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健診は健康づくりの第１歩です。生活習慣病の早期発見のため、毎年１回受診しましょう！

後期高齢者健診は、個別の医療機関での受診に加えて、令和５年度から集団健診でも受診できるようになりま
した。
後期高齢者健診の受診票は、福岡県後期高齢者医療広域連合より４月頃に発送されます。

令和6年3月31日時点で
令和６年3月31日時点で  40歳以上の人

すべての健康保険 健診日時点で加入している健康保険によって違います

福岡県後期高齢者医療

後期高齢者健診

注 意 事 項注 意 事 項
①健診を受診できる回数は年度内１回です。２回以上受診した場合、２回目以降の健診
費の全額が自己負担になります。
②健診日時点で筑紫野市に住民票がない人は、受診できません。
③後期高齢者健診の検査項目は、受診票に同封されている健診項目でご確認ください。

各種がん検診は、
２ページを
ご確認ください。

各種がん検診は、
２ページを
ご確認ください。

後期高齢者健診について(福岡県後期高齢者医療の被保険者証をお持ちの人)
後期高齢者健診とがん検診が同じ日に受診できるようになりました！

福岡県後期高齢者医療広域連合  ☎092-651-3111
受診票や個別健診実施医療機関等の詳細は、

に問い合わせください。

※心電図、眼底検査、貧血検査は国が定める基準に該当するなど、医師が必要と認める対象者のみ追加されます。

の人

対象年齢と費用

16～39歳：16～39歳：

※年齢は令和6年3月31日時点

受診方法

集団健診のみ集団健診のみ

受診に必要なもの

健診費用健診費用
※受診券はありません。

対象年齢と費用

※年齢は令和6年3月31日時点

受診方法
指定医療機関、集団健診指定医療機関、集団健診

受診に必要なもの
①福岡県国民健康保険
　被保険者証
②特定健診受診券
③健診費用
※特定健診受診券は６月頃に
　郵送します（水色のハガキサイズ)

40～69歳：
70～74歳：70～74歳： 5

対象年齢と費用

受診方法
指定医療機関、集団健診

受診に必要なもの
①福岡県後期高齢者医療
　被保険者証
②受診票　③健診費用
※受診票は福岡県後期高齢者医療
　広域連合より４月頃に発送されます。

※年齢は健診日時点

対象年齢と費用

受診方法
指定医療機関、集団健診

受診に必要なもの
一般健診受診券

※受診券は６月頃に郵送します
　(白色のハガキサイズ)

※年齢は令和6年3月31日時点
40歳以上：75歳以上：5



集団検診
・集団検診を申込された40歳
以上の人全員に容器を配布
します。
　※申込不要
・大腸がん検診のみを受診し
たい人は、６月１日より健康
推進課窓口で容器を配布
します。

注 意 事 項注 意 事 項
①検診を受診できる回数は年度内１回です。
　２回以上受診した場合、２回目以降の検診費の全額が自己負担になります。
②市民税課税(または非課税)世帯の算定基準は、以下のとおりです。
　令和５年７月末までの受診 → 令和３年中の所得
　令和５年８月以降の受診　→ 令和４年中の所得
③検診日時点で筑紫野市に住民票がない人は、受診できません。
④自覚症状がある人は検診の対象とはなりません。
　速やかに医療機関を受診することをお勧めします。

各種がん検診 加入している保険の種類にかかわらず受診できます

胃部エックス線検査(バリウム) 胃内視鏡検査(胃カメラ)

対象年齢

・妊娠中の人(妊娠の可能性がある人)や嚥下困難な人、バリウムを飲んで気分が悪く
なったことがある人は受診できません。
・消化器系の持病をお持ちの人は、事前にかかりつけ医にご相談ください。

(令和６年３月３１日時点)
40歳以上 対象年齢 50歳以上(令和６年３月３１日時点)

費　　用
※市民税非課税世帯と
　生活保護世帯は無料

40～69歳：1,000円
70歳以上：無料

受診方法 集団検診のみ

※生活保護世帯は無料
費　　用 2,500円

受診方法 個別検診のみ
実施期間 令和５年７月１日～令和６年２月２９日
＜受診までの流れ＞
①健康推進課窓口、申込ハガキ、市ホームページのいずれかで、受診券を事前申請する。
②受診券を受け取る。  ※６月頃より順次郵送します。
③実施医療機関に電話予約する。  ※令和５年６月１２日(月)から受付開始
④健康保険証、検査費用、胃内視鏡検診受診券を持参して検査を受ける。
⑤医療機関に検査結果を受け取りに行く。

どちらか一方どちらか一方

便潜血検査２日分

対象年齢

・検便は検診日を含む５日前から採取し、２日分の便を採ってください。
・生理中は検便を避けてください。

(令和６年３月３１日時点)40歳以上

受診方法 集団検診、個別検診
費　　用 無料

胸部エックス線撮影

対象年齢

・妊娠中の人(妊娠の可能性がある人)は受診できません。

(令和６年３月３１日時点)
40歳以上

受診方法 集団検診のみ

費　　用
※市民税非課税世帯と
　生活保護世帯は無料

40～64歳：500円
65歳以上：無料

個別検診

①実施医療機関に電話予約し、令和６年１月
３１日までに検査容器をもらい、令和６年２
月２９日までに便を提出する。

②医療機関に検査結果を受け取りに行く。

●実施期間
令和５年７月１日～令和６年1月３１日
＜受診までの流れ＞

マンモグラフィ検査子宮頸部の内診、細胞診

対象年齢

・妊娠中の人(妊娠の可能性がある人)や生理中の人、子宮内避妊器具(避
妊リング)を装着している人は受診できません。

(令和６年３月３１日時点)
20歳以上の女性

受診方法 集団検診のみ

費　　用
※市民税非課税世帯と
　生活保護世帯は無料

20～69歳：500円
70歳以上：無料

血液(PSA)検査 

対象年齢

・妊娠中の人(妊娠の可能性がある人)や授乳中の人、断乳後６か月未満の
人、ペースメーカーを装着している人は受診できません。

(令和６年３月３１日時点)
35歳以上の女性

受診方法 集団検診のみ

費　　用
※市民税非課税世帯と
　生活保護世帯は無料

35～49歳：1,200円
50～69歳：1,000円
70歳以上：無料

無料クーポン券対象

★６月頃に無料クーポン券を郵送します。
★無料クーポン券対象の人は、個別医療機関でも受診できます。

21歳の女性(平成14年４月２日～平成１５年４月１日生)
無料クーポン券対象

★６月頃に無料クーポン券を郵送します。
★無料クーポン券対象の人は、個別医療機関でも受診できます。

41歳の女性(昭和57年４月２日～昭和58年４月１日生)

対象年齢

・前立腺から分泌されるPSAという物質の値を調べます。

(令和６年３月３１日時点)
50歳以上の男性

費　　用 1,500円
受診方法 集団検診のみ



※先着順です。定員に達した場合は、申込締切前でも申込
受付を締め切りますので、お早めに申込ください。

はレディースデーで、対象者は女性のみです。ご協力をお願いします。
のマークがついている日は託児(首が座った生後４か月から３歳未満)が利用できます(無料)。 ※要予約

文化会館は階段のみで、エレベーターがありません。　　●月曜日はカミーリヤ巡回福祉バスの運休日です。
ご希望の日程がすでに定員に達している場合は、その時点で空いている最も早い日程で予約をお取りします。ご希望の日程がすでに定員に達している場合は、その時点で空いている最も早い日程で予約をお取りします。
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10月3日(火)

11月2日(木)

11月13日(月)

12月11日(月)

12月19日(火)

9月13日(水)二日市北小学校
山口小学校

10月20日(金)

10月24日(火)

申
込
者
①

特定健診
(基本健診)

後期高齢者
健診

③

④

集団健診の流れ
■市ホームページ
■申込ハガキ

■受診日の決定通知を郵送します。
　決定後の日程変更は健康推進課にご連絡ください。
■受診日の１週間前までに予約票等を郵送します。

■受診票等に必要な事項をご記入のうえ、
　予約票に記載している受付時間にお越しください。
■所要時間は午前中の１～２時間程度です。

■約１か月後に結果を郵送します。
■精密検査が必要な場合は紹介状を同封しています
　ので、必ず受診しましょう。

※電話での申込はできません。
１.申込

２.受診日
　決定

３.受診

４.結果
　通知

健診申込ページは
コチラから

◆上の集団健診日程表から選んでください

申
込
者
②

特定健診
(基本健診)

後期高齢者
健診

◆上の集団健診日程表から選んでください



①年度中に65歳以上を迎える人
②60～64歳で予防接種基準を満たすと医師が判断
する人（心臓・腎臓・呼吸器・免疫のいずれかの機能に、日常生活
活動が極度に制限される程度の障がいを有する場合（身体障害者
手帳1級程度））

過去に23価の高齢者肺炎球菌の予防接種を受け
たことがない人で、下記①②のいずれかに該当す
る人

令和5年4月1日～令和6年3月31日

3,000円 ※市民税非課税世帯と生活保護世帯は無料

接種を希望する人は、カミーリヤ内健康推進課または市
役所１階国保年金課で必ず予防接種実施決定の事前
申請をしてください。
※国保年金課で申請する場合、実施決定通知書は後日郵送します。

・高齢者肺炎球菌予防接種実施決定通知書
・本人確認書類(健康保険証など)
・高齢者肺炎球菌予防接種実施決定通知書
・本人確認書類(健康保険証など)

①妊娠希望者
②妊娠希望者または妊婦の
　ア．配偶者(パートナーを含む)
　イ．同居者(生活空間を同一にする頻度が高い家族など)
※②の場合は、妊娠希望者または妊婦の抗体価が高
い場合は対象外となります。

風しんの抗体検査を受け、抗体価が低い人のうち
下記①②のいずれかに該当する人

昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの
男性で、一度も無料クーポン券を利用していない人

①領収書（予防接種を受けた人の氏名、接種日、実施医
　療機関、接種ワクチン、予防接種費用が分かるもの）
②抗体検査結果
　※対象者②の人は妊娠希望者または妊婦の抗体検査結果も必要です。
③振込口座が分かるもの　　④印鑑

①対象者に風しん無料クーポン券が届く。
　※クーポン券未利用者に、６月頃に郵送します。
②市の特定健診や職場の健診、指定医療機関などで
抗体検査を受ける。
③抗体検査で抗体価が低いと判定された場合は、クー
ポン券と本人確認書類を持参して指定医療機関で
予防接種を受ける。

令和５年４月１日以降に接種した、風しん予防接種
または麻しん風しん混合(MR)予防接種

予防接種費用(上限１万円)

※郵送での申請も受け付けます。

①65歳以上の人
②60～64歳で予防接種基準を満たすと医師が判断
する人(心臓・腎臓・呼吸器・免疫のいずれかの機能に、日常生活
活動が極度に制限される程度の障がいを有する場合(身体障害者手
帳１級程度))

接種日現在、下記①②のいずれかに該当する人

必ず接種前にカミーリヤ内健康推進課または市役所１階
国保年金課で申請してください。
ただし、介護保険負担限度額認定証または後期高齢者医療限
度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人は、いずれか
を医療機関に持参すれば無料で接種できますので、事前申請
は不要です。

令和５年１０月１日～令和６年２月２９日の期間中１回

1,500円

無料

※市民税非課税世帯と生活保護世帯は無料(要申請)

※国保年金課で申請する場合、免除通知書は後日郵送します。

・本人確認書類(健康保険証など)
・自己負担金免除対象者は以下のいずれかを持参
・本人確認書類(健康保険証など)
・自己負担金免除対象者は以下のいずれかを持参

（予定）

①自己負担金免除通知書
②介護保険負担限度額認定証
③後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

①自己負担金免除通知書
②介護保険負担限度額認定証
③後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

風しん抗体検査・予防接種 風しん第５期定期接種

■対象予防接種

■接種までの流れ

①風しん無料クーポン券
②本人確認書類（健康保険証など）

■抗体検査や接種時に必要なもの

再発行しますので、健康推進課(092-920-8611)
までお電話ください。

■クーポン券を紛失した場合

カミーリヤ内健康推進課
■申請場所

令和6年4月12日(金)
(令和５年4月１日～令和６年３月３１日までに
接種したものに限ります)

令和5年度に
終了予定の
事業です





令和6年4月1日時点で

令和5年4月1日～令和6年3月31日

むし歯や歯周病の早期発見のため、
対象の人は歯科検診を受診しましょう！

はるやさしい歯科クリニック

18歳以上の人（令和5年3月31日までは20歳以上の人）



0959
有効期限

令和 ６ 年３月

31日まで

子育て支援課母子児童担当

詳細は市ホームページでご確認ください。

（後期高齢者健診）

令和６年度健康づくりパンフレットは、

令和６年３月号の広報と一緒に配布予定です。

来年も健(検)診の申込をお願いします！

健(検)診の申込ありがとうございます。

健康推進課では、運動や食生活について
随時、情報発信しています！

読み込んで
ください

読み込んで
ください

下のQRコードを読み込み、ぜひチェックしてみてください！

健(検)診は一瞬、
健康は一生



13 (１２月３０日～１月３日は９時～１６時)

または

「ふくおか医療情報ネット」

骨髄等の移植の推進を図ることを目的とし、事業
所等に勤務する人で、骨髄等を提供した人の休
業による経済的負担の軽減を図るために補助金
を交付します。

40歳未満のがん患者(介護保険における特定疾病として
の「がん」の定義および診断基準に該当する人)が住み慣
れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができ
るよう、在宅介護サービスにかかる利用料の一部に対して、
助成金を交付します。

または

または
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