
健康福祉課健康係【☎ 028(677)6042】

　今年度から予約の方法が変わります。ドック検診費用の助成を希望する人は、次の内容をよくご

確認の上、手続きしてください。なお、定員は先着２５０人です。

●対　　象／町国民健康保険の加入者で、次の条件を全て満たす人

　　　　　　・受診日当日の年齢が３５歳以上７５歳未満

　　　　　　・世帯員に町税の滞納と所得未申告がないこと

●申込方法／①個人で検診機関に受診の予約をしてください。

　　　　　　②予約後、受診日までに町健康福祉課で助成券の交付申請をしてください。

　　　　　　　申請の際は、印鑑と国民健康保険証をお持ちください。

　　　　　　③受診日当日、助成券を検診機関に提出して受診してください。

●助成金額／２０，０００円（人間ドック、脳ドックのいずれかに対し、同年度内に１回限り）

●申請受付／４月１１日（月）から助成券の交付申請を受け付けます。

●受診期間／５月１日から平成２９年１月３１日まで（藤井脳神経外科病院を除く）

芳賀町国民健康保険予約方法が変わります！予約方法が変わります！ 芳賀町国民健康保険

検診機関 所在地
検診
内容

実施日
個人負担額
（円）

予約先
電話番号

芳賀赤十字病院 真岡市 2461
一般 水・木 21,000

0285（82）2195
脳 火 5,900

宇都宮記念病院
　総合健診センター

宇都宮市大通り
1-3-16

一般 月～土 21,040
028（625）7831

脳 月～金 23,200

宇都宮
　セントラルクリニック

宇都宮市屋板町
561-3

一般
月～土

21,040
028（657）7300

脳 23,200

宇都宮東病院
　健診センター

宇都宮市平出町
368-8

一般
月～土

21,040
028（683）5771

脳 17,800

済生会宇都宮病院
　健診センター

宇都宮市竹林町
911-1

一般 月～土 男 23,200
女 26,440 028（626）5565

脳 月～金 34,000

鷲谷病院 宇都宮市下荒針町
3618

一般
火～土

22,120
028（648）3851

脳 18,880

自治医科大学
　健診センター 下野市祇園 2-35 一般 月～金 34,140 0285（44）2100

栃木県保健衛生事業団 宇都宮市駒生町
3337-1 一般 月～金 21,364 028（623）8282

ミヤ健康クリニック 宇都宮市ゆいの杜
3-2-23 一般 木曜日

以外 22,120 028（667）8181

うつのみや病院 宇都宮市南高砂町
11-17 一般 月～金 22,120 028（653）1001

真岡病院 真岡市荒町
3-45-16

一般
月・火

22,000
0285（84）6311

脳 12,000

藤井脳神経外科病院 宇都宮市中岡本町
461-1 脳 以下の

とおり 24,280 町健康福祉課
028（677）6042

藤井脳神経外科の検診日
　（1 日当たり 2 人まで） 6/1、7/14、8/5、9/15、10/17、11/1、12/8、1/7、2/22、3/10

※上記の個人負担額には、オプション検査の費用は含まれません。
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総合検診のご案内
健康福祉課健康係【☎ 028(677)6042】

　がんや糖尿病などの生活習慣病は、初期段階では自覚症状がないこともあります。町の総合検診

では、基本の健康診断のほかに、各種がん検診も受診することができます。検査費用の約９割を町

が負担しますので、病気の早期発見・治療のために、ぜひご利用ください。

検診項目 対象者 料　金 内　　容

ヤングエイジ検診 １９～３９歳 ３００円
身長・体重・血圧・尿検査・診察・血液検査（貧血・脂質・血糖・
肝機能・腎機能）

特定健診 ４０～７４歳
６００円

６５歳以上は無料
身長・体重・血圧・尿検査・診察・腹囲測定・血液検査（貧血・
脂質・空腹時血糖・ＨｂＡ１ｃ・肝機能・腎機能）・心電図検査・
眼底検査健康診査 ７５歳以上 無料

が
ん
検
診

肺

４０歳以上

無料 胸部エックス線撮影（喫煙歴により喀痰検査を追加 ３００円）

胃 ４００円 胃部エックス線撮影

大腸 ２００円 便の潜血検査

前立腺 ５０歳以上の男性 ２００円 血液検査

子宮 ２０歳以上の女性 ３００円 子宮頸部細胞診＋ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）検査

乳 ３０歳以上の女性 ５００円 超音波検査（４０歳以上は超音波検査＋マンモグラフィ）

結核検診 ６５歳以上 無料 胸部エックス線撮影（肺がん検診との同時受診は不可）

骨密度検査 １９～７０歳の女性 ３００円 超音波検査（踵部）

肝炎ウイルス検診
４０歳以上で検査を 
受けたことがない人

３００円 血液検査

ピロリ菌抗体検査
１９～３９歳で検査を
受けたことがない人

２００円 血液検査

●平成２７年度の総合検診を受診または予約した人
●節目年齢調査で受診すると回答した人

●平成２７年度の総合検診を受診または予約しなかった人
●今まで総合検診を受診したことがない人

●検診当日の受付時間は午前８時～１１時です。
●１／２８（土）は女性限定の日です。各種がん検診・結

核検診・骨粗鬆症検診のみ実施します。
●平成２７年度から、子宮がん検診がＨＰＶ併用検診に

なりました。これにより、がん化する前の「前がん病

変」の発見率があがります。検査結果により、次の

検診時期が変わります（異常なしの人は 3年後。そ

れ以外の人は 1年後）。
●子宮がん検診については、多くの方が 3 年に1度の検

診となり、今年度の受診者数が少なくなることが見込

まれるため、実施日数を調整させていただきました。

 ６月までに検診予定日等について個別に通知します。
日程や検診項目の変更を希望する場合は、通知が届い
てからお電話ください。

電話でお申し込みください。
健康福祉課健康係【☎ 028(677)6042】

実施日 会　場
子宮がん
検診

前
　
期

 ６／８（水） 農業者トレーニングセンター

 ６／９（木） 農業者トレーニングセンター 実施

 ６／１０（金） 工業団地管理センター 実施

 ６／１１（土） 生涯学習センター水橋分館

 ６／１２（日） 生涯学習センター水橋分館 実施

 ６ ／１３（月） 工業団地管理センター

中
　
期

 ９ ／ １（木） 生涯学習センター水橋分館

 ９ ／ ２（金） 生涯学習センター水橋分館 実施

 ９ ／ ３（土）農業者トレーニングセンター

 ９ ／ ４（日） 農業者トレーニングセンター 実施

 ９ ／ ５（月） 工業団地管理センター 実施

  ９ ／ ７  （水） 工業団地管理センター

後
　
期

１０／２１（金） 工業団地管理センター

１０／２３（日） 工業団地管理センター 実施

１０／２４（月） 生涯学習センター水橋分館

１０／２５（火） 農業者トレーニングセンター

１０／２８（金） 生涯学習センター水橋分館 実施

１０／２９（土）農業者トレーニングセンター 実施

  １ ／２８（土）保健センター（女性限定） 実施

◆検診日程 ◆受診方法

◆注意事項

◆検診項目

※芳賀町国保以外の健康保険組合の被扶養者が町で特定健診を受診する場合、詳細項目も含めて実施しますので、１００円の

追加負担が生じます。（健康保険組合の指定金額＋１００円）

※次の人は検診料金が無料です。

　①７０歳以上の人　②町民税非課税世帯の人　③生活保護世帯の人

　⑤身体障害者手帳１，２級、精神障害者保健福祉手帳１，２級、療育手帳Ａ１，Ａ２の人（当日手帳をお持ちください）

※子宮がん検診の実施日にご注意ください。
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