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「骨ドック」をスタートしました！

「骨ドック」は筋肉と骨の健康診断。
骨密度や筋肉量を調べて、骨折や骨の変形や痛みがあらわれる「骨粗鬆症」や、筋肉量が低下する
ことで転倒し要支援・要介護とならないため、予防や治療に役立てる検診です。

こつ

動脈硬化ドック
（血管ドックから改称）

脳ドック 乳腺ドック 新 骨ドック

実施日
毎週月曜日

11:30～
毎週水曜日

11:00～
毎週木曜日

13:00～
毎週火・木曜日

13:30～
定員 ３名 ３名 ４名 ２名

メニュー

・血液検査
・栄養食事指導
・問診
・ＡＢＩ検査
・頸動脈エコー
・心電図（安静3分）

・結果説明

・頭頸部MR検査
（3.0テスラ）

・結果説明

・マンモグラフィ検査
・乳腺超音波検査
・視触診
※結果は一週間以内に

郵送

・問診
・ＤＥＸＡ検査
(全身筋肉量、骨塩定量)

・レントゲン検査 （腰椎、両膝）

・ＦＲＡＸ （10年以内の骨折確率計算）

・ロコモ度テスト

・結果説明

料金
２０，２７０円

（税込 21,892円）
２７，９８０円

（税込 30,218円）

１４，３００円
（税込 15,444円）

※マンモグラフィなしの場合は

７，９８０円（税込 8,618円）

１５，４００円
（税込 16,632円）

●要支援・要介護の原因の第1位は
運動器（骨、筋肉）の障害

運動器の

障害

25%その他

●平均寿命と健康長寿の間には、
男性で約9年、女性で約13年の差

80 21男性

平均寿命 健康寿命

心当たりはありませんか？

□ 片脚立ちで靴下がはけない
□ 家の中でつまずいたり滑ったりする
□ 階段を上るのに手すりが必要である
□ 家のやや重い仕事が困難である
□ 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である
□ 15分くらい続けて歩く事が出来ない
□ 横断歩道を青信号で渡りきれない

（ロコモチャレンジ!協議会 ロコモ問診票より）

25%

脳血管疾患

19%

認知症
16%

高齢による

衰弱

13%

その他
27%

74.21

71.19

86.61

80.21

女性

男性

※平均寿命:厚生労働省「平成25年簡易生命表」
健康寿命:厚生労働省「平成25年簡易生命表」「平成25年人口動態統計」

「平成25年国民生活基礎調査」､総務省「平成25年推計人口」より算出
※健康長寿・・健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間

以上のどれか１つでも当てはまる場合は
骨ドックの受診をお勧めします。

◆ドックのお申し込み､お問い合わせ◆
新館１F 健康創生センター検診受付

TEL ０７７－５８２-５０３１ 内線 ４１１２

13

なってからでは手遅れ。
知らぬ間に骨折、

いつのまにか介護を

事前予防！



紫外線で起きる反応 ①日焼け

「 紫外線について」
講師： 宮地 良樹 総長・病院長

紫外線は善玉？悪玉？

●サンバーン（赤い日焼け）、サンタン（黒い日焼け）
→紫外線によるヤケド

紫外線で起きる反応 ②光老化

●光老化とは
陽のあたる部位にでる皮膚の老化（しみ、しわ など）

●紫外線に当たる強さと時間に比例
屋外で過ごす人に目立つ

●顔の皮膚老化の約80％は光老化が原因

●紫外線を防げばコントロール可能

紫外線で起きる反応 ③光発癌（皮膚がん）

健康教室だより
～29年度第1回(29.4.18実施)～

晴れていれば
一日５分で十分

●皮膚がんの特徴
紫外線から皮膚を守る

「糖尿病 最近の話題」
講師： 疾病・介護予防推進室長、糖尿病・内分泌内科長 山本 泰三

●余分な紫外線を浴びない

・光防御で80％の光老化・光発癌を防げる。

・治療よりも予防の方が安上がりで、予防は誰でもできる。

健康教室だより
～29年度第2回(29.5.24 実施)～

生活習慣の変化と高齢化の進行で急増 治療・予防の基本は食事と運動

高齢人口の増加に加え 欧米人に比べインスリン分泌能力等 ●食事・・昔ながらの「和食」のイメージ

皮膚がんの90％は日に当たる部分にできる。
その他、ヤケドや放射線、タバコも誘発原因に。

≪Ｇｏｏｄ News≫

・目に見えるので自分で早期発見が可能
・手術など治療が容易
・再発が発見しやすい
≪Ｂａｄ News≫
・良性の物と区別がしにくい
・痛くも痒くもないので放置しがち
・恥ずかしい部位にできると見せたがらない

●皮膚がんから命を守る極意
・盛り上がる、大きくなる、潰れるできものは専門医の検査を受ける
・がんを作る環境要因を避ける

無用な紫外線、たばこ
・自己判断せず、皮膚科専門医を受診する

怖い合併症
～糖尿病と合併症とは負のスパイラル～

糖尿病になると、様々な合併症があらわれ
ます。

糖尿病と合併症はお互いに悪影響をしあっ
て、いずれの病気をどんどん重くし、治療を
難しくします。

●糖尿病の合併症
・糖尿病昏睡・治療に伴う低血糖
・動脈硬化 ・脳卒中 ・心筋梗塞
・足の壊疽 ・網膜症 ・歯周病
・認知症 ・うつ 等

糖尿病 合併症

高齢人口の増加に加え、欧米人に比べインスリン分泌能力等、
糖尿病になりやすい体質と持っているところに、
食生活の欧米化や飽食、運動不足の生活習慣が
加わり、患者数が増加していると考えられます。

さらに、働き盛り世代は受診率が低く、青壮年期
に発症したまま長期間放置されると、将来、治療
困難となる上に、合併症も急増することが懸念されます。

●食事 昔ながらの「和食」のイメ ジ
適切なエネルギー量で、特定の物の控えすぎ・とりすぎでは

なくバランスよく、また調理法等を工夫してみましょう。
・新鮮な食材で旨みを生かす
・網焼き、蒸し焼きなどで余分な脂を取り除く
・だしを使って塩分を控える
・正確にはかる
・低カロリー食品で見た目の量を増やす。
・香辛料、薬味、柑橘類を上手に使う

●運動・・認知症、転倒防止などの効果も期待。

100Kcalを消費する運動と時間（体重60kgの場合）

日本糖尿病学会編
糖尿病治療ガイドライン
より一部改編



薬の飲み方、使い方

「 正しい薬の飲み方、使い方」
講師： 薬剤部 山田 智晴 主査

健康教室だより
～29年度第3回(29.6.20 実施)～

「お薬手帳」の役割
●お薬手帳の内容
・あなたの情報

アレルギー歴、副作用歴、主な既往歴、
生活習慣上の情報

・処方内容
調剤日、調剤薬局名、処方箋発行医療
機関名、薬剤名、用法・用量、処方日数、
服用に際しての注意事項

おくすり手帳は1冊に！●お薬手帳の役割
①薬の重複を防ぐ
②相互作用（飲み合わせ）の確認
③緊急時（救急・災害時・旅行中･･･）でも、飲んでいる薬が

わかる。

「おくすり手帳」は保険証などと一緒に携帯して、

受診時や入院時には持参してください

●薬の飲み方､使い方で注意すること
☆飲み忘れた時、絶対2回分をまとめて飲まない！
☆錠剤は噛んで飲まない
☆コップ1杯（200ｍｌ）の水で飲む
・薬は水で飲むと一番効果がでるようにつくられている
・ジュース等で飲むと効果が薄れることが多い

☆状態がよくなっても自己判断で薬を中止しない
☆薬の相互作用

薬と薬、薬と食品の飲み合わせ等でよくない影響がでる組合せ

●表示と飲み方

食前 食事のおよそ30分前
食後 食後およそ30分以内
食間 食後、2～3時間
寝る前 就寝のおよそ30分前
頓服 頭痛、下痢止めなど症状のあった時

受診時や入院時には持参してください。

●かかりつけ薬剤師・薬局の３つの機能
①患者がかかっている全ての医療機関や服用薬を把握
②24時間対応・在宅対応
③医療機関等との連携

・疑義紹介や処方提案
・残薬管理や服役指導
・相談応需や受診勧告、医療機関との連携

薬と薬、薬と食品の飲み合わせ等でよくない影響がでる組合せ
がある

・薬の効き目が強くなりすぎる （例： ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ×降圧剤）
・薬の効き目が弱くなる （例：納豆 ×ワーファリン）

☆目薬は正しい用量で（1回1滴）、さした後はパチパチしない
・まぶたの袋には1滴しか入らず、多いと流れ出る。

残薬は かかりつけ薬局に相談を

●薬の保管方法
①高温・多湿・直射日光を避ける
②子供の手の届くところに置かない
③他の容器に移し替えない
④薬以外のものと区別して保管
⑤本人以外は飲まない。古くなった薬は捨てる。

「 乳がんと乳がん検診」
講師： 乳腺外科 辻 和香子 医長

健康教室だより
～29年度第4回(29.7.18 実施)～

乳がんの罹患率は増加傾向
女性の11人に1人が生涯で罹患 ●検診の種類

☆対策型検診（住民検診）
・がんの死亡率を下げることを目的に公共政策として実施
・40歳以上に対し2年に１度マンモグラフィと視触診の併用法
☆任意型検診 （成人病センター乳腺ドック など）

乳がん検診で早期発見

マンモグラフィ検査 乳腺超音波検査（エコー）

メ
リ
ッ
ト

・40歳以上で検診の有用性が認めら

れている。

・早期乳がんの特徴である“石灰化”

の検出力が非常に高い。

・検査に伴う痛みがない。

・放射線被ばくしない

・高濃度乳腺でもしこりをとらえやすい。

デ
メ
リ
ッ
ト

・少量であるが放射線被ばくする。

・検査時に乳房を圧迫するため痛み

を伴うことがある。

・40歳以下では高濃度乳房が多く、

異常がわかりにくいことがある。

・早期乳がんの特徴である“石灰化”

をとらえにくい。

・精度管理が難しく、検査者の技量に

結果が依存する。

・要精査が多く偽陽性も多い。

☆任意型検診 （成人病センタ 乳腺ドック など）
・対策型検診以外のもので、対象者等の制限なし。
・マンモグラフィ以外に乳腺超音波検査等を実施。

・5年生存率は9割以上、10年生存率は8割以上。
早期発見で治療が可能。

・40代と60代の罹患率が高い

☆主な症状
・初期は無症状
・しこりが１ｃｍを超えると自覚するようになる

●検査方法

●乳がん検診の利益･不利益
・早期に発見し適切な治療を早めに受けることで、救命の可能性が高まる。
・「偽陽性」や「過剰診断」により、精神的・肉体的な負担を受ける可能性も
ある。

マンモグラフィとエコーを併用することで発見率は向上。

短所・長所を理解し適した検診を受診しましょう。
☆がんの大きさと検査方法

※ＭＭＧ
＝マンモグラフィ



「 家庭でできる口腔ケア」
講師： 歯科口腔外科 平松 亜衣 歯科衛生士

健康教室だより
～29年度第5回(29.8.22実施)～

口腔ケアで全身の健康を守る！

歯と口のケアは、虫歯や歯周病予防のためだけでな
く、全身の健康を守るためにとても大切です。

●口腔ケアの目的
①虫歯・歯周病の予防

②口臭の予防
③味覚の改善
④唾液分泌の促進
⑤誤嚥性肺炎の予防
⑥会話などのコミュニケーションの改善
⑦生活のリズムを整える
⑧口腔機能の維持・回復につながる

口をよく
動かす

≪口腔機能向上のサイクル≫

今日からはじめよう！
ブラッシングと健口体操

●口の中をきれいに！ 正しいブラッシング
①お口の状態を把握
②適切な歯ブラシを選択

ヘッドサイズは小さめで、硬さは普通～柔らかめ｡
目安1か月、毛先が開いたら交換を

③正しく磨く、隅々まで磨き残しがない
持ち方はペングリップで､軽い力で小刻みに動かす

④歯ブラシが届かない部分は補助器具（デンタルフロス､ 歯間ブラシ）
を併用

⑤基本は毎食後磨く（就寝前は念入りに！）
⑥最後はぶくぶくうがい

食べかす等の除去・潤いを与えて粘膜保護・口腔周囲の運動

⑦磨いた後は確認を忘れずに！

口の中を清潔にする「器質的口腔ケア」と、口をよく動かす
「機能的口腔ケア」に取り組みましょう。

動かす

口腔機
能向上

食欲

増進

体力

向上

活動量
が増え

る

人との
交流が
増える

⑦磨いた後は確認を忘れずに！

●口腔機能を高める健口体操
①深呼吸、肩の上下運動、首の運動

首と肩の筋肉をリラックスさせて飲み込みをスムーズにする
食事前の準備運動として効果あり

②口を開けたり閉じたり、頬を膨らませたりすぼめたりの体操
お口の周りの筋肉を動かし、表情を豊かに

③舌を出したり、ぐるっと回したりの体操
唾液の分泌を促進し、口の中が潤う。発声や嚥下にも影響大

④発生の練習 「ぱ」「た」「か」「ら」と声に出す
ゆっくりはっきり大きな声で繰り返す。
唇・舌の筋力を鍛え、食べるために必要な筋肉をトレーニング

⑤咳払いの練習

痰や誤嚥物を勢いよく吐き出す練習、誤嚥防止トレーニング

日時：平成29年11月25日（土） 14:00～16:00
●特別講演

「フレイル予防から考える健康長寿 ため 処方箋

糖尿病週間特別講演会 兼 疾病・介護予防公開講座

高齢者糖尿病への挑戦 今こそ予防を！

TEL:077-582-5031（代）

健 康 教 のご案内

毎月１回健康教室を開催しています。詳しくは下記までお問い合わせください。

参加費無料 申込不要 ＊お気軽にご参加ください。室

「フレイル予防から考える健康長寿のための処方箋」

国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター長 新井秀典 先生
●講演と実技「理学療法士の考えるフレイル予防」 成人病センターﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 赤田直軌

●講演 「健康長寿と運動器 糖尿病の落とし穴」 成人病センター検診指導部 桂 義明

◇場所：成人病センター 研究所講堂 ◇定員：１５０名 ◇申込不要


