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　平成30年2月8日(木)、9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26回職種別打合せ会議が開催されました。今年は当センターが担当機関となり、グ
ランドサンピア八戸にて「渉外・事務部会」、「放射線技師部会」、「臨床検査技師部会」の3部会、計80名
が出席。地方協議会は北海道・東北の12の健診機関が一堂に会し、健診サービスの向上のための情報
交換や、各機関が抱える問題点等を持ち寄り、意見交換が行われました。
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職種別打合せ会議1日目の夜、関係団体との
懇親会を開催。八戸らしいおもてなしとして、
国の重要無形文化財である「八戸えんぶり」を
ご覧いただきました。神事としての厳かな雰
囲気と、独特な歌に合わせる神秘的な舞い、
子どもたちのかわいらしい祝福芸など、関係
団体の皆様に喜んでいただきました。

全衛連 東北・北海道地方協議会 第26回職種別打合せ会議   八戸市に12健診機関が参集

渉外・事務部会　　担当：業務課長
　
渉外・事務部会では、「健診項目の省略
に関する厚生労働省通達の対応」、「第
3 期特定健診・特定保健指導への対応」、
「オプション検査」、「健診計画」等、に
ついて意見交換しました。結論が出る
ことは少なかったのですが、各健診機
関が抱えている問題や課題は同じであ
ると感じました。今後もこのような会
義を通じて情報交換し、業務に反映で
きるよう努力して参ります。

放射線技師部会　担当：健診放射線課長

放射線技師部会では、「胃 X 線検診のた
めの読影判定区分の運用方法」、「マン
モグラフィでの高濃度乳房の取り扱い」
等、について協議しました。特に高濃
度乳房の取り扱いについてはタイム
リーな話題であり、他施設の現状や、
業務手順のアイディアなど、業務にす
ぐに活かせる内容もあり、大変有意義
な会議となりました。

臨床検査技師部会　担当：健診検査課長

臨床検査技師部会では、「腹部超音波検
査」、「心電図検査」、「人材確保」等、様々
な議題が出されました。腹部超音波検
査では、巡回検診で効率よく検査する
ための工夫や、検査結果のスムーズな
判定、人員確保の現状など、それぞれ
の施設が経験や実績を基に真摯に回答
してくださり、多角的で充実した意見
交換を行うことができました。



特定健診を受ける
（40歳～74歳）

1
健診結果を確認

2 3
結果に応じて生活習慣を改善する
対象になったら特定保健指導を受ける

②メタボリックシンドローム（メタボ）の判定基準

ステップ1

ステップ2

「特定健診」＋「特定保健指導」で生活習慣病をシャットアウト！

受けよう！生活習慣病を防ぐための「特定健診」

　日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病は、偏った食生活や運
動不足、過度の飲酒や喫煙などの悪い生活習慣の積み重ねによって起こ
ります。メタボリックシンドローム【内臓脂肪症候群】に該当する人は血
管の老化である「動脈硬化」が進みやすく、放っておくと心筋梗塞や脳出
血・脳梗塞、糖尿病の合併症で腎臓の病気や失明などにつながる恐れが
あります。

特定健診で自分の健康状態を知り、問題がある場合は早めに生活
習慣を改善していくことが大切です。

特定保健指導は、健診結果からメタボのリスクが高い、または予備軍と判定された方が受ける指導です。

③保健指導の対象はどのように選ばれる？メタボのリスクに応じてレベル分けします。

※ただし左記①～③について薬剤治療中の場合は特定保健
指導の対象となりません。
　また、65歳以上の方は積極的支援となった場合でも動機
づけ支援となります。

メタボのリスクが少ない人 メタボのリスクが出始めた人 メタボのリスクが重なり出した人

健診は受けた後が肝心!! 

　当センターでは、健診当日に特定保健指導を実施しております（但し、一部健康保険組合
様を除く）。保健師や管理栄養士などの専門スタッフによる30分程度の面談指導です。健
診で対象となった方には当日ご案内をしておりますので、ぜひ、健診とセットで保健指導
を受けることをお勧めいたします。

動機づけ支援・積極的支援になったらどうする？

　2014年度健診で積極的支援に該当し2015年度健診を受診した男性のうち、栄養指
導をうけた「指導群」と、受けなかった「非指導群」を比較しました。
　「指導群」は体重-1.4㎏、腹囲-1.3㎝、「非指導群」は体重-0.8㎏、腹囲-0.6㎝減ってい
ました。血糖値は「指導群」は減少していましたが「非指導群」は上昇していました。血
圧・HDLコレステロールについても「指導群」の方が改善していました。
　このことから適切な指導を受けた方が糖尿病の予防・改善につながることがわかります。是非、対象に
なったら特定保健指導を受けてみましょう。
※【青森県立保健大学との共同研究(科学研究費補助金事業)によるデータ分析より】

保健指導を受けた後のデータはどうなった？

腹囲測定

血圧測定

検 尿

身体測定

採 血

問 診

内臓脂肪の蓄積状態を確認します。
●腹囲

身長･体重からBMIを算出します。
●BMI（肥満指数）

血液を調べ、病気のリスクを確認します。

腎臓病や糖尿病のリスクを調べます。

心臓病や脳卒中のリスクを調べます。
●収縮期血圧　 ●拡張期血圧

糖尿病の検査　 ●尿糖

腎臓病の検査　 ●尿たんぱく

糖尿病の検査

肝臓病の検査

脂質異常症の
検査

（＊はいずれかの実施で可）

①検査内容 赤字赤字は特定保健指導の
対象者選定のための項目

●空腹時血糖* ●随時血糖*
●HbA1c*
●中性脂肪
●HDLコレステロール
●LDLコレステロール
●Non-HDLコレステロール※
●AST(GOT)
●ALT(GPT)
●γ-GT(γ-GTP)

健診当日の体の状態のほか、結果の
レベル分けに必要な項目を確認します。
●喫煙歴　●服薬歴

腹囲

内臓脂肪の蓄積

男性85㎝以上

女性90㎝以上

左記に加え、
右記のうち

脂質異常

高血圧

高血糖

中性脂肪：150㎎/dL以上、
HDLコレステロール：39㎎/dL以下の
　　　　　　　　　　いずれかまたは両方

最高（収縮期）血圧：130㎜Hg以上、
最低（拡張期）血圧：85㎜Hg以上の
　　　　　　　　　いずれかまたは両方

空腹時血糖（あるいは随時血糖）：110㎎/dL以上、
ＨbA1c：6.0%以上のいずれか

2 項目以上該当
メタボリックシンドローム

1 項目該当
メタボリックシンドローム予備群

該当なし
非該当

ステップ１ ステップ2
支援内容

A

B

2つ以上該当
1つ該当
該当なし
3つ以上該当
1～2つ該当
該当なし

積極的支援

積極的支援

動機づけ支援
情報提供

動機づけ支援
情報提供

40～64歳 65～74歳腹囲 男性85㎝以上、女性90㎝以上⇒A

BMI 体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）＝25以上⇒B
※上記にあてはまらない場合

◉以下の該当数をカウント

①脂質異常

②高血圧

③高血糖

④喫煙歴がある

中性脂肪：150㎎/dL以上、または
HDLコレステロール：39㎎/dL以下

最高血圧：130㎜Hg以上、
または最低血圧：85㎜Hg以上

空腹時血糖：100㎎/dL以上、
またはHbA1c：5.6%以上

※④は①～③が1つ以上
あてはまる場合にカウント

①～④の
該当数

□個

すべての人に情報提供 動機づけ支援 積極的支援

◆医師が必要と判断した場合、貧血検査、心電図検査、眼底検査、血清クレアチニン検査などを行うことがあります。
※LDLコレステロール値が測定できないときなどに実施

問診や健診結果をもとに、生活習慣の
見直しや生活習慣改善に必要な情報が
提供されます。

　　　　　医師･保健師･管理栄養士等
との面接で生活習慣を振り返り、自分に
実行できる行動目標を立てます。
　　　　　電話やメール等で健康状態
や生活習慣の確認が行われます。

　　　　　医師･保健師･管理栄養士等
との面接で生活習慣を振り返り、自分に
実行できる行動目標を立てます。
　　　　　　　　　　　　栄養指導や
運動指導などのサポートを受けながら､
健康づくりや生活習慣改善を継続します。
　　　　　面接や電話、メール等で健
康状態や生活習慣の確認が行われます。

３～６ヵ月後

初回面接

３ヵ月以上の継続的な支援

初回面接

３～６ヵ月後

※脂質異常、高血圧､高血糖で薬剤治療中の場合も該当します。
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公益財団法人
八戸市総合健診センター

睡眠時無呼吸検査うけてみませんか！

睡眠時無呼吸症候群って？

放っておくとどうなるの？

検査を受けるには？

どのような検査をするの？

こんな症状ありませんか？
　睡眠中、無意識のうちに幾度となく呼吸が止まって
しまう病気です。
　原因として第一に肥満が考えられ、気道が狭くなる
ためにおこると言われています。呼吸が止まっている
ときは一種の酸欠状態になります。酸素が十分に体へ
供給されないことにより、血液が固まりやすくなり、
狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの重大な合併症を引き
起こす恐れがあります。
　また、無呼吸で睡眠が浅くなることにより睡眠不足
になりがちです。日中の眠気や記憶力・判断力の低下
をきたし、しばしば交通事故や作業事故の要因となり、
社会的に大きな問題となる病気です。

日中の記憶力・判断力の低下だけでなく、
生活習慣病合併等のリスクも！

　携帯用睡眠ポリグラフという小型の検査器具を貸出しい
たします。ご自宅で就寝前に器具を体に取り付けていただ
き、一晩眠っている間の呼吸の状態、血液中の酸素飽和度
を測定し、精密検査が必要か検査します。
　検査結果は後日医師から説明があります。

検　査　日
　　毎週月曜・木曜日

　　　　　　　14時から（完全予約制）
検 査 料 金　　5,400円（税込）
お問合せ先 　（公財）八戸市総合健診センター
　　　　　　　TEL：0178-45-9131
　　　　　　　　　　　　までご連絡ください。

日中の眠気

起床時の頭痛 熟睡感が無い

大きないびき

糖尿病
1.5倍

高血圧
2倍虚血性心疾患

3倍
交通事故の発生率
7倍

脳血管疾患
4倍

大きないびきをかく方、いびきの合間に息が止まっているといわ
れる方、睡眠時無呼吸症候群が強く疑われますので、健康維持の
ために検査をお勧めします。

インフォメーション

information

（無呼吸がない人を1倍とした時の比較）

※いびき、無呼吸が気になる方には、無料で ICレコーダーを貸し出しております。


