
令和２年度

集団検診 個別検診
個別

（ドック内）

松江市 40歳以上 年１回

・胸部Ｘ線検査（200円）【喀痰検査:300円】
※節目無料年齢対象者、市民税非課税世
帯の人、生活保護受給者、福祉医療費医
療証保持者、被爆者健康手帳保持者は無
料

・胸部Ｘ線検査（500円）【喀痰検査:600円】
※節目無料年齢対象者、市民税非課税世
帯の人、生活保護受給者、福祉医療費医
療証保持者、被爆者健康手帳保持者は無
料

安来市 40歳以上 年１回

・胸部Ｘ線検査（400円）
※65歳以上、生活保護世帯、市民税非課
税世帯、福祉医療受給者、精神障害者手
帳１級、2級所持者は無料

「ミニドック」（6000円）
・胸部X線検査
※市民税非課税世帯、福祉医療受給者、
精神障害者手帳１級、2級所持者は無料

奥出雲町 40歳以上 年１回

公社（胸部X線検査：無料、喀痰：500円
70歳以上、生保は無料）
厚生連（胸部CT検査：2,000円）
町立奥出雲病院（胸部ＣＴ：2,000円、
喀痰：1,000円）

国保節目健診（料金は健診本体価格に含
む）
町立奥出雲病院：胸部CT

雲南市 40歳以上 年1回
・胸部X線検査（300円）
※70歳以上、生活保護世帯及びがん検診
無料クーポン券対象者は無料

飯南町 40歳以上 年１回

・厚生連（胸部X線検査：100円　喀痰：500
円　ヘリカルCT（40歳以上）：1,000円）
※70歳以上、生活保護世帯は無料
・厚生連巡回ドック　胸部X線検査
30～65歳までの5歳刻みで実施
うち40歳無料

・飯南病院　胸部X線検査（ドック内）
30～65歳までの5歳刻みで実施

出雲市 40歳以上 年１回
・胸部Ｘ線検査（無料）【喀痰検査:500円】
※70歳以上・住民税非課税世帯・生活保護
世帯は無料

国保外来人間ドック（個人負担金：8,000円）
・胸部X線検査
対象者は出雲市国保加入者の内、年度末
年齢が30～65歳までの5歳刻みの年齢の
方。
※住民税非課税世帯は無料

ヘリカルCT検査は、様式2-6に記載

大田市 40歳以上 年1回

・胸部Ｘ線検査
　※無料
・喀痰検査
　※50歳以上で、ＢＩ指数600以上の方

川本町 40歳以上 年１回
・胸部X線検査（無料）
・喀痰検査(500円)
　※50歳以上で、ＢＩ指数600以上の方

・人間ドック（3，000円）
※国保加入の40～54歳・56～59歳・61～64
歳の方限定
※胸部X線検査を実施

美郷町 ４０歳以
上

年１回
・公社（胸部X線検査・喀痰：無料）
・厚生連（ヘリカルCT：1500円）

人間ドック

40歳以上 年１回 ・胸部Ｘ線検査（無料）

50歳以上 年1回 ・喀痰検査（400円）
※生保・福祉医療・後期高齢加入者は無料

40歳～74歳年１回 ・胸部ＣＴ（1500円）
※生保・福祉医療・後期高齢加入者は無料

浜田市 40歳以上 年１回 ・公社(胸部Ｘ線及び喀痰検査)
※無料

人間ドック(国保加入者のみ)
胸部Ｘ線検査
　市内協力医療機関

江津市 ４０歳以
上

年１回 ・公社(胸部X線検査：無料）

益田市 40歳以上 年１回
・胸部Ｘ線検査（300円）
※喀痰検査が必要な方は900円
※生保は無料

津和野町

40歳以上
【集団検
診20歳以
上】

年１回
・胸部Ｘ線検査（無料）
※喀痰検査要する方：500円（生活保護受
給者無料）

・胸部Ｘ線検査（無料）

「日帰りドック」（自己負担5,000円）
・胸部Ｘ線検査（他の検査項目あり）
「肺ドック」（自己負担3,000円）
・胸部CT検査（他の検査項目あり）

吉賀町

40歳以上
（希望あ
れば40歳
未満も
可）

年１回

・胸部X線検査：無料
・喀痰：７５歳以上、国保（200円）社保（40～
74歳）（600円）
＊生保は無料

対象：61歳～64歳(人数制限あり）
胸部X線検査及び胸部CT検査
個人負担：3000円

「国保人間ドック」
・胸部X線検査

隠岐の島町 40歳以上 年１回
・胸部Ｘ線検査（500円）
※生活保護世帯は無料

・胸部Ｘ線検査（500円）
※生活保護世帯は無料

西ノ島町 ４０歳以
上

年１回 ・公社（胸部X線検査：200円、喀痰：500円）

海士町 40歳以上 年1回
・胸部X線検査(300円)
※生活保護世帯無料

知夫村 40歳以上 年１回
・胸部Ｘ線検査
無料　喀痰５００円

邑南町

備考

肺がん検診実施内容

市町村名 対象年齢
検診
間隔

検診方法　（個人負担額）
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令和２年度

市町村名

検診個別通知 事前予約 未受診者勧奨 精検結果の状況把握 精検未受診者への勧奨

松江市 年度当初に受診券送付 要(個別)、不要(集団)、受診
券持参

無

一次検診機関からの情報提
供（集団）
精検実施機関からの情報提
供（個別）

電話・訪問勧奨

安来市 無 要 無

一次検診機関からの情報提
供（集団）
精検実施機関からの情報提
供（ミニドック）

電話・訪問・アンケートでの勧
奨

奥出雲町 検診実施日間近の個別通知 要（胸部CTの場合） 無
一次検診機関及び精検実施
機関からの情報提供

電話勧奨（必要時訪問）

雲南市

クーポン券対象者（40、45、
50、55、60、65歳）には個人
通知

無
66歳で未受診者に個別通知
（12月頃）

一次検診機関からの情報提
供
本人へ確認

教室や訪問等で出会ったとき
に確認
電話勧奨
郵送での個別通知

飯南町 受診予約後の時間等通知
検診実施日間近の個別通知

要 無
一次検診機関からの情報提
供

電話勧奨、訪問

出雲市
・胸部Ｘ線検査：無
・ヘリカルCT検査：受診予約
後通知（受診時間等）

・胸部Ｘ線検査：不要
・ヘリカルCT検査：要

無
一次検診機関からの情報提
供

電話勧奨

大田市 検診実施日間近の個別通知 不要 無
一次検診機関からの情報提
供
本人からの状況把握

電話勧奨（必要時訪問）

川本町 検診実施日間近の個別通知 不要 無
一次検診機関からの情報提
供
要精検者への聞き取り

郵送での個別通知
電話勧奨（必要時訪問）

美郷町
年度当初に申込書通知。検
診実施日間近に受診希望者
へ受診時間等を通知

要 無
一次検診機関からの情報提
供、要精検者への聞き取り

教室や訪問等で出会ったとき
に確認、訪問・電話等での勧
奨

邑南町 検診実施日間近の個別通知 不要 無
一次検診機関からの情報提
供　　　　　　　　　　要精検者
へ聞き取り

郵送での個別通知
電話勧奨・訪問

浜田市 無 不要 無
一次検診機関及び精検実施
機関からの情報提供

電話勧奨

江津市 65歳以上の人のみ個別通知 不要 無 一次検診機関からの情報提
供

電話勧奨

益田市 無 不要 無 一次検診機関及び精検実施
機関からの情報提供

郵送での個人通知
電話勧奨

津和野町
検診実施約１Ｍ前に個別通
知

集団検診：要（当日受診も可）
個別検診：要

無
一次検診機関からの情報提
供

電話勧奨

吉賀町
検診実施日間近の個別通知
（65歳以上の住民、40～64歳
の国保加入者）

不要 無
一次検診機関からの情報提
供
本人からの報告

電話勧奨・訪問

隠岐の島町
年度当初に通知書を個別通
知

集団：不要
個別：要予約

60～64歳の男性に勧奨
（文書送付、電話、訪問等）

一次検診機関及び精検実施
機関からの情報提供
未把握者への電話等連絡、
訪問

教室参加時や訪問等で確
認、勧奨
電話勧奨

西ノ島町 検診実施日間近の個別通知 不要 無
一次検診機関からの情報提
供

電話勧奨

海士町 検診実施日間近の個別通知
(40歳以上の全対象者)

不要

秋の事業所健診に併せた未
受診者検診を実施。春に受
けられないと報告があった人
には個別勧奨、その他は地
区回覧で周知。

一次検診機関からの情報提
供

電話勧奨または直接

知夫村 問診票と案内を、60歳以上の
方に対し全戸訪問し配布

不要 無
一次検診機関及び精検実施
機関からの情報提供

教室参加時や訪問等で確
認、勧奨
電話勧奨

市町村における検診実施状況（肺がん）

一次検診 精密検査
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