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■申込・問合せ

▼健康対策課
☎２３－５４５２～５４５４　 ２３－５４６０
Ｅメール：kentai@city.yonago.lg.jp

▼こども相談課
☎２３－５４５６　 ２３－５４６０
Eメール：kodomosoudan@city.yonago.lg.jp
錦町一丁目「ふれあいの里」３階

肺がん検診日程
（65歳以上の方は結核健康診断を含みます。）
月 日 ところ と き

７月18日
（水）
義方

義方公民館 午前８時50分～９時40分
三本松２区公民館 午前10時～10時20分
西保育園駐車場 午前10時40分～11時
あけぼの幼稚園駐車場 午前11時20分～11時40分
加茂川広場（鹿島茶店前）午後１時20分～１時50分
ラシーヌ（株式会社丸
越）駐車場 午後２時10分～２時20分

まるごう上後藤店駐車場 午後２時40分～３時20分

７月24日
（火）
宇田川
・
淀江

福井製茶前 午前９時20分～９時30分
富繁構造改善センター 午前９時40分～９時50分
宇田川分館 午前10時10分～10時30分
稲吉集落センター 午前10時50分～11時10分
料亭真名井前
米子市営無料駐車場 午前11時30分～11時50分

米子市淀江支所 午後１時20分～２時10分
淀江公民館 午後２時30分～３時30分

７月25日
（水）
市内全体

ふれあいの里 午前９時30分～10時30分

福米東

米原・恩部事務所前駐車場 午前11時30分～11時50分
勤労青少年ホーム 午後１時10分～１時40分
福米東公民館 午後２時～２時30分
天満屋第 2駐車場 午後２時50分～３時10分
米子信用金庫本店駐車場 午後３時30分～３時40分

７月26日
（木）
淀江
・

宇田川

漁村センター（漁業協
同組合淀江支所） 午前９時10分～10時

淀江公民館 午前10時20分～11時20分
淀江ゆめ温泉駐車場 午前11時40分～正午
本宮農村公園駐車場 午後１時30分～１時40分
旧朝日ゴルフクラブ
社員寮前駐車場 午後２時～２時10分

新井秀夫氏宅前旧道 午後２時30分～３時
◆対象者
胸部レントゲン検査　40歳以上の方
「たん」の検査　50歳以上で喫煙指数（１日本数×年数）

が600以上の方（元喫煙者を含む）
◆自己負担金

区 分 レントゲン
検査

「たん」の検査を
受けられる方

市民税課税世帯の方 300円 左記に、900円追加
70歳以上の方
市民税非課税世帯の方 100円 左記に、300円追加

生活保護世帯の方 無料 無料
◆受診券　受診される際には、健診受診券の中にある「肺
がん検診受診券（レントゲン車専用）」を必ずご持参く
ださい。

※くわしくは、地区回覧をご確認ください。

先着順で７月２日から予約を承りますの
で、ご希望の方はお申し込みください。

会場
ふれあいの里

胃がん 乳がん
要予約（☎２３－５４５８・５４５２）

受付時間 午前８時30分～11時 午後１時30分～３時30分
７月22日（日） ● ●
７月27日（金） ●

■検診は必ず事前申込みが必要です。受診を希望され
る方は、お手もとに受診券をご用意のうえ、☎２３－
５４５８または☎２３－５４５２へご連絡ください。
■受診当日は、受診券と負担金をご持参ください。

集団検診日程のお知らせ

がん検診

胃がん検診について
■対象者：40歳以上
■注意事項
　前日の午後９時から検
査終了まで食事をとらな
いでください。水は午前
０時まで飲んでもかまい
ません。当日起床時から
検査終了まで喫煙、ガム
の摂取もご遠慮ください。

乳がん検診について
■対象者：40歳以上の女
性（平成29年度に受診さ
れた方は除きます。）
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７月から12月まで 大人のいろいろな健診を行ないます
～乳がん・子宮頸がん検診は７月から１月末まで～

種 類 対象者
（今年度中の年齢）

自己負担金

受診方法および内容70歳以上の方（※
１）・市民税非
課税世帯の方

左記以外の方

特定健診および
後期高齢者の健
診など

40歳以上の方
（国民健康保険加入者と後期高齢
者医療加入者のみ）（※２）

500円 医療機関：問診、尿検査、血圧測定、脂質、
肝機能、血糖など

大腸がん検診 40歳以上の方 200円 600円 医療機関：問診、便潜血検査

胃 が ん 検 診 40歳以上の方
1,000円 2,500円 検診車：問診、胃透視（レントゲン検査）

1,300円 4,100円 医療機関：問診、胃透視または内視鏡検
査（胃カメラ）

肺 が ん 検 診 40歳以上の方 100円 300円

検診車：問診、胸部レントゲン検査、
喀
か く

痰
た ん

検査（50歳以上で問診の結果必要な
方のみ）
※ 65歳以上の方は結核健康診断を含む。
※別記「肺がん検診日程」をご確認くだ
さい。

肝炎ウイルス
検査

40歳以上の方のうち、職場の検
診等で検査を受ける機会がない
方（過去に肝炎ウイルス検査を
受けたことのある方は除く）　

特定健診等と同時に検査した場合
医療機関：問診、採血（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウ
イルス）

300円 1,100円
肝炎のみを検査した場合

500円 1,700円

肝炎ウイルス
検査個別勧奨
事業

今年度中に、40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳にな
り、過去に肝炎ウイルス検査を
受けたことのない方

無料 肝炎ウイルス検査と同様

乳がん検診
平成29年度に乳がん検診を受け
ていない 40歳以上の女性 600円 2,000円 医療機関および検診車：問診、マンモグラ

フィ（乳房X線検査）
※予約が必要です。S53.4.1～S54.3.31生まれの方 無料

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 頸部 800円 2,300円 医療機関：問診、細胞診（体部がん検診は
医師が必要と判断した方のみ）頸部・体部 1,400円 3,900円

HPV
検査

今年度末の年齢が30～44歳の
女性で子宮頸がん検診と同時に
検査を希望される方

700円 2,000円
HPV（子宮頸がんの原因とされるヒトパ
ピローマウイルス）に感染しているかど
うかを調べる検査

ふしめ歯科検診 今年度中に、40歳、50歳、60歳、
70歳になる方 200円 500円

歯科医院（鳥取県西部歯科医師会）：問診、
歯周組織検査
（対象の方で受診を希望される方はお申し
込みください。後日受診券を郵送します。）

※１…70歳以上の方　昭和24年３月31日までに生まれた方
※２…国民健康保険以外の被用者保険（協会けんぽや企業の健康保険など）加入者の特定健診はそれぞれの保険者が実施し

ます。
■生活保護世帯の方は無料です。
■ 40歳以上の国保加入者、20歳以上の女性、40・45・50・55歳のふしめ年齢の男性、60歳以上の男性、過去４年間に
米子市の受診券で受診したことがある方に「平成30年度健診受診券」を６月末にお送りしました。

　受診券がないと健診は受けられません。届いていない方で健診を希望される方はお申し込みください。
■国民健康保険・後期高齢者医療加入者で、人間ドックに変更希望の方は、各種健診を受診する前にご相談ください。
■各種がん検診については、職場などで受診する機会がない方は、米子市のがん検診をご利用ください。
◆申込・問合せ　特定健診・後期健診・人間ドックについてのお問い合わせは、保険課（☎２３－５４０７・５４０８）
　　　　　　　　がん検診・ふしめ歯科検診についてのお問い合わせは、健康対策課（☎２３－５４５８・５４５２）
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一般公開健康講座（第87回）
■と き　７月19日（木）午後２時～３時30分
■ところ　米子市文化ホール　イベントホール
■テーマ　「あれ？なにか触れる！」
■講 師　博愛病院　産婦人科　石

いし は ら

原　幸
こう い ち

一さん
骨盤臓器脱（子宮脱、膀胱瘤、直腸瘤など）は症状とし
て外陰部の腫瘤感、排尿・排便障害、性交障害、性器
出血などがあり、生活の質（QOL）を大きく妨げます。
そして誰にも相談できず一人で悩まれることが多いよう
です。ただこの病気は手術による治療で劇的にQOLを
改善することができるのです。今回は骨盤臓器脱の原因・
症状・治療などについてわかりやすくお話しします。
※入場無料、申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会（☎３４－６２５１）

生活習慣病公開講座
■と き　７月15日（日）午後２時～４時
　　　　　開場：午後１時30分
■ところ　米子コンベンションセンター　５階
　　　　　第６会議室
■司 会　住吉内科眼科クリニック
　　　　　医師　藤

ふじ や ま

山　克
か つ み

巳さん
■内 容　
　①午後２時～２時45分
　「生活習慣で糖尿病は防げますか？」
　山陰労災病院　医師　宮

みや も と

本　美
み か

香さん
　②午後２時45分～３時30分
　「『食歴』これまで食べてきたもの、
　　　　　これから食べるもの」
　博愛病院　管理栄養士　本

ほ ん だ

田　千
ち づ る

鶴さん
【無料検診】午後１時30分～２時
　血糖・血圧・骨量・体脂肪測定
※入場無料、申込不要
■問合せ　日本糖尿病協会　NPO法人中海エリア糖尿
病療養研究機構（☎・ ２４－１１５１）

山陰労災病院　健康講話（第244回）
■と き　７月27日（金）午後２時～３時30分
■ところ　山陰労災病院３階会議室
■テーマ　「誰でもできる誤

ご え ん

嚥性肺炎の予防」
■講 師　山陰労災病院　耳鼻咽喉科副部長
　　　　　平

たいら

　憲
けん き ち ろ う

吉郎さん
※入場無料、申込不要
■問合せ　山陰労災病院（健康講話担当）（☎３３－
８１８１【内線６７４１】、 ２２－９６５１）

肝臓病と糖尿病を知る
市民公開講座

■と き　７月22日（日）午前９時～正午
■ところ　米子コンベンションセンター　小ホール
■内 容
　①午前９時５分～９時35分
　「肝臓がんを知る」
　鳥取大学医学部附属病院　高次集中治療部
　助教　永

なが は ら

原　天
たか か ず

和さん
　②午前９時40分～ 10時10分
　「糖尿病と肝臓病の関係は？－注意すべき！脂肪肝－」
　越智内科医院　院長　越

お ち

智　寛
ひろし

さん
　③午前10時30分～11時
　「脂肪肝を知る」
　鳥取大学医学部　機能病態内科学
　助教　的

ま と の

野　智
とも み つ

光さん
　④午前11時５分～11時35分
　「糖尿病とその合併症のお話し」
　鳥取大学医学部　病態情報内科学
　助教　大

おお く ら

倉　毅
つよし

さん
※参加料無料、事前申込不要
■問合せ　鳥取大学大学院医学系研究科　遺伝子医療
学部門（☎３８－６４３５、 ３８－６４３０）

熱中症に注意しましょう！
平成29年度熱中症が原因と思われる搬送者数

（鳥取県調べ）（人）
傷病程度別 年齢区分別 計軽症 中等症 重症 死亡 乳幼児 少年 成人 高齢者

鳥取県 204 193 10 2 4 69 88 248 409
米子市 47 42 1 0 1 13 17 59 90
　近年では、熱中症になった人の約半数が、65歳以上
の高齢者と報告されています。
　年齢を重ねると、暑さやのどの渇きを感じにくくな
ることや、発汗機能が低下することにより、特に熱中
症になりやすいとされています。
　また、昨年度県内では、農作業中や運動中、屋内で
の発症事例などがありました。
「自分は大丈夫」と思わずに…のどが渇かなくても、こ
まめな水分補給をこころがける／エアコン・扇風機
をうまく使用する／外出時は日傘、帽子をつかう

「熱中症かもしれない」と思ったら…涼しい場所へ移動
し、からだを冷やす／水分補給をする／重度の場合
は、救急車を呼ぶ
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■相談名
内容 ▼日時／場所／問合せ先

■法テラス（日本司法支援センター）無料法律相談会
離婚・借金・相続・成年後見など、法律問題全般に
ついて、弁護士が相談に応じます。要予約。米子市
在住または在勤の方で資力が一定額以下の方が対象。
（くわしくは法テラスまで。） ▼ 25日（水）午後２時～
４時。市役所本庁舎４階402会議室。１人30分、定
員４人。申込先：法テラス鳥取（☎０５０－３３８３－
５４９５（受付時間：平日午前９時～午後５時））／問
生活年金課（☎２３－５３７８、 ２３－５３９１）
■高齢者なんでも無料電話相談
高齢者の方の相続、財産管理、介護などの問題につ
いて、幅広く弁護士などが相談に応じます。 ▼毎週
月・木曜の午後１時30分～４時。☎０１２０－６５－
３９４８（通話料無料）／問高齢者支援センターとっと
り（鳥取県弁護士会内） （☎０８５７－２２－３９１２）
■よなご暮らしサポートセンター総合相談
●一般相談　日常生活の悩みや心配ごとについて、
よなご暮らしサポートセンター（米子市社会福祉協
議会）職員が相談に応じます。予約不要、無料、電
話相談可。 ▼月～金曜日（祝日および年末年始の休日
は除く。）の午前９時～午後５時／ふれあいの里１階
●法律相談　弁護士が相談に応じます。１人30分、
費用2,000円、要予約。 ▼毎月第１・３月曜日（年末
年始の休日は除く。月曜日が祝日・休日の場合はそ
の翌日）午後１時～３時／ふれあいの里１階／月～金
曜日（祝日および年末年始は除く。）の午前９時～午
後５時に、電話で予約／問よなご暮らしサポートセ
ンター（米子市社会福祉協議会内）（☎３５－３５７０）
■法律相談センター米子
法律に関する困りごと全般について、弁護士が相談
に応じます。１件30分5,000円。※ただし、多重
債務（クレジット、消費者金融など）の相談は無料。
要予約（受付：平日午前９時～午後５時） ▼毎週火曜
日の午後３時～７時／米子天満屋４階／問鳥取県弁護
士会米子支部（☎２３－５７１０）
■人権相談
人権擁護委員が相談に応じます。相談無料、予約不要。

▼ 10日（火）、８月10日（金）午後１時～４時／市役所第
２庁舎１階相談室／問人権政策課（☎２３－５４１５、
３７－３１８４）※鳥取地方法務局米子支局では、平日の
午前８時30分から午後５時15分まで、人権相談に応じ
ています。（専用ダイヤル☎０５７０－００３－１１０）

■鳥取県行政書士会無料相談
相続・遺言・成年後見・交通事故・外国籍の方の在留（ビ
ザ）・帰化など、行政書士が無料で相談に応じます。
予約不要。 ▼ 14日（土）・８月11日（土・祝）午前10
時～午後２時／米子市立図書館１階対面朗読室／問鳥
取県行政書士会事務局（☎０８５７－２４－２７４４）
■多重債務・法律相談会
多重債務や借金に関する困りごとについて、弁護士
や司法書士などが無料で相談に応じます。１件30分、
要予約。 ▼12日（木）午後１時30分～４時／鳥取県西
部総合事務所／毎月開催／問鳥取県西部消費生活相
談室（☎３４－２６４８、 ３４－２６７０）・米子市消
費生活相談室（☎３５－６５６６、 ２３－５３９１）
■行政相談
国など役所へのご要望、ご意見について行政相談委
員が相談に応じます。予約不要。 ▼ 11日（水）、26
日（木）、８月２日（木）いずれも午後１時～４時／市
役所本庁舎４階402会議室／問生活年金課（☎２３－
５３７８、 ２３－５３９１）
■米子市消費生活相談室
買い物、訪問販売のトラブルや借金、架空請求、クー
リング・オフなど消費生活に関する相談に応じます。

▼平日午前８時30分～午後５時／消費生活相談室（市
役所本庁舎１階生活年金課内）／問米子市消費生活相
談室（☎３５－６５６６）
■司法書士による「無料法律相談会」
相続・遺言、不動産の贈与・売買、不動産・商業登
記、成年後見の申立て、高齢者・障がい者の財産管
理、家賃・貸金・売掛金など140万円以下の民事紛争、
借金・多重債務問題、その他身の回りの法律問題に
ついて、司法書士が無料で相談に応じます。前日ま
でに要予約。 ▼ 27日（金）午後６時～８時／米子コ
ンベンションセンター３階第１会議室／問鳥取県司法
書士会（☎０８５７－２４－７０２４）
■全国一斉不動産表示登記無料相談会
土地の境界に関する相談、土地・建物の表示に関す
る登記（土地分筆、建物新築等）について、鳥取県
土地家屋調査士会が無料で相談に応じます。事前電
話予約優先。当日会場でも受付可。 ▼８月４日（土）
午前10時～午後４時／ふれあいの里／問鳥取県土地
家屋調査士会事務局（☎０８５７－２２－７０３８）


