特定健診

受診の流れ

人間ドック併用受診機関一覧

①受診方法を３つの中から選ぶ
健診実施機関で受診

※

集団健診を受診

人間ドックを受診

②申し込む
※

別紙の実施機関一覧

市政だより・回覧板等で

から選び電話

確認し電話

右にある人間ドック併用
実施機関一覧から、選び
電話

③受診する

お申込みされた日時に受診
◇特定健診以外の検査等される方は別途必要

持っていくもの

●受診券 ●保険証 ●1,000円(前年度非課税国保世帯は0円)

※

熊本市「特定健診を受けましょう」ホームページにて
・最新の実施機関情報は「実施機関一覧」
・最新の集団健診情報は「集団健診日程」
から確認できます。
受診券の無い方、再発行は
ひごまるコール(健診専用)096-334-1507へ

年度内に後期高齢者医療保険に加入された方は
“後期高齢者健診” ”後期高齢者歯科健診”の受診券をお送りします。
◎対
象
後期高齢者医療保険に加入の方
◎自己負担額
後期高齢者健診 800円（一律） 後期高齢者歯科健診400円（一律）
◎受診期間
後期高齢者医療保険加入日～令和3年3月31日
◎健診内容
後期高齢者健診（特定健診項目+貧血検査） 、後期高齢者歯科健診（歯周検査、口腔検査）
※既に今年度特定健診を受診された方は受診できません。歯科健診のみの送付となります。
※後期高齢者健診は、特定健診を実施している健診実施機関で受診できます。
抗体検査・予防接種
￥0！

緊急の風しん対策実施中!!無料クーポン券を送付します!!
◎昭和３７年（１９６２年）４月２日～昭和５４年（１９７９年）４月１日生まれの男性の方へ！
２０２２年３月３１日までに風しんをなくすため、国全体で緊急的に風しん対策を実施中です。
対象者には無料クーポン券を送付しますので、是非この機会に抗体検査を受けましょう！抗体検査
の結果、十分な量の抗体がなかった方は予防接種も無料です。
※抗体検査は、特定健診の機会に受けることも可能です。健診機関にご確認ください。
※抗体検査や予防接種を受ける時点で熊本市に住民票のない方は、熊本市発行のクーポン券は使用で
きません。住民票のある自治体へ新しいクーポン券の発行を依頼してください。

住所

機関名

電話番号

住所

機関名

電話番号

中央区花畑町1-5

花畑クリニック

096-324-2861

東区長嶺南2-1-1

日赤熊本健康管理センター

096-387-6710

中央区手取本町71

熊本内科病院

096-356-5500

東区東町４丁目１１
−１

熊本県総合保健センター

096-365-2323

中央区出水7-3625

魚住クリニック

096-370-7111

東区東本町3-15

いずみクリニック 胃腸科・内科

096-365-9000

中央区新大江1-513

すどう・きたの医院

096-364-3635

東区八反田3-201

西日本病院

096-380-1111

中央区新町2-1235

服部胃腸科

096-325-2300

西区上熊本1-3-4

上熊本内科

096-325-1331

中央区水前寺2-19
-8

石原・伊牟田内科

096-383-3448

西区新土河原2-343

かねみつ胃腸科外科医院

096-326-1500

中央区水前寺公園3
-38

九州記念病院

096-383-2121

西区田崎2-2-48

たしま外科内科医院

096-355-6900

中央区通町23

緒方消化器内科

096-353-2361

中央区坪井1-926

鶴田胃腸科内科医院

中央区坪井6-221

西区田崎町380

イオンタウン田崎

ｲｵﾝﾀｳﾝ田崎2F

総合診療クリニック

096-343-2801

西区島崎2-22-15

青磁野リハビリテーション病院

096-312-1332

森永上野胃・腸・肛門科

096-346-0111

西区島崎6-1-27

慈恵病院

096-355-6131

中央区渡鹿5-137

江南病院

096-375-1112

南区会富町1120

あきた病院

096-227-1611

中央区南熊本2-77

西村内科・脳神経外科病院

096-363-5111

南区近見５丁目3-1

済生会熊本病院予防医療センター

096-351-8155

中央区南千反畑町
15-40

明午橋内科クリニック

096-353-5500

南区御幸笛田6-740

御幸病院

096-378-1166

中央区南千反畑町２
−３

JA熊本厚生連

096-328-1262

南区御幸木部1-11

桜十字病院

096-378-1182

中央区萩原町3-21

林田クリニック

096-379-7755

南区砂原町341

土井内科クリニック

096-227-1818

中央区八王寺町16
-73

八王寺町クリニック

096-378-6880

南区出仲間7-232

前田産婦人科医院

096-378-8010

中央区北千反畑町2
-5

表参道吉田病院

096-343-6167

南区城南町舞原無
番地

くまもと南部広域病院

0964-28-2555

中央区本山1-516

村田外科・胃腸科・
ひふ科医院

096-356-3232

南区田井島１丁目５
−１

熊本中央病院健診センター

096-370-3111

中央区練兵町98

慶徳加来病院

096-322-2611

北区植木町岩野２８
５−２９

熊本市立植木病院

096-273-2111

東区下南部3-314

岡﨑クリニック

096-385-0055

北区清水新地7-922

大林新地クリニック

096-386-3337

東区戸島西3-235

田中内科クリニック

096-388-1122

北区八景水谷2-626

宮本外科・消化器内科

096-345-7588

東区新外3-9-1

本庄内科病院

096-368-2811

北区武蔵ヶ丘7-11

なかむらファミリークリニック

096-339-1711

096-353-2200

上記の実施機関では人間ドックと特定健診を併用して受診できます。併用して受診されますと人
間ドック料金から、約7，000円（熊本市から特定健診相当分の補助）を差し引いた額のお支払い
になります。ドック料金をお支払い後に補助の請求はできませんので必ず受診前にご確認くださ
い。また、実施機関の都合により特定健診と併用できない場合もございますので必ず受診機関に
問い合わせの上、予約・受診をお願いいたします。

がん検診
検診名

対象者

肺がん・結
核検診

年度内に４０歳以上になる方
(※1)

胃がん
検診

検診内容
胸部エックス線検査

検診料(自己負担金)

検診会場

４０歳～６４歳 ３００円

６５歳以上

２００円

集団検診
(巡回検診車)

喀痰細胞診※問診(喫煙歴)
により必要と認められた方

５００円

年度内に４０歳以上になる方

胃部エックス線検査(※２)

１，０００円

年度内に５０歳以上の
偶数年齢になる方

胃内視鏡検査(※２)

３，０００円

指定医療機関(※3)

５００円

特定健診
実施医療機関

３００円

集団検診(肺がんの集
団検診で受診申込)

大腸がん
検診

年度内に４０歳以上になる方

乳がん
検診

年度内に４０歳以上の
偶数年齢になる女性

視触診・マンモグラフィ

子宮頚
がん検診

年度内に２０歳以上の
偶数年齢になる女性

視診・内診・細胞診

熊本市医師会理事 緒方先生より

便潜血検査

４０歳代

１，５００円

５０歳以上 １，１００円

指定医療機関(※3)
集団検診会場

１，２００円

指定医療機関(※3)

１，０００円

集団検診会場

※1 年度内とは3月31日までのことです。
※２ 胃部エックス線検査と胃内視鏡検査は年度内にどちらか片方のみ受診できます。
※3 特定健診受診券同封の「特定健診実施機関一覧」の乳、子宮、胃の欄に○がそれぞれついている医療機関で受診できます。(要予約)

◆がん検診受診に必要なもの◆
☆保険証など氏名・住所・生年月日がわかるもの
（がん検診では受診券の発行はしていません。７０歳以上の方は身分証の提示で自己負担金が免除になります。なお、胃内視鏡検査を受診する
場合は、必ず保険証をお持ちください。）
☆検診料（自己負担金）
※市民税非課税世帯の方は自己負担金が免除になりますので、下記証明書を検診の受付に提示してください。
■「市県民税(所得・課税)証明書世帯分」最新年度分(証明書の発行料３００円)
市県民税(所得・課税)証明書世帯分は個人番号カードを利用した
証明書コンビニ交付サービスでは取得できませんのでご注意ください。
(注)同一世帯全員の非課税を証明するものが必要です。

熊本市医師会 理事

◇◇詳しくは、市政だより4月号の「がん検診のご案内 保存版」または市ホームページをご覧ください◇◇

問い合わせ
特定健診に関すること
国保年金課 096-328-2280
がん検診に関すること
健康づくり推進課 096-361-2145
風疹・肺炎球菌・インフルエンザに関すること

感染症対策課 096-364-3189

緒方消化器内科
緒方 一朗 医師

熊本市民の死因の6割が生活習慣病関連だということ
をご存じですか？

平成28年 熊本市
主要死因別 死亡数

熊本市の平成28年のデータを詳しく見てみると、心疾
患・脳血管疾患などのいわゆる生活習慣病関与の疾患が
死因の割合を占めていることがわかります。生活習慣病に
関連したがんも多く、合わせると実に半分以上の6割近く
が生活習慣病の関与した疾患が死因となっているのです。
特定健診は（がんを除く）心疾患や脳血管疾患などのも
ととなる生活習慣病の早期発見に着目した健診となってい
ます。
早期に発見・対処するほうがお金もかかりませんし、時間
もかかりません。自分では気づくことのできない異常も特
定健診を受けることで発見することがあります。通院中の
方も、通院の一回を特定健診に置き換えることで費用負担
が軽減されたり、結果により市からのサポートを受けること
もできますので、是非皆様に特定健診を受けていただくよ
うお願いいたします。
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(心疾患・脳血管疾患など)

が

29.2％

老衰
7.1％

生

その他の呼吸器系疾患

活
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※表中の生活習慣病は、心疾患（高血圧性を除く）、脳血管疾患、
腎不全、大動脈瘤及び乖離、慢性閉塞性肺疾患、肝疾患、糖尿病
出典：熊本市の保健福祉平成30年版より

国保年金課作成

