
１７　　　令和 3（２０２１）年／８月号

＋保健・健康
●新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・変更となる場合もあります。

最新の情報は、市ホームページでご確認ください
●発熱や咳などの症状のある方は、参加をご遠慮ください。また、感染症対策

のため、マスクを必ず着用してください

８月の相談・教室

1健康相談・血圧測定
日時　１・22日㈰❶午前９時15分～❷10時～❸10時45分～
申込方法　相談日の１週間前より電話で受付。午前９時15分～11時30分に健
康談話室へ電話で（土・日曜日、９日（月・振）～16日㈪は除く）

2脳！活性化教室
頭の体操や楽しいゲームをしなが
らの認知症予防

対象　要介護認定を受けていないおおむね60歳以上の方
日時　午前10時～11時10分（水・木曜日コース空きあり）
申込方法　２日㈪～６日㈮の午前９時15分～11時30分に健康談話室へ電話で
※申し込み後、日程など受講についての詳細を連絡します

健康談話室 健康ガイド 19・34ページ 申問健康談話室…☎（２２１）３５６０　問健康政策課…☎（２３７）２５８６
会1 保健センター　2 健康談話室（健康支援センター内）

日時 会場
４日㈬午後１～３時 オレンジカフェ城東（城東４ー 13 － 15）

14 日㈯午前９時 30 分～ 11 時 30 分 オレンジカフェ千塚（千塚３ー１ー 32）

14 日㈯午後１～３時 オレンジカフェわかまつ（若松町６ー 35）

19 日㈭午後１時 30 分～３時 30 分 オレンジカフェ甲府駅前（宝１ー９ー１ー２階）

28 日㈯午前 10 時～正午 オレンジカフェすみよし（住吉４ー７ー 22）

28 日㈯午後１～３時 オレンジカフェ朝日（朝日３ー 11 ー 28）

28 日㈯午後１時～３時 30 分 オレンジカフェ朝気（朝気３ー 18 ー５）

28 日㈯午後２～４時 オレンジカフェいけだ（下飯田１ー２ー 17）

８月の「オレンジカフェ（認知症カフェ）」

　利用者同士が気軽に集
い、情報交換や交流を通
して認知症や認知症の方
の介護についての知識を
深めます。市内在住の方
であれば、どなたでもご
参加いただけます。

問健康政策課…☎（２３７）５４８４

　早期に発見できたがんは治る可能性が高まります。自覚症状が出てからの発見では、がんは進行
し治療が困難になるおそれがあります。がんの早期発見のためには、定期的にがん検診を受診する
ことが大切です。

２人に１人
出典：最新がん統計（国立がん研究センター）

日本でがんにかかる人

申問 地域保健課…☎（２３７）２５０５

健診会場や医療機関では、換気
や消毒を行うなど、新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止対策
に努めています。

ご安心ください！

甲府市民健康ガイド

※詳しくは、令和３年度 甲府市民健康ガイド
をご覧ください

早期発見が大切！
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出典：最新がん
統計（国立がん研
究センター）

 コロナの影響下でも『がん検診』を
控えず定期的に受診しましょう

不要不急の外出には
あたりません！
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検診（健診） 対象 日時 会場 持ち物 申込・予約方法

乳がん単独 30 歳以上の女性

８月 21 日㈯午前 健康管理事業団 受診票※

自己負担金
健康保険証
※『健康ガイド』から
切り取るかコピーま
たは市ホームページ
からダウンロードし
てください

地域保健課へ電話・
来所で予約
※９月４日㈯は託児あ
り。ご希望の方は予約
時にお伝えください

９月４日㈯午前 健康支援センター

９月６日㈪午後 厚生連健康管理センター

骨粗しょう症 20 歳以上の方（妊娠中、そ
の可能性がある方は除く）

９月４日㈯午前 健康支援センター

９月 27 日㈪午後 医師会健診・検査センター

子宮頸がん
20 歳以上の女性（妊婦も
対象。令和２年度に受診
した方は対象外）

令 和 ４ 年 1 月 末
（指定医療機関の    

受診可能日）まで

指定医療機関

受診券
自己負担金
健康保険証

地 域 保 健 課 へ は が
き・インターネット
で受診券を申込
※電話での申込はで
きません成人歯周疾患

20 歳以上 74 歳以下の方
（後期高齢者医療制度加

入者は除く）
令 和 ４ 年 ３ 月 末

（指定医療機関の
受診可能日）まで

受診券
健診票
健康保険証

後期高齢者
歯科口腔

75 歳以上の方（一定の障
がいのある 65 歳以上の後
期高齢者医療制度加入者
を含む）

受診券（兼質問票）
後期高齢者医療被
保険者証

健 康 保 険 課 へ は が
き・インターネット
で受診券を申込
※電話での申込はで
きません

そのほかの検診（健診）　健康保険証の種類に関係なく受診できます。詳しくは地域保健課へお問い合わせください。
　※治療中の方など、受診をご遠慮いただく場合があります

集団健診

年齢
など

19 ～ 39 歳 40 ～ 74 歳 75 歳以上

保険証の種類に関係なし（勤
務先などで健康診断を受け
る機会がない方が対象です）

国民健康保険以外の加入者（社会
保険等被保険者（本人）の方は勤
務先にお問い合わせください）

国民健康保険加入者
後期高齢者医療制度加
入者（一定の障がいのあ
る 65 歳以上の方を含む）

受付
時間

午前８時～ 10 時 30 分
※新型コロナウイルス感染症対策のため、30 分ごとの時間指定により実施

申込
方法

『健康ガイド』巻末の申込は
がき、またはインターネッ
トで

５月上旬に発送された往復は
がきで

５月上旬発送の受診券
に同封の申込はがき、ま
たはインターネットで

『健康ガイド』巻末の申込
はがき、またはインター
ネットで

問合先 地域保健課 健康保険課

　申込締切日（健診１か月前）までにお申し込みください。健診日のおおむね 10 日前ごろに、『健診関
係書類（問診票など）』を郵送します。受診日当日に必ずお持ちください。

健康診査を受診しよう　 健康ガイド １～17ページ
問地域保健課（19 ～ 39 歳の方、がん検診、社会保険加入の方、生活保護受給者等）…☎（２３７）２５０５
　 健康保険課（国民健康保険加入の方）…☎（２３７）５３７３、（75 歳以上の方）…☎（２３７）５６１７

◦託児希望の方は申込締切日（健診１か月前）までに
地域保健課に電話でお申し込みください

◦荒天時は健診を中止することがあります。市ホー
ムページでご確認ください
◦集団健診会場で乳がん検診が受けられるようにな
りました。詳しくは『健康ガイド』９ページをご覧く
ださい（40 歳以上で特定健診と同時に受診する女性の
み対象。検査方法はマンモグラフィ検査のみ。）

実施期間　令和４年１月末（医療機関受診可能日）まで
対        象   40歳以上の方

申込方法　指定医療機関に電話で

個別医療機関健診 基本的な健診と各種がん検診など
※詳しくは『健康ガイド』７～８ページをご覧ください

申

◦子宮頸がん検診の受診には『受診券』の申込が必要です。また、受診間隔は２年に１回となりました。詳しくは『健康
ガイド』12 ページをご覧ください

日程 会場 申込締切日 託児

９
月

17 日㈮
医師会健診・検査センター

８月 17 日㈫

18 日㈯ ８月 18 日㈬

23 日（木・祝） 厚生連健康管理センター ８月 23 日㈪

10
月

８日㈮ 医師会健診・検査センター ９月８日㈬ ★

９日㈯ 厚生連健康管理センター ９月９日㈭



ひきこもりサポーター養成研修

１９　　　令和 3（２０２１）年／８月号

家族介護教室「食べ物から考える感染症に負けない体づくり」

　高齢者などを在宅で介護されているご家族や近隣の援助者が集い、介護に関する学習や交流、
介護者自身のリフレッシュ、情報交換などを行います。
日時　８月 18 日㈬午後１時 30 分～（１時間 30 分程度）
会場・定員　遊亀公民館研修室・15 人程度
申込方法　地域保健課または近くの地域包括支援センターへ電話で（先着順）

申 問地域保健課…☎（２３７）１１７３

　ひきこもりに関する基本的な知識を修得し、ひき
こもり支援の取り組みに協力していただけるサポー
ターを養成する講座です。
対象　市内在住のひきこもり支援に関心のある方
日時　８月 23 日㈪午後１時 30 分～４時 30 分（１
時受付開始）
会場　総合市民会館３階会議室４
定員　20 人（先着順）
申込方法　８月 16 日㈪までに住所、氏名、電話番
号を明記の上、ＦＡＸまたは電話で

　気温も湿度も高くなる夏は、食中毒が発生しやすくなります。皆さんの家庭でも、正しく食品を扱
わないと食中毒が発生します。

問生活衛生薬務課…☎（２３７）２５５０

３原則を徹底しよう！

❶つけない
　調理や食事をする前には、必
ず手を洗いましょう。また、肉
や魚と生野菜は、包丁、まな板
を使い分けましょう。

❷ふやさない ❸やっつける
　購入した肉や魚、
お惣菜などは、細菌
が増えないよう、なるべく早く
冷蔵庫に入れましょう。

　食品は中心までよく加熱しま
しょう。また、ふきんや調理器
具は、洗剤でよく洗い、熱湯な
どで消毒しましょう。

食中毒に気をつけましょう！
— ８月は食品衛生月間 —

 　精神保健課…☎（２３７）５７４１
　　　　　　　　　       FAX（２４２）６１７８

　申 　問

あなたの食事は★いくつ？
自身の食生活を見直してみませんか？

～あなたの食事をサッと診断～

　３ステップで簡単にあなたの食事を診断します。
一人ひとりの生活に合った食事のポイントを管理栄
養士が個別でアドバイスします。
日時　８月 23 日㈪午前９時 20 分～ 11 時 20 分（20
分程度）
会場　保健センタープレイルーム
定員　10 人（先着順）
申込方法　８月２日㈪午前９時から電話で（土・日
曜日、祝日は除く）

申問 地域保健課…☎（２４２）８３０１

糖尿病リスクチェック

　指先からの微量の採血で、過去１～２か月間の血
糖の状態がわかります。若いうちからの予防、健康
管理のきっかけとしてご活用ください。
対象　市内在住の 20 歳以上で糖尿病の診断・治療
を受けていない方
日時　９月５日㈰午前９時 30 分～正午
会場・定員　保健センター・30 人（先着順）　
申込方法　８月５日㈭～ 13 日㈮に電話で（土・日曜
日、祝日は除く）

申問 地域保健課…☎（２３７）２５０５

卒煙プロジェクト

　保健師による個別相談です。初回面接では、タバ
コへの依存度の確認や、喫煙行動の振り返りを行い、
ご自身に合った禁煙方法を提案します。その後、電
話やメールで連絡を取り合いながら、６か月間で卒
煙を目指します。
対象　市内在住の 20 歳以上で禁煙希望の方
日時　８月 25 日㈬（午後を予定）
会場　健康支援センター　
申込方法　８月 24 日㈫までに電話で

申問 地域保健課…☎（２３７）２５０５
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≪胆石発作とは？≫

　胆石発作は、胆のうや胆
管に石（結石）ができ、それ
が詰まることで生じる、痛
みをはじめとするさまざま
な症状の総称です。また、
検診や人間ドックで初めて
結石を指摘されただけの無
症状の方も含めて、胆石症
と呼ぶこともあります。

≪症状は？≫

　自覚症状がまったくない人もいますが、右側の肋骨
の下辺りや、みぞおちに感じる激しい痛みが特徴的で
す。右側の肩や背中の痛み、人によっては腰痛やへそ
の上付近の痛みを伴うこともあり、痛みはさまざまで
す。食後や夜間に起こることが多く、脂っこい食事を
取った後は特に疑われます。また胆のうに炎症が起こ
ると、吐き気や嘔吐、38℃以上の高熱といった症状
もみられます。さらに石が胆管に詰まったり、胆のう
の炎症が進んで腫れることにより、胆管を圧迫したり

すると、皮膚や白目が黄色くなる黄疸や
肝機能障害を引き起こすこともあります。

≪治療は？≫

　胆石のある部位や、症状によって内視鏡的治療や手
術、針による穿刺、抗生剤など治療方法は異なります。
症状が起きた時に手術とならなくても、いったん、胆
石発作や胆のう炎を起こされた方には、胆のうがある
限り再発のリスクが高いので手術をお勧めする場合
が多いです。ほとんどが傷の小さな腹腔鏡手術で、通
常５日前後の入院となります。
　『胆石の症状では？』と思われる場合は、早めの消化
器内科受診をお勧めします。

その痛みは胆石発作？

おしえてドクター

問市立甲府病院…☎（２４４）１１１１

市立甲府病院外科　福島久貴ドクター

28

　・平成 17 年　山梨医科大学（現山
梨大学医学部）卒
　・山梨県立中央病院、山梨大学医
学部附属病院などを経て、令和元
年から当院勤務
　・現在当院外科科長

　各地域の産物を上手に活用し、風土に合った食べ物として作られてきた郷土料理。
この夏に、山梨にある郷土料理を調べてみてはいかがですか？

問 地域保健課…☎（２４２）８３０１

郷土料理博士

麺から作ってみよう！おざら！

はかって、こねて、のばして、切っ
て楽しいですよ！

おざらメニューは
市ホームぺージをチェック！

【材料（だし 300 ㏄）】
★こんぶ：３ｇ　★けずりぶし：６ｇ　★水：２カップ（400cc）

おざらのつけ汁の「だし」を自分でとってみませんか？

郷土料理

①こんぶは、乾いたふきんで表面を軽くふき、できあがりより少
し多めの水と一緒に鍋に入れ、弱火にかける。

②プツプツと気泡が出てきたら、こんぶを出し、
けずりぶしを一度に加える。

③鍋の周りから沸騰し始めたら、火を消し、そのまま静かに３分
ほどおく。濡れたペーパータオルを敷いたざるなどをボウルでう
け、こす。

栄養の日・栄養週間 2021　８月４日「栄養の日」、８月１～７日「栄養週間」

だしをとると、天然のだしの風味
がよく、しょうゆの量を少なくし
てもおいしく食べられます！

また、料理は食べる分だけ作りましょう！

ほうとうの麺を冷やして食べる郷土料理を知っていますか？

「おざら」　です！

ほうとうに使用するより細めの冷やした麺を温かいしょうゆベース
のつゆに入れて食べるのが一般的。冷たい麺はのど越しが良く、特
に夏バテ防止に良いとされ、食べられています。

答えは…
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