健康のためにやってみよう
しっかり食べて！ 肥満も野菜不足も解消

春野菜のポトフ

わがまち武蔵野 健康生活

カロリー控えめがうれしい。初めての一人暮らしや働き盛りの忙し
い人にもラクラクな＂栄養コスパ満点！時短レシピ＂を紹介します。
材 料

２人分

鶏もも肉…………………… 1/2枚
新ジャガイモ………………… 2個
ニンジン…………………… 1/3本
新タマネギ………………… 1/4個
春キャベツ………………… 1/8個

アスパラガス……………………… 1本
コンソメ…………………………… 1個
水……… 400ml（器の大きさに合わせて）
塩、あらびき黒こしょう………… 適宜

作り方

1鶏もも肉は半分に切る。新タマネギは大きめのくし型切り、ニンジンは
1cm輪切り、新ジャガイモは皮付きのまま半分に切る。春キャベツは
根元をつけたまま半分に切る。アスパラガスはかたい部分の皮をむき、
長さを4等分にする。
2大
 きく深めの耐熱皿（ボウル）に1のアスパラガス以外と水、コンソ
メを入れ、ラップをしてレンジ
（600w）
で12分加熱する。アスパラガ
スを加えて再び2分加熱し、塩、あらびき黒こしょうで調味する。 
※お好みで粒マスタードを添える

を発信中
「武蔵野市の公式キッチン」
クックパッドで
 子育て家庭向けや高齢者向け、野菜を多く使ったレシピなど、全ての
ライフステージに応じたバラエティー豊かなレシピが紹介されています。
健康づくり支援センターからの生活習慣病予防をテーマにしたレシピも
掲載。更新は毎月19日（食育の日）です。ぜひチェックしてくだ
さい。
▶https://cookpad.com/kitchen/15224997

武蔵野市民限定

読者
プレゼント

エネルギー 211kcal

塩分 1.0g

野菜総量 210g

管理栄養士おすすめポイント
■春は野菜がやわらかく、ビタミンCやB群などが豊富に含まれる
時期。季節の変わり目の体の変調を防ぐ働きのある栄養素がたっ
ぷり含まれています。ただこのビタミンは水溶性なので、ゆでた
りすると水に流れてしまう性質があります。煮込んだスープごと
食べることで栄養素を丸ごと摂ることができます。
■レンジを使えば、時間がかかりそうなポトフも短時間でできるの
で、忙しい人の野菜不足解消にピッタリ。食物繊維、ビタミン類
が豊富な春野菜をたっぷり食べて、生活習慣病を予防しましょう。
エネルギーも低く、ダイエットに必要なビタミンB群も豊富なの
で、肥満解消、予防におすすめです。
（健康づくり人材バンク 管理栄養士 浜本 千恵）

抽選で5名様に、2万1000円相当の
「人間ドック受診券（基本項目検査）」
が当たります！

今回、応募いただいた方の中から抽選で5名様に武蔵野健康づくり事業団「人間ドック受診券（基本項
目検査）
」をプレゼント。健康が気になる方はもちろん、今まで受診する機会がなかった方もこの機会に
ぜひご応募ください。 【応募締め切り】2019年3月31日
（日） ※当日消印有効

応募方法

武蔵野市民が知っておきたい健康サポート情報

やってみよう！
ｍｙ健康づくり

❶住所 ❷氏名
（ふりがな） ❸年齢 ❹電話番号 ❺アンケート
「よかったページ」
と
「その理由」 ❻あなたの健康づくりの行動目標
（P2参照）
を明記し、
…
ハガキまたはメール で応募してください。
■ハガキ：〒180－0001 武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野健康づくり事業団「けんこうづくり通信プレゼント」
係
■Eメール：kenkou@musashino-health.or.jp
※当選者の発表は利用券の発送をもってかえさせていただきます。個人情報は受診券の発送および当選者への連絡、応募者の統計にのみ使用させていただきます
※人間ドック受診券の利用は、16歳以上の武蔵野市民に限ります

みんなと会えるのを
たのしみにしてるよ！

DANくんニュース！
武蔵野健康づくり事業団のオリジナルキャラク
ター・ムサシDANくんが今春ちょっぴりイメージ
チェンジ。オリジナル体操の
「リズムでDANDAN！
for キッズ」
をみんなと一緒に元気いっぱい行います。保育園、幼
稚園、小学校などのイベントにぜひ呼んでくださいね！

発行日／ 2019年3月１日
発 行／（公財）
武蔵野健康づくり事業団
〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町4丁目8番10号
（武蔵野市立保健センター内）
TEL： 0422（51）2828 FAX： 0422（54）2552

武蔵野健康づくり事業団では、検
（健）
診から生活習慣の改善まで、市民の健康を幅広くサポートしています。

Facebook https://www.facebook.com/kenkoudankun
ホームページ http://www.musashino-health.or.jp

健康は個人の財産。
「自分の健康は自分で守る」
ための健康づくりの情報を紹介します。

製作／サンケイリビング新聞社武蔵野事業部
Facebook
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人生100年時代の今、健康の価値がどんどん高まっています。

ホームページ

公益財団法人 武蔵野健康づくり事業団

人生100年時 代を楽しもう
自分の健康は自分で守ろう！
知っておきたい

7

健康づくり のコト
「いつまでも若々しく、元気で！」と思うなら、健康に関
する正しい知識を身に付けたり、役に立つ情報を知ってお
きたいもの。
「日本健康マスター検定公式テキスト」
（※）
から抜粋して紹介します。

2 もっと野菜を！

目安は1日あたり350g
加熱するとカサが減り食べやすい
1日 に350g以

（プラステン）
」のススメ

今より1日10分間
体を動かす時間を増やそう
階段を使う、テ
レビを見ながらス
トレッチをするな
ど、今より10分多
く体を動かすこと
が「+10」です。厚
生労働省が健康寿

飲み過ぎるとさまざまな悪影響が
1週間単位で適量を守ろう
お酒は飲む量が過ぎると健康にさまざまな悪影響を及ぼします。1

6 ストレスと上手に付き合おう

過度のストレスは不調のモト
心身をゆっくり休める時間を大切に
ストレスが原

上は摂取したい

日あたりの目安量は350mlの缶酎ハイの場合、男性2本、女性は1本。

因で心や体の不

野 菜。たくさん

とはいえ、普段から飲酒量が多い人が1日の適量を守るのはなかなか

調を訴える人が

とるコツは、生

難しいもの。飲み過ぎてしまったら翌日は控えるなど、まずは1週間

増 え ています。

野菜だけでなく、

単位で適量を守ることから始めてみましょう。

適度なストレス

蒸したりゆでた
り、炒 め たりし

1「+10

4 お酒はほどほどに

て、
“温野菜”と
しても食事に取
り入れること。加熱するとカサが減り、食べやすくなります。量の目
安は、生野菜なら両手1杯で70g、温野菜は片手1杯で70gになります。

3 毎日朝食をとろう

朝食抜きが高血圧を招く!?
学校の成績に影響するとのデータも
朝食を抜くと高血圧や糖尿病、脂質異常症のリスクが上がります。

は活力になりま

5 睡眠不足をあなどらないで

睡眠不足はいろいろな病気の
原因となり、糖尿病もその一つ

すが、過度にた
まると心身に不
調が 現 れます。
休息や睡眠をとる、好きな音楽を聴いたりストレッチなどでリラックス
する、気晴らしをするなど、自分に合った対処法を見つけてみましょう。

7 一生自分の歯で食べよう

睡眠時間が短い
と、レプチンとグ
レリンというホル

口から食べて健康的に長く生きるために
歯は欠かせない存在

モンの分泌異常に
より肥満や糖尿病
などを起こしやす

歯を失う原因の約9割は虫歯と歯周病。
「不十分な歯磨き」をはじめ、

くなります。また、
アルツハイマー型

「食習慣（甘いものを食べる・食事が不規則）
」
「口で呼吸する癖がある」
「ストレスが多い」
「たばこを吸う」などの生活習慣も歯周病のリスクを

命を延ばす方法と

特に血圧は、朝食を抜くと空腹によるストレスから朝の血圧が上昇し

認知症の人の脳内

して提唱していま

やすい傾向が。また朝食抜きの影響は、集中力・記憶力の低下、体が

に大量にみられる老廃物の蓄積が、睡眠の不足や質の低下で促進され

高めます。近年では高齢者のむし歯が増加。治療済みの歯にむし歯が

す。1分を10回または5分を2回でもOK。ちなみに、最も運動不足が

だるくなるなど生活のさまざまなシーンにも現れます。毎日を元気に

るとの報告もあります。

再発していることもあるので、定期健診を心掛けましょう。

深刻なのは
「20代～ 50代の働き世代の女性」
です。

過ごすためにも、きちんと朝食をとりましょう。

健康づくりへの4ステップ

行動目標を立てよう
STEP

1

日常生活における問題点を把握する
上記の「健康づくり7のコト」を参考に、日ごろの食生活や運

動習慣を振り返ってみて、あなたの日常生活での問題点をまず認識し

健康へのはじめの一歩は、今、あなたが「健康になりたい」と思
うこと。でも、なかなか行動に移せない…という人もいるのでは？
まずは何か一つ行動目標を立ててみましょう。

2で考えた目標のために、実際にできることを書き出しましょう。1

男性で43％、女性で37％がんになるリスクが低くなるという推計もありま

例） ●運動不足 ●野菜不足 ●飲み過ぎ、食べ過ぎ

例） ●運動をする ●意識して野菜を食べる ●お酒を減らす

2

1をふまえて、どんな自分になりたいかを想像します。おい

健康習慣でがん予防
の健康習慣が日本人のがんの予防にとって重要なことがわかりました。ま

個でもOKです。書ける人は、いくつでも書いてみましょう。

どんな自分になりたいか、
目標を決める

リスクを低くすることも重要

目標のために何をしたら
3 いいかを考える

STEP

ましょう。

STEP

（※）
参考資料：
「日本健康マスター検定公式テキスト」
から。日本健康マスター検定は健康リテラシーを身に付け、健康寿命を延ばし、
地域や職場をより健康的で豊かなものにするための検定。7/7、10/27、2020年3/1に実施予定。 https://kenken.or.jp/

STEP

4

国立がん研究センターをはじめとする研究グループによると、下記の5つ
た、この5つの健康習慣を実践する人は、0または1つ実践する人に比べ、
す。右の
「新12か条」
を毎日の生活に取り入れて、がんを予防しましょう。

らすためにどうしたらいいか、具体的に目標を考えてみましょう。

例） ●1日の歩数を1000歩増やすようにする

例） ●体重を3カ月で3kg減らす

います。
1たばこは吸わない
2他人のたばこの煙をできるだけ避ける
3お酒はほどほどに
4バランスのとれた食生活を
5塩辛い食品は控えめに
6野菜や果物は不足にならないように
8適切な体重維持

禁煙する

9ウイルスや細菌の感染予防と治療

3で考えた目標を、このパンフレットや、健康づくり事業団

のホームページを参考に、より具体的な行動目標にしましょう。

日本人を対象とした疫学調査などの科学的な研究で明らかに
された確かな証拠をもとに、がん研究振興財団より提案されて

7適度に運動

実行可能な行動目標を設定する

しく食事をする、若々しい体形を維持するなど、健康でいきいきと暮

がんを防ぐための新12か条2017

節酒する

がんになるリスクを
低くする
5つの健康習慣

食生活を
見直す

定期的ながん検診を
身体の異常に気がついたら、すぐに受診を
正しいがん情報でがんを知ることから
詳しくはがん研究振興財団のホームページを参照してください。

目標を立てたら、あとは実践！ 家族や友人に行動目標を実践することを宣言して健康づくりを応援してもらったり、一緒に行動すると、目標を達成する
励みになります。また、目標が達成できたか、目標のために行ったことなどを記録することも大切。健康づくり事業団のホームページ内にある「健康づくり
活動日記」
をダウンロードして、ぜひ活用してください。 【健康づくり支援センター ホームページ】http://www.musashino-health.or.jp/k-passport/

2

身体を
動かす

適正体重を
維持する

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html）

▶︎http://www.fpcr.or.jp/pamphlet.html

出典：公益財団法人がん研究振興財団ホームページ

3

この地域で始めよう

武蔵野市在住 水球女子日本代表

有馬優美 さんに聞きました

ました」

中学３年でアジアジュニア選抜入り。

代

料理は大好きで、レシピ動画を参考にする
ことが多いとか。
「家にいるときは、栄養バ
ランスと彩りを考えながら、あれこれ挑戦
しています」

「健康づくりパートナー」は、市民の健康づくりを応援する市

健康運動指導士など、各分野の専門

民の登録制度の「はつらつメンバー」と、ポスターなどで情報を

画・開催、ニーズの集

家が登録。健康づくりの講座の講師

発信したり、物品の協賛など健康づくり支援センターに協力し

約など、地域とのつな

を担当しています。

てくれる民間事業者・団体などによる「応援パートナー」の2部

がりを 活 かし て、
「自

構成。
「はつらつメンバー」

分の健康は自分で守ろ

になると、右記のような

う！」を実践する市民

特典があります。登録料・

を増やすための活動を

年会費はありません。

しています。

食事、睡眠。健康には
自己管理が欠かせません

東京女子体育大学在学中で武蔵野市

在住の有馬優美（ありまゆうみ）さんは、

水球女子日本代表メンバー。ハードな

入りは大学２年のとき。
「とはいえ

みんなに届け！ 健康づくり情報！
「健康づくりパートナー」

10

をお手伝いしています。健康づくり情報の発信、健康づくり講座の企

はつらつメンバー特典
■健康づくり活動情報誌（年1回4月
発行）
が自宅に届きます
■
「KKC（健康健脚チャレンジャー・
通信制）
」
に参加できます
■
「健康づくりはつらつメンバーの
集い」
に参加できます
■メルマガによる一部事業の先行予
約ができます
■オリジナル体
操のDVDプレ
ゼント

申込書はホームペー
ジから印刷でき、郵送・

パートナー
オレンジ色のユニフォームが目印

4

アジアユースを経て、日本代表（Ａ代表）

健康づくり

毎日を支える健康づくりの秘訣を聞き

人材
バンク

3

は挫折も多くて」
と有馬さん。

推進員

健康づくり

3

保健師、管理栄養士、歯科衛生士、

ました。

健康づくり

2

講座は専門家にお任せ
「健康づくり人材バンク」

「扁桃腺が弱くて熱が出やすく、アジ

活かした3本柱による健康づくり支援を行っています。

2

１チーム７人 からなる２つのチーム

武蔵野市を東・中央・西の3地区に分け、地域に密着した健康づくり

健康づくり支援センターは、専門性と地域とのつながりを

1

市民と健康づくり支援センターとの懸け橋
「健康づくり推進員」

とも。同学年の人 が高 校 生のときに代

3 本の柱

1

アユースの合宿を途中でリタイアしたこ

市民の健康づくりを応援する

が、プール内のコートでゴールにボール

ができます。

を入れ点数を競う「水球」は、
“水中の格

を用意。メールマガジンでの先行予約

録できます。

表入りをして、すごくうらやましく、悔

元コードから空メールを送るだけで簡単に登

武蔵野はほっとできる街

しいな」の声を受けて企画された講座

「都会なのに緑が多くて、武蔵野市は

エクササイズ」など、
「こんな講座がほ

ーなら一部講座の先行予約特典もあります。下の二次

理の徹底を心掛けているそう。

を紹介する「筋肉革命」や「ボクシング

づくり講座やイベントの案内を配信。はつらつメンバ

トレスフルになりますが、この街に帰っ

時短トレーニングで結果を出す運動

とても住みやすい街。練習や合宿後はス

時短レシピの紹介や健康づくりに関する情報、健康

健康づくりはつらつメンバーの集い

「例えば食事。野菜が苦手ですが、ち

メールマガジン
「むさしの健康づくり応援ニュース」

ゃんと食べなくてはと、いろいろ工夫し

健康情報満載のメルマガが届く

てくるとほっとして、また頑張ろうって

詳細は下の「3本の柱」の健康づくりパートナー
の部分をチェック！

水球は一人ではできません。監督さん

た健康づくりを探しましょう。特典も各種あり。

めます。

族、友人など多くの人に支えられていま

くり活動情報誌」が自宅に届くので、自分に合っ

の嬉しい特典も！ メールでも申し込

けて、もっともっと強くなりたいです」

武蔵野市友好都市のお米券プレゼント

ています。生野菜はサラダではなく、生

20歳以上の市民が対象。メンバーには
「健康づ

思えるんです。おいしいお店もたくさん

健康づくりはつらつメンバー登録

運動健康指導士からのアドバイスや、

春巻きにすると食べやすいんですよ。豚

健康づくりはつらつメンバーになろう

ンバー」に登録すると（詳しくは下記）
、

あって、元気がもらえる街だと思います。

上のゴールを目指します。
「はつらつメ

汁もよく作ります。火を通すと野菜を

実践しよう！と思い立ったら

おいしく、たくさん食べられますね」

毎日の歩数を距離に換算して、地図

をはじめ周りのメンバーやスタッフ、家

運動習慣定着のきっかけづくりに
日本縦断KKC（健康健脚チャレンジャー・通信制）

「睡眠もとても大切。眠れないときは

市内各所で実施できます。

すし、たくさんの人が応援してくださる

のび教室」などを、5組10人集まれば

のも本当にうれしい。東京オリンピック

ます。家族の診断もOK ！

“４ ７
- ８
- 呼吸法”という瞑想の一種を
試して、気持ちをリラックスさせていま

ムづくりなど体験つきの「食べ力のび

す。自己管理を意識してから、体調の変

ウォーキング教室」や、アイスクリー

時間がなくて講座への参加が難しい人も利用でき

のスタメンに選ばれる！という目標に向

ます。食事写真や記録表の提出はメールでもでき、

化に気 付きやすくなり、早目に対処で

5歳～小学生の子どもと保護者が対
象（市内在学・在園も可）
。
「親子食育

きるようになりました」

1日分の食事記録を提出すると、診断結果と管
理栄養士からの食生活改善のアドバイスがもらえ

有馬優美さん
1997年生まれ。東京女子体育大学在学中、水球女子日本代表。
鹿児島県出身

闘技”
とも呼ばれる激しいスポーツ。

親子体験型食育講座

しかったです」

食事♡診断
（通信制）

「始めたのは小学２年生。水中で動き

親子で楽しく
「けんこう☆からだづくり」

いくら練習を重ねても、健 康でなけ

食習慣改善のきっかけづくりに

が制限される中でボールをさばき、チー

子育て世代に

れば強くなれない。寮を出て武蔵野市

忙しい人でもOK

ム全員でゴールを目指していく…。一度

見つけて参加しませんか？ 詳しくは市報や健康づくり支援セン
ターのホームページでチェックしてください。

内で一人暮らしを始めてからは、自己管

健康づくり

武蔵野健康づくり事業団 健康づくり支援センターが実施している、健康づ
くりプログラムの一部を紹介します。自分に合ったプログラムを

経験したら、水球の楽しさに夢中になり

自分に合ったプログラムで

INTERVIEW

人材バンク登録の専門職による「健康づくり
出前講座」も多数

FAXでの申し込みもでき
ます。

50代までの「筋肉革命」は託児付きで土曜開催

オリジナル
体操のDVD

5

検（健）診をもっと活用しよう

500円

問診、血液検査
（ピロリ菌感染の有無、胃粘膜の萎縮性を検査）

若年層胸部検診

15歳〜 39歳

無料

問診、胸部エックス線撮影

6月〜 3月

問い合わせ
・
申し込み

6

ハガキ・封書・電子申請または健康課窓口
（保健センター 1階）
電話申し込み不可 乳がん検診・子宮頸がん検診は受診希望の医療機関へ直接日
時を予約 乳がん検診希望の生活保護受給中の方は生活福祉課へ申し込み

ハガキ・封書、または武蔵野健康づくり事業団窓口（肝炎ウイルス検診は、
電話または窓口） ※生活保護受給中の方は、受診時に受給証明書を持参

⇒武蔵野市健康福祉部健康課 ☎0422-51-0700

⇒武蔵野健康づくり事業団 ☎0422-51-2828

かかりつけ医

どがわかりますし、問題が起きた時には適切な対応を受けること

実施日

毎週火・木曜日
（祝日・年末年始を除く）

ができます。また高度な医療が必要になった場合、かかりつけ医

時

間

8：30 〜午前中に基本検査・オプション検査
（一部）
終了

場

所

（市民料金適用は同一年度内一度のみ）

武蔵野市立保健センター 2階…
（公財）
武蔵野健康づくり事業団付属診療所…
吉祥寺北町4-8-10

オプション検査 胸部ヘリカルCT・頚動脈超音波・腫瘍マーカー・…

■大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症予防教室、
…
胃がんハイリスク検査（※）

地域に根差したパートナー

武蔵野健康づくり事業団の人間ドック
■ 武蔵野市民
2万1000円
■一 般
4万2600円

いずれも武蔵野市民が対象。他に受診機会のある人はご遠慮ください 対象年齢はいずれも 3 月 31 日時点です（胃がん検診は受診日時点 骨粗しょう症予防教室は 4 月 1 日時点）

■胃がん検診、肺がん検診、若年層胸部検診

与するがんでは、ヘリコバクタピ

胃がんハイリスク検査

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・
毎月
75歳になる人

ロリ菌、Ｂ型、Ｃ型肝炎ウイルス、

健康教育講義、問診、身体測定、
骨塩定量検査
（手のレントゲン撮影）

Dr.

吉澤の健康づくりアドバイス

無料

ヒトパピローマウイルス感染の管

20歳・25歳・30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・
年2回
55歳・60歳・65歳・70歳の女性

理、予防などです。

骨粗しょう症予防教室

精密検査について

問診、血液検査
（B型・C型肝炎）

精密検査が必要となった場合は

無料

がん検診は何のために
行うのでしょう？

毎月

必ず精密検査を受けましょう。そ

40歳以上
（未受診の人）

ず、結果的にがんでないこともあ

肝炎ウイルス検診

のような人 全員 が がんとは限 ら

問診、視診、内診、細胞診検査

定期検診になじまないがんもある

無料

ります（偽陽性）
。精密検査のため

5月〜 10月

のです。

20歳以上
（前年度未受診の女性）

の時間や費用、場合によって放射

子宮頸がん
（体がん）
検診

C

の検診で早く見つかり治療が

問診、便潜血検査
（2日法）

線被ばくや偶発症、結果がでるま

問診、マンモグラフィ

無料

での精神的不安などが生じること

1000円

年2回

すが、これはがん検診の本来の目

6月〜 2月

40歳以上

できた。大事に至らずほっとしま

40歳以上
（前年度未受診の女性）

大腸がん検診

もありますが、検診担当医は偽陰

乳がん検診

的ではないのです。進行がとても

問診、胸部エックス線撮影、喀痰細胞診検査
（基準に該当する人のみ）

性だけでなく偽陽性もできるだけ

無料

ゆっくりながんもあり、健康状態

毎月

がデメリットを上回ると科学的に

40歳以上

減らすなどの努力をし、メリット

肺がん検診

人間ドック

命を迎えてしまう人がいます。見

問診、胃部エックス線撮影

年１回の

に影響を及ぼす前に他の原因で寿

無料

証明されている検診が実施できる

毎月

つ かって も 治 療 不 要 な が ん で す

35歳以上

ようにしています。

胃がん検診

が、診断時にその見極めが難しい

内容

Cがんを早く見つける

日程を市報などで確認して、武

費用

Bがんで亡くなることを減らす

蔵野市がん検診を受けてみましょ

実施時期

Aこれからがんにならなくする

を得ないこととなるからです。

対象

次のA ～ Cのどれでしょう

自分や家族の健康を守ろう

※下記以外にも健診・検診が各種あります。詳細は市報やホームページ、健康だより等で確認してください
2019年2月現在

検診名

国が推奨し自治体が行う
Q がん検診の目的は、

場合も多く、不要な治療をせざる

検診案内

武蔵野健康づくり事業団付属診療所（保健センター 2 階）や市内指定医療機
関では、下記のがん検診等を行っています。※検診の詳細は変更になる場合があります

モットーは「歩こう歩こう。体重は適正
に。タバコは吸わずに」

う。定期検診で精密検査不要の場

出典：公益財団法人日本対がん協会ホームページ「5 つのがん」

武蔵野健康づくり事業団…
付属診療所長 Dr.吉澤 正文

あ な たはどれ だと思いました

女性が患うがんの中で最も多いがんです。部位別の死亡数では30
～ 64歳で第1位です。早期発見すれば比較的治りやすいがんです。

合でも、自覚症状のある人、後に

■乳がん マンモグラフィ検診で早期発見

症状が出現した人は医療機関を受

診しましょう。

最近よく耳にする「AYA世代」
（あやせだい）とは
10代後半から30代にかけての若い世代を指し、特に
がん治療において用いられる用語です。この世代のがんは生活習慣病に
よるものではないことが多いうえ、忙しさからなかなか病院に行かない
などで発見が遅れがちになることも多くあります。
「若いから大丈夫」と
思わず、気になる症状があったら早めに医療機関を受診しましょう。

検診の結果が出たら

検診ではさらに精密な検査の必

子宮頸がんは若い世代に増加しています。ヒトパピローマウイルス
の感染に関係が深く、早期発見すれば治りやすいがんです。

」

「AYA世代

B

が 〇 で す。

要性をふるい分けします。多くは

■子宮がん 若い世代に増える頸がん

か？
知っています

A

残 念、 ×。

定期的にがん検診を受けることの

食生活の欧米化に伴い、罹患数は増え続けています。直腸とS状結
腸のがんで約7割を占め、飲酒との関係も指摘されています。

か？

メリットは、がんで亡くなるリス

■大腸がん 食の欧米化で増加傾向

こわいのは病気が見つかることではなく、病気の発症に気づかず、
進行しているのを見逃してしまうことです。

武蔵野市の

精密検査不要となります。その場

1998年以降、死亡率がトップのがんです。喫煙との関係が深いこ
とが科学的に証明されていますが、非喫煙者にも発生します。

病気が見つかるのがこわいから健診を受けたくない、
と思っていませんか？

クや危険性が、検診を受けない場

■肺がん 男女合わせてがん死亡率のトップ

合でも、この先も思う存分喫煙で

（※）2017 年人口動態統計月報集計（厚生労働省）

合と比べ下がること、がんによる

日本人に多いがんです。食塩を多くとる地域に多いなど食生活との
関係が深くみられます。

で改善できることもあり、病気そのものを防ぐことにもつながります。

亡くなるリスクだけでなく、がん

■胃がん 男性のがん罹患率トップ

病などは、発見が早いほど病気の進行を抑えやすいもの。また生活習慣

きる、お酒 が飲めると思わ ずに、

が重要です。

期に発見できる確率が高くなります。特に中高年に増える高血圧や糖尿

するのは不可能です。見つけにく

行していることも少なくありません。その場合でも、健診を受ければ早

死亡率減少です。リスクを皆無に

の5割以上（※）を占めますが、自覚症状が乏しく、気が付かないうちに進

進行することが多いため、早期発見には定期的にがん検診を受けること

になるリスクを下げることを考え

類のがん検診を実施しています。初期のがんは症状がほとんどないまま

い所に潜むがんがある（検診での

武蔵野市では、胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がんの5種

がん、心疾患、脳血管疾患などの「生活習慣病」は、今や日本人の死因

るきっかけにしましょう。日常生

症状がなくても定期的に受けましょう

病気の早期発見や予防につながります

偽陰性）ほか、定期検診で異常な

自身や家族のために、定期的に健康診断を受けましょう。

活では、タバコに 手 を 出 さない、

出典：2017 年人口動態統計月報年計（厚生労働省）

禁煙する、受動喫煙を避ける、過

1981年以降毎年、がんは日本人の死因のトップです。

が出て医療機関にかかると進行し

自分自身の健康状態を定期的にチェックしたり、病気の早期発見
や予防をすることは、健康づくりには欠かせない大切なこと。自分

しでも、次の検診までに自覚症状

定期的に健康診断 がん検診のススメ

度の飲酒を控えること。感染が関

2人に1人はがんにかかる時代

ていた、という発育が極めて早い、

自分や大切な人のために

INTERVIEW

（検査料別途）

乳房検査 など

※詳細はホームページを確認してください

※事前予約制です。お電話または窓口にて受け付けています。


予約・問い合わせ：☎0422-51-2828
予約受付時間：月～金曜日
（祝日を除く）8：30 ～ 17：00

病気かなと思ったときや体調に不安があるとき、近くですぐに
診察してもらえる医師がいると心強いもの。必要なときに受診し
たり、健康状態を相談できる医師が
「かかりつけ医」
です。
普段から受診しておくことで、現在の健康状態や治療状況な

の紹介があれば、より適切な治療を早
期に受けられます。病状が安定すれば、
再びかかりつけ医が診療に当たります。
詳しくはリーフレットや武蔵野市医
師会ホームページを参照してください。
https://www.musashino-med.or.jp/
hp/coop.php
在宅療養リーフレット「住み慣れた地域で暮らし
続けるために今から考えてみませんか？」
（平成
29年3月武蔵野市発行・平成30年3月改訂）
http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/
kaigohoken/zaitakuiryo/1020276.html
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