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人に実施されるが︑専門医とかかりつけ医との連携や
治療が十分でないなどの問題点が︑武蔵野赤十字病院
︵東京都武蔵野市︶の泉並木消化器科部長の調査で浮
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対策進む岩手県
厚生労働省は一月︑都

長崎県離島医療圏組合上対馬病院
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人口は計約三十万人︒五
年間で三万数千人が検診
が見つかった︒

日韓のランナーが健脚を競う国境マラソン。スタートする参加者
たち

その一因に︑医師の不 手県予防医学協会が検体 連携がスムーズだったの ければ保健師が再度受診 進めている︒

と泉部長︒
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を受け三百三十人に感染

少ない自覚症状
内訳は︑症状が出てい
ない無症候性キャリアー
などで︑肝硬変や肝がん

が ％︑慢性肝炎が ％

いた︒泉部長は﹁自覚症

に進行していた人も８％

から﹂と分析する︒

状が少なく気付きにくい
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十分な対応があることを

加者が集まってきました︒韓国
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&年たち、がんになった肝臓

Ｃ型肝炎ウイルス感染から約
（武蔵野赤十字病院提供）

大坪 竜太
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肝炎ウイルス検診５年
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長崎県
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除細動器︶なども配置します︒
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る上対馬病院は︑釜山までわず

る長崎県対馬︒私が勤務してい

うに韓国の釜山の町並みが見え
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ることができる。また、肥満の程度をみる体
格指数（ＢＭＩ）の計測ダイヤルも付いてい
る。
「へそ計」という名前は、栃木弁の「へー、
そーけー」
にちなんで名付けられた。同課は、
イベントなどで、食習慣の見直しなどを訴え
たミニリーフレットとともに配布し、県民の
関心を高めたいとしている。
▼
「へそ計」
を県の広報グッズに メタボリ
ック（内臓脂肪）症候群を広く知ってもらお
うと、民間企業に協力を呼び掛けていた県健
康増進課は、花王が提案した腹回り測定メジ
ャー
「へそ計」
を県の広報グッズに認定した。
へそ計は、メタボリック症候群の目安とな
る、へその上で計る腹囲（男性
以上、女
性
以上が該当の可能性あり）を容易に計
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