
   

④ 大分市がん検診 

 

検診の種類 対象 内容 

肺がん （結核） 
検診受診時に４０歳以上  

＊６５歳以上は結核検診も兼ねる 
胸部レントゲン撮影 

胃がん 検診受診時に４０歳以上 バリウムを服用し、 胃のレントゲン撮影 

胃がんリスク 今年度４０・４５・５０・５５・６０歳になる人 血液検査（ピロリ菌抗体検査・ペプシノゲン検査） 

骨粗しょう症 
今年度４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０ 歳

になる女性 
骨量測定 

乳がん 
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歳以上で検診未受診の人 

３０～３９歳： 乳房エコー 

４０～４９歳： マンモグラフィ２方向 

５０歳以上 ： マンモグラフィ１方向 

子宮頸がん 
今年度２０歳以上の偶数年齢になる人  

または 前年度中に２０歳以上で検診未受診の人 
子宮頸部の細胞を採取し検査 

大腸がん 検診受診時に４０歳以上 便の潜血検査 (採便容器をもらい自己採便) 
 

   

 

検査内容 

身体計測 

血圧 

腎機能 

血中脂質 

肝機能 

血糖 

理学的検査（診察） 

貧血 
医師が必要と 

認めた方のみ実施 
心電図 

眼底写真 

健診担当課 

  

女性の健康週間 

 

 
 

 

 

 

35 歳～39 歳 
（2019 年 3 月 31 日時点） 

～女性の健診お得情報！意外とみんな受けている、お得な健診利用法が満載の本紙をぜひご覧ください～ 

 

（住民票が）大分市の方ならワンコインで、下記の【がん検診】も受けられます（肺・大腸がんは無料） 

①～③の健診と組み合わせれば人間ドック並みのメニューにもアレンジできます。 
 他にもオプション検査は多数あります。 

 万が一、精密検査の場合でも、受診先（医療機関）についてのご相談もお受けしていますので安心してお受けください。 

 
受診の際にこのチラシを 
お持ちくださった方へ 

女性に不足しがちな 
栄養素強化ふりかけセット& 

レシピ集プレゼント！！ 
（なくなり次第終了） 

あなたにぴったり健診サーチ 
 

いつも元気でありがとう❤ 
家族はあなたの健康を 
願っています・・・ 

       
Ｑ：マンモグラフィを受けたいのですが、放射線の被ばくの影響が心配です。 
Ａ：１回の撮影で乳房が受ける放射線の量は、東京からニューヨークへ飛行機

で行くときに浴びる自然放射線の量のほぼ半分です。ごくわずかなので体
に与える影響は殆どありません。  

Ｑ：乳がん検診を受けたいのですが、女性スタッフを希望できますか。 
Ａ：マンモグラフィ、乳房エコーは女性検査技師が行います。  
Ｑ：子どもを連れて行ってもいいですか。 
Ａ：授乳室・キッズスペースがあります。スタッフは常駐していませんので、 

ご利用の際は付き添いをお願いします。  
Ｑ：20 代、30 代でも健診を受けた方がいいですか。 
Ａ：子宮がんは若い世代でも増加傾向です。また、乳がんは 30 歳代後半から 

増加し始めます。どちらも早期発見で治りやすいがんです。大分市では、 
子宮がん検診は 20 歳以上、乳がん検診は３0 歳以上の方に行っています。 
また、35～39 歳の方には生活習慣病に重点をおいた血液検査などもあり 
ますので①を参考に受診をおすすめします。 

 

40 歳（2019 年 3 月 31 日時点） 

～74 歳（健診受診時） 

   097-569-2211 
FAX 097-569-2212 
http://www.oita-h-cuc.jp/ 

75 歳（健診受診時）以上 

の方、または 65 歳以上で一定の 

障害がある方 

Yes 

No 

市町村によっては健診の

補助がある場合がありま

す。お住まいの市町村へ

お尋ねください。 

大分市民ですか（住民票が 
大分市にありますか）？ 

大分市国保の 
加入者 

 

① 大分市健康診査 
を受けられます！ 

通常価格 8,000 円 

相当の健康診査 

大分市外の 
市町村国保加入者 

② 大分市国保特定健診 
が受けられます！ 

通常価格 8,000 円 

相当の特定健診 

 

受診券がない方 
職場又は加入先健保

に受けられる健診を

確認しましょう。 

③後期高齢者健康診査 
が受けられます！ 

通常価格 8,000 円 

相当の健康診査 

お住まいの 
市町村特定 
健診担当へ 

 

その他健保 
（協会けんぽ等）

の加入者 

  

後期高齢者医療制度の 
被保険者 

受診券がある方 
当センター 
（☎097- 

569-2211） 
へお電話を。 

大分市大字宮崎 1415 番地 
● 大分駅よりタクシーで 15 分  
● 大分バス宮崎バス停下車徒歩約 3 分  

● JR 九州豊肥本線 敷戸駅より徒歩約 10 分 
国道 10 号線沿い 

 

交 通 案 内 

アルメイダ病院 
そばです 

 

＊全てにおいて、H30 年度の健（検）診がお済みでない方が対象です 

＊本紙は女性の方へのお知らせですが、男性の方も受けられます 

 

意外とみなさん受けてますヨ！  
 当センターの女性の受診者数（昨年度） 
① 【大分市健康診査】       ２８８ 名 
② 【大分市国保特定健診】   ９，６１４ 名 
③ 【後期高齢者健康診査】   ４，０７４ 名 

大分市民の方 
（住民票が大分市にある方）は 

大分市がん検診も受けられます。 
右頁④を覧ください！！ 

受診方法 

①②③の健診だけなら 

受 付 時 間： AM9：30～11：30 

PM1：30～2：30 
： 受診券・保険証 

健康手帳（お持ちの方） 

検査前の 3.5 時間に食事をとらず、 
当センターへお越しください！（１時間程度で終了） 

④  

を組み合わせる場合まずはお電話を！ 

☎ 097-569-2211 
健診のしおりと問診票、検査キット等が届きます。 

健診のしおりの注意事項を参考に予定時刻に当センタ

ーへお越しください。（1～2 時間程度で終了） 

«部数» 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vmAObOAO&id=8AE49D6BD9D24AC0A818547AA7DFB1D60B7272E8&thid=OIP.vmAObOAOcpuEZ9ygw8KAdgHaE6&mediaurl=http://images.china.cn/attachement/jpg/site1004/20100716/001372acd73d0daa513c01.jpg&exph=332&expw=500&q=%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f&simid=608021656683350778&selectedIndex=0


  
 

 

 
 

     

尿・便
検体 
受取 

血圧 

問診 

身体 
計測 

採血 

受付 
会計 

健診の流れ 

健康定食 
 

 

 

熱量 746kcal   
野菜 160ｇ  
塩分 2.3ｇ 

女性におすすめの検査 

女性に嬉しいカルシウムや鉄が多く摂れます！ 
 
カルシウム：453mg（1 日の必要量の約 7 割） 
鉄    ：3.4ｍｇ（1 日の必要量の約 4 割） 

アンチエイジングのため 

体内の抗酸化力を高める食材が豊富！ 

忙しい毎日 
ササッと作れて 
美味しく健康 

魚の粒マスタードソース 
≪材料（4 人分）≫ 
    魚     4 切        ＜ソース＞     

小麦粉   適宜         粒マスタード 小さじ２ 
    塩こしょう 少々         しょうゆ   大さじ２ 
    サラダ油  大さじ２       酒      大さじ２ 

    みりん    大さじ１ 
                     砂糖     大さじ１ 

≪作り方≫ 

１． 魚に軽く塩こしょうをし、小麦粉を薄くまぶす。 

２． フライパンに油をひき、魚を焼く。こんがり焼けたら皿に取り出す。 

３． ソースの材料を全て混ぜ合わせ、フライパンで熱し熱いうちに魚にかける。 

熱量 247kcal   

塩分 1.7ｇ  

鉄   1.6mg 

子どもも大好き魚メニュー 

厚揚げの白和え 
 
≪材料（4 人分）≫ 
    厚揚げ  2 個（240ｇ）  ＜調味料＞ 
    小松菜  2 株        みそ   大さじ１ 
    人参   40ｇ        しょうゆ 小さじ 1,1/2 
                   砂糖   小さじ２ 
                   すりごま 大さじ２ 
 
≪作り方≫ 

１． 厚揚げはさっと茹で、水気を切る。 
２． 人参は薄く短冊切りし、小松菜を 2cm 程度の長さに切り、さっと茹でる。 
３． 厚揚げを手で荒くちぎり、調味料を加えて味を整える。 
４． 野菜を加えて和え、すりごまを散らす。 

熱量 130kcal   

塩分 0.8ｇ 

カルシウム 210mg    

鉄  2.4mg 

カルシウム・鉄・ 

大豆イソフラボンがたっぷり 

所要時間：1 時間程度※ 

主菜 

魚のプロバンス風 

レストランおあしす 

※追加検査がある場合は所要時間が変わります 

健診の後は 
レストランおあしす

で健康定食を 
いかがですか？ 

大分県地域成人病検診センター1F 

ワンコイン 

 

　　

～骨密度検査～

出典 : 浜松医科大学　井上哲郎 名誉教授

骨粗しょう症は、骨の成分である骨量が減少して
スカスカとなり、骨がもろく折れやすくなる病気
です。女性ホルモンの影響により、更年期以降は
骨粗しょう症になる女性が増えてきます。

かかとを足台にのせて、

かかとの骨に超音波をあてて、

超音波が骨を通り過ぎる速度で

骨密度を測定します。

検査時間は５分程度です。

《健康な骨》 《骨粗しょう症の骨》

検査料金：2,160円

超音波測定法


