
受けよう！がん検診 2022 年度（令和 4 年度）版 

 

〔説明〕  

これは、A4 版縦型の両面カラーの三つ折りリーフレットです。  

〔説明終わり〕 

 

テキスト化凡例 

1 テキスト化の際に加えた説明は〔〕（亀甲かっこ）で囲んでいます。 

2 図や表は【】（墨付きかっこ）で囲んでいます。 

3 見出しに◎を付けています。 

テキスト化凡例終わり 

 

 

受けよう！がん検診 

「あのとき検査しておけば」と後悔しないために！ 

2022年度（令和 4 年度）版 

 

がん検診自己負担金無料 

令和 5 年 3月 31 日まで 

詳しくは内容をご覧ください 

 

〔マスクをした女性医療者を真ん中に若い人や中高年の人たちが 6 人並んで立っているイ

ラストがあります。〕 

 

がん検診の検索・ご予約 

堺市がん検診総合相談ポータルサイト 

市内指定医療機関の検索・集団検診のご予約ができます。 

https://www.sakai-kenshin.jp/ 

パソコンやスマホで！〔検索できます。ＱＲコードがあります。〕 

 

〔堺市市章のロゴがあります〕 

 

◎がん検診（査）の種類と検査内容（すべての検査には問診が含まれます） 

がん検診自己負担金無料 

令和 5 年 3月 31 日まで 

自覚症状のない段階で定期的に検査を受けることが、早期発見のためには最も大切です。 

 



〔7種類のがん検診について説明があります。〕 

 

①胃がん 

日本人に多いがんです。 

近年減少傾向が認められますが、罹患数（がんになる人の数）は依然として日本で多い「が

ん」といえます。しかし、早期に発見すれば多くの場合治ることがわかっています。 

 

発生リスク要因〔3 つあります。〕 

喫煙  

ピロリ菌の持続感染 

塩分の多い食品の過剰摂取 

 

検査内容 

・（個別検診）胃部Ｘ線検査または胃内視鏡検査のいずれかを選択 

・（集団検診）胃部Ｘ線検査 

※ 鎮痛薬・鎮静薬の使用はしません。 

 

●胃部Ｘ線検査について 

食事を抜いて胃をからっぽにした状態で、発泡剤（胃をふくらませる薬）とバリウム（造影

剤）をのみ、検査台の上で体の向きを変えながら胃の中の粘膜を観察する検査です。 

検査終了後はバリウムを早く排泄するよう下剤を服用し、できるだけたくさんの水分をと

ってください。 

●胃内視鏡検査について 

食事を抜いて胃をからっぽにした状態で、口や鼻から内視鏡を入れて、胃の中を直接観察す

る検査です。観察時に病変が見つかった場合は、保険診療によりその場で組織をとることも

あります。 

 

〔胃内視鏡検査を受けているイラストがあります。〕 

 

②大腸がん 

日本人に急増中です！ 

大腸がんは、動物性脂肪のとりすぎ、食物繊維の摂取不足等の食生活の欧米化により、日本

人に急速に増えている「がん」です。便潜血検査（2 日法）は、簡易かつ有効な検査方法で

あると言われています。 

 

発生リスク要因〔5 つあります。〕 

飲酒、喫煙 



家族の病歴 

赤肉（牛、豚、羊など）の摂取 

加工肉（ベーコン、ハム、ソーセージなど）の摂取 

体脂肪の過多、腹部の肥満、高身長 

 

検査内容 

・便潜血検査（2日法）…2日分の便を採り、血液が混じっているかの検査 

 

〔便検体を入れるケースのイラストがあります。〕 

 

③肺がん 

がんによる死亡数の第１位！ 

肺がんの最も大きな原因は、喫煙です。喫煙量が多い程、また喫煙年数が長い程、肺がんに

かかる率は高くなります。タバコを吸っていないから安全と言うわけでもありません。たば

こと関係なく発生する場合もあります。 

 

検査内容 

・胸部Ｘ線検査 

・たんの検査（次の条件にあてはまる希望者） 

 50 歳以上の市民で、喫煙指数（タバコ 1日本数×喫煙年数）＝600以上の方 

 

● 肺がん・結核検診 

各区小学校・地域会館等で実施しています。 

日本における結核罹患率は、先進国に比べるとまだ高く、年間約 1.5 万人もの人が発症して

います。結核は発病して病状が進行すると周囲にうつす可能性がある為、定期的に検診を受

ける事が大切です。 

 

検査内容 

・胸部Ｘ線検査 

 

④子宮がん 

20～30 歳代の女性に多く、近年増加中です！ 

子宮がんは、子宮頸部にできる子宮頸がんと子宮体部にできる子宮体がんがあり、検診によ

って比較的容易に発見できる「がん」です。また、早期に発見されると多くの場合治ること

もわかっています。 

 

検査内容 



・視診  

・内診 

・子宮頸部の細胞診…がんの発生しやすい部分等の分泌物を綿棒等で採取し、検査する。 

・必要な方には、子宮体部の細胞診 

 

⑤乳がん 

日本人女性の 9 人に 1 人がかかるといわれています。  

乳がんは、欧米の女性では、死亡者数、罹患率とも最も多い「がん」です。近年わが国でも

食生活の欧米化等により増加しており、特に 50 歳代が患者数のピークとなっています。 

 

発生リスク要因〔7 つあります。〕 

初経年齢が低い 

閉経年齢が遅い 

出産経験がない 

初産年齢が遅い 

飲酒 

家族の病歴 

閉経後の肥満、身体活動度が低い 

 

検査内容 

・視診…眼で異常の有無を確認 

・触診…手で触れて「しこり」等の有無を確認 

・マンモグラフィ…乳房Ｘ線撮影（視触診実施医療機関から撮影機関を紹介します） 

検診の結果により、40 歳代の必要な方には超音波検査を案内します 

 

⑥前立腺がん検査 

年齢とともに増加傾向がある 

男性の前立腺にできるがんで、早期は特徴的な症状がありません。年齢とともに増加します。

血液検査でＰＳＡ値を測定し、早期の前立腺がんに気づくことができます。 

 

検査内容 

・血液検査（ＰＳＡ値測定） 

 

〔腕から採血しているイラストがあります。〕 

 

⑦胃がんリスク検査 

将来の胃がんリスクがわかる！ 



採血で将来どれくらい胃がんになりやすいかのリスクを調べる検査です。胃がんリスクが

高い場合は、リスクを減らすための予防対策をすることができます。 

※ 胃がんを診断する検査ではありません。 

 

検査内容 

・血液検査（ピロリ菌の有無、胃の萎縮度の判定） 

 

●検診の不利益について 

がん検診には限界があり、100％がんを発見できるわけではありません。がんがあっても「異

常なし」と判定されることがあります。（偽陰性）また、がんがなくても精密検査が必要と

判定される場合もあります。（偽陽性） 

検診には、このような不利益を生じることがあります。 

 

●検診後の精密検査について 

がんは初期のうちであれば治る可能性が高い病気になってきています。がん検診の結果が

要精密検査だった場合は、がんを早期に発見する機会ととらえ、必ず精密検査を受けてくだ

さい。 

 

◎がん検診（がん検査）の一覧表 

がん検診受診促進強化期間中 

令和 5 年 3月 31 日まで  

がん検診自己負担金無料 

 

【表】 

〔説明〕 

7 種類のがん検診について対象者と検診種別が書かれた表です。対象者の年齢は検診を受診

する日の年齢。胃がん、肺がん、大腸がんは、個別検診と集団検診があります。それ以外は、

個別検診のみです。 

個別検診とは医療機関で実施している検診（検査） 

集団検診とは保健センターや地域会館などで実施している検診 

①胃がん 50 歳以上の偶数年齢の市民   

②肺がん 40 歳以上の市民  

たんの検査は次の条件に該当する希望者 

50歳以上の市民で、喫煙指数（タバコ 1 日本数×喫煙年数）＝600 以上の方  

③大腸がん 40 歳以上の市民 集団検診における大腸がん検診は、胃がん検診と同時受診

となります。  

④子宮がん 20歳以上の偶数年齢の女性市民 



⑤乳がん 40 歳以上の偶数年齢の女性市民  

⑥胃がんリスク 35歳～49歳の市民（35 歳～49歳の間に 1 回） 

⑦前立腺がん 50 歳～69歳の偶数年齢の男性市民 

※胃、肺、大腸がん検診、または堺市国民健康保険特定健康診査と同時実施 

〔説明終わり〕 

【表終わり】 

 

胃がん・子宮がん・乳がん検診・前立腺がん検査は偶数年齢に受診できなかった場合、奇数

年齢で受診できます。 

奇数年齢で前回の偶数年齢時に受診できなかった方は、事前に保健センター（がん検診につ

いてのお問い合わせ先 

参照）で必要書類を発行しますのでお申し出ください。本人と確認できるもの（健康保険証、

運転免許証等）をご持参ください。 

複数のがん検診、その他の検査や検診を組み合わせて受診できます。 

 

検診（検査）に関する注意事項 

○受診する際は、本人と確認できるもの（健康保険証・運転免許証等）をご持参ください。

また、治療等された場合は、がん検診（査）の自己負担金以外に別途料金がかかる場合があ

ります。 

○現在、入院・通院している方は、受診前にかかりつけ医等にご相談ください。 

○胃がん検診の内視鏡検査は、抗血栓薬を服用している方は受診ができません。また、乳が

ん検診は、豊胸手術・ペースメーカー装着の方は受診ができません。 

○がん検診（検査）は、問診の内容により受診いただけない場合があります。 

○職場で受診できる方は、職場の検診を優先してください。 

○肺がん検診、大腸がん検診は毎年度（4 月～翌年 3月）に 1回、胃がん検診、子宮がん検

診、乳がん検診、前立腺がん検査は偶数年齢時ごとに１回、胃がんリスク検査は 35～49 歳

の間に 1回のみの受診となります。 

○がん検診を受けることで必ず全てのがんが発見できるものではありません。部位や進行

度合によって発見しづらい場合もあります。 

 

◎がん検診（検査）の受診方法 

検診は自覚症状のない方が対象です。自覚症状があれば、検診ではなく、すみやかに医療機

関を受診して適切な検査を受けましょう。 

※がん検診の受診には、受診券は不要です。 

 

① 電話等で問い合わせ（予約） 

個別検診 問い合わせ・予約は市内指定の協力医療機関へ 



集団検診 胃・大腸・肺（中区・南区での検診・たんの検査）がん検診は予約が必要です。

問い合わせ・予約は保健センター・堺市がん検診総合相談ポータルサイトへ 

▶堺市がん検診総合相談ポータルサイト(https://www.sakai-kenshin.jp/)で個別検診の協力

医療機関・集団検診の日程などの詳細の確認、集団検診のご予約ができます。 

② 受診する  

指定日に実施場所で受診してください。 

医療機関の場合は受付で「堺市の○○検診です。」とお申し出ください。 

● 持ち物 

▶本人と確認できるもの（健康保険証・運転免許証等） 

 

③ 検診結果を受け取る  

結果をお知らせします。 

精密検査が必要な方には別途ご案内します。 

 

ブレスト・アウェアネスを習慣に！ 

自分の乳房の状態に日頃から関心を持ち、乳房を意識して生活することで、乳がんの早期発

見につながります。 

以下の 4項目を実践しましょう。 

1 自分の乳房の状態を知るため、乳房のセルフチェックを。 

2 気をつけなければいけない乳房の変化を知る（しこりや血性の乳頭分泌など）。 

3 乳房の変化を自覚したら、すぐに医療機関に行く。 

4 40歳になったら定期的に乳がん検診を受ける。 

 

◎定期的に受けよう！がん検診 

堺市の死亡原因の第 1位は「がん」なんです 

現在、わが国は長寿社会を迎え、平均寿命は世界一となっております。その一方で、がんに

よる死亡者数は 37 万人を超え、他の疾病を大きく引き離しています。堺市でのがんの死亡

割合も 30.2％と、全体の死亡原因の第 1 位となっています。（図 1） 

がんになるリスクは誰にでもあります。がんからあなたを守るために、定期的にがん検診を

受けましょう。 

 

【図 1. 堺市の主な死因別死亡割合】 

資料：令和 2年人口動態統計 

〔説明〕 

死因別死亡割合を表した円グラフです。死亡数 8,722 人。多い順に、がん 30.2％、心疾患

（高血圧症を除く）14.5％、肺炎（誤嚥性肺炎を含む）12.3％、脳血管疾患 6.9％、老衰 6.5％、

不慮の事故 2.5％、腎不全 2.3％、その他 24.8％ 



〔説明終わり〕 

【図終わり】 

 

早期にがんを発見して治療を始めることが大切です 

最新の統計では、がんと診断された人のうち、早期に治療を開始した場合の 5年生存率※2

は、乳がんが 100%、胃・大腸・子宮がんは 90%を超えています。（図 2） 

初期のがんは自覚症状がないため検診が有効です! 

 

【図 2 部位別ステージ別 5年生存率】 

資料：全国がんセンター協議会加盟施設の生存率共同調査（2011 ～ 2013年診断症例） 

〔説明〕 

がんのできた部位別に、治療前のステージ別の 5 年生存率を表した棒グラフです。縦軸に

生存率（％）、横軸に部位別にステージ 1 から 4。 

ステージ 1 の 5年生存率は、胃がん 98.7％、 肺がん 85.6％、 大腸がん 98.8％、 子宮がん

93.6％、 乳がん 100％です。すべてのがんでステージが上がるにつれて 5 年生存率は下が

っています。特にステージ 4になると大幅に下がります。 

〔説明終わり〕 

【図終わり】 

 

コロナ禍でも『がん検診』は必要です！！ 

定期的ながん検診で早期発見・早期治療を 

コロナ禍で検診を控える方が増加していますが、検診機関は「密」の回避、検温や消毒など

の感染防止策をとっています。貴重な機会を逃さず検診を受けましょう。 

 

定期検診はなぜ必要？ 

胃・肺・大腸・子宮・乳がんについては、それぞれ特定の方法で検診を受診することによっ

て、早期のがんが発見され、がんで死亡する確率が減少することが明らかになっています。

胃・子宮・乳がん検診は 2 年に 1 回、肺・大腸がん検診は 1 年に 1 回、継続して受ける事

が大切です。 

早期発見のため、堺市で実施している検診を受診され、自らの健康状態の確認にお役立てく

ださい。 

 

用語の解説 

※1. がんのステージ（病期）  

がんの大きさや他の臓器への広がり方でがんを分類し、がんの進行の程度を判定するため

の基準です。がんのステージは 4期がもっとも進行している状態です。 

※2. 5年生存率 



がんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標です。がんと診断さ

れた人のうち 5 年後に生存している人の割合が、日本人全体で 5 年後に生存している人の

割合に比べてどのくらい低いかで表し、100％に近いほど治療で生命を救えるがん、０％に

近いほど治療で生命を救い難いがんです。 

 

◎がん検診についてのお問い合わせ先 

〔7ヶ所の保健センターの住所、電話番号、ＦＡＸ番号、地図があります。〕 

①堺保健センター 

所管区域…堺区 

〔住所〕堺区南瓦町 3-1 堺市役所敷地内 

ＴＥＬ 238-0123 ＦＡＸ 227-1593 

【地図】 

〔説明〕 

南海高野線「堺東駅」の南西側に堺市役所があります。市役所の高層館の隣に堺保健センタ

ーがあります。南海バス「堺市役所前」下車すぐ。 

〔説明終わり〕 

【地図終わり】 

②中保健センター 

所管区域…中区 

〔住所〕中区深井沢町 2470-7 中区役所内 

ＴＥＬ 270-8100 ＦＡＸ 270-8104 

【地図】 

〔説明〕 

泉北高速鉄道「深井駅」東口を出て直進。一つ目の筋を右折すると中区役所があり、中区役

所内に保健センターがあります。徒歩約 4分です。 

〔説明終わり〕 

【地図終わり】 

③東保健センター 

所管区域…東区 

〔住所〕東区日置荘原寺町 195-1 東区役所内 

ＴＥＬ 287-8120 ＦＡＸ 287-8130 

【地図】 

〔説明〕 

南海高野線「萩原天神駅」より東へ約 200ｍ。南海バス「日置荘小学校前」から日置荘小学

校、日置荘中学校の前を東へ進むと東区役所があります。東区役所内に保健センターがあり

ます。 

〔説明終わり〕 



【地図終わり】 

④西保健センター 

所管区域…西区 

〔住所〕西区鳳東町 6丁 600 西区役所内 

ＴＥＬ 271-2012 ＦＡＸ 273-3646 

【地図】 

〔説明〕 

ＪＲ阪和線鳳駅東側出口北東へ約 700ｍ。南海バス 西区役所前下車すぐ。西区役所内に保

健センターがあります。 

〔説明終わり〕 

【地図終わり】 

⑤南保健センター 

所管区域…南区 

〔住所〕南区桃山台 1丁 1-1 南区役所内 

ＴＥＬ 293-1222 ＦＡＸ 296-2822 

【地図】 

〔説明〕 

泉北高速鉄道「栂・美木多駅」下車すぐに南区役所があります。南区役所内に保健センター

があります。  

〔説明終わり〕 

【地図終わり】 

⑥北保健センター 

所管区域…北区 

〔住所〕北区新金岡町 5丁 1-4 北区役所内 

ＴＥＬ 258-6600 ＦＡＸ 258-6614 

【地図】 

 〔説明〕 

大阪メトロ御堂筋線「新金岡」駅 2号出口から東へ約 200ｍ。バス停「北区役所前」下車す

ぐに北区役所があります。北区役所内に保健センターがあります。 

〔説明終わり〕 

【地図終わり】 

⑦美原保健センター 

所管区域…美原区 

〔住所〕美原区黒山 782-11  

ＴＥＬ 362-8681 ＦＡＸ 362-8676 

【地図】 

〔説明〕 



近鉄バス「美原区役所前」下車。図書館の前を西へ進むと美原保健センターと総合福祉会館

が並んでいます。 

〔説明終わり〕 

【地図終わり】 

 

堺市 健康推進課 

ＴＥＬ 072-222-9936 

ＦＡＸ 072-228-7943 

堺市がん検診総合相談ポータルサイト 

（https://www.sakai-kenshin.jp/） 

市内指定医療機関の検索は上記ＵＲＬまたは 2 次元コードから行えます。〔2 次元コードが

あります。〕 

 

以上で「受けよう！がん検診」のテキスト化を終わります。 

製作完了 2022 年 7月 

製作 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター 

製作協力 テキスト化堺 

 


