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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 

設立３０周年を迎えるにあたって 

４月に入り、平成２２年の新年度がスタートしました。 

 今年度は、財団法人加古川総合保健センターが、３０周年を迎え

る節目の年ともなります。 

保健センターは、昭和５５年１０月に地域住民の予防医学、健康

増進、健康指導及び健康教育を目的として、加古川市加古郡医師会

と加古川市・稲美町・播磨町の１市２町とで財団法人として設立さ

れました。 

 保健センターが実施している事業は、住民・学校・事業所等の健

診事業、人間ドック事業、医療機関からの血液検査等の臨床検査事

業、健康教育事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業など、多

岐に渡っています。 

さて、私が保健センターの専務理事に就任して早や１年が経過し

ました。以前は保健センターとは巡回検診車で健康診断を実施して

いる健診機関の一つぐらいとの認識しかありませんでした。 

加古川総合保健センター 

専務理事 

重本 啓司 

しかし、この１年間、先に述べた保健セン

ター事業に関わるなかで、当地域の多くの住

民の皆様のご利用によってつながっているこ

とを知りました。 

３０周年を契機に住民の皆様とのつながり

を深め、健康に関する事は気軽に安心して相

談ができる保健センターを目指して、職員一

同心を新たに取り組んでまいります。 

 今後なお一層のご支援をよろしくお願い申

し上げます。 
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いま、私達の使命「EveryDay健康EveryDay笑顔」 

人間ドックを受診しましょう 
 
 

人間ドックオプション検査 

喀痰細胞診検査  喀痰の中に含まれる細胞を顕微鏡で調べ、がん細胞がないか検査します 

肝炎検査  血液検査でＣ型肝炎ウィルス、Ｂ型肝炎ウィルスに感染していないかを調べます 

骨粗しょう症検査  超音波法でかかとの骨の骨密度を測定します 

腫瘍マーカー検査  ＰＳＡ（前立腺）・ＣＥＡ（大腸・すい臓・胃）・ＣＡ19-9（胆のう・すい臓）・ＣＡ125（卵巣）の血液検査です 

ＢＮＰ検査  心臓の異常を判断する血液検査です（心不全・心筋梗塞等） 

体組成測定検査  体脂肪率だけでなく、筋肉量や基礎代謝量、体水分量などを測る検査です 

血圧脈波検査  両腕・両足の血圧と脈波を測定し、動脈硬化や動脈の狭窄を調べます 

頸動脈エコー検査  首の部分に超音波を当て、動脈硬化を見つける検査です 

子宮がん検診  子宮頸部の細胞を採取し、がん細胞がないかを検査します 

乳がん検診  医師による視触診とマンモグラフィがあります（セット受診をお勧めします） 

 胃カメラで食道から十二指腸上部まで観察します（原則、経口になります） 

 

胃内視鏡検査       

（１日ドックのみ） 

 保健センターでは、２時間程度で受診できる「２時間人間ドック」と1泊ドックの内容を1日で 

行い、結果も当日にわかる「1日ドック」を実施しております。 

人間ドックの目的は、下記のような多項目の検査を実施することにより、自覚症状の有無に関係

なく、異常や生活習慣の問題点を明らかにし、病気が発症する前に芽を摘んでしまおうという点に

あります。健康で一生を送るということは、私たちの切なる願いです。がんや生活習慣病などの早

期発見・早期治療（二次予防）はもちろんのこと、生活習慣の改善（一次予防）の第一歩として人

間ドックの受診をお勧めします。 

*オプション検査は項目によって、実施日の設定・受入人数に制限がありますので、お申込時にご確認ください。 

人間ドックのお申込は TEL 079(429)2525  まで 

標準検査項目（特定健診の項目と比較） 

検査項目 特定健診 2時間ドック 1日ドック 検査内容 

身体計測 ○ ○ ○  身長・体重・ＢＭＩ・腹囲の測定（特定健診後期高齢者は除く）をします 

尿検査 ○ ○ ○  特定健診：蛋白・糖   ドック：蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン 

血圧測定 ○ ○ ○  安静時の最大・最小血圧を測定します 

血液検査 
○ 8項目 

※ 
○22項目 ○ 30項目 

 主に貧血、肝臓、膵臓、腎臓、糖尿、高脂血症の検査をします 

 特定健診：コレステロール・血糖・肝機能 

視力検査   ○ ○  左右裸眼視力・矯正視力の検査です 

聴力検査    ○  オージオメーターによる2ポイント測定の検査です（1000Hz・4000Hz） 

眼底検査 ※ ○片眼 ○両眼  無散瞳カメラによる眼底撮影で血管の状態などを調べます 

眼圧検査    ○  緑内障の検査です 

心電図検査 ※  ○ ○  安静時標準12誘導心電図で心臓疾患を調べます 

肺機能検査    ○  スパイロメーターにて肺の働きを調べます 

胃がん検診   ○ ○  バリウムを飲み、Ｘ線撮影で胃の疾患を検査します 

肺がん検診   ○ ○  Ｘ線撮影で肺の疾患を検査します 

大腸がん検診   ○ ○  便に血液が混じっていないか検査します 

腹部超音波検査    ○  腹部エコー検査で肝臓・胆のう・腎臓・すい臓・脾臓の疾患を調べます 

問診・診察 ○  ○ ○  健康状態の問診・診察をします 

※医師の判断で追加することがあります 

（胃生検〈胃の組織の一部を採取し検査します〉は、胃内視鏡検査の結果、医師の判断の上、ご希望に

より検査することができます） 
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ちょっと休憩 

作り方 

【自動分析装置及び臨床検査情報処理システムを導入】 

【平成２２年度 新入職員のご紹介】 

ニラと豚肉のポン酢炒め 

ニラ    1束 

豚ロース  100ｇ 

塩     少々 

こしょう  少々 

サラダ油  大さじ１ 

ポン酢   大さじ2 

材料  （2人分） 

〈１人分 196kcal〉 

１．ニラは3cm長さに切り、豚肉は食べやすい大きさに切る。 

２．フライパンで油を熱して豚肉を炒め、色が変わったら塩・ 

  こしょうをして、ニラを加えてさっと炒め合わせる。 

３．ニラが少ししんなりしたら、ポン酢をまわし入れ、ひと混ぜ  

  してできあがり。 

 ＊もやしやにんじんなどを入れてもおいしいですよ。 

 

いま、私達の使命「EveryDay健康EveryDay笑顔」 

What's NewWhat's NewWhat's New   

検査課 検査係 

臨床検査技師 

水口 奈津美 

 検査課では、昨年１１月に新しい自動分析装置と臨床検査情報処理シス 

テムを導入しました。新自動分析装置は、従来の分析装置に比べ少量の血

液で多くの検査が可能となりました。 

 また臨床検査情報処理システムの導入により、推算糸球体ろ過量（腎臓

が１分間当たりに処理出来る血流量）が自動計算できるようになり、慢性

腎疾患の早期発見・早期治療に役立つデータを医療機関様に提供できるよ

うになりました。今後とも、より精度の高い検査を目指していきます。 

 平成22年4月1日に入社

致しました。保健センター

の職員として地域の皆様や

多くの方々のお役に立てる

ように、今まで学んだこと

を生かし、これからも知識

や技術を身につけていきた

いと思います。また、何事

も精一杯頑張りたいと思い

ます。今後とも宜しくお願

い致します。 

【禁煙体験談のご紹介】 

加古川総合保健センター 

事務局次長  

堤 郁也 

 平成２２年２月２８日に行われました加古川市加古郡医師会主催の第４回禁煙フォーラムで保健センター

職員が講師の一人として禁煙についての講演を行いました。講演内容の一部をご紹介いたします。 

 大病はしましたが、今更ながらタバコを 
 止めて本当に良かったと思っています。 
 この体験談が皆様のタバコを止めるキッ 
 カケになって頂ければと思います。 

自動分析装置 

●１０年前までは、不健康極まりなく、タバコも毎日40～50本は確実に吸って 
 いるという最悪の生活習慣でした。 
●３７歳の時、仕事中に急に背中が痛くなり、その痛みが胸の方に回って来まし 
 た。予想もしていなかった「心筋梗塞」だったのです。一時は意識モウロウで 
 危篤状態となり、心臓の約２割が壊死状態となったものの、なんとか手術が成 
 功し無事社会復帰することが出来ました。 
●退院後は、禁煙しようという意識の前に、生活リズムを一定にする、食事に気 
 をつけるなど、社会復帰のためのリハビリに一生懸命でタバコという存在自体 
 が私の意識の中から全く消えて無くなってしまいました。そのお陰かよく言わ 
 れるイライラ感や禁断症状もなく、キッパリ止めることが出来ました。 
●タバコを止めると同時に、今までの生活習慣を180度変えました。健康に気を 
 使い、ジムに通ってトレーニングすることが日課になりました。禁煙と同時に 
 違うことに一生懸命になることが、禁煙を成功させるコツだと思います。 
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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「鶴池」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に乗車し、  

         「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◆◆ 

※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も受診できる 

   個別健診もあります。 

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２２年度 健診料金等ご案内】 

人間ドック1日コースを受診 

される方には 
・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。 

 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） 

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 
 

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 

播磨町  
 

1,000円 

 

 

 

無 料   

基本健診・特定健診・後期高齢者健診・介護予防健診 

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〉 

年齢 

（加古川市・稲美町・播磨町在住の方が対象） 

稲美町国民健康保険にご加入の方は 

2時間コースについて半額助成があります 
（料金は希望する検査項目によって異なります） 

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 

胃がん検診 1,400円 

大腸がん検診 1,000円 

子宮(頸部)がん検診(※2) 1,200円 

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) 

無 料  

加古川市国民健康保険にご加入の方は 

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 

〈＊税込〉 

(※3) 検診車による出張 

        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 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影   

    胸部X線 直接撮影 

 

(※6) 胃部X線 間接撮影 

    胸部X線 直接撮影 

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） 20,916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) 

施設 6,843円(※5) 

巡回 4,640円(※6) 

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) 

がん検診など（加古川市・稲美町・播磨町在住の方が対象） 

・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。 

人間ドック・定期健康診断など 

国民健康保険以外の方の特定健診も実施しておりますので保健センターまでお問い合わせ下さい。 

  

☆左記の人間ドック助成の対象となる方 

 には年齢等の条件があります。 


