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◇ もくじ ◇ 新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、新 し
い年を迎えられ、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平成20年4月より、メタボリックシン ドロームの原因となる生活習

慣病の予防と改善のための特定健診 と特定保健指導が始まります。
特定健診では、健診項 目の一つとして腹囲の計測が加わ ります。

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上がメタボ リックシン ドロームの
一つの診断基準であり、内臓脂肪が過乗1に存在 していると推定され

ます。

メタボ リックシン ドロームとは、内臓脂肪が過乗Jにたまることに

より、生理活性物質 (アディポサイ トカイン)に 異常が生 じた り、
インスリン(血糖を下げるホルモン)の作用が うまくいかなくなり、

高血圧、脂質異常、高血糖が引き起こされ、動脈の硬化が急速に進

みやすい状態をいい、これを放置すると心筋梗塞、脳梗塞など命に

かかわる疾患を引き起こします。

その原因は、食べ過ぎや運動不足、喫煙などの悪 しき生活習慣の

積み重ねであり、生活習慣の改善が必要とされます。特定保健指導
では、腹囲だけでなく、生活習慣を見直す機

会 として皆様個人個人のライフスタイルに合

わせた保健指導を行つてまい ります。

保健センターは、東播磨地域の皆様の健康

に役立てますよう特定健診 ・特定保健指導 と

いった新 しい健診制度にも積極的に取 り組ん

でまい りますので、今年も何卒力日古川総合保

健センターをよろしくお願い申し上げます。

理事長 金 江 省五

撤田強Å的亡lil畿含侵健凸レ争…
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平成20年4月より、40歳以 L75

歳未満の方に対する「特定健診」
「特定保健指導Jの実施が医療

保険者に義務付けられます。

特定健診は、 「内臓脂肪症候群の該当

者 ・予備軍」を抽出するための健診で、

受診項目は右表の通りとなります。

健診結果と質問票の回答内容によっ

て、 「情報提供群」 「動機付け支援群」
「積極的支援群」 「受診推奨群」に階層

化します。この階層化された対象者に対

して、保険者が保健指導を受けることを

勧める通矢□を発送します。
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特定保健指導

情報提供 健診結果通知Bきに生活習慣病予防に関する情報を提供します。これは、健診受診者全員に対して生活

習慣病に対する理解を深め、自らの生活習慣を見直すきっかけとなることを目指します。

十

動機付rt支援
原貝」1回の保健指導となります。

これは文]象者に、改善にあたり意思決

定をしていただくことを目指します。

十

積極的支援
3～ 6ヵ 月間にわたる継続的保健指導になります。

対象者は、専門スタッフと一緒に達成司能な具体

的目標を考え、そして選択し、改善の実践継続

を目指します。

なお、 「動機付け支援」 「積極的支援」を受けられた方に対しては、保健指導をスタートして6ヶ月目に 「評価」を実施して

改善状況の把握がなされます。ご本人様に、改善の状況を報告して、今後につなげていただきます。
主役はご本人様です。保健指導者は、皆様のサポーターとして支える役書」です。 「健康長寿」を目標に 「楽し<」 「明るく」
「マイペース」で改善を目指したいですね。

今のあなたにもう1000歩 、歩数を増やしませんか?

歩くことによつて糖や脂肪が燃焼されるため、生

活習慣病の予防にも効果的です。また、筋肉も強化

され、有酸素運動によるB平吸循環器系の機能向上が

みられます。

歩き始める準備体操としてスクワットを行つたり、

次の事柄に注意して歩くと、さらに効果的だと思わ

れます。

以上のことに気をつけて、ますは
一歩から一歩きだしましょう !

脳回法人的古:tl総合得ほとン●―

①背筋を伸ばし、あごを引いてまっすぐ前を見る。

②足腫 (かかと)か らしつかり着く。

③足を着くとき、膝は伸ばす。

轡襲レジ管髪卿D
材料  〈 2人 劣〉

無調整豆乳 3カ ッブ  ポ ン酢  40ml
しいたけ  4枚    エ リンギ 1パ ック
白菜    200g  三 つ葉  1束
レタス   60g   に んじん 少 泉

くすきり  100g  ね ぎ   1本

‖家薄切り肉(しゃSしゃぶ用もも薄切り)160g

1日に必要な野菜の約半分の室

がとれ、指肪合も少なめ !豆字t

にはイソフラボンが入って体に

とってもやさしい対理です。

おしヽしく食べてこの冬ほ!もヽも

体もこれでホカホカ !

作リカ

〈1人ク〉367kca》

1.豚肉は半合に切り、ねぎは4cm程 に斜め切りにする。
しいたけは石づきを取り、エリンギは、縦半合に裂く。
白菜はざく切りにし、三つ葉は食べやすしヽ大きさに切る。
レタスは大きめにちぎり、にんじんは薄く数枚切る。

2.鍋 に豆乳、ポン酢を入れて煮立て、1の具と<す きりを入れて煮る。
火を止める前に三つ葉を力0えて器に盛り、好みでポン酢を加えてできあがり !

ヘ

ル

シ

ー
‥

豆
乳
鍋

鍋後は、残つた

豆乳にご飯を加え、

塙、ポン酢で味を調え

豆乳雑炊に1



What口 s New

【無災害記録証を授与】

加古川市民会館にて行

われた労働基準協会倉」立

50周 年記念大会の会場

におきま して、安全衛生

優良事業場として表彰さ

れ、5年 間無災書記録証

を授与されました。

今後も、皆様によりよ

しヽサービスを提供できる

よう、安全な職場作りに

努めます。

いま、私達の優命「EveryDay健康EveryDay実顔」

【「商工かこがわ」1月号をご寛ください!】

加古川商工会議所の会報誌 『商工かこがわ』

より取材を受けました。

『商工かこがわ』1月暑の 「クローズアップ」
のコーナーに、保健センターの松尾医師のイン
タビュー記事が掲載されます。特定健診やメタ
ボリックシンドロームについて解説してしヽます
ので、是非ご覧くださしヽ。

【臨床検査実習、インターンシップの
学生を受入れました】

○今回の実習では、病理・細胞診、微生物学、生化学、一般検査、血液学、免痩学
など、幅広く学もヽことができました。

010日 間の実習を通して、実際の検査現場の様子を肌で感じることができました。
この実習で学んだた<さ んのことを今後の勉強にも活かしていきたしヽです。

(神戸学院大学 栄 養学部 4回 生)

○仕事としヽうものの責任と大変さについて学ぶことができました。保健センターで

学んだことをこれからの生活に生かし、責任感と思しヽやりのある道を歩いてしヽき
たいと思つています。

(兵庫大学 経 済情報学部 2回 生)

じrlll i躍
J

13:00:13:30 14:00 14:25 15:tXl 15:30

1・2回目 身体副択1:講演(医H市1食事療法(管理栄養士 個別食事指導
(管理栄養士)

身14x i脚|

3回 目 運動(運動実践指導者

4回 目 血糖値 館 i血糖値:個別栄養指導(管理栄養士):

‥

‐‐

保健センターに、臨床検査実習やインターンシップで来られた学生の皆様のコメントをご紹介します。

【糖尿病敦望を実施】
保健センターでは、加古川市カロ古郡医師会

主催の糖尿病教室に参画してしヽます。

同教室は、血糖値やHbAlcが 高めの力を

対象とし、医師会の先生力のご紹介により参加

してしヽただけます。

研修プログラムは右表の通りとなつており、

特に運動面からの指導、主治医の先生力からの

指示カロリーに沿ったバランス食事体験が参カロ

者の皆様からご好評いただいています。

「(問常十は各)111同て、台十1144アナ!lJ―ス (↑4〕 )と な 1,て_lま01

ヤ府l ll仲Ⅲ)劇府は食いの高子とにinittz=|メ1向itン、出ろ十白IⅢl)州片||イ|て)J庄!tノまヨ

写真は、11月 10日 (上)に 行われた 「第11回 糖尿病教室」

の様子です。本教室への参加については、第12回 精尿病教室

が始まる平成20年 2月 2日 (上)ま でに、主治医 (内科 ・外科)

の先生にお問しヽ合わせくださしヽ。

降i床校 でヽ央十ギ

バランス食J「体験 111別食J「す岳単

船団松六加古Hl総合保限セン々―
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【住民健診のご案内】 ご意見の広場

住民健診となれば、しヽつも皆様に保健センターまで足を運んでい

ただいてしヽますが、年3回 出張健診を実施してしヽます。次回はウェ

ルネスパークで実施を予定してしヽますので、近くにお住まいの力、

気のを変えて受診したしヽ力は、ぜひ受診<だ さい。

平岡地区

播磨町地区

ウェルネス

パークにて

巡回健診

住民健診のお申込は

TEL 079(429)2923まで

健診日の詳細は、ご在住先の

広報に掲載されますので、ご確

認の上お申込下さい。

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間合わせ

ください。 (完全予約制)

〔住民健診の予定〕

皆様から寄せられましたご意見をご紹介

させていただきます。

「受付後どこに行けば良しヽか迷つた。」

(40代 ・男性)
「更衣室で、どこに服を入れ何を着るか

説明がなしヽ。」 (5①代・男性)等 のご意見

をいただきました。

つしヽては改善すべ<

案内表示をより充実しヽ

たします。

今後もよりよい保健 i

センターを目指し、努力して参りますので、

当様の率直なご意見 ・ご感想をお待ちして

おります。

インフfLエ ンfは 空気感染あるしヽは飛沫感

染し、潜伏期間は首通 1～ 3日 程度です。本人

にとっては突然の発症となり、熱は急激に上昇

して第 1～ 第3病 日目には38℃ あるいはそれ以

上に達します。上気道炎症状 (咽頭痛、咳、鼻

汁)と 全身症状 (全身倦怠感、頭痛、関節痛、

腰痛、筋肉痛)も 出てきます。

通常であれば1週 間程度で症状が軽減します

が、高齢者におしヽては肺炎を合併して死亡に至

る例も少なくなく、また、経過中に脳炎、脳症

を発症 して死亡した小児のlS」も報告されていま

す。さらに、1シ ーズンにA、 Bの 両型にかかる

ことも珍しくはないので、一度かかったから今

シーズンはもう大丈夫との安心はできません。

インフルエンザ予防対策の基本はワクチン接

種です。ワクチン接種の効果が持続する期間は

約5ヶ 月としヽわれてしヽます。また、ワクチン接

種の効果が発揮されるまでに約 lヵ 月かかりま

すので、流行期間から逆算 して接種することが

肝要です。
加古川市加古郡医師会のホームベージで感染症情報をご覧しヽただけます。
アドレスはこちら http//vvww kakogawa orip/surVerday html

ワクチン接種の効果は絶対的なもので

はありませんが、高齢者では約5富」、小

児では2～ 3富」に感染防御効果があると

いわれています。また、感染防往lできな

くても、発症阻止の効果が期待できます。

インフルエンザにかかってしまったら、初期のうちにタ

ミフルなどを用いれば発烈などの発症 期間をある程度抑え

ることができますので、インフルエンザかなと思つたら、

必す早めに医療機関を受診して下さい。また、発症後3日

程度までは他者への感染力が強しヽので、周囲への感染拡大

を防ぐためにも他者との接触を控え、マスクを着用するよ

うにしましょう。

インフルエンザ予防には、ワクチン接種
にカロえて手洗いやうがしヽ等が挙げられます。
しかし、何より大切なのは、インフルエン

ザウイルスに負けない基礎体力、免痩力で

す。日頃から栄養や3垂眠を十角とり、規則

正しい生活を|いがけましょう。
診療所

松尾 導昌 医師

◆◆7ク セスマッ昭◆◆ ●徒歩で……Jlく束加||〔1サ1駅より従歩約15分(,

●お車で……力1古川バイハスの加111川束出 |て上り1つ|ブ)||千け「六反 |IJを北へ()
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●バスで……Jl拗古川りくかられ11矩バス|11打ll l ll!)1カ埼院行きへ呆:||し、
「束力|1与)|l ljl院前Jでドilrtiそこか,)従歩で約5分()

取
融
・
【

じ
鞠習!i oI田

廟対
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〒6750196兵 "li味(ll l!ll i「1`4岡‖句和イに家伯号池ノ内122412

□企両総務課(代) lJ!1ッ079(421)8181ドAX 079(429)6300

□校介課い1適   1｀ 1,lッ079(429)22001「AX 079(429)6500

□健診課1仁通   1131,079(429)25251「AX 079(429)6400

□地域健康課1代通  相 引フ079(429)20561「AX 079(429)6300

□1青報センター課ユ通 1 1`3[ン079(429)2100「AX 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/h()ken/1ndox html

保健センターに対する
ご意見、ご要望がござしヽ
ましたら、ご意見箱

もしくはTE L  F A X

にて企画総務課まで

4  開 団法AnE古 tll器合保健七ンⅢ…


