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平成 30 年度 がん検診のご案内

受けていますか？

がん検診
自覚症状が出る前に、
定期的に受診しましょう

すべて無料

問 地域保健課保健事業グループ☎3987−4660

申込みが不要ながん検診

申込みが必要ながん検診

※年齢基準日：平成 31 年 3 月31 日現在

※年齢基準日：平成 31 年 3 月31 日現在

今年度から５つのがん検診の受診券を、
ひとまとめにしてお送りします

胃がん検診

これまで、それぞれのがん検診ごとに申込みや、受診
券発送を行なっていましたが、今年度から5
つのがん
けい
検診（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん）
は、受診券をひとまとめにして発送します。

※受診券イメージ

胸部Ｘ線・胸部ＣＴ検査など

胃部Ｘ線（バリウム）検査

実施期間 通年

大腸がん検診
40 歳以上の方
便潜血反応検査
実施期間 通年
けい

乳がん検診
40 歳以上の偶数年齢女性

子宮頸がん検診
20 歳以上の偶数年齢女性
頸部細胞診、内診

視触診・マンモグラフィ
（乳房Ｘ線）検査

30・36・40 歳の方は
HPV 検査を同時実施

実施期間
5 月〜平成 31 年 1 月31 日

実施期間
5 月〜平成 31 年 1 月31 日

7 月から胃がん検診に
新たに内視鏡検査が導入されます

50 歳以上で年度末年齢が偶数の方は、胃部 X 線（バリウム）検査か内視鏡検査
のどちらかを選んで受診することができるようになります。受診方法は、受診券
同封の案内をご覧ください。

その他申込み不要ながん検診
対象者に受診券が届きます。

胃がんリスク検診
ピロリ菌検査

20 歳・30 歳の方のみ
血液検査
実施期間
8 月1 日〜平成 31 年 2 月28 日

申込み後、
受診券を
お送りします

実施期間 通年

40 歳以上の方

実施期間
7 月1 日〜平成 31 年 2 月28 日

※上記年齢で国民健康保険加入者は特定健
診で受診できるため、申込み不要。

便潜血反応検査

40〜49 歳の方
50 歳以上奇数年齢の方

胃部Ｘ線（バリウム）検査か、
胃内視鏡検査 のどちらかを選択

実施期間
6 月1 日〜平成 31 年 1 月31 日

30〜39 歳の方

肺がん検診

50 歳以上偶数年齢の方

50〜74 歳の偶数年齢男性
PSA
（前立腺特異抗原）検査
（血液検査）

大腸がん検診

胃がん検診

実施期間 通年

30〜39 歳の方
胃部Ｘ線
（バリウム）検査
実施期間 通年

けい

5 月に 40〜79 歳の方 ( 子宮頸がん検診は 20 歳から
発送）へ順次受診券を発送します。受診できる検診を
確認し、実施期間中にもれなく利用してください。な
お、年度途中に転入された方や 80 歳以上の方は、お
電話いただければすぐに受診券を発送します。上記保
健事業グループへ連絡してください。

前立腺がん検診

ABC 検診

40 歳・50 歳の方のみ
血液検査（ピロリ菌抗体検査、血清ペプシノゲン検査）
実施期間 8 月1 日〜平成 31 年 1 月31 日
※上記年齢で国民健康保険加入者は特定健診で受診できます。

保健事業グループ
電 話

☎3987−4660

受付 月〜金曜日
（祝日を除く）午前 8 時 30 分〜午後 5 時

豊島区がん検診 PRキャラクター
「ももか」

その他の

申込み
方法

必要事項を記入し、

はがき

「〒170−0013 東池袋１−20−９
豊島区地域保健課保健事業グループ」へ。
必要事項を記入し、

保健事業グル−プ
必要事項
①希望する
ファクス FAX ６
３１１−６８４０へ。
がん検診名
●池袋保健所 4 階（東池袋 1−20−9）
②氏名（ふりがな）
●池袋保健所出張窓口（区役所本庁舎 4 階）
③〒・住所
④生年月日
（年齢）
●長崎健康相談所
窓口
（長崎 3−6−24 5 月7日から長崎 2−27−18 へ移転）
⑤性別
⑥電話番号
いずれかへお越しください。
●携帯電話から
●パソコンから
右記二次元コード
区ホームページのトップページ
からアクセスして
「便利ガイド」の
「電子
電子申請 の右下部
サービス＞電 子 申 請＞電 子 申 ください ( 一部対
請手続一覧＞がん検診申込み」 応して い な い 機
種があります）
。
から電子申請ができます。

パンフレットをご利用ください

各がん検診に関する詳細は、区内の公共施設や医
療機関で、4 月以降配布する
「豊島区健診のお知ら
せ」をご覧ください。

がん検診とは？

がん検診とは、自覚症状のない段階でがんを早期
発見し、早期治療することを目的に行なう検診です。
一次検診でがんの疑いがある方を効果的にスクリー
ニング（選別）
し、精密検査、確定診断、治療という流れで進んでいきます。また、
がん検診には限界があり、実際にはがんではないのに疑わしい結果が出たり、
実際には病気があるのに見つけられないといったこともまれに起こります。全て
のがんが発見できるわけではありません。すでに自覚症状がある方は、がん検
診ではなく、早急に医療機関で受診してください。

