底、貧血検査）

対　象　者 ３９歳以下の方及び生活保護世帯の方

検 査 内 容
問診、尿検査、血圧測定、身体計測、

糖代謝・脂質・肝機能検査、尿酸・クレアチニン検査、
心電図、貧血検査

対　象　者 ４０歳以上の健保組合、共済組合などに加入している被扶養者などの方

検 査 内 容
問診、尿検査、血圧測定、身体計測、

腹囲測定、糖代謝・脂質・肝機能検査、
必要に応じて詳細項目検査

対　象　者
７５歳以上の方及び

６５歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方

高齢者健康診査

無　料

※個別医療機関健診、ＪＡ組合員健診、人間ドックとの重複受診をした場合は、健診料金を徴収します。

生活習慣病予防健診

２，０００円　　　※生活保護世帯の方：無　料

２．健康診査編

特定健康診査（国　保）

無　料
※個別医療機関健診、ＪＡ組合員健診、人間ドックとの重複受診をした場合は、健診料金を徴収します。
※社会保険で受診された方は、健診料金を徴収します。社会保険への切り替え時は、ご注意ください。

特定健康診査（社　保）

加入している医療保険により、個人負担金額が異なります。

個人負担金

検 査 内 容
問診、尿検査、血圧測定、身体計測、腹囲測定、

糖代謝・脂質・肝機能検査、尿酸・クレアチニン検査
詳細項目検査（心電図、眼底、貧血検査）

● 対象年齢は、令和６年３月３１日時点での年齢です。

● ただし、高齢者健康診査は、７５歳の誕生日を迎えた日から対象となります。

対象年齢の注意点

－２－
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午前の部

午後の部

・予約をしたのにもかかわらず、受診券が届かない場合には、健康増進課にお問い合わせください。

【社会保険の被扶養者の方で特定健康診査をご希望の方】

・予約された方には、がん検診の受診券を送付します。

・特定健康診査の受診券は、加入している保険者から交付を受けてください。

・医療保険者によっては、健診実施場所の指定がありますので御注意ください。

□  　　 健康診査受診券

□　 　　がん検診受診券(社会保険及びがん検診のみご希望の方)

□  　　 健康保険証（国民健康保険及び社会保険の方）

□  　　 尿容器（事前に配布されている方）

□   　　眼鏡（必要な方）

ステップ④　結果が届きます

ステップ③　健診を受診します

・お住まいの対象地区での集団健診実施日と会場、受付時間を確認し、健診を受診します。

・持ち物も併せて確認しましょう。

持ち物リスト

高齢者健康診査 ８０歳以下の方、昨年度受診された方

生活習慣病予防健診 昨年度受診された方

ステップ②　受診券が届きます

・予約をされた方には、集団健診実施日の約1か月前に、受診券を送付します。

　　※上の送付時期以降に申し込まれた方は、Web予約申込み期間終了後に送付します。

・受診後の約１～２か月後に、健診結果が届きます。

・対象者には特定保健指導の御案内をお送りします。　

　　下記のスケジュールで予約案内のはがきを送付します。ただし、予約期間内であれば、はがきが届く

　　前に予約していただいてかまいません。また、対象地区以外の健診日をご希望の方も、はがきの送付

　　にかかわらず予約をしてください。

　　　　・　６月の集団健診実施日の対象地区にお住まいの方は、４月に送付します。

　　　　・　８月の集団健診実施日の対象地区にお住まいの方は、６月に送付します。

　　　　・１０月の集団健診実施日の対象地区にお住まいの方は、８月に送付します。

【送付対象者】

特定健康診査 国民健康保険に加入されている方

ステップ①　予約をします

　　健康診査・がん検診ともに、お申込みの電話が混み合うことが予測されるため、

　　可能な限りWeb予約サイトでのご予約をお勧めします。※予約方法については、１ページをご確認ください。

【受付時間の区分】

　①　９時３０分～５０分　②１０時～１０時２０分　③１０時３０分～５０分　④１１時～１１時２０分

※健診日によって、②～⑦の受付時間になります。その場合⑦１４時～１４時３０分になります。

予約案内はがきの送付について

　⑤１３時～１３時２０分　⑥１３時３０分～５０分　⑦１４時～１４時２０分　⑧１４時３０分～５０分

－３－
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対象地区
web

予約期間
電話

予約期間

　８月　１日（火）
～

１０月１２日（木）

　８月　１日（火）
～

１０月２３日（月）

８月　１日
（火）

～
９月２１日

（木）

午後　１時　　～　３時

文化福祉会館
まいん

中央公民館

文化福祉会館
まいん

浅川
上岡
大子

※小久慈は
除く

池田

浅川・上
岡・大子

※小久慈は
除く

午前１０時～１１時３０分

４月１０日（月）
～

６月１２日（月）

４月１０日（月）
～

６月１９日（月）

６月　１日（木）
～

８月２１日（月）

４月１０日（月）
～

６月５日（月）

４月１０日
（月）

～
５月２８日

（日）

６月　１日
（木）

～
８月１３日

（日）

８月　1日（火）
～

９月２８日（木）

　８月１日（火）
～

１０月２日（月）

　８月　１日（火）
～

１０月１０日（火）

上小川小学校
（体育館）

旧西金小学校
（体育館）

袋田小学校
（体育館）

生瀬小学校
（体育館）

佐原
コミュニティ

センター

依上
コミュニティ

センター

大子温泉やみぞ
（体育館）

黒沢
コミュニティ

センター

旧下野宮小学校
（体育館）

１０月１６日（月）

大子町
保健センター

１０月２０日（金）
午前９時３０分～１１時３０分

８月２８日（月）
依上
山田

１０月　５日（木）

１０月　６日（金）

１０月１０日（火）

１０月１３日（金）

１０月１７日（火）

１０月１９日（木）

黒沢
宮川

大生瀬坂西

午後　１時　　～　３時

午前１０時～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前９時３０分～１１時３０分

午後　１時　　～　３時

午前１０時～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前９時３０分～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前９時３０分～１１時３０分

午後　１時　　～　３時

午前９時３０分～１１時３０分

午後　１時　　～　３時

午前９時３０分～１１時３０分

午後　１時　　～　３時

６月１３日（火） 下小川

生瀬
※大生瀬坂
西は除く

６月２６日（月）

８月２９日（火）

６月１８日（日）

袋田

６月１１日（日）

上小川

６月１２日（月）

６月１９日（月）

６月２５日（日）

８月２７日（日） 佐原

１０月２９日（日） 大子
(小久慈)他

午前９時３０分～１１時３０分

午後　１時　　～　３時

　　　 　　　　　※お近くの会場での健診日に都合がつかない場合は、他の地区で受診してください。

　　　　　 　　　※募集人員は、例年受診している人員を基準にしています。

午後　１時～　２時３０分

午前１０時～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前１０時～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前９時３０分～１１時３０分

午後　１時　　～　３時

午前９時３０分～１１時３０分

午後　１時　　～　３時

午前１０時～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前１０時～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前１０時～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前１０時～１１時３０分

午後　１時～　２時３０分

午前１０時～１１時３０分

月　　　日 受　 付　 時　 間 会　場

令和５年度 集 団 健 診 日 程 表

－３－
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対　象　者

対　象　者

対　象　者

対　象　者

対　象　者

がん検診のみ受診される方

・肺がん検診・結核検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、喀痰細胞診検
査をご希望の方は、受診券を交付しますので、事前に電話で健康増進課に申込
みください。
・大腸がん検診をご希望の方は、Ｗeb予約サイトでの予約も可能です。

２日間の便を採取し、便の血液反応を検査します。

検 査 内 容
胸部にX線を照射して、肺を透過像としてフィルムに写しだす検査です。異常がある場合はその部分が白
い影になって映ります。

検 査 内 容
血液検査を行い、血液中に含まれるＰＳＡの量を調べます。ＰＳＡとは、前立腺で作られるたんぱく質
で、がんなどの異常が起きた時に、血液内に入り込みます。

検 査 内 容
血液検査を行い、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス抗原等を測定し、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの感染の有無を調
べる検査です。

今年度５０歳以上の該当者

検 査 内 容

申込み方法

集団健診を受診される方

・肺がん検診・結核検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、喀痰細胞診検
査をご希望の方は、健診会場でお申し込みください。
・大腸がん検診をご希望の方は、集団健診の予約時にお申し込みください。集
団健診の受診券と一緒に容器を送付します。

３．がん検診編

※対象年齢は、令和６年３月３１日時点での年齢です。

大腸がん検診
今年度４０～８４歳の方

肺がん検診・結核検診
肺がん検診：今年度６４歳までの方　結核検診：今年度６５歳以上の方

前立腺がん検診
今年度５０～７４歳の男性

肝炎ウイルス検査
今年度４０歳以上で，過去に町の検査を一度も受けていない方

検 査 内 容
たばこを吸っている方など肺がんの危険性が高い方が対象です。３日間の痰を採取し、その中に肺がん
の細胞が混じっていないか顕微鏡で調べる検査です。

喀痰細胞診検査

がんは、３０年以上日本人の死亡原因の第１位であり、５０歳代後半では死因の半数近くをが

んが占めています。検診でがんを早期発見できると、適切な治療を受けることができます。大

切な命を守るために、年に１回は必ずがん検診を受けましょう。

【集団健診と合わせて受けられるがん検診等】

－５－

町で実施するがん検診等はすべて無 料です。
袋田の滝キャラクター たき丸



対　象　者

募 集 人 員 会　　場

対　象　者

募 集 人 員 会　　場

対　象　者

募 集 人 員 会　　場

　７月３１日（月）

１１月２０日（月）

１１月２１日（火）

検 査 内 容 かかとの骨に超音波を当て、骨量を推定する検査です。

１１月１２日（日） １００人

　①１０時００分～２０分    ④１１時３０分～５０分

　②１０時３０分～５０分 　⑤１２時００分～２０分

　③１１時００分～２０分 　⑥１２時３０分～５０分

保 健 セ ン タ ー

日　　程 受 付 時 間

１２月１０日（日）

腹部超音波検診
今年度４０～７４歳の方

日　　程 受 付 時 間

　７月２６日（水）

　７月２３日（日）

１２０人

　７月３０日（日）

※下記のがん検診等は、事前に予約申込みが必要です。

※Web予約サイトもしくは健康増進課（保健センター）窓口、電話（７２－６６１１）でお申し込みください。

骨粗しょう症検診
今年度２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳の女性　

検 査 内 容
超音波で肝臓、胆のう、胆管、膵臓、脾臓、腎臓等を調べる検査です。腹部に超音波を
当てて、その反響を映像化することで、臓器内部の状態を診断することができます。

１０0人

　①８時００分～２０分　　　⑤１０時００分～２０分

　②８時３０分～５０分　　　⑥１０時３０分～５０分

　③９時００分～２０分　　　⑦１１時００分～２０分

　④９時３０分～５０分　　　⑧１１時３０分～５０分

保 健 セ ン タ ー

※対象年齢は、令和６年３月３１日時点での年齢です。

胃がん検診
今年度４０～７４歳の方

日　　程 受 付 時 間

検 査 内 容
バリウム（造影剤）と胃をふくらませる発泡剤を飲み、Ｘ線で胃の形や粘膜を撮影する検査で
す。

　①８時００分～２０分　　　⑤１０時００分～２０分

　②８時３０分～５０分　　　⑥１０時３０分～５０分
　
　③９時００分～２０分　　　⑦１１時００分～２０分

　④９時３０分～５０分　　　⑧１１時３０分～５０分

保 健 セ ン タ ー

※予約方法の詳細については、１ページをご確認ください。

※５月８日（月）から予約を受け付けます。定員になり次第締め切ります。

　７月１３日（木）

１２月　５日（火）

１２月　８日（金）

注意事項

【集団健診と別日程で実施するがん検診等】

町で実施するがん検診等はすべて無 料です。

－６－



対　象　者

募 集 人 員 会　　場

対　象　者

募 集 人 員 会　　場

予約期間

WEB予約

電話予約

  7月検診分：5月8日～  6月29日     8月検診分：5月8日～  7月25日
11月検診分：5月8日～10月29日   12月検診分：5月8日～11月21日

5月8日～各検診日の1週間前まで

今年度３０～７９歳の女性　

９０人

　①１２時３０分～１２時４５分

　②１２時５０分～１３時０５分

　③１３時１０分～１３時２５分

検 査 内 容

年齢により、X線撮影（マンモグラフィ）検査と超音波（エコー）検査を実施します。
超音波（エコー）検査：乳房に超音波を当てて、病変があるかを検査します。
X線撮影（マンモグラフィ）検査：乳房を装置の板と板の間にはさんでX線で撮影し、視触
診では分からない小さながんを発見できる検査です。
※医療機関で個別に受けることができます。

検 査 内 容

　８月２０日（日）

　８月２１日（月）

１２月１５日（金）

１２月１７日（日）

１２月１８日（月）

７０人

　①１０時００分～１０分　③１２時３０分～４５分

　②１０時２０分～３０分　④１２時５０分～１３時０５分

　　　　　　　　　　　　　⑤１３時１０分～２５分

※乳腺の発達している方は、Ｘ線撮影をした場合に乳腺の影が出てしまうため、超音波検査をお勧めします。
　また、しこりなどの自覚症状がある方は、乳腺外来のある医療機関を受診してください。

　８月　８日（火）

文化福祉会館
まいん

子宮がん検診

ブラシで子宮の入り口あたりの細胞を採取し、異常がないかを調べる検査です。
※医療機関で個別に受けることもできます。

今年度２０～７９歳の女性　　

日　　程 受 付 時 間

超音波（エコー）検査

超音波（エコー）検査＋X線（マンモ）検査
（前年度Ｘ線検査を受けた方はエコー検査のみ）

Ｘ線（マンモ）検査
（Ｘ線撮影検査は２年に１回の受診となります。）

日　　程 受 付 時 間

４０歳～５６歳

５７歳～７９歳

　８月　８日（火）

　８月２０日（日）

　８月２１日（月）

１２月１５日（金）

１２月１７日（日）

３０歳～３９歳

１２月１８日（月）

文化福祉会館
まいん

※乳がん検診と同日に実施します。

乳がん検診

－７－



　【受診方法】

　　ステップ②　ご希望の医療機関に予約を取る。

　　ステップ③　指定の予約日時に医療機関を受診する。

　　ステップ④　後日、検診結果を受け取る。

　　※１　塙厚生病院の受診券有効期限は１０月２日（月）～令和６年１月１９日（金）です

令和５年度　乳がん検診指定医療機関一覧（一部掲載）

超音波 マンモ
グラフィ

○

○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

福島県 ○

栃木県 ○
栃木県那須塩原市
井口537-3

福島県東白川郡塙町
大字塙字大町１－５

笠間市鯉淵6528

水戸市五軒町2-1-37
水戸京成ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ１F

水戸市六反田町1136-1

水戸市東原3-2-1

0296-77-1121

029-350-8477

029-309-8521

029-303-3005

029-221-5177

029-254-9044

029-309-5000

水戸中央病院

北水会記念病院

水戸赤十字病院

水戸済生会総合病院

水府病院

水戸市三の丸3-12-48

水戸市双葉台3-3-10

水戸市赤塚1-1

水戸市小林町1186-60

常陸大宮市
田子内町3033-3

　　ステップ①　健康増進課窓口で申請書を記入し、医療機関検診用受診券を発行する。

三愛クリニック

医療機関名 住所

対象年齢 検査内容 注意事項

　・　対象者：令和６年３月３１日時点で、２０～７９歳の女性

　・　受診券発行期間：５月８日（月）～令和６年２月２９日（木）

茨城県

４０～７９歳 マンモグラフィ検査

・１年間のうちに受けられるのは、超音波検査とマン
モグラフィ検査のどちらか１回です。
・マンモグラフィ検査は２年に１回の受診となりま
す。
・自覚症状がある方や、治療中の方は検診を受けられ
ません。

検診項目

常陸大宮済生会病院

３０～７９歳 超音波検査

電話番号

029-259-1717

0295-52-5151

国際医療福祉大学病院

塙厚生病院　※１

茨城県立中央病院

水戸ブレストクリニック

0287-38-2782

0247-43-1145

　・　受診券有効期限：受診券の発行日～令和６年２月２９日（木）

乳がん医療機関検診
　・　下記の医療機関で受診することができます。

　・　対象者：令和６年３月３１日時点で、３０～７９歳の女性

　・　受診券発行期間：５月８日（月）～令和６年２月２９日（木）

　・　受診券有効期限：受診券の発行日～令和６年２月２９日（木）

子宮がん医療機関検診
　・　県内の登録された医療機関（町内では岩佐医院、慈泉堂病院）で受診できます。

【医療機関での子宮がん・乳がん検診について】

町で実施するがん検診等はすべて無 料です。

－８－



　　　　大声での会話は避け、できるだけ静かにお待ちください。

　　★　人との間隔を空けるようにしましょう
　　　　密集・密接を避けるため、最低でも１m以上の距離を空けるようにしてください。

　　★　手指消毒をお願いします
　　　　接触感染を防ぐため、会場入口での消毒にご協力ください。

　　★　咳エチケットを守りましょう
　　　　咳やくしゃみが出る時は、必ずタオルやハンカチ、腕で口元を覆うようにしてください。

　　★　体温測定にご協力ください

　　　　会場入口での測定時に、体温が37.0℃以上の方は受診できませんので、ご了承ください。

　　★　受付時間を守りましょう
　　　　少人数・短時間での受診ができるよう受付時間を分散させています。早めの入場は、玄関

　　　　前等での混雑につながるため、慌てず、決められた時間内にご来場ください。

　　★　健康管理に気をつけましょう
　　　　日頃からの十分な睡眠、栄養バランスの良い食事で免疫力アップを心がけましょう。

　※　健(検)診時に、体調不良の際は、無理せず受診をお控えくださいますようお願いします。

　　★　マスクの着用をお願いします
　　　　飛沫感染を防ぐため、人との接触の前には必ずマスクを着用しましょう。

　　★　会話は控えるようにしましょう

健(検)診会場での感染対策について

～新型コロナウイルスに感染しないために、気をつけよう！～

マスクの着用 手洗い・手指消毒 体温測定・健康チェック

十分な換気 密を避ける 定期的な消毒

－９－

会場では、新型コロナウイルス感染予防のため、以上のような対策を行っています。

ご理解ご協力をお願いします。

☆健(検)診を受けるときの注意点☆

※感染対策は、今後緩和される可能性があります。



・　大子町後期高齢者医療被保険者

助  成  額

国際医療福祉大学病院（那須塩原市）

志村大宮病院（常陸大宮市） 日帰ドック 29,000円 13,000円

日立総合病院（日立市）

日帰ドック 29,000円 12,800円

水戸済生会総合病院（水戸市） 日帰ドック 29,000円 12,800円

水戸赤十字病院（水戸市） 日帰ドック

いばらき健康管理センター（水戸市） 日帰ドック 29,000円 12,800円

水戸協同病院（水戸市）

筑波大学附属病院（つくば市）

※やむを得ず上記健診機関以外で受診希望する方は町民課国保年金担当へご連絡ください。（上限28,000円）

東関東クリニック（水戸市） 日帰ドック 29,000円 12,800円

30,000円

日帰ドック 29,000円 12,800円

１泊ドック 30,000円 34,900円

胃部検査あり 30,000円 38,200円

胃部検査なし 30,000円 25,000円

※先着順に受付します。（予算上限に達した場合は、受けられない場合があります。）

日帰ドック 29,000円 12,800円

茨城県メディカルセンター（水戸市） 日帰ドック 29,000円 12,800円

12,900円

・脳併診ドック・婦人科検診等のオプション項目は、助成の対象外となりますので、希望する場合は、
自己負担で追加受診してください。

・医療機関の健診費用が改定になった場合には、助成額及び本人負担額が変更になる場合があります。

・歩行が困難等により、健診の際に介助が必要と思われる方は、健診機関と御相談の上、申請をお願い
します。

　　　　　　　　　　　　　　　　契約医療機関一覧　
健　診　機　関 対象ドック 助  成  額 本人負担額

その他
注意事項等

・ 脳ドック助成申請（予定）者、特定健康診査受診（予定）者、高齢者健康診査受診（予定）者及びＪＡ組合員健診
受診（予定）者以外の方が対象です。

・健診日当日に「助成決定通知書」を忘れてしまった場合は、健診機関窓口では、一旦全額を支払って
いただくことになります。
（後日、町から助成金をお支払いしますので、全額を支払った場合は御連絡をお願いします。）

・この助成事業は、年度ごとの事業となりますので、翌年度の予約（翌年度も助成事業を利用する予定
の方に限ります。）については、翌年度の助成決定を受けてからお願いします。

・　令和５年４月１日現在で、４０歳以上の国民健康保険被保険者

対　象　者

募集定員

申請期間 令和５年4月10日から令和６年２月２9日まで（予約の前に申請をお願いします。）
※令和６年３月３１日までの受診が対象です。

４．人間ドック・個別医療機関健診・脳ドック編

　※　前年度までの国保税や保険料に未納が無いことが条件となります。

ドック費用の7割相当（上限3万円）

国民健康保険：制限なし、後期高齢者医療：制限なし

－１０－

【人間ドック費用の一部助成について】

問合せ先 大子町役場 町民課 国保年金担当 ☎ 76-8125



・保険証を持参し、窓口で申請をお願いします。

・決定通知書

・保険証

　　を持参してください。

・結果を確認し、健康状態を知って、生活習慣を見直しましょう。

ステップ③　健診を受診します

ステップ④　結果を受け取ります

「国保の特定健康診査」と「後期高齢者の健康診査」については、集団健診のほかに、町内医療機関で
も受けることができます。

対　象　健　診

ステップ①　町民課　国保年金担当に申請します

受　診　期　間 令和５年4月１0日から令和６年３月３１日まで

保内郷メディカルクリニック

久保田病院

慈泉堂病院

岩佐医院

吉成医院

契約医療機関一覧

ステップ①　受診券の交付を依頼します

　　　　　　　　　　　　　・町民課 国保年金担当に連絡し、受診券の発行をご依頼ください。

ステップ②　医療機関に予約をします

　　　　　　　　　　　　・町発行の受診券、保険証を用意して受診してください。

高齢者健康診査

・郵送申請できます。申請方法については、町民課国保年金担当までお問い合わせください。

ステップ②　決定通知書が届いたら、医療機関に予約をします

ステップ③　健診を受診します

ステップ④　結果が届きます

個別医療機関健診
特定健康診査（国保）

－１１－

同一年度内に

・脳ドック助成

・国保特定健康診査

・後期高齢者健康診査

・ＪＡ組合員健診

とは重複して受けられません。

受診の際の注意点

【個別医療機関健診について】

☆人間ドックの受け方☆

☆個別医療機関健診の受け方☆

問合せ先 大子町役場 町民課 国保年金担当 ☎ 76-8125



助  成  額

・保険証を持参し、窓口で申請をお願いします。

　　を持参してください。

ステップ①　町民課　国保年金担当に申請します

・郵送申請できます。申請方法については、町民課国保年金担当までお問い合わせください。

ステップ②　決定通知書が届いたら，医療機関に予約をします

ステップ③　健診を受診します

・決定通知書

・保険証

ステップ④　結果が届きます

聖麗メモリアル高鈴（日立市）

那須脳神経外科病院（那須塩原市）

国際医療福祉大学病院（那須塩原市） 12,900円

10,890円

8,910円

30,000円

25,410円

20,790円

水戸ブレインハートセンター（水戸市）

聖麗メモリアル病院（日立市） 8,910円

6,930円

6,930円

本人負担額

20,790円

16,170円

16,170円

助  成  額

・健診日当日に「助成決定通知書」を忘れてしまった場合は、健診機関窓口では、一旦全額を支払って
いただくことになります。（後日、町から助成金をお支払いしますので、全額を支払った場合は御連絡
をお願いします）

・医療機関の健診費用が改定になった場合には、助成額及び本人負担額が変更になる場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　契約医療機関一覧　
健　診　機　関

申請期間
令和５年4月10日から令和6年２月２9日まで（予約の前に申請をお願いします）
※令和６年３月３１日までの受診が対象です。

ブレインピア南太田（常陸太田市）

その他
注意事項等

ドック費用の7割相当

 ・人間ドック助成申請（予定）者以外の方が対象です。

対　象　者

・　令和５年4月１日現在で、40歳以上の国民健康保険被保険者

・　大子町後期高齢者医療被保険者

　　※　前年度までの国保税や保険料に未納が無いことが条件となります。

１１

【脳ドック費用の一部助成について】

同一年度内に

人間ドック助成

とは重複して受けられません。

受診の際の注意点

－１２－

☆脳ドックの受け方☆

問合せ先 大子町役場 町民課 国保年金担当 ☎ 76-8125



特定保健指導とは？

５．特定保健指導編
～あなたにあった生活改善プランを提案します～

メタボリックシンドロームとは？

　特定健診の結果から、メタボリックシンドローム、またはその危険があり、生活習慣病を発症するリスクが高いと診断
された方に実施する生活習慣改善のための支援です。

　内臓脂肪型肥満（おなかまわりの内臓に脂肪が蓄積した肥満）に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか２
つ以上を併せ持った状態をメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）と言います。内臓脂肪が過剰にたまっている
と、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病を併発しやすくなります。

★メタボリックシンドロームのリスク（危険因子）に応じ、｢動機づけ支援｣｢積極的支援｣の特定保健指導があります。

－１３－

A B
腹囲（おへその高さ） BMIが25以上

＊男性85㎝以上 ※BMIの計算方法

＊女性90㎝以上 体重（kg）÷身長（m）÷身長

または

リスク（危険因子）

①血糖 ヘモグロビンA1cが5.6％以上 ③血圧 最高血圧が130mmHg以上

または

最低血圧が 85mmHg以上

②脂質 中性脂肪が150ml/dl以上 ④喫煙している
または

HDLコレステロール40㎎/dl未満

ステップ１

ステップ２

動機づけ支援

☆ステップ１がAで、ステップ２が1個該当

または

☆ステップ１がBで、ステップ２が１～２個該当

積極的支援

☆ステップ１がAで、ステップ２が２～４個該当

または

☆ステップ１がBで、ステップ２が３～４個該当

特定保健指導では、特定健診の結果説明や生活の振り返りを行います。

生活スタイルに合わせた目標を、保健師、管理栄養士と一緒に考えていくことができます。

特定保健指導の対象の方は、生活習慣病になる前の段階で、重症化を防ぐことができる可能性の高い

方です。

今、生活習慣を改善すれば予防できます！特定保健指導の対象となった方は、健康増進課より御連絡

いたします。ぜひ、特定保健指導を御利用ください。

※①～③に1つ以上該当した場合は

リスクとして追加



　　　９．　ウイルスや細菌の感染予防と治療
　　１０．　定期的ながん検診を
　　１１．　身体の異常に気がついたら、すぐに受診を
　　１２．　正しいがん情報でがんを知ることから

　　　５．　塩辛い食品は控えめに
　　　６．　野菜や果物は豊富に

　　　１．　たばこは吸わない

　　　７．　適度に運動
　　　８．　適切な体重維持

　　　２．　他人のたばこの煙をできるだけ避ける
　　　３．　お酒はほどほどに
　　　４．　バランスのとれた食生活を

問合せ先
○ 特定健康診査全般・がん検診に関すること

健康増進課 大子町大字大子1846

ＴＥＬ 0295-72-6611

ＦＡＸ 0295-72-6613

○ 人間ドック・医療機関健診・脳ドックに関すること

町民課 国保年金担当 大子町大字北田気662

ＴＥＬ 0295-76-8125

ＦＡＸ 0295-72-5526

がんを防ぐための新１２か条

http://3.bp.blogspot.com/-Gvf7X8Ftxro/VXOUaXKQzDI/AAAAAAAAuKo/b0snitPyTz4/s800/saibou_seijou.png
http://3.bp.blogspot.com/-l7DNx_R5pY0/VXOUZ0eBUaI/AAAAAAAAuKg/D85g1wnlbqg/s800/saibou_gan_cancer.png

