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健診の種類 内　　容 費　　用
集団健診 個別健診

生活習慣病予防健診
身体測定、血圧測定、
腹囲測定、尿検査、
血液検査、問診、診察

500 円 実施なし

特定健診 500 円 1,000 円

社会保険被扶養者健診 保険者で異なります

後期高齢者健康診査 身体測定、血圧測定、尿検査、
血液検査、問診、診察 500 円

健
診
・
検
診

■２・３ページに関する問い合わせ　健康づくり課へ

健診・検診を受けよう
　年齢や加入している医療保険の種類によって、受けられる健診や申し込み方法が異なります。自
分がどの健診を受けられるか確認しましょう。※年齢は平成 31年３月31日時点

 19 ～39 歳の人
　学校や職場で健診を受ける機会がある
　学校や職場などの健診を受けてください。
　学校や職場で健診を受ける機会がない
　 「生活習慣病予防健診」が受けられます。
　申し込み　５月に発行する広報おかがきで
　お知らせします。

 40 ～74 歳の人
　岡垣町国民健康保険に加入している
　「特定健診」が受けられます。
　申し込み　４月中旬ごろに届く申し込みはが
　きに必要事項を記入して郵送
　岡垣町国民健康保険に加入していない
　	加入している医療保険者が行う健診を受け　
　てください。なお、被扶養者の人で、特定健　
　康診査受診券を持っている人は「社会保険被　

　扶養者健診」が受けられることがあります。
　申し込み　７月に発行する広報おかがきでお
　知らせします。

 75 歳以上の人
「後期高齢者健康診査」が受けられます。また、
町の集団健診でも受けられます。
※74歳以下で福岡県後期高齢者医療保険に加
入している人を含む
※生活習慣病を治療している人を除く
申し込み　７月に発行する広報おかがきでお知
らせします。

 生活保護を受給している
 19 歳以上の人

「生活習慣病予防健診」が受けられます。
申し込み　５月に発行する広報おかがきでお知
らせします。

基本健診

集団健診と個別健診
集団健診とは
　いこいの里や町立公民館などに検診車を配
置し、１度にたくさんの人の健診を行います。
町が指定した日時や場所を確認し、予約する
ことで、希望する健診を受けられます。

個別健診とは
　町が指定する医療機関で個別に予約し受
診する健診です。

健診の内容と費用
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健診（検診）の種類 検査内容 対　象 費　用
集団検診 個別検診

肺がん検診
結核検診

胸部レントゲン検査 40歳以上の人 無料 500 円

喀
かく た ん

痰検査

胸部レントゲン検査を受
けた人のうち、50 歳以上
で「１日の喫煙本数×喫煙
年数」が600以上の人

500 円 1,000 円

胃がん検診

バリウムによる
胃部レントゲン検査

40歳以上で胃内視鏡の検
査を受けない人 500 円 実施なし

胃内視鏡検査
⇒２年に１回

50歳以上で大正・昭和の
奇数年生まれの人(希望者） 実施なし 3,000 円

大腸がん検診 便潜血反応検査 40歳以上の人 500 円 1,000 円

前立腺がん検診 血液検査 50歳以上の男性 1,000 円

子宮頸
けい
がん検診

⇒2年に1回 細胞診検査 20歳以上の女性 500 円 1,000 円

乳がん検診
⇒2年に1回

マンモグラフィー（2方向） 40 ～49歳の女性で
昭和の奇数年生まれの人 1,500 円 2,000 円

マンモグラフィー（1方向） 50 歳以上の女性で大正・
昭和の奇数年生まれの人 1,000 円 1,500 円

肝炎ウイルス検診 血液検査
40 ～ 65歳の人
※過去に肝炎ウイルス検診
を受けた人を除く

500 円 実施なし

骨粗しょう症検診 かかとの骨密度測定
19 歳～39 歳の女性で生
活習慣病予防健診を受け
る人

500 円 実施なし

歯周疾患健診 問診、歯科健診、
歯周組織検査、保健指導

40・50・60・70歳の人 実施なし 600 円

健
診
・
検
診

がん検診など
　岡垣町に住民票がある人は、加入している医療保険にかかわらず、町が行うがん検診などを受け
られます。健診（検診）の種類によって対象者が異なるため、下の表で確認してください。

健診（検診）の内容・対象・費用　※年齢は平成 31年3月31日時点の満年齢
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健
診
・
検
診

集団健診・集団検診の日程
 国民健康保険に加入している
 40 ～74 歳の人
　開催場所と日程
　＞いこいの里
	 ６月７㈭・９日㈯・10日㈰・19日㈫・
	 20日㈬・21日㈭・22日㈮・23日㈯、
	 ７月10日㈫・12日㈭・13日㈮・24日㈫・
	 25日㈬・26日㈭
　＞中央公民館
	 ７月５日㈭
　＞西部公民館
	 ７月９日㈪
　＞東部公民館
	 ７月19日㈭・20日㈮
　実施する健診・検診
　		特定健診、肺がん検診、胃がん検診（バリウ
ム）、大腸がん検診、前立腺がん検診、子宮
頸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検診
　※次の場所・日程は、子宮頸がん検診、
　乳がん検診は行いません。
　＞いこいの里
　　６月7日㈭・19日㈫・22日㈮
　　7月10日㈫・26日㈭
　＞西部公民館　７月９日㈪

　開催場所と日程
　＞いこいの里
	 ７月６日㈮・８日㈰、9月20日㈭・21日㈮
　実施する健診・検診
　生活習慣病予防健診、子宮頸がん検診、
　骨粗しょう症検診（７月のみ）

 19 ～39 歳の人・生活保護を受給
している19 歳以上の人

   福岡県後期高齢者医療保険に加入
 している人
　開催場所と日程
　＞いこいの里
	 ９月20日㈭・21日㈮
　実施する健診・検診
　		後期高齢者健康診査、肺がん検診、胃がん
検診（バリウム）、大腸がん検診、前立腺が
ん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、肝
炎ウイルス検診

 がん検診のみを受診したい人
　開催場所と日程
　＞いこいの里
	 ９月９日㈰・13日㈭・20日㈭・21日㈮
　実施する検診
　肺がん検診、胃がん検診（バリウム）、大腸
　がん検診、前立腺がん検診、子宮頸がん検診、
　乳がん検診、肝炎ウイルス検診
　		※申込方法は、7月に発行する広報おかがき
でお知らせします。

個別健診・個別検診を受ける人へ
国民健康保険加入者の特定健診やがん検診
は町が指定する医療機関で受診できます。
申込方法　次の時期に発行する広報おかが
きでお知らせします。
＞胃内視鏡検診＝５月
＞特定健診＝７月
＞そのほかのがん検診＝10月

詳しくは6ページを見てください。

　開催場所と日程
　＞いこいの里
	 ９月９日㈰・13日㈭
　実施する健診・検診
　		社会保険被扶養者健診、肺がん検診、胃が

ん検診（バリウム）、大腸がん検診、前立腺
がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、
肝炎ウイルス検診

   社会保険の被扶養者で特定健康診
査受診券を持つ 40 ～74 歳の人

集団健診・検診の結果は
説明会でお知らせします

■ 4・５ページに関する問い合わせ　健康づくり課健康増進係へ


