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今年４月から新たに始まった「特定健診」を、既に受けられた方もいらっ

しゃることと思います。特定健診・特定保健指導の概要などについては、

「へるす」紙上でもお知らせしてまいりましたが、戸惑いを感じられていらっ

しゃる方も多いのではないでしょうか。 

平成１８年の国民栄養調査によりますと、わが国の糖尿病患者（予備群

を含む）は1870万人と推計され、４年前の調査に比し250万人も増加して

おり、40－74歳の男性では27.1％、女性では23.7％が該当すると言われ

ております。全世界でも、今後毎年600万人の糖尿病患者の増加が見込

まれており、2025年には3億3300万人に達するものと思われます。 

糖尿病は、放置した場合、網膜症・腎症・神経障害という特有の合併症

を引き起こすのみならず、動脈硬化を促進し脳梗塞や心筋梗塞など重篤

な疾病の原因にもなります。糖尿病が原因で、毎年3500人が光を失い（後

天的失明の第一原因）、1万4000人が腎不全のため新たに血液透析導入

を余儀なくされています。糖尿病による死亡率が1.2％にもかかわらず、糖

尿病治療には、年間1.9兆円が費やされています。 

加古川総合保健センター常務理事 

高嶋内科 院長 

これは、国民総医療費（約33兆円）の5.8％に相

当し、今回、糖尿病などのメタボリックシンドロームを

対象とした特定健診が導入された背景には、増え

続ける医療費を抑制させる狙いもあります。 

日本糖尿病学会も、これまで110ｍｇ/ｄｌ未満を正

常域としていた空腹時血糖値を100ｍｇ/ｄｌ未満と

し、100～109ｍｇ/ｄｌは「正常高値」として将来糖尿

病に移行する可能性が高いので生活習慣を見直し

肥満を是正することが必要だとしています。 

「恐れず、侮らず」・・・皆様も早めに健診を受けら

れますようお願い申し上げます。 

特定健診・特定保健指導と糖尿病 

コスモスが風に揺れる季節となりました。 
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特定健康診査の受診券と受診案内は届きましたか? 

 

 

 

 

 

 
                      

受診をされない場合、ご自身の生活習慣を見直す機会を

逃すことになりますので積極的に受診しましょう！ 

 健康診断はご自身における普段の健康状態を確認するために行われ、毎年の結果を見比べることで

よりいっそう平常値の把握や、健康状態の変化にも気付きやすくなります。 

 加古川市、稲美町、播磨町と加古川市・加古郡医師会では、「加古川地域保健医療情報システム」

というシステムで皆様の健康管理のお手伝いをしております。 

９月は健康増進普及月間です 

 １に運動 ２に食事  
     

   しっかり禁煙 最後にクスリ 
  

 良い生活習慣は気持ちがいい！ 特定健康診査は医療保険者（国保・社保等）において、

４０歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする内臓脂肪型

肥満に着目した健診です。 

日本人の生活習慣の変化により、近年、糖尿病等の生活

習慣病の有病者、予備群が増加しており、生活習慣病が原

因の死亡については、全体の約３分の１にものぼると推測

されています。特定健康診査は、４０～７４歳を対象に、

年１回実施して「メタボリックシンドローム」と予備群の

早期発見と保健指導を行い、発病リスクを改善し、医療費

の約３割を占める生活習慣病を減らそうという試みです。 

健診の受診は、医療機関では随時受診が可能。保健セン

ターで受診される場合は事前予約が必要ですが、がん検

診・骨粗しょう症等の検診を同時に受診することができま

すので、特定健診と併せてご利用ください。 

 健康は一生の宝物です。時間がないから、面倒だからな

どと言わないで生活習慣病予防のために新しい健診・保健

指導を積極的に利用し、個人が日々の生活の中での適度な

運動習慣を身につけ、バランスの取れた食生活、禁煙を実

践しましょう。  

 このシステムに加入されますと、過去の健康診断の結果や通院中の医

療機関での検査結果がコンピュータやＩＣカード（カインドカード）に

蓄積されます。また、システムで活用される健康診断の結果について

は、今までの住民健診の結果に加え、今年度４月から実施されています

「特定健診」の結果も活用できるようになり、医師があなたの健康状態

をより的確に把握するために活用されます。 

 この機会にぜひ、ご自身の健康状態を知って頂くためにも、特定健診

を受診いただき、システムへのご加入もお勧めいたします。（このシス

テムには現在約7万人以上の方が加入されています。加入にはご本人も

しくは保護者様の同意が必要です） 
 

お問い合わせは （情報センター課） TEL 079(429)2100 まで 

カインドカード 

【健康づくりの支援について～加古川地域保健医療情報システム～】 

特定健診の検査結果の基準値について 
 

   特定健診は生活習慣の改善を促し、糖 

 尿病や心筋梗塞などの発病を予防するこ 

 とを目的としています。そのため、検査 

 結果を判定する基準値が、従来の健診の 

 基準値より厳しくなっています。（血糖  

 値、HｂA1cなど） 

 平成２０年４月より「特定健康診査・特定

保健指導」が始まりました。 

特定健診のお申込は 

TEL 079(429)2923 まで      
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【トライやるウイークを実施】 

【労働衛生サービス機能評価認定を取得】 

What's NewWhat's NewWhat's New   

 

ちょっと休憩 

   材料  （4人分） 
 

 じゃがいも   4個 

 ピーマン    3個 

 ベーコン    5枚 

 塩       少々 

 こしょう    少々 

 油       大さじ2 

 しょうゆ    小さじ２ 

 ごま油     小さじ１ 

 

   〈１人分 260kcal〉 

 1．じゃがいもをマッチ棒くらいの太さに切る。 

 ２．切ったじゃがいもを水にさらし、その後水切りする。 

 ３．フライパンを温め、熱したら大さじ2杯の油を入れ、ベーコンを    

   こんがりするまで炒める。 

 ４．切ったじゃがいもとピーマンを加え、さらに炒める。 

 ５．塩、こしょうで味付けし、じゃがいもが少し透明になったら鍋肌  

   から少量のしょうゆをからめ、ごま油をふりかけてできあがり！ 

じゃがいものシャキシャキ炒め 

作り方 

【臨床検査室のご案内～血液自動分析装置を更新～】 

 加古川総合保健センターは、皆様の健康づくりを推進する施設とし

て、昭和５５年に誕生して以来、地域住民に密着した健康診査、健康

相談、健康教育等の保健サービスを総合的に行う拠点として活動して

おります。また、内部･外部精度管理に積極的に参加し、精度向上に努

めておりますが、平成２０年６月１日に、高い水準に達している機関

にのみ取得可能な労働衛生サービス機能評価の認定を得ることができ

ました。 

 今後も地域住民の方々の健康づくりの拠点としての役割を十分に果

たしていくべく、職員一同、精度、サービスの向上への努力を続けて

まいります。 

 保健センターでは、平成１２年度より「ト

ライやるウイーク」の受け入れに協力してい

ます。第８回目となる平成２０年度は、６月

９日（月）～６月１３日（金）の５日間、加

古川市立平岡中学校2年生の生徒３名を迎え、

保健センターの業務を体験いただきました。 

血圧測定を体験 

車椅子を体験 

認定証 

血液自動分析装置 

 保健センター臨床検査室は、加古川市・加古郡医師会会員の臨床検

査室として医療機関より血液・尿等の検体をお預かりして、精度の高

い検査情報を提供することで、地域医療を支援しております。  

 また、保健センターでの人間ドック、健康診断や学校健診の検体検

査を実施し、地域の皆様の健康管理に寄与しています。 

 平成２０年３月には血液自動分析装置を自動搬送システム付に更新

しました。これにより、検体の搬送から、血液分析、標本作成までを

依頼情報に従って完全自動化し、より迅速に正確な検査データを提供

できるようになりました。 



訪問入浴サービスとは、介護が必要な方（介護認定を受けている

方）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。お部

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器で水

道水を適温に設定して、浴槽に給湯します。 

入浴前に看護師による血圧・体温などの健康         

チェックもありますので安心してご利用いただ           

けます。利用者様に快適な温度・湯量で入浴し           

ていただき、洗髪も同時にします。訪問から終             

了までの所要時間は約４０～５０分です。 

お問合せはお気軽に下記へ 

（地域健康課） TEL 079(429)2056 まで 
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◆◆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

箱にお寄せいただくか

もしくは企画総務課ま

でお問合わせ下さい。 

 

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、詳細はお電話にてお問合わせ

下さい。（完全予約制） 

【訪問入浴サービスのご案内】 

 特定健診の日程等については

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。 

【簡単筋トレで足腰しっかりと】 

 メタボ改善、健康維持のために簡単に出来る筋肉トレーニングを紹

介します。筋肉トレーニングと言っても特別な器具も要らず、スポー

ツ施設に行くわけでもありません。少しの時間、少しの場所があれば

OKです。まずほんの少し体を動かしてみることから始めましょう。

ではどのように体を動かせばよいのか紹介します。 

 一度に各１０回程度、これを1日1セット行うのが望ましいでしょ

う。決してやり過ぎないことです。無理するとケガをする原因にもな

ります。またトレーニング中、息を止めずに行うことです。息を止め

ると血圧が上がる危険性があります。息は「吐くときはゆっくりと、

吸うときは大きく」を意識しましょう。少しの筋トレもいつか大きな

力となります。少しだけ頑張ってみませんか？ 

①立ったままひざを曲げ腰を落とすスクワット運動 ②椅子に座り、片方ずつ 

伸ばしたり曲げたりする 

お申込はお早めに！ 

訪問入浴車 

 

●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「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。 

ひざを前に

出すのでは

なく、お尻 

を落とす 

ように！！ 


