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ハムストリングスのストレッチ

2018年9月1日発行すこやか健保 VOL.838-1

監修／長畑芳仁（NPO法人日本ストレッチング協会 理事長）

絵／うえだしげこ
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30

太ももの裏側にあるハムストリングスという筋肉が
硬くなると日常動作のなかで前屈がしづらくなった
り、肉離れを起こしやすくなりますので、これを予防、
解消するストレッチを紹介します。
柔らかいマットなどの上で行ってください。

Illustration:Maki Kobayashi
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　厳しい残暑が続きますが、確実に秋の気
配が漂い始めたこの頃、健保組合・健保連
は10月の「健康強調月間」（生活習慣病予
防普及月間）に向けて準備を進めています。
同月間は1966年の開始以来、半世紀以上
にわたり、厚生労働省などの後援や健診団
体などの協力を得て、健保組合加入者の健
康づくり事業を推進してきました。今年も
「あなたの健康が次世代の財産に」をスロー
ガンに掲げ、各種事業を展開する予定です。
　近年、「睡眠不足による生活習慣の乱れ」
が肥満や生活習慣病のリスク要因になると
の研究結果が注目されています。先の国会
で成立した働き方改革関連法でも、残業時

間の上限規制の導入と併せて「勤務間イン
ターバル制度」の導入が努力義務化されま
した。これは勤務の終了と翌日の開始の間
（休息・睡眠）を一定時間確保することによ
り、過労死などの防止を図るものです。
　こうした状況を踏まえ、今年は「健康づく
りのための睡眠」をテーマにPRポスターを
作成したほか、受動喫煙対策を強化する改
正健康増進法が７月に成立したことや、2
年後の東京オリンピック・パラリンピックで
の「おもてなし」を意識した「受動喫煙防止」
のポスターを作成し、健保組合を通じて皆
さんの職場などに配布する予定です。
　日本たばこ産業（JT）の発表によると、わ

が国の今年の喫煙率は17.9％（男性27.8％、
女性8.7％）と3年連続で低下し、過去最低
を更新しました。しかし、受動喫煙は非喫
煙者や乳児・子どもの健康に多大な悪影響
を及ぼすのは各種調査からも明らか。たば
この害による医療費などの総損失額は2兆
円超との推計もあり、
さらに受動喫煙対策
の強化が必要です。
　時には将来世代の
健康に思いをはせ、
私たちに今何ができ
るかを考えてみませ
んか。

将来世代を見据えた取り組みを10月に「健康強調月間」

VOL.838 2018年

月号
9

1 立った状態から、右膝を柔らかいマットの上につき、
左膝は曲げた状態で左足を前に出す状態で
両足を前後に開きます。

基本的には、無理に伸ばさなくても
十分な伸びを感じられるはずです。
呼吸は自然に行いましょう。

腰などに痛みを感じたら中止します。

次に、左右の足を入れ替えて行ってみてください！

2 姿勢が安定するように右手は床につき、
左手は左足の膝の裏の方に
軽く巻き込むようにします。
おなかと左足のももが密着するように
からだを前にもっていきます。 3 2の状態からゆっくりと

お尻を後方に引いていきます。
前に出した左ももの後面が
伸びていきます。

強めの
ストレッチになるため、

ゆっくりと伸びている感じを
味わいながら、

気持ちよく感じるところまで
伸ばします。

管理栄養士・食生活アドバイザー・調理師  堀 知佐子
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栄養素を効果的に取り入れる
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長芋 ･･････････ 200ｇ
昆布だし･･････ 300㏄
淡口しょうゆ･･ 小さじ2

オクラ･･･････････2本
イクラ･･･････････10ｇ
小ねぎ･･････････ 少々

1人分 90kcal、塩分1.3ｇ

分量：2人分長芋とオクラのスープ仕立て

じゃがいもは、煮崩れしにくい
「メークイン」を選ぶとよい。
じゃがいもで秋刀魚を巻くこと
で蒸し焼きになり、酸化を抑える。

長芋に昆布だしを少しずつ加え、
ゆっくりとよく混ぜ合わせる。
空気が入りふんわりとしてくる。

1長芋は皮をむき、おろし金でおろす。オクラはゆ
でて水に落とし、水気を切って小口に切る。

2長芋と昆布だしを合わせてよく混ぜ、淡口しょう
ゆを入れて器によそいオクラとイクラを飾る。細
かく刻んだ小ねぎを振る。

秋刀魚 ･･･フィレ4枚
しょうゆ････ 小さじ2
酒 ････････ 小さじ2
小麦粉 ････････適量
じゃがいも (メーク
イン)･･････････ 1個
3％の塩水･･･ 200㏄

オリーブ油･････大さじ2
パセリ････････････ 少々
［付け合わせ］
　蒸しかぼちゃ ････ 40g
　ゆでブロッコリー･･･2房
★ミニトマトやにんじんのソテー
　などもおすすめ

1人分 465kcal、塩分1.1ｇ

分量：2人分秋刀魚のカリカリ焼き

1秋刀魚はしょうゆ・酒に漬けこみ10分おく。
2じゃがいもは皮をむき、千切りにして塩水に漬け
てしんなりさせる。

3秋刀魚の水気をとって小麦粉をまぶし、水気を
切った2を巻きつける。

　フライパンにオリーブ油をひいて、弱火で焼く。
4じゃがいもがカリッとしたら焼きあがり。
　器に盛り付けて刻みパセリを振り、付け合わせを
添える。

　 ★香ばしくカリッとした食感が食欲を誘います。

　秋刀魚は塩焼きが定番ですが、健康に良いとさ
れる青魚の脂肪（魚油）は加熱に弱く、そのまま焼
くと20％、油で揚げると50％消失するとされてい
ます。生食が一番効率よく魚油を摂れますが、食
中毒を引き起こすアニサキスなどが気になるところ
です。
　今回のレシピでは、秋刀魚を千切りにしたじゃが
いもで巻き、オリーブ油でじっくりと焼き上げました。
秋刀魚の身が直接フライパンには触れず、魚油も
流れ出ずに取ることができます。じゃがいもは塩水
に漬けることでしんなりとし、下味も付いて仕上げ
の塩もいらないため、減塩にもつながります。
　長芋は栄養価が非常に高く、「山鰻」と呼ばれる
ほど滋養強壮効果が期待できます。でんぷん分解
酵素である「アミラーゼ」などを多く含み、消化吸
収を助けて老廃物の排出を促し、疲労回復に効果
的とされています。

やまうなぎ

さ ん ま
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　心配事が頭から離れなかったり、何かに心を奪われていたりすると、呼吸が浅
くなりがちです。まずは１分間、あなたの呼吸の回数を数えてみましょう。正常
な呼吸数の目安は、成人で毎分15～20回。それより多ければ、呼吸が浅くなっ
ているかもしれません。
　全身の働きを調節する自律神経には「交感神経」と「副交感神経」の2種類が
あり、活動時には交感神経、休息時には副交感神経が活発になります。このバラ
ンスが崩れると、メンタルヘルスに悪影響を及ぼすだけでなく、身体面での疾患
に至ることもあるほど重要な神経です。
　現代社会はどうしてもストレスが多いため、交感神経が活発になりがち。そこ
で、副交感神経を刺激する最も簡単な方法が「深い呼吸」なのです。吸うときに
交感神経、吐くときに副交感神経が優位になるため、呼吸をするときには息を吐
くことに意識を向けましょう。
　たとえば、「ゆっくり吐くぞ」と思いながら、息を長く吐き出す。吐き切ったとこ
ろで、あとは自然に任せて吸えばいいのです。このとき、肩の力を抜いて、おへ
その下にある丹田（※コラム参照）に力を入れると、腹腔内圧がリズミカルに変化
して内臓のマッサージになり、血流も良くなります。雑念を払って心を遊ばせて
おくことも大切です。

深く吐く呼吸でリラックス状態をつくる1

　呼吸法は、難しく考える必要はありません。通勤途中や仕事の合間などの隙間
時間に、息をゆっくり吐くことを意識して呼吸するだけでもいいのです。もし、い
すに座る時間があれば、ほんの数分間、次のような呼吸をしてみましょう。

❶いすに座って吐く息を意識した深い呼吸を2、3回行う。息を吐くときは、
丹田から全ての息を出し切るつもりで。その反動で息を吸うようにする。

❷両方の拳を思い切り強く握ったあと、息を吐きながら緩める。

❸息を吸いながら両肩を耳に付くくらいまで持ち上げ、肩と首を思い切り緊張さ
せたあと、息を吐きながら緩める。

❹いすの背にもたれて思い切り背中を反らせ、息を吐きながら戻す。

❺息をゆっくり吸いながら、つま先→膝→胸→肩→首→顔→頭の順に、全身をな
ぞるように意識をめぐらせたあと、息を吐きながらからだの緊張やこりを緩め
ていく。

❻⑤と反対に、頭のてっぺんからつま先に向かって意識をめぐらせたあと、不安
や心配、イライラなどを全て吐き出すイメージで息を吐く。

※番号は一連の流れではありません。６つの呼吸法のうち、自分が行いやすい
　呼吸法を試してみよう！

いすに座ったままできる簡単呼吸法2

NPO法人パオッコ
～離れて暮らす親のケアを考える会～

 理事長 太田差惠子いつも心は寄り添って

離れて暮らす親のケア
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　介護保険の要介護認定を受け、
想像していたよりも介護度が高かっ
たり、低かったりすることがあります。
低い方が自立しているということな
ので、本来なら喜ばしいことなのか
もしれません。しかし、離れて暮ら
す子の立場からすると微妙です。
　月に１回、飛行機で父親のところ
へ帰省するJ子さん。父親は「要介
護３」でした。しかし、２カ月前、更
新で「要介護２」に落ちたそうです。
「落ちたっていうのは変ですね。で
すが、困りました。それに、実際に
父を見ていて、状態が改善している
とは思えないのです」
　「住み慣れた自宅を離れたくない」
という強い信念のある父親。要介護
３の限度額いっぱいまでサービスを
利用して、独居の生活が成り立って
います。それにJ子さんは、いよいよと

なれば父親に特別養護老人ホーム
に入ってもらおうと考えているよう
ですが、原則、要介護３以上でなけ
れば申し込むことができません。
　J子さんは、現状をケアマネ
ジャーと父親の主治医に相談しまし
た。ケアマネジャーも主治医も、J子
さん同様、判定結果に不可解な様
子だったとか。そこで、ケアマネ
ジャーが「区分変更」を申請。これ
は次の更新を待たずに再度、認定調
査を行うものです。主治医も、前回
以上に父親の病状を詳しく意見書
に書いてくれたようで、結果、要介
護３に戻ったそうです。
　必ずしも、結果が翻るとは限りま
せんが、「なぜ？」と思うことがあれ
ば、率直にケアマネジャーや主治医
に相談してみましょう。

親の要介護度が落ちた！

「かしこい患者になりましょう」を合言葉に、患者中心の開かれた医療の実現を目指す市民グループ
詳しくはＣＯＭＬホームページへ http://www.coml.gr.jp/

電話医療相談 ☎06-6314-1652（月～金曜日 9:00～17:00  土曜日 9:00～正午）

認定ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ（コムル）

　妻（53歳）が10日ほど前から体
調不良を訴えていたのですが、受診
せずに様子を見ていました。すると、
５日前の夕方から熱が出始め、夜中
には40度近い高熱になって、ぐった
りしてきました。これは危ないと思っ
た私は、救急車を呼び、妻を病院に
搬送してもらいました。
　妻は、病院で血液検査やレントゲ
ン検査などを受けたのですが、はっ
きりしたことが分からず、医師から
「明朝、精密検査ができる状態に
なったら詳しい検査をしましょう。
ともかく今夜は入院していただきま
す」と言われた後、慌ただしく数枚
の書類にサインを求められるなど手
続きが進み、入院となりました。
　幸い、翌日からの検査では深刻な
病気は見つからず、徐々に体調も回

復して3日間で退院
となりました。
　ところが、退院時
に渡された請求書を
見ると、差額ベッド料
が1日2万1600円で合計6万5000
円近く請求されていたのです。妻が
「こんな話は聞いていない」と言うと、
病院側は「同意書を提出いただいて
いますから、ご納得の上での請求で
す」と言うだけでした。提出している
という同意書を病院側から見せても
らうと、先の入院が決まって慌ただ
しく書いた書類の中の1枚であると
分かりました。
　病院側からは全く事前に口頭での
説明もないまま、求められた通りサ
インしただけで同意とみなされるな
んて、詐欺にあった気分です。

　差額ベッド料が発
生する特別療養環境
室の提供は「患者への
十分な情報提供」と
「患者の自由な選択と
同意に基づく」ことに

なっており、実質的に患者の選択に
よらない場合は請求できないと厚生
労働省では判断しています。そのた
め、差額ベッド料が必要な病室以外
に空きベッドがない時は、「特別療養
環境室の設備構造、料金等について、
明確かつ懇切丁寧に説明し、その上
で、患者が特別療養環境室への入院
に同意していることが確認される場
合」に料金の請求が可能としています。
ただし、2018年7月20日付で厚労

省は「特別療養環境室の設備構造、
料金等についての明確な説明がない
まま、同意書に署名させられていた
場合」は、不適切な同意書の求め方
であるとの解釈を示した事務連絡を
出しました。そのため、この疑義解
釈を提示して病院側と交渉すること
は可能です。

患者の悩み相談室COML Vol.18

Illustration:MiW Morita

詳細な説明なく差額ベッド料を請求された

山口育子
（COML）

深い呼吸で
自律神経を整える

リラックスする呼吸法
Illustration:Hikari Masuko

　悩みやストレスがある人の割合を年齢階級別にみると、男女ともに
30歳代から50歳代が高く、男性では約5割、女性では約6割となってい
ます（2016年「国民生活基礎調査の概況」厚生労働省）。働き盛り世代の
ストレスの高さが目立ちますが、過度なストレスや慢性的な寝不足が続くと、
自律神経の乱れが生じます。自律神経のバランスを手軽に整えるための呼
吸法を実践してみませんか。

すこやか
特集

大野 裕
ゆたか

精神科医

　酒の席で仕事や職場に対するグチ
をこぼす人はたくさんいますが、それ
がストレス発散に役に立っているの
かという質問を受けました。私は、親
しい人にグチをこぼせるというのは、
とても大切なストレス対処法だと考
えています。
　グチをこぼしたい気持ちが分かっ
てもらえると、それだけでもこころ
が軽くなります。グチをこぼしたくな
るときは、一人であれこれ悩んでいる
ことが多いものです。そのようなと
きには、自分の気持ちなど誰にも分
かってもらえないという孤独感が強
くなっています。そうしたときにグチ
を言って、相手の人がそれを受け止
めて共感してくれれば、孤独感が和
らいで、こころが軽くなります。
　また、人に話すことで、自分の気
持ちを確認したり、考えを整理した
りすることができます。相手の人に
分かってもらうためには、自分の気
持ちや考えを自分なりに理解してお
く必要があるからです。
　それに、相手の人からのコメント
を聞くと、それまでとは違った視点
から問題を考えることができるよう

になります。自分だけの世界から自
由になって、しなやかに考えられるよ
うになるのです。
　もちろん、こうしたことは、酒の席
でなくてもできます。普通の生活の
なかで、信頼できる人や友人と話を
したりグチを言ったりして気持ちが
楽になるときには、同じようなこころ
のメカニズムが働いています。酒が
入っていないぶん、感情的になりす
ぎずに、冷静に自分を振り返ること
ができます。
　そのようなことを考え合わせると、
さらに先に進むためには、酒の席よ
りも酒が入らない状態で話した方が
良いでしょう。

飲み会のグチ
Vol.6

Illustration:Natsuko Hayashi

監修：帯津良一（医学博士／帯津三敬病院名誉院長）

私の相談

健康
マメ知識 正しい呼吸は正しい姿勢から

　全ての呼吸法は「調身・調息・調
心」が基本になります。
　「調身」は姿勢を整えること、「調
息」は呼吸を整えること、「調心」は
心を整えることです。「調身」「調息」
「調心」はどれも関連しあっていて、
うまく息が吐けるようになると、呼
吸法の姿勢もでき、やがて心も整っ
てきます。
　正しい呼吸は正しい姿勢から生ま
れます。正しい姿勢とは、上半身の

力が抜けて、下半身（丹田、腰、脚、
足）に力がみなぎっている状態のこ
とをいいます。
　まずは両足を閉じて立ち、体重を
右足にのせ、自然に左足を開きます。
両足を肩幅に開いて立ち、膝を少し
緩めて肩の力を抜き、両手は自然に
からだの脇に下げること。
　体勢が整ったら、ゆっくり息を吐
き、全て吐き切ったら、その反動で
息を吸う。この繰り返しです。

呼吸法を行うときは丹田を意識する

　「丹田」という言葉は聞いたことがあっても、実
際にからだのどの部分に当たるのか分からないと
いう声をよく聞きます。じつは、人間のからだに
は丹田が３カ所あります。ひとつは頭の中（上丹
田）、もうひとつは胸のあたり（中丹田）、そしてお
へその下10cmくらいのところ（下丹田）です。こ
のうち下丹田を、一般的に「丹田」と呼んでいます。
　丹田に力を入れて呼吸をすると、腹腔内圧の動作によって横隔膜が
動き、内臓をマッサージして血流が良くなる効果が期待できます。
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　ストレスや不安が多く、緊張が解けずに眠れない夜が続くと、心身ともに疲れ
てしまいます。そんなときは、ひたすら呼吸だけに意識を向けること。丹田を満
たすように鼻からゆっくり息を吐くだけの呼吸法です。

❶ベッドや布団に大の字（実際の足の開きは大の字より狭い感じ）になって、
　目をつむり、全身の力を抜く。

眠れない夜に、大の字に寝たままの呼吸法3

❷おなかをへこませたまま鼻から
ゆっくり息を吸う。息を十分に
吸ったら、鼻から静かに息を吐き、
吐く息に合わせておなかを膨ら
ませる。

　 　そのとき、下半身に力をみな
ぎらせるようなイメージを持つ。
何回も繰り返しているうちに自
然と眠くなり、眠りにつく。

　　　　呼吸の仕方は基本的に鼻から
吸って鼻から吐く鼻呼吸がおススメ。
鼻呼吸が難しい場合は、吸うのは鼻から、
吐くのは口からでもOK！
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