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令和５年度の検診について

健康実態調査調査票について

調査票の記入が困難で、お近くに頼める人がいない場合などは、調査員が聞き取りを行っています。

【方法】 １）電話で連絡する。 電話番号：０９２－６４３－３２８０

（福岡県保健医療介護部生活衛生課）

２）調査票に同封している【④聞き取り調査希望票】を同封のレターパックに入れて 返信する。

名前の記載のみで可。一緒に【③口座振込依頼書（住所、氏名を記入） 】も送付お願いします。

水曜日（相談支援員の勤務日）に電話で聞き取りを行います。

調査票をお手元にお持ちください。照らし合わせながら聞き取りします。

県では前年度の記載内容も確認できるので、短時間で終了可能です。

R5年度の検診は、従来から実施してきた内科、皮膚科、眼科に加え、歯科検診も実施予定です。
採血以外の検査（レントゲン検査、心電図、エコー検査等）も実施されます。
今のところ以下の日程で計画しています。詳細は５月末に送付する受診希望調査票をお待ちください。
次世代の方を対象とした検診も引き続き実施されます。

久留米検診 ８月８日（火） 場所：久留米シティプラザ
北九州検診 ８月２４日（木） ９月６日（水） 場所：北九州市夜間・休日急患センター
福岡検診 ８月１９日（土） ９月２日（土） 場所：福岡市健康つくりサポートセンター(あいれふ）

★書類の不備や記入漏れがあった場合、 支援員が電話で確認させていただく場合があります。
その際は、対応よろしくお願い致します。

長期にわたるマスク生活にも変化が見えてきました。
個人の判断に任され不安はいっぱいですが、外出が楽しい季節でもあります。
無理のない範囲で体を動かし、リフレッシュしましょう。
笑う門には福来る、笑いは百薬の長とも言います。ニコニコ笑顔でお過ごしください。

血糖のコントロールが悪いと歯周病が重症化しやすい
歯周病を治療すると血糖のコントロールが良くなる

歯周病が重症化すると血糖のコントロールが悪くなる
→歯と歯茎の境目についた歯垢（プラーク）の中に存在する歯周病菌が原因となり
歯周病が発症、進行する。細菌は歯周ポケットで増殖し、炎症に関連した化学
物質が血流にのり身体中に放出され、体の中で血糖値をさげるインシュリンを
効きにくくする（インシュリン抵抗性）。

糖尿病の方は2倍以上歯周病になりやすい
→糖尿病になると、口の中が渇きやすくなるため、だ液の分泌量も低下し口の中が
汚れやすくなる。細菌に対する抵抗力・組織の修復力の低下もあり、歯周病を
悪化させる。

口腔ケアで

歯垢（プラーク）
除去を‼

糖尿病と歯周病の
関係は？
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(作成：相談支援員 冨森玲子）

令和４年度の検診結果について

３年ぶりに対象者を限定せずに検診が実施されました。久しぶりにお会いできた方も多く、うれしかったです。
今年は、親・子・孫と３世代での受診や、２０代以下の若い世代の受診も目立ちました。

次世代調査の影響もあり、受診者が増えることを予想していましたが、例年より若干少ない程度という結果
でした。コロナウイルス感染症の感染者数が増えた時期でもあったせいか、キャンセルも多かったです。
又、今年は健康財団での受診も可能でしたが、利用された方は

思いのほか少なかったようです。

※健康実態調査調査票について

令和４年度は４２１名の方から回答いただきました。ご協力ありがとうございました。
患者さんの高齢化が進んでいるせいか、調査票の返信数は年々減少傾向にあります。

回答の意思はあるが、高齢あるいは身体上の理由等で記載が困難な場合、又は近くに頼める人がいない
場合等、相談支援員が電話での聞き取りに応じています。
遠慮なくご連絡ください。

12月にはいり、今年もあとひと月たらずとなりました。
コートいらずの暖かい日が続き、地球温暖化の影響かなと案じていましたが、
ここ数日の冷え込みで、やっと冬本番というところでしょうか。
これから年末に向けて、インフルエンザとコロナウイルスの感染者がダブルで
増えていきそうで心配です。皆様どうぞ体調管理に気をつけて、お過ごしください。

●口腔内細菌と内科疾患との関連性、咀嚼の機能と老化・認知症との関連性など、口腔環境が高齢者の
全身の健康と密接に関連していることが、近年明らかになってきました。
●細菌の塊である歯垢は、ムシ歯や歯周病の直接的な危険因子であると同時に、全身疾患を引き起こす
菌の温床としての役割を果たす可能性が高いのです。

口の中の細菌が関与すると考えられる 感染性心内膜炎、 敗血症、 虚血性心疾患
代表的な全身疾患 誤嚥性肺炎 など

●お年寄りの死因として上位にあげられる誤嚥性肺炎（ごえん：異物を誤って飲み込むこと）の原因の
ひとつは、口腔内の細菌が誤って肺に入ってしまうことです。

予防策として「誤嚥を生じにくくする」ことも大切ですが、たとえ誤嚥しても誤嚥性肺炎に移行しないように

口の中の細菌を取り除いて清潔にしておく、つまり口腔ケアを行うことが重要です

口腔ケアは重要‼

（総数） 会場検診 １９３名
健康財団受診 １４名

（内訳） 認定患者 １２２名
認定患者以外 ８５名
うち次世代調査含む初回検診者 ５１名

（健康長寿ネットより引用）

単に歯や歯ぐきのためだけではなく、
全身疾患の予防など、生命の維持・増進に
直結している。
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２０２２年４月１日発行
福岡県保健医療介護部
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(作成：相談支援員 冨森玲子）

令和4年度の検診について

急に気温が上がり、すっかり春めいてきましたね。
新型コロナウイルス感染症のため、ゆっくり花見も楽しむことができなかった２年間で
した。まだまだ感染者数は多いですが、ワクチン3回目接種も進み、幾分落ち着いて
きたようで、少しほっとしています。
感染予防対策をしながら、少しずつ日常を楽しむことが増えていくといいですね。

新型コロナウイルス感染症の影響で２年間検診が実施できませんでした。
そのため令和４年度は、次世代調査に協力いただいた方も含めての検診が実施されます。
検診対象者の増加が考えられ、密をさける意味でも以下のような形で実施となります。

１）本年度に限り、検診項目を必要最小限にして実施します。

検診項目は、身長・体重、血圧測定、採血、尿検査、内科検診です。
２）検診は会場以外の健康財団等でも受診できます。その場合８月～１０月の間で受診可能です。
ただし、ダイオキシン濃度の測定はできません。

３）会場での受診については以下の日程で実施予定です。

久留米会場 ８月１０日（水）
北九州会場 ８月２５日（木） ９月７日（水）
福岡会場 ８月２０日（土） ９月３日（土）

※詳しい内容については５月末から６月頃発送予定の受診希望調査票をご覧ください。

【腸活のすすめ 】 免疫機能の70％は腸に集まっている！（腸管免疫）

・人間の腸内には、1000種類ともいわれる細菌が1000兆個以上存在する。顕微鏡で見ると、まるで植物が
群生する「お花畑 （英Flora）」のようにみえることから、「腸内フローラ」とよばれるようになった。

腸内フローラを整えて腸管バリア機能をUPさせよう（善玉菌が多い腸内環境を作る）‼

・腸管細菌は免疫細胞のトレーニング相手であり、腸内フローラが腸管免疫をサポートしている。

・腸内細菌→健康に良い善玉菌 悪化させる悪玉菌、環境によりどちらにもなる日和見菌に分類される。

肉食が多い食事
ストレス 睡眠不足
過労等

・自律神経のバランスの乱れ

・悪玉菌が優勢な腸内フロー
ラになる

・善玉菌の餌になる「プレバイオティクス」を食品から取る。
食物繊維やオリゴ糖→豆類・イモ類・海藻・キノコ・野菜・果物等

・生きた善玉菌「プロバイオティクス」を食品から取る。
キムチ・納豆、ヨーグルトなど乳酸菌・ビフィズス菌を含む発酵食品

肌荒れ、ニキビ
便秘 疲れやすい
免疫力低下

加齢によっても善玉菌は減っていく傾向にある。

★おすすめは、①具沢山の味噌汁 （水溶性食物繊維を含む食品を多く加えて）
②生の果物と一緒にヨーグルト

ひよりみ

次世代調査
結果

新聞報道等でご存じの方も多いと思いますが、令和３年度に実施された次世代調査に
ご協力いただいたのは全国で388名。（内訳）子世代322名 孫世代 66名
福岡県は117名でした｡
倦怠感165名（42.5％）、頭痛・頭重感154名（39.7％）の訴えが多いという結果でした。
令和4年度も引き続き調査が行われます。ご協力をお願い致します。
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福岡県保健医療介護部
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(作成：相談支援員 冨森玲子）

検診について

パラリンピックが開催される中、デルタ株が猛威を振るい感染者数が日々
増え続けている現状に危機感を覚える毎日です。
福岡県でも2０日から、4回目の緊急事態宣言が発令されました。
医療現場のひっ迫を考えると、まだまだ辛抱の日々がつづきますね。
皆様お体ご自愛ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、今年も対象者を限定して採血のみで実施します。
対象者：：未受診者および未認定者
日時：９月１１日（土）９：００～ 場所：福岡市中央区保健福祉センター
現在のところ、２６名の申し込みがあっています。

次世代調査票を送付しました！

新聞等で報道されておりましたのでご存じの方も多いと思いますが、今回、全国油症治療研究班
が主体となり、次世代調査を実施されます。

現在認定されている患者さん宛てに書類を送付しています。内容を確認し、対象者にあたる方へ
の協力依頼をお願いいたします。
（注意事項）
①対象者は、直接油を食した認定患者の子と孫です。
②調査表は1部のみ同封しています。ご協力いただける対象者が複数以上いらっしゃる場合、
全国油症治療研究班に連絡してください。必要部数を送付いたします。福岡県では対応でき
ません。
＜全国油症治療班連絡先＞
０９２－６４２－５２１１（油症ダイオキシン研究診療センター）
０９２－６４２－５５８２（九大皮膚科医局）

※検診手帳の配布について
通常の検診ができない状況で、皆様に検診手帳をお届けできずにいます。

検診手帳は検診結果を経時的に記録できるようになっています。連絡いただければ、ご希望の
方には送付可能です。

〇油症患者の50年間追跡調査により、一般の人と比較すると、男性の油症患者では、全がん及び肺がん
の死亡率が高かった。また、女性の油症患者では肝がんの死亡率が高かった。
事件発生後50年を経過した時点においても、PCBやダイオキシン類による発がんによる死亡リスクは、
一般人と比較して高い傾向を維持していることが示唆された。

令和2年度の研究報告書より

〇2020年7月7日現在、認定患者2049人（うち生存者1285人）、同居家族認定者305人（うち生存者283人）
となっている。

〇油症暴露による女性特有の健康影響に関しては、油症女性患者では月経異常が
高率に認められるが、50年間という年月が経つと月経異常の頻度は減少していること、
また婦人科疾患の合併頻度は増加しないことが明らかになった。

〇大葉（シソ）のにおい成分であるperiiiaidehydeも強いAHR抑制化NRF2活性化作用を
有している。生の大葉を積極的に食事に取り入れてもらうよう広報している。
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(作成：相談支援員 冨森玲子）

検診に関するお知らせ

① 久留米会場は、開催会場が変更になりました。それに伴い開始時間も変わります。
② 要望が高かった歯科検診を実施します。
③ 福岡会場に限り、内科や皮膚科の検診を午後からではなく午前中に通しで実施します。
待ち時間の短縮につながればと考えています。
他の会場についても福岡会場の実施状況を見て変更していけたらと考えています。

≪検診手帳の配布について≫
油症検診の記録を経年で記録していけるように、検診手帳が作られました。
受療券について、カネミ油症とは、問い合わせ先、油症の症状と経過、
治療について、生活指針について、受療券が使用できる医療機関等も
記載されています。
医師や医療機関への説明時等にも使用できるのではと思います。
油症検診時に、ご希望される方への配布を予定しています。

すっかり春めいてきました。皆様お変わりありませんか？

柔らかな春風を頬に感じ、活動が広がっていく季節です。卒業や入学等、新しい生活がスタート
する春。冬の間、家にこもりがちで固くなった体を伸ばしましょう！

まだまだ新型コロナ感染症が気になるところですが、ワクチン接種が始まって少しずつ落ち着い
ていくといいですね。

★注意！ 検診の変更点

今のところ感染防止対策をしたうえで、検診は実施する方向で準備中です。
変更の可能性はありますが、日程は以下の様に予定しています。

福岡 会場 ： 8月7日 （土） 9月11日（土）
北九州会場： 8月19日（木） 9月8日 （水）
久留米会場： 8月26日（木）

・運動をすることで骨に適度な負荷（圧力）がかかると、骨をつくる細胞が活性化して、カルシウムが骨に
沈着しやすくなります。反対に、運動不足の状態が続くと、骨からカルシウムが溶け出しやすくなり、骨は
弱くなってしまいます。

〇骨粗しょう症予防をはじめ健康づくりのためには、適度な運動を継続的に行うことが効果的です。

ウオーキングは手軽で安全な運動です。今より1日1,000歩多く歩くことを目標に、
まずは歩くことからはじめましょう（「健康づくりのための身体活動基準2013」より）。

骨の材料となるカルシウム。日本人はあらゆる世代でカルシウムが不足しています！
その上カルシウムは体内に吸収されにくい栄養素です。意識して取るように心がけましょう！

・人間の皮下脂肪には日光（紫外線）を浴びることによってビタミンDに変わる物質が含まれています。
ビタミンDはカルシウムの吸収を助けてくれます。

日光を浴びてウォーキング！

（詳細は、後日送付される案内でご確認ください。）
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２０２０年１２月２３日発行
福岡県保健医療介護部
生活衛生課No.８

(作成：相談支援員 冨森玲子）

《 本年度の検診の報告 》
本年度の検診は未認定者対象でしたので、総数は5名でした。
来年はどのようになるか未定ですが、コロナウィルス感染症の動向が気になります。

今年もあとわずかになりました。
コロナウィルス感染症の影響で、いつもと違う自粛生活を強いられた一年でした。
改めて、会いたい時に会いたい人に会え、自由に旅行を楽しむことのできる、今まで何気なく
過ごしてきた「当たり前の日常」の大切さを実感しています。
寒くなってきて、感染の広がりが心配される中、皆様いかがお過ごしでしょうか？
つつがなくお元気で、よい年をお迎えください。

ロコモティブシンドロームをご存じですか？

古江増隆先生が3月で退官されます！お知らせ

長年、油症ダイオキシン研究診療センターのセンター長として、油症研究を牽引
してこられた古江増隆先生が、来年3月で九州大学を退官されます。
これまでの様々な油症研究の成果は先生のご尽力のたまものだと感じています。
多大なご功績とともに、謙虚に患者さんに寄り添ってこられた先生の姿が印象に
残っています。長い間のご苦労に心から感謝申し上げたいと思います。
なお、後任のセンター長には、現在の副センター長である辻学（つじがく）先生
が就任される予定です。

ロコモティブシンドローム(locomotive syndrome)とは、「運動器の障害のために移動機能の低下
をきたした状態 」のことを表し、2007年に日本整形外科学会によって新しく提唱された概念です。
悪化すると寝たきりや要介護状態につながります。
運動器の障害は、関節疾患等の病気、加齢による筋力の低下，転倒や骨折が主な原因。

〇片脚立ちで靴下がはけない
〇家の中でつまずいたりすべったりする
〇階段を上がるのに手すりが必要である
〇家のやや重い仕事が困難である（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）
〇２kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である（１Lの牛乳パック２個程度）
〇15分くらい続けて歩くことができない
〇横断歩道を青信号で渡りきれない

★ロコモチェックを
してみましょう。

1つでも
当てはまったら
要注意

予防のためのロコモ体操を始めましょう！ バランス能力をつける『片脚立ち』
＋

下肢筋力をつける『スクワット』

安全に注意してください



油症
通信

２０２０年９月２日発行
福岡県保健医療介護部
生活衛生課No.７

(作成：相談支援員 冨森玲子）

《 本年度の検診について 》

焼けつくような猛烈な暑さが続く中、コロナウイルス感染症も終息の気配をみせていません。

暑さでのマスクの着用や換気は本当に辛いものです。身の安全には変えられないと思いつつ、外出にも
気を使い、ストレスも溜まりがちな中、例年以上に暑さが身にしみます。
皆様いかがお過ごしでしょうか？
健康に留意されて無理されないようお過ごしください。

本年度は、コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、未認定者、未受診者で希望される方が対象です。
短時間で終了するように、また密にならない様、検査項目を限定して実施いたします。
次年度以降の検診については決まり次第お知らせいたします。

個人的には、年に１回の皆様にお会いできる機会でもあり、また歯科検診ができるように準備をすすめて
いたこともあって、検診が縮小されたことが残念です。

健康実態調査のご協力ありがとうございました！

本年度は４３７名の方から回答をいただきました。
支援金はすでに払い込み終了しています。
回答しにくい項目やわかりにくい欄もあったと思いますが、ご協力のおかげで、
再送して再回答いただく件数が減ってきています。ありがとうございました。
また、本年度から同封されたカネミ油症患者の情報連携に関する同意書については
約半数の方から同意をいだくことができました。今後とも引き続きご協力をお願いいたします。

★昨年検診後の診定会議で、新たに３名の方が新規認定されました。

熱中症に
ご注意！

人間の体は
約６０パーセントが水分

水分を5％失うと、眩暈や気分不良等の脱水症状が出現
10％失うと、筋肉のけいれんや循環不全
20％失うと死に至る

のどが渇いていなくてもまめに水分補給を！目安は１日１．２Ｌ

屋外で人と２ｍ以上離れた場所ではマスクをはずしましょう。

入浴中や就寝中はたくさん汗をかき水分が不足がち。入浴後と起床時には水を
飲みましょう。アルコールは利用作用があり、通常より尿の量を増やします。

１日の水分排出量は２．５Ｌ（汗や呼吸で０．９Ｌ、尿や便で１．６Ｌ）
体内で作られる水が０．３Ｌ、食事からとる水分量は約１．０Ｌ、その他飲み水としては１．２L必要

高齢者の熱中症は半数が自宅で発生！
自宅を涼しく、冷房を上手に利用しましょう。

今年は猛暑に加えマスク着用する機会が多いため、熱中症のリスクが高くなっています。
マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節が
しづらくなってしまいます。

熱中症は高温多湿な環境下において体内の水分および塩分のバランスが
崩れたり、体内の調節機能が破綻するなどして発生します。
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２０２０年４月１日発行
福岡県保健医療介護部
生活衛生課No.６

(作成：相談支援員 冨森玲子）

１．検診の予定日をお知らせします。 久留米会場 ： ８月１９日（水）
北九州会場 ： ８月２７日（木）、９月３日（木）
福岡会場 ： ８月２２日（土）、９月５日（土）

２．ご要望が多かった歯科検診を実施する方向で調整中です。

３．検診の負担軽減のため、時間短縮について具体的に検討中です。

☆詳しくは、正式な案内をお待ちくださいますようお願いいたします。

《 本年度の検診について 》

すっかり春めいてきました。

今年は新型コロナウイルスの影響で、学校の休校や様々な行事や催しの中止、マスク不足が続いて
いたりと、なんだか不安で落ち着かない日々が続いています。
早く収束してくれることを祈るばかりです。
皆様はお変わりなくお元気でお過ごしでしょうか？

正しい手洗いしていますか？

＊３０秒を目安に、時間をかけて実施しましょう。

＊洗い残しがないように、６か所を意識して
洗いましょう！
手のひら→手の甲→指先・爪→指の間→
親指→手首

＊洗い残しが多い箇所は爪先や指の間、親指

感染予防には咳エチケットやマスクの着用以外に、
日頃の手洗いが重要です。
外出から帰った時、食事の前は必ず手を洗うように
しましょう。

（政府広報より）

健康実態調査調査票を送付しました！

免疫力を高めるために
は、十分な睡眠やスト
レスをためないことも

大事です。

カネミ油症患者情報連携について
今まで都道府県・油症研究班・カネミ倉庫でそれぞれ独自に管理していた患者情報について、一元化
するシステムを国が整備することになりました。令和３年からの運用を目指しています。患者情報がシ
ステム上で共有されることで、例えば、転居の際の情報（注意事項等）の引継ぎが容易になり、支援を
スムーズに行うことができます。

セキュリティ対策に万全を期したうえで、患者の同意が得られた場合にかぎり、情報の連携を行うこと
になっています。患者情報の登録と情報連携について、ご理解とご協力をお願いいたします。

⑧の同意書について、ご協力をお願いいたします。
（油症患者健康実態調査対象者等情報登録システムへの情報登録及び連携に関する同意書）
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２０１９年９月９日発行
福岡県保健医療介護部
生活衛生課No.5

今年の夏は、各地で最高気温を更新したとニュースになっていました。
蒸し暑く夜寝ぐるしいので寝不足になったり、冷たいものを食べる機会も多いので、
胃腸の調子も狂いがち。夏は健康管理が大変ですね。
その反面、最近は豪雨や台風など、天候不順な日が続いています。
体調を崩すことがないように、元気で乗り切ってください。

今年度の検診も無事終了しました。
暑い中検診にご参加いただいた皆様
ご協力ありがとうございました！

検診Q＆A
１．検診時の飲食について
当日の食事は、血糖値や中性脂肪の値に影響を与えます。
当日は絶食でおいでください。
水やお茶は当日も飲んでかまいません。夏の検診なので、控えないようにしてください。
ただし、ジュースやスープ、砂糖やミルクの入ったコーヒー等は糖や脂肪分を含んでいますので、
飲まずにおいでください。

２．薬の内服について
毎日飲んでいる血圧の薬などは、検査当日も飲んでいただいてかまいません。
ただし、糖尿病の方の飲み薬やインシュリン注射は、絶食により低血糖を起こす可能性があります
ので、事前にかかりつけ医にご相談され、指示に従ってください。

３．高齢になり、一日がかりの検診は負担です。時間短縮できないでしょうか？
検診に来ていただく皆様の負担軽減のため、現在時間短縮できないか検討しているところです。
実現できるよう努力していきたいと思います。

☆１２月に漢方セミナーが実施されます。
同封の案内をごらんいただき、ぜひご参加ください。

漢方の話

《桂皮茯苓丸について》

油症研究班の基礎研究により、「桂皮茯苓丸」、その中に含まれる生薬の一つである桂皮は
ダイオキシン類受容体の活性を阻害し、加えて抗酸化作用を発揮することが明らかになりました。
また、桂皮は炎症後の繊維化を抑制する可能性が高いことも明らかになりました。
患者さんを対象に「桂皮茯苓丸」を３ヶ月間内服する臨床試験を行った結果、全身倦怠感、皮膚症状
や呼吸器症状の一部が改善し、生活の質の向上が見られました。
「桂皮茯苓丸」が油症の治療薬のひとつになる可能性が示されました。

・漢方薬は様々な生薬を複合的に組み合わせた薬。
・病態やその人の体質にあわせて様々な薬が用いられる。
・西洋医学と違って 同じ病気だから、皆同じ効能というわけではない。
・時期や病態によって用いる薬は違ってくる。

「桂皮茯苓丸」も、個人の体質によっては合わない場合もあります。
漢方薬は飲みごこちが大事。飲みやすいと感じる薬は、自分の体質にあっていることが多いそうです。
いずれにしても、しっかり専門医に判断してもらうことがよさそうです。

けいひぶくりょうがん

(作成：相談支援員 冨森玲子）
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２０１９年４月１日発行
福岡県保健医療介護部
生活衛生課No.４

健康実態調査 調査票を送付しました！

暖かくなってきました。桜の花に誘われて春本番です！
平成も残すところあと1ヶ月。5月から新しい年号がスタートします。
またひとつ歴史が変わっていく、そんな感慨にふけるこの頃です。
皆様 お変わりなくお元気でお過ごしですか？

１．同意書
同意するか しないかのどちらかに必ず○
代理の方が記入した場合は、代諾者の名前を記載

２．４ページ回答欄
（２）この調査にご記入いただくのはご本人ですか？
はい、 いいえのどちらかに必ず○を
いいえの場合、代理者の氏名、本人が記載でき
なかった理由を必ず記載する

３．口座振込依頼書
変更がない場合、変更なしにチェックを

回答空欄が多く見られます！

記載確認をお願いします。

本年度は、病気の罹患状況について全員 記載が必要です！
内服薬も、「変更なし」ではなく、きちんと記載してください！

注意

例年記載の負担を減らすため、｢変更なし」の記載を認めておりましたが、前年度との
比較において、あいまいな記載が多く、検証しにくい状況が発生しています。病気の
罹患状況の変化も把握できなくなっています。

そのため、本年度は全員にもれなく現在の病気及び内服している薬について記載し
ていただくことになりました。 ご協力をお願いいたします。

★特に重要な点
・調査の同意についての記載
・正しい振り込み口座であること

＜受療券を利用したい医療機関について＞

ご希望があれば、県から受療券を使えるように医療機関にお願いをしています。
ご希望の医療機関名及び住所を正しくご記入ください。

健康豆知識

健康実態調査票にも野菜や果物の摂取状況について項目があります。
ダイオキシン類の作用を抑制する抗酸化作用がある野菜、果物をバランスよく摂取しましょう。

①野菜や果物には、ポリフェノールやフラボノイド、ﾋﾞﾀﾐﾝなどの抗酸化物質が多く含まれる。
②厚労省が推奨する成人1日あたりの野菜摂取量の目標は平均350g以上。
③ポリフェノールの場合 摂取後の作用時間は長くて4時間程度。
一度にたくさん食べるより、こまめな摂取が効果的。

④野菜は生より、加熱したほうがよい。
生の植物細胞は人の消化液では壊れにくいが、加熱すると壊れて有効成分が
煮汁に出るので、利用効率が高まる。 生で食べるより量を取り易い。

☆記載内容について、相談員から確認の連絡をさせていただくことがあります。
その際はご協力をお願いいたします。

ー
抜
け
や
す
い
項
目
ー



油症
通信

平成３０年１２月１日発行
福岡県保健医療介護部
生活衛生課No.３

「患者さんのための運動&漢方セミナー」開催されました！
平成３０年１１月４日（日） １０:００～１２:００ 九州大学病院 百年講堂中ホールにて

例年別々の日の開催でしたが、今年は、運動して血流を良くして
から漢方の話を聞こうという事で、同じ日の開催となりました。
また、初めて日曜日に開催されました。
当日の参加者は16名でした。

運動セミナーでは簡単な遊具を使って音楽に合わせて身体を
動かす３Ｂ体操を行いました。
漢方セミナーは最近よく治療に使われ身近になってきた漢方に
ついて学ぶ企画です。漢方薬の試飲コーナーもあって、実際に
飲んで飲みごこちを確かめていただきました。

＜参加された皆さんのご意見＞
・日曜日の開催で参加しやすかった
・漢方セミナーはわかりやすかった
・身体を動かすことでリフレッシュできた

インフルエンザの季節です

検診結果を送付しました
本年度の検診参加者は 計２１９名でした。 検診結果に要精密、再検査等の記載のあった
方は、早めに近くの病院やかかりつけ医にご相談ください。
早期発見、早期治療に努めましょう。

☆次年度検診についてのお知らせ
次年度から検診項目に甲状腺機能検査が追加になります。採血量は変わりません。

＜理由書から抜粋＞

平成28年度の検診で、リウマチ、膠原病、アレルギー、肝炎などに関する各種血液検査を
行い、血液中のダイオキシン濃度との関連性を調べたところ、甲状腺検査の一つである
サイロキシン（T4）濃度がPCDF濃度に相関して増加する傾向があることが判明した。
サイロキシン（T4）濃度が高くなるのみでは、甲状腺機能異常の症状が直接あらわれるわけ
ではないが、甲状腺機能を注意深く経過観察するべきであると判断した。

寒くなってきましたね。皆様、お変わりありませんか？
12月は本当にあっという間に過ぎていきます。
体調管理に気をつけて、この冬を乗り切ってくださいね。

インフルエンザの予防接種はお済みですか？
まだの方は、体調の良いときにぜひ接種することをお勧めします。
もし罹患しても軽い症状ですみますし、何より重篤な肺炎を予防することが出来ます。

風邪予防には、うがいと手洗いから！ 帰宅したら、手洗いを習慣づけましょう！

毎年開催されています。
興味のある方はぜひご参加ください！
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平成３０年９月５日発行
福岡県保健医療介護部
生活衛生課

医療機関受診時の金銭的な負担を軽減するための受療券ですが、有効に
活用されていますか？
風邪や事故など明確に油症と関係ないと判定できる症状以外は、保険適用後
の自己負担分についてカネミ倉庫が支払いをしてくれます。
受療券について多い質問をまとめてみました。

No.２
例年になく厳しい暑さが続いた今年の夏。 皆様元気でお過ごしでしょうか？

９月になってもまだまだ暑いですね。夏の疲れが出やすい時期です。 しっかり食べて、十分な睡眠をとって、
乗り切ってください。早く涼しくなってほしいですね。

まだまだ熱中症にご用心！

＜効果的な熱中症対策＞
１．冷房を上手に使いましょう！健康は電気代に変えられません。
２．こまめな水分補給をこころがけましょう！
のどが渇いていなくても定期的な水分補給を。
特にお風呂上がりは要注意。

３．塩分の補給も忘れずに！
４．吐き気、ふらつき、気分不良等体調が悪い時は、無理せず早めに病院へ。

★カネミの受療券の利用について

自分は大丈夫と思っていませんか？

今年も無事に油症検診が終了しました。
暑い中検診にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました！
結果の送付は12月中旬の予定です。

【Q＆A】
Q1. 人に知られそうで使うのをためらう。医師に「関係ない」と言われて受療券を使えない。

一旦自分で立替えて支払い、領収書をカネミ倉庫に送ってください。 毎月１０日到着分に
ついて、月末に口座へ振り込まれます。

Q2. 受療券を使える医療機関を教えてほしい。
毎年健康実態調査表送付時に受療券利用可能医療機関をご案内しています。不明時は
県の生活衛生課へお問い合わせください。厚労省のホームページにも掲載されています。

Q3. 通っている医療機関で受療券が使えるようにしてほしい。
原則医療機関の了承が必要ですが、受療券の取り扱いを依頼することは可能です。
県の生活衛生課にご相談ください。

Q4. 受療券を紛失した、あるいは持っていない。新たに発行してほしい。
ご希望の場合、カネミ倉庫へご連絡ください。
連絡先：〒803-0802

北九州市小倉北区東港1丁目6番1号 カネミ倉庫株式会社 油症係
℡ 093-561-5538 FAX 0903-561-5330

Q5. 歯科治療には使えますか？
現在保険負担分に関しては支払われていますが、原則虫歯の治療や義歯等は適応外です。
歯周病治療は適応されます。

Q6. 介護保険の自己負担分や、入院時の食事代等は負担してもらえますか？
健康保険の自己負担分のみが対象ですので、支払いはされません。
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平成３０年４月２日発行
福岡県保健医療介護部
生活衛生課

油症相談支援員 冨森玲子（とみもりれいこ）

＜自己紹介＞
大学病院に看護師として３９年間勤務。
退職後、H２８年より相談支援員となりました。
ひつじ年生まれ かに座 A型
家族は夫と子ども4人
悩みの種は結婚しない（？）子どもたち
最近のマイブーム：
ご朱印集めを兼ねて寺や神社をめぐっています。
お参りをすると気持ちが新たになる気がします。
映画も好きでシニア割引でお得に楽しんでいます。

相談支援員はカネミ油症患者さんが健康相談を
することができる体制の充実を目的に設置され
ました。症状や病気に対する不安や生活面での
ご相談等に対応します。

エコ ト ン
（福岡県のマスコットキャラクター）

No.1

相談支援員は毎週水曜日に
勤務しています。
連絡先：０９２－６４３－３２８０

＜ご挨拶＞
日増しに暖かくなる日差しに、春を感じるこの頃です。皆様元気でお過ごしでしょうか？
このたび、カネミ油症相談支援員の活動として、相談支援員をより身近に感じていただけるよう、情報発信として
福岡県油症通信を発行することにいたしました。
今後、不定期にお届けいたしますので、お読みいただけると幸いです。

健康実態調査 調査票をお送りしています！

本調査に協力することに
１．同意します
２．同意しません

いずれかに○をつけてください。

平成 年 月 日
（ご本人署名） 氏名

ご本人による判断が困難な場合

（代諾者署名） 氏名

健康実態調査にご協力ありがとうございます。
しかし毎年、調査票の同意書欄に不備が見受けられ、再送付し記載していただく事が多くあります。
同意書の記載は必ず必要です。回答の際、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。

どちらかに○を！

ご本人あるいは代諾者の
方の署名を忘れずに！

調査表の３ページ
記入忘れは
ありませんか？

★健康実態調査に関してご自分で記入することが難しい方は遠慮なくご連絡ください。相談支援員が
聞き取りを行います。

油症健診
今年も油症検診が８月中旬～９月上旬にかけて実施されます。日時が正式に決定しましたら
ご案内を差し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今後、皆様の負担軽減のため検診時間の短縮等についても検討していく予定です。

送付先がわからず、調査票等の書類を送付できない方がいらっしゃいます。
転居等で連絡先が変わられた場合は必ず県の生活衛生課へご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

お願い！
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