前立腺がん検診

B型･C型肝炎ウイルス検診

Prostatic Cancer screeing

Hepatitis B and C Virus screening

50歳以上の男性（平成30年４月１日現在）
Men ages 50 and over at April 1st, 2018.

肺がん・結核検診
Lung Cancer and Tuberculosis
screening

（PSA：Prostate-specific antigen）

500 JPY per person
自己負担

500円

Sputum Exam

Stomach Cencer screening

40歳以上の方（平成30年４月１日現在）

Men and women ages 40 and over

Men and women ages 40 and over

at March 31st, 2019.

at April 1st, 2018.

40歳以上の方（平成30年４月１日現在）

※ 過去に市でおこなうB型･C型肝炎ウイルス検診を受診

Men and women ages 40 and over at April 1st, 2018.

Men and women ages 40 and over
at April 1st 2018.

われる方｡This exam is for those who smoke
cancer screening.
喀痰細胞診（容器に痰を採取し郵送）

採血による肝炎ウイルス検査

胸部エックス線撮影

Hepatitis virus screening by blood sampling.

Chest X-ray

No charge

500 JPY per person

0円

自己負担

肺がん･結核検診を受診された方で､たばこを吸

40歳以上の方（平成30年４月１日現在）

and undergo lung cancer and tuberbulosis

have not undergone the same exam in Mobara.

PSA test by blood sampling.

胃がん検診

40歳以上の方（平成31年３月3１日現在）

したことがない方｡This exam is only for those who

採血によるPSA（前立腺特異抗原）検査

喀痰検査

Sputum culture

Stomach X-ray with Barium

(You need to post self-sampled sputum)

500円

自己負担

バリウムを用いた胃部エックス線撮影

500 JPY per person
自己負担

500円

500 JPY per person
自己負担

500円

※ ４月１日現在65歳以上の方は無料
No charge for those ages over 65.

大腸がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

骨粗しょう症予防検診

歯周病検診・妊婦歯科検診

Colorectal Cancer screening

Breast Cancer screening

Cervical Cancer screening

Osteoporosis risk screening

Dental Check up

30歳以上の女性（平成30年４月１日現在）

20歳以上(平成30年４月１日現在）の女性で生まれの年号が

40歳以上の方（平成30年４月１日現在）
Men and women ages 40 and over
at April 1st 2018.

Women ages 30 and over at April 1st 2018.

大正・昭和は奇数年、平成は偶数年、西暦で偶数年の方。

40・45・50・55・60・65・70・75・80歳の方
18 ～ 35・40・45・50・55・60・65・70歳

（平成30年４月１日現在）

の女性（平成30年４月１日現在）
Men and women ages 40, 45, 50, 55, 60, 65,
※ 40～49歳の方は､エコー検査とマンモグラフィ検査を Women ages 20 and over at April 1st 2018, and born in
Women
ages
18
to
35,
and
40,
45,
50,
55,
70, 75, 80 at April 1st 2018.
even-numbered years.
毎年交互に実施します。Women ages 40 to 49
60, 65, 70 at April 1st, 2018.
undergo ultrasound and Mammography screening
※ 妊婦（年齢は問いません）The pregnants at
※ ２年に１回の受診です。 You undergo this exam once in
alternately every year.

any age can also apply this exam.

two years.

・30～39歳：エコー検査
検便による便潜血反応検査（自宅で２日分を採
便し提出）

Facal occult blood test. (You

need to submit 2 days self-sampled feces)

30 to 39 yrs：Ultrasound Screening
・40～49歳：エコー検査
40 to 49 yrs：Ultrasound Screening

子宮頸部細胞診

超音波によるかかとの骨量測定

Cervical cytology

Bone density test by ultrasound.

500 JPY per person

500 JPY per person

・50歳以上 ：マンモグラフィ検査

歯科医師による検診、歯科衛生士によるブラッシン
グ指導など

Dental check by a dentist and

toothbrushing guidance by a dental hygenist.

Over 50 yrs： Mammography screening

500 JPY per person
自己負担

500円

500 JPY per person
自己負担

500円

自己負担

500円

自己負担

500円

500 JPY per person
自己負担

500円

※ お申込みは保健センターへ
(電話番号：２５－１７２５)
Please apply in advance.
Hoken Center (Health Center)：TEL 25-1725

