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「より広〈、より多くの方の健康を支えるために」
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胃の健康を確かめましよう！従来のバリウムによる胃がん検診ち実施しています。
胃がんリスク検査（ABC分類）む�...胃がんの原因と言われるピロリ菌の感染の有無と胃の萎縮から、

大腸がん 女性のがん死亡の
第1位です

・男性
・女性

H22 H23 H24 H25 H26 

保健帥ー検E舎における 大腸がん発見数

男性のがん死亡の肺がん 第1位です
肺がんの原因のひとつは「喫煙」
です。喫煙習慣のある方、 過去に
喫煙習慣があった方、 家族に喫煙
習慣がある方は定期的に検診を受
けましょう。
オプションでCT検査もご利用下
さいゆ

電話番号

(079)429・2923

胃がんのリスクの程度を調べる l 血液検査 l です。

精密検査の結果、 胃がんが発見された方もいます。

A群： 感染のないリスクの値い胃です。
B群 I
C群ト除菌治療することでリスクをi�；，戚できます。
D群j
E群： ピロリ菌除菌後の胃。定期検査を推奨します。

保健センタ ーでは
各種がん検診が
受診できます。

原因となるB型C型肝炎ウイ
肝がん ルス検査を受けましよう。

肝がんは肝炎の持続感染が原因で
発生します。肝がんと関連が深い
のがB型C型肝炎ウイルスです。
感染の有無を知り、 定期的に検査
を受けること、 早期に治療を受け
ることで肝がん死亡リスクを下げ
ることができます。

乳がん 12人に1人が乳がんと
診断されています。

自覚症状のある方は病院へ！
自覚症状のない方は定期検診を！！
毎月の自己検診で「しこり」「ひき
つれー「皮膚のただれ ・ 湿疹 ・ 発赤」
「血性分泌物」を見つけましょう。

乳がんは自分で発男できるがんです。

子宮がんには「頚がん」と子宮がん 「体がん」があります
子宮頚がんはHPV Cヒトパピロ ーマ
ウイルス〉による感染が原因です。
初期段階ではほとんど自覚症状があり
まぜんが、検診で早期発見できます。
子宮体がんが増えています。
肥満 ・ 女性ホルモンが関わっています。
不正出血があったら医療機関を受診し
て下さい。

【受柑時間】S:30～1TOO ※月～金曜日（土・日・祝日・年末年始除く）

各種がん検診FA×用申込書
下記事項をご記入の上、 この面をFAXしてください。後日電話させていただきます。希望項目にO印をご記入下さい。

ふりがな
生年月日

お名前

ご住所

2公益財由雄A加古川縫合幅健也�·－

性別 胃リスク 胃がん

連絡先

電話番号

大腸がん 乳がん 肺がん
肝炎ウ

子宮がん
イルス

無料ク ーポンを使用される方は、お持ちの
ク ーポンlこOをご記入下さい

胃 肺 子宮 乳 肝炎 太腸





主催： 一般社団法人 加古川医師会／一般社団法人 播磨薬剤師会／
一般社団法人 播磨歯科医師会／公益財団法人 加古川総合保健センター

共催：一般社団法人 兵庫県薬剤師会

『人生って終わりが
　　あるものなんですね

今を生きる事とは』
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『人生って終わりが
　　あるものなんですね

今を生きる事とは』

健康フェアウェルネージ
かこがわ
ウェルネージ
かこがわ

【職歴・経歴】
1962年 東京生まれ。
豊富な雑学知識を持ち、芸能界のクイズ女王の異名を持つ。キャスター、パーソナリティ、タレントとし
て活躍する傍ら、時には女優業もこなす。TBSラジオ「麻木久仁子の ニッポン政策研究所」が高い評価
を得ており、その明るいキャラクターで、幅広い年齢層から支持されている。

【TV出演番組（一例）】
TBS系「ひるおび」「ピンポン！」
テレビ朝日系「Qさま」「クイズ雑学王」「サンデージャングル」
日本テレビ系「行列のできる法律相談所」「世界一受けたい授業」TV「おじゃマンボウ」フジテレビ系
「笑っていいとも！」「ザ・ウィーク」「オールナイトフジ」朝日放送・テレビ朝日系「驚きももの木20世紀」
NHK教育テレビ「親と子のTVスクール」「中学生日記」

【主な著書】
『「仕切り上手」の法則』、『迷っている人ほど素敵』、『日本建賛論』

【職歴・経歴】
1962年 東京生まれ。
豊富な雑学知識を持ち、芸能界のクイズ女王の異名を持つ。キャスター、パーソナリティ、タレントとし
て活躍する傍ら、時には女優業もこなす。TBSラジオ「麻木久仁子の ニッポン政策研究所」が高い評価
を得ており、その明るいキャラクターで、幅広い年齢層から支持されている。

【TV出演番組（一例）】
TBS系「ひるおび」「ピンポン！」
テレビ朝日系「Qさま」「クイズ雑学王」「サンデージャングル」
日本テレビ系「行列のできる法律相談所」「世界一受けたい授業」TV「おじゃマンボウ」フジテレビ系
「笑っていいとも！」「ザ・ウィーク」「オールナイトフジ」朝日放送・テレビ朝日系「驚きももの木20世紀」
NHK教育テレビ「親と子のTVスクール」「中学生日記」

【主な著書】
『「仕切り上手」の法則』、『迷っている人ほど素敵』、『日本建賛論』

すてきな景品が当たります！！※要入場券

←姫路方面 神戸方面→氷丘南
小学校

河原

篠原5丁目
加古川駅北 溝之口

篠原町

大川町

加古川簡易
裁判所前

加古川町
平野

加古川駅

加古川ランプ

加古川総合保健センター
（ウェルネージかこがわ）

東行き一方通行→

←西行き一方通行

加古川バイパス

JR山陽本線

N

当館北側駐車場（有料）は台数に限りがありますので、
公共交通機関をご利用下さい。

〈時 間〉１０：３０～１５：３０〈場 所〉１F受付横
〈参加方法〉各団体の講演会に参加された方に

参加票を配布（お一人様／１回）

お薬
相談

血圧
測定

貧血
検査

骨密度
測定

10：30よりご自由にご見学・質問・ご相談下さい。

なんでも相談

播磨歯科医師会

歯科健診・歯科相談

歯科衛生士さんによる お口の“健口”の話
けん こう

〈場所〉マリンガホール〈時間〉　　　　　　　　　　計２回・１３：００～１３：３０
・１５：００～１５：３０

〈場所〉健康セミナールーム〈時間〉　　　　　　　　　　計２回・１１：００～１２：００
・１４：００～１５：００

※このコーナーのみ予約不要です。
ご希望の方は、直接お越し下さい。

入場無料入場無料

定員800名
（要事前申込）（要事前申込）

各イベント毎に
定員あり

〈場 所〉ウェルネージホール

加古川医師会

『これからの加古川の医療』

「2025年に向けた地域医療の潮流」
演者 加古川医師会  会 長 枝川 潤一

座長 加古川医師会  理 事 松井 祥治

「地域医療の充実に向けて」
演者 加古川西市民病院・加古川東市民病院

　　　　  統括院長 大西 祥男

〈時間〉１０：３０～１２：０００

300名
先着

手話通訳有

〈場 所〉ウェルネージホール

〈時間〉１３：３０～１５：００播磨薬剤師会

講演会『人生って終わりがあるものなんですね 今を生きる事とは』

麻木 久仁子氏講師 タレント
手話通訳有

は』
300名
先着

一般社団法人 兵庫県薬剤師会  第８回県民公開講座

日時

場所

平成28年2月14日（日）平平成平平平成成2288年2月14日（日）
９：３0～16：00（開場9：00）９：３３00～116：000（（開開開開場開開場場9場場99：：：0000））
ウェルネージかこがわ
（加古川総合保健センター）
ウェェルルネネネネネージージジジジかこかこここここががわがががわがわわ
（（加加加加古古古川川川川総総合総総合合合合合保保保健健健セセンンンタター）））

保健センター

〈場 所〉マリンガホール

講演会

◎ 人間ドック体験
◎ 駅チカLABO体験

◎ 臨床検査室見学コーナー
◎ 健康相談・栄養相談・介護相談
◎ 医療情報システム
◎ 健診車見学・訪問入浴車見学1０：３0～15：00

1０：３0～15：00
体験コーナー

見学コーナー

〈時間〉９：３０～１０：２０

～すべての世代に対応した人間ドックの御案内／
西日本初の検査サービス（駅チカLABO）～

200名
先着

『あなたの笑顔を支える健康づくり』
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