
問	駅南庁舎健診推進室		 	0857-20-0320		 	0857-20-3965
問	鳥取東保健センター、各総合支所市民福祉課（ 	18㌻）

■各種健診の詳細
対象者の年齢は、令和3年 4月 1日～令和4年 3月 31日の間に到達する年齢を示します。

種　　　類 対　　象　　者 自己負担金 内容および注意事項集　団 個　別
特定健康診査 40 ～ 74歳の本市国保加入者 無　料 無　料

問診、身体計測、血圧測定、検尿、血液検査（脂質、
血糖値、肝機能、腎機能、尿酸値）、医師診察
※特定健診は国保人間ドックとの重複受診はでき
ません

高齢者健康診査 75 歳以上
（後期高齢者医療被保険者） 500円 500 円

健康診査 *
18 ～ 39歳　※社保本人は除く
40歳以上の生活保護受給中の人 無　料 無　料

肝炎ウイルス検査* 40 ～ 74 歳で過去に検査を受け
ていない人（受診券に印字有） 300 円 800 円 血液検査（B型およびC型肝炎ウイルス）

※40～ 70歳の5歳ごとふしめ年齢と71～ 74歳は無料

胃がん検診 * 40 歳以上
※胃全摘手術をした人は原則対象外 500 円 2,000 円 集団：胃部Ｘ線検査（間接撮影）のみ

個別：胃部Ｘ線検査または内視鏡検査

肺がん・結核検診 * 40 歳以上
※65歳以上は結核検診含む

無　料
喀痰検査込
300円

1,000 円
喀痰検査込
2,000 円

集団：検診車で胸部Ｘ線検査（間接撮影）
個別：胸部Ｘ線検査（直接撮影）
※喀痰検査は必要な人のみ実施

大腸がん検診 * 40 歳以上 200円 500 円 便の潜血反応検査（２日法）

子宮がん検診 *
20 歳以上の女性
※子宮全摘手術を受けた人は原則
対象外

500 円
1,500 円
体部
2,800 円

子宮頸部細胞診検査
医師の判断により体部も実施（個別検診のみ）
※無料クーポン券対象の 31・36歳はHPV検査同時実施可

乳がん検診 *
40 歳以上の偶数年齢の女性
前年度未受診の奇数年齢女性
（2年に 1回）

500円 1,300 円
マンモグラフィ検査
※妊娠中および妊娠の可能性のある人、授乳中、豊胸手術、
心臓ペースメーカーを装着している人は原則対象外

歯科検診 40・50・60・70 歳（国保加
入者は 45・55・65歳も対象） ― 無　料 う歯、歯周病などの検診

骨粗しょう症予防検診 25 歳以上の女性 300円 ― かかとの骨量測定（超音波）

国保人間ドック 40～ 74歳の本市国保加入者
11,300 円

（市民税非課税世帯 3,800 円）
喀痰検査込　11,900 円
（市民税非課税世帯 4,000 円）

特定健康診査と胃・肺・大腸がん検診、超音波検
査、眼底検査、腫瘍マーカーなど
※特定健診と胃・肺・大腸のがん検診を単独で受
けた場合は受診できません。

脳ドック 40・45・50・55・60・65・
70歳　※社保本人は除く

本市国保加入者	7,200円
社保被扶養者 	8,000円

MRI・MRAなどによる脳血管撮影
※体内金属がある人は受診不可の場合あり

*：生活保護世帯の人は無料。非課税世帯の人は事前の申請により無料になります。受診7日前までにご相談ください。
※病院での国保人間ドック・胃内視鏡検診・乳がん検診は実施可能数に限りがある場合があります。

令和 3 年度「健康診査」・「がん検診」情報！令和 3 年度「健康診査」・「がん検診」情報！保存版

《「国保人間ドック・脳ドック」を希望の人》
受診の流れ	 医療機関へ予約	⇒	本市窓口で受診手

続き	⇒	受診
受診手続き	 受診予約日の 1カ月前〜 1週間前ま

でに必ず手続きをしてください。
	 手続き開始：6月 24日（木）〜
　手続き窓口	 駅南庁舎1階、鳥取東保健センター（国

府支所内）、各総合支所市民福祉課
　持 ち 物	 人間ドック：国民健康保険証、国保

特定健康診査受診券、がん検診受診
券またはがん検診無料クーポン券

	 脳ドック：健康保険証
料 金	 下表でご確認ください（がん検診無料

クーポン券対象者も別途料金が必要）
※予約状況により、希望の日付・健診機関で受けら
れない場合があります。

※受診手続き時に前年度分の国保料完納が条件です。

医療機関名 所在地 電話番号 健診種類
安陪内科医院 吉方温泉3 0857-26-6675 特高肝カ肺大ド
池田外科医院 興南町 0857-27-5151 特高肝カ肺大
石井内科小児科クリニック 布勢 0857-31-1141 特高肝カ肺大ド
いしこ内科循環器科医院 湖山町南3 0857-37-3200 特高肝胃肺大ド
イナカ内科医院 正蓮寺 0857-24-5167 特高肝カ肺大
入江内科医院 西町2 0857-22-3366 特高肝カ肺大
いわさわ医院 若葉台南6 0857-52-7822 特高肝カ肺大ド
上田病院 西町1 0857-37-1177 高肝カ肺大
おおたけ脳神経・漢方
内科クリニック 晩稲 0857-28-7025 特高大

おかだ内科 富安2 0857-30-3750 特高肝カ肺大ド
おか内科クリニック 江津 0857-30-2111 特高肝肺大
岡本医院 津ノ井 0857-53-2028 特高肝胃肺大ド
尾﨑クリニック 吉方 0857-24-7877 特高肝肺大
尾﨑病院* 湖山町北2 0857-31-2665 特高肝胃肺大ド乳
片原ごとうクリニック 片原4 0857-51-0510 特高肝カ肺大ド
北室内科医院 西町3 0857-26-1433 特高肝カ肺大
クリニック陽まり 南吉方3 0857-30-1525 特高
こはまクリニック 湖山町南1 0857-37-3211 特高肝カ肺大ド
こばやし内科 宮長 0857-51-7373 特高肝カ肺大ド
栄町クリニック 栄町 0857-21-3111 特高肝カ肺大ド
さくらレディースクリニック田園町 田園町2 0857-25-4103 子
ささき皮フ科整形外科クリニック 岩倉 0857-24-8100 特高
さとに田園クリニック 里仁 0857-30-1515 特高
宍戸医院 田島 0857-29-4410 特高肝肺大
下田神経内科クリニック 大工町頭 0857-32-7020 特高肝大
庄司医院分院 湖山町北1 0857-28-2611 特高肝
大覚寺クリニック 吉成 0857-26-6123 特高肝カ肺大ド
タグチアイブイエフ
レディースクリニック 覚寺 0857-39-2121 子

竹内内科医院 本町5 0857-22-2317 特高肝カ肺大ド
竹田内科医院 本町2 0857-22-4320 特高肝肺大
田中医院（浜坂） 浜坂2 0857-27-0121 特高肝カ肺大
谷口医院 南町 0857-22-2332 特高肝カ肺大ド
田村内科眼科 末広温泉町 0857-22-0555 特肝カ肺大ド
だんばらクリニック 富安 0857-54-1020 特高肝肺大
寺岡医院 吉岡温泉町 0857-57-0108 肝レ肺大
とっとり在宅ケア・漢方クリニック 吉成南1 0857-30-7760 特高肝大
鳥取医療センター 三津 0857-59-1111 特高肝肺大
鳥取北クリニック 賀露町 0857-32-7111 特高肝肺大子
鳥取県立中央病院* 江津 0857-25-1916 肝胃肺大ド子乳
鳥取産院 吉方温泉1 0857-23-3151 子
鳥取市立病院 的場1 0857-37-1540 特高肝胃肺大ド子乳
鳥取生協病院* 末広温泉町 0857-24-7251 特高肝胃肺大ド乳
鳥取赤十字病院* 尚徳町 0857-29-5030 肝胃肺大ド子乳
鳥取ペインクリニック 川端1 0857-22-3633 特高
中安脳神経・内科クリニック 松並町2 0857-30-6633 特高肝肺大
なわだ内科クリニック 青葉町3 0857-25-1155 特高肝肺大
西尾内科クリニック 岩倉 0857-26-6070 特高肝カ肺大
にしまち診療所悠々 西町5 0857-25-6523 特高肝大

医療機関名 所在地 電話番号 健診種類
野津医院 卯垣4 0857-22-8605 特高肝カ肺大ド
野の花診療所 行徳3 0857-36-0087 特高肝カ肺大
橋本外科医院 大杙 0857-29-1281 特高肝カ肺大ド
はまゆう診療所 野寺 0857-51-7800 特高肝肺大
はやしクリニック 湖山町南2 0857-32-2121 特高肝カ肺大
早瀬医院 川端5 0857-23-3357 特高肝レ肺大ド
ひまわり内科クリニック 雲山 0857-21-1133 特高肝肺大
ふなもとクリニック 古海 0857-30-1611 特高肝肺大
堀内医院 湖山町南1 0857-28-1009 特高肝カ肺大ド
本城内科クリニック 湯所町2 0857-39-1010 特高肝カ肺大ド
前田医院 西品治 0857-37-0102 特高肝カ肺大ド
松岡内科 賀露町南1 0857-31-3111 特高肝カ肺大ド
松下内科医院 雲山 0857-21-0002 特高肝カ肺大ド
まつだ内科医院 叶 0857-38-4777 特高肝カ肺大ド
水本クリニック 徳尾 0857-21-7707 特高肝カ肺大ド
宮﨑内科医院 吉成2 0857-21-1717 特高肝カ肺大ド
みやもと産婦人科医院 叶 0857-51-7717 子
やまね内科クリニック 行徳1 0857-21-5111 特高肝肺大
やまもとクリニック 田園町2 0857-50-0066 特高肝カ肺大ド
山本外科内科医院 末広温泉町 0857-23-2064 特高肝カ肺大
横浜小児科内科医院 覚寺 0857-21-7000 特高肝胃肺大ド
よしだ内科医院 湖山町北6 0857-31-1118 特高肝カ肺大ド
よろずクリニック 美萩野1 0857-59-0433 特高肝カ肺大ド
わくしま内科医院 松並町1 0857-29-3333 特高肝カ肺大
わたなべクリニック 南隈 0857-50-0071 特高肝カ肺大
おおたにこども・
ファミリークリニック 国府町新通3 0857-51-1221 特高

クリニックこくふ 国府町新通2 0857-50-1328 特高肝肺大
もとだクリニック 国府町宮下 0857-30-3711 特高肝カ肺大ド
森医院 国府町糸谷 0857-22-6539 特高肝カ肺大
山脇医院 国府町奥谷1 0857-23-1811 特高肝カ肺大ド
宮本医院 福部町海士 0857-38-1300 肝肺大
荻原医院 河原町長瀬 0858-85-0454 高大
岸医院 河原町河原 0858-85-0218 特高肝カ大
井上医院 用瀬町用瀬 0858-87-2755 特高肝カ肺大
加藤医院 用瀬町用瀬 0858-87-2440 特高肝カ肺大ド
林医院 用瀬町鷹狩 0858-87-2033 特高肝カ肺大ド
佐治町国民健康保険
診療所 佐治町加瀬木 0858-88-0127 特高肝カ肺大ド

太田原医院 気高町宝木 0857-82-0953 特高肝カ肺大ド
浜村診療所 気高町勝見 0857-82-0137 特高肝肺大
よねだクリニック 気高町北浜3 0857-37-6123 特高肝肺大
乾医院 鹿野町鹿野 0857-84-2250 特高肝胃肺大ド
鹿野温泉病院 鹿野町今市 0857-84-2311 特高肝胃肺大ド
石田医院 青谷町青谷 0857-85-0258 特高肝肺大
田中医院（青谷） 青谷町井手 0857-85-5050 特高肝大
福永医院 青谷町青谷 0857-85-0953 特高肝カ肺大
鳥取県保健事業団 富安2 0857-30-4882 特高肝レ肺大子乳
中国労働衛生協会 湖山町東4 0857-31-6666 特高肝レ肺大子乳

※詳しくは駅南庁舎健診推進室（右㌻）まで

■各種健康診査機関一覧
（令和3年 4月1日現在）

※健診種類が変更になる場合があります。

特＝国保特定健康診査	 高＝高齢者健康診査	 肝＝肝炎ウイルス検査
胃＝胃レントゲン・胃カメラ検査選択	 レ＝胃レントゲン検査のみ
カ＝胃カメラ検査のみ	 肺＝肺がん検診	 大＝大腸がん検診
ド＝人間ドック	 子＝子宮がん検診	 乳＝乳がん検診

■検診期間　7 月 1 日（木）〜令和 4 年 2 月 28 日（月）
※国保特定検診・がん検診無料クーポン券

は 6 月 1 日（火）から検診開始
■予約開始　6 月 1 日（火）〜

※ *の電話番号は健診予約専用番号　※上記実施機関のほか、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町の医療機関でも受診可能

■受診方法
①「集団検診」を希望の場合
●日時・場所は市報 6月号および毎月の市報・各総合支所だよ
りで確認してください。

●次の検診機関でも受診できます。直接予約のうえ、受診してく
ださい。
中国労働衛生協会		  0857-31-6666
鳥取県保健事業団		  0857-30-4882

②「個別検診」を希望の場合
●希望する医療機関（次ページ）に予約のうえ、受診してください。

★検診期間の後半になると、医療機関が混雑することが予
想されますので、早めに受けてください。
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