健康・医療
総合健診

問 保健推進課

☎28-6054

集団健（検）診項目と料金
健診項目

対象者（令和2年3月31日現在）

基本健康診査

20～39歳の方

特定健診
後期高齢者健診
生保健診
肝炎ウイルス検診

胃がん

無料

75歳以上の方

無料

生活保護受給者で40歳以上の方

無料

40歳以上で今まで
受診していない方

がん検診

肺がん
※どちらか デジタル 40歳以上の方
を選んで
肺CT 40歳以上の方
ください
40歳以上の方

子宮頸がん

内容・備考

1,000円

四国中央市国民健康保険40～74
歳の方

40歳以上の方

大腸がん

自己負担金

500円

1,200円

700円
4,000円
500円

◦身体計測・腹囲（75歳未満の方）、血圧、検尿、診
察、血液検査

◦Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの有無を調べます。
◦治療中の方は受診できません。
◦胃部Ｘ線撮影（バリウム造影）
◦ひどい便秘の方、腸閉塞をおこした方等は受診
できません。
◦検査後はバリウムを早く排泄するため下剤を
服薬します。
◦Ｘ線デジタル撮影
◦65歳以上の方の結核検診も兼ねています
◦ＣＴによる胸部断層撮影
◦便潜血反応（2日分）で調べます。
◦事前に採便容器を送りますので、検診当日に提
出してください。

20歳以上の女性

1,200円

◦子宮頸部細胞診

乳がん（マンモ）

40歳以上の女性（2年に1回）

1,500円

◦マンモグラフィー（乳房エックス線撮影）

乳がん（エコー）

30歳から39歳の女性（2年に1回）

2,000円

◦乳房超音波検査（エコー）

50歳以上の男性

2,100円

◦血液検査でPSA（前立腺特異抗原）を調べます。

前立腺がん
骨粗しょう症検診

40・45・50・55・60・65・70歳の方
S24・29・34・39・44・49・54年各
1～3月生まれの方

700円

◦かかとの超音波検査

※内容は変更になる場合があります。詳しくは保健センターまでお問い合わせください。
※事前に電話予約が必要です。
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四国中央市役所

☎28-6000
（代）

個別検診のご案内
健診名

対象者（令和2年3月31日現在）

個別子宮がん検診
個別乳がん検診
歯周病検診

自己負担金

内容

20歳以上の女性

1,700円

子宮頸部細胞診（一部対象者に子宮体がん検診）

40歳以上の女性（2年に1回）

3,500円

乳房エックス線撮影（マンモグラフィー）

20～65歳で歯周病の治療中でない方

無料

歯周疾患および口腔内診査

※申し込み後、受診券が届いてから、医療機関に予約をしてください。
※内容は変更になる場合があります。詳しくは保健センターまでお問い合わせください。

風しんの抗体検査及び予防接種

☎28-6054

問 保健推進課

2019年から2022年3月31日までの3年間に限り、
風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます。

令和元年6月1日現在
内容

対象者

風しん抗体検査
麻しん風しん予防接種

実施場所

料金

事業に参加している全国の医療機関、
昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
職場での健診や市が実施する集団検診

無料

※予防接種は抗体検査の結果、
十分な量の風しんの
事業に参加している全国の医療機関
抗体がない方が対象

無料

四国中央市へ転入された方へ

四国中央市のクーポン券をお渡しします。
抗体検査がお済でない方は本人確認書類（免許証等）
を、抗体検査の結果、予防接種の対象となった方は本人
確認書類と抗体検査結果表をもって保健センターへお
越しください。

四国中央市から転出された方へ

転出後、四国中央市のクーポン券は使えません。転入
先で新たなクーポン発行手続きをしてください。

風しんの抗体検査・予防接種を受けられる医療機関等のリストは、
厚生労働省ホームページに掲載して
おります。
風しん厚生労働省
風しんについて詳しくはこちら 厚生労働省ホームページ

高齢者の予防接種
事業名

対象者

料金

期間

①65歳以上
接種指定
1,000円
②接種日に、60歳～64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺
高齢者インフルエンザ
の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト ※生活保護世帯は 期間中に
定期予防接種
1回
申請により無料
免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程
度の障害（身体障害者手帳1級相当）を有する人
①
【新たな対象者】
今年度に65歳になる人
【以前対象になった方…法改正により再度ご案内しています】
接種指定
4,000円
今年度に、70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳以上になる人
高齢者肺炎球菌感染症
②接種日に、60歳～64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺 ※生活保護世帯は 期間中に
定期予防接種
1回
申請により無料
の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト
免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程
度の障害（身体障害者手帳1級相当）を有する人
※①②共に、過去に接種を受けたことがある方（自費含む）は対象外

成人の健康づくり（共通事項）

問 保健推進課

☎28-6054

各種健
（検）
診に係る検診料や日程・対象者など詳しくは広報紙またはホームページでお知らせしています。
エックス線撮影がある（肺がん・結核、胃がん、乳がん）検診は、妊娠中の方及び妊娠している可能性のある方は受け
られませんのでご注意ください。
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健康相談・訪問指導
健康で充実した毎日をサポートするため、保健師・栄
養士などが健康相談（電話・窓口）
・家庭訪問を行ってい
ます。

健康教室
あなたの健康ライフをサポートするために、各種健
康教室を行っております。詳しくは広報紙またはホー
ムページでお知らせします。

休日・夜間急患等
問 保健推進課

地域医療対策室

四国中央市急患医療センター

平日夜間の場合は、四国中央市急患医療センターを
受診しましょう。
診療日／月 曜日～土曜日（日曜日、祝日、お盆8月15
日・16日、年始1月3日まで休診）
診療時間／1 9：30～22：30（22時30分までに受付
を済まされていない場合は診療できませ
んのでご了承ください。）
診療科目／内科・小児科
※小児救急電話相談：医師が相談に応じます。
電話番号／56-1913
場所／四国中央市妻鳥町1501-1
（妻鳥小学校西隣）
22時30分以降の診療につきましては、二次救急病院
（当番医）をご利用ください。

休日当番医

日曜・祝日の日中の場合は、休日当番医を受診しま
しょう。
診療日／日曜日・祝日
診療時間／9：00～18：00
場所／毎 月の広報及び宇摩医師会ホームページ、新
聞、えひめ医療情報ネットなどから確認する
ことができます。
18時以降の診療につきましては、二次救急病院（当番
医）をご利用ください。
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二次救急病院（当番医）

急患医療センターや休日当番医が対応できない病気
やケガをした場合や入院・手術が必要な重症の病気と、
診療していない時間帯は、二次救急病院（当番医）をご
利用ください。当日の二次救急病院（当番医）について
は、宇摩医師会ホームページ、新聞などで確認のうえ、
受診の際は前もって電話でご確認ください。
病院名

所在地

電話番号

HITO病院

上分町788-1

58-2222

長谷川病院

金生町下分1249-1

58-5666

四国中央病院

川之江町2233

58-3515

※長谷川病院が当番の場合の外科系患者については、HITO病院、四
国中央病院が交互にバックアップ優先病院として受け入れます。
※小児の二次救急患者（外傷を除く）については、四国中央市・新
居浜市・西条市の3病院が当番制により受け入れます。

小児救急医療電話相談

夜間に突然、子どもさんの身体の具合が悪くなった
時、看護師や医師などが家庭での応急対処の方法など
についてアドバイスします。
電話番号／携帯電話・プッシュ回線 ＃8000

ダイヤル回線 089-913-2777
利用できる時間帯／平日 19：00～翌朝8：00

土曜 13：00～翌朝8：00

日・祝 8：00～翌朝8：00

四国中央市役所

☎28-6000
（代）

骨髄バンクドナー支援事業
問 四国中央市保健センター

☎28-6054

多くの骨髄・末梢血管細胞移植の実現やドナー登
録者の増加を目指し、市内に住む骨髄等の提供者（ド
ナー）とドナーが従事する市内の事業所を対象に、助成
金を交付します。
助成金の額
◦提供者…骨髄の提供1回につき10万円
◦提供者が従事する事業所…骨髄の提供1回につき5万円

献血
問 四国中央市保健センター

☎28-6054

献血バスによる献血を、四国中央市保健センター・市
内事業所で行っております。
四国中央市保健センターでの実施は、1月・4月・7月・
10月の第3火曜日の10時～12時です。祝日にあたった
場合は翌日となりますのでご注意ください。
※変 更になる場合もありますので、詳しくは愛媛県赤
十字血液センターホームページ
（http://www.ehime.
bc.jrc.or.jp/）
をご覧ください。

テレガイド

急患医療センターや休日当番医、二次救急病院（当番
医）、火災や救助等の災害情報をテープで繰り返しお知
らせしています。
電話番号／23-5990

病院案内

どこの病院へ行けばよいか分からないなど、お困り
の方に病院案内しています。
電話番号／28-9119

119番通報（救急）
詳しくは、P42へ

その他

◦宇摩医師会ホームページ http://uma-med.or.jp/
◦えひめ医療情報ネット
PC http://www.qq.pref.ehime.jp/
携帯 http://www.qq.pref.ehime.jp/kt.asp
小児救急医療相談、テレガイド、病院案内の3項目に
ついては、消防本部作成ページとの調整が必要。
（ 119
番通報の項目と同様の表記になる可能性有り）
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