
今年度は、

 

 

 

 

 

 

 

★子宮頸がん検診・乳がん検診の対象者の方へ 

子宮頸がん検診・乳がん検診は、今年度内に偶数年齢になる方が対象です。集団検診・施設検診のどちらかで

お受けください。職場検診や人間ドック等で受ける方は、対象外となります。 

骨粗しょう症検診は、集団検診のみですが、対象者は、40歳～70歳の 5歳毎の年齢の方です。 

子宮頸がん検診、乳がん検診を受ける際は、必ず別添の「令和 2年度女性がん検診対象者通知書」をご持参く

ださい。 

★女性検診の受け方 

 集団検診 
（子宮頸がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診） 

施設検診 
（子宮頸がん検診・乳がん検診） 

日 時 下表の「集団検診」をご覧ください。 裏面の「施設検診」をご覧ください。 

申込み 

町健康環境課へ申込み（定員あり） 

◎申込み締切：5月 14日（木）定員になり次第終了 

☎62-2115（平日 8:45～17:00） 

医療機関へ申込み 

（5月 11日（月）予約開始） 

※子宮頸がん検診：郡山市内の医療機関は、 

5 月 20 日以降にお申込みください。 

持ち物 

・「令和 2年度女性がん検診対象者通知書」 

・検診料金（「集団検診」「施設検診」表のとおり） 

・子宮頸がん検診：スカート（必須）、乳がん検診：バスタオル 

・子宮頸がん検診受診録、乳がん検診受診録 

（お申込後、郵送しますので、必要事項を記入しご持参ください。） 

・健康保険証（施設検診の場合） 

検診内容 

子宮頸がん検診 ：問診・内診（細胞診検査） 

乳がん検診   ：問診・マンモグラフィ検査 

骨粗しょう症検診：超音波骨密度検査 

子宮頸がん検診：問診・内診（細胞診検査） 

乳がん検診：問診・マンモグラフィ検査 

注意事項 

子宮頸がん検診：子宮摘出術を受けた方、不正出血などの自覚症状のある方、性交渉の経験のない方は医療機

関の受診をおすすめします。また、生理中は避けてください。 

乳がん検診：当日は、制汗スプレー等は使用しないでください。 

心臓ペースメーカー装着、豊胸手術、妊娠中または妊娠の可能性のある方、授乳中（断乳直後）の

方、現在治療中の方は、町の検診対象外です。症状のある方は医療機関を受診してください。 

 

 

『集団検診」  ※「施設検診」は裏面をご覧ください。 

検診名 日 時 場 所 対象年齢 検診料金 

女
性
検
診 

子宮頸がん検診 ★5月 22日（金） 

＜受付時間＞ 

午前 8 時 45 分～10 時 

午後 1 時～ 2 時 

◎乳がん検診のみ受ける方は

8：４５・13：00 までにお出

でください 

鏡石町公民館 

20 歳以上の偶数年齢 500 円※ 

乳がん検診 40 歳以上の偶数年齢 500 円※ 

骨粗しょう症検診 

40 歳、45 歳、50 歳 

55 歳、60 歳、65 歳 

70 歳 

400 円※ 

◎乳がん検診：午前の部は 50 歳以上の方優先、午後の部は 40 歳代の方を優先 

※今年度 70 歳になる方、70 歳以上の方、生活保護世帯の方は無料                ＜裏面に続きます＞ 

新型コロナウイルス感染予防について、別紙の
「重要なお知らせ！」を必ずご覧ください！ 



『施設検診』  

検 診 名 実 施 期 間 対象者 費 用 

子宮頸がん検診 ６月１日（月）～１月 30日（土） ２０歳以上の偶数年齢 500 円※ 

乳がん検診 ６月１日（月）～12月 11日（金） ４０歳以上の偶数年齢 500 円※ 

※今年度７０歳になる方、70 歳以上の方、生活保護世帯の方は無料 

●申込み方法 下記の実施医療機関に、5 月 11 日（月）以降に直接お申込みください。 

         なお、受診の際は、「女性がん検診対象者通知書」、健康保険証をご持参ください。         

★子宮頸がん・乳がん検診 

医療機関名 住  所 電  話 備  考 

公立岩瀬病院 須賀川市北町 20 （75）3111 
健診センタ―へ予約 

予約受付 平日 14：30～16：30 

小林医院 須賀川市南町 30－10 （76）1565 月・火・木・金・土：予約（電話・インターネット） 

会田病院 矢吹町本町 216 0248（42）2121 予約受付 平日 13：30～16：30 

坪井病院 郡山市安積町長久保 1 丁目 10－13 024（946）0808 要予約 

星総合病院 郡山市向河原町 159－1 024（983）5511 要予約 

総合南東北病院 郡山市八山田 7 丁目 115 024（934）5322 要予約 

★乳がん検診のみ 

医療機関名 住  所 電  話 備  考 

須賀川病院 須賀川市丸田町 17 75－2211 予約受付 月～土 14:30～16:30 

★子宮頸がん検診のみ ※郡山市内の医療機関は、5 月 20 日（水）以降にお申込みください。 

医療機関名 住  所 電  話 備  考 

清水産婦人科クリニック 須賀川市一里坦 14-4 76-8555 要予約 

片倉医院 白河市昭和町 1 0248（23）2459 要予約 

円谷産婦人科医院 白河市字道場小路 62 0248（23）4030 要予約 

白河厚生総合病院 白河市豊地上弥次郎 2－1 0248（22）2211 要予約 

あべウイメンズクリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 6－1 024（923）4188 要予約 

太田熱海病院 郡山市熱海町熱海 5 丁目 240 024（984）0088 要予約 

太田西ノ内病院 郡山市西ノ内 2 丁目 5－20 024（925）1188 要予約 

岡崎産婦人科 郡山市安積 2 丁目 335 024（945）8080 要予約 

小野レディススクリニック 郡山市安積町長久保 3 丁目 10－3 024（937）3755 要予約 

桜井産婦人科医院 郡山市虎丸町 23－18 024（932）1637 要予約 

寿泉堂クリニック 郡山市駅前 1 丁目 5－7 024（939）4616 要予約 

たなかレディースクリニック 郡山市御前南 5 丁目 28 024（952）7234 要予約 

塚原産婦人科 郡山市桑野 2 丁目 34－12 024（922）5789 要予約 

トータルヘルスクリニック 郡山市山崎 171 024（927）0305 要予約 

美術館通りクリニック 郡山市字下舘野 23－4 024（956）0303 要予約 

ロマリンダクリニック 郡山市駅前 2 丁目 11－1 024（924）1161 要予約 

ひさこファミリークリニック 郡山市中ノ目 1 丁目 26－2 024（952）4415 要予約 

※医療機関は、変更になる場合もあります。 

＜お問合せ＞鏡石町健康環境課 ☎６２－２１１５ 

 

新型コロナウイルス感染予防については、各医療機関の指示に従ってください。 


