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令和５年度 北杜市健康診断 ご案内 ①

1. 各種健診と対象者
＊年齢や加入している健康保険により、受診できる検診が異なります。
〇：受診できます ×：受診できません

年 齢
（Ｒ６年３月３１日現在）

加入健康保険

総合健診
子宮頸がん
検診

国保
人間ドック基本健診

特定健診
がん検診

１９歳～２０歳
種類は問わない

〇 ※２ × ×

２１歳～３９歳 〇 ※２ ※3 ×

４０歳～７４歳

北杜市国民健康保険 〇 〇 ※3 ※4

社会保険本人 × 〇 ※3 ×

社会保険被扶養者 ※１ 〇 ※3 ×

７５歳以上 後期高齢者医療保険 〇 〇 ※3 ×

その他：治療中の病気や当日の体調、妊娠中や産後１年以内等の方は、受診できない項目があります。

※１ 加入している保険者から発行される「特定健診受診券」をお持ちいただくと受診できる場合があり

ます。加入している保険者へお問い合わせください。

※２ 検診項目ごとに、受診できる年齢が決まっています。Ｐ２をご覧ください。

※３ ２年に 1回の受診です。令和４年度に受診票を使用して受診した方は対象外となります。

※４ 国保人間ドックは、総合健診と重複受診できませんのでご注意ください。

2. 健診日程及び会場
＊変更になる場合があります。

総
合
健
診

地区 予定日 予定会場

高根町 ４月１３·１４·１５·１６·１７·１８·１９日 北杜市保健センター（旧高根保健センター）

明野町 ４月２６·２７·２８·２９日 明野総合会館

武川町 ５月１６·１７·１８日 甲斐駒センターせせらぎ

大泉町 ５月１９·２０·２１·２２·２３·２４日 大泉体育館

小淵沢町 ５月２６·２７·２８·２９日 小淵沢総合スポーツセンター体育館

白州町 ６月１·２·３日 白州体育館

長坂町 ６月１３·１４·１５·１６·１７·１８日 長坂総合スポーツ公園体育館

須玉町 ６月２０·２１·２２·２３·２４日 増富総合会館・須玉ふれあい館

追加１ ６月２５·２６日 須玉ふれあい館

追加２ １０月下旬～１１月 須玉ふれあい館

子宮頸がん検診 ４月中旬～令和６年２月２８日 詳細は別紙ご案内（②：桃色）参照

国保人間ドック ４月中旬～令和６年３月１５日 詳細は別紙ご案内（③：黄色）参照

＊送迎（原則、ご自身で来場できない場合）、託児も行います。詳細は、4月に送付する健診セット内でお知ら
せいたします。
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3. 総合健診について

検査内容 対象者 注意事項 自己負担額

問診

身体計測（身長･体重･腹囲）

血圧測定

血液検査（貧血･肝機能･脂質

代謝･糖代謝 等）

尿検査

診察

心電図

肝炎ウイルス検査

①19歳～39歳

②北杜市国民健康保険に

加入している 40 歳

～74歳

③社会保険被扶養者で

40歳～74歳（※１）

④75歳以上

・７５歳以上の方は、腹囲測定

は行いません。

・心電図検査は、特定健診受診

券で受診する方は対象外で

す。また、医療機関等で受け

られた方は検査の必要があり

ませんので検査料（520円）

を差し引くことができます。

・肝炎ウイルス検査は、総合健

診初診の方のみ実施。（無料）

①、②、④の方

2,090円

③※１のとおり

１）基本（特定）健診

※１ 40歳～74歳で社会保険被扶養者の方は、健診日当日に「特定健診受診券」と保険者の負担額に応じた
自己負担金が必要です。

検査項目 対象年齢 検査内容 自己負担額

胃がん検診 ・１９歳以上
バリウム（造影剤）による
胃部レントゲン検査

520円

腹部超音波検診 ・１９歳以上 腹部の超音波検査 520円

大腸がん検診 ・４０歳以上 ２日分の採便潜血検査 520円

結核検診
肺がん検診

ど
ち
ら
か

・１９歳以上
＊ 65 歳以上の方は法律で年１回
の検査が義務付けられています。

胸部レントゲン検査 無料

・４０歳以上
＊胸部レントゲン検査を受ける方
は対象外

肺ヘリカル CT による断
面画像検査

2,100円

乳がん検診
（女性のみ）

・１９歳～３９歳
・４０歳以上偶数年齢

乳腺超音波検査 520円

・４０歳以上奇数年齢 マンモグラフィ検査 520円

骨粗しょう症検診
（女性のみ）

・２０歳～７０歳で５歳刻みの年齢
手首から肘にかけてのレ
ントゲン検査

520円

前立腺がん検診
（男性のみ）

・５０歳以上 血液検査によるPSA測定 520円

2）がん検診等 ＊どの検診も問診を行います。
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3）総合健診受診までのながれ

北杜市健診希望調査・

申込書を提出する

４月上旬に自宅に健診

セットが届く

日程変更（必要な方）

※詳細は、健診セットに

同封

指定日時での

健診受診

※所要時間：１時間程度

１ ２ ３ ４

＊「希望調査・申込書」でお申し込みされた場合は、健診受診日を指定させていただき、健診セッ

ト内に記載してお知らせいたします。

＊指定された日時は変更が可能です。健診セットがお手元に届いてから変更の受付を開始しま

す。日時の変更方法の詳細は、健診セットに同封します。

＊健診当日の所要時間は１時間程度です。

〇待ち時間を短縮し、会場での密を防ぐため指定された受診日時を厳守して受診してい
ただきます。（午前８時００分から１０時４５分までの間で、受付時間を設定いたします。）

○妊娠中、妊娠の可能性のある方、産後１年未満の方は受診できない項目があります。

また、かかりつけ医がある方は、健診受診について主治医とご相談ください。

○各種がん検診は自覚症状がない方が対象です。気になる症状がある方は、健診ではなく医療

機関にご相談ください。

○健診の結果をお返しするまでには、１か月以上かかります。

○健診の結果、精密検査が必要と認められた場合は、必ず精密検査を受けてください。

総合健診受診にあたってのお願いと注意事項

4. 子宮頸がん検診
＊別紙ご案内（②：桃色）参照
該当の方がいる世帯に同封しています。

対象者（令和６年３月３１日現在） 自己負担額 検査内容 受診医療機関

２１歳以上の女性 １，０５０円
問診・内診

子宮頸部の細胞診
指定医療機関

5. 国保人間ドック
＊別紙ご案内（③：黄色）参照
該当の方がいる世帯に同封しています。

対象者 助成金額 検査内容 受診医療機関

４０歳～７４歳
（昭和２４年４月１日～

昭和５９年３月３１日生）で

受診日に北杜市国民健康保険に

加入の方

２０，０００円 詳細は案内参照 指定医療機関

＊女性のみ … 乳がん検診を受診した場合は、１，０００円の追加助成があります。
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令和５年度 北杜市健診希望調査・申込書

インターネットでの回答のご案内
「北杜市健診希望調査・申込書」を郵送で提出しなくても、インターネットで回答ができます。

なお、インターネットでの回答の場合には、世帯の方全員がインターネットからご回答ください。

回答期限：令和５年１月２７日（金）

総合健診をインターネットでお申込みいただくと、受診日時も指定できます。

↑回答はこちらから↑

【操作方法】

① 右上の二次元コードを読み取り、メールアドレスを登録する。 ※初めてご利用の方

② 回答される方の利用者情報を登録する。

③「総合健診を受ける方はこち

ら」を選択し、「総合健診」に

チェックを入れてから「決定」

を押す。

④会場を選択する。

⑤日程を選択する。

カレンダーの●または▲が表

示されている受診日から選択

する。
●：空き有り、▲：残りわずか、×：空きなし

⑥受付時間を選択する。

ご希望の時間帯を選択する。

⑦受診項目を回答する。

健診項目について回答する。市

の健診で受診しない項目につい

ては、受診先を選択し回答する。

③「総合健診を受けない人はこ

ちら」を選択し、「健診受診動

向調査」にチェックを入れて

から「決定」を押す。

④会場選択では「この会場で予

約する」を押す。

⑤日程選択ではカレンダーか

ら、「２０２３年３月３１日」

を選択する。

⑥画面が切り替わったら、「調査

用の仮の日時です（残り●●件）」

を選択する。

⑦受診動向を回答する。

健診の受診予定について回答

する。

③「子宮頸がん検診」または、「国

保人間ドック」にチェックを

入れてから「決定」を押す。

④会場選択では「この会場で予

約する」を押す。

⑤日程選択ではカレンダーか

ら、「２０２３年１月２７日」

を選択する。

⑥画面が切り替わったら、「仮の

日時です（残り●●件）」を選択す

る。（⑧へ続く）

⑧ 「電話番号」と「健診希望調査・申込書に記載の番号」を入力し、「予約内容確認へ進む」を選択する。

⑨ 回答内容を確認し、修正等なければ「予約する」を選択する。

＊続けて回答をされる場合は、「予約を続ける方はこちら」を選択してください。

※４月以降に受診券がお手元に届いてか

ら、医療機関に直接予約を取っていた

だく必要があります。

【総合健診を希望される場合】 【総合健診を希望しない場合】
【子宮頸がん検診 /

国保人間ドックの場合】


