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花粉以外にも、ガ、ユスリカなとの昆虫アレルグン曇が空中で

増加し、景炎や喘息の原因とな19ます。
このように、色々なアレルグンがありますので、早期予防対策

をお勧めします。健康にご留意なさつて、実り多い秋を満喫され
ますよう、 bよ りお祈り申し上げますb

加市川結合保健センターでも今後裸準化されたデータを安定

して提供 していけるよう、現在IS015189取得に向けて取 り組ん

でいます. 模査課 検 査係長

臨齢 査な師 時 本  和 樹

KD財 回法人加古川総合保健センター

iS015189認 定取得に向けて
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タ ニ事 イ■の爽やかな涼風に秋の深まりを感 じる今日この頃となりましたが、

皆様いかがお追ごしで しょうか。この時期の涼風が運んでくる花粉に悩まされて
いる方もいらつしゃるのではないで しょうか ?

秋の花粉症の原因としては、イネ科の花粉が大0られています。また、フタクサ、
ヨモギ等のキク科植物や、クワ科のカナムグラもこの時期に飛散 しています。
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つしやるかも加才しません.に 式 74称は

超al di%atiOn、日本名では国際い lt化機|‖

く工業分野の」際的な標準規格を策定する
とおいてそれぞれの分野での標準規格を策定

,ISOを取得する同体が増えてきています。

こ者に対し、40歳以上74歳以下を対象に特定

| す ることにより 検 査ミの質が確立さ加

| を 提供できることとな ります。
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これからの保健指導はどう変わる?

特定健診、特定保健指導を行うための 「標準的な健診 保 健指導プログラムJ(確 定版)が 4月 に発表されました。

今回は、これまでと、これから (平成20年 度から)の 保健指導の基本83な者え力を比較してみましょう。

これまでの保健指導は、個局」の疾患を早期に発見 治 療することが目的となつており、健診結果で 「要指導J

と指摘された人だけが対象で した。健診結果を違知し、理想的な生活習慣についての情報を提供することが主な

内容だつたため、-0き点の健診結果のみに基づく、画―的な保健指導にならざるを得ませんでした。

また、主に市町村が主体となつて保健指導事業を行つてきました/tt、その評価は、保健指導の実施回数や参加

人数により判断されてきました。それが、平成20年 度4月 からは医療保険者に実施することが義務付けられ、

以下のように変わることとなりました。

これからの保健指導は?

■自己選択と行動変容

自らが生活習慣を改善していける

ように、医師 保健師 管理栄養士が

早期にサポートし、自分らしい力法

で取り組めることを目指します。

保健指導の対象者は?

■特定健診を受診した力全員

必要度に応 じて、「情報提供」を

行う層、「動機づけ支援Jを 行う層、
「積極的支援Jを 行う層に階層1し。

最終的な目標は?

■生活習慣病の有病者 ・

予備軍の25%減 少

実施回数や参加人数ではなく、
どれだけ効果があつたかが。T価
の基準になります。

保健指導の進め方は?
○健診結果の経年変化および将来予演」を踏まえて行います。

(データを追跡することで現状把握や将来予測をし、 「健康毒命Jを 延ばす方法を探します。)

①財要な健康目標をたてて、計画的に実施します。

①個々人のライフスタイルにあわせて行います。

このように、唯 康寿命Jを 延ばすためには、画―的な情報を 「ほしいJと 思う人だけに提供するのではなく、
「必要だと8わ れる人Jに 「適切な情報Jを 提供することが大事だときえて実施されます。上手に活用していきた

いですね。次回よ、確定版で出された、「健診の内容」と 「保健指導対象者の選定と階層化Jに ついて触れたいと

思います。

【検診清リニユーアル!】

平成20年 度から本格的に実施

される特定健診では、腹囲測定を

行います。そのため、検診着を

ワンピースタイプから上下セパ

レー トタイプのもの (写真)に

リニューアルいたしました。

上着をりしめくつていただき、

急を吐き切つたところでおへその

上を測定します。腹囲は、内臓脂

肪のたまり臭合と相関していると

いわれます。一言1健診では、先行

して浸j定を実施しておりますの

で、皆様のご協力をよろしくお願

いいたします。

ぽ レジ管 壇寡D
○孝ごわやとしい孝どこけれ○

材料 く4人分〉

作り方

ひじきは水て戻し に んじんまれDttt9、しいたけま落切りに

しておく。米をといで、たt/pl 酒 し ょうゆを入れる。

大豆 ひじき にんじん 桜河老 しいたけを入れ、炊飯器の

スイッチオン !炊けたら黒ヨマをふりかけてできあが19。
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What's New

【学校訪問 食育事業を実施】

平成19年 7月 11日 、氷丘南小学校のPTA会 員
様対象に食育 ・運動推進活動を行いました。あいに
く当日は」ヽ雨が降っていたにもかかわらす、30名 ほ
どのPTA会 員の力々に参加いただきました。
今回の講習会では、子供のメタボリックシン ド

ローム、食育 &食 事バランスガイ ドについて講演
し、皆様、熱|いにメモをとっておられました。また、
有酸素運動を含む肩こり解消運動を実践し、リラック
スできると大変好評でした。

ー

トライやるスケジューrL

臨床桟査業務の実習初 日 施設見学

2日 目 臨床検査業務の実習

車椅子をlf畷

3日 目
福祉業務を学ぶ

保健指導を体駁

4日 目 情報処理を体験

最終日 健康診断を体験

【経鼻胃内視鏡を導入】～鼻から胃カメラ～

胃カメラといえば、痛そう 苦 しそう 怖 い …等、マイナスのイメージ
を持たれていませんか?保 健センターでの胃カメラ検査では、多くの力か
ら 「思つたより楽だった」 「また来年も受けたいJ「 バリウムよりもいいJ
との感想をいただいております。
そしてこの度、鼻から通すタイプの胃カメラを2台 導入いたしました。

スコープの直径はわすか59冊mで極孫8です。挿入するBきの0匝吐感はほとんど
ありませんので、安bし て受診下さい。

扶食喬フイズ沖

Q日 本古来の7つの
食品の頭文字をとった

「ま ごわ や さ しい」

という言葉があります。
この7つ の食晶はイロで
しょう?

【ご意見募集 !】【トライやるウイークの実施】
保健センターでは、平成12年 度より「トライやるウイーク」

の受け入れに協力させていただいております。第7回 日となる
平成19年 度は、6月4日 (月)～ 8日 (金)の 5日 間、加古川
市立平岡中学校2年生の生徒5人 を迎え、保健センターの業務
を体験いただきました。

保健センターでは、「ご意見箱」を設置
し、皆様からのご意見 ご 提言を募集し
ております。よりよい保健センターを目
指し、努力してまいりますので、ご協力
よろしくお願いいたします。今後、お寄
せ頂いたご意見とともに、その取組みを
「へるす」紙面上にてご紹介します。
設置場所は、1階玄関ロビー ・2階 健

診受付 健 診ホール内です。何かお気づ
きの点がございましたら、備え付けの用
紙にご記入の上、ご投函下さい。
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【訪問入搭サービスのご案内】
訪間入浴サービスとは、介護がけ要な力 (介護認定を受け

ている力)がご自宅でも入浴できるようにお手伝いするサー

ビスです。おき8屋の中に組み立て式の浴槽を運び、入浴車に

装備してある湯沸機でお場を沸かし、浴僧に給湯します。
入浴前に着護師による血圧、体温などの健康チェックもあ

りますので安bし てご利用いただけます。利用者様には、清

潔を保持することで裾嬉 (床すれ)予防などの身体的効果が大

きく、叉疲労回復、リラクゼーションなどの精神的な面での

効果も期待できます。訪間から終了までの所要時間は約40
～ 50分 です。ぜひご利用下さい。

尚、ご質問 ご 要望等ございましたら、下記までお気軽に
お問合せ下さい。

(地域健康課)TEL 079(429)2056

【平成19年度健診日程】

住民健診の予定

日程 地区 ・地域

9月 神野地区

10月 神野地区 尾 上地区

11月 尾上地区 稲 美町地区

12月 播磨DT地区

住民健診のお申込は"・

TEL 079(429)2923
まで

健診日の詳綱は、こ在住先の広報に掲載

されますので、こ確詞の上お申込下さい。

その他の健康診断のお申込は…

TEL 079(429)2525
まで

健診によって予約の受付

開始時期が異なりますので、

詳しくは保健センターまで

お問合わせ下さい。

(完全予約制)

◆◆P'セ スマッイ◆◆ ●徒夢で……JRttl」n古川収より徒歩約15分.

●お■で……加古"レ イヽバスの加古1天 出口より1つ日の信号「六反日Jを北へ。
1つHの信号を有折すると布手に市営有‖駐Ⅲ場があります.
有料駐車場は8時15分開P5.
1時憎Jまで無料 その後1時間につき100円。

●′ヽスで……JRカロ古川駅から神姫バス甲南加古川病院行きへ来Ⅲし
「東加古川病院前Jで下Ⅲ.そこから従歩て約5分

宅心 ・丁寧 ・親切がモットーです ′

【すこやか健診のお知らせ】
実施期間

平成19年7月2日(月)～平成19年10月27日(土)

加古川市・穏実町・情磨町在住で今年度内

に65才 以上となる方が対象です。

※お近くのすこやか健診実施医療機関で受診
して下さい。

(実施医療機関は案内状にてお確かめ下さい。)

※実内J犬を紛失された方|よ各市町村の窓□にて

再発行の手続きを早急にお願いいたしますも

※入院中の方、勤務先等の健診などで同等の

検査を受けられる方は受診できません。

各市町村窓□

加古川市健康課 427-9215

稲美gI健康福711課    492-9138

播磨町健康安全グループ 435-2611

綿集 発行 財 回法人加古川総合保健センター

〒6750196工 ばい力n古川市平岡的葡在家伍池ノ内122412

□企回総務課(代) 1口 079Ⅲ2,S181酪 X079(129)6300

□検査課r通     !ビ L079(429)2200●AX 079(429)6500

□健診醍直迎   TEし 079(129)2525ドAX 07,(429)6400

□地域控 lt訳直通 TE1 079“ 29)2056 FAX 079(129)6300

□情報センター課直通 !ビL079(429)2100 Frtx 079(424)1966

ホームページでもこの内容をご覧いただけます。

http://H^口J kakogawd o,づP/hoken/!Ddcx htrnl

保 F Eセツターに対する

ご言見 こ 要望がこさい
ましたら こ 意見ね

tし くはTE L  F _ X

にて企回路埼漂まで

おヨせ下さい


