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みんなの健康情報
対　象　小川町で後期高齢者医療制度に加入の方
※今年度に、後期高齢者医療または国民健康保険の「人
間ドック」「特定健診」を受けた方、長期入院中の方、
施設入所中の方は受診できません。
場　所　指定医療機関　　定　員　５００人
申込み　１１月３０日（月）まで
　　　　パトリアおがわ（健康増進課）または町民生
　　　　活課に保険証と印鑑をご持参ください。
受診期間　平成２８年２月２９日（月）まで

後期高齢者医療健康診査 実施中！ 　  指定日に限り、下記の受付窓口を設置します！
　　   時　間　午前９時３０分～１１時３０分
８月１８日（火）大河公民館
８月１９日（水）竹沢公民館・東小川自治会館
８月２０日（木）八和田公民館・みどりが丘自治会館

　最近、気になっていませんか？
食生活の乱れ、運動不足、寝不足
やストレス…。生活習慣の乱れが、
がんや心臓病、脳卒中、糖尿病な
ど怖い病気の誘因になることはよ
く知られていますが、「病気の芽」
の早期発見が大切です。「どこも
悪いところはないよ。元気だから
…」いえいえ、健診を受けずにい
ると、病気の早期発見を遅らせ、
取返しのつかないことになるかも
知れません。「別にメタボじゃな
いし…関係ないでしょ」いえいえ、
やせていても高血圧や糖尿病にな
る “ かくれメタボ ” の危険性が報
告されています。症状が進行すれ
ば恐ろしい生活習慣病ですが、初
期に発見できれば日常生活への影
響を少なくできます。からだは気
づかないうちに変化していきま
す。万一病気で倒れたら、日常生
活や仕事に多大な影響を与えるこ
とは間違いありません。毎日忙し
い生活を送っているあなたも、健
診は年に１度、数時間から半日程
度です。国保特定健診も実施中で
すし、集団がん検診も受付中です。
自分の体調に関心を持ち、正しい
生活習慣を身につけ、健康管理に
努めましょう！

　身近な仲間とラジオ体
操をしませんか。「やっ
てみよう！」という団体
にラジオ体操のＣＤ（先
着２０団体に限ります）
を貸出します。

条　件
＊５人以上の仲間で週３
　日以上実施できること
＊体操をする時間帯はい
　つでもＯＫ

　実施できる自治会や会
社仲間、サークル、有志
の集まり等…団体の代表
者は、パトリアおがわに
ご連絡ください。

　月に２２日を超えて入院・入所していな
ければ（※１）、８月以降の購入分（※２）
から購入日にかかわらず助成を受けられる
ようになります。これに伴い、申請書様式
を変更しました。申請受付は、介護用品購
入日の翌月以降となります。
※１要介護度３以上の認定を受けている在
宅の方で、尿失禁等により常時（外出
時や夜間のみの場合は不可）紙おむつ
等が必要な方が対象です。

※２一度に数か月分のまとめ買いをしても、
購入日の属する月の支給額は上限額

　　３, ０００円です。

健康増進計画＜健康コラム②＞

健診は 急がばまわれの 歩道橋
毎日のラジオ体操で

健康維持
みんな楽しく

いち・に・さん

　受診期間は１１月３０日（月）までですが、
後半は医療機関が混み合い、希望どおりに受
診できない場合があります。すぐ医療機関に
予約しましょう！
　対象となる４０歳以上の小川町国保加入の
方で受診券がない方は、パトリアおがわにご
連絡ください。
  自身と家族のためにも、特定健診は
　　　　　　　　　  毎年受けましょう！
  がん検診も受付中！
　　　　 申込みは８月１４日（金）まで

国保「特定健診」の予約は
お済みですか？

８月購入分から家族介護用品（紙おむ
つ）助成が変更になります

お詫びと訂正　７月、後期高齢者医療制度に加入中の方
に発送した「後期高齢者医療保険料額決定通知書等の
お知らせ」に記載した「健診のご案内」健康増進課の
電話番号に誤りがありました。お詫びして訂正します。

誤：７２－２３２３　　正：７４－２３２３

※当番医は直前に変更することがありますので、必ず事前に救急医療情報センター☎０４８－８２４－４１９９にお問合
　せください。
※８月９日（日）の当番医は変更になりました。
　つかさクリニック（内科、小児科）東松山市松風台９−２　☎３１−１４５０

　６日（日） 横山内科循環器科医院（内科、心臓内科、循環器科） 東松山市上野本１３２－６ ☎２４－３２２５
１３日（日） 中村産婦人科（産婦人科、内科、小児科） 小川町大塚１１７６－１ ☎７２－０３７３
２０日（日） 上野医院（内科、外科） 滑川町羽尾１０７７ ☎５６－２５０８
２１日（祝） 平成の森 川島病院（内科） 川島町畑中４７８－１ ☎049-297-2811
２２日（祝） たばた小児科（小児科） 吉見町久米田６１６－８ ☎５４－８８２２
２３日（祝 ) いちごクリニック（内科、小児科、胃腸科、アレルギー科）東松山市東平１８８９－１ ☎３６－１１１５
２７日（日 ) 岸澤内科心療科医院（精神科、内科、心療内科） 東松山市材木町１６－１３ ☎２２－０７６２

休日の急な発熱・腹痛・頭痛等の初期症状の診療を行います。　※８月の当番医は前月号に掲載しています。

９月の休日当番医　診療時間 9：00～ 17：00

事　業　名 実　施　日　時

４か月児健診（H27.4 月生） ８月２０日（木）

午後1時25分～
45分受付
※受付の番号札は
　10分前から配布

１０か月児健診（H26.10 月生 ) ８月２０日（木）

１歳６か月児健診
（H26.1.16 ～ 2.28 生）

９月　３日（木）

２歳児健診
（H25.4.1 ～ 5.15 生）

９月　９日（水）

乳幼児健康相談 ９月１０日（木）
午前 9時 30分～
11時受付

★ママ・パパ教室
９月１１日（金）
　　１２日（土）
　　１４日（月）

午前 9時 30分～
11時 30分

※乳幼児健康診査の対象の方には該当日の約 1 か月前に通知します。持ち物等
　をご確認ください。
※対象の方、事業内容の詳細は、「保健事業計画」（黄色）をご確認ください。
※★は予約制です。

＊18〜22ページの掲載内容については、特に明
記がある場合を除き、パトリアおがわ☎74−
2323、FAX74−2343へお問合せください。

　気温や湿度が高くなる時期には細菌による食中
毒が、冬場にはウイルスによる食中毒が多く発生
しています。有毒・有害な物質が含まれる食品や
寄生虫等も食中毒の原因です。さまざまな原因物
質により、食中毒は１年中発生しています。
　食中毒は用心すれば防ぐことができます。食品
について正しい知識を持ち、食中毒を予防しま
しょう。

母子健康手帳は、パトリアおがわで交付します　妊娠が確認できるもの（診察券など）、本人確認でき
るもの（運転免許証など）をご持参ください。本人が来られない場合は、お問合せください。

場所　パトリアおがわ（健康増進センター）

食中毒に注意！！

食中毒予防のポイント
細菌をつけない
　①調理前後や肉に触れた後の手洗い
　②焼肉やバーベキューでは食べる箸と焼く箸
　　を別のものにする
細菌を増やさない
　①肉は購入後早目に調理する
　②食品は低温で保存する
細菌をやっつける
　①肉は中心部まで加熱（中心温度７５℃、１
　　分以上）する
　②調理器具は十分に洗浄・消毒・乾燥する

愛の献血者がまいります！
　　　　　ご協力お願いします 「複数回献血クラブ」に登録しませんか？

赤十字血液センターでは「複数回献血クラブ」会員を募集
しています！
　登録いただくと、血液センターからのお知らせや、輸血
用血液に不足が生じた場合の献血依頼等がメール配信され
ます。また、献血履歴や、健康管理に役立つ検査成績を携
帯電話やパソコンでご覧いただけます。
携帯電話・パソコン（インターネット通信可能）をお持ち
の方はこちらから

　いつも献血にご理解・ご協力いただき、ありがと
うございます。
　献血車がまいります。皆さんのあたたかいご協力
をお待ちしています。

　　　　　　　　期　日　９月 ７日（月）

　　　　　　　小川消防署：午前９時～１１時
　　　　　　　小川赤十字病院：
　　　　　　　　　　　　　　午後１時～４時　　　 小川町献血推進協議会事務局

（パトリアおがわ）
複数回献血クラブ



21 20

基本チェックリストで心身の健康度を確認しましょう！！
65歳からの健康づくり！（介護予防）

　高齢になると知らず知らず心身の機能が衰えてしまいます。しかし、早めに衰えに気づ
いて改善に努めれば、心身の機能を維持・増進することができます。
　６５歳以上の方は、この「基本チェックリスト」で自分の生活や健康状態を振り返って
みませんか？

この基本チェックリストは、介護認定を受けていない方が対象となります。
問診表の内容は、国が定めた介護予防事業の基本チェックリストに基づいて作成しています。
基本チェックリストについては、健康増進課「高齢福祉担当」
☎７４－２３２３までお問合せください。

質　　　　問 回　　　答

生
　
活

1 バスや電車でひとりで外出していますか ０．はい １．いいえ
2 日用品の買い物をしていますか ０．はい １．いいえ
3 預貯金の出し入れをしていますか ０．はい １．いいえ
4 友人の家を訪ねていますか ０．はい １．いいえ
5 家族や友人の相談にのっていますか ０．はい １．いいえ

運
　
動

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇ってい
ますか ０．はい １．いいえ

7 いすに座った状態から何もつかまらずに立
ち上がっていますか ０．はい １．いいえ

8 15分くらい続けて歩いていますか ０．はい １．いいえ
9 この 1年間に転んだことはありますか １．はい ０．いいえ
10 転倒に対する不安は大きいですか １．はい ０．いいえ

栄
　
養

11 最近 6ヶ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか １．はい ０．いいえ

12 ＊身長　　　　cm　　体重　　　　　kg　（BMI　　　　　　） １．18.5 未満 ０．18.5 以上

口
　
腔

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか １．はい ０．いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか １．はい ０．いいえ
15 口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ

外
出
16 1 週間に１回以上は外出していますか ０．はい １．いいえ
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １．はい ０．いいえ

認
　
知

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか １．はい ０．いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか ０．はい １．いいえ
20 今日が何月何日かわからないときがありますか １．はい ０．いいえ

こ 

こ 

ろ

21（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない １．はい ０．いいえ

22（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった １．はい ０．いいえ

23（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる １．はい ０．いいえ

24（ここ２週間）自分が役に立つ人間だとは思えない １．はい ０．いいえ

25（ここ２週間）わけもなく疲れた感じがする １．はい ０．いいえ

※ BM Ｉ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
【例】身長１６０㎝、体重５７㎏の方　５７（㎏）÷１．６（ｍ）÷１．６（ｍ）＝２２．３

「基本チェックリスト」
①「はい」「いいえ」の
　どちらかに○をつけます。

②○をつけた方の数字を
　たします。

　介護予防教室優先者
（下記のいずれかの項目に該
当した方）

１．質問項目１～２０の　　
　　合計点が１０点以上

２．運動項目３点以上

３．栄養項目２点以上

４．口腔項目２点以上

※心身の機能は、いくつに
なっても維持・向上させる
ことができます。いつまで
も元気な生活を送るために
介護予防教室（20 ページ）
に参加してみませんか？

元気なうちから始めよう！
65歳からの健康づくり

いつまでも健康で、毎日の生活をいきいきと楽しく暮らして行くために

介護予防のプログラムに参加してみませんか？
１．基本チェックリストの結果により、参加できる教室です。

２．介護予防教室に関心のある方など、ぜひご参加ください。

教室名・会　場 実施時期 内　　　容

① 元気アップ教室
　（パトリアおがわ）

１０月～１２月
1月～３月

体力測定を行う事で、自分の身体状態を知
り、無理なく足腰を鍛えていく教室です。
椅子に座っての体操や、ボール・セラバン
ドを用いての体操等、ご自宅でもできる体
操を紹介していきます。

② 軽やか貯筋教室
　（ふれあいプラザおがわ）

１０月～１２月
　１月～３月

③ 脳いきいき教室 
　（パトリアおがわ）

１０月～１１月
体力に自信がない、外出の機会が減ってき
た方などが、軽体操やレクリエーション等
でリフレッシュできる教室です。④ すこやかシニア教室

　（パトリアおがわ）
１月～３月

教室名・会　場 実施時期 内　　　容

①腰痛・膝痛予防教室
（図書館）

１２月～３月
腰痛・膝痛の原因を知り、予防の為の体操
を紹介していきます。

②栄養教室
（小川町子育て支援センター）

１０月～２月
高血圧予防やバランスを考えた食事等につ
いての講話と調理を行います。

※この教室は、ご自宅から会場までの無料送迎があります。
※会場・実施時期が変更する場合があります。

※この教室は、送迎はありません。　会場・実施時期が変更する場合があります。
※詳細については後日、広報でお伝えします。

⃝問合せ先⃝
小川町健康増進課・高齢福祉担当

　（パトリアおがわ内）
℡ ０４９３－７４－２３２３


