盈③2⑤ 年度 町圏南

がん襖診察 のご案 内
威 人健康診査 国

お申込 は、事前 に直接、実施医療機関※1ヘ
受診券 は必 要ありません (40歳 以上 の成人健康診査を除く)

町田市に住民票 が あり、ご加 入の健康保険や勤務先、学校 、人間ドックなどで受診の機会
のない健診、検診を 実 施 期 間 内 に 1回 受けられます。
(肝 炎ウイルス検診・胃がんリスク検診は、
過去に受けたことがない方が対象、1回 のみの検診です)
費用

健診 (検 診 )名

対象者

内容

(自 己負担額)

2021年 3月 31同 時点での年齢

18‐

成人健康診査

身体診察 、血圧測 定、
尿検査 、血 液検査など

500円

39

―
守
拳
40+

40歳 以上の町田市国民健康保険加入者、

同時

肝炎ウイルス検診
(BttBC型 )

胃がんリスク検診
(ABC検 診 )

無料

血液検査
(HBs抗 原検査 、
HCV抗 体検査 )

800F￢

(ヘ リコバ クター・ピロリ抗体 、

血液 検査
血清 ペプシノゲン)

同時

通 常 800円

大腸がん検診
同時

または

同時実施 ※3

500円
2,000円

マンモグラフィ
(乳 房エックス線検査 )

子宮顕がん検診

1,000円

視診・肉診・細胞診

1,000円

血 液検 査
(PSA検 査 )

2020年 4月 1日 〜
2021年 3月 31日
誕生月ごとに
年3回 に分けて発送の

受診券 に記載

M

40歳 以 上で
過去に肝炎ウイルス検査 を
受けたことのない方

2020年 4月 1日 〜
2021年 3月 31日

M

30歳 以 上 で
過去に胃がんリスク検診を
受けたことのない方

2020年 5月 29日 〜
2021年 2月 28日

40歳 以 上の 方

2020年 5月 29日 〜
2021年 2月 28日

40歳 以 上で
偶数年齢 の女 性 ※4

2020年 4月 1日 〜
2021年 3月 31日

20歳 以 上で
偶 数 年齢 の女 性 ※4

2020年 4月 1日 〜
2021年 3月 31日

Ⅲ
尊
40+

寺
20+

同時

後期高齢者医療制度加入者、
生活保護等受給者 ※2

40+
免疫便潜血検査 2日 法

乳がん検診

前 立腺がん検

18歳 〜39歳

実施期間

争
50‑70

150歳

以上70歳 以下の男性

2020年 5月 29日 〜
2021年 3月 31日

印の検診は、多くの 医療機関で、複数 の検診や成人健 康診査と同時に受けられます。

※生 医療機 関により扱う検診 が異なります。
※2町 田市国民健康保険以外に加入している40〜 74歳 の方は 、町田市成人健康診査を受けることができません。ご自身が加入している医療保険者 にご
確認ください。
「町田市成人健康診査」
「特定健康診査」に相 当する健康診断と、大腸がん検診の間診を同時に
※3同 時実施とは、
またはその他の保険者等が実施する
受けることです。
※4昨 年度受けることができなかった奇数年齢の方 は、町田市がん検診特例措置の 申請 により、受けることができます。

自己負担金が免除となる方 (受 診時に市が指定する証書の提示が必要です )
下記の項目①〜③のうち、いずれかに該当し、かつ受診時に下記証書を提示した方のみ自己負担金免除となります。(受 診後の申請不可)
「自己負担金免除申請審査結果通知書」(事 前に申請が必要)
または
①2019度 住民税非課税世帯の方:「 町田市成人健康診査受診券」
「保護受給証明書」
または
②生活保護受給者:「 町田市成人健康診査受診券」
「中国残留邦人等支援給付受給証明書」
または
③中国残留邦人等支援給付受給者:「 町田市成人健康診査受診券」
※胃がんリスク検診は、
②、
③の方及び年度末(2021年 3月 31日 )時 点で30歳・40歳 の方のみ自己負担金免除となります。
成人健康診査・各検診の詳細、実施医療機関、町 田市が全柱診怪但措置、自己負担金免除等については、町田市ホーム
ページや各市民センター等に設置している案内チラシをご確認ください。町 田市代表電話でもご案内しています。

町田市代表電話 TEL

042‑722‑3111

町田市ホームページ hip!チ 1躙w,ciけ .machida.tottFOjp/

韓
健康推進課 〒194‑8520町 田市森野2‑2‑22
TEL:042‑725‑5178 FAX:050‑3101‑4923 【平日 8時30分 〜17時 】
町田市国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者の受診券については、
保 険 年金 課 (TEL04?‑724‑2130・ FAX050‑3101‑5154)へ
発行 2020年 4月

