
職場等で受ける機会のない方のための健診です。（１年に１回）

　※令和３年11月1日より　胃がん検診については要予約となります。
◆肝炎ウイルス検診はＨＣＶ抗体検査が「中･低力価」の方は追加検査を実施します。
　その場合、検査結果は１週間が必要となります。
◆大腸がん検診は予約不要ですが、専用の採便容器により検査するため、事前に容器
　の受領来院が必要です。
◆胃がん検診は食事・水分制限があります。
◆内視鏡検査については、お薬手帳をご持参下さい。また、麻酔は咽頭麻酔で行いま
　すが念のため公共の交通機関にてお越し下さい。患者数等により待ち時間を要する
　場合や当日お受けできない場合がありますのでご了承下さい。

※２　妊娠中の人は、妊婦検診にて行います。

40～69歳

70歳以上

※１　生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する方、福山市の無料クーポン券を持参の方人は検診
無料です。各証明書をご持参下さい。

問診、視診、触診及びマ
ンモグラフィー（乳房の
レントゲン検査）

子宮頸がん検診

検診の申し込みは①②初再診窓口にて承ります。◆ご予約は不要です 

検査内容

女
性
の
み

問診、視診、子宮頸部の
細胞診及び内診

※１

700円

個人負担額

8：30～11：00

検診日

8：30～15：00 問診及び便中の肉眼では
分からない血液をみつ
け、消化管からの出血を
調べる検査

容器の受領来院
提
出
来
院

8：30～17：00

500円

ＨＣＶ抗体検査が「中・低力価」の方は追加検
査を実施しますので２回来院が必要です。

問診、胸のレントゲン検査

4,000円

1,400円

※組織採取などを
行う場合は別途料
金が発生します。

問診、血液検査でＢ型、
Ｃ型肝炎ウイルスを調べ
る検査

40～69歳

70歳以上

問診及び先端にレンズを
つけた細長い管を口又は
鼻から挿入し、胃の粘膜
などを直接みる検査

70歳以上

火・水・金   8:30～11:00

※超音波検査などを行う
場合は別途料金が発生し
ます。

※２

対象者

40～69歳

受付時間

乳がん検診

70歳以上 400円

1,400円
※過去に肝炎ウイルス検査を受診

した方は受診できません。

内視鏡検査

40～69歳

※お薬手帳、健康保険証をご持参。

※食事・水分制限あり。咽頭麻酔となります。

大腸がん検診

1,800円

800円

40～69歳

70歳以上

種 類

月～金 8：30～11：00

（２年に１回）

検体の提出のみ

8：30～10：00

※事前に予約が必要で
す。平日8：30～11：

00の間に、①②初再診窓

口にお越しください。※組織採取などを
行う場合は別途料
金が発生します。

肝炎ウイルス検診

肺がん検診
400円

月～金 8：30～11：00

※健康保険証をご持参。

月～金

1,500円

700円

※超音波検査などを行う
場合は別途料金が発生し
ます。

胃
が
ん
検
診

■内視鏡検診時に組織採取などを行う場合や子宮頸がん検診時に超音波検査等を行う場合がありま
す。その場合、料金は健康保険扱いにて計算しますので健康保険証を持参下さい。

■乳がん検診について、医師の指定はできません。また、症状があっても検診で受付された場合は、
検診内容のみの診察となります。

70歳以上

月～金

※事前に容器の受領来院が必要。
200円

月～金

事
前
来
院

20～69歳

福山市民の方へ（福山市健康診査事業）



①当日、8:30～11:00迄にご来院いただき、１階｢①②初再診窓口｣にて受付してください。

　「福山市肝炎ウイルス検診審査票」(問診票)を記入します。※過去に肝炎ウイルス検査を受診した方は受診できません。

②３階に行き｢内科外来｣にて検診内容を確認します。

④2階「内科外来」にて診察を行い、検査結果を報告します。

当日（受付8:30～11:00迄）

→ → →

→

→

↓

↓

↓

→

次回予約日【１週間後】

↓ ↓

→

※お支払いなし

基本スケジュール提出・お支払い

帰宅

・専門医の医療機関の受診をお勧めします。
・「広島県肝疾患者フォローアップシステム登録同意書」「広島県肝疾患
患者フォローアップシステム医療機関受診調査票」をお渡しします。当院
の受診を希望される場合は、専門医の予約をお願いします。
・次回予約日に保険診療受診後①②初再診窓口ヘ提出願います。

・専門医の医療機関の受診をお勧めします。
・「広島県肝疾患者フォローアップシステム登録同意書」「広島県肝疾患
患者フォローアップシステム医療機関受診調査票」をお渡しします。
・当院の受診を希望される場合は、専門医の予約をお願いします。
・次回予約日に保険診療受診後①②初再診窓口ヘ提出願います。

帰宅

③番窓口

採血

内科外来①②初再診窓口

診察・検査結果報告

③番窓口 帰宅

次回診察予約

③Ｂ型肝炎ウイルス検査としてＨＢｓ抗原検査、Ｃ型肝炎ウイルス検査としてＨＣＶ抗体検査を実施します。２階「中央処置室」に行
き採血をします。

・専門医の医療機関の受診をお勧めします。
・「広島県肝疾患者フォローアップシステム登録同意書」「広島県肝疾患
患者フォローアップシステム医療機関受診調査票」をお渡しします。
・当院の受診を希望される場合は、専門医の予約をお願いします。
・次回予約日に保険診療受診後①②初再診窓口ヘ提出願います。

⑤【陰性の方】
・ＨＢｓ抗原検査、ＨＣＶ抗体検査が陰性の方は診察終了となり、１階「③番窓口」へ基本スケジュールを提出し、お支払い【40～
69歳＝１,400円、70歳以上＝400円】をお願いします。

⑥【ＨＢｓ抗原検査が陽性、ＨＣＶ抗体検査が陰性の方】
・専門医の医療機関の受診をお勧めします。
・「広島県肝疾患者フォローアップシステム登録同意書」「広島県肝疾患患者フォローアップシステム医療機関受診調査票」をお渡し
します。
・同意される場合は次回①②初再診窓口ヘ提出してください。当院の受診を希望される場合は、専門医の予約をお願いします。
・診察終了後は１階「③番窓口」へ基本スケジュールを提出し、お支払い【40～69歳＝１,400円、70歳以上＝400円】をお願いし
ます。
⑦【ＨＢｓ抗原検査が陰性または陽性、ＨＣＶ抗体検査が「高力価」の方】
・専門医の医療機関の受診をお勧めします。
・「広島県肝疾患者フォローアップシステム登録同意書」「広島県肝疾患患者フォローアップシステム医療機関受診調査票」をお渡し
します。
・同意される場合は次回①②初再診窓口ヘ提出してください。当院の受診を希望される場合は、専門医の予約をお願いします。
・診察終了後は１階「③番窓口」へ基本スケジュールを提出し、お支払い【40～69歳＝１,400円、70歳以上＝400円】をお願いし
ます。
⑧【ＨＢｓ抗原検査が陰性または陽性、ＨＣＶ抗体検査が「中・低力価」の方】
・「ＨＣＶ核酸増幅検査」を実施しますので、２階「中央処置室」に行き採血をします。結果は１週間程度必要となりますので、次回
の予約をお願いします。
・診察終了後は１階「③番窓口」へ基本スケジュールを提出し、お支払い【40～69歳＝１,400円、70歳以上＝400円】をお願いし
ます。
・次回来院にて「ＨＣＶ核酸増幅検査」の検査結果を説明します。尚、次回の診察料金はありません。
・次回来院で陰性であるならば診察終了。陽性であれば専門医の医療機関の受診をお勧めします。
・「広島県肝疾患者フォローアップシステム登録同意書」「広島県肝疾患患者フォローアップシステム医療機関受診調査票」をお渡し
します。
・同意される場合は翌々回に①②初再診窓口ヘ提出してください。
・当院の受診を希望される場合は、専門医の予約をお願いします。

③番窓口

中央処置室

◆肝炎ウイルス検診（検査結果により２回来院する場合があります。)

中央処置室 内科外来

受付

帰宅

基本スケジュール提出・お支払い

基本スケジュール提出・お支払い

検診内容確認 採血

陰性

ＨＢｓ抗原検査

陽性

ＨＣＶ抗体検査

高力価 中・低力価 陰性

ＨＣＶ核酸増幅検査 ※検査結果に１週間要

ＨＣＶ核酸増幅検査【結果】

陽性 陰性



①事前にご来院いただき、１階「①②初再診窓口」にて申込用紙を記入します。(事前来院受付は8:30～15:00迄)

②2階「内科外来」にて専用の検便容器（２日分）を受け取ってください。

④帰宅していただき、２回分の便の採取をお願いします。

⑤当日、8:30～17:00迄にご来院いただき、１階「①②初再診窓口」にて受付してください。

⑥便を採取した容器（検体）を２階「中央処置室」へ提出しご帰宅ください。後日、検査結果を郵送します。

　

事前来院(受付8:30～15:00迄)

→ → →

提出来院（受付8:30～17:00迄)

→ →

後日、検診結果送付

①当日、8:30～11:00にご来院いただき、１階｢①②初再診窓口｣にて受付してください。

②３階に行き｢内科外来｣にて検診内容を確認します。

③胸部レントゲンを撮影しますので１階「放射線科受付」に行きます。

④３階「内科外来」にて診察を行い、検査結果を報告します。

当日（受付8:30～11:00迄）

→ → →

→

※尚、大腸がん健診を最終的に当院で受診されなかった場合、既にお会計させていただいた料金は容器代の実費分（検査
ラベルを貼付のため使用済み）といたしますのでご了承願います。

胸部レントゲン

⑤診察終了後は１階「③番窓口」へ基本スケジュールを提出し、お支払い【40～69歳＝700円、70歳以上＝400円】
をお願いします。

来
院

事
前

来
院

提
出

受付 検体提出

診察・検査結果報告

◆大腸がん検診（予約不要ですが、専用の検便容器をお渡ししますので受領来院が必要です。）

◆肺がん検診

①②初再診窓口 内科外来 ③番窓口 帰宅

①②初再診窓口 内科外来 放射線科受付 内科外来

　採便容器をお渡ししますので、自己採便にてお願いします。使用方法・採便量・初回採便から２回目までの日数
及び初回採便後の検体の保管方法等（冷暗所で保存）について説明を行います。「便潜血検査の便の提出方法」の
説明文書をお渡しします。

③事前に個人負担分のお会計【40～69歳＝500円、70歳以上＝200円】をさせて頂きます。１階「③番窓口」
へお越しください。

①②初再診窓口 中央処置室 帰宅

検診内容確認受付

帰宅③番窓口

基本スケジュール提出・お支払い

申込用紙を記入 検便容器受取り お会計 ２日分の便採取



①予約のために8:30～11:00までに来院し、１階「①②初再診窓口」にて受付をし、2階「内科外来」にて、予約を取ってく

　ださい。

②検査当日8:30～10:00迄に来院し、再来受付機にて受付をしてください。

③2階「内科外来」にて、注意事項の説明を行います。

④１階「内視鏡室」にて内視鏡検査を実施します。

⑤2階「内科外来」にて検査結果を説明します。

前日の午後9時以降は食事を摂らないでください。（水・お茶はかまいません。）

当日（受付8:30～10:00迄）

→ → →

→

◆胃がん検診【内視鏡検査】※食事・水分制限があります。

③番窓口

内科外来

帰宅

基本スケジュール提出・お支払い

内視鏡検査実施 診察・検査結果報告

■事前に予約が必要です。

受付 注意事項説明

■検査前日の午後9時以降は食事を摂らないでください。水・お茶はかまいません。誤って、食事を摂取された方は、検
査を行う事が出来ませんので、再度来院していただくこととなります。

※お薬手帳をご持参下さい。患者数等により、待ち時間を要する場合や当日検査出来ない場合がありますのでご了承く
ださい。麻酔は咽頭麻酔で行いますが公共の交通機関でおこしください。

■内視鏡検診について、組織採取などを行う場合があります。その場合、料金は健康保険扱いにて計算しますので健康保
険証を持参下さい。

⑥診察終了後は１階「③番窓口」へ基本スケジュールを提出し、お支払い【40～69歳＝4,000円、70歳以上＝1,400
円】をお願いします。

①②初再診窓口 内科外来 内視鏡検査



①上記検診日・時間に来院し、１階「①②初再診窓口」にて受付をしてください。

②2階「外科受付」にて受付票等を提出していただきます。

③「乳腺外科」にて診察を実施します。

⑤2階「外科受付」へお越しいただきます。検査結果については、後日、郵送します。

検診日【火・水・金】(8:30～11:00)

→ → →

→ →

■子宮頸がん検診については妊娠中の人は、妊婦検診にて行います。

①8:30～11:00に来院し、１階「①②初再診窓口」にて受付をしてください。

当日（受付8:30～11:00迄）

→ → →③番窓口 帰宅

診察

帰宅

基本スケジュール提出・お支払い

③番窓口

受付票提出

③診察終了後は基本スケジュールを１階「③番窓口」へ提出し、お支払い【20～69歳＝1,500円、70歳以
上＝700円】をお願いします。

■子宮頚がん検診について、超音波検査等を行う場合があります。その場合、料金は健康保険扱いにて計算し
ますので健康保険証を持参下さい。

②2階「産婦人科外来」にて、問診、内診、細胞診検査等を実施します。検査結果については、数日期間を要
しますので、後日検査結果を送付します。

外科受付

マンモグラフィー受付

産婦人科外来

問診、内診、細胞診検査等

後日、検診結果送付

◆子宮頸がん検診

◆乳がん検診

受付票提出

受付 基本スケジュール提出・お支払い 後日、検診結果送付

①②初再診窓口

検診日【火・水・金】(8:30～11:00)

乳がん検診の撮影

■乳がん検診について、医師の指定はできません。また、症状があっても検診で受付された場合は、検診内容
のみの診察となります。

⑥基本スケジュールを１階「③番窓口」へ提出し、お支払い【40～69歳＝1,800円、70歳以上＝800円】
をお願いします。

④乳がん検診の撮影については、１階「放射線科受付」へ行きマンモグラフィー（乳房のレントゲン検査）を
実施します。

外科受付 乳腺外科 放射線科受付①②初再診窓口


