
月 日 曜 会場 所在地 定員 予約開始日

5

23 火 七穂公民館 吉江238-1 40
4月25日（火）～

24 水 味方公民館 味方685-1 40
29 月 茨曽根地域生活センター 茨曽根3443 40

5月  9日（火）～
30 火 小林地域生活センター 下木山613 40

6
16 金 月潟健康センター 月潟1417 40 5月18日（木）～
27 火 白根健康福祉センター 白根1364-12 80 6月  8日（木）～
30 金 大通地域生活センター 大通南4-105 40 6月12日（月）～

7
11 火 庄瀬地域生活センター 庄瀬6489 40 6月21日（水）～
21 金 鷲巻地域生活センター 東笠巻新田278-1 40 6月30日（金）～
26 水 白根健康福祉センター 白根1364-12 80 7月  5日（水）～

9 8 金 白根健康福祉センター 白根1364-12 80 8月18日（金）～
10 10 火 白根健康福祉センター 白根1364-12 80 9月15日（金）～
11 2 木 白根健康福祉センター 白根1364-12 80 10月13日（金）～

●令和５年度受診券　●健康保険証　●自己負担金　
●胃がん検診個人記録票 （ご自宅で記入してお持ちください）

受診時に
必要なもの

約１か月後に自宅へ郵送します。結果発送

検診当日の受付時間
① 午前  9:00 ～   9:30
② 午前  9:30 ～ 10:00
③ 午前10:00 ～ 10:30
④ 午前10:30 ～ 11:00
⑤ 午前11:00 ～ 11:30

労働衛生医学協会

025-370-1800
平日：午前９時～午後４時30分（土日・祝日は除く）（４月29日～５月７日を除く）

予約受付は検診日の前々日までです。（定員になり次第締め切ります）

予約先

＊予約前に、胃がん検診個人記録票の裏面を必ずお読みください。
《次の方は受診できません》
■胃・十二指腸・大腸の病気で治療中の方　■心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方
■過去にバリウムの使用でアレルギー症状が現れた方　■腸閉塞にかかったことがある方　■妊娠中の方
■検診当日を含め３日間（72時間）以上排便がない方　■１年以内に手術をした方（胃がん検診個人記録票の裏面参照）

注意事項

委託医療機関でも
胃がん検診を実施しています
40歳、45歳、50歳以上の方は医療機関（病院やク
リニック）でも受診できます。
年間を通して受診することができますので、ぜひ
ご利用ください。
※�高齢の方は、バリウムの誤嚥の危険性
がありますので、集団検診ではなく、
医療機関での受診をお勧めします。

委託医療機関でも
乳がん検診を
受けられます。

40 ～ 69歳の偶数年齢の方は医療機関でも受
診可能です。別紙の委託医療機関へ直接予約
してください。

骨マークの日は同会場で骨粗しょう症予防相談会を実施しています。（要予約）
月 日 曜 会場 定員 予約開始日 備考
5 25 木 白根健康福祉センター 120 4月26日（水）～ 骨

6 23 金 白根健康福祉センター 120 5月18日（木）～ 骨
7 7 金 白根健康福祉センター 120 6月  2日（金）～
8 30 水 白根健康福祉センター 120 7月28日（金）～
9 28 木 白根健康福祉センター 120 8月29日（火）～ 骨

11 29 水 白根健康福祉センター 120 10月27日（金）～ 骨

●令和５年度受診券　●健康保険証　●自己負担金　
●バスタオル （カーディガンや上着でも代用可）

受診時に
必要なもの

約１か月後に自宅へ郵送します。結果発送

新潟市役所コールセンター

025-243-4894
午前８時～午後９時　年中無休（土日・祝日も受付）

予約受付は検診日の前々日までです。（定員になり次第締め切ります）

予約先

  《次の方は受診できません》
■妊娠中、授乳中の方（卒乳後６か月経過していれば受診できます）　■乳がんの手術後10年以内の方
■ペースメーカー、皮下埋め込み型ポートなど医療機器が前胸部に入っている方　■豊胸手術を受けた方
■自己触診で、しこり等の自覚症状がある方は、集団検診ではなく早めの医療機関への受診をお勧めします。

注意事項

午　前
①  9：30～ 10：30
②10：30～ 11：30

午　後
③  1：30～  2：30
④  2：30～  3：30

検診当日の受付時間

胃がん検診（バリウム）集団検診 予約必要

乳がん検診集団検診 予約必要

新型コロナウイルス感染対策をして、集団がん検診を実施しています。          

　天候や災害、感染状況等によっては、検診日程が変更または中止になる場合があります。
　その場合は市ホームページや区だより等でお知らせしますので、最新の情報をご確認ください。
　市ホームページや区だよりをご覧になれない場合は、各区役所健康福祉課健康増進係、または
保健所健康増進課にお問い合わせください。

会場と受診時間会場と受診時間
・肺がん検診は、混雑緩和のため検診日ごとに対象地区を設定している区もあります。
　受診会場は、お住まいの地区での受診にご協力をお願いいたします。
　例年、受付開始直後から１時間以内は混み合います。
　ご都合のつく方は、それ以外の時間に来場をお願いいたします。
・乳がん検診は、予約の電話をいただいた際に、受付した時間枠内での来場目安時間を
お伝えします。

・大幅な受付時間前の来場は混雑に繋がり、密集・密接の原因となります。
　ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

下記の事項にご協力ください

・マスク（可能な限り不織布マスク）の着用をお願いします。
・胃・肺がん検診には、無地のTシャツ、ファスナー等の金属や
ボタンのない服装で来てください。

　※上記の服装で来ていただけない方は有料（200円）の検診着に着替えていただきます。
・乳がん検診には、バスタオル（カーディガンや上着でも代用可）
を必ずお持ちください。
・髪の長い人は、背中にかからないようにゴムでまとめてください。

長髪は束ねる
無地のTシャツ

ブラジャーは
金具のないもの

マスクの着用

ファスナー等の
金属やボタンの

ないもの

服装の確認

健康状態の確認健康状態の確認
①自宅で当日体温を測る
②下記の項目について確認
・当日体温が37.5℃以上ある方
・新型コロナウイルス陽性者や濃厚接触者
・10日以内に発熱や咳などの風邪症状がある方
上記に１つでも当てはまる方は受診を見合わせていただき、別日の受診をお願いしています。

感染症対策に関する事項については、感染状況等に合わせ変更となる場合があります。
ご理解・ご協力をお願いいたします。

令和 5年度集団がん検診について 南区



月 日 曜 受付時間 会場 所在地 対象地区

5
17 水 9:00 ～ 11:30 白根健康福祉センター 白根1364-12 白根町部２★
19 金 13:30 ～ 15:00 小林地域生活センター 下木山613 小林地区
26 金 9:00 ～ 11:30 大通地域生活センター 大通南4-105 大通地区１★

6

7 水
9:00 ～ 11:00 庄瀬地域生活センター 庄瀬6489 庄瀬地区
13:00 ～ 14:30 臼井地域生活センター 臼井1193-1 臼井地区

8 木
9:00 ～ 11:00 茨曽根地域生活センター 茨曽根3443 茨曽根地区
13:00 ～ 14:30 新飯田地域生活センター 新飯田1261-1 新飯田地区

19 月 9:00 ～ 11:30 月潟健康センター 月潟1417 月潟地区
29 木 9:00 ～ 11:30 白根健康福祉センター 白根1364-12 白根町部１★

7

4 火
9:00 ～ 11:00 根岸地域生活センター 山崎興野290 根岸地区
13:00 ～ 14:30 白根健康福祉センター 白根1364-12 白根北部★

10 月 9:00 ～ 11:00 大通地域生活センター 大通南4-105 大通地区２★

19 水
9:00 ～ 11:00 鷲巻地域生活センター 東笠巻新田278-1 鷲巻地区
13:00 ～ 14:00 大郷地域生活センター 犬帰新田751-6 大郷地区

25 火
9:00 ～ 11:00 七穂公民館 吉江238-1 七穂地区
13:00 ～ 14:30 白根健康福祉センター 白根1364-12 全地区

31 月
9:00 ～ 11:00 味方公民館 味方685-1 味方地区
13:00 ～ 14:30 西白根公民館 西白根1563-1 西白根地区

8 26 土 9:00 ～ 11:30 白根健康福祉センター 白根1364-12 全地区
9 20 水 9:00 ～ 11:30 白根健康福祉センター 白根1364-12 全地区
10 6 金 9:00 ～ 11:30 白根健康福祉センター 白根1364-12 全地区
11 7 火 9:00 ～ 11:30 白根健康福祉センター 白根1364-12 全地区

肺がん（結核）検診集団検診 予約不要

○ できるだけ、お住まいの地区での受診にご協力ください。
　ご都合がつかない場合は対象地区以外でも受けられます。
○ 受付開始直後は混雑が予想されます。ご都合のつく方は、それ以外の時間にお越しくださるよう　　
お願いします。
○ 予約制の肺がん検診もあります。ご希望の方は右ページの予約先へ直接予約してください。

注意事項

●令和５年度受診券　●健康保険証　　
●肺がん・結核検診個人記録票 （ご自宅で記入してお持ちください）

受診時に
必要なもの

約１か月半後に自宅へ郵送します。結果発送

名称 対象自治会名

白根町部１
諏訪木、水道町、日の出町、砂押、一の町、二の町、三の町、四の町、
桜町、南新町、白根文京町、左エ門小路、旭町、中央通、平成町、
永田町

白根町部２
曙町、簔口、高校前通、五六の町、魚町、葵町、白新町、市役所上町、
若葉町、能登、杉菜町、古川宮前町、穂波町、茜町、白根古川、東古川、
古川団地、新古川、親和町、栄町、白根東町、白根花園町、南町

白根北部 七軒、四ツ興野、鰺潟、陽向台団地、十五間、三ケ字、保坂団地

大通地区１ 大通、大通西、大通黄金

大通地区２ 大通南

★肺がん検診対象地区割り振り表（白根地区、大通地区）
お住まいの区以外でも受診できます。
日程については、新潟市ホームページ
等でご確認ください。

新潟市　各種検診

骨粗しょう症予防相談会 予約必要

内容： 骨密度測定（かかとの骨で測
定）、骨粗しょう症予防のため
の健康相談

対象： 18歳以上の市民
　　　 （骨粗しょう症で治療中の方を除く）
料金：無料

月 日 曜 会場 定員 予約開始日
５ 25 木 白根健康福祉センター

各時間７名

4月20日（木）～
６ 23 金 白根健康福祉センター 5月25日（木）～
９ 28 木 白根健康福祉センター 8月24日（木）～
11 29 水 白根健康福祉センター 10月19日（木）～

当日の受付時間新潟市役所コールセンター

025-243-4894
午前８時～午後９時　年中無休（土日・祝日も受付）

予約受付は検診日の前々日までです。
（定員になり次第締め切ります）

午　前
①  9：40
②10：10
③10：40
④11：10

午　後
⑤  1：10
⑥  1：40
⑦  2：10

予約先

お問い合わせ 南区役所�健康福祉課�健康増進係　 025-372-6385  FAX  025-372-4033

下記の会場は 予約制のため比較的待ち時間が少なく受診できます。
検診の日程等詳細は予約の際にご確認ください。受診希望月の１か月前から受け付けますので、各会場
の予約先へ直接予約してください。

「予約制の肺がん検診」について

持 ち 物：受診券・健康保険証・個人記録票（肺がん検診）
※各施設の都合で変更になる場合がありますので、予約時にご確認ください。

会　　場：�新潟県保健衛生センター�
　　　　　成人病検診センター
　　　　　（中央区川岸町２丁目11－11）
　　　　　【JR越後線「白山駅」南口前】
予 約 先：電話で同センター
　　　　　�（平日午前９時～午後４時30分　土日・祝日

を除く）
　　　　　☎025-267-6328

※令和５年８月11日（金・祝）～８月15日（火）
　および令和５年12月29日（金）～令和６年１月８日（月・祝）は除く

定　　員：40名／日

肺がん検診　毎週月・火（祝日は除く）実施期間：令和５年６月～令和６年２月末

マツモトキヨシ様

まつだ果物店様

南口一方通行 一方通行

北口

会　　場：�新潟県労働衛生医学協会新津成人病検診センター
　　　　　�（秋葉区程島2009）
予 約 先：電話で下記連絡先
　　　　　�（平日午前９時～午後４時30分　土日・祝日

を除く）
　　　　　☎025-370-1961

※�令和５年８月11日（金・祝）～８月16日（水）
　�および令和５年12月22日（金）～令和６年１月８日
（月・祝）は除く

定　　員：20名／日

肺がん検診　毎週火・金（祝日は除く、都合により変更の場合あり）
　　　　　　実施期間：令和５年６月～令和６年２月末

秋葉区
文化会館

秋葉区役所
総合体育館

秋葉消防署

新津成人病検診センター

法務局新津支局

新潟地域振興局
新津庁舎




