
 

肺がん検査 
胸部レントゲン 大分市がん検診対象者は無料 

（検診受診時に４０歳以上） 

胸部 CT検査 検査料金 ￥7,700 

大腸がん検査 便潜血２日法 大分市がん検診対象者は無料 
（検診受診時に４０歳以上） 

乳がん検査 
マンモグラフィ 

大分市がん検診対象者は無料 
（今年度３０歳以上の偶数年齢になる人 

または前年度中に３０歳以上で未受診の人) 
＊大分市乳がん検診は、30代は乳房超音波（エコー）、
40代はマンモグラフィ 2方向、50歳以上はマンモグ
ラフィ 1方向となります。 

乳房超音波 

がん検診のご案内 

 

 

 検査日時 

おおいた健診センター 
〒870-1133大分市大字宮崎 1415 

☎097-569-2211  

検診に行きたいけど、密になるのが心配 

 

 

場所 

 

予約申し込み 
お問い合わせ先 

検査項目

 

令和 4年１０月 （土日を除く） 午後１時 予約制 

おおいた健診センター （〒870-1133大分市大字宮崎 1415） 

※大分市がん検診は大分市に住民票がある方で、職場や加入している医療保険で受診機会のない方が対象です。
今年度の検診対象者で未受診の方のみご利用できます。健康手帳をお持ちの方は受診の際お持ちください。 

※大分市がん検診対象者以外の方は実費自己負担となります。料金については予約の際ご確認ください。 
※その他、甲状腺検査・腫瘍マーカー検査（血液）等のオプション検査もご用意しております。 
ご希望の方は予約の際ご相談ください。 

安心して検診を受けていただけるよう、感染対策を徹底しています 

 完全 
予約制 

今年はまだがん検診に行っていないけど、 
大丈夫かな・・ 

がん検診の目的は、がんを早期発見し適切な治療を行うことでがんによる死亡率を減らすことです。 
受診が遅れると早期に見つかるはずだったがんが進行した状態で見つかるおそれがあります。 
コロナ禍においてもがんの早期発見の重要性は変わりません。 
そこで、当センターでは感染対策に十分対応しながら、 
比較的受診される方が少ない午後の時間のがん検診の予約受付を開始しました。 

 

少人数で密にならないように配慮します 
 



ウイルス感染に由来する肝臓・胃・子
宮頸部がんを予防するため、肝炎ウイ
ルス検査・ピロリ菌検査・HPV 検査を
一度は受けてみましょう。 

 

 

 

 

減塩（目安＝男性 8ｇ・女性 7ｇ/
日）・野菜と果物の摂取（野菜は小鉢 5
皿、果物は 1 皿で計 400ｇがとれま
す）・熱いものは少し冷ますようにする 

禁煙外来など専門家と共に取り組むことも
成功への近道です。禁煙補助薬を使った禁
煙プログラムなどもあります。ぜひ禁煙に
取り組んでみましょう。吸わない人も他人
のたばこの煙をできるだけ避けましょう。 

毎日飲む人は以下のいずれかの量までに
とどめましょう。  
・日本酒…1 合  
・ビール大瓶（633ml）…1 本  
・焼酎・泡盛…原液で 1 合の 2/3 
・ウィスキー・ブランデー…ダブル 1 杯 
・ワイン…ボトル 1/3 程度 

男性は BMI 値 21 ～ 27 
女性は BMI 値 21 ～ 25 

BMI 値＝体重(kg)/身長(ｍ)2
理想値：22 

 

6つの
健康習慣を

実践

感染予防

身体を 動
かす

食生活を見
直す

適正体重を
維持 する

飲酒

禁煙する

肝臓がん 

 
 
 

●中高年以降の男性に多い傾向 
●原因の８割以上が肝炎ウイルス 

●腹部超音波検査  
●Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（血液検査） 
●αフェトプロテイン（血液検査） 

乳がん 

 
 
 
 

●30～40 代の女性に増加傾向 
●早期であれば乳房を残すことも可能 

●マンモグラフィ 
●乳房超音波検査 

３０歳以上は乳房超音波検査 
４０歳以上は を 
2 年に１回 

前立腺がん 

 
 
 
 

●中高年の男性に急増中 
●夜間の尿回数の増加、残尿感等があれば 

要検査 

●PSA(血液検査) 

50 歳以上は PSA を年に１回 

生活習慣からがんになるリスクを減らしましょう。 

肝炎ウイルス検査は過去に検査を 
受けたことがなければ、一度検査を 

胃がん 

 
 

 
 

●減少傾向だががん死亡の第３位 
●患者数は第 2 位 
 ●胃部 X 線検査 

●胃内視鏡検査 
●ペプシノゲン検査（血液検査） 
●ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 
（血液検査） 

胃部Ⅹ線の場合 40 歳以上で年に１回 
胃内視鏡の場合 50 歳以上で 2 年に１回 

肺がん 

 
 
 
 

●がん死亡の第 1 位 
●進行すると急激に生存率が低下 

 
●胸部Ⅹ線 
●胸部 CT 
●喀痰細胞診 
●シフラ（血液検査） 
●pro-GRP（血液検査） 
40 歳以上は胸部Ⅹ線を年に１回 

大腸がん 

 
 
 
 

●年々増加傾向、患者数第 1 位 
●女性のがん死亡第 1 位 
 ●便潜血検査 

●CEA（血液検査） 
※現在、当センターでは大腸内視鏡検査
は実施していません。 
 40 歳以上は便潜血検査を年に１回 
 

子宮頸部がん 

 
 

 
 

●20～30 代の若い女性に増加傾向 
●HPV 感染が原因 
 ●子宮頸部細胞診 

●HPV（ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ）検査 
●CA125（卵巣・子宮体部疾患に関連
した血液検査） 
20 歳以上は子宮頸部細胞診を 
2 年に１回 

代表的な７つのがんと当センターで受けられる検査 



  

検診の種類 検 査 内 容 対 象 

大 腸 が ん 採取した便に潜血があるかどうかを検査します。 
検診時点で 
４０歳以上の男女 

肺 が ん 肺のレントゲン写真を撮ります。 
検診時点で 
４０歳以上の男女 

胃 が ん 
（胃部エックス線） 

バリウムを飲んで、胃のレントゲン写真を撮ります。 検診時点で 
４０歳以上の男女 

前立腺がん 
血液で PSA値を検査します。 
※前立腺疾患で治療中もしくは経過観察中 

（通院中）、前立腺全摘の方は除く 

検診時点で 
５０歳以上の男性 

子宮頸がん 子宮の頸部から細胞を取って、顕微鏡で検査します。 
年度中に２０歳以上で 

偶数年齢になる女性 
(昨年度未受診者も可) 

乳 が ん 
30代は乳房超音波（エコー） 
40代はマンモグラフィ 2方向 
50歳以上はマンモグラフィ 1方向 

年度中に３０歳以上で 

偶数年齢になる女性 

(昨年度未受診者も可) 

胃がんリスク 
検診 

ピロリ菌の有無と胃粘膜の 
萎縮度ペプシノゲンを調べます。 

年度中に 20～40 歳の偶数年
齢になる男女。 
もしくは過去に一度も受診し
たことのない 42～60 歳の偶
数年齢になる男女。 

骨粗しょう症 超音波で足首の骨の密度を測ります。 
年度中に 40・45・50・55・60・
65・70歳になる女性 

肝炎ウイルス 
血液で B型肝炎、C型肝炎に感染している 
可能性がないかを調べます。 

年度中に 40歳になる男女 
または  
41歳以上で過去に肝炎ウイルス
検診未受診の男女 

※①：肺がん検診受診者で条件（検診時点で 50歳以上、喫煙指数 600以上）を満たす方は、 
喀たん検査（無料）を受診できます。 

※②：子宮頸・乳がん検診は、昨年度市の検診を受けていない奇数年齢の方も受診できます。 
 

当センターで受けられます（無料）※要予約 
 

特定健診・健康診査と 
合わせて受診ＯＫ 

1日で全ての
検査が受け 
られます。 

2022.4.1 

※② 

職場や加入している医療保険で以下の項目の受診機会がない 
大分市に住民票がある方は、1年に 1回（※子宮頸・乳がんは 2年に１回） 
受診できます。 
（大分市に住民票がないことや、複数回受診したことが判明した場合、健（検）診費用は 
全額自己負担となります。ご注意ください） 

※② 

血液
検査 

※① 

職場の健診にも 
プラスできます！ 

血液
検査 

血液
検査 
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