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新型インフルエンザとその予防 

加古川総合保健センター産業医 

川西内科医院 

川西 正廣 医師 

 新型インフルエンザとは、鳥や豚で流行しているインフルエンザのウイル

スが変異して人に感染し、人から人へと容易に感染するようになったインフ

ルエンザをいいます。 

 ２００９年４月に豚インフルエンザ由来の新型インフルエンザ（H１N１）

が発生し、９月に入ってから大流行の兆しがみられます。この新型ウイルス

は弱毒性であり、毎年冬に流行する季節性インフルエンザと同じく発熱と急

性呼吸器症状、時に嘔吐、下痢の症状を呈しますが死亡率は低いと予測され

ています。現在、冬季に流行する季節性インフルエンザにはＡ型のH１N１

（ソ連型）、H３N２（香港型）とＢ型があります。ほとんどの人は、これら

のウイルスに対して過去の感染やワクチン接種により基礎免疫を持っていま

す。そのため、高齢者や乳幼児、慢性疾患を持った人以外は感染しても重症

化することはありません。新型インフルエンザはほとんどの人が基礎免疫を

持っていないのでウイルスに曝されると感染しやすく、場合によっては重症

化することもあります。 

 今年は新型インフルエンザが大流行しそうです。同時期に大量の患者が発

生すると、医療機関や社会活動が麻痺してしまう可能性があります。できる

限り被害を少なくするためには、国や自治体をはじめ医療機関や学校、老人

施設、会社そして個人個人が予防対策に協力しなければなりません。今年は

ワクチンが一部の人しか間に合いません。ここで 

は個人で出来る予防策をご紹介します。 

・人混みや繁華街への外出を控える。 

・外出時にはマスクを着用する。 

・室内は加湿器などを使用して適度な湿度を保つ。 

・十分な休養、免疫力を強めるためバランスの良い  

 食事をする。 

・手洗いを頻回にする。 

・咳エチケットを心がける。 

以上のことを実行し、かからないよう気をつけ

ましょう。 
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いま、私達の使命「EveryDay健康EveryDay笑顔」 

乳がん検診を受けましょう 

 

 

 

 
  

  

   がん検診のお申込は TEL 079(429)2923 まで 

「乳がんは他人事」と思っていませんか？      

最近、テレビなどで著名人の方々が乳がんになったという話を耳にされる機会が多いの

ではないでしょうか。中には、残念ながら命を落とされる方もいらっしゃいます。 

乳がんは世界的に増加の一途をたどり、今や、日本人女性約20人に１人が発病すると

いわれています。 

しかし、乳がんは早期発見・早期治療すれば完治する確率が非常に高いのです。 

そこで、是非お勧めしたいのが乳がん検診です。 

保健センターでは、平成１７年度より視触診とマンモグラフィーを併用した乳がん検診

を実施しています。マンモグラフィーでは、触診ではわかりづらい小さな異常も発見でき

るようになり、乳がんの発見数が増加しています。 

 また、この度、「がん検診受診率：50％」を目標とする国の施策｢女性特有のがん検診

推進事業｣により、平成21年4月1日時点で40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の女性を

対象に｢乳がん検診無料クーポン券｣が配布されました。 

健康で一生をおくるためにも、是非、この機会に乳がん検診を受診して下さい。 

加古川総合保健センターにおける乳がん検診受診者数  

及び 乳がん発見率（H15～H20） 

※ 平成17年度より国の指針に基づき、乳がん検診の受診機会

が2年に１回となったため、近年は平成16年以前より受診  

者数が減少しています。 

  保健センターで受診いただい

た方で、乳がんが発見された方

は、50歳代が38％と圧倒的に 

多く、次いで、40代、60代と

なっています。 

 早期発見・早期治療のために

も、2年に1回の受診をお勧めい

たします。 

加古川総合保健センターにおける 

乳がん発見者数の年代別割合（H15～H20） 

視触診とマンモグラフィーを併用することで、発見率の向上 

につながっています。 

乳がん検診受診者数 乳がん発見率 

（人） 
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ちょっと休憩 

作り方 

 検査課では、８月より新しい血液培養自

動判定装置を導入しました。血液培養検査

は、本来無菌である血液中に侵入した菌を

検出する検査です。血液中への菌の侵入

は、重篤な症状の原因となるため、確実か

つ迅速に検出することが要求されます。 

 この血液培養自動判定装置により、検出

感度、検出率が向上し、臨床の先生方へ、

より精度の高い結果を報告することができ

るようになりました。 

【血液培養自動判定装置を導入しました】 

 保健センターに実習に来られた学生の皆様よりコメントをいた  

 だきましたのでご紹介します。 

【臨床検査実習生を受入れ】 

・病院等から検査を依頼された検体がどのように処理され、検査  

 されていくのか、よくわかりました。この経験を今後の勉強に 

 生かしていこうと考えています。  

・自分の検体を用いて、血糖値や血液型検査を実際に行う等、楽 

 しみながら学習できました。この実習で学んだ事を活かし、今 

 後の勉強の材料とするとともに、医療従事者として社会に貢献 

 できるようこれから努力していきたいと思いました。  

             （神戸学院大学栄養学部 ４回生） 

豆腐ステーキ きのこソースがけ 

木綿豆腐 1丁       

しめじ  1/2パック          

しいたけ 3個     

えのき茸 1/2袋     

エリンギ 1本 

にんじん 小1/4本   

材料  （2人分） 

〈１人分 213kcal〉 

１．豆腐はキッチンペーパーに包み、重しをして水気を切り、2等分する。 

２．きのこ類はいしづきを除いて食べやすく切る。 

３．豆腐の両面に塩、こしょうをして小麦粉を軽くまぶす。フライパンに 

  油を熱し、両面をこんがりじっくりと焼き、器に盛る。 

４．ソースは、フライパンでにんじん、きのこ類をさっと炒めてⒶを加え 

  て煮る。しんなりしたら水溶き片栗粉でとろみをつける。 

５．豆腐ステーキにソースをかけ、小口切りのねぎをちらしてできあがり。 
 

＊ きのこソースは肉･魚のソテー、ハンバーグにかけても合います。 

 

いま、私達の使命「EveryDay健康EveryDay笑顔」 

What's NewWhat's NewWhat's New   
【トライやるウイークを実施】 

 保健センターでは、平成12年度より｢ト

ライやるウイーク」の受け入れに協力して

います。平成21年度は、6月8日（月）～ 

6月12日（金）の5日間、加古川市立平岡

中学校2年生の生徒4名を迎え、保健セン

ターの業務を体験していただきました。 

初日 施設見学など 

２日目 健康診断を体験 

３日目 保健指導を体験     

福祉業務を学ぶ 

４日目 情報処理を学ぶ 

最終日 臨床検査を体験 

トライやるスケジュール 

ト
ラ
イ
や
る
ウ
イ
ー
ク 

で
来
ら
れ
た
生
徒
の
皆 

様
よ
り
暑
中
お
見
舞
い 

を
い
た
だ
き
ま
し
た
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実習風景 

血液培養自動判定装置 

塩    少々 

こしょう   少々 

サラダ油 小さじ２ 

小麦粉  少々   

ねぎ     少々 

水溶き片栗粉  適量 

Ⓐ  だし汁 150ml 酒  大さじ1   

   みりん 大さじ1  醤油 大さじ1 

健康診断を体験 

臨床検査を体験 
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いま、私達の使命「EveryDay健康EveryDay笑顔」 

  

 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)2560 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。 

 

●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。 

【新しい入浴車を導入しました！】 

  

 お問い合わせは 地域健康課   

 TEL079（429）2056 まで 

 街中で不慮の事故や急病により、心肺 

停止状態の人がいれば、近くのＡＥＤ(自

動体外式除細動器)を使用して、一刻も早

く救命処置を行うことが必要です。 
 

 加古川地域においては、｢救命サポート

ステーション｣と題し、ＡＥＤを設置して

いる事業所が、応急救護所の役割を担う 

制度が２１年７月から開始されました。    

 この度、保健センターも、「救命サポー

トステーション」制度に登録致しました。 

標章 

【「救命サポートステーション」制度に登録 

    ～ＡＥＤで助けあい～】  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） 

健康診断のお問い合わせ 

◆◆アクセスマップ◆◆ 

訪問入浴車 

 この度、訪問入浴車の老朽化に伴い、郵政事業に

よる平成２１年度年賀寄付金の助成を受け、車両の

更新を致しました。 

 これにより、３台の入浴車を有効に稼動させ、多

くの皆様のご要望に応える事ができるようになりま

した。 

 訪問入浴は、ご自宅での入浴が困難な場合に、ご

家庭へ浴槽を運び、お部屋の中で入浴していただく

サービスです。介護保険の認定を受けた方であれば

どなたでもご利用いただけます。マンション等の高

層住宅にも伺っておりますので、お気軽にお問い合

わせ下さい。 

AED:1階受付に設置 


