健診の内容

尿検査、血圧測定、身長・体重・腹囲、血液検査、
医師の診察

血液検査内容

【肝機能】AST（GPT）、ALT（GOT）、γ-GT（γ-GTP）、
【血中脂質】中性脂肪、LDL・HDLコレステロール、
総コレステロール
【血糖】空腹時血糖、HbA1c
【腎機能】クレアチニン、eGFR、
【尿酸】
、
【貧血】ヘマトクリット、血色素、赤血球
【血液一般】白血球、血小板、【その他】CRP

す。

ので、窓口でお渡しいたしま

の質問票への記入が必要です

窓口にご提示ください。共通

入の保険の受診券と保険証を

担金に違いがあります。ご加

健診は保険組合によって負

者の扶養家族の方

協会健保等、社会保険加入

②一部負担金が
必要となる場合が
あります

ください。

と受診できませんのでご注意

ださい。※健康保険証がない

健康保険証を窓口にご提示く

（裏側の質問票を記入）と、

尼崎市から送られた受診券

四十歳以上七十四歳以下の方

尼崎市国民健康保険加入の

①健診を無料で
受けることが
できます

す。

いずれの健診も結果はご自
また、健診の結果『特定保
宅に郵送されます。結果が届 健指導』の対象になられた方

くまでに、二週間から一カ月 には、当院の管理栄養士が食
程度要しますのでご了承くだ 生活等についてアドバイスい

特定健診について不明な点

さい。
たします。
結果をご覧になり、不明な ※保健指導は予約制です。
点、相談等ございましたら、

さい。

コロナ給付金を緊急に！

みさき漁

健診結果をもってご来院くだ がございましたら、電話、窓
さい。医師より説明いたしま 口で気軽にお問い合わせくだ

受診の仕方は次のとおりで す。

特定健診は四月からの
実施でお知らせしており
ましたが、新型コロナウ
イルス感染症対策のため
今年度は六月から実施に
なりましたので、再度お
知らせいたします。

特定健診 は野村医院 で！

特定健診は、主に高血圧、糖尿病、脂質異常症など慢性疾
患の予防、重症化を防ぐことに重点をおいた健診です。
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３つの願い
平和を守りましょう
１ 医療と福祉を充実させましょう 2 公害をなくしましょう ３ 核兵器をなくし、

地 域 に 根ざし人々の「 生きる 」を支 えるために…

2020

７月

「所持金ゼ
ロ」の路上生
活者、住民登
録がないため
一〇万円の特
別定額給付金
が受け取れな
いという。自
立支援センタ
ーやネットカフェでも登
録可能のようだが、数が
足りない。災害時の仮設
住宅のように住民登録で
きるようにならないか♥
「踏んだり蹴ったり」と
個人経営者、経営再開に
必要な持続化給付金支給
（一〇〇万円）が遅い。
同給付金はオンライン申
請が基本、日頃使い慣れ
ていない事業者は大変
で、書類も複雑で申請の
妨げになっ ているとい
う。このままでは廃業か
♥同給付金を巡っては、
経産省が事務事業を「サ
ービスデザイン推進協議
会」 に七六九億円で委
託。電通やパソナなど関
連企業に七四九億円で再
委託・外注された。そも
そもこの協議会は、電通
やパソナが構成している
企業。再委託・外注等で
電通に一〇四億円が入る
らしい。電通は、自民党
政治団体と安倍総理が代
表を務める政党支部に政
治献金している。新型コ
ロナ対策でもお友だちと
税金を食い物にする構図
が透けて見えないか♥新
型コロナの影響による経
営圧迫は、病院・診療所
も同じ。受診抑制と経費
上昇で大幅収入減少、当
法人も例外ではない。し
かし、公的助成はごくわ
ずか。第二波に備え感染
者への医療体制とともに
通常の医療体制確保も急
務。国に真剣な予算措置
を求める。一〇兆円は何
（ＧＫ）
に使う？



られています。
す。飛沫の濃度を下げるため

す。飛沫の水分が蒸発すると、

に、換気を十分に行うことで、

飛沫核となり空気中を漂いま

▪持ち帰りや出前、デリバリ
ーも
▪屋外空間で気持ちよく
空間の飛沫や飛沫核を減らす
ことができます。エアコンは

▪ 大皿は避けて、料理は個々に
▪ 対面ではなく横並びで座ろう
なので、気温が高い季節でも
食事とは栄養を満たすだけ

換気をすることが大切です。

室内の空気を循環させるだけ

▪料理に集中、おしゃべりは
控えめに
▪お酌、グラスやお猪口の回
し飲みは避けて
この提言は外食の際のみな や会話などによる飛沫を減ら でなく、心を満たしてくれた
らず、家庭内の食事でもでき すことがポイントになってい り、楽しみの一つだったりし
る限り取り入れることを求め ます。飛沫とは直径五マイク ます。新しい生活様式を上手
ロ メ ー ト ル よ り 大 き な 水 滴 に取り入れながら、日々の食

最新の研究で、鼻腔より唾 で、立った人の口から出て地 事を楽しみましょう。

新型コロナウイルス感染症 ています。
対策で、厚生労働省から「新
しい生活様式」が発案され、 液の方が約五倍ウイルスが多 面に落ちるまでの距離は二～

葉からきており、虚弱や老

（フレイルティ）」という言

や怪我をしやすくなってし

抗力が落ちてしまい、病気

なると体力の衰えにより抵

因となります。フレイルに

ることがより運動をする機

います。活動範囲が狭くな

活動範囲が狭くなってしま

動能力の低下につながり、

す。筋肉の衰えは筋力と運

参考文献 食べもの通信社発行
食べもの通信二〇二〇年七月号

衰と表されていました。し
まいます。

うポジティブな意味も込め

を摂ることです。年齢を重

まずはバランスの良い食事

り長い距離を歩くのではな

歩として最適です。いきな

ウォーキングは運動の第一



火事場泥棒

コロナ禍の ドサクサまぎれに 沖縄の

工事変更 平気でするか

―西澤

五月十一日より、地域生

活支援ハウスのむらに厨房

・調理補助として配属にな

りました、山田規子と申し

ます。

利用者の方々に喜んで頂

けるようなお食事を提供し

ていけたらと思います。よ

（兵庫県保険医協会）

ろしくお願い致します。

健康情報

―テレホンサービス―

月曜日 不妊
 でお悩みの方へ
火曜日 アン
 チドーピングについて

４５１

日は水曜日のテーマを放送します。

鍼灸・マッサージの保険診療の範囲

水曜日 熱中
 症とスポーツ
木曜日 パー
 キンソン病

～

金土日

※

９７９



主食、主菜、副菜をしっか

水分補給も忘れずに行って

なり汗をかきやすいため、

い。これからの季節は暑く

を伸ばしていっ てくださ

ませんが、生花教室・手芸

ます。なお、申し訳ござい

２０２０年７月より生花教

７月 日（水）

・似顔絵教室を再開いたし ◎と き ７月８日（水） ◎ところ 地域生活支援

室・手芸教室・糖尿病教室

午前９時半～

似顔絵教室

ＴＥＬ フリーダイヤル ０１２０

８月５日（水）

フレイルとは健康と要介

り摂ることを心掛けるこ

く だ さ い。「 ま だ ま だ コ ロ

教室は現在、定員超過のた

求甫―

緊急法を 憲法に盛る

恥を知れ このコロナ禍を 利用して



られています。そのため、

ねるとどうしても食が細く

く、まずは近所や近くの公

会を減らしてしまいます。

日本老年医学会では二〇一

なり栄養が不十分になりが

園などを散歩して自身の体

フレイルの予防として、

四年に新しく「フレイル」と

ちです。食事はできるだけ

力などを確認し、体が慣れ

称するようになりました。

取り戻すことができるとい

（フレイルテ
かし、「 Frailty
ィ）」には、また元の健康を

食事関連では次の六つが挙げ いことが判明しています。咳 五メートルだと言われていま

新型コロナウイルス感染
予防のため、外出自粛が続

時～

護の中間にある段階と捉え

と、その中でも筋肉の元と

ナが心配で外を歩くのはち

め新規募集はしておりませ

午前

レイルという言葉が多く見

られています。フレイルの

なるタンパク質と、骨を作

ょっと…」という方は、私

ん。

お知らせ

規子

山田

◎と き ７月 日（月）

◎と き ８月６日（木）

かけられるようになってき

原因となるのは主に加齢に

るためのカルシウムとビタ

たち理学療法士にご相談し

す。

午後１時～

時～

ました。今日はフレイルと

よる筋力や運動能力の低

ミンＤを忘れずに摂ってく

てください。自宅で出来る

◎ところ 野村医院

２階会議室

◎と き ７月 日（水） ◎参加費 ３００円

10

ます。

・ご協力をお願いいたし

おかけしますが、ご理解

いております。ご迷惑を

面の間休止させていただ

※新型
 コロナウイルスの影
響により、栄養教室は当

◎参加費 ３００円

ハウスのむら

午前

は一体どういうものなのか

下、認知機能の低下、意欲

ださい。

22

20

ニュースや新聞などではフ

簡単に説明したいと思いま

や判断力の低下が挙げられ

次に適度な運動も必要と

糖尿病教室

フレイルとは、加齢によ

ます。その他にも、呼吸器

簡単な運動を一緒に考えて

って心身が弱っている状態

いきたいと思います。
理
 学療法士 日髙 貴洋

生花教室
なります。筋肉は動かさな

てきたら少しずつ歩く距離

※トマトに含まれるクエン酸には疲労回復、 夏バテ防止の効果があります

疾患や心血管疾患など慢性

リハビリ版

〈作り方〉
①ブロッコリーは小房に分け、塩少量を加えた湯で色よく茹で、
ザルにあげて湯を切り、冷めるまでおく。
②トマトは適当な大きさに切る。
③ボールに練り白ごまを入れて香りが立つまで混ぜ、Ａを加えて
混ぜる。
④①と②を加えて混ぜる。

ひとり84㎉

のことをいいます。元は海

き運動不足の方が多くなっ

ブロッコリーとトマトの洋風ごま和え

いとどんどん衰えていきま

フレイルってなに？

ハウスのむら
厨房スタッフ

－

26

作ってみよう栄養教室での一品

Frailty 的に管理が必要な疾患も原

外 で 用 い ら れ る「

15

手芸教室

－

23

新しい食生活様式
を考えよう

ていると思います。最近の

新入職員紹介

New
Face

7 月のテーマ

10

裕美
管理栄養士 笠井
362

・練り白ごま���小さじ１
マヨネーズ��大さじ１
Ａ
しょうゆ���小さじ１
■材料（２人分）
・ブロッコリー��� 100ｇ
・トマト�������60ｇ

－238－

栄養ニュース

（２）
２０２０年（令和二年）７月１日

り
よ
だ
ら
む
の
第３８１号

