
2 えびな健康だより 1えびな健康だより

令和4年３月31日時点で対象年齢に該当する方（誕生日を迎える前でも受診できます）対個別検診

● 結果は、受診医療機関からお知らせします。  

検診項目 対象年齢 検診内容 自己負担額 実施場所 申込方法

肺がん 40歳から
ＣＴ検査（問診結果により
喀
か く た ん

痰検査を実施）

CTのみ 3,300円 
医療
センター

3月17日㈬から、
健康推進課へ電話または
市役所１階７番窓口
受付時間
㈪～㈮8時30分～17時
15分（㈷除く）

ＣＴ＋喀痰 3,800円 

胃がん 40歳から 内視鏡検査または
バリウム検査(X線撮影) 3,300円

指定
医療機関

指定医療機関へ
直接予約

（5・6ページ参照）

大腸がん 40歳から 便潜血反応
通常 1,000円
市の特定健康診査
と同時受診 400円

乳がん
（前年度未受診の方） 40歳から マンモグラフィー

2方向撮影 2,300円

子宮がん（頸部） 20歳から 細胞診 1,700円

子宮がん
（頸部＋体部） 20歳から 細胞診（問診結果により

体部検査を実施） 2,900円

前立腺がん 50歳から 血液検査（PSA値を測定）
通常 1,500円
市の特定健康診査
と同時受診    800円 

肝炎ウイルス
（未受診の方） 40歳から HCV型抗体検査・

HBs型抗原検査

通常 1,100円
市の特定健康診査
と同時受診 500円

若い世代の
健康診断

（令和4年2月末まで）

18歳～
39歳

問診・計測・診察・採血・
尿検査・腎機能検査など    1,500円

オーラルフレイル
健診

（歯科治療中の方を除く）
55歳から

口腔機能の衰えや歯・歯周・
義歯などのチェックおよび
歯周ポケットの測定

   500円
指定医療機関へ
直接予約

（4ページ参照）
口
こうくう

腔がん 35歳から 視触診
口腔がんのみ 1,000円
オーラルフレイル健診

（55歳以上）と同時受診 800円

こころや体に関する相談に応じています。お気軽にご相談ください。ご自身の健康のために
名称 内容 担当 時間 場所 日程

運動、膝・
腰痛の相談

運動全般に関する
相談、膝・腰痛の
ある方の運動指導

健康運動指導士
保健師
看護師

9時30分～
11時

（予約制）

市役所7階
会議室

４月21日・５月26日・６月16日・７月21日・８月18日・
９月15日・10月20日・11月24日・12月15日・
１月19日・２月16日・３月16日㈬

地域健康・
栄養相談

健康・食事に
関する相談

保健師
栄養士 「広報えびな」でお知らせします。

こころの
相談

こころの健康に
関する相談 臨床心理士

13時～
16時30分

（予約制）

市役所7階
会議室

4月8日・５月13日・6月10日・7月８日・８月12日・
９月９日・10月14日㈭、11月９日㈫、12月９日・
１月13日・２月10日・３月10日㈭

各検診は、同一年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）に一度だけ、集団・個別のどちらかを受診できます。

●検診日は下表から選んでください。

検診日 5月28日㈮ 6月8日㈫ 6月25日㈮ 7月6日㈫ 7月31日㈯ 8月20日㈮

受付開始日 4月14日㈬

締切日 5月11日㈫ 5月21日㈮ 6月8日㈫ 6月18日㈮ 7月14日㈬ 8月3日㈫

検診日 9月6日㈪ 9月14日㈫ 10月6日㈬ 10月20日㈬ 11月5日㈮ 11月17日㈬

受付開始日 8月4日㈬

締切日 8月20日㈮ 8月27日㈮ 9月17日㈮ 10月1日㈮ 10月19日㈫ 10月29日㈮

検診日 12月11日㈯ 12月22日㈬ 1月18日㈫ 2月4日㈮ 2月25日㈮ 3月9日㈬

受付開始日 11月4日㈭

締切日 11月24日㈬ 12月3日㈮ 12月24日㈮ 1月18日㈫ 2月8日㈫ 2月18日㈮

令和4年3月31日時点で対象年齢に該当する方（誕生日を迎える前でも受診できます）対集団検診

検診項目 対象年齢 検診内容 自己負担額 実施場所 申込方法

胃がん

40歳から

バリウム検査（Ｘ線撮影） 1,000円 

海老名
市役所

申し込みは次の方法で
①電話で健康推進課
　(☎235・7880)へ
②直接、市役所１階７番窓口へ
③市ホームページから

①②の受け付けは㈪～㈮8時30分～
17時15分（㈷除く）
③市ホームページからの申し込みは下
記のとおり

https://www.city.ebina.kanagawa.jp
市ホームページ→電子市役所→電子
申請・届出→e-kanagawa電子申請
→がん集団検診申込

大腸がん 便潜血反応 500円 

肺がん 胸部Ｘ線
（問診結果により喀

かくたん

痰検査を実施）
Ｘ線のみ 500円 

Ｘ線＋喀痰 1,100円 

乳がん
（前年度未
 受診の方）

マンモグラフィー

2方向
（40歳代） 2,000円 

1方向
（50歳以上） 1,500円

子宮がん
（頸

け い

部
ぶ

）
20歳から 細胞診 900円

口
こうくう

腔がん 35歳から 視触診 1,400円 実施場所・日程は「広報えびな」でお知らせします。

● 検診は午前・午後に実施します（胃がんは午前のみ）。
● 検診日の約１週間前に、受付時間の案内・問診票などの必要書類を送付します。
● 結果は郵送で40日程度かかります。

※9月6日㈪、12月22日㈬は女性限定の日です

がん検診・各種検（健）診など

対象

①妊娠を予定または希望している女性（16歳以上）
②妊娠している女性の夫（出産予定の子の母子手帳が必要です）
※風しんにかかったことがある方、風しんワクチンの接種歴が２回以上ある方、妊娠中

の女性は対象外です。

【助成金額】
麻しん・風しん混合（ＭＲ）ワクチン
7,000円

風しん単独ワクチン
4,000円

実施指定医療機関（５～６ページ）の風しん（追加的対策）の医療機関とは異なる場合があります。
詳細はこども育成課（☎２３５-７８８５）へ問い合わせ、または市ホームページをご覧ください。

「大人の風しん予防接種」接種費用を助成

次のいずれかに該当する方は
がん検診・各種検診などの費用が無料です

※②③④に該当する方は、証明するもの（障害者手帳・生活保護受給
者証・海老名市検診等無料受診証）を受診時に提示してください。
海老名市検診等無料受診証の詳細は、３ページをご覧ください。

①75歳以上の方（1947(昭和22)年3月31日以前に生まれた方）
②65歳以上71歳未満で障害者手帳（身体1・2・3級）をお持ちの方
③生活保護を受けている方
④市民税非課税世帯で海老名市検診等無料受診証をお持ちの方

対象年齢などが変更に
令和３年４月１日から、無料の対象年齢を70歳から75歳
に変更しました。
従来の制度で対象だった方（1951（昭和26）年３月31日
以前に生まれた方）は、引き続き無料となります。
1951（昭和26）年４月１日～1952（昭和27）年３月31日生
まれの方は、令和８年３月31日まで半額で受診できます。
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