
Sukoyaka Kenpo

上腕三頭筋のAIS

2019年11月1日発行すこやか健保 VOL.852-1

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
vol.
44

Illustration:Maki Kobayashi

健康保険組合連合会 〒107-8558東京都港区南青山1-24-4 電話（03）3403-0939　2019年10月1日発行　　https://www.kenporen.com/ 毎月1回1日発行・年間購読料840円+税　会員の購読料は健保連会費に含まれています。　※本紙の一部または全部を無断で転載・複製することを禁じます。

VOL.852 2019年

月号

11

  『悪人』(2007)、『怒り』(2014)など
著作の映像化が続くベストセラー作
家・吉田修一。吉田自身「こんなに
も物語をコントロールできず、彼ら
の感情にのみ込まれそうになったの
は初めて」と語る『犯罪小説集』を、
『６４-ロクヨン-』の瀬々敬久監督が
映画化しました。
　公開前に上映されたベネチア国際
映画祭、釜山国際映画祭でも話題と
なり、日本では10月18日公開以降、
大ヒット公開中です。
　ある地方都市で起きた幼女失踪
事件。家族と周辺住民に深い影を落
とした出来事をきっかけに知り合っ
た孤独な青年・豪士と、失踪した少
女の親友だった紡。それぞれの不遇
に共感し合うふたりですが、事件か
ら12年後、再び同じＹ字の分かれ道
で少女が姿を消し、事態は急変しま
す―。
　主演の豪士役には、『怒り』に続く
吉田原作映画への出演となる綾野剛。
紡役には確かな演技力で急成長をみ
せる杉咲花。養蜂家・善治郎役には
日本を代表する名優・佐藤浩市。柄

本明、村上虹
郎、片岡礼子な
ど、豪華かつ個性溢
れるキャストが緊張感溢れる作品を
支えています。
　RADWIMPSの野田洋次郎が作詞・
作曲・プロデュース、上白石萌音が
歌唱を担当する主題歌「一縷」も世界
観に貢献。映画館で観たい作品です。

津田麻紀子

追ってけ!
カルチャー
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ベストセラー作家・吉田修一の最高傑作
「犯罪小説集」が遂に映画化！

　10月1日、消費税率が10％に引き上げら
れました。一部の小売店では税率の切り替
えなどの対応に追われましたが、ようやく落
ち着いた感があります。これに先立つ9月
20日、政府は全世代型社会保障検討会議
の初会合を開き、誰もが安心できる社会保
障制度のあり方について検討を始めました。
　2022年からの後期高齢者の急増などで
社会保障費の増大が見込まれるなか、高齢
者の就労機会の拡大など働き方改革をはじ
め、年金、医療、介護など制度全般を取り
上げることとしています。政府は当面、年金
と介護保険の改正法案を来年の通常国会
に提出する予定ですが、給付と負担の見直

しを含む社会保障の重点政策については、
来年6月頃に策定する「骨太方針2020」に
反映させる方針。同会議は年内に中間報告、
来夏までに最終報告をまとめる予定です。
　最近はマスコミなどでも「2022年危機」
問題が多く取り上げられるようになりまし
た。22年に健保組合・健保連の主張を実
現するためには、21年度中に関連する法律
の改正が必要です。そのためには骨太方針
2020に主張を反映させる必要があります
が、関係者のみならず、皆さんの理解と協
力が必要です。
　健保連はＳＮＳを通じて広く国民の声を
集め、国会で健康保険の行く末を考えても

らう活動「10万ツイート達成してみんなの
声を国会に届けるぞプロジェクト」を開始
しました。その一環として10月7日、東京・
銀座で発表会を開きました。
　当日はタレントのカンニング竹山さん、
サッカー解説者の松木安太郎さんらが登壇。
漫画家の蛭子能収さんが作画した“健康保
険がなくなった医療費10割負担の「未来絵
図」”についてトークセッションしました。
　実は22年は健康保険法制定100年に当
たります。次の世代に向けて医療保険制度
を維持していくためにも、皆さんが声を上げ
ていくことが求められます。ぜひ、ツイート
にご参加ください（4頁の下段参照）。

ツイートにあなたの意見を「2022年危機」回避に向け タオルを使ったAIS※を紹介します。
今回対象とするのは上腕三頭筋と呼ばれる二の
腕の裏側の筋肉になります。この筋肉が硬くな
ると肘の動きが悪くなったり、肩の可動域が狭
くなったりします。

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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シンプルな料理こそ“ひと手間”を

　11月になると一気に寒くなり、青魚もグンとおい
しくなります。通年スーパーの店頭などで見かける
ブリの旬は「冬」。最近は養殖が主流ですが、冬に
はぜひ、天然ものを食べてほしいものです。
　照り焼きや煮付けと、どんな料理にも合うブリで
すが、短時間ででき上がる「簡単ブリ大根」をご紹
介します。ブリ大根を作るとき、大根の下ゆでに時
間がかかることが難点です。今回は大根をスライ
スしてじかだきし、下ゆでなしの短時間で作ります。
薄味で仕立てるため、ブリは必ずさっと熱湯にくぐ
らせ、うろこや血合いを洗い流し、しっかり水気を
切ってから煮ます。このひと手間によって、仕上が
りの味が大きく変わります。シンプルな料理こそ、
少しの手間を惜しまないことが大切です。
　小松菜と炒めたひじきやにんじんにはベータカロ
チンが含まれ、油と合わせると吸収率が高まりま
す。アーモンドとともに栄養豊富な副菜です。

※AIS：アクティブアイソレーテッドストレッチング

全国ロードショー
出演：綾野剛／杉咲花／村上虹郎／
 片岡礼子／黒沢あすか／石橋静河／
 根岸季衣／柄本明／佐藤浩市
原作：吉田修一「犯罪小説集」
 （KADOKAWA刊）　　
監督・脚本：瀬々敬久
配給：KADOKAWA
https://rakuen-movie.jp/

『 楽 園 』

Photo:B-course

大根 ･････････ 1/4本
ブリ･･･････････2切れ
昆布 ･･･････････ 5cm
酒 ･･･････････ 100cc
水 ･･･････････ 300cc

1人分310kcal、塩分1.8g

分量：2人分簡単ブリ大根

4 2秒ほど伸ばしたら、2の状態に戻ります。
この動作を左右で5～10回繰り返します。

© 2019「楽園」製作委員会

しょうゆ････････ 20cc
砂糖 ････････ 小さじ2
水菜（ざく切り）･･･20ｇ
七味唐辛子 ･････ 少々

ひじき････････････5ｇ
小松菜 ･･･････ 1/2束
アーモンド(無塩)
････････････････20ｇ

にんじん･････････15ｇ
しょうゆ･･････････5cc
だし汁･････････ 10cc
オリーブ油･･･････5cc

1人分96kcal、塩分0.6g

ひじきのアーモンド和え

1ひじきは水戻しをして水気を切る。小松菜は3cm
のざく切り、にんじんは千切りにする。

2フライパンにオリーブ油と1を入れてよく炒め、
火が通ったらボウルに移す。

3アーモンドをすり鉢で粗ずりし、2としょうゆ・
だし汁を入れてよく混ぜ合わせ、器に盛り付ける。

★ひじきは、カルシウムやミネラル、食物繊維が豊富で栄養満点！
　油とも相性が良く、煮物以外にも今回のような炒め和えや、
　揚げものなど幅広く楽しめます。

分量：2人分

アーモンドは強い抗酸化作用を
持つビタミンEを含み、老化防止
に役立ちます。

1タオルを背中側で縦に持ちます。
2右手側（上側の手）の肘を伸ばした状態から、
ゆっくりと下に曲げていきます。

3肘を十分に曲げたところ
から、左手を少し下に引いて
腕のストレッチを強めます。

実施中は
ドローインを
行います。

肘、肩、腰に痛みを感じたら中止します。

1大根は皮をむき、スライサーで
3ｍｍ程度の輪切りにする。

　 ★大根を薄くスライスすることで、
　　 下ゆでなしでもOK。

2ブリを熱湯にくぐらせて水に落とし、うろこや血
合いを洗い流す。しっかりと水気を切っておく。

3鍋に1と水・酒・昆布・砂糖を
入れて火にかける。

4大根に火が通ったら2のブリ
としょうゆを入れ、再度沸騰し
たら、水菜を入れて火を止める。

54を器に盛り付け、七味唐辛子を振る。
★今が旬のブリと大根！一緒においしく味わいましょう。

現物給付、現金給付ってなに？

　保険医療機関を受診すると、医師から診察、検査、
注射、投薬などの処置を受けます。この医療行為を
「現物給付」といいます。各医療行為には何点という
単価が定められており、1点は10円です。この点数
に10円を乗じたものが医療費の総額で、現役世代

は原則その3割を窓口で負
担し、残り7割が健保組合
など医療保険者から保険
医療機関に支払われます。
　一方、医療行為に基づく

給付でなく、現金そのもので受ける給付を「現金給
付」といいます。主なものに、傷病手当金、埋葬料・
家族埋葬料、出産育児一時金・家族出産育児一時金、
出産手当金などがあります。
　傷病手当金は、傷病の治療のため労務不能となっ
たとき、無給や収入の減少を補い、被保険者の生活
の安定のために支給（額は標準報酬日額の3分の2、
最長1年6カ月）されるもの。埋葬料・家族埋葬料
は被保険者、被扶養者が亡くなったときに、埋葬に
要する費用の一部（定額5万円）を支給するものです。

　出産育児一時金・家族
出産育児一時金は、被保
険者、被扶養者の出産に
ついて、その費用を補填す
るもので、定額40万4千
円（産科医療補償制度に加入する医療機関で出産し
た場合は42万円）です。出産手当金は女性の被保
険者が産前産後（出産の日前42日、出産の日後56
日）の休業期間中の無給や収入の減少を補い、休業
中の生活の安定を図ることが目的です。
　いずれも支給を受けるには要件などがありますの
で、会社の担当者か健保組合に問い合わせてください。
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知っておきたい

健保のコト

この度の大型台風により、被災された皆様に心よりお見舞い申し
あげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。また、
お亡くなりになられた方がたに謹んでお悔やみ申しあげます。

編集部
より

ほ  てん

いち る
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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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　高齢者をターゲットにした詐欺が
増えています。しかし、内閣府の「特
殊詐欺に関する世論調査」（2017年
3月公表）によると、「自分は詐欺被
害に遭わないと思う（どちらかとい
えば、を含む）」が約８割。しかも年
齢が上がるほど被害に遭わないとい
う意識が高くなり、被害防止対策を
行わない傾向があるようです。
　M美さんの母親（80代）は遠く離
れた実家で1人暮らしをしています。
M美さんが「詐欺の電話が多いから
留守番電話にしておいて」と言って
も、母親は「私はだまされない。せっ
かくかかってきた電話に出ないわけ
にはいかない」と拒否。そんな折、
母親の暮らす自治体で「簡易型自動
通話録音機」を無料でレンタルでき
ることが分かりました。
　受話器を上げると「振り込め詐欺

防止のため、通話内容を録音しま
す」と音声が流れて会話内容を録音
するものです。メッセージが終了して
から会話を始めます。留守番電話に
する必要もなく、操作の煩わしさも
ないため、母親もすんなり受け入れ
たとか。「電話をかけてきた母の友
人も、『これ、いいね！』とレンタルし
て取り付けたらしいです」とM美さ
んはにっこり。
　振り込め詐欺や還付金詐欺など
の特殊詐欺は日々進化しており、誰
もがだまされる可能性があるといえ
るでしょう。多くの自治体で被害を
防止するための機器を貸与、紹介し
ています。電気店でも販売されてい
ます。また、詐欺犯は離れて暮らす
家族を名乗ることが多いので、電話
をかける際には「合言葉」を決めて用
いるなど対策を講じたいものです。

別居の親の詐欺被害を防ぐ

大野 裕
ゆたか

精神科医

　ずっと前のことになりますが、不
安を和らげる薬｢抗不安薬｣が開発さ
れたとき、「これで私たちは不安から
解放される」と言った人がいます。と
ころがそれを聞いたある高名な精神
科医が、｢そのようなことにはならな
い｣と断言したそうです。
　その結果はどうなったでしょうか。
そう、私たちは不安からは解放され
ませんでした。不安やうつ、怒りなど
のネガティブ感情は、不快ではあり
ますが、私たちにとって必要な感情
なのです。それは、こうした感情は私
たちに、今、身の回りで起こっている
ことに注意するように伝えるアラー
ムだからです。
　落ち込むのは、何か良くないこと
が起きているかもしれないとこころ
が伝えているときです。不安は危険
に、怒りは不当な扱いに対して浮か
んでくる感情です。そうした感情は、
私たちが安心して生きていくために
必要なのです。ですから、そうした
感情が浮かんだときには、何か問題
がないかどうか、少しだけ立ち止まっ
て周りを見回す必要があります。
　しかし、その一方で、その感情に

振り回されないようにすることも大
事です。アラームが必ずしも正確に
作動するとは限らないからです。誤
作動にすぐに反応してしまうと、混
乱して問題に対処できなくなります。
　そうした状態になるのを避けるた
めには、アラームが鳴ったときに、自
分の考えを振り返ってみると良いで
しょう。自分のこころの中に目を向
けて、何に落ち込んでいるのか、何
を心配しているのか、何に腹を立て
ているのか、自問自答することで冷
静になれます。どう行動すれば良い
か考えることができるゆとりも生ま
れてきます。

ネガティブ感情はこころのアラーム
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健康
マメ知識 笑いはつらさを「客観視」すること

　特集を監修した橋中さんは「介護
のつらさは話せると笑いに変わる」
と言います。例えば、トイレの失敗
は普段の話題にはなかなか出しづら
いもの。でも、介護をする人が集ま
る「家族会」や「認知症カフェ」では
同じ境遇の人が多く、安心して話せ
ます。気持ちよく話せて「あるある」
と盛り上がり、自然に笑いも起きま
す。「笑える」とは、「つらさから適切
な距離感を取れる状態」です。

　また、ユーモアを交えて川柳にす
るのもオススメ。介護服メーカー「キ
ラク」が主催する「キラク介護川柳」
の作品公募は、今年で12回目。ホー
ムページでは「デイへ行く母の笑顔
がお土産だ」など、介護する人とさ
れる人がほっとする川柳がたくさん
掲載されています。介護がつらいと
きは、「これ、川柳になるかも！」と
考えるだけでも心に余裕が生まれま
す。ぜひ、お試しください。

電話医療相談 ☎06-6314-1652 月・水・金9:00～16:00（受付は15:30）・土9:00～12:00

認定ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ（コムル）
「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/

　私（54歳・女性）は数カ月前から
物がゆがんで見えたり、見えにくさ
を感じたりするようになりました。2
カ月前には見えにくさがさらに増し
てきたので、心配になって眼科を受
診しました。すると、黄斑円孔と診
断され、手術が必要と言われたので
す。黄斑円孔とは、物を見るときに
焦点を合わせる黄斑部と呼ばれる部
分の網膜に、小さな穴（円孔）が開く
病気なのだそうです。
　そこで病院を紹介され、手術を受
けました。手術は成功して、退院後
の初めての外来受診のときに、「穴は
きれいにふさがっています」と言われ
て安心しました。
　ところが、視力が0.3から0.4とわ
ずかに上がっただけで、症状が回復

しているとはいえな
い状態なのです。また、
視野の中心部に依然
としてゆがみがあり、
本を読もうとしても文
字が薄くゆがんで見えるため、とて
も疲れます。
　それらの症状を外来で伝えるので
すが、若い医師で頼りなく、私の症
状を適切に受け止めてくれないので
す。それに、視力についても「回復し
ないこともあります」と言われるので、
最近は質問することを諦めています。
手術をした医師はベテランで、何を
質問しても明確に説明してもらえま
した。このままでは何のために手術
を受けたのか分からず、困っている
のですが……。

　手術自体は成功し
たと言われても、肝
心の視界のゆがみや
視力などの症状が改
善しなければ、患者
にとっては何も解決し

ていないのと同然です。それなのに、
医師が症状を理解し、今後の対応に
ついて説明してくれなければ、困って
しまうのも当然だと思います。
　相談者の話では、手術をした医師
の説明が安心できて明快だったそう
です。そこで、例えば眼科外来の看
護師に、「手術後の症状に不安があ
るので、執刀してくれた医師から説
明を受けたい」と希望を伝え、病院
の体制上可能かどうか尋ねてみては
どうでしょうか。「手術のときの状態

で、歪みや視力の回復の可能性があっ
たかどうかを知りたい」というように、
執刀医でないと説明できないポイン
トを強調すると良いと思います。

患者の悩み相談室COML Vol.32
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手術をしたが、症状が回復せず困っている

山口育子
（COML）

※ただし、月曜日が祝日の場合、翌火曜日に対応

私の相談

おう はんえんこう 　長期化しやすい介護の問題。だから、手助けしてくれる“サポーター”を集める
ことが大事です。「こんなことぐらいで」と抱え込まず、小さな心配事でもまず
相談し、１人でもサポーターを増やしましょう。
 「高齢の家族が急に高い買い物をした」「食事の量が減ったみたい」といった「ど
こに相談すればいいの？」という悩みは、市町村にある「地域包括支援センター」
へ。家族や近所の人でも電話やFAXで相談でき、ケースに応じてサポート窓口に
つないでもらえます。例えば、長女が「母が何のサービスも利用せず、祖母の介護
で疲れ果てている」と相談したら、機転を利かせた職員が「地域の介護の相談を
ヒアリングしています」と訪問してくれ、ようやくお母さんが相談できたケースも。
　介護離職が問題になっていますが、「迷惑をかけられない」「キャリアに影響が
出る」と、職場に現状を伝えられない人も多いもの。総務や人事に相談すれば、
介護休暇などの制度を教えてもらえますし、介護経験者は意外と多いので、相
談相手が増えることもあります。働きたい人が働けないのは、社会の損失。「甘え
てはいけない」と思わず、まず上司や周囲の人に現状を話すことから始めましょう。

1人で抱えこまず

できるだけ“サポーター”を集めよう1

　使える介護サービスはたくさんあるけれど、「申し訳ないから」と使わなかった
り、「他人が家に入ることを家族が嫌がる」というケースも少なくありません。
　介護サービスを利用する前に、「何に困っているのか」を具体的に聞いてみ
ましょう。父親が1人で母親の介護をしていたケースでは、「母さんが最近薬を
飲み忘れて困る」といった父親の悩み事から薬剤師の訪問指導が入り、その後、
訪問介護サービスの利用につながりました。
　また、伝え方ひとつでも状況は変わります。デイサービスを嫌がっていた母親
に「私1人では限界だから助けてほしい」と苦しい気持ちを伝えたら、「分かった」
と受け入れてくれ、いざ行くと楽しんでいるというケースも。
　「トイレの失敗が増えて眠れていない」という悩みが出てきたら、ショートステ
イを利用して介護の時間を減らす時期。良い介護をしたいのなら、「家族の問題
だから」とがんばりすぎず、起こされずに寝られる時間を確保しましょう。責任
感の強い人ほど「自分がやらなきゃ！」と抱え込みがちですが、介護サービスを
上手に活用して負担を減らすのも、大切なことです。

大事なのはムリをしないこと。

上手にサービスを利用しよう2

　メンタルヘルスでは、１日に２時間以上は１人の時間が必要だといわれますが、
多くの人にとって難しいのが現状。裏を返せば、それだけ私たちは限界までがん
ばっているということなのです。１日５分でもお風呂で脚をマッサージしたり、週
に１回でもゆっくりお茶を飲んだり、映画に行ったりする時間を確保しましょう。
　また、人に言えないモヤモヤした気持ちは、言葉にして外に出せば、考え込ま
ずに済みます。ブログやSNSに書き込んだり、ノートを作って「つらい」「叩きた
くなった」など、とにかく言葉にして外に出しましょう。寝る前にノートに書いて
頭の中を整理する習慣をつけたら、「薬や血圧のチェックを忘れなくなった」とい
う女性もいます。
　感情が爆発してしまったら、「ふー」っと長く息を吐いて、まずはその場を立ち
去ること。「優しくできない」とつらくなるときは、休みが必要なときです。自分を
楽しませることに罪悪感を持たないで、積極的に自分の時間を確保してください。

優しくできないときは休むとき。

介護うつにならないために3
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　超高齢社会の今、多くの人が経験する介護。「うちはまだ元気だから」
「もっと大変な人もいるから」といった声も聞きますが、介護をしている人は
がんばっている自覚がなく、知らないうちに心にストレスをため込んでしま
うことも。そこで、1人で家族3人の介護を「がんばった」橋中今日子さんに、
その経験から分かった「がんばらない介護」のコツをお聞きしました。

がんばらない介護すこやか
特集

1 市区町村で「要介護（要支援）認定」を申請
地域包括支援センターなどの代行申請も可能

2
■認定調査・主治医（かかりつけ医）意見書
　心身の状況について訪問調査／市区町村から主治医に意見書作成を依頼
■審査・判定
　介護度：要介護１～５または、要支援１・２を判定

3 申請から30日以内に市区町村から通知

4
要介護1～5 在宅：居宅介護支援事業者のケアマネジャーが

「介護サービス計画（ケアプラン）」を作成
施設入所を希望する場合は直接申し込む

5

「要介護認定の申請」

地域包括支援センターや市区町村に相談
介護や支援が必要な場合は要介護認定の申請へ

相談

要介護認定の調査、判定

認定結果通知

ケアプランを作成

介護サービスを利用
ケアプランに基づいたサービスを利用／利用者負担は1割または2割

※介護サービスの詳細は、地域包括支援センターや市区町村にお問い合わせください

介護サービスの利用の仕方

要支援1・2 地域包括支援センターで
「介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）」を作成

介護費用は「別会計」がベター

　長期にわたる介護では、お金の心配も出てきます。
  「月に1、2万円なら」と自分で出そうとする人も多いのですが、それが
何年ともなると大きな負担になります。親の介護費用には本人の年金を
当てるなど、自分の家計とは別会計にすることをお勧めします。
　また、長距離の交通費など高額の出費は、家族の間でも気遣われます
が、意外とケアされていないのが近場に住む家族がガソリン代などのこ
まごました出費を負担しているケース。トラブルを防ぐためにも、それぞ
れが負担している具体的な金額、付き添いや行き来の回数や時間をメモ
に書くなどして共有しておきましょう。


