
    財団法人加古川総合保健センター 

  

Vol.7 

2009.5（春・夏号） 

へへへ   るるる   すすす   

1 

いま、私達の使命「EveryDay健康EveryDay笑顔」 

   ◇ も く じ ◇ 

タイトル ページ 

健康で一生をおくるために 2 

 胃胸部併用Ｘ線テレビ  

 検診車が新しくなりま 

 した！ 

2 

  介護保険と認定調査が    

  一部変更となります 
3 

  平成２１年度 新入職員の  

  ご紹介 
3 

  簡単レシピ 

  「鶏肉のみそくわ焼き」  
 3 

  平成２１年度各事業の予定 4 

  平成２１年度 健診料金等 

  ご案内 
4 

財団法人加古川総合保健センター財団法人加古川総合保健センター 

  

  

新しい年度となり、皆様の職場におかれましては新入職員を迎え、

またご家庭におかれましても新入園・新入学を迎え、賑やかで慌しい

日々をお過ごしのことと思います。保健センターも新入職員を迎え、

新年度のスタートを切りました。 

 保健センターでは、かねてより人間ドック事業の充実に取組んでお

り、特定健康診査(以下、特定健診)が導入された昨年度もメタボリッ

クシンドロームに着目した検査として「体組成測定検査」・「血圧脈

波測定検査」・「頸動脈超音波検査」等の追加をしてきました。２１

年度は、胃部Ｘ線検査にかえて皆様からのご要望の多かった胃内視鏡

検査を実施出来るよう体制を整備し、第２木曜日と土曜日で受診いた

だけるよう計画しています。 

本検査は胃粘膜を直接観察し診断しますので、その場で医師より診

断結果を聞くことができ、胃の疾患を早期に発見するためには欠かせ

ない検査です。検査は、事前にのどに麻酔を施し、５～１０分程度で

終了します。今までの胃部Ｘ線検査で毎年要精密検査になってしまう

方や、バリウムが苦手で今まで胃部の検査を受診されなかった方に是

非受診をお勧めしたい検査です。 

胃内視鏡検査実施に当たっては、保健センターと健康保険組合・事

業所等との契約が締結されていることを必要とする場合がありますの

で、ご希望の際にはご加入の健康保険組合や事業所等の担当の方また

は保健センター健診課まで確認をお願いし 

 

よりよい健診機関をめざして 

ます。 

『地域の健康を支える』という経営理念

のもと、地域に根ざしたより良い健診機関

であるよう受診しやすい環境を整え、皆様

のご利用を心よりお待ちしております。 
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特定健診・がん検診などのお申込は 

TEL 079(429)2923 まで 

女性に発生するがんの中で最も多いのが乳がんです！ <乳がんの検診の流れ> 

 問診内容は、月経周期、初潮・閉経時期、未婚・既婚、妊娠・出産経

験の有無、病歴、家族歴、気がかりな症状などについて伺います。 

【胃胸部併用Ｘ線テレビ検診車が新しくなりました！】 

問 診 

 次に視触診です。視診は、乳房の形、左右の対称性、ひきつれ、陥没、

皮膚の変化などを診察します。触診は、医師が指で乳房全体を「しこり」

や異常がないか確かめます。わきの下のリンパ節も触診します。  

 そして、画像検査としてマンモグラフィを実施します。  

視・触診 

マンモグラフィ 

     

               

この度、平成２０年度の競輪公益資金から補助金の交付を受け、胃胸部併用Ｘ

線テレビ検診車を更新整備致しました。この検診車の配備により、胸部及び胃部

の撮影がこの1台でできるため、より効率的な健診が可能となります。また、デジ

タル化によって短時間撮影が可能となり、動態ボケのない鮮明な画像が得られる

ことや撮影画像がモニタで確認できるため再撮影率が低下する等の利点もありま

す。今後も地域住民の皆様の健康づくり、病気の早期発見、早期対処をサポート

するため、より一層心のこもったサービスを提供致します。 

健康は一生の宝物です。生活習慣病予防のために特定健診・保健指導を積極的に

利用し、健康で一生を送りましょう！ 

 また、三大疾病のひとつといわれる「がん」も早期発

見・早期治療により治る確率が高くなります。 

 保健センターでは特定健診とがん検診の同時受診も可

能です（加古川市・稲美町・播磨町にお住まいの方）。 

「脳卒中」「心筋梗塞」「糖尿病」「脂質異常症(高脂血症)」などに代表される生活習慣病の患者は

年々増加し、現在では国民医療費の約3割を占めています。 

 特定健診(*)は40～74歳の保険加入者が対象になります。糖尿病や脂質異常症（高脂血症）な

どの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドローム（内臓

脂肪型肥満と糖質や脂質などの代謝異常、または高血圧が合併した状態をいう）該当者及び予備

群を早期発見すること、また保健指導を行うことで、発病リスクを減らそうというものです。 

＊特定健診は医療保険者(国保・社保等)の指定機関で受診ができます。保健センターが指定されているか 

 どうかを加入されている医療保険者（国保・社保等）にご確認ください。 

 なお、受診に際しては①特定健診受診券②健康保険証が必要です。 
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What's NewWhat's NewWhat's New   

 

ちょっと休憩 

   材料  （2人分） 
 

鶏もも肉    250ｇ         

小麦粉     大さじ1  

なす      1本     

シシトウ    6本  

   みそ   大さじ1  

Ⓐ  みりん  大さじ1  

   砂糖   大さじ1/2 

   しょうゆ 大さじ1/2 

サラダ油    大さじ2 

   〈１人分 437kcal〉 

鶏肉のみそくわ焼き 

作り方 

１．なすは7mmの厚さに斜め切りし、シシトウはへたを取る。 

２．鶏肉は一口大に切り、小麦粉をまぶす。Ⓐの調味料を合わせておく。 

３．フライパンに油大さじ1を熱し、シシトウを強火でさっと炒めて取り 

  出し、続けてなすを両面に焼き色がつくまで焼き、取り出す。 

４．フライパンに油大さじ1を足し、皮を下にして肉を強火で約2分焼く。 

  焼き色がついたら裏返し、ふたをして火が通るまで中火で焼く。 

５．ペーパータオルでフライパンの脂をふきとり、Ⓐを加えて絡める。 

【介護保険と認定調査が一部変更となります】 

【平成２１年度 新入職員のご紹介】 

 保健センター

の職員として、

一日も早く役に

立てるように知

識・技術を身に

付けていきたい

と思います。 

 保健センター

職員として、笑

顔を忘れず頑張

りたいと思いま

す。 

検査課検査係 

 保健センター職

員として、地域の

皆様の健康のため

に精一杯頑張りま

す。 

健診課健診係 健診課渉外係 健診課業務係 

臨床検査技師 看護師 事務職 事務職 

重本 啓司 茨木 育夫 

専務理事 事務局長 

 住民の皆様の

健康管理の拠点

として、組織・

機能を充実して

ニーズに合った

良質のサービス

を提供するため

に頑張ります。 

 職員としての 

自覚と誇りを持

ち、保健センタ 

ーの発展と全職 

員が職場を愛し 

働きやすいと感 

じる環境づくり 

に頑張ります。 

 どんなことも明

るく前向きに頑張

ります！ 

薪先 久美子 百家 美雪 桝尾 武史 園田 誠 

お問い合わせは 地域健康課 TEL 079(429)2056 まで 

 介護保険制度は、平成12年4月からスタートし国民の共同連帯の理念に基づき介護を社会全体で支える制度と

して定着してきました。しかし、あと10年程度で日本の総人口の約1/3が高齢者となることが予想されており、

高齢者人口の推移を見ても、65歳以降の生活は長く、介護保険制度が今後も国民の生活を支える大切な制度で 

あることが伺えます。しかし介護従事者の離職率は高く、人材確保が困難な状態となっています。それらの問題 

に対し、介護従事者の処遇改善と利用者が質の高いサービスを安心して安定的に利用できることを趣旨とした改 

正介護保険が平成21年4月より施行となりました。 

介護保険改正と同時に、介護サービスを利用するのに必要な要介護認定の調査項目、評価基準も変更となり 

ます。幻視・幻聴の問題行動など14項目が削除され、独り言･独り笑い、集団への不適応など6項目が新たに追

加となります。評価基準では、能力、介助の方法、障害や行動の有無の3つで判定するようになりました。麻痺･

拘縮においても、日常の支障は勘案されず障害の有無のみで判定されるように変更となります。重度の寝たきり

状態の方では、移乗・移動又は頭髪のない場合の整髪など、介助自体が発生しない場合、能力に関わらず「介助

されていない」と判断されるように変更となります。精神・行動障害においても当該行動の有無が評価の基準と

なります。 

介護報酬については平均3％アップとなり、介護従事者の専門性等に係わる適切な評価、キャリアアップの推

進、早期離職の防止と定着の促進等に着目した評価が新規で追加されました。又、病院等との情報共有等を行う

際の評価が新規で追加されるなどチームアプローチ、包括的ケアの重要性や、特に労力を要する認知症、独居高

齢者に対して評価されるようになりました。 

私たち保健センターは、経営方針「健康で安心して暮らすことが出来る地域づくりをサポートする」に基づ

いてケアプラン作成業務、訪問入浴介護を実施しております。地域の方々とともにその人らしい安心した生活

が過ごせるよう、地域健康課一同努力してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
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 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･がん検診などのお申込は 

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） 

注）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。 

【平成２１年度 各事業の予定】 

 

●電車で……JR東加古川駅下車、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。 

健診事業：デジタルマンモグラフィの増設及び人間ドック健診施設機能評価の認定取得 

検査事業：ISO１５１８９の認定範囲拡大（微生物検査･遺伝子検査）及び生化学自動分 

     析装置の更改 

そ の 他 ：新公益法人への移行準備  

※1 40歳以上の方が対象 

※2 受診機会は2年に1回 

 

注） 子宮がん検診は医療機関で受診する個別 

    健診もあります。 

(※3) 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。） 

 

(※4) 胸部X線 直接撮影 

 

(※5) 胃部X線 間接撮影   

    胸部X線 直接撮影 

がん検診など 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(※2) 1,200円 無料 

骨粗しょう症検診 500円 

肝炎ウイルス検診(※1) 1,000円 

乳がん検診(※1)(※2) 
（視触診・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 

3,300円 
(稲美町在住の40歳代の方は3,800円) 

コース  料 金（税込） 

人間ドック（１日コース） 36,750円 

人間ドック（２時間コース） 16,128円   

定期健診(※3)  
（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(※4) 

協会けんぽ生活習慣病予防健診

(※3) 

(対象者:35歳以上の被保険者の方) 

  4,640円(※5) 

名 称 基 本 健 診 特 定 健 診   後 期 高 齢 者 健 診 

市町 

 18～29歳 

の方 

30～39歳 

の方 

40～64歳で国民健

康保険ご加入の方 

65～74歳で国民健

康保険ご加入の方 

75歳になる

方 

76歳以上（後期高齢

者保険にご加入の方）  

加古川市  

 

無料 
国民健康保険 

ご加入の方のみ 

無料 無料 無料  無料 

 

ただし、76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。  

稲美町 1,000円 1,000円 1,000円 500円 

播磨町  
 

1,000円 1,000円 500円 

無料  

対象者：加古川市・稲美町・播磨町にお住まいの方 

【平成２１年度 健診料金等ご案内】 

基本健診・特定健診・後期高齢者健診・介護予防健診 

がん検診など（加古川市・稲美町・播磨町在住の方が対象） 

 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 

・保健センターでは、特定健診と同時に以下の検診が同時受診出来ます。 

・65歳以上の方は、公民館等で実施する ｢巡回がん検診｣もご利用下さい。 

介護予防健診 

65歳以上の方 

無料 

 

要介護・要支援認定

を受けている方は受

診出来ません。 

 

〈＊税込〉 

〈＊税込〉 

  1日コース受診者の方には 

・無料駐車券を発行します！ 

・胃部X線検査に代えて胃カ  

 メラも受診頂けます。お気 

 軽にお問い合わせ下さい。 

人間ドック・定期健康診断など 

 国保以外の方の 

特定健診も実施 

しておりますの

で、上記までお 

問い合わせ下さい 

年齢 


