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はじめに

ご　案　内
　一番町健診クリニックでは、精密検査

（二次検査）を実施しております。
　ご予約の際には、健診結果報告書一式
をお手元にご用意の上、お電話ください。

℡０２２－７９７－０８８１
　一次健診で、「精密検査のご案内」通知
がありましたら、放置せずに受診し、早期
発見、早期治療に努めましょう。

予約・お問い合わせ

診　療　科　目 検査曜日 受付時間

内科 血圧、腎機能、肝機能胆道、脂質、尿酸、
糖尿、赤血球、白血球、甲状腺 等 月

８：００〜８：45

内科 腎機能、肝機能胆道、脂質、尿酸、
糖尿、赤血球、白血球、甲状腺 等 木

呼吸器科 胸部 月・火・水・木

循環器科 心電図、不整脈 金

胃腸科 胃内視鏡 月・火・木

胃腸科 大腸内視鏡 土

労災二次 金 ８：００〜８：30

一般財団法人 杜の都産業保健会 
理事長 山田　章吾

　精度管理の一環として平成27年度の当会におけるが
ん発見率について調査しました。当会のがん検診は肺で
は単純X線検査とCT検査、胃では造影X線検査と内視
鏡検査、大腸では便潜血反応と腸内視鏡検査、乳房では
マンモグラフィーと超音波検査、婦人科では細胞診や経膣
超音波検査、また各種腫瘍マーカー検査および遺伝子検
査などを行っています。今回は最も件数の多い胸部単純X
線検査と胃部造影X線検査について検討しました。これら
の画像診断は4名の常勤放射線科医が中心となって行っ
ています。
　胸部単純X線検査件数約13万人のうち精密検査が必
要（要精検）と判定されたのは1,044人（0.8%）で、その
中でCTなどの精密検査を受け、当会に報告があったの
は421人で、うち16人ががんと診断されました。がん発見
率は0.03%で、がんと診断された16人中原発性肺がんは
12人、うち10人がⅠ期の早期がんでした。
　一方、胃部X線検査件数3.5万人のうち要精検は1,850
人（5.2%）で、内視鏡検査を受け、当会に報告があったの
は488人、うち8人ががんと診断されました。がん発見率
は0.08%で、その8人中5人が早期がんでした。
　肺がん、胃がん検診とも要精検率およびがん発見率は
日本対がん協会の成績（肺要精検率2.3%、がん発見率

0.05%、胃要精検率8.5%、がん発見率0.13%）とほぼ同
等でした。精度の高いがん検診の指標は、低い要精検率
と高いがん発見率、さらに高い早期がん発見率です。当
会のがん発見率が日本対がん協会よりやや低いのは、対
象年齢の差によるものと考えられます。
　なお、今回の調査で判明しましたが、精密検査の結果
報告を得たのは半数にも満ちませんでした。医療機関から
の結果報告を頂けなかった例もありますが、精密検査を
受けられなかった方もいました。事実、“要精検”あるいは
“至急受診”と通知されたにもかかわらず精密検査を受け
ず、結局進行がんと診断された方が数名いました。
　“要精検”と通知されるとびっくりし、「症状がないから
大丈夫」とか、「がんの事実を知るのが怖い」などの理由
で精密検査を受けられない方もいるようです。早期がんは
ほとんど症状を出しません。また、“要精検”の中でもがん
と診断されるのは2 ～ 5%ですし、その場合でもほとんど
のがんが早期で発見されます。早期がんで発見されれば
90%以上は身体機能を損なうことなく治癒しますし、また
社会復帰も容易です。
　“要精検”あるいは“至急受診”と通知された場合には、
どうぞ怖がらずに、ただちに！ 必ず！ 精密検査を受けてく
ださい。

当会のがん発見率
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「 が ん 検 診 」の 実 績

特 集

平成27年度
がん発見率

　肺がん、胃がんはX線読影、大腸がん

は便の潜血反応、子宮がんは超音波、擦

過細胞診の結果です。

　乳がんデータは現在調査中です。

　要精密検査として外部医療機関に二次

検査を依頼し返事を頂いた件数、および

当会一番町健診クリニックにて二次検査を

行った件数について解析しました。

　二次検査は肺ではCTや気管支鏡検査、

胃及び大腸では内視鏡検査となります。

◦�要精検率は肺がん0.8%、胃がん5.2%、
大腸がん6.1%、子宮がん1.9%でした。

◦�そのうち結果が得られたのは10.0％～
40.3%でした。

◦�肺がん16例、胃がん8例、大腸がん8例、
子宮がん1例が発見されました。

◦�結果判明率から補正して得られた総受診
者中のがん発見率は肺がん0.03%、胃が
ん0.08%、大腸がん0.18%、子宮がん
0.08%でした。

当会のがん検診は4名の常勤放射線科医を中心
に精度の高い読影診断を心がけています。
平成27年度の当会におけるがん発見率データを
報告します。

項　　目 肺がん 胃がん 大腸がん 子宮がん
実施件数 129,519 35,543 44,132 3,734

要精検数 1,044 1,850 2,712 72

要精検率 0.8% 5.2% 6.1% 1.9%

二次
検査結果
報告数

総　数 421 488 272 25

要精検数中の比率 40.3% 26.4% 10.0% 34.7％

外部医療機関 278 353 50 25

一番町健診クリニック 143 135 222 0

がん組織確定 12 8 8 1

強い疑い 6

転移性肺がん 4

報告数中がん発見率
3.8%

 (16/421）
肺がん12例+
転移性肺がん4例

1.6% 
(8/488）

2.9% 
（8/275）

4.0% 
(1/25）

がん発見率 0.03% 0.08% 0.18% 0.08%

二次検査CT

　� 55歳男性　腺がん

肺がん例病期別件数

Ⅰ期
0
2
4
6
8
10

Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 転移性肺がん

肺がん例年齢別件数

～39
0
2
4
6
8

40～49 50～59 60～69

肺がん 例①

結  果
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二次検査CT

　� 55歳男性　腺がん

二次検査CT

　� 60歳女性　腺がん

　� 58歳女性　早期がん

胃がん例病期別件数

早期がん
0

1

2

3

4

5

進行がん 食道がん

胃がん例年齢別件数

50～59
0
1
2
3
4
5
6
7

60～69

肺がん 例②

肺がん 例③

胃がん 例①
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特 集「 が ん 検 診 」の 実 績

◦�要精密検査の判定後に受診され結果報告をいただいた方の1.6～ 4.0%の
方に肺がん、胃がん、大腸がん、あるいは子宮がんが発見されています。

◦30歳台40歳台にも肺がんが発見されています。

◦肺では非常に小さな早期がんが発見されています。

◦�胃でも大半が早期がんで発見されています。

◦�毎年精密検査を指摘されたのに放置していたり、1年健診をスキップした間に
進行がんになった方もいました。

まとめ

　� 52歳男性　早期がん

　� 61歳男性　進行がん

お ね が い
早期で発見されたがんは治りますし、また職場復帰も容易です！

健診は毎年受けて、要精密検査と判定されたら、
必ず二次検査を受けてください！

胃がん 例②

胃がん 例③
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1 はじめに
　生活習慣病対策としての国の特定健診・特定保健指導が
スタートして8年が経過している。第一期5年間の特定保健
指導の課題としては、特定保健指導実施者には一定の効果
がみられるが、特定保健指導の継続率が低いことが言われて
いる。
　特定保健指導は、6ヵ月間の継続支援が必要となっており、
参加者の意欲を保ちながら、この間継続して生活習慣改善に
取り組んでいただけるようなプログラムが求められている。しか
し、医療職や保健指導者が駐在している事業場は限られ、特
に中小事業場においては、外部医療機関と事業場の事務担
当者が連携を取りながら実施している状況がある。
　当会では国の指針より前にメタボリックシンドロームを重点に
健康教室や保健指導を行ってきた実績があり、健康保険組合
や事業場の要望、実情に応じて様々なプログラムを提供して

きた。そこで、指導プログラムによって継続率や改善率に違い
があるのかどうか、事業場担当者にどこまで関わっていただい
たのかも含めて調査を行ったので、報告する。

2 方法
　平成26年度に特定保健指導を実施した事業場であって、
平成27年度に当会で健康診断を受診した、規模が100名
から300名の4事業場と、参加人数が同程度の1健康保険
組合を選んだ。それぞれのプログラムは、A事業場が個別面
談、B事業場が個別面談と手紙支援、C事業場が初回は個
別面談でその後は手紙支援、D事業場が初回は集団指導で
その後は手紙支援、E事業場が初回は個別面談でその後は
ウェブ支援である。

3 結果
　参加率が80％以上と高いのは、該当した方の参加を必須と
した3事業場である。該当した方に希望をとった場合の参加
率は1事業場で16％であった。6ヵ月間の継続率は、事業場

　平成28年10月19日（水）から21日（金）、仙台で第75回全国産業安全衛生大会が「築
こう未来へ　安全と健康でつなぐ　復興の架け橋」のテーマのもと、開催されました。
　東日本大震災から5年。被災された事業場などが震災から得た教訓を広く参加者で共
有し、震災対策の重要性を再度認識し、企業における防災・震災対策、危機管理の好
事例等の情報提供を通じて安全で健康な職場づくりを支援するとともに、労働安全衛生
活動を通じて地域社会の復興、活性化等への貢献を果たしている事例などを紹介するこ
とにより労働災害防止活動の一層の推進を図るのが目的です。
　12の分科会に宮城県内の事業場からは63の発表がありました。職場のメンタルヘルス
対策・健康づくり活動を推進する「メンタルヘルス／健康づくり分科会」において当会、及
川栄子健康推進課長が行った発表の模様をお届けします。

平成28年度  第75回 全国産業安全衛生大会    分科会 発表報告

メンタルヘルス／健康づくり分科会

　「特定保健指導のプログラム別にみる効果の違いについて」
健康推進課長　　及川　栄子 

演題

継続実施
形態

継続
支援
回数

参加数／
対象者数 参加率 参加

理由
継続数／
参加数 継続率

A事業場 個別 3回 １８名／
２０名 90％ 対象

全員
16名／

18名 89％

B事業場 個別＋
手紙 4回 9名／

57名 16％ 本人
希望

9名／
9名 100％

C事業場 手紙 5回 26名／
32名 81％ 対象

全員
22名／

26名 85％

D事業場 手紙 5回 52名／
不明 - 本人

希望
27名／

52名 52％

E事業場 WEB 10回 19名／
21名 90％ 対象

全員
10名／

19名 53％

特定保健指導プログラムと参加率および継続率
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の担当者を経由して全てのやりとりを行った3事業場が85％
以上、初回のみ事業場担当者が案内するが、その後は本人
と直接当会がやり取りを行った2事業場が50％であった。
　体重、腹囲はいずれのプログラムでも減少しており、希望者
参加の方が減少割合はやや大きい傾向であった。
　健康診断の各項目の変化については、継続者群で中性脂
肪値の改善が見られたが、その他の項目では継続者と途中終
了者の差はあまり見られなかった。生活習慣病リスク度の指標
となる特定保健指導の階層化レベルについては、継続者に
改善傾向が認められた。

4 まとめ
　6ヵ月間の特定保健指導期間中、支援回数が少ない場合
であっても、事業場の担当者経由で案内、呼び出し、個別面
談や手紙の受渡しを行った方が継続率は高く、生活習慣病予

防効果も高くなる傾向が認められた。継続
者の階層化レベル改善率は、いずれのプ
ログラムでも3割から5割程で、第一期調
査3年間の成果として厚労省より発表さ
れている、保健指導継続者は3割の人が
メタボ改善という傾向と似ており、プログラ
ム内容の相違よりも、いかに6ヵ月継続し
てもらうかが重要であると感じた。

平成28年度  第75回 全国産業安全衛生大会    分科会 発表報告

継続
人数

初回体重
平均

終了体重
平均

体重変化
平均

初回腹囲
平均

終了腹囲
平均

腹囲変化
平均

A事業場 16 79.5 78.9 -0.5 94.1 93.7 -0.4
B事業場 9 84.5 83.4 -1.2 95.3 85.1 -1.2
C事業場 22 75.7 74.6 -1.2 91.5 91.4 -0.2
D事業場 27 71.0 69.4 -1.6 91.7 89.9 -1.8
E事業場 10 79.1 78.4 -0.7 91.2 91.2 -0.1

改善結果１　継続者  初回支援からの変化

受診
数 体重 腹囲 血圧測定

収縮期
血圧測定
拡張期

中性
脂肪

HDL
コレステ
ロール

空腹時
血糖

A事業場 15 -1.1 -1.8 4.6 3.1 10.4 -0.5 9.1 
B事業場 7 0.8 0.9 4.0 1.0 -43.7 -0.7 0.0
C事業場 20 -1.6 -1.4 -0.8 -3.9 -12.8 0.4 -4.3 
E事業場 8 -0.8 0.3 1.6 -1.5 -19.0 -2.1 -0.1

平成 26 年度健診から平成 27 年度健診の比較
⃝検査項目の変化（平均）
改善結果２　継続者

C事業場 4 1.5 -1.6 13.0 7.3 -3.8 -3.0 0.3
E事業場 9 0.9 1.1 7.3 3.9 9.8 -5.0 0.7

改善結果 3　途中終了者

受診数 改善者数 改善率（％）
A事業場 15 7 46.7
B事業場 7 2 28.6
C事業場 20 8 40.0
E事業場 8 3 37.5

⃝階層化改善
（積極的支援→動機付け支援または情報提供、または動機付け支援→情報提供）

改善結果 4　継続者

受診数 改善者数 改善率（％）
C事業場 4 1 25.0
E事業場 9 0 0.0

改善結果 5　途中終了者

初回支援
案内連絡

継続支援
案内連絡 連絡方法詳細

A
事業所

対象者名簿を事業場
へ提出。事業場から本
人へ案内してもらう。

事業場
経由

本人への案内、日程調整、
日程変更、呼び出しは事
業場にて行ってもらう。

B
事業所

対象者名簿を事業場
へ提出。事業場から本
人へ案内してもらう。

事業場
経由

本人への案内、日程調整、
日程変更、呼び出し、継
続支援の手紙受渡しは事
業場にて行ってもらう。

C
事業所

対象者名簿と本人用
通知文書を事業場へ
提出。事業場から本人
へ案内してもらう。

事業場
経由

本人への案内、日程調整、
日程変更、呼び出し、継
続支援の手紙受渡しは事
業場にて行ってもらう。

D
事業所

宮城県内に小規模事
業所が点在しているた
め、初回は健康保険組
合が対象者に案内し希
望をとって取りまとめる。

個人 継続支援は指導機関が個
人宅に手紙を送付する。

E
事業所

対象者名簿と本人用
通知文書を事業場へ
提出。事業場から本人
へ案内してもらう。

個人 継続支援は指導機関が個
人とメールで通信。

特定保健指導プログラム別  事業場との係わり
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教えて! 放射線検査シリーズ 2

　放射線課で担当している検査について紹介します。

　 胸部X線検査　  胃部X線検査（バリウム検査）
　 マンモグラフィー  CT  　MRI
1 2

3 4 5

バリウムって何？
　正式には『硫酸バリウム』という化合物です。Ｘ線を透過させない・水に溶けにくい・消化管から吸収されない
等の性質を持っているため、造影剤として使用しています。
　消化・吸収されず、便に混じって体外に排出されます。水分が足りなくなると腸管内で固まってしまい排出され
にくくなりますので、検査終了後は水分を多くとり、便意を催さなくても定期的にトイレに行くようにしましょう。

X線検査とは
　Ｘ線が人体を透過する際、各臓器および異物によって吸収率が異なることを利用して、人体の内部構造や変化を知り、病
気の診断をする検査法です。　　　例）　①胸部Ｘ線検査 ③マンモグラフィー検査 ④ＣＴなど。
　なお検査目的臓器が周囲と吸収率の差がないか、またきわめて少ないときに、Ｘ線造影剤や空気を注入して対照度の明瞭
な像を得るのをＸ線造影法といいます。　 例）　②胃部Ｘ線検査（バリウム検査） ④ＣＴの撮影法の一部など。

　胃部Ｘ線検査(バリウム検査)　
　正式には上部消化管造影検査と言います。胃の組織自体は周りの組織とのＸ線吸収
差が少ないため、造影剤（ここではバリウム）と発泡剤を服用し、Ｘ線を照射し胃の状態
を観察する検査で、胃がんの早期発見・胃粘膜の状態の観察を目的とした検査です。
　空腹時、胃はしぼんでいてこぶし大程度の大きさのため、発泡剤で胃の中に空気を入
れて膨らませます。その後、バリウムを飲み、胃の内壁にまんべんなく付着させることで、
胃全体の形や、大きさ・粘膜の状態（凹凸）などを詳しく観察していきます。

2

■健康診断における胃がん検診
　胃がんは日本人に多いがんで、罹患率は男女合わせてトップで死亡者数も年間5万人近くにのぼります。しかし、早期発見
することができれば、90％は治癒する治療成績の良いがんです。胃がん検診は早期発見・早期治療により死亡率の減少の
ために有効な方法の一つであるため、定期的な健康診断の受診をお勧めします。
　胃がん検診には胃部Ｘ線検査（バリウム検査)・胃部内視鏡検査（胃カメラ）・血液検査による検査があります。血液検査に
よる胃がん検診は『胃の健康度を確かめるための検査』で『がんを見つける検査』ではありません。リスク健診とも呼ばれ胃
がんになりやすいかどうかを見極めるための検査です。

　ここで、Ｘ線検査と内視鏡検査の違いについて
考えていきましょう！
　Ｘ線検査では胃の粘膜全体にバリウムを付着さ
せ、透視観察することで胃全体の形や胃の動きを
観察し何らかの異常によって胃が変形していない
かを調べます。一方、内視鏡検査では先端にカメ
ラのついたチューブを口または鼻から挿入し、胃を
内側から直接観察することで粘膜面に異常がない
か調べます。
　両者とも同様に胃の検査ですが、メリット・デメリッ
トがあります。どちらの検査をどの頻度で受診する
かについては、自身の既往歴や血液検査によるリスク検査結果を合わせて判断していくのがよいでしょう！

胃部Ｘ線検査 胃部内視鏡検査

メ リ ット

●�胃全体の観察ができる。

●�動きをリアルタイムに観察
できる。

●検査時間が短くて済む

●�粘膜下の異常が発見できる。

●�粘膜面を直接観察するた
め、精密な検査ができる。

●�その場で組織を取って検査
ができる。

●被ばくがない

デメリット

●�良悪性の判断が難しく、再
検査で内視鏡となることが
ある。

●�検査後のバリウム排泄で苦
労することがある。

●被ばくがある。

●�反射が強く飲み込むのが苦
しい。

●�咽頭の麻酔などでアレル
ギーを起こす方がいる。

●死角ができやすい。

■Ｘ線検査と内視鏡検査の違い!!!
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バリウム検査を受ける際の　　　　  伝授します!

コツ!

検査担当技師からのお願い

　胸部Ｘ線検査と同様に金属・プラスチック等のＸ線吸収率の高いものは写真上に影が写ってしまうため、検
査実施時には外していただきます。胃部Ｘ線検査では胃を撮影するため、腰より少し上のあたりに写ってしまう
ものがないような状態になっていただきます。�例）ズボンのチャック・ボタン・ベルト等。
　また、腰回りの締め付けが強い衣類ですと胃が体の外からの圧力により変形し、正確な診断に支障をきたし
ますので、コルセットやストッキング等も外していただいています。メガネや腕時計等のアクセサリー類につい
ては撮影に支障はないものでも、検査中に検査台の上で動いていただく際にぶつけてしまう恐れがあるため、
外していただいています。ご協力お願いします。　

なぜゲップを我慢しなくてはいけないの？
　バリウムを胃の内側の壁（粘膜面）に付着させ可視化することで状態を見ています。胃そのものがひだ状になっ
ているため、伸びていないと微細な変化が隠れてしまいます。微細な変化を見逃さないためにも検査終了まで空
気量を保つ必要があり、ゲップは我慢していただいています。

朝ごはんを食べたら検査できないのはなぜ？
　胃の中に消化しきれていないものがあると邪魔をして粘膜面の観察ができなくなってしまうためです。

次回は③の「マンモグラフィー」を探検!

　　　バリウム検査が少しでも楽になればと思い
　　　嫌な原因ごとにワンポイントアドバイス!

1バリウムが飲みづらい　　
　粉状の物質を水に溶いているだけのものですので、飲
みづらいのはもうどうしようもありません。飲みづらいから
と言って少しずつ飲むと味がしたり、ザラザラする舌触り
を感じたりとますます飲みづらくなってしまいます。思い
切って一気に飲んでしまいましょう。

2発泡剤がうまく飲めない　
　発泡剤は大小不揃いの顆粒状で水分と反応して炭酸ガ
スを発生させます。口の中では発泡が始まらないように一
度舌の上にのせて渡されたバリウムで流し込むようにしま
しょう。口の中いっぱいに広がってしまうと口の中の水分
でどんどん発泡してしまいます。

3ゲップを我慢できない　
　空気が上がってきそうなタイミングでつばを飲み込んだ
り、顎を引くと多少我慢しやすくなると思います。ちなみ
に、検査担当技師は観察しながら撮影していますので我
慢しきれなかった場合はすぐにばれてしまいます。その時

は追加で発泡剤を飲んでいただ
きます。少しゲップしちゃったなと

感じたのに追加されなかった経験がある方
もいらっしゃるのではないでしょうか？ 胃の
大きさにより少し出ても撮影に支障の出な
い程度と判断した場合はそのまま検査を続けていきます。

4右に左にたくさん動かされて大変
　胃の粘膜面にバリウムを付着させたり、いろいろな角
度から胃を撮影するためにどうしても必要な動作になりま
す。大変なのは検査担当技師も十分承知していますが、
ご協力お願いします。余談ですが、日頃から指示する側
の検査担当技師でさえ、いざ自分が検査される側になると
右左を間違えたり、指示の意味を理解するまでに時間が
かかったりします。検査台にマイクが付いておりお話しい
ただければ検査担当技師に聞こえますのでなんでもおっ
しゃってください。　

5�検査後の便秘が不安
　検査終了後に下剤をお渡ししています。下剤の服用も
大事ですがそれ以上に水分を十分にとることが重要で
す。検査当日はいつもの倍以上の水分を飲んでいただ
き、便意を催したときには我慢しないですぐにトイレに行
くこと、また便意を催さなくても定期的にトイレに行くよう
に心がけてください。
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メガネとマスクの効果について
　花粉対策メガネも販売されていますが、通常のメガネだけでも目に入る花粉が半分以下になります。
コンタクトレンズを使用している方は、花粉がレンズと結膜の間で擦れるので、メガネに替えた方がよいでしょう。
また、マスクを使用することで吸い込む花粉を減らすことができます。マスクは大きすぎると顔とマスクの間に
隙間ができ花粉が入りこんでしまいますので、自分の顔に合った大きさのものを選びましょう。

花粉症の症状と診断

花粉症～知っておきたい対処法～

※�花粉症の症状は風邪の症状と似ていますが、風邪は症状が短期間で変化するのに対し、花粉症は鼻や目に同じような症状が長く続
くのが特徴です。

花粉が飛散している時期の症状の有無、血液中にある花粉に対する抗体の存在で診断されます。

カラダ
の

一口メモ
KARADA MEMO

　人間には、からだの中に侵入しようとした外敵を取り除こうとするはたらきが備わっ
ています。このはたらきが人によっては、過剰な反応（アレルギー反応）を起こす場合
があります。花粉症は、からだの中に侵入した花粉を、外敵と認めて反応してしまうア
レルギー疾患の総称であり、主にアレルギー性鼻炎とアレルギー性結膜炎が生じます。

＜症状＞

＜診断＞

花粉が鼻に入ると
くしゃみ・鼻水・
鼻づまり

症状が重くなると
喉のかゆみ・咳・頭痛
微熱・だるさ

花粉症のセルフケア
花粉をからだの中に少しでも入れないために
●外出時は花粉がつきにくい服装で
・目、口、鼻から花粉が侵入しないようにメガネとマスクを着用
しましょう
・髪は結んで小さくまとめるか、帽子をかぶりましょう
・服や帽子はツルツルした素材のものを着用しましょう
●室内に花粉を持ち込まない
・外出から帰ったときは、玄関先で服やカバンなどについた花粉
を払い落としましょう

●手洗い・うがいも大切に
・手やのどについた花粉を洗い流しましょう

そのほかに気を付けたいこと
●生活習慣を改善する
・疲労は自律神経を過敏にしアレルギー反応を起こしやすくする
ため、睡眠を十分にとりストレスをためないようにしましょう
・お酒やタバコ、香辛料などは粘膜を刺激して、症状を悪化させ
ることがあるためできるだけ控えましょう

●栄養バランスの良い食事をとる
・からだの免疫力を高めるためには、栄養バランスの良い食事を
とるように心がけましょう

花粉症の治療について
治療法は症状を軽減する対症療法と根本的に治す根治療法があります。

対　症　療　法

●内服薬による全身療法
●点眼薬、点鼻薬などによる局所療法
●鼻粘膜への手術療法
薬剤による治療は、花粉の飛び始め直後から治療を開始
する「初期療法」が有効だといわれています。

根　治　療　法
原因抗原（花粉など）の除去と回避
アレルゲン免疫療法（減感作療法）
●皮下免疫療法
●舌下免疫療法
アレルゲン免疫療法は専門医による治療法になります。

花粉症とは
どんな病気？

　日本気象協会によると、2017年春のスギ、ヒノキの花粉飛散数は、前シーズンと比べると北日
本で少なく西日本では多いという予測になっています。日本はスギ林の面積が大きいため、花粉
症の70%がスギ花粉症と言われていますが、スギの花粉が多いのは地球の温暖化も関係してい
ます。花粉は約２か月間飛散が続きますので、花粉症対策をしっかりととって、賢く乗りきりましょう！

花粉が目に入ると
目のかゆみ・
涙目・目の充血
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　キャベツに含まれる「ファイト
ケミカル」は免疫力を高める働き
があり、がん予防や花粉症の症
状を抑える働きがあります。
　「ファイトケミカル」は熱に強いので炒めたり、煮込んだりの加熱調
理がおすすめです。かさが減り、量をたくさん食べられるメリットもあ
ります。また、加熱することで消化にも優しいです。
　葉が青く、重量感のあるものを選んでみましょう。

食べる直前に混ぜ合わせることで、野菜からの水気が少なく、食感も楽しめます。

旬
味
を
わう
♪

春キャベツの
春キャベツの

コールスロー

　　　 サラダ
コールスロー

　　　 サラダ

杜盛りレシピ
もりも

杜盛りレシピ
もりも

ャベツ春キ

花粉症～知っておきたい対処法～
　平成29年2月2日（木）、3日（金）の2日間、公益社団法人 全国労
働衛生団体連合会（全衛連）東北・北海道地方協議会第２５回職種
別打合せ会議を開催しました。当会は代表幹事機関として参加をしてお
り、今年は開催担当機関を一般財団法人全日本労働福祉協会東北支
部様が務め、山形市内で「管理事務部会」「看護師部会」、「保健師
栄養士部会」の分科会が行われました。地方協議会は北海道・東北
12の労働衛生機関が一同に会し健診サービス向上のための情報交換
を行うことを目的にしており活発な意見交換を行いました。

News & Topics

東北・北海道地方協議会開催　当会　山田章吾　理事長

全衛連 東北・北海道地方協議会
第25回 職種別打合せ会議開催

管 理 事 務 部 会
　管理事務部会は、総務・人事労務・経理・庶務等、組織の基礎基
盤となる分野の業務や法令等について情報交換・情報共有を目的に
新設された部会です。
　管理事務部会で提出された議案は、「経理関係」、「総務関係」、「そ
の他」に分けられました。
　経理関係ではキャッシュバランスの改善や健診料金の請求などにつ
いて、総務関係では職員の研修や有給休暇制度などについて、その
他では長時間残業の削減やホームページの活用などについて協議が
行われました。

　当会では「長時間残業削減対策について」各機関へ伺いました。
他機関からは時間を正直に申告してもらい、必要な書類を不足なく提
出してもらうことが重要であると考え、職員の労働時間に対する意識を
変えさせるということに取り組んでいる、との報告をいただきました。タイ
ムカードの打刻忘れや休日の打刻などは、各部署にすぐに問い合わせ
ることで休暇や直行直帰の届け出忘れが明確になり、その結果管理監
督者が部下の状況を把握することにもつながったとのお話でした。
　今回の会議で得たお話を参考にさせていただきながら、長時間残業
削減について検討していきたいと考えております。

看 護 師 部 会
　看護師部会では、各健診機関から出された議案をもとに討議が行わ
れました。デジタル健診を巡回でも実施している機関があり、キャノンの
ハンディ健診システム、ⅠＣカードやタブレット等の携帯情報端末（PDA）
など、様々なものが使用されていました。また、最近は針刺し事故も多
発しているとのことで、ＨⅠⅤ検査を実施しているか、抗ＨⅠⅤ薬を準備し

ているかに注目が集まりました。巡回健診における業務配置では、リー
ダー、計測、心電図、検尿、特殊健診の問診等の業務を看護師が行っ
ている機関もあり、看護師は色々幅広く業務を遂行していかなければな
らないと実感しました。

保健師栄養士部会
　保健師栄養士部会では、「特定保健指導」、「ストレスチェック」、「健
診業務・受診勧奨」の3つの事項について協議がなされました。
　特定保健指導では、当日実施の状況と実施する各機関が行ってい
る工夫について、運動や禁煙の指導をどのように実施しているかにつ
いて各機関から意見が出されました。
　ストレスチェックは制度開始初年度であるということから、協議事項が
最も多く集まり、ストレスチェックの取組や高ストレス者の面談、面談を申
し出ない高ストレス者に対する事後フォロー等について、各機関の実施
状況や実施に向けた準備態勢について意見交換がなされました。
　健診業務・受診勧奨については、至急受診の当日連絡や、後日連

絡の方法、健診後の受診勧奨や二次検査の未受診者に対するフォ
ローについて、各機関の状況と実施して見えてきた問題点について、
意見と対応方法が寄せられました。
　どの協議事項においても、各機関がシステムや社内での手順を作成
し、現状になんとか対応している状況がうかがえました。特定保健指
導、ストレスチェック制度が始まって以降、保健師・栄養士の仕事の幅
や業務量が大きく増えており、各機関の保健師・栄養士から情報不足
に悩む声が上がっていました。
　こういった会議で情報共有できることは重要であり、今後ますます必
要となっていくと感じました。

春キャベツとニンジンをせ
ん切りし、それぞれ塩でも
み、水気を絞る。

ハムを細切りする。

ボウルにⒶを合わせ、①
②を食べる直前に加え混
ぜ合わせる。

 作り方
1

2

3

春キャベツ   200g
ニンジン   20g
ハム   2枚
塩（塩もみ用）   適量

 材 料 ： 2 人 分

プレーンヨーグルト   大さじ4
酢   大さじ1
砂糖   大さじ1/2
塩   大さじ1/4
オリーブオイル   大さじ1
こしょう   適量

Ⓐ
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※シーケンス：画像撮影の種類

この印刷物は、環境にやさしい「水なし印刷」
と「植物油インキ」を使用しています。

一般財団法人 杜の都産業保健会 機関紙編集委員会
〒983-0031 仙台市宮城野区小鶴一丁目21番8号　TEL：022-251-7261  FAX：022-251-7291
ホームページ：http://www.morisanho.or.jp/
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検 査 コ ー ス 内 　   容

脳検診スタンダード 脳ＭＲＩ(６シーケンス※) +頭蓋内MRA：脳や頭蓋内の動脈を調べます。脳梗塞や微小出血、未破裂
動脈瘤などの脳の疾患を発見できます。（所要時間２０分）

脊髄ＭＲＩ
(頸髄ＭＲＩ・腰髄ＭＲＩ)

頸髄ＭＲＩ(５シーケンス)：首の状態を調べます。・腰髄ＭＲＩ(4シーケンス)：腰の状態を調べます。
ＭＲＩは骨だけでなく、椎間板や神経を調べることができます。そのため、首・肩の痛み、手足の痺れ、
腰痛などの症状がある方にお勧めです。椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症などの疾患を発見できます。

腹部ＭＲＩ
腹部ＭＲＩ(６シーケンス) +ＭＲＣＰ：主に肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓の撮影を行います。また
ＭＲＣＰも実施し、胆のう・胆管・膵管の様子も観察します。胆管がんや膵がん、炎症などが発見でき
ます。腫瘍マーカー【ＣＡ19-9】との併診を行うことで、より精度が上がり早期発見が期待できます。

各 種 M R I 検 査 の ご 案 内

〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目９-１８ TICビル4F・5F

詳細は下記電話番号へお問い合わせください。

一番町健診クリニックは地下鉄『勾当台公園駅』すぐ一番町四丁目仙台三越向いのTICビル4階・5階です。
受付から健診終了まで完全男女独立フロア。女性、男性ともにゆったりとくつろげる空間と最新の

検査機器による人間ドック・健康診断をご提供いたします。

ＭＲＩ検査は予約制となっております
人間ドック・健康診断・MRI検査のご予約、お問い合わせは

TEL 022-217-6678　　　　　　   お気軽にご連絡ください。 　音声ガイダンスのあと
「1」をプッシュしてください。（ ）

Morinomiyako Information

健康診断オプション検査

MRI検査のご案内
脳検診の目的

現在の日本の三大疾病といえば、悪性新生物（がん）、心臓
病、そして脳血管疾患（脳卒中）といわれます。脳検診では高
性能ＭＲＩを用いることで、脳内の腫瘍の有無や血管の状態
など、細かく検査を行うことで未発症の脳血管障害の早期
発見が可能です。また、脳検診だけでなく、腹部、骨盤腔（前
立腺・子宮等）、頸髄、腰髄のＭＲＩ検査も行っています。特にオススメの検査はこちら

検 査 コ ー ス 内 　   容

脳検診-a・脳検診-i
・脳検診 ‐ a：脳ＭＲＡのみ実施するコース。頭蓋内の動脈の状態を調べます。（所要時間１０分）
・脳検診 ‐ i：脳ＭＲＩのみ実施するコース。脳の状態を調べます。（所要時間１５分）
１年ずつ交互に受診するのがお勧めです。２つ合わせてスタンダードになります。

脳検診エコノミー 脳ＭＲＩ(３シーケンス) + 頭蓋内ＭＲＡ：簡易的に1組の断層像と合わせて脳の状態を見ます。撮影時
間が短く、梗塞や動脈瘤の状態を発見できます。（所要時間１５分）

脳検診プラス 脳検診スタンダード + 頸部ＭＲＡ：脳の状態に加えて、頸部の動脈の状態を調べます。脳梗塞の原因
となる頸動脈の動脈硬化の程度がわかります。（所要時間３０分）

脳検診スペシャル 脳検診プラス + Lox-index：脳と頸部の状態に加えて、血液検査で動脈硬化の発展を測定します。将
来の脳梗塞・心筋梗塞発症のリスクを見る指標になります。（所要時間４０分）

脳検診プレミアム 脳検診スペシャル + 頸髄ＭＲＩ：頭頸部コースを全て網羅する内容になります。脳検診の中で最もグ
レードの高い検査となります。（所要時間６０分）

骨盤腔ＭＲＩ
(前立腺ＭＲＩ・子宮ＭＲＩ)

・前立腺ＭＲＩ：男性は前立腺を調べます。腫瘍マーカー【PSA】との併診を行うことで、より精度が
上がり前立腺がんの早期発見が期待できます。

・子宮ＭＲＩ：女性は子宮、卵巣を調べます。腫瘍マーカー【ＣＡ125】との併診を行うことで、より精
度が上がり子宮・卵巣がんの早期発見が期待できます。
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