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健 康 ・保健
１ 月 の 保 健 セ ン タ ー だ より（ 予 防・健 康 づ くり ）
～妊娠・子育ては１日号でご確認ください～

■コレステロール改善教室、糖尿病・高
血圧予防教室
亜２月９日～８月〈全15回/相談３回・
血液検査(木) ３回・運動（金）９回〉※
２月９日(金)は説明会のため必須。そ
の他日程変更等要相談 唖保健セン
ター 阿服薬中・治療中でない40歳
から64歳までの市民の人で、過去１
年間の健診結果等の数値が①～③の
いずれかにあてはまる人・先着10人
〈要予約〉①脂質：LDL120mg/dl以上
140mg/dl未満②血糖：HbA1c5.6%
以 上 6 . 5 % 未 満 ③ 血 圧： 収 縮 期 血 圧
130mmHg以上140mmHg未満かつ
拡張期血圧85mmHg以上90mmHg
未満 逢１月15日～２月２日までに
右記へ 唖＆葵 保健センター（☎311586）

業

日 時・会 場

対 象・そ の 他

肺がん検診
(65歳以上は結核
検診含む）

２月14日（水）
午後１時～１時30分

胃がん検診

２月以降の予約
受け付け中

35歳以上（血縁者に胃がんのかたがいれ
ば30歳以上）年１回（2,500円）胃部Ｘ線直
接撮影【要予約】

大腸がん検診

随時受付（郵送提出）

40歳以上/年１回（800円）
便潜血反応検査（２日法）

前立腺がん検診

２月１日
（木）
午前10時30分～11時

40歳以上/年１回（無料）胸部直接撮影
【要予約】
必要なかたはかく痰検査
（900円）

50歳以上男性/ＰＳＡ検査（1,000円）
【要予約】
40歳以上女性/ ２年に１回(2,000円）マン
モグラフィー・視触診 ※豊胸術・ペース
メーカー装着・妊娠中・授乳中のかたは不
可【要予約】

子宮頸がん検診

20歳以上女性/ ２年に１回(1,000円)
随時（医療機関で診療時間
頸部細胞診
の午前中）
【予約が必要な医院があります】

アスベスト検診

31日
（水）
午後１時～１時30分

アスベストによる健康不安のあるかた/年
１回/問診・胸部レントゲン
【要予約】

肝炎ウイルス検診

２月１日
（木）
午前10時30分～11時

肝炎ウイルス検査を受けたことがない40
歳以上（1,000円）
【要予約】

骨粗しょう症検診

19日
（金）２月20日
（火）
午前９時30分～10時

20歳以上・超音波法(1,000円）
【要予約】

健康チェック

２月以降の予約
受け付け中

市内在住・在勤30歳以上（9,000円）
３時間人間ドック
【受診日の１週間前までに要予約】

芦屋病院コラム

成人対象
（40歳以上には歯周疾患健診あり）

げんき度健診
（体力測定）

市内在住・在勤20歳以上/体力測定
【要予約】

26日
（金）
午前９時30分～11時45分
随時
（事業所単位で申し込み）

事業所健診

相談

芦屋病院地域連携室
☎

市内在勤者【要予約】

健康相談

26日
（金）午前
２月１日
（木）午後

成人/医師による相談【要予約】

栄養相談

16日・30日・２月６日
（火）
午前９時30分～11時

管理栄養士による生活習慣病予防等の食
事相談【要予約】

保健相談

随時

保健師による生活習慣病の予防等
【要予約】

※会場の明記していないものはすべて保健センター ※料金の無いものは無料
※対象は芦屋市民※各がん検診（前立腺がんを除く）、肝炎ウイルス検診は70歳以上
（要認印）市民税非課税世帯に属するかた（事前に保健センターに申し出が必要）は
免除となります。
■申し込み・問い合わせ
保健センター〈保健福祉センター３階〉 ☎31-1586/穐31-1018（呉川町14-9）

幼児の食事とおやつの教室
■日

時

２月21日（水）午前10時～午後０時30分

■会

場

保健福祉センター３階調理実習室

■内

容

３大アレルゲンを使わない簡単手作りおやつの調理実習

１５６

えんげ

（保護者対象）

・

ぎてしまい、対症療法となることが多いです。胸

問い合わせ

部レントゲン写真やＣＴで、異常を認めない慢

せき

呼吸器内科に限らずとも、咳で内科を受診さ

性咳嗽では、喘息、咳喘息、胃食道逆流症、慢性閉

悩ましい咳の診断

れる人は多数いらっしゃいます。ここで、改めて

塞性肺疾患、上気道咳症候群、嚥下機能低下によ

ぜんそく

咳とはどういうものなのか説明します。医学的

る咳嗽、薬剤による咳嗽などがあります。

がいそう

には咳のことを咳嗽と言いますが、日本呼吸器

鑑別に最も重要なのは問診です。発症からの

学会が発行している、咳嗽に関するガイドライ

ン第２版の中では、『咳嗽反応（反射）とは気道

経過、咳の多い時間帯、痰の有無、周囲に似た症

がいそう

内に貯留した分泌物や異物を気道外に排除する

変化、喫煙歴、随伴症状などから推測し、治療薬

状の人がいないか、温度や香りなどでの症状の

ぼうぎょ

きゅうせいがいそう

まんせいがいそう

生体防御反応である』とされています。

せんえんせいがいそう

生体防御反応でもある咳です。むやみに鎮咳

咳の診断では３週間未満の急性咳嗽、３～８

薬を使うのではなく、原因を見極めるためにも、

ちんがい

けて考えます。急性咳嗽の中で最も頻度が高い

ご自身の咳の状態がどんなものか一緒に考えて

への反応をみていきます。

のは、感染性疾患です。特にウイルス性のかぜ症

週間の遷延性咳嗽、８週間以上の慢性咳嗽に分

候群が圧倒的多数です。８週間までの遷延性咳

ようこ

陽子

いきましょう。

ゆ

兪

呼吸器内科は月曜日～金曜日の午前に診察を

行っています。

お問い合わせは地域連携室まで

呼吸器内科医師

嗽でも、胸部レントゲン写真が正常であったも

のの中で、約４割は感染によるものと言われて

います。この中には、マイコプラズマ感染症、百

日咳などが含まれますが、咳の性質だけでは鑑

別がつかず、抗生剤を必要とする治療期間を過

17日・２月21日(水）
歯の無料検診・相談 午後１時～２時45分
〈歯科センター〉

31
2

名

〔芦屋病院〕☎31-2156
個別 乳がん検診 毎週月～金曜日の午前中
（マンモグラフィー
〔まさい乳腺クリニック〕
併用）
☎22-2800（診療時間内）

検（ 健 ）診

■助産師による「おっぱい相談室」
亜毎週木曜日・午後２時～（１人約30
分 ） 唖 産 婦人科外来 娃 乳房マッ
サージ（個別相談含む） 阿妊婦、産
後の母親 挨2,500円 葵芦屋病院
３階東病棟（☎31-2156・午後１時～
４時）

事

がん検診

■芦屋健康福祉事務所からのお知らせ
逢＆葵芦屋健康福祉事務所地域保健課
（☎32-0707）
【指定難病医療費助成制度】
娃「難病の患者に対する医療費等に関
する法律」の規定に基づく330疾患を
対象とした指定難病への医療費助成制
度。医療費助成の支給を受けるには、申
請の上、認定を受ける必要あり。
【小児慢性特定疾病医療費助成制度】
娃「児童福祉法」の規定に基づく722疾
病を対象とした医療費助成制度を実
施。医療費助成の支給を受けるために
は、申請の上、認定を受ける必要あり。
【兵庫県特定不妊治療費助成事業】
娃特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
を受けた夫婦に対し、治療費を助成。男
性不妊治療の助成を拡大。※採卵から
胚移植までの一連の治療の場合、初回
を除き兵庫県独自の助成を実施 阿次
の①～③にあてはまる人①県内に住所
を有する法律上の婚姻をしている夫婦
②指定医療機関で特定不妊治療を受
けられ、夫婦合算した前年の所得額が
730万円未満③治療開始時の妻の年齢
が43歳未満

■対

象

１歳６カ月児～未就学児とその保護者・24組〈要予約〉
※託児あり・１歳以上・24人

■持ち物
■申し込み

母子健康手帳・筆記用具・エプロン・三角巾（バンダナ等）
１月15日（月）から下記へ

問い合わせ 保健センター

■凡例…亜日時（日程）唖会場・場所

娃内容

阿対象・定員

哀講師

愛出演

挨費用（記載のない催しは無料）姶持ち物

☎31-1586

逢申し込み

葵問い合わせ

