軽井沢町民の皆様へ

軽井沢町
がん検診のご案内

令和 5 年 4 月 1 日より、がん検診の対象年齢が変更になります。
現在

変更後

肺がん（胸部エックス線）検診

20 歳以上

40 歳以上

胃がん（胃部エックス線）検診

20 歳以上

40 歳以上

大腸がん検診

20 歳以上

40 歳以上

軽井沢町 保健センター

肺がん検診
〇がんの部位別死亡数第一位！
肺がんの最大の原因は喫煙です。煙草を吸わない人に比べて吸う人では、肺
がんになる危険度が 3～4 倍になります。煙草を吸っている本人はもちろん、
受動喫煙の可能性がある家族は積極的に受けましょう。
また、肺がんは咳や痰、発熱等などをきっかけに発見されることがあります
が、いずれも肺がんに限った症状ではありません。
〇町での検診
軽井沢町では胸部エックス線検査と肺 CT 検査を行っています。受けられる
のは年に 1 回、どちらか 1 つです。
検 査

胸部エックス線（レントゲン） 肺 CT 検査
検査

対 象

２０歳以上の方

年度末の年齢が４０歳以上の
うち５歳ごとの節目年齢に達
する方（年度末年齢 40～70 歳で対象
の方には 4 月中に通知が届きます）

実施場所

木もれ陽の里/軽井沢病院

自己負担金 木もれ陽の里：400 円
軽井沢病院
検査方法

軽井沢病院
軽井沢病院：3500 円

：500 円

胸部全体をエックス線で撮影 肺の断層撮影を行い、胸部エッ
します。

クス線より精度が高く、ミリ単
位の病巣を検出できます。

※次の方は検査を受けることができません
①定期的に医療機関で検査を受けている方
②妊娠中の方、妊娠の可能性がある方
③ペースメーカーを埋め込んでいる方（胸部エックス線検査は可能）
④胃部エックス線検査後、3 日以内の方(バリウムが胸部画像の判定を妨げる場
合があるため)。

胃がん検診
〇がんの部位別死亡数 男性第 2 位 女性第４位！
胃がんは男性に多く、原因についてはヘリコバクターピロリ菌の持続感染、喫煙や食生活
等が関係していると言われています。

〇町での検診
軽井沢町では胃部エックス線検査（バリウム）と胃内視鏡検査（胃カメラ）を行っていま
す。受けられるのは年に 1 回、どちらか 1 つ選んでください。
検

査

胃部エックス線（バリウム）検査

胃内視鏡検査（胃カメラ）

対

象

２０歳以上の方

２０歳以上の方

木もれ陽の里：1200 円

軽井沢病院：3000 円

自己負担金

軽井沢病院

：2500 円

※軽井沢病院では、40 歳未満又は 75 歳
以上の方は胃内視鏡検査のみの実施とな
ります。

検査方法

バリウム（造影剤）と発泡剤（胃を膨 内視鏡を口から挿入し、食道・胃・十
らませる薬）を飲み、胃の形や粘膜を 二指腸を直接観察するため、所見がそ

注意事項

観察します。

の場でわかります。

実施は午前中となります。

＜胃内視鏡検査以外にも健（検）診を希望

問診により、中止させていただく場合 する方＞
があります。

健（検）診終了後に予約をし、別の日に検
査を受けていただくようになります。
＜胃内視鏡検査のみの申し込みの場合＞
問診票をお送りしますので手元に届いた
ところで病院に予約してください。

※次の方は胃部エックス線検査を受けることができません。
①胃・食道を切除した方、人工肛門を増設した方
②過去 1 年以内に胃ポリープ切除以外の消化器疾患で手術(腹腔鏡含む）をした方、腸閉
塞の既往がある方
③3 日以上の便秘を繰り返す方
④過去にバリウムでアレルギー等あった方
⑤消化器疾患で治療中の方
⑥大腸憩室がある方
⑦妊娠中または妊娠の可能性がある方、授乳中の方（下剤成分が母乳に排出されることが
あります）
⑧技師の指示に従いスムーズに動くことが困難な方

大腸がん検診
〇女性では、がんの部位別死亡数第 1 位！
男性でも肺がん・胃がんに続き 3 番目に高い死亡率になっています。また、日本人の食生活
が欧米型になってきたことに伴い、年々増加しています。
〇町での検診
軽井沢町では便潜血 2 日法検査を行っています。検査キットで便を採取していただき、提出
していただく簡単な検査です。
検 査

便潜血 2 日法

対 象

２０歳以上の方

実施場所
自己負担金
検査方法

木もれ陽の里/軽井沢病院
木もれ陽の里：400 円

軽井沢病院：400 円

検査キッドで便の表面をまんべんなく擦り取り、便の中の血液反応を調べ
ます。

※次の方は検査を受けることができません
①定期的に大腸内視鏡検査を受けている方。
②大腸ポリープを切除した方。
③月経中の方。

前立腺がん（男性のみ）
〇男性のみのものですが、頻度は高い！
前立腺がんは症状が出にくく初期は無症状のため、検診で発見しましょう。
〇町での検診
軽井沢町では便潜血 2 日法検査を行っています。検査キットで便を採取していただき、提出
していただく簡単な検査です。
検査

PSA 検査（血液検査）

対象

50 歳以上の男性と、40 歳から 49 歳までの男性で血縁者に前立腺がんの
既往歴がある方

実施場所

木もれ陽の里/軽井沢病院

自己負担金

木もれ陽の里：500 円
軽井沢病院

検査方法

：500 円

採血をし、血液中の PSA の値を調べます。

※前立腺疾患で治療中の方は、主治医にご相談の上申し込んでください。

肝炎ウイルス検診
〇自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに重症化！
B 型・C 型肝炎ウイルスは血液や体液を通じて感染し、肝臓の炎症を引き起こします。し
かし、肝臓は再生能力があるため自覚症状がないまま病気が進むことがあります。特に C 型
肝炎ウイルスは、感染した人の 60～80％が持続感染し慢性化し、さらに一部の人では肝硬
変や肝がんへと移行することがあるので注意が必要です。
〇町での検診
軽井沢町では血液検査により B 型・C 型肝炎ウイルスの抗体検査を行っています。
検 査

B 型・C 型肝炎ウイルス検査（血液検査）

対 象

40 歳以上の方で、これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

実施場所
自己負担金

木もれ陽の里/軽井沢病院
木もれ陽の里：600 円
軽井沢病院

検査方法

：700 円

採血をし、血液中の抗体の有無を調べます。

乳がん検診（女性のみ）
〇女性の罹患率 第 1 位のがん！
乳がんは 30 代歳から増え始め、50 歳前後でピークを迎えます。
女性では、罹患率はがんの中で最も多く、死亡者数も第５位となっています。
〇町での検診
軽井沢町では２０～３９歳の方は乳腺超音波（エコー）検査、４０歳以上の方はマンモグ
ラフィ検査を行っています。クーポン券を持っている方が対象です。70 歳以上の方はクー
ポン券を郵送していないため、ご希望の方は保健センターまでご連絡ください。
検

査

乳腺超音波（エコー）検査

マンモグラフィ検査

対

象

２０～３９歳以上の女性

４０歳以上の女性

無料

無料

自己負担金
検査方法

超音波で乳房の病変を検査 乳房専用のエックス線撮影を行います。
します。

注意事項

※次の方は検査を受けるこ ※次の方は検診を受けることができません。
とができません

・乳がんの手術後の方

・自覚症状のある方

・明らかな「しこり」がある方

・妊娠中または授乳中の方

・乳頭からの分泌物、湿疹等の変化がある方

・乳房の病気で経過観察中の ・心臓にペースメーカーを埋め込んでいる方
方

・乳房内に人工物が入っている方
・妊娠中または授乳中の方
・乳房の病気で経過観察中の方

子宮頸がん検診（女性のみ）
〇20 歳代～30 歳代などの若い世代で増加傾向のがんです！
子宮頸がんは、他の検診と同様に、定期的に検診を受けることで、早期のうちに発見するこ
とができ、早期治療が可能です。
大事な子宮を守るため、若い世代から積極的に検診を受けましょう。
〇町での検診
軽井沢町では子宮頸部の組織を採取し、がん細胞の有無やその種類を調べます。
検 査

細胞診

対 象

20 歳以上の女性

実施場所
自己負担金

木もれ陽の里/軽井沢病院
木もれ陽の里：600 円
軽井沢病院

注意事項

：700 円

※次の方は検診の対象となりません。
・性交渉経験のない方
・月経中の方（十分な検査を受けられないため、月経終了後に受診してく
ださい）
・不正出血がある、痛みがある等の自覚症状のある方
・子宮頸がん治療中及び経過観察中の方

申し込み方法

保健センターへ健（検）診申込書を郵送・窓口・FAX いずれかの方法で提出して
ください。
（受付：平日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで）
軽井沢町保健センター

軽井沢町大字長倉 4484 番地 1（木もれ陽の里内）
☎0267-45-8549

ＦＡＸ0267-44-1396

