
結核肺がん検診 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象者 

・X線検査：40 歳以上（昭和 59 年 4月 1日以前生まれ）で浜田市に住民票がある人 

・喀痰検査：50 歳以上（昭和 49 年 4月 1日以前生まれ）で浜田市に住民票があり、 

喫煙指数（1日の喫煙本数×喫煙年数）が 600 以上の人 

○予約 

不要 ※事前に問診票（最後のページにあります）をご記入の上、受診してください。 

○自己負担金 

無料 ※ただし、年度内に浜田市結核肺がん検診を複数回受けた場合は、2回目以降全額自己負担となります。 

○検査内容 

胸部 X線検査 ／ 3 日間の早朝痰を蓄痰する喀痰検査（対象者のみ） 

○受診間隔 

1 年に 1回 



 

  

○検診日程（次ページ） 

実施日 受付時間 実施日 受付時間 実施日 受付時間 実施日 受付時間

9：00～9：15 金田会館 9：00～9：30 杵束まちづくりセンター 8：30～8：40 ゆうひパーク三隅 8：00～11：00

9：25～9：40 下長屋　山田様宅前 9：40～9：50 野坂下機械倉庫前 8：55～9：05 上室谷集会所 13：00～14：00

9：50～10：05 岩﨑隆行様宅前 10：00～10：20 野坂集会所 9：15～9：25 下室谷集会所 9：00～9：10 国府まちづくりセンター有福分館

10：25～10：35 植松集会所 10：30～10：45 六歩谷集会所 9：35～9：45 東平原上集会所 9：25～9：35 大垰口バス停（大金町）

10：45～10：55 福原集会所 10：55～11：15 栃木集会所 10：00～10：50 海石集会所 9：50～10：10 順興寺前

11：05～11：20 追原郷集会所 11：25～11：35 稲代集会所 11：05～11：25 谷集会所 10：25～10：50 上府三宅集会所

11：30～12：00 美又まちづくりセンター 13：00～13：10 日高集会所 13：00～13：10 今浦集会所 13：00～13：10 久代公民館

13：30～13：40 皆合集会所付近 13：20～13：30 交流センターかどた 13：30～14：00 三隅保健センター 13：20～13：30 国分自治会館

13：50～14：00 二タ村集会所 13：40～13：50 高内　広瀬酒店横 14：40～14：50 黒沢まちづくりセンター 13：50～14：10 JFしまね浜田支所国府出張所

　9：00～　9：30 今福まちづくりセンター 14：00～14：10 西河内集会所 8：30～8：45 西の谷集会所 14：20～15：00 国府まちづくりセンター

　9：45～　9：55 東下久佐集会所 14：20～14：30 小坂集会所 9：00～9：10 床並集会所 9：00～9：10 後野８町内公民館

10：05～10：20 旧ＪＡ久佐事業所横 14：45～14：55 畑集会所 9：20～9：40 岡見まちづくりセンター 9：25～9：35 後野４町内公民館

10：30～10：50 久佐まちづくりセンター 8：30～8：40 大坪集会所 10：00～10：30 岡見駅舎 9：50～10：00 石見まちづくりセンター佐野分館

11：00～11：10 上長屋集会所 8：55～9：05 小角集会所 11：10～11：20 松原集会所 10：15～10：25 石見まちづくりセンター宇津井分館

11：20～11：30 上組集会所 9：20～9：30 横谷集会所 13：00～13：40 浜田市三隅支所 10：45～10：55 河内集会所

11：40～12：00 かたらいの家 9：50～10：25 弥栄会館 14：10～14：20 芦谷集会所 13：00～13：10 浜田ビューティーカレッジ

13：30～14：00 雲城まちづくりセンター 10：45～11：00 西の郷ライスセンター 14：30～14：40 井野まちづくりセンター 13：25～13：40 緑ヶ丘相談室

14：10～14：40 小笹集会所 13：00～13：10 熊の山集会所 15：00～15：10 旧井野児童館 14：00～14：15 靴のまつむら駐車場

14：50～15：00 新開集会所 13：40～13：50 上田野原集会所 15：20～15：35 大谷八幡センター 9：00～9：10 長見町２町内公民館

8：30～8：45 亀谷原　消防詰所 9：00～9：10 岩畳生活改善センター 8：00～11：00 9：20～9：30 石見まちづくりセンター長見分館

9：00～9：15 長田　浄蓮寺駐車場 9：25～9：35 越木多目的集会所 13：00～14：00 10：00～10：10 西岡公民館

9：30～10：00 波佐まちづくりセンター 10：00～10：10 来尾集会所 8：30～8：50 中組集会所 10：20～10：30 石見まちづくりセンター細谷分館

10：15～10：30 小波の郷 10：30～10：40 早水生活改善センター 9：05～9：20 旧古湊漁村センター 10：50～11：00 三階町東岡公民館

10：45～11：00 小国まちづくりセンター 10：55～11：05 市木生活改善センター 9：45～10：25 三保まちづくりセンター 11：20～11：30 浜田市総合福祉センター

11：15～11：30 横山義孝様宅前 11：30～11：40 東都川集会所 11：20～11：30 上古和集会所 13：00～13：10 竹迫４町内集会所

11：45～12：00 柚根集荷場 13：00～13：15 都川高齢者活動促進センター 13：00～13：10 井川集会所 13：35～14：15 石見まちづくりセンター

13：25～13：40 西都川集会所 13：30～13：40 小原集会所 8：30～8：45 福井集会所

14：00～14：10 坂本構造改善センター 14：00～14：10 河内集会所 9：05～9：25 石原集会所

9：00～9：10 丸原寺廻り集会所 8：30～8：45 大麻まちづくりセンター 9：45～9：55 田橋児童館

9：25～9：40 丸原センター 9：05～9：15 陽光台集会所 10：25～10：35 浜田年金事務所

9：55～10：05 しろつの生活センター 9：30～9：40 門田地区公民館 10：55～11：05 桜ヶ丘警察官宿舎横

10：20～10：40 木田生活改善センター 10：00～10：15 ＪＦしまね浜田支所津摩出張所 11：15～11：30 長沢2町内児童館

11：00～11：10 重富生活改善センター 10：30～11：10 周布まちづくりセンター 13：00～13：15 二反田団地集会所

11：25～11：40 本郷生活改善センター 11：35～11：50 日脚児童館 13：30～13：45 生湯4町内会集会所

13：00～13：10 戸川生活改善センター 13：15～13：30 長浜商港会館 14：00～14：15 生湯3町内公民館

13：25～13：40 和田生活改善センター 13：45～14：20 長浜まちづくりセンター 14：30～14：40 めさまし食堂看板前

13：55～14：30 旭保健センター 14：50～15：00 一の瀬集会所 9：00～9：15 琵琶町集会所

15：15～15：35 美川まちづくりセンター 9：30～9：45 紺屋町　ふれあい広場

10：00～10：45 浜田市役所

11：00～11：15 医師会館前

11：30～11：45 ジョイプラザ

13：00～13：15 瀬戸見文化センター

13：30～14：00 浜田合同庁舎

14：30～14：45 瀬戸ヶ島集会所

★は休日検診、胃がん検診と同日に受けられます。

　胃がん検診は予約が必要です。

11月24日（金）

11月16日（木） 浜田

浜田

10月23日（月） 三隅

11月27日（月） 浜田

11月10日（金） 浜田

11月29日（水） 浜田

金城

会場名 会場名

10月19日（木） 三隅

★ 11月12日（日） 浜田市役所 浜田

11月15日（水） 浜田

10月20日（金） 三隅

10月22日（日） 浜田市役所 浜田

弥栄

会場名

7月11日（火）
金城

9月4日（月） 旭

7月12日（水）

会場名

8月1日（火） 弥栄

8月2日（水）

金城

9月5日（火） 旭

7月13日（木）



 
○問診票 

　 現在妊娠している又は妊娠の可能性がありますか。

1　ある 2　ない

★浜田市の結核肺がん検診の対象は、40歳以上（昭和59年4月1日以前生まれ）で浜田市に住民票がある人 です。

対象外であることが確認された場合や年度内に複数回受診された場合は、全額自己負担となりますので、ご了承ください。

このことを理解の上、結核肺がん検診を受診します。□（チェックしてください）

公益財団法人　島根県環境保健公社

4  胸が痛い 5  息切れがする
2 粉じん作業　[　　]年間

6  その他
3 その他特殊健診を要する業務　[　　]年間

C　女性の方のみお答えください。

F　仕事で以下のようなものに関わる作業を
1  せきがよくでる 2  たんがよくでる

　 したことがありますか。

3  血痰が(6ヶ月以内に)出たことがある
1 石綿（アスベスト）　[　　]年間

13 肺の手術 [      ]  才頃 1 はい 2　いいえ

↓
B　現症について該当する項目があれば、 その結果はどうでしたか［　　　　　　　］
　 番号に〇印を記入してください。

3 人間ドック 4 病院等11 慢性閉塞性肺疾患
　（COPD）

[      ]  才頃 
5 その他[   　　                ]

12 その他 [      ]  才頃 
・その時、異常があると言われましたか。

9 気胸 [      ]  才頃 ・どこで受診されましたか。

1 市町村の検診 2 職場の健診
10 じん肺 [      ]  才頃 

1 ある　[　　]年前 2　ない7 気管支拡張症 [      ]  才頃 
↓

8 肺気腫 [      ]  才頃 ＊あるの方は以下の問いにお答えください。

E　今までに検診で胸の検査（レントゲン・ＣＴ等
5 肺炎 [      ]  才頃 

　 肺がん検診を含む）を受けたことがありますか。

6 慢性気管支炎 [      ]  才頃 

1日[　　　]本

3 ろくまく炎 [      ]  才頃 
3 吸っている [　　　　]才～[　　　　]才

4 ぜんそく [      ]  才頃 

1 肺がん [      ]  才頃 1 吸わない

2 肺結核 [      ]  才頃 2 以前に吸っていた

質問項目（太線枠の中の質問事項にお答えください。各項目の該当する番号に○印を、[   ]に数値を記入してください。）

A 今まで肺の病気にかかった事があれば、 D　タバコ（加熱式タバコ含む）について該当する
　番号に○印をし、 　 項目を一つ選んで番号に〇印を記入してください。
　その病気の発病年齢を[   ]に記入してください。 　 （2、3を選んだ場合は枠内の1日の本数、喫煙期間も記入）

フィルムNo. 喀痰
検診年月日

検診会場

年
齢 歳

電話
番号

　　　　0855－　　　　－
（携帯）　　－　　　　－

胸　部（Ｘ線）検　診　票 当日の体温を記入してください。
　　　　　　　　　℃

市町村受付No.

太線枠の中をお書きください。

現 住 所

〒
生年
月日 　　　年　　月　　日

フリガナ 国保

氏　　名

性
別 男・女

T
・
S


