
検診実施機関 / 大原綜合病院

- 49 歳以下の方、71 歳以上の方。
-喫煙年数に、その期間に吸ったタバコの平均本数をかけた数が 600 以上の方。

）んせまけだたいみ込し申お（007=02×53→本02均平日1、年53歴煙喫:例
）すまけだたいみ込し申お（004=01×04→本01均平日1、年04歴煙喫

-今まで肺がんにかかったことがある方。
-肺がんの疑いがあり、医療機関で検査やフォローを受けている方。
-過去 10 年以内に「CTや PET による肺がん検診や肺ドック」を受けた方。
-過去 5年以内に、がんにかかった方。（種類は問いません）
-重篤な病気（重い心臓病、重い腎臓病）などにかかっている方。
-１年に１回の簡単な郵送アンケートに応じていただけない方。
-すでに別の場所や別の時期に同じ検診研究に参加されている方。

大原綜合病院で

午前9:00 - 午後7:00
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検査を受けたい方は、

   お告げください。

肺がん早期発見チャレンジ外来予約コールセンター

0120-966-361
受付時間（平日）

日本医療研究開発機構 革新的がん医療実用化研究事業   佐川班 / お問合せ   0120-966-361

〒960-8611   福島県福島市上町６－１

●お申し込みいただいた後でも、キャンセルは自由にできます。●検診結果は大学などでの研究に使わ
れますが、その際に住所、氏名、生年月日などの情報は削り、誰の情報かわからないようにした上で、
調査事務局で厳重に保管します。●あなたのご協力によって得られた調査・研究の成果は、個人情報が
明らかにならないようにした上で、学会発表や学術雑誌及びデータベース上で発表されます。●CT 検査
はより早期の肺がんを見つけることができますが、一方で、治療の不要な良性病変のために精密検査や
手術が必要となる可能性があります。また、がんであっても進行が非常に遅く、治療せずとも天寿を全
うできるようなものまで手術してしまう可能性があります。●研究の詳細は、本研究のホームページ
（「肺がん早期発見チャレンジ」で検索、もしくは、 http://jecs-study.jp/challenge/）から『研究説明
ビデオ』をクリックし、『対照群：内臓脂肪 CT』のビデオで見ることができます。

CT 検査を
新型コロナ感染症対策
    として参加条件に
    制約があります

電話でお申し込みください。
  
                     

「大原綜合病院で、肺がん早期発見チャレンジの外来予約をしたい」と

（表紙参照）

ごぞんじですか？
肺がん死の約半数は、

喫煙や副流煙が原因とはいえません。

新型コロナウイルス感染症対策として、以下の制約があります。
よくお読み下さい。
１．新型コロナの診断はできません。コロナ診断希望者は申し込まないで下さい
２．感染症を疑う症状、最近の海外渡航歴・濃厚接触歴等がある方は申込できません
３．当該県・地区で感染者が急増した場合、検診自体を中止する可能性があります
４．当日朝に自宅で体温を測定・記録してから、マスクを持参して来院して下さい
５．実施施設で検温・健康状態確認し、発熱、咳、味覚異常などの症状がある場合や、
         2週間以内の海外渡航歴や濃厚接触者との接触歴があれば、参加できません

50-70 歳
無料

お申込み方法は
裏表紙に

水曜～金曜 の午後、１日４名まで



肺がんは、がん死亡数第１位です。
喫煙率は下がっているというのに。

もっとも多くの命を奪っている
がんは、肺がんです。

肺がん死の 40%は、喫煙者でも
受動喫煙者でもありません。

肺がん死の原因
（男女）

女性だけでは

喫煙・
受動喫煙

タバコが
原因とは
いえない

肺がん死を減らすために、
厚生労働省の支援で取り組んでいます。

無料

（ご希望の方のみ）

60％ 40％
喫煙・
受動喫煙 タバコが

原因とは
いえない37％
63％

のグループ のグループ

無料

1 年目

胸部 CT 検査

6 年目

胸部 CT 検査

1 年目

内臓脂肪 CT 検査

2-5 年目、7-10 年目は通常の胸部 X線検診（住民検診ま
たは職場健診）をお受けください。（必ず受けなければな
らないわけではありません）

2-10 年目は通常の胸部 X線検診（住民検診または職場健
診）をお受けください。（必ず受けなければならないわけ
ではありません）

内臓脂肪 CT 検査は、胸部 X 線検査のグループになった方のうちご希望の方のみお受けいただきます。
この他、10 年間、年に 1回、健康状態や病気に関する郵送による簡単なアンケートにご協力いただきます。
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精密な CT 検査が無料で受けられます。
定員になり次第締切ります

コンピュータによる振り分けで、どちらかのグループに入っていただきます。
（ご自分でお選びになることはできません）

胸部 CT 検査
2回が

胸部 X 線検査と
内臓脂肪 CT 検査が

最近使われ始めた CT 検査は精度が高く、
早期の肺がんを発見するのに有効なこ
とがわかっています。しかし一方では、
精度が高すぎて、本来なら手術する必
要のないものまで手術してしまってい
るケースがあるのではないかと危惧さ
れています。
｢肺がん早期発見チャレンジ｣は、厚生
労働省の支援を受けて行なう、従来のX
線検査と CT 検査、長期的に見てどちら
が肺がん死を減らすのに有効かを調べ
る検診です。そのため通常なら数千円

から 1 万円以上かかる CT 検査が無料と
なっています。この検診にお申し込み
いただいた方は、CT 検査か、X 線検査
のどちらかをお受けいただきます（ご
自分で指定することはできません）。 右
ページのように、当院で行う検診は１
回か２回だけですので、面倒なご負担
はありません。
なお、今回の検査は無料ですが、何ら
かの異常が見つかって精密検査になっ
た場合には、 受診した病院での通常の
保険診療の費用がかかります。
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