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 平成20年4月1日から、医療保険者は、被扶養者を含む40歳から74歳の 

加入者に対して、特定健診・特定保健指導を実施することが義務化され 

ました。 

 この制度は、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に焦点を 

あて、糖尿病、高血圧、脂質異常症等の生活習慣病の予防、早期発見、 

早期治療に結びつけるための対策として展開されます。ただし労働安全 

衛生法による健康診断や、学校保健法による職員の健康診断、介護保険 

法の地域支援事業における生活機能評価などは特定健診より優先される 

ことになっています。したがって、今まで市町村が行っていた基本健診 

を受けていた自営業者や主婦等の大半は特定健診の対象者となります。 

 また、新たに特定保健指導の実施が保険者の義務になったのも大きな 

変更点です。特定保健指導の対象となるのは、特定健診の結果「健康の 

保持に努める必要がある」と判断される受診者で、腹囲、喫煙歴の有無、

BMI、血液検査等の結果などで階層化されて決まります。 

 また、保健指導は、健診結果と受診者の年齢によって「動機付け支援」 

と「積極的支援」に分けられます。動機付け支援は、原則1回の面接によ 

る支援のみで、面接時（生活習慣を改善するための行動計画作成の日） 

から6ヶ月後に実績評価を行います。一方、積極的支援は、初回時に面接 

による支援を行い、その後、3ヶ月以上の継続的な 

支援を行います。 

 当地域でも、昨年まで40歳から64歳までの方は 

保健センター、65歳以上の方は医療機関での健診 

でしたが、今年から受診率向上のため40歳以上の 

方であればどちらの機関でも健診を受けることが 

できるようになりました。 

 健康に自信のある方も不安をお持ちの方も特定 

健診を受け、健康状態をチェックし、治療が必要 

な方は医療機関へ、将来病気になる可能性が高い 

と診断された方は特定保健指導を受け病気を予防 

するようお勧めします。 

特定健診・特定保健指導について 

若葉に風薫る好季節の到来です。 

加古川総合保健センター理事 

中田医院 院長 
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保健センターの特定保健指導をご利用になるには ～利用開始までの流れ～ 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

〈医療保険者〉 

  

 

②「特定保健指導」利用を   

 勧める案内状、利用券、  

 利用可能機関リスト 

  
④保健指導の日程等の案内が届きます。 

①国に報告するデジタル化した結果 

国民健康保険・政府管掌健康保険 

各健康保険組合等 

①①′保健センターなどで健診を受診後、皆様に結果が送付されます。同時に、「特定健診のデータ」は実 

   施主体である医療保険者（国民健康保険、政府管掌健康保険、各健康保険組合等）に報告されます。 

 

   ※皆様が受け取る健診結果には、「メタボリックシンドローム」に該当するか否かが記載されます。 

    しかし、「保健指導」については原則的に健診機関からの結果と同時案内はされません。 

 

② 医療保険者が、皆様の健診結果や医療機関受診状況等をチェックして、「保健指導」を受けて頂きたい  

  と判断されますと、「保健指導利用券」「保健指導利用可能機関リスト」などが皆様に通知されます。 

  （利用ご負担金については医療保険者より示されます。） 

 

③ 「保健指導利用を勧める書類」を受け取られましたら、「保健指導利用可能機関リスト」に「保健セン

ター」が載っていることをご確認いただいてから、お電話にてご利用の予約をお願いします。 

 

④ 予約の受付が完了しましたら、保健指導に関する案内状をお届けします。 

 

◆ 保健センターでは、保健師・管理栄養士・健康運動実践指導者などの専門職スタッフが皆様を

サポートし、きめこまやかな支援・アドバイスを提供いたします。是非ご利用下さい！ 

〈地域の皆様〉 

地域健康課 

TEL 079(429)2056              
        まで 

特
定
健
診
結
果 

〈健診機関〉 

※保健センターが利用可能機関になって 

 いるかご確認ください。 

  
③健診結果をお受取になった後、特定保  

 健指導利用対象者と判断されると医療  

 保険者より案内状等が通知されます。    

         ↓ 

 お電話にて保健指導のご予約 

・加古川総合保健センター 

 案

内 

 

・その他健診機関、病院 など 

  
①′メタボリックシンドロームに該当・非該  

 当の通知を含む健診結果 
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保健センター職員の一員として、地域の皆様が安心

して健診を受けられるよう、一生懸命頑張りますので

よろしくお願いします。 

【平成20年度 新入職員のご紹介】 

 健診課 
  

十名 聡美   

  事務職 

 健診課 
 

 入江 准子 
 

  看護師 

  健診課 
 

大久保 晶子 
 

 診療放射線技師 

 健診課 
 

 杭田 仁美 
 

診療放射線技師 

健診課 
 

赤松 暁 
 

診療放射線指導技師 

健診課 
 

田淵 仁春 
 

診療放射線技師 

【オプション検査のご案内】 

動脈硬化の程度がわかります。 
 

動脈硬化の要因 

○高血圧 

○高脂血症 

○肥満 

○喫煙 ・・・など 
 

冷感、しびれ感等の症状に思い当たる

方は一度検査を受けてみては！ 

以下のようなことがわかります。 

○体脂肪率  

○筋肉量  

○体水分量 

（細胞内液量、細胞外液量） 

○基礎代謝量 
 
 

基礎代謝を高め、脂肪が燃焼されや

すい身体を作りましょう！ 

 

 頸動脈は全身の血管の状態

を映す「窓」です。 

 超音波を使うことにより身

体に負担をかけずに検査がで

きます。 

 徐々に進行する血管の病的

変化を早期に把握できます。 
 

動脈硬化を早期予防！  

〔血圧脈波測定検査〕税込料金 1,260円 〔体組成測定検査〕税込料金 525円 〔頸動脈超音波検査〕税込料金 5,250円 

What's NewWhat's NewWhat's New   

検査課 
 

高田 直樹 
 

 

ちょっと休憩 

   材料  （4人分） 
 

合挽ミンチ    200ｇ   

カレールー    ３片     

にんじん     1本  

玉ねぎ      1個     

にんにく     １片  

ゆで玉子     4個    

米        3合 

トマトジュース  400ml 
（無塩）   

   〈１人分 567kcal〉 

 １．玉ねぎはみじん切りにし、にんじんとにんにくをすりおろす。 

 ２．フライパンでミンチと玉ねぎを炒める。 

 ３．火が通り、玉ねぎがしんなりしたら、にんじんとにんにくを 

   加えて混ぜる。 

 ４．トマトジュースとカレールー３片を入れ、汁気がなくなるまで 

   弱火で煮る。 

 ５．ご飯にルーをかけ、ゆで玉子の輪切りをのせてできあがり！   

ヘルシーミンチカレー 

メタボリックシンドローム関連検査をオプションで追加できるようになりました！ 

 

 

 

 

 また、皆様からのご意見で希望の多かった胃内視鏡（胃カメラ）での検査が、オプションで実施できるようになりました。 

 オプション追加については健診の種類により異なりますので、詳細は保健センターまでお問い合わせ下さい。 

作り方 
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●徒歩で……JR東加古川駅（北口）より徒歩約1０分。 
 
 

●お車で……加古川バイパスの加古川東出口より1つ目の信号「加古川六反田」を北へ。 

         １つ目の信号を右折すると右手に市営有料駐車場があります。 

         有料駐車場は 8時15分開門。 

         1時間まで無料、その後1時間につき100円。 
 

●バスで……JR加古川駅から神姫バス甲南加古川病院行きへ乗車し、  

         「東加古川病院前」で下車。そこから徒歩で約5分。 

◆◆アクセスマップ◆◆ 

  

 編集・発行  財団法人加古川総合保健センター 

 〒675-0196 兵庫県加古川市平岡町新在家鶴池ノ内1224-12 

 □企画総務課（代）    TEL 079(421)8181 FAX 079(429)6300   

 □検査課直通      TEL 079(429)2200 FAX 079(429)6500 

 □健診課直通       TEL 079(429)2525 FAX 079(429)6400  

 □地域健康課直通    TEL 079(429)2056 FAX 079(429)6300 

 □情報ｾﾝﾀｰ課直通  TEL 079(429)2100 FAX 079(424)4966 

 ホームページでもこの内容をご覧いただけます。 

   http://www.kakogawa.or.jp/hoken/Index.html 

交
通
手
段
の
ご
案
内 

 保健センターに対す

るご意見、ご要望がご

ざいましたら、ご意見

箱もしくはTEL・FAX

にて企画総務課までお

寄せ下さい。 

がん検診等(※１) 
 加古川市､稲美町､播磨町 

が実施しています。 

18～64歳

の方 

65歳以上 

の方 

肺がん・結核検診  700円 無料 

胃がん検診 1,400円 無料 

大腸がん検診 1,000円 無料 

子宮（頸部）がん検診 1,200円 無料 

骨粗しょう症検診 500円 

肝炎ウイルス検診 1,000円 

乳がん検診 
3,300円(稲美町在住の40

代の方は3,800円) 

特定健診のお申込は 

TEL 079(429)2923 まで      

その他の健康診断のお申込は 

TEL 079(429)2525 まで 

健診の種類によって、日程や予約の受付開始 

時期が異なりますので、詳細は保健センター 

までお問合わせ下さい。（完全予約制） 

【平成20年度 健診料金等ご案内】 

詳細は加古川市・稲美町・播磨町が発行する広

報（「広報かこがわ」「広報いなみ」「広報はり

ま」）等をご覧下さい。 

～経営理念～ 「地域の健康を支える」 
 

 経営方針 
 

「健康づくり支援」 
  私たちは、「自分の健康は自分で守る」という個人の 

  積極的な健康づくり、病気の早期発見、早期対処を 

  サポートします。 
 

「地域づくり支援」 
  私たちは、社会や時代のニーズに対応して、健康で 

  安心して暮らすことができる地域づくりをサポートします。 
 

「たゆまぬ努力」 
  私たちは、医師会や行政等と連携し、使命感を持って 

 技術・知識・倫理観を磨き、的確にサポートできるように、 

 たゆまぬ努力を続けます。 

生活機能評価・・・無料 
 

 ※介護認定者以外の65歳以上の方が対象です。 

 ※特定健診との同時実施が可能です。 

適用者：加古川市・稲美町・播磨町にお住まいの国民健康保険加入者 

   （上記以外の方は、ご自身加入の保険者にご確認下さい。） 

名称 基本健康診査 特定健康診査 後期高齢者健康診査  

市町 

 年齢 18～29歳 

の方 

30～39歳 

の方 

40～64歳 

の方 

65～74歳 

の方 

75歳～（後期高齢者保険に加

入している方）  

加古川市   無料 無料 無料 無料 

稲美町 1,000円 1,000円 1,000円 500円 無料 

播磨町  
 

1,000円 1,000円 500円 無料 

ただし、75歳以上

で高血圧や糖尿病

などで治療中の方

は受診できない場

合があります。  

特定健康診査（基本健康診査） 

その他の健康診断 

    人間ドックについて 
  

  ・加古川市国民健康保険に加入の方は 

   1日コースの個人負担が･･･21,750円 

   2時間コースの個人負担が･･･5,000円 
 

  ・1日コース受診者の方には 

   無料駐車券を発行します！ 

(※２) 健診車による出張健診も実施しています。（受診者が50人以上の場合は、出張料が無料です。） 

(※３) 胸部X線 直接撮影 

(※４) 今年度より配偶者の方は対象外となっております。 

(※５) 胃部X線 間接撮影 胸部X線 直接撮影 

〈＊税込〉 

〈＊税込〉 

人間ドック  
時間と予算に合わせて

選択して下さい。  

１日コース   36,750円 

２時間コース   16,128円 

事業所健診(※２) 
事業者が実施する健診 

です。 

定期健診 
（労働安全衛生法に基づ 

 いた内容です。） 

   7,455円   

雇入れ時健診   8,400円(※３) 

政府管掌生活習慣病

予防健診(※４) 

政府管掌保険に加入の

方が受診できます。 

一般健診 
 (対象者:35歳以上の方) 

  4,640円(※５) 

(※１)・保健センター施設においては、特定健診 

     との同時実施が可能です。 
     

    ・65歳以上の方は、公民館等で実施する 

     ｢巡回がん検診｣もぜひご利用下さい。 


