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8月
1日 調査研究委員会国民健康保険組合部会（本会会議室）

2日 東京都保険者協議会保健活動部会（本会会議室）

21日 多摩地区市町村国保運営協議会連絡協議会定時総会（東大和市役所）

　本会から、並木企画事業部長、岡田事業課長、河西区市町村係
長等が出席した。
　開催に先立ち、東大和市の尾崎義美多摩地区市町村国保運営協
議会会長並びに尾崎保夫東大和市長が挨拶した後、引き続き平
成23年度事業報告及び歳入歳出決算報告、平成24年度事業計画
（案）、歳入歳出予算（案）及び役員の選出について審議し、原案
のとおり可決された。
　新会長には、多摩市の下井直毅会長が選出された。

22日 特別区国保担当課長会（東京区政会館）

23日・
24日

特定健診等実務担当者研修会［データ分析実習］（台東区生涯学習センター）

「特定健診等データの活用と事業評価」
　東京都内に所在地のある国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会東京支部、共済組合の各保
険者の特定健診等実務担当者が参加し、各日開催した。

　この研修会は、関数等を用いたデータ分析システムをマスターし、
効果的な保健事業を展開することをねらいとしている。
　参加者は、レセプトと健診データを活用したより細かな分析・評価
手法を身に付けた様子だった。

28日 第29回「健康なまちづくり」シンポジウム（日本教育会館「一ツ橋ホール」）

29日 平成24年度全国市町村国保主管課長研究協議会（日本教育会館「一ツ橋ホール」）

30日 東京都保険者協議会医療費分析部会（本会会議室）

尾崎会長 尾崎東大和市長

保健医療福祉情報システム工業会
保健福祉システム部会
健康支援システム委員会
　　委員長　　鹿妻　洋之 氏
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9月
5日 東京都在宅保健師の会第2回講演会（国分寺労政会館）

「加速度脈波測定と健康血管のつくり方」
　　　～すぐに活かせる！わかる！血管年齢指標と指導の実際～
　今年度2回目となった標記講演会に、在宅保健師の会会員をはじめ、区市町村の健康づくり事業に携
わる保健師等57名が参加した。
　テレビ「世界一受けたい授業」や「ためしてガッテン」などでお馴染みの高沢講師は、健診では分か
らない血管年齢の測定と血管年齢指標の実用化に触れた。また、心筋梗塞は心臓の病気ではなく“血管
の病気である”という意外性のある説明に、会場の参加者の驚く様子が伺えた。

　血管年齢が若返る秘策を耳にした参加者は、自らの生活習慣を
促し、今後の健康づくり事業に活かすための強い動機付けとなる
講演会となった。

11日 特定健診等実務担当者研修会［データ分析実習］
（株式会社大塚商会αラーニングセンター水道橋）

14日 特別区保健師業務連絡会（東京区政会館）

19日 機関誌「東京の国保」編集委員会・広報に関する連絡会（書面表決）

21日 国民健康保険組合幹事会（本会会議室）

26日 国民健康保険組合連絡協議会（本会会議室）

27日・
28日

特定健診等実務担当者研修会［データ分析実習］
（東京都社会福祉保健医療研修センター）

28日 特別区国保担当課長会（東京区政会館）

東京医科大学八王子医療センター
病院長　　高沢　謙二 氏
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Information
11月
10日 ㈯ ●東村山市健康づくり相談支援 

［東村山市役所いきいきプラザ］

11日 ㈰ ●清瀬市健康づくり相談支援
　 ［清瀬駅前アミュービル］
●東京土建国民健康保険組合結成65周年
　秋のイベント事業支援 ［井の頭公園］

12日 ㈪ ●診療報酬審査支払業務運営協議会 ［本　会］

13日 ㈫ ●国民健康保険料（税）収納率向上対策講演会 
［本　会］

15日 ㈭ ●事業計画及び予算に関する委員会 ［本　会］
●柔道整復療養費審査委員会 ［本　会］

16日 ㈮ ●国民健康保険組合幹事会 ［本　会］

18日 ㈰ ●診療報酬審査委員会（18～24日） ［本　会］

19日 ㈪ ●東京都保険者協議会 ［本　会］

12月
4日 ㈫ ●東大和市健康づくり相談支援（ 4日～ 5日）

 ［東大和市役所］

10日 ㈪ ●東京都市保健師事務連絡会幹事会・定例会
 ［東京自治会館］

12日 ㈬ ●東京都保険者協議会医療費分析部会 ［本　会］

13日 ㈭ ●柔道整復療養費審査委員会 ［本　会］

20日 ㈫ ●特別区国保担当課長会 ［東京区政会館］

21日 ㈬ ●国民健康保険組合被保険者全国大会
 ［憲政記念館］

22日 ㈭ ●東京都市国民健康保険協議会定例会
　 ［東京自治会館］
●国保制度改善強化全国大会 ［日比谷公会堂］

27日 ㈫ ●西東京市健康づくり相談支援（27日～28日） 
［西東京市役所保谷庁舎］

28日 ㈬ ●国民健康保険組合連絡協議会 ［本　会］

29日 ㈭ ●西東京市健康づくり相談支援（29日～30日） 
［西東京市役所田無庁舎］

30日 ㈮ ●理事会 ［本　会］

14日 ㈮ ●国民健康保険組合幹事会 ［本　会］

15日 ㈯ ●診療報酬審査委員会（15～21日） ［本　会］

19日 ㈬ ●国民健康保険組合連絡協議会 ［本　会］

27日 ㈭ ●特別区国保担当課長会 ［東京区政会館］

　東京都国保連合会は、健康増進法第6条に基づく健康増進事業実施者として、被保険者
の皆さまに健康づくりの推進・啓発を呼びかけています。

http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp

《19情報》
特定健康診査、特定保健指導、メタボリックシンドローム、高血圧、
脂質異常症、糖尿病、心臓病、脳卒中、肝臓病、腎臓病、痛風、貧血、
骨粗しょう症、肥満、歯周病、禁煙、アルコール、運動、食生活

タバコがやめられない人へ

禁
煙

　吸う人には快適でも、吸わない人には不快なタバコ…。人によってタバコに抱く気持ちはさまざまです
が、誰もが知っておかなければならないことがあります。それは、タバコが私たちの体にどのような影響を
与えるのか、ということです。
　タバコを吸う本人はもちろん、自分では吸わない人の体にもタバコが影響を及ぼしていることは、すで
に多くの人が知っているところでしょう。
　タバコは“百害あって一利なし”これを機に禁煙してみませんか？

タバコの害を知ろう

　有害物質を多く含むタバコの煙は、私たちの体によくな
い影響を及ぼし、さまざまな病気を引き起こします。がん、
脳卒中（脳出血・脳梗塞・くも膜下出血など）、虚血性心
疾患（心筋梗塞・狭心症など）は日本人の3大死因となっ
ていますが、喫煙はこれらの病気の発症に大きくかかわる

要因の一つです。ほかに慢性閉塞性肺疾患（慢性気管
支炎や肺気腫）などの呼吸器の病気はもちろんのこと、
胃・十二指腸潰瘍などの消化器の病気、歯周病、骨粗し
ょう症など数々の病気の発症に、タバコが関連していま
す。　

健　康

日常生活

　1日にタバコに使う金額を500円とします。1日だけならそ
れほどでもないのですが、改めて計算してみてください。1

ヵ月で15000円、1年間で20万円近く使っているのです。
10年間でなんと200万円ものお金がかかってしまいます。

お　金

＜受動喫煙＞　タバコの火がついた部分から出る煙
（副流煙）を吸うことにより、自分が吸わなくても体に害
を及ぼします。副流煙はフィルターを通さない分、主流
煙よりはるかに多くの有害物質を吸ってしまいます。

●周りへの危害

　近年、路上喫煙を始め、公共の場での喫煙スペースが減ってきて
います。喫煙者にとっては喫煙場所を探すだけでも一苦労になって
います。
　禁煙をしてしまえば、少なくとも、この苦労から解放されます。

●喫煙場所を探さなくてすむ

●家族が喜ぶ

　タバコは味覚を麻痺させ、食欲を減退させ
ます。舌をオブラートで包んだ状態で食べる
ようなものですから、せっかくの美味しい料
理も本来の味を楽しむことができません。
　禁煙をし、食べることの喜びを実感してく
ださい。

●味覚

肺がん

低出生体重児
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
骨粗しょう症
加齢黄斑変性・白内障
口臭　　歯のヤニ・歯周病
閉塞性血栓性血管炎
閉塞性動脈硬化症
脳梗塞　　狭心症・心筋梗塞
　　　　　　　　　　　など

心筋梗塞
がん
喘息
など

食道がん

胃がん

など

咽頭がん
口腔がん
舌がん

喉頭がん

すい臓がん

膀胱がん

がん以外の病気等

　受動喫煙がなくなるのはもちろんですが、
部屋が汚くならない、臭くならない。寝タバコ
などによる火事の心
配がない。など禁煙
を行うことで、家族
が喜ぶことは間違い
ありません。

＜ヤケド＞　タバコの火のついている部分（燃
焼円錐）の温度は600～900℃と言われていま
す。歩きタバコで他人の洋服を焦がしてしまっ
たり、ちょうど手の位置にある子供の顔などに
当たったりしたら…など考えてください。

本

　
人「
主
流
煙
」

他

　
人「
副
流
煙
」

特
定
健
診

年に１度、健康チェックしましょう！

対象者

受診方法

　私たちの健康をおびやかす生活習
慣病は、とくに自覚症状なく進行する
ので、異常を確認するためには毎年の
健診が欠かせません。特定健診で
は、生活習慣病の原因ともなるメタボ
リックシンドローム予防に重点をおい
た検査を行い、その早期発見により
生活習慣病を予防します。

　特定健診は年に１回行われます。案内などを必ず読んで受
診しましょう。
　費用に関しては各医療保険者により異なりますのでご確
認ください。

特定健診の検査内容

　メタボリックシンドロームおよびその予備群の発見に着目した検査内容となります。内臓脂肪の蓄
積を調べるための「腹囲」や「BMI測定」のほか「血圧」「血糖」「脂質」「肝機能」の項目に加え、
「問診」で喫煙歴などの生活習慣に関する質問を行います。

　４０歳以上７５歳未満の、国民健康保険の被保険
者と被扶養者の全員が対象となります。

（
（
特
定
健
康

診

査

基本的な健診（必須項目）

詳細な健診（医師が必要と判断した人）

質問票への記入 服薬歴や喫煙歴などを確認します

貧血を調べる検査 赤血球数・血色素・ヘマトクリット

その他 心電図検査・眼底検査

身体計測・診察など
（肥満・高血圧など）

身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、
理学的所見（身体診察）、血圧測定

脂質を調べる検査
（肥満・脂質異常など）

中性脂肪、HDLコレステロール、
LDLコレステロール

代謝系を調べる検査
（高血糖など） 血糖、HbA１c、尿糖

肝機能を調べる検査
（肝機能障害など） AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）

尿・腎機能を調べる検査
（腎臓病など） 尿たんぱく

企画：東京都国民健康保険団体連合会（編集：㈱ライズファクトリー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　禁無断転用


