
Ｄ判定（要精査）は必ず医療機関を受診し詳しい検査を！

がん検診　あなたの結果がＤ判定の時は

あ
な
た
の
検
査
結
果
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い

胸部検診

肺がん､肺結核､肺気腫、
肺線維症、大動脈瘤、心
臓肥大などの疑いがあり
ます。

胃部Ｘ線

胃がん､食道がん､胃炎、
食道炎、胃・十二指腸潰
瘍、粘膜下腫瘍、ポリー
プなどの疑いがあります。

大　　腸

大腸がん・大腸ポリープ
などの疑いがあります。

前  立  腺

前立腺がん・前立腺肥大
症などの疑いがあります。

生理学的検査　あなたの結果がＤ判定の時は
心電図検査

項
目

あなたの結果が
Ｄ判定の時は 原因など 経 過 観 察 の

あ な た は ？

糖
代
謝

脂　

質

代　

謝

（
尿 

酸
）

肝
機
能

腎
機
能

血
液
学

血
清
学

Ｂ
Ｍ
Ｉ

血 

圧

不整脈、狭心症、心筋梗
塞、心筋症、心肥大など
の疑いがあります。

カロリー、塩分の取りす
ぎに注意し食生活の見直
しをしましょう。

お酒は1日に日本酒なら１合
ビールなら中瓶1本
酎ハイなら350ml1缶程度
が適量です。

今までよりさらに積極的
な有酸素運動（ウォーキ
ング・ジョギングなど）を
心がけましょう。

高血圧症、肥満
症の可能性があ
ります。

高血圧は塩分の取りすぎ、肥満、寒さ、ストレスなどの
生活習慣が原因と考えられます。BMIは肥満、やせすぎ
を示す体格指数で18.5～24.9を標準としています。

糖尿病、膵臓疾
患の可能性があ
ります。

インスリンの働きが低下したり分泌量が不足する
と、血糖・HbA1c・尿糖の値が高くなります。

動脈硬化、メタボ
リックシンドローム
の可能性があります。

LDLコレステロールや中性脂肪は食べすぎ・お酒の飲み
すぎで高値になります。HDLコレステロールは善玉コ
レステロールで脂肪の過剰摂取、喫煙で低下します。

痛風や高尿酸血
症の可能性があ
ります。

お酒の飲みすぎやナッツ類､肉､魚卵､魚貝類などの
食べすぎで高尿酸になります。

肝臓疾患、胆道
障害の可能性が
あります。

肝臓の働きが悪いと異常値を示します。特に
AST・ALT・γGTは飲酒、肥満、ウイルスの感染
などで異常値になり易いです。

腎臓病、尿路疾
患の可能性があ
ります。

何らかの原因で腎臓の働きが低下したり尿の流れ
が悪くなると、異常値を示します。

炎症､血液疾患
の可能性があり
ます。

白血球は白血病､細菌の感染･炎症などで、その他
の項目は貧血や血液の病気で増減します。血小板
は、肝硬変でも減少します。

種々の感染症の
可能性がありま
す。

CRPは体の炎症や、組織の損傷などで異常値を示
します。HBs抗原やHCV抗体は肝炎ウイルスに感
染していると陽性になります。

腹部超音波検査

胆のう･肝臓･腎臓･膀胱
などの臓器の結石や腫瘍、
胆管の拡張などの疑いが
あります。

眼底･眼圧検査

眼底写真では緑内障、動
脈硬化症、網膜症など、
眼圧検査では緑内障の疑
いがあります。

肺機能検査

肺結核､肺線維症､気管支
喘息､気管支拡張症､肺気
腫など呼吸器疾患の疑い
があります。
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（公財） 八戸市総合健診センター
幸せは健康から

　健診結果票の裏面には、健診結果から考えられる病
名や原因等を解説しています。Ｄ判定等がありました
ら健診結果と合わせて参考にしてみましょう。

健診結果を活かすポイント
①健診結果は保存しましょう
②結果が良ければ今の状態を維持しましょう
③結果をもとに生活習慣を見直しましょう
④精密検査は必ず受けましょう

　注目ポイント
・過去の結果と比べていかがでしたか？
・急激な数値の変化があった場合は生活
　習慣等を見直すきっかけにしましょう。

☆出来ることからひとつずつ
　　　　　　　　生活習慣を見直そう！

運動 食事

お酒

睡眠

たばこ

・環境を整えて良い睡眠を。
・重要なのは量より質。

・適量を守ろう。
・週に２日は休肝日を！
・おつまみも塩分やエネル
　ギーを抑える。

・禁煙しよう
・自分に合った禁煙方法を
　利用しよう。

・１日あと10分動こう。
・有酸素運動と筋トレを組
　み合わせよう。

・１日３食、食べる。
・よくかんでゆっくり食べる。
・腹八分目にする。

健診結果を活かして健康づくりを！
　青森県は全国に比べて三大生活習慣病（がん・脳卒中・心疾患）の死亡率が高く、その要因として、病院
受診が遅い、通院状況が悪いなども挙げられています。健診の目的は、病気を未然に防ぐことにあります。
年に１度は健診を受けて健康チェックをしましょう！！
　また、精密検査のお勧めがありましたら、必ず医療機関を受診しましょう！



健康寿命とは

運動について

　「健康寿命」とは、介護を受けたり寝たきりになっ
たりせず自立した日常生活を送れる期間のことです。
　運動不足が続くと、筋力や柔軟性が低下し病気や
けがをしやすくなります！意識的にからだを動かす
時間をつくっていきましょう。

健康寿命をのばす
一番の方法は「からだを動かすこと｣！

運動を始めるのに遅すぎることはありません。高齢者の方でも筋力がつきます。

　誰もが、最後まで健康でいきいきとした生活を送りた
いと思っていると思います。健康寿命の最大の敵は、自
立度の低下や寝たきり！つまり、要支援・要介護状態に
なることです。
　その要因の第１位は「運動器の障害」です。
運動器が衰えないよう運動を始めましょう。

自分のみならず、
家族や友人などのためにも

運動器の健康を維持しましょう！

※運動器；身体運動に関わる骨、筋肉、関節、神経などの総称。
　健康寿命；健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間。

運動習慣を比べてみました
　ＷＨＯ（世界保健機関）では、身体活
動不足を死亡の危険因子として、高血圧、
喫煙、高血糖に次ぐ第４位に挙げており
ます。
　身体活動の不足は、肥満やさまざまな
生活習慣病を招き、やがてロコモティブ
シンドローム（運動器症候群）や認知症
を進める大きな要因にもなります。
こまめに動くほど、
　　病気をしない体になれる！

ちょっとメモ
　「身体活動」とは、安静にしている状態よ
りも多くエネルギーを消費するすべての動作
のことで、日常における労働、家事、通勤、
歩行などの「生活活動」と、スポーツ、筋ト
レ、体操などの「運動」の 2つに分かれます。

（資料：平成24年度国民健康・栄養調査　平成24年度健診センターデータ）

※運動習慣がある者とは、１回30分以上の運動を週２日以上実施し、
　１年以上継続している者。

●要支援・要介護の原因

（平成22年国民生活基礎調査）
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全国 健診センター運動習慣がある者の割合（男性）

運動習慣がある者の割合（女性） 全国 健診センター



健康のための第一歩！今より 10分多く歩いてみましょう！健康のための第一歩！今より 10分多く歩いてみましょう！
1日の歩く目標は、男性 9,000 歩、女性 8,500 歩といわれていますが、あなたは1日平均何歩くらい歩いていますか？
　　　まず、今より10分多く歩いてみましょう！（徒歩 10分で約 1,000 歩くらいに相当します）

―― 加齢とともに筋肉量は落ちていきます ――
　筋肉量の減少率は年間で約１％くらい、しかも、1日中動かないと1日で0.5％もの筋肉が失われるといわれています !!
筋肉量を増やす為の運動習慣をつけていきましょう。
　人間の筋肉の 7割は下半身にありますので、「歩く」ことで効率よく筋肉を鍛えることができます。
徒歩通勤 !犬の散歩 !ウォーキング !などの有酸素運動を 30分位すると内臓脂肪を約８g減らすことが出来ます。

－筋肉量を増やそう－ －内臓脂肪を減らそう－ －体温を上げて
　　　　免疫力アップ－

日常ながら運動をとり入れよう
まとまった時間がなくても、ちょっとした空き時間で運動する習慣をつけましょう！

大また速歩き [有酸素運動 ]
　お腹をへこませて背筋を伸ば
し、肩の力を抜いて普段より歩
幅を広くとる。つま先で地面を
蹴り出し、かかとから着地する。
（目安：10分×３回）

イスウォーク [有酸素運動 ]
　イスに浅く座り、下腹に力
を入れながらひざを左右交互
に上げ下げする（１秒に１歩
のテンポで）。
（目安：60秒×２セット）
★外出できない時に！

スクワット [筋トレ ]
　両足を肩幅に開き、背中
を伸ばし、まっすぐ前を向
いて、お腹に力を込めて
ゆっくりと腰を落とす（膝
が足の指より出ないように
する）。息を吐きながら
ゆっくりと元の姿勢に戻る。
（目安：随時10回）

ひざ水平上げ運動 [筋トレ ]
　イスに深く座って、左足の
膝を伸ばしたままゆっくり水
平まで上げ、息を吐きながら
つま先をできるだけ手前に引
き寄せ10秒間キープし3セッ
ト行う。左右の足を入れ替え
て同様にする。
（目安：各10秒×３セット)

上体後ろ倒し腹筋 [筋トレ ]
　イスに浅く腰掛け、背中は少
しだけ丸めてあごを引き、お腹
をへこませて息を吐きながら上
体を後ろへゆっくり倒し、背も
たれにつく直前で止め10秒キー
プしてからゆっくり元に戻す。
（目安：10秒×３セット)
※キャスター付のイスはバランスを崩しやすいので気をつけましょう

コツ①まず姿勢をよくする（お腹をへこませ、背筋を伸ばす姿勢を保つ）。②やりやすいものから始める。③疲れるまでがんばらない。

　筋トレで筋肉量を増やすと体温が
上がり、基礎代謝も上がりますので
体脂肪も減ります。
　基礎代謝が上がれば、カロリーも
消費されやすくなります。
（基礎代謝とは、生きていくために必要な最
小限のエネルギー代謝量のこと、基礎代謝の
中で、最もエネルギー消費が多いのは筋肉。）

　内臓脂肪組織から悪玉ホルモン（ア
ディポサイトカイン）が分泌され、血
管に炎症を起こし、血栓をつくりやす
くしたり、インスリンの働きを弱めた
りして、がんや高血圧、糖尿病の元凶
となります！

　自分の平熱を知っていますか？
　今、36度以下という｢低体温｣の人が
増えています。体が冷えると免疫力が
低下し、病気に感染しやすくなります｡
体温が１度下がるだけで免疫力は30％
低下します！

プラス・テン
から始めよう！

今より10分多くからだを動かすだけで、健康寿命をのばせます。
あなたも+10で、健康を手に入れてください。

18歳～64歳 65歳以上

元気にからだを
動かしましょう。
元気にからだを
動かしましょう。

じっとして
いないで、
じっとして
いないで、

1日60分！ 1日40分！

プラス・テン

で
目指そう!

筋力トレーニングや
スポーツなど
が含まれると

なお効果的です！

+10は、10分を主に意図しているが、10個や 10％としても使える！

量反応関係

各年代での
身体活動基準値



運動開始前に　　　　注意！運動開始前に　　　　注意！

※医療機関に通院中の方は、運動については医師にご相談ください｡

〒０３１－０８０４
青森県八戸市青葉二丁目１７－４
電話　０１７８（４５）９１３１
FAX　０１７８（４５）９１７２

　今回はなかなかできない運動をとり上げ
てみました。何か軽い運動を始めて、「健
康的に老いる」っていいですね。
　最近の私って運動不足で体が老化してき
たかも･･･まずいなぁ～･･･そこで私は、今
より1,000歩多く歩くことを目標にしまし
た。新しい万歩計も購入し、あとは継続の
み！
　来年の今頃は、もっと元気な自分になっ
ていたいです(#^.^#)ｖ
　「自分の体は自分で守る！」ですね。
　　　　　　　　　　　　（矢木沢　記）

編　 集　 後　 記

公益財団法人
八戸市総合健診センター

《運動に不可欠な水分補給！》 《運動に適さない時間帯》

《ニコニコペースで運動！》

・のどの渇きにかかわらず、意識的に少量ずつ小まめに
　水分補給をする。
・飲む水の温度は5～15℃前後が最も吸収率が良い。
・糖分の多い飲み物は、血糖値が上がり過ぎる可能性が
　あるため注意。成分を確認し、糖分が多い時は、２倍
　程度に薄める。

・人と会話し、笑いながらできる程度の強さの運動がお
　勧め！運動時間は小分けにしても効果があります!

・寒い時間帯、暑い時間帯はできるだけ避ける。
・食事の直後はさける。
　（食後は胃腸などの消化器官に十分な血液が必要
　　だが、運動を行うと消化器官に向かうべき血液
　　が分散されてしまう。）
・起床直後は体が目覚めていないので、急な激しい
　運動は避ける。
・就寝前は１日の疲労が最も蓄積しているので、激
　しい運動は避ける。

ちょっと

◆「街角健康チェック」について ◆
「街角プチ健診」の名称が「街角健康チェック」に
変わりました。
　「ポータルミュージアムはっち」にて、年６回開
催しております。
　内容は、血圧・血管年齢測定・棒反応時間測定な
どを中心に簡易な計測を行っております。
　街にお出かけの際はお気軽にお寄り下さい。
　※今後の開催予定日
　　平成27年2月28日(土）10：30～14：30
　　平成27年3月28日(土）10：30～14：30

1 はい いいえ
2 はい いいえ
3 はい いいえ
4 はい いいえ
5 はい いいえ
6 はい いいえ
7 はい いいえ
8 はい いいえ
9 はい いいえ
10 はい いいえ
11 はい いいえ
12 はい いいえ
13 はい いいえ
14 はい いいえ
15 はい いいえ

回答

運動開始前のセルフチェックリスト
健康づくりのための運動に取り組むときには、体調の管理が大切です。

自分でチェックする習慣をつけましょう。

　少し動いただけで息切れや動悸がする
　咳や痰が出て、風邪気味である

　(夏季)熱中症警報が出ている
　胸が痛い(坂道や階段を上るときなど)

チェック項目
　足腰の痛みが強い

　吐き気がある、気分が悪い
　頭痛やめまいがする
　耳鳴りがする
　過労気味で体調が悪い
　睡眠不足で体調が悪い

　熱がある
　体がだるい

　昭和63年度　日本体育協会「スポーツ行事の安全管理に関する研究」より引用改変

　食欲がない
　二日酔いで体調が悪い
　下痢や便秘をして腹痛がある

運動を始める前に１つでも
「はい」があったら、
今日の運動は中止してください。

※運動中に「きつい」と感じる場合は、運動強度が強すぎる
かもしれません。適切な運動強度を知るためにも、自分で
脈拍数を確認する習慣をつけましょう。
(例)あなたが40～50歳代で脈拍数が145拍/分以上になる
ようなら、その運動は強すぎる可能性があります。
※無理は禁物です。運動中に「異常かな」と感じたら、運動
を中止し、周囲に助けを求めましょう。

すべて「いいえ」であれば、
無理のない範囲で ※
運動に取り組みましょう。

（注）このセルフチェックリストでは、分かり
やすくするために「運動」としていますが、
生活活動（運動以外の身体活動）の場合も、
強度が強い場合は同様の注意が必要になりま


