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撮影場所／長浜市内
撮影者／長浜市南小足町 山 本 信 子 氏
花期は７〜１０月で、植物体全体も花も小さいことから雛にたとえられ、この果実の形を巾着に見立ててつけられた。本州（福島県以西）、
四国、九州の日当たりの良い山野に生える１年草です。

コホート事業を通じての貢献
病気の発症には遺伝性要因と環境要因が大きく関わっています。親や兄弟に高血圧症の人がいれば、
将来高血圧症を発症する
確率が高く、
糖尿病や心筋梗塞なども同様のことが言えます。動脈硬化の進展に深く関わる悪玉コレステロール（LDL）の正常値
は１４０未満となっていますが、
糖尿病を発症した人では１２０未満、
一度でも狭心症や心筋梗塞症を起こした人では１００未満にな
るように指導しています。実際に臨床の現場では心筋梗塞を発症した人には、
森に住むオラウータンやチンパンジーなどと同程度
（８０前後）を目指しています。遺伝子の解析が進み動脈硬化リスクの高いことが判れば、
悪玉コレステロールを下げ、
動脈硬化の進
展を抑制することが可能になるかも知れません。
昨年から第２期０次健診が行われています。同時に遺伝子が解析されており、
どのような遺伝子やその組み合わせにより動脈硬
化が進展しやすいのか、
少しずつ解明されてくることが期待されています。間接的ではありますが、
長浜市民がそのような予防医学
の発展と将来の医学に貢献できることは素晴らしいことではないでしょうか。
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第2期０次健診がスタートしました！
長浜市と京都大学大学院医学研究科が共同で市民の健康づくりと医学研究の推進を目的に「０次予防健康
づくり推進事業」を実施しています。この事業の一環として０次健診が行われています。通常の特定健診で
は受けられないような詳しい検査を5年に一度受けていただくことで、皆さんの健康づくりに貢献すること
と、検査の結果を京都大学で詳しく分析し、病気の原因の解明や新しい予防・治療方法の研究・開発に役立
てることを目的としています。
第1期の０次健診は、１万人の参加を目標に平成19年度から平成22年度に実施され10,084名の方が参加さ
れました。平成24年度からは、同じ10,084名を対象とした第2期０次健診が始まっています。０次健診は5
年に一度受ける健診です。対象の方には長浜市から案内をお送りしますので、是非、受診してください。頸
動脈エコーや骨密度など新しい検査が加わっています。
第２期０次健診には
どんな 検 査 項目が
あるの？

第2期０次健診検査項目
・中心血圧測定
・歯科診察
・大動脈波速度測定（血管年齢測定）
・心電図検査
・眼科検査
・呼吸機能測定（肺年齢測定）
・健康と生活習慣に関する質問票
★体脂肪測定
★頸動脈エコー
★骨密度測定
★睡眠時無呼吸症候群検査
★家庭血圧測定
など

60歳以上対象の検査項目（希望者のみ）
★運動器機能測定 ★記憶力検査
★MRI検査（頭部、腰椎のいずれか）
★膝X線
※MRI検査と膝X線については、健診会場で予約を受け付けます。
実際の撮影は、後日、長浜市内の病院（市立長浜病院、長浜赤十字
病院、長浜市立湖北病院）で行います。

特定健診の検査項目
・問診
・身体測定（身長・体重）
・血圧測定 ・内科診察
・尿検査
・腹囲計測
・血液検査（脂質検査、血糖検査、肝機能検査など）

※★印は第2期より新たに追加された項目です。

頸動脈エコー

※参加者の健診についての費用負担はありません。

骨密度測定
超音波を使って頸動脈の状態をみ
る検査です。

かかとの骨の中を超音波が通るときの速度や量から測定
します。

●この検査でわかること・・・
血管の壁の厚さ、血管の太さ、
血管の詰まり具合から動脈硬化の
程度を評価します。

●この検査でわかること・・・
加齢により骨密度は減少します。過度
に骨密度が減少した「骨粗しょう症」の
疑いがないかを知ることができます。

睡眠時無呼吸症候群検査
◆睡眠時無呼吸症候群検査
手首に腕時計型の活動計を着けて、普段の生活の睡眠時間を調べます。
同時に、指先に血液中の酸素濃度を測る機械を着けて就寝します。寝てい
る間に息がとまると血液中の酸素が減るため、酸素濃度を測ることで睡眠
時無呼吸の有無を調べることができます。
＜活動計＞

＜血中酸素量測定器＞

●この検査でわかること・・・
睡眠時無呼吸は、昼間の眠気による事故や仕事の能率の低下につながり
ます。また、心臓病や脳卒中とも関連することがいわれています。

０次健診のスケジュール
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◆０次健診は、５年ごとに受けていただく健康診断になります。

第１期０次健診
＜受診年＞

平成19年
平成20年
平成21年
平成22年

次の０次健診までの間は、一年に１回
・長浜市国保特定健診（40〜74歳の方）
・人間ドック
・生活習慣病健診（30〜39歳の方）
・75歳以上の方の健診
・会社の健康診断
・医療機関での健康診断
・その他がん検診
を受診しましょう！

第２期０次健診
＜受診年＞

平成24年
平成25年
平成26年
平成27年

０次健診のお問い合わせについて 【完全予約制です！】
◆第２期０次健診は、第１期０次健診を受診された方が対象となります。
（※新規の受付は行っておりません。）

NPO法人健康づくり０次クラブ ☎ 0749−50−3191 または
長浜市健康推進課
☎0749−65−7779 までお問い合わせください。

詳しくは

平成２５年度の特定健診について
日本では、生活習慣の変化により、近年、糖尿病など、生活習慣病の人やその予備軍が増え続けています。亡くなる人
のおよそ3分の１は生活習慣病によって引き起こされる心臓病や脳卒中が原因と言われています。特定健診は生活習慣病
の予防を目的とした健診です。特定健診の結果から、生活習慣病になる危険が高い人で、生活習慣の改善により生活習
慣病を予防できる人に、特定保健指導として生活習慣を見直すサポートをしています。特定健診を受け、特定保健指導
を積極的に利用し、生活習慣病から身を守りましょう！

■特定健診って何？
特定健診は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に着目した健
診で、以下の項目を実施します。
・身体測定（身長、体重、BMI、腹囲測定）
・血圧測定（収縮期血圧、拡張期血圧）
血管にかかる圧力を調べ、動脈硬化を引き起こす高血圧
になっていないか確認します。

・検尿（尿糖、尿蛋白、尿潜血）
尿を採取し、尿の成分を調べます。尿糖では糖尿病の
有無を尿蛋白では腎臓の機能を確認します。

・血液検査
高血糖や脂質異常のほか、動脈硬化のリスク、肝臓の
機能を確認します。

・問診（質問票、診察）

■特定健診を受けるにはどうしたらいいの？
特定健診受診対象者には、
長浜市から案内文と受診券が
発送されています。
ご確認いただきお申し込み
ください。
※【社会保険の人】
（会社に勤めている人やその家族）
医療保険者から対象者に受診券や受診案内が届きます。

■総合健診で受けられる健診について
・長浜市国保特定健診 ・生活習慣病健診
・肝炎ウイルス検診
・がん検診（胃、大腸、子宮、乳、肺）
・骨粗しょう症検診 ・歯周疾患検診
・唾液潜血反応検査
※長浜市では、特定健診以外にも様々な健診（総合健診）を行って
います。詳細は健康推進課までお問い合わせください。

ご予約、日程など詳しくは

長浜市健康推進課 ☎0749−65−7779 までお問い合わせください。
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「いきいき健康フェスティバル2013」
！
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「健康づくり
０次クラブ」は、長浜市と京都大学医学部が行う
『０次予防』の取り組みをきっかけに長浜市民の
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「心と体の健康づくりの輪を広げる運動」を行う市民ボランティア団体です。
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