
 

　市では、平成 31 年度から健康的な生活習慣の取り組みを応援するため、気仙沼クルーカード
(＊) と連携した健康ポイント事業を始めます。健康診査の受診や健康づくりイベント、運動教
室などに参加すると健康ポイントを取得できます。取得したポイントは、市内の飲食店、物産
店など「クルーシップ加盟店」で 1ポイント＝ 1円として利用できます。健診を受けて「健康」
と「ポイント」をゲットしませんか。

各種検診は、事前に申し込みのない方も受診できますので、当日健診会場にてお申込みください。

■注意事項／
①総合健診を受ける場合
・ポイントは健診受診時にその会場内でのみ付与します。
・健診会場内でクルーカードの発行は行いません。事前にクルーカードを申し込み、カードを

取得してください。
②市で実施する特定健康診査（個別健診）を受ける場合
・ポイントの付与は、「すこやか」「燦さん館」「いこい」で行います。健診受診後、クルーカー

ドと領収書または健診結果をお持ちください。

■問い合わせ先／健診について　　：市健康増進課 ☎ 21-1212
クルーカードについて：一般財団法人気仙沼地域戦略 ☎ 25-7115

■対象となる健診／
　市で実施する「生活習慣病の健診」

（一般健康診査、特定健康診査、後
期高齢者健康診査）

■取得ポイント／500 ポイント
■ポイント取得方法／
①クルーカードを持参し、生活習慣病

の健診を受ける。
②健診会場内の指定場所でクルーカー

ドを提示し、ポイントを取得する。

＊気仙沼クルーカードとは
気仙沼市内のクルーシップ加盟
店や提携しているネットショッ
ピングなどで使用できるポイン
トカードです。

５００
ポイント
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平成31年度
新規事業

■問い合わせ先／市民健康管理センター「すこやか」　☎ 21-1212
　　　　　　　　唐桑保健福祉センター「燦さん館」　☎ 32-4811
　　　　　　　　本吉保健福祉センター「いこい」　　☎ 25-7645

ご自身のため、
大切な人のため、
年に１度健診（検診）
を受けましょう 

1. 総合健診

■実施期間／５月 14日（火）～７月 24日（水）　
　　　　　　　※各地域の健診会場は次のページ

■健診内容・対象者（年齢基準は来年４月１日）・料金／
＝生活習慣病の健診＝

項　目 対 象 者 自己負担額 検査内容
一般健康診査 20 歳以上～ 40 歳未満 1,000 円 【基本的な検査項目】

問診、身体計測、診察、血液検
査、血圧測定、尿検査

【詳細な検査項目】
医 師 が 必 要 と し た 場 合 は、
心電図検査・眼底検査など

特定健康診査 本市の国民健康保険加入者で 40 歳
～ 75 歳未満の方

課税世帯    ：1,000 円
非課税世帯：       無料

後期高齢者健
康診査

①健診受診日の年齢が 75 歳以上の方
② 65 歳～ 74 歳で、後期高齢者医療

制度に加入している方
                              無料

＝各種検診＝
項　目 対 象 者 自己負担額 検査内容

結
核
・
肺
が
ん
検
診

胸部レントゲ
ン撮影 40 歳以上の方

40 ～ 64 歳：
65 ～ 69 歳：
70 歳以上   ：

300 円
150 円
100 円

問診、胸部レントゲン撮影

喀たん細胞診
検査

原則50歳以上で喫煙歴の長い方
※「1日の喫煙本数」に「これまでの喫煙年

数の合計」を掛けた値が600以上の方

69 歳以下   ：
70 歳以上   ：

900 円
300 円 喀痰細胞診

大腸がん検診 35 歳以上の方 35 ～ 69 歳 ：
70 歳以上   ：

500 円
200 円 便潜血反応検査

前立腺がん検診 50 歳以上の男性                      1,000 円 血液検査

肝炎ウイルス検診 40 歳以上で、過去に肝炎ウイルス
検診を受けていない方

40 ～ 69 歳：
70 歳以上   ：

800 円
   無料 血液検査

骨粗しょう症検診 30・35・40・45・50・55・
60・65・70 歳の女性

30 ～ 65 歳：
70 歳　  　：

900 円
   無料 超音波検査

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付で提示してください。
※ 65 歳～ 69 歳の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方は、70 歳以上の方と同じ料金で受診

できますので、後期高齢者被保険者証（保険証）を受付で提示してください。

「生活習慣病の健診」
と「各種検診」が同
時に受診できます

総合健診の一時託児
　お子さん連れでも安心して健診を受けられるよう、一部健診会場内で一時
託児（対象年齢：２か月から未就学児まで）を実施します。
　なお、託児の利用には「事前予約」と健診受診日の 5 日前までに「申込書
の提出」が必要です。詳しくはお問い合わせください。　

検診日 会場 受付時間 検診日 会場 受付時間

５月 27 日（月）「すこやか」
     9:00 ～ 10:00 ６月 14 日（金）「燦さん館」      9:00 ～ 10:00
   13:30 ～ 14:00 ７月  ７日（日）「すこやか」      9:00 ～ 10:00

５月 29 日（水）「すこやか」
     9:00 ～ 10:00 ７月 19 日（金） 「いこい」      9:00 ～ 10:00
   13:30 ～ 14:00

７月 23 日（火）「すこやか」
     9:00 ～ 10:00

    13:30 ～ 14:00

■健診会場に持参する物／
　①受診票
　②尿容器（生活習慣病の健診を受ける方）
　③健康保険証（生活習慣病の健診を受ける方）

④大腸がん検査容器（大腸がん検診を受ける方）
⑤健診料金
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     9:00 ～ 10:00 ７月 19 日（金） 「いこい」      9:00 ～ 10:00
   13:30 ～ 14:00

７月 23 日（火）「すこやか」
     9:00 ～ 10:00

    13:30 ～ 14:00

■健診会場に持参する物／
　①受診票
　②尿容器（生活習慣病の健診を受ける方）
　③健康保険証（生活習慣病の健診を受ける方）

④大腸がん検査容器（大腸がん検診を受ける方）
⑤健診料金
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〔気仙沼地域〕受付時間：午前 ９時～ 11 時、午後 1 時 30 分～ 2 時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　行　政　区 会　　場

５

14(火)午前 古町 1・2 午後 古町 3・4
駅前コミュニティセンター

15(水)午前 滝の入１・2、化粧坂 午後 福美町、新町１・２

16(木)午前 河原田 1・２、南が丘 午後 沢田、南町４、柏崎、港町、
幸町３・４

市民会館２階中ホール
17(金)午前 三日町１・２、八日町１・２、

魚町１・２・３、幸町１ 午後 太田１・２、入沢、
南町１・２・３、陣山

20(月)午前 日の口１・２、両沢 ― 白山コミュニティセンター

21(火)午前 栄町、浜町、本浜町 1・2、
東中才１ 午後 新浜町 1・2、東みなと町、西

みなと町、西中才
市民福祉センター

「やすらぎ」（錦町）22(水)午前 西八幡町、東中才３ 午後 中みなと町１・２、東中才２、
東八幡

23(木)午前 浪板１・2、大浦、小々汐 午後 錦町 1・2、梶ヶ浦、鶴ヶ浦

24(金)午前 早稲谷、上八瀬上、上八瀬下、
塚沢、関根、台 ― 月立小学校　体育館

26(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）

市民健康管理センター
「すこやか」( 東新城 )

27(月)午前 高屋敷、上廿一、下廿一、下八瀬 午後 新城東

28(火)
午前 田柄 1・3 午後 立沢、和野、金成沢、上前木、下前木
夜間 全地域（日中受診できない方）

29(水)午前 田柄２、表松川、内松川 午後 四反田、内の脇 1・2・3
30(木)午前 鶴巻１ 午後 鶴巻２、尾崎

面瀬公民館
31(金)午前 上沢 午後 高谷

６

3(月)午前 上沢１、下沢 午後 上沢 2・3、青葉が丘
面瀬中学校　体育館

4(火)午前 千岩田 午後 赤田
5(水)午前 波路上 午後 長磯原

階上公民館6(木)午前 長磯高、川原 午後 長磯浜
7(金)午前 森前林 午後 七半沢、最知高

18(火)午前 崎浜 午後 要害、新王平、亀山
大島開発総合センター19(水)午前 長崎、廻舘 午後 浅根、磯草

20(木)午前 田尻、浦の浜 午後 高井、外浜、大初平

21(金)
午前 南郷 1・2・3 ー 南郷コミュニティセンター

ー 午後 金取、羽田、水梨、前田、大石倉 水梨コミュニティセンター

24(月)
午前 舘森 午後 石兜、杉ノ沢

松岩公民館
夜間 全地域（日中受診できない方）

25(火)午前 赤岩五駄鱈、老松 午後 浦田、赤岩
26(水)午前 片浜、古谷館 午後 松崎五駄鱈、前浜
27(木)午前 後沢 1・2 午後 後沢 3
28(金)午前 三峰、平貝 午後 牧沢、牧沢 2 総合体育館

７

1(月)午前 田中前２ 午後 田中 1・３
条南分館

2(火)午前 田中４ 午後 田中前１、神山
3(水)午前 九条 3・４ 午後 九条２、田中２ 九条小学校　体育館

4(木)午前 舘山１・２、弁天町 1・2、
潮見町１・2、川口町 午後 田谷、本郷１・2、仲町、

魚市場前

市民健康管理センター
「すこやか」( 東新城 )

5(金)午前 古町 5・６、本町 1・2 午後 九条１・５
7(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）

23(火)午前 全地域 午後 全地域
24(水)午前 全地域 午後 全地域

総合健診日程①

・仮設住宅にお住まいの方や、指定された日時で都合が悪い方は、都合の良い日時・会場で受診してください。
・会場によっては、駐車場がない場合もあります。予め御了承ください。
・小中学校が会場の場合は、児童生徒の安全面を考え、車での来場は御遠慮ください。

◎ 夜間健診は 5/28、6/13、6/24、7/18 の４日間
◎ 日曜日健診は 5/26、6/16、7/7、7/21 の４日間

〔唐桑地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　地　区 会　　場

６

10(月)
午前 崎浜１・２ ー 崎浜集会所

ー 午後 鮪立１・２・３・４・５ 鮪立老人憩の家
11(火) 午前 松圃１・２・３、小鯖１・２・３午後 中井１・２・３・４ 中井公民館
12(水) 午前 宿１・２・３ 午後 石浜３、舞根１・２ 唐桑体育館第二体育室

13(木)
午前 只越２、舘１・２、

大沢１・２・３・４ ー 小原木公民館

夜間 全地域（日中受診できない方）
唐桑保健福祉センター

「燦さん館」14(金) 午前 石浜１・２、只越１ ー
16(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）
17(月) 午前 中１ 午後 中２・３、 中集会所

〔本吉地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　地　区 会　　場

７

８（月）
午前 馬籠上沢、馬籠、馬籠町 ー 馬籠林業センター

ー 午後 小泉浜 浜区多目的集会場
９（火）午前 小泉町 午後 小泉西、小泉東 小泉公民館
10（水）午前 大谷前浜、天ヶ沢、山谷 午後 日門、三島、大谷南

大谷公民館
11（木）午前 大谷東、中郷 午後 大谷西、寺谷
12（金）午前 上郷北 午後 上郷南 上郷地区コミュニティセンター

16（火）
午前 猪の鼻、表山田 ー 山田生活改善センター

ー 午後 漆原、松ヶ沢 松ヶ沢コミュニティセンター
17（水）午前 風越 午後 登米沢 風越コミュニティセンター

18（木）
午前 津谷舘岡 午後 坊の倉、津谷街、林の沢

本吉保健福祉センター
「いこい」

夜間 全地域（日中受診できない方）
19（金）午前 津谷下町、津谷仲町 午後 下川内、上川内、狼の巣
21（日）9:00 ～ 11:00　全地域（平日受診できない方）
22（月）午前 津谷大沢、津谷上町 午後 高１・２

総合健診日程②

■総合健診Q＆ A
Q1.「各種検診申込書」で申し込みをしませんでし

た。健診を受けることはできますか？
A1. 健診会場で申し込むことができます。総合健診

の受付でお申し出ください。

Q2. 国民健康保険から社会保険に切り替わりまし
た。「特定健康診査」や「各種検診」は受けるこ
とはできますか？

A2. 市の「特定健康診査」は受診することができま
せん。「特定健康診査」の受診方法については、
加入している医療保険または職場にご確認くだ
さい。 「各種検診」は加入している保険に関係
なく受診することができます。

Q3. 社会保険の被扶養者は総合健診会場で「特定健
康診査」を受診することができますか？

A3. 総合健診会場で受診するためには、加入してい
る社会保険から発行される「受診券」が必要です。
総合健診会場受付に受診券をご提示ください。

Q4. がん検診の受診票は届いたのに、尿の容器が届
きません。

A4. ① 40 ～ 74 歳で国民健康保険加入者
　特定健康診査の受診票と尿の容器は他の受
診票と別にお届けしています。総合健診開始
前には郵便で届きますのでお待ちください。

② 40 ～ 74 歳で社会保険加入者または被扶養者
　Q2 または Q3 をご覧ください。
③ 75 歳以上の方

　後期高齢者健康診査のお申し込みをしてい
ない方には、受診票と尿の容器は届きません。
健診会場でお申込みください。事前に受診票
と尿容器の受け取りを希望する方は、お問い
合わせください。

Q5. 住んでいる地区の指定日に都合がつきません。
A5. 都合のつく他の地区の日程で受診

してください。

Q6. 大腸がん検診の容器はいつ提出し
たら良いですか？

A6. 健診会場の受付時間内にご提出く
ださい。
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〔気仙沼地域〕受付時間：午前 ９時～ 11 時、午後 1 時 30 分～ 2 時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　行　政　区 会　　場

５

14(火)午前 古町 1・2 午後 古町 3・4
駅前コミュニティセンター

15(水)午前 滝の入１・2、化粧坂 午後 福美町、新町１・２

16(木)午前 河原田 1・２、南が丘 午後 沢田、南町４、柏崎、港町、
幸町３・４

市民会館２階中ホール
17(金)午前 三日町１・２、八日町１・２、

魚町１・２・３、幸町１ 午後 太田１・２、入沢、
南町１・２・３、陣山

20(月)午前 日の口１・２、両沢 ― 白山コミュニティセンター

21(火)午前 栄町、浜町、本浜町 1・2、
東中才１ 午後 新浜町 1・2、東みなと町、西

みなと町、西中才
市民福祉センター

「やすらぎ」（錦町）22(水)午前 西八幡町、東中才３ 午後 中みなと町１・２、東中才２、
東八幡

23(木)午前 浪板１・2、大浦、小々汐 午後 錦町 1・2、梶ヶ浦、鶴ヶ浦

24(金)午前 早稲谷、上八瀬上、上八瀬下、
塚沢、関根、台 ― 月立小学校　体育館

26(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）

市民健康管理センター
「すこやか」( 東新城 )

27(月)午前 高屋敷、上廿一、下廿一、下八瀬 午後 新城東

28(火)
午前 田柄 1・3 午後 立沢、和野、金成沢、上前木、下前木
夜間 全地域（日中受診できない方）

29(水)午前 田柄２、表松川、内松川 午後 四反田、内の脇 1・2・3
30(木)午前 鶴巻１ 午後 鶴巻２、尾崎

面瀬公民館
31(金)午前 上沢 午後 高谷

６

3(月)午前 上沢１、下沢 午後 上沢 2・3、青葉が丘
面瀬中学校　体育館

4(火)午前 千岩田 午後 赤田
5(水)午前 波路上 午後 長磯原

階上公民館6(木)午前 長磯高、川原 午後 長磯浜
7(金)午前 森前林 午後 七半沢、最知高

18(火)午前 崎浜 午後 要害、新王平、亀山
大島開発総合センター19(水)午前 長崎、廻舘 午後 浅根、磯草

20(木)午前 田尻、浦の浜 午後 高井、外浜、大初平

21(金)
午前 南郷 1・2・3 ー 南郷コミュニティセンター

ー 午後 金取、羽田、水梨、前田、大石倉 水梨コミュニティセンター

24(月)
午前 舘森 午後 石兜、杉ノ沢

松岩公民館
夜間 全地域（日中受診できない方）

25(火)午前 赤岩五駄鱈、老松 午後 浦田、赤岩
26(水)午前 片浜、古谷館 午後 松崎五駄鱈、前浜
27(木)午前 後沢 1・2 午後 後沢 3
28(金)午前 三峰、平貝 午後 牧沢、牧沢 2 総合体育館

７

1(月)午前 田中前２ 午後 田中 1・３
条南分館

2(火)午前 田中４ 午後 田中前１、神山
3(水)午前 九条 3・４ 午後 九条２、田中２ 九条小学校　体育館

4(木)午前 舘山１・２、弁天町 1・2、
潮見町１・2、川口町 午後 田谷、本郷１・2、仲町、

魚市場前

市民健康管理センター
「すこやか」( 東新城 )

5(金)午前 古町 5・６、本町 1・2 午後 九条１・５
7(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）

23(火)午前 全地域 午後 全地域
24(水)午前 全地域 午後 全地域

総合健診日程①

・仮設住宅にお住まいの方や、指定された日時で都合が悪い方は、都合の良い日時・会場で受診してください。
・会場によっては、駐車場がない場合もあります。予め御了承ください。
・小中学校が会場の場合は、児童生徒の安全面を考え、車での来場は御遠慮ください。

◎ 夜間健診は 5/28、6/13、6/24、7/18 の４日間
◎ 日曜日健診は 5/26、6/16、7/7、7/21 の４日間

〔唐桑地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　地　区 会　　場

６

10(月)
午前 崎浜１・２ ー 崎浜集会所

ー 午後 鮪立１・２・３・４・５ 鮪立老人憩の家
11(火) 午前 松圃１・２・３、小鯖１・２・３午後 中井１・２・３・４ 中井公民館
12(水) 午前 宿１・２・３ 午後 石浜３、舞根１・２ 唐桑体育館第二体育室

13(木)
午前 只越２、舘１・２、

大沢１・２・３・４ ー 小原木公民館

夜間 全地域（日中受診できない方）
唐桑保健福祉センター

「燦さん館」14(金) 午前 石浜１・２、只越１ ー
16(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）
17(月) 午前 中１ 午後 中２・３、 中集会所

〔本吉地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　地　区 会　　場

７

８（月）
午前 馬籠上沢、馬籠、馬籠町 ー 馬籠林業センター

ー 午後 小泉浜 浜区多目的集会場
９（火）午前 小泉町 午後 小泉西、小泉東 小泉公民館
10（水）午前 大谷前浜、天ヶ沢、山谷 午後 日門、三島、大谷南

大谷公民館
11（木）午前 大谷東、中郷 午後 大谷西、寺谷
12（金）午前 上郷北 午後 上郷南 上郷地区コミュニティセンター

16（火）
午前 猪の鼻、表山田 ー 山田生活改善センター

ー 午後 漆原、松ヶ沢 松ヶ沢コミュニティセンター
17（水）午前 風越 午後 登米沢 風越コミュニティセンター

18（木）
午前 津谷舘岡 午後 坊の倉、津谷街、林の沢

本吉保健福祉センター
「いこい」

夜間 全地域（日中受診できない方）
19（金）午前 津谷下町、津谷仲町 午後 下川内、上川内、狼の巣
21（日）9:00 ～ 11:00　全地域（平日受診できない方）
22（月）午前 津谷大沢、津谷上町 午後 高１・２

総合健診日程②

■総合健診Q＆ A
Q1.「各種検診申込書」で申し込みをしませんでし

た。健診を受けることはできますか？
A1. 健診会場で申し込むことができます。総合健診

の受付でお申し出ください。

Q2. 国民健康保険から社会保険に切り替わりまし
た。「特定健康診査」や「各種検診」は受けるこ
とはできますか？

A2. 市の「特定健康診査」は受診することができま
せん。「特定健康診査」の受診方法については、
加入している医療保険または職場にご確認くだ
さい。 「各種検診」は加入している保険に関係
なく受診することができます。

Q3. 社会保険の被扶養者は総合健診会場で「特定健
康診査」を受診することができますか？

A3. 総合健診会場で受診するためには、加入してい
る社会保険から発行される「受診券」が必要です。
総合健診会場受付に受診券をご提示ください。

Q4. がん検診の受診票は届いたのに、尿の容器が届
きません。

A4. ① 40 ～ 74 歳で国民健康保険加入者
　特定健康診査の受診票と尿の容器は他の受
診票と別にお届けしています。総合健診開始
前には郵便で届きますのでお待ちください。

② 40 ～ 74 歳で社会保険加入者または被扶養者
　Q2 または Q3 をご覧ください。
③ 75 歳以上の方

　後期高齢者健康診査のお申し込みをしてい
ない方には、受診票と尿の容器は届きません。
健診会場でお申込みください。事前に受診票
と尿容器の受け取りを希望する方は、お問い
合わせください。

Q5. 住んでいる地区の指定日に都合がつきません。
A5. 都合のつく他の地区の日程で受診

してください。

Q6. 大腸がん検診の容器はいつ提出し
たら良いですか？

A6. 健診会場の受付時間内にご提出く
ださい。
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〔気仙沼地域〕受付時間：午前 ９時～ 11 時、午後 1 時 30 分～ 2 時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　行　政　区 会　　場

５

14(火)午前 古町 1・2 午後 古町 3・4
駅前コミュニティセンター

15(水)午前 滝の入１・2、化粧坂 午後 福美町、新町１・２

16(木)午前 河原田 1・２、南が丘 午後 沢田、南町４、柏崎、港町、
幸町３・４

市民会館２階中ホール
17(金)午前 三日町１・２、八日町１・２、

魚町１・２・３、幸町１ 午後 太田１・２、入沢、
南町１・２・３、陣山

20(月)午前 日の口１・２、両沢 ― 白山コミュニティセンター

21(火)午前 栄町、浜町、本浜町 1・2、
東中才１ 午後 新浜町 1・2、東みなと町、西

みなと町、西中才
市民福祉センター

「やすらぎ」（錦町）22(水)午前 西八幡町、東中才３ 午後 中みなと町１・２、東中才２、
東八幡

23(木)午前 浪板１・2、大浦、小々汐 午後 錦町 1・2、梶ヶ浦、鶴ヶ浦

24(金)午前 早稲谷、上八瀬上、上八瀬下、
塚沢、関根、台 ― 月立小学校　体育館

26(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）

市民健康管理センター
「すこやか」( 東新城 )

27(月)午前 高屋敷、上廿一、下廿一、下八瀬 午後 新城東

28(火)
午前 田柄 1・3 午後 立沢、和野、金成沢、上前木、下前木
夜間 全地域（日中受診できない方）

29(水)午前 田柄２、表松川、内松川 午後 四反田、内の脇 1・2・3
30(木)午前 鶴巻１ 午後 鶴巻２、尾崎

面瀬公民館
31(金)午前 上沢 午後 高谷

６

3(月)午前 上沢１、下沢 午後 上沢 2・3、青葉が丘
面瀬中学校　体育館

4(火)午前 千岩田 午後 赤田
5(水)午前 波路上 午後 長磯原

階上公民館6(木)午前 長磯高、川原 午後 長磯浜
7(金)午前 森前林 午後 七半沢、最知高

18(火)午前 崎浜 午後 要害、新王平、亀山
大島開発総合センター19(水)午前 長崎、廻舘 午後 浅根、磯草

20(木)午前 田尻、浦の浜 午後 高井、外浜、大初平

21(金)
午前 南郷 1・2・3 ー 南郷コミュニティセンター

ー 午後 金取、羽田、水梨、前田、大石倉 水梨コミュニティセンター

24(月)
午前 舘森 午後 石兜、杉ノ沢

松岩公民館
夜間 全地域（日中受診できない方）

25(火)午前 赤岩五駄鱈、老松 午後 浦田、赤岩
26(水)午前 片浜、古谷館 午後 松崎五駄鱈、前浜
27(木)午前 後沢 1・2 午後 後沢 3
28(金)午前 三峰、平貝 午後 牧沢、牧沢 2 総合体育館

７

1(月)午前 田中前２ 午後 田中 1・３
条南分館

2(火)午前 田中４ 午後 田中前１、神山
3(水)午前 九条 3・４ 午後 九条２、田中２ 九条小学校　体育館

4(木)午前 舘山１・２、弁天町 1・2、
潮見町１・2、川口町 午後 田谷、本郷１・2、仲町、

魚市場前

市民健康管理センター
「すこやか」( 東新城 )

5(金)午前 古町 5・６、本町 1・2 午後 九条１・５
7(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）

23(火)午前 全地域 午後 全地域
24(水)午前 全地域 午後 全地域

総合健診日程①

・仮設住宅にお住まいの方や、指定された日時で都合が悪い方は、都合の良い日時・会場で受診してください。
・会場によっては、駐車場がない場合もあります。予め御了承ください。
・小中学校が会場の場合は、児童生徒の安全面を考え、車での来場は御遠慮ください。

◎ 夜間健診は 5/28、6/13、6/24、7/18 の４日間
◎ 日曜日健診は 5/26、6/16、7/7、7/21 の４日間

〔唐桑地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　地　区 会　　場

６

10(月)
午前 崎浜１・２ ー 崎浜集会所

ー 午後 鮪立１・２・３・４・５ 鮪立老人憩の家
11(火) 午前 松圃１・２・３、小鯖１・２・３午後 中井１・２・３・４ 中井公民館
12(水) 午前 宿１・２・３ 午後 石浜３、舞根１・２ 唐桑体育館第二体育室

13(木)
午前 只越２、舘１・２、

大沢１・２・３・４ ー 小原木公民館

夜間 全地域（日中受診できない方）
唐桑保健福祉センター

「燦さん館」14(金) 午前 石浜１・２、只越１ ー
16(日) 9:00 ～ 11:00全地域（平日受診できない方）
17(月) 午前 中１ 午後 中２・３、 中集会所

〔本吉地域〕受付時間：午前 ９時～ 10 時 30 分、午後 １時 30 分～２時 15 分、夜間 午後５時～７時
月 日 対　象　地　区 会　　場

７

８（月）
午前 馬籠上沢、馬籠、馬籠町 ー 馬籠林業センター

ー 午後 小泉浜 浜区多目的集会場
９（火）午前 小泉町 午後 小泉西、小泉東 小泉公民館
10（水）午前 大谷前浜、天ヶ沢、山谷 午後 日門、三島、大谷南

大谷公民館
11（木）午前 大谷東、中郷 午後 大谷西、寺谷
12（金）午前 上郷北 午後 上郷南 上郷地区コミュニティセンター

16（火）
午前 猪の鼻、表山田 ー 山田生活改善センター

ー 午後 漆原、松ヶ沢 松ヶ沢コミュニティセンター
17（水）午前 風越 午後 登米沢 風越コミュニティセンター

18（木）
午前 津谷舘岡 午後 坊の倉、津谷街、林の沢

本吉保健福祉センター
「いこい」

夜間 全地域（日中受診できない方）
19（金）午前 津谷下町、津谷仲町 午後 下川内、上川内、狼の巣
21（日）9:00 ～ 11:00　全地域（平日受診できない方）
22（月）午前 津谷大沢、津谷上町 午後 高１・２

総合健診日程②

■総合健診Q＆ A
Q1.「各種検診申込書」で申し込みをしませんでし

た。健診を受けることはできますか？
A1. 健診会場で申し込むことができます。総合健診

の受付でお申し出ください。

Q2. 国民健康保険から社会保険に切り替わりまし
た。「特定健康診査」や「各種検診」は受けるこ
とはできますか？

A2. 市の「特定健康診査」は受診することができま
せん。「特定健康診査」の受診方法については、
加入している医療保険または職場にご確認くだ
さい。 「各種検診」は加入している保険に関係
なく受診することができます。

Q3. 社会保険の被扶養者は総合健診会場で「特定健
康診査」を受診することができますか？

A3. 総合健診会場で受診するためには、加入してい
る社会保険から発行される「受診券」が必要です。
総合健診会場受付に受診券をご提示ください。

Q4. がん検診の受診票は届いたのに、尿の容器が届
きません。

A4. ① 40 ～ 74 歳で国民健康保険加入者
　特定健康診査の受診票と尿の容器は他の受
診票と別にお届けしています。総合健診開始
前には郵便で届きますのでお待ちください。

② 40 ～ 74 歳で社会保険加入者または被扶養者
　Q2 または Q3 をご覧ください。
③ 75 歳以上の方

　後期高齢者健康診査のお申し込みをしてい
ない方には、受診票と尿の容器は届きません。
健診会場でお申込みください。事前に受診票
と尿容器の受け取りを希望する方は、お問い
合わせください。

Q5. 住んでいる地区の指定日に都合がつきません。
A5. 都合のつく他の地区の日程で受診

してください。

Q6. 大腸がん検診の容器はいつ提出し
たら良いですか？

A6. 健診会場の受付時間内にご提出く
ださい。
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２. 特定健康診査（個別健診）

　特定健康診査は、市内実施医療機関で「個別健診」として受診することができます。
　ただし、結核・肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイル
ス検診の各種がん検診と同時に受診することはできません。がん検診も同時に受診したい場合は、
5 月～ 7 月に実施する総合健診で受診することをお勧めいたします。
　　
■対象者・検査料金／総合健診の特定健康診査と同様
■実施期間／受診票がお手元に届いた日から、12 月 27 日（金）まで
■実施医療機関／

実施医療機関名（所在地） 電話番号 予　約
猪苗代医院（三日町） 24-7180 不要　
猪苗代病院（南町） 22-7180 要 ( 電話 )
うちクリニック（東新城） 23-0087 要 ( 電話 )
大里胃腸科内科婦人科医院（南郷）22-7157 要 ( 電話 )
大島医院（高井）※ 8 月開始予定 28-2603 要 ( 電話 )
大友病院（三日町） 22-6868 要 ( 電話 )
おだか医院（田中前） 22-3210 要 ( 電話 )
小野医院（唐桑町宿浦） 32-3128 要 (窓口・電話)
小野寺医院（赤岩五駄鱈） 23-9890 要 ( 電話 )
小松クリニック（東八幡前） 21-5770 要 ( 電話 )
齋藤外科クリニック（東新城） 22-7260 要 (窓口・電話)
すがわら内科クリニック（松崎萱）25-8825 不要
鈴木医院（長磯原ノ沢） 27-2315 要 ( 電話 )
中原クリニック（田谷） 23-1028 要 ( 電話 )
村岡外科クリニック（田中前） 23-3990 要 ( 電話 )
森田医院（八日町） 22-6633 要 ( 電話 )
気仙沼市立本吉病院（本吉町津谷）42-2621 要 ( 電話 )
もとよしクリニック（本吉町津谷）25-7585 要 ( 電話 )
ささはら総合診療科（登米市迫町）0220-21-5660 不要
歌津八幡クリニック（南三陸町歌津）36-9511 要 ( 電話 )
佐藤徹内科クリニック（南三陸町志津川） 47-1175 要 ( 電話 )

被用者保険の被保険者や
国保組合の方の特定健康診査

・被用者保険 ( 協会けんぽ（船員保険
含む）、健保組合、各種共済組合など )
の被扶養者や国保組合の被保険者
の方も、総合健診会場か左記医療機
関で特定健康診査を受診できます。

・各医療保険者が発行する「受診券」
「被保険者証」「各医療保険者の定め

る自己負担金」を持参のうえ、受診
してください。健診日までに受診券
が手元に届かない場合は、保険証を
発行している医療保険者にお問い
合わせください。

・がん検診、肝炎ウイルス検診など各
種検診は加入している医療保険に
関係なく、年齢や条件が該当する方
は受けることができます。

３. がん検診（胃がん・乳がん・子宮がん）

■各検診の日程など／胃がん・乳がん・子宮がん検診は、総合健診とは別日程で行います。
　４月分は今回掲載し、５月以降の日程などは、随時「広報けせんぬま」でお知らせします。

項　目 対 象 者 実施時期 自己負担額 検査内容
胃がん検診
【集団検診】 35 歳以上の方 ５～ 10 月 35 ～ 69 歳：

70 歳以上    ：
1,600 円

500 円
問診、胃部レントゲン
撮影

乳がん検診
【集団検診】

30 ～ 39 歳の女性 ４～８月 1,800 円 問診、超音波検査
40 歳以上の女性で
昨年度マンモグラ
フィー検診を受診
していない方

４～８月
40 ～ 64 歳：
65 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,400 円
1,500 円

600 円
問診、マンモグラフィー
撮影

子宮がん検診
【集団検診】

20 歳以上の女性

4 月、
来年１・２月

20 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,100 円
735 円

問診、内診、細胞診
※医師が必要と認めた場

合は子宮体部がん検診
があります（別料金）。

4 月１日～来
年 3 月 14 日
まで

子宮がん検診
【個別検診】

指定の医療機関で
実施（P15）

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付で提示してください。
※ 65 歳～ 69 歳の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方は、70 歳以上の方と同じ料金で受診でき

ますので、後期高齢者被保険者証（保険証）を受付で提示してください。

乳がん検診日程（4 月分）　気仙沼地域
月日 受 付 時 間 対 象 行 政 区 受 付 時 間 対 象 行 政 区 会場
16 日

（火）
午前   9:00～  9:30 片浜、古谷館、松崎五駄鱈、後沢１ 午後  0:30～ 1:00 前田、大石倉

松岩
公民館

午前10:00～10:30 後沢２・３、金取、羽田、水梨 午後   1:00～ 1:30 石兜、杉ノ沢
17 日

（水）
午後   2:00～  2:30 舘森、赤岩五駄鱈 午後   5:30～ 6:00 三峰、牧沢
午後   3:00～  3:30 老松、前浜 午後   6:00～ 6:30 全地区対象

18 日
（木）

午後   2:00～  2:30 牧沢２、浦田、赤岩 午後   5:30～ 6:00 長磯浜、七半沢、森前林
午後   3:00～  3:30 平貝、波路上、長磯原 午後   6:00～ 6:30 全地区対象

19 日
（金）

午前   9:30～10:00 長磯高、最知高、川原、尾崎、
高谷、鶴巻１ 午後   0:30～ 1:00 上沢 2・3、下沢

午前10:00～10:30 鶴巻２、上沢、赤田、上沢１ 午後   1:00～ 1:30 千岩田、青葉が丘

23 日
（火）

午前   9:00～  9:30
栄町、新浜町１・２、浜町、本浜町
１・２、錦町１・２、東みなと町、
中みなと町１・２、西みなと町

午後   0:30～ 1:00 西中才、日の口１
鹿折
公民館午前10:00～10:30 西八幡町 午後   1:00～ 1:30 日の口２

24 日
（水）

午前   9:00～  9:30 両沢、東中才１ 午後   0:30～ 1:00 東中才３、浪板１・２、大浦
午前10:00～10:30 東中才２、東八幡 午後   1:00～ 1:30 小々汐、梶ヶ浦、鶴ヶ浦

25 日
（木）

午前   8:30～  9:00 崎浜 午後   0:30～ 1:00 長崎、高井
大島開
発総合
センター

午前   9:30～10:00 要害、浅根
26 日

（金）
午前   8:30～  9:00 田尻、廻舘、浦の浜、磯草
午前   9:30～10:00 外浜、新王平、亀山、大初平

子宮がん検診（個別検診）
■子宮がん検診市内指定医療機関／　

医療機関名（所在地） 電話番号 予　約 受付時間・注意事項
大里胃腸科内科婦人
科医院（南郷） 23-7802 予約の方を優先 月～木曜日　9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

森産婦人科医院
（入沢）       22-6808 電話予約が必要 月～金曜日　9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

土曜日　　　9:00 ～ 11:30

気仙沼市立病院
（赤岩杉ノ沢）   22-7100

電話予約が必要
※ 産 婦 人 科 外 来

へ平日午後４時
から５時まで

金曜日のみ　
・当日受付：午後 0 時 30 分～１時まで
　　　　　　総合受付にて受付を行ってください。
・検診開始：午後１時 30 分
※外来診察終了後の検診となり、外来診療が終

わらない時はお待ちいただく場合がありま
す。また、緊急手術などで中止とさせてい
ただく場合があります。

※「各種検診申込書」で申し込みをした方には、受診票を配付しますので、受診票をご記入の上、検診当
日に必ずご持参ください。

子宮がん検診日程（集団検診・4 月分）　本吉地域
月日 受  付  時  間 対　象　行　政　区 会　場

16 日
（火）

午前  8:30～   9:00 小泉町

本吉保健福祉
センター

「いこい」

午前  9:30～10:00 馬籠上沢、馬籠、馬籠町、漆原
午後  0:30～  1:00 松ヶ沢、猪の鼻、表山田、津谷下町、狼の巣

17 日
（水）

午前  8:30～  9:00 津谷街、津谷仲町、津谷上町、津谷舘岡
午前  9:30～10:00 登米沢、風越、津谷大沢
午後  0:30～  1:00 林の沢、坊の倉、下川内、上川内、高１

18 日
（木）

午前  8:30～  9:00 小泉浜、小泉西、小泉東、高２、大谷前浜、天ヶ沢、山谷、日門
午前  9:30～10:00 三島、大谷南、大谷東、大谷西、寺谷
午後  0:30～  1:00 中郷、上郷南、上郷北

※本吉地域は 5 月下旬、気仙沼地区・新月地区・唐桑地域は７～８月に実施予定です。
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２. 特定健康診査（個別健診）

　特定健康診査は、市内実施医療機関で「個別健診」として受診することができます。
　ただし、結核・肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイル
ス検診の各種がん検診と同時に受診することはできません。がん検診も同時に受診したい場合は、
5 月～ 7 月に実施する総合健診で受診することをお勧めいたします。
　　
■対象者・検査料金／総合健診の特定健康診査と同様
■実施期間／受診票がお手元に届いた日から、12 月 27 日（金）まで
■実施医療機関／

実施医療機関名（所在地） 電話番号 予　約
猪苗代医院（三日町） 24-7180 不要　
猪苗代病院（南町） 22-7180 要 ( 電話 )
うちクリニック（東新城） 23-0087 要 ( 電話 )
大里胃腸科内科婦人科医院（南郷）22-7157 要 ( 電話 )
大島医院（高井）※ 8 月開始予定 28-2603 要 ( 電話 )
大友病院（三日町） 22-6868 要 ( 電話 )
おだか医院（田中前） 22-3210 要 ( 電話 )
小野医院（唐桑町宿浦） 32-3128 要 (窓口・電話)
小野寺医院（赤岩五駄鱈） 23-9890 要 ( 電話 )
小松クリニック（東八幡前） 21-5770 要 ( 電話 )
齋藤外科クリニック（東新城） 22-7260 要 (窓口・電話)
すがわら内科クリニック（松崎萱）25-8825 不要
鈴木医院（長磯原ノ沢） 27-2315 要 ( 電話 )
中原クリニック（田谷） 23-1028 要 ( 電話 )
村岡外科クリニック（田中前） 23-3990 要 ( 電話 )
森田医院（八日町） 22-6633 要 ( 電話 )
気仙沼市立本吉病院（本吉町津谷）42-2621 要 ( 電話 )
もとよしクリニック（本吉町津谷）25-7585 要 ( 電話 )
ささはら総合診療科（登米市迫町）0220-21-5660 不要
歌津八幡クリニック（南三陸町歌津）36-9511 要 ( 電話 )
佐藤徹内科クリニック（南三陸町志津川） 47-1175 要 ( 電話 )

被用者保険の被保険者や
国保組合の方の特定健康診査

・被用者保険 ( 協会けんぽ（船員保険
含む）、健保組合、各種共済組合など )
の被扶養者や国保組合の被保険者
の方も、総合健診会場か左記医療機
関で特定健康診査を受診できます。

・各医療保険者が発行する「受診券」
「被保険者証」「各医療保険者の定め

る自己負担金」を持参のうえ、受診
してください。健診日までに受診券
が手元に届かない場合は、保険証を
発行している医療保険者にお問い
合わせください。

・がん検診、肝炎ウイルス検診など各
種検診は加入している医療保険に
関係なく、年齢や条件が該当する方
は受けることができます。

３. がん検診（胃がん・乳がん・子宮がん）

■各検診の日程など／胃がん・乳がん・子宮がん検診は、総合健診とは別日程で行います。
　４月分は今回掲載し、５月以降の日程などは、随時「広報けせんぬま」でお知らせします。

項　目 対 象 者 実施時期 自己負担額 検査内容
胃がん検診
【集団検診】 35 歳以上の方 ５～ 10 月 35 ～ 69 歳：

70 歳以上    ：
1,600 円

500 円
問診、胃部レントゲン
撮影

乳がん検診
【集団検診】

30 ～ 39 歳の女性 ４～８月 1,800 円 問診、超音波検査
40 歳以上の女性で
昨年度マンモグラ
フィー検診を受診
していない方

４～８月
40 ～ 64 歳：
65 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,400 円
1,500 円

600 円
問診、マンモグラフィー
撮影

子宮がん検診
【集団検診】

20 歳以上の女性

4 月、
来年１・２月

20 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,100 円
735 円

問診、内診、細胞診
※医師が必要と認めた場

合は子宮体部がん検診
があります（別料金）。

4 月１日～来
年 3 月 14 日
まで

子宮がん検診
【個別検診】

指定の医療機関で
実施（P15）

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付で提示してください。
※ 65 歳～ 69 歳の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方は、70 歳以上の方と同じ料金で受診でき

ますので、後期高齢者被保険者証（保険証）を受付で提示してください。

乳がん検診日程（4 月分）　気仙沼地域
月日 受 付 時 間 対 象 行 政 区 受 付 時 間 対 象 行 政 区 会場
16 日

（火）
午前   9:00～  9:30 片浜、古谷館、松崎五駄鱈、後沢１ 午後  0:30～ 1:00 前田、大石倉

松岩
公民館

午前10:00～10:30 後沢２・３、金取、羽田、水梨 午後   1:00～ 1:30 石兜、杉ノ沢
17 日

（水）
午後   2:00～  2:30 舘森、赤岩五駄鱈 午後   5:30～ 6:00 三峰、牧沢
午後   3:00～  3:30 老松、前浜 午後   6:00～ 6:30 全地区対象

18 日
（木）

午後   2:00～  2:30 牧沢２、浦田、赤岩 午後   5:30～ 6:00 長磯浜、七半沢、森前林
午後   3:00～  3:30 平貝、波路上、長磯原 午後   6:00～ 6:30 全地区対象

19 日
（金）

午前   9:30～10:00 長磯高、最知高、川原、尾崎、
高谷、鶴巻１ 午後   0:30～ 1:00 上沢 2・3、下沢

午前10:00～10:30 鶴巻２、上沢、赤田、上沢１ 午後   1:00～ 1:30 千岩田、青葉が丘

23 日
（火）

午前   9:00～  9:30
栄町、新浜町１・２、浜町、本浜町
１・２、錦町１・２、東みなと町、
中みなと町１・２、西みなと町

午後   0:30～ 1:00 西中才、日の口１
鹿折
公民館午前10:00～10:30 西八幡町 午後   1:00～ 1:30 日の口２

24 日
（水）

午前   9:00～  9:30 両沢、東中才１ 午後   0:30～ 1:00 東中才３、浪板１・２、大浦
午前10:00～10:30 東中才２、東八幡 午後   1:00～ 1:30 小々汐、梶ヶ浦、鶴ヶ浦

25 日
（木）

午前   8:30～  9:00 崎浜 午後   0:30～ 1:00 長崎、高井
大島開
発総合
センター

午前   9:30～10:00 要害、浅根
26 日

（金）
午前   8:30～  9:00 田尻、廻舘、浦の浜、磯草
午前   9:30～10:00 外浜、新王平、亀山、大初平

子宮がん検診（個別検診）
■子宮がん検診市内指定医療機関／　

医療機関名（所在地） 電話番号 予　約 受付時間・注意事項
大里胃腸科内科婦人
科医院（南郷） 23-7802 予約の方を優先 月～木曜日　9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

森産婦人科医院
（入沢）       22-6808 電話予約が必要 月～金曜日　9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

土曜日　　　9:00 ～ 11:30

気仙沼市立病院
（赤岩杉ノ沢）   22-7100

電話予約が必要
※ 産 婦 人 科 外 来

へ平日午後４時
から５時まで

金曜日のみ　
・当日受付：午後 0 時 30 分～１時まで
　　　　　　総合受付にて受付を行ってください。
・検診開始：午後１時 30 分
※外来診察終了後の検診となり、外来診療が終

わらない時はお待ちいただく場合がありま
す。また、緊急手術などで中止とさせてい
ただく場合があります。

※「各種検診申込書」で申し込みをした方には、受診票を配付しますので、受診票をご記入の上、検診当
日に必ずご持参ください。

子宮がん検診日程（集団検診・4 月分）　本吉地域
月日 受  付  時  間 対　象　行　政　区 会　場

16 日
（火）

午前  8:30～   9:00 小泉町

本吉保健福祉
センター

「いこい」

午前  9:30～10:00 馬籠上沢、馬籠、馬籠町、漆原
午後  0:30～  1:00 松ヶ沢、猪の鼻、表山田、津谷下町、狼の巣

17 日
（水）

午前  8:30～  9:00 津谷街、津谷仲町、津谷上町、津谷舘岡
午前  9:30～10:00 登米沢、風越、津谷大沢
午後  0:30～  1:00 林の沢、坊の倉、下川内、上川内、高１

18 日
（木）

午前  8:30～  9:00 小泉浜、小泉西、小泉東、高２、大谷前浜、天ヶ沢、山谷、日門
午前  9:30～10:00 三島、大谷南、大谷東、大谷西、寺谷
午後  0:30～  1:00 中郷、上郷南、上郷北

※本吉地域は 5 月下旬、気仙沼地区・新月地区・唐桑地域は７～８月に実施予定です。
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２. 特定健康診査（個別健診）

　特定健康診査は、市内実施医療機関で「個別健診」として受診することができます。
　ただし、結核・肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイル
ス検診の各種がん検診と同時に受診することはできません。がん検診も同時に受診したい場合は、
5 月～ 7 月に実施する総合健診で受診することをお勧めいたします。
　　
■対象者・検査料金／総合健診の特定健康診査と同様
■実施期間／受診票がお手元に届いた日から、12 月 27 日（金）まで
■実施医療機関／

実施医療機関名（所在地） 電話番号 予　約
猪苗代医院（三日町） 24-7180 不要　
猪苗代病院（南町） 22-7180 要 ( 電話 )
うちクリニック（東新城） 23-0087 要 ( 電話 )
大里胃腸科内科婦人科医院（南郷）22-7157 要 ( 電話 )
大島医院（高井）※ 8 月開始予定 28-2603 要 ( 電話 )
大友病院（三日町） 22-6868 要 ( 電話 )
おだか医院（田中前） 22-3210 要 ( 電話 )
小野医院（唐桑町宿浦） 32-3128 要 (窓口・電話)
小野寺医院（赤岩五駄鱈） 23-9890 要 ( 電話 )
小松クリニック（東八幡前） 21-5770 要 ( 電話 )
齋藤外科クリニック（東新城） 22-7260 要 (窓口・電話)
すがわら内科クリニック（松崎萱）25-8825 不要
鈴木医院（長磯原ノ沢） 27-2315 要 ( 電話 )
中原クリニック（田谷） 23-1028 要 ( 電話 )
村岡外科クリニック（田中前） 23-3990 要 ( 電話 )
森田医院（八日町） 22-6633 要 ( 電話 )
気仙沼市立本吉病院（本吉町津谷）42-2621 要 ( 電話 )
もとよしクリニック（本吉町津谷）25-7585 要 ( 電話 )
ささはら総合診療科（登米市迫町）0220-21-5660 不要
歌津八幡クリニック（南三陸町歌津）36-9511 要 ( 電話 )
佐藤徹内科クリニック（南三陸町志津川） 47-1175 要 ( 電話 )

被用者保険の被保険者や
国保組合の方の特定健康診査

・被用者保険 ( 協会けんぽ（船員保険
含む）、健保組合、各種共済組合など )
の被扶養者や国保組合の被保険者
の方も、総合健診会場か左記医療機
関で特定健康診査を受診できます。

・各医療保険者が発行する「受診券」
「被保険者証」「各医療保険者の定め

る自己負担金」を持参のうえ、受診
してください。健診日までに受診券
が手元に届かない場合は、保険証を
発行している医療保険者にお問い
合わせください。

・がん検診、肝炎ウイルス検診など各
種検診は加入している医療保険に
関係なく、年齢や条件が該当する方
は受けることができます。

３. がん検診（胃がん・乳がん・子宮がん）

■各検診の日程など／胃がん・乳がん・子宮がん検診は、総合健診とは別日程で行います。
　４月分は今回掲載し、５月以降の日程などは、随時「広報けせんぬま」でお知らせします。

項　目 対 象 者 実施時期 自己負担額 検査内容
胃がん検診
【集団検診】 35 歳以上の方 ５～ 10 月 35 ～ 69 歳：

70 歳以上    ：
1,600 円

500 円
問診、胃部レントゲン
撮影

乳がん検診
【集団検診】

30 ～ 39 歳の女性 ４～８月 1,800 円 問診、超音波検査
40 歳以上の女性で
昨年度マンモグラ
フィー検診を受診
していない方

４～８月
40 ～ 64 歳：
65 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,400 円
1,500 円

600 円
問診、マンモグラフィー
撮影

子宮がん検診
【集団検診】

20 歳以上の女性

4 月、
来年１・２月

20 ～ 69 歳：
70 歳以上    ：

2,100 円
735 円

問診、内診、細胞診
※医師が必要と認めた場

合は子宮体部がん検診
があります（別料金）。

4 月１日～来
年 3 月 14 日
まで

子宮がん検診
【個別検診】

指定の医療機関で
実施（P15）

※生活保護世帯は無料です。生活保護受給者証を受付で提示してください。
※ 65 歳～ 69 歳の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方は、70 歳以上の方と同じ料金で受診でき

ますので、後期高齢者被保険者証（保険証）を受付で提示してください。

乳がん検診日程（4 月分）　気仙沼地域
月日 受 付 時 間 対 象 行 政 区 受 付 時 間 対 象 行 政 区 会場
16 日

（火）
午前   9:00～  9:30 片浜、古谷館、松崎五駄鱈、後沢１ 午後  0:30～ 1:00 前田、大石倉

松岩
公民館

午前10:00～10:30 後沢２・３、金取、羽田、水梨 午後   1:00～ 1:30 石兜、杉ノ沢
17 日

（水）
午後   2:00～  2:30 舘森、赤岩五駄鱈 午後   5:30～ 6:00 三峰、牧沢
午後   3:00～  3:30 老松、前浜 午後   6:00～ 6:30 全地区対象

18 日
（木）

午後   2:00～  2:30 牧沢２、浦田、赤岩 午後   5:30～ 6:00 長磯浜、七半沢、森前林
午後   3:00～  3:30 平貝、波路上、長磯原 午後   6:00～ 6:30 全地区対象

19 日
（金）

午前   9:30～10:00 長磯高、最知高、川原、尾崎、
高谷、鶴巻１ 午後   0:30～ 1:00 上沢 2・3、下沢

午前10:00～10:30 鶴巻２、上沢、赤田、上沢１ 午後   1:00～ 1:30 千岩田、青葉が丘

23 日
（火）

午前   9:00～  9:30
栄町、新浜町１・２、浜町、本浜町
１・２、錦町１・２、東みなと町、
中みなと町１・２、西みなと町

午後   0:30～ 1:00 西中才、日の口１
鹿折
公民館午前10:00～10:30 西八幡町 午後   1:00～ 1:30 日の口２

24 日
（水）

午前   9:00～  9:30 両沢、東中才１ 午後   0:30～ 1:00 東中才３、浪板１・２、大浦
午前10:00～10:30 東中才２、東八幡 午後   1:00～ 1:30 小々汐、梶ヶ浦、鶴ヶ浦

25 日
（木）

午前   8:30～  9:00 崎浜 午後   0:30～ 1:00 長崎、高井
大島開
発総合
センター

午前   9:30～10:00 要害、浅根
26 日

（金）
午前   8:30～  9:00 田尻、廻舘、浦の浜、磯草
午前   9:30～10:00 外浜、新王平、亀山、大初平

子宮がん検診（個別検診）
■子宮がん検診市内指定医療機関／　

医療機関名（所在地） 電話番号 予　約 受付時間・注意事項
大里胃腸科内科婦人
科医院（南郷） 23-7802 予約の方を優先 月～木曜日　9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

森産婦人科医院
（入沢）       22-6808 電話予約が必要 月～金曜日　9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

土曜日　　　9:00 ～ 11:30

気仙沼市立病院
（赤岩杉ノ沢）   22-7100

電話予約が必要
※ 産 婦 人 科 外 来

へ平日午後４時
から５時まで

金曜日のみ　
・当日受付：午後 0 時 30 分～１時まで
　　　　　　総合受付にて受付を行ってください。
・検診開始：午後１時 30 分
※外来診察終了後の検診となり、外来診療が終

わらない時はお待ちいただく場合がありま
す。また、緊急手術などで中止とさせてい
ただく場合があります。

※「各種検診申込書」で申し込みをした方には、受診票を配付しますので、受診票をご記入の上、検診当
日に必ずご持参ください。

子宮がん検診日程（集団検診・4 月分）　本吉地域
月日 受  付  時  間 対　象　行　政　区 会　場

16 日
（火）

午前  8:30～   9:00 小泉町

本吉保健福祉
センター

「いこい」

午前  9:30～10:00 馬籠上沢、馬籠、馬籠町、漆原
午後  0:30～  1:00 松ヶ沢、猪の鼻、表山田、津谷下町、狼の巣

17 日
（水）

午前  8:30～  9:00 津谷街、津谷仲町、津谷上町、津谷舘岡
午前  9:30～10:00 登米沢、風越、津谷大沢
午後  0:30～  1:00 林の沢、坊の倉、下川内、上川内、高１

18 日
（木）

午前  8:30～  9:00 小泉浜、小泉西、小泉東、高２、大谷前浜、天ヶ沢、山谷、日門
午前  9:30～10:00 三島、大谷南、大谷東、大谷西、寺谷
午後  0:30～  1:00 中郷、上郷南、上郷北

※本吉地域は 5 月下旬、気仙沼地区・新月地区・唐桑地域は７～８月に実施予定です。
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