
特定健診と5つのがん検診　　　　　　　を、

セットで受診すれば、
すべての健診・検診が1日で済ませられます。

90%以上が治ります。

令和4年度 神戸市がん検診制度のご案内

※1：出典 厚生労働省ホームページ
※2：ここでいう治る（＝治癒）とは、診断時からの 5年相対生存率です。相対生存率は、がん以外の原因で亡くなる人の影響を除いた数値です。
　　  出典 全がん協加盟施設の生存率共同調査（2010～2012全症例）

神戸市国民健康保険に加入されている

方で、受診いただく年度に40歳から

75歳となる方が受診できる健康診査

のことです。

対象となる方には4月～5月にかけて

個別に受診券を送付しています。

※対象の方で受診券がお手元にない場

合は神戸市けんしん案内センター

までお問い合わせください。

特定健診ってなに？セット健診が受けられる会場について

火～金および指定の土・日
※土日の場合は、結果のお伝えが後日になります。

※どちらの会場もがん検診のみの受診はできません。※どちらの会場も年末年始・夏季休業期間は休業します。

特定健診
● 生活習慣病を見つけるため
の無料健康診査です。

● セット健診では、健診結果
を同日に説明します。
  （土日の場合は後日）
● 健診の結果により、無料で
保健指導があります。

※ 1：50歳以上の偶数歳の方は、胃がん検診を内視鏡検査に変更することができます（2,000円）。
※ 2：40歳総合健診受診券をお持ちの方は、受診券の有効期間内であれば41歳でも受診可能です。 

特定健診を受診される皆さまへ　セット健診のご案内

4月～5月は予約が混み合い、電話がつながりにくくなっています。あらかじめご了承ください。

開催日

受付時間：8:40～17:00
078-652-5207申込先

受付日

無料受診券もしくは、40歳総合健診受診券をお持ちの方はお伝えください。申込時に伝えること

セット
健診の例

62歳男性の例

特定健診 +
特定健診 +

肺がん検診
胃がん検診（バリウム検査）
大腸がん検診

46歳女性の例

計1,100円で特定健診とがん検診をまとめて受診できます。 計4,800円で特定健診とがん検診をまとめて受診できます。

肺がん検診
胃がん検診（バリウム検査）
大腸がん検診／乳がん検診
子宮頸がん検診

発行元：健康企画課

神戸けんしん
問合せチャットボットのご案内

スマートフォンやPCで気軽にお問い合わせください。

灘区岩屋北町1-8-1

公益財団法人

兵庫県予防医学協会健診センター
兵庫区駅南通5丁目1-2-300

公益財団法人 兵庫県予防医学協会

健康ライフプラザ

火～金、第2・4土曜日、
第1・3日曜日

月・金曜日

こちらの会場は、事前準備の都合上
2週間前の木曜日で予約受付を終了

受付時間：8:30～17:00
078-871-7758

開催日 受付日

申込先

ご注意

祝日を除く平日

がん検診 ※健診対象者は各がん検診に準じます。

肺がん

胃がん（バリウム検査）※1

大腸がん

乳がん※2

子宮頸がん※2

無料

600円

500円

2,000円

1,700円

当年度に
偶数歳の誕生日を
迎える女性が対象

50歳以上1,500円

セット健診では無料になります。

チャット画面での質問に答えることで健診・検診に
ついての必要な情報をご案内します。

神戸市けんしん案内センター
健診・検診に関するお問い合わせはこちら

※8:30～17:00 土日祝日・年末年始を除く

健診のご予約電話番号
ではありません。
予約先については中面
をご覧ください。

078-262-1165
078-262-1163

いつでも対応！
24時間

▶神戸市ホームページでもご案内しています。 神戸市　がん検診

国民の2人に1人が“がん”になり、
3人に1人が“がん”で亡くなっています。でも、

WEB
申込可

たばこを吸われる方へ 神戸市国保加入者 肺がん患者１人当たりの医療費（60歳代）神戸市国保加入者の医療費や健診のデータから、
男性は女性に比べ喫煙率が高く、肺がんの治療費
も多くかかっています。発見された時には、すで
に重症化されている方が多くおられます。

たばこは、様々ながんの原因になり、さら
に重症化のリスクも高めることがわかっ
ています。必ずがん検診を受けましょう。

男性
990,463円

1,000,000円

500,000円 女性
638,877円

ご希望でオプションもセット可

骨粗しょう症

前立腺がん

貧血

心電図

眼底

肝炎

1,000円

1,000円

300円

1,200円

1,200円

無料

WEB
申込可

今年度より
検診のWeb申し込みが
スタートしました！

上記マークが付いている検診が対象です。

がんは、早期発見すれば
※1

※2



神戸市がん検診一覧表
自己負担額検診の種類 検査内容 申込方法

50歳以上
偶数年齢の方

40歳以上

胃
がん

胃内視鏡
検査

バリウム
検査

肺
がん

大腸
がん

子宮頸
がん

乳
がん

前立腺
がん

肝炎
ウイルス
検査

胃内視鏡検査

胃部X線検査

2,000円
無料対象あり

1,000円
無料対象あり

500円
無料対象あり

1,700円
無料対象あり

特定健診同時
受診の場合
1,000円

600円
無料対象あり

40歳以上
・胸部X線直接撮影
・（問診で必要とされた方は）
　喀痰細胞診

40歳以上

20歳以上
偶数年齢の女性

・視診・内診
・細胞診

無 料

40歳以上
偶数年齢の女性

男性
（50歳以上に推奨）

【医療機関で受診】
乳がん検診の指定医療機関　　　　　　　　　　に
直接お申し込みください。

【検診車による地域巡回検診】
実施日時、会場等　　　　　　　　　　のお問い合わせ、
検診の申込は兵庫県予防医学協会（TEL:078-871-7758）まで

予約不要です。検査をご希望の方は特定健診（集団）会場へ
直接お越しください。

肝炎ウイルス検査の指定医療機関　　　　　　　　　　に
直接お申し込みください。

予約不要です。検査をご希望の方は特定健診（集団）会場へ
直接お越しください。

マンモグラフィ

血液検査

血液検査

満20歳以上で、過去
に一度も肝炎ウイル
ス検査を受けたこと
が無い方

当年度40歳以上で、
過去に一度も肝炎ウ
イルス検査を受けた
ことが無い方

無料対象の方について

受診時に受診券が必要です。

● 市民税が非課税または均等割のみ
課税の世帯に属する方

●  生活保護受給者の方

● 特定中国残留邦人等支援給付受給者の方

40歳総合健診受診券をお持ちの方

受診時に無料受診券が必要です。
お住まいの区役所あんしんすこやか係
で発行してもらいご持参ください。
（交付には運転免許証など本人確認  
 ができるものが必要です）

年齢を確認できるものが必要です。
受診時にご持参ください。

70歳以上の方

WEB
申込可

WEB
申込可

※50歳以上の方は胃内視鏡検査かバリウム検査のいずれかを選択してください。胃内視鏡検査を受診した翌年度は胃内視鏡検査・バリウム検査ともに受診できません。

胃がん検診の指定医療機関　　　　　　　　　　に
直接お申込ください。

青枠内二次元コード参照

【検診車による地域巡回検診】
実施日時、会場等　　　　　　　　　　お問い合わせ、
検診の申込は兵庫県予防医学協会(TEL:078-871-7758)まで

青枠内二次元コード参照

肺がん検診の指定医療機関　　　　　　　　　　に
直接お申込ください。

青枠内二次元コード参照

便潜血検査
2日法（検便）

お申し込み後、送
られてくる採便容
器に２日分の便を
採取し提出

単独受診の場合
1,500円
無料対象なし

40歳代
2,000円

50歳以上
1,500円
無料対象あり

【特定健診（集団）と同時に受診の場合】
特定健診の予約時にあわせてお申込ください。

青枠内二次元コード参照

青枠内二次元コード参照

青枠内二次元コード参照

子宮頸がん検診の指定医療機関　　　　　　　　　　に
直接お申し込みください。

青枠内二次元コード参照

WEB
申込可

集団健診会場で受ける場合

大腸がん検診を同時に受けられます。
特定健診の予約時にお申込ください。
日程によっては、胃がん（バリウ
ム検査）／乳がん検診を同時に受
けられる場合があります。集団健
診の日程表でご確認ください。

神戸市国保特定健診を
受けられる皆さまへ

医療機関によっては、下記の検診を同
時に受けられる場合があります。当該
医療機関にお問い合わせください。

胃がん（胃内視鏡検査）／肺がん
乳がん／子宮頸がん／肝炎ウイルス検査

医療機関で受ける場合

5つのがんの早期発見には、
検診が有効と科学的に証明されています。がん検診って

意味があるの？

上の5つのがん検診は、厚生労働省が指針を定め、各市町村が実施しています。

がん検診の費用は本来、全額自費ですが、神戸市では少ない自己負担額で手軽

に受診できる制度を運営しています。

ぜひ、市の制度を利用して定期的に受診してください。

肺がん胃がん 大腸がん 乳がん子宮頸がん

そぼくなギモン

がんの
進行度別にみた
5年生存率
全国がんセンター協議会の
生存率共同調査（2020年11月集計）
による診断年（2010-2012年）

痛みなどの症状が出るのは進行がんになってからです。

早期発見のチャンスはわずか1～2年しかありません。

がん進行のイメージ

がん
細胞化

※イメージです。がんの種類および年齢を含めて個人差があります。

自覚症状が出るまでに発見した
がんの約9割は治すことができます。

約10～20年 約1～2年

100%

80%

60%

40%

20%

0%

22.9%

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期

93.2%
82.0%

55.8% 7割もダウン！

発見が遅れると
早期発見より
生存率が

大幅に低い！

このタイミングを逃さないように
定期的に検診を受けることが大事です。

がんが小さいため
発見できない期間

検診で
早期発見
できる期間

検診で
早期発見
できる期間 進行がん

自覚症状の
出現

がんになったら
治らないの？

そぼくなギモン

性別・年代によってリスクの高いがんは異なります。

一度検診を受けたからといって安心することなく、定期的に受

診することをおすすめします。

リスクの高いがんは
性別・年代により異なります。

男 

性

40代 1位：大腸、2位：胃、3位：肺

1位：大腸、2位：胃、3位：肺

1位：胃、2位：大腸、3位：肺

1位：乳、2位：大腸、3位：子宮頸、4位：胃、5位：肺

1位：乳、2位：大腸、3位：胃、4位：肺、5位：子宮頸

1位：大腸、2位：乳、3位：肺、4位：胃、5位：子宮頸

50代

60代以上

40代

50代

60代以上

女 

性

あなたに受診してほしいがん検診（なりやすいがん順）＊

＊国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（全国がん登録）2018年

検診を何度も
受ける意味って？

そぼくなギモン

対象者
（満年齢でないものは
  令和5年3月末時点の年齢）

実施医療機関一覧、集団健
診の日程、検診車（胃がん・
乳がん）の巡回日程などが
ご確認いただけます。

WEB申し込みもこちらから！

神戸市ホームページ内で
詳しい情報をご確認ください

神戸市　けんしん申込

【単独受診の場合 ※郵送方式、期間限定につき注意】
　　　　10月～２月 ※検査キットは11月以降にお届けします
以下のいずれかの方法で申込（払込完了または消印有効）
❶ 神戸市スマート申請システム「e-KOBE」より申込、後日届く払込

用紙にてコンビニで払込

❷ 区役所等にある払込用紙を記入し、郵便局やゆうちょ銀行等で払込

❸ 兵庫県予防医学協会へ電話（078-856-2211）で申込、後日届く
払込用紙にてコンビニで払込

❹ 無料受診券をお持ちの方は、兵庫県予防医学協会（〒658-0046 
神戸市東灘区御影本町 6-5-2）へ郵送

申込期間


