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全国喫煙率（女性）
【9.8%】

9.9 9.1 8.5 7.1 7.1
9.0

喉頭がん 32.5倍

肝臓がん 1.5倍

膀胱がん 1.6倍

膵臓がん 1.6倍
胃がん 1.5倍

食道がん 2.2倍
口腔・咽頭がん 3.0倍

肺がん 4.5倍
肺気腫など 2.2倍

脳卒中 1.7倍

子宮頸がん 1.6倍女

虚血性心疾患 1.7倍

※そのほか、早産3.3倍、低出生体重児2.4倍など、妊婦への悪影響があります。

　たばこの煙には、200種類以上もの有害物質が含まれています。有害性の高いものの代表格がニコチン、ター
ル、一酸化炭素ですが、それ以外にもヒ素やカドミウムといった普通なら絶対口にしないものも含まれているの
です。これらがさまざまながん、脳卒中やクモ膜下出血などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の発症
原因のひとつとなります。COPDは慢性的に気道が閉塞状態になり呼吸がしづらくなる病気で、「たばこ病」とも
呼ばれています。COPDの死亡者数は年々増加していて、厚生労働省の統計によると平成24年の死亡原因で
COPDは9位となっています。
　また、たばこは美容にも大敵です。たばこはコラーゲンの生成を妨げ、ビタミンCを破壊し、肌を老化させます。
喫煙すると、シワやたるみのほか、歯や歯ぐきの着色、口臭、白髪、頭髪の脱毛をともない、10歳以上老け顔に
なるともいわれています。

禁煙のすすめ

非喫煙者と比較した喫煙者の死亡率（男性）

（厚生労働省資料　平山雄　1966-82ほか）

正常な肺 喫煙者の肺

　日本たばこ産業（JT）が行った調査によると、今年の国内の喫煙率は前年より1.2ポイント下がり、19.7％となりました
（男女別では、男性が前年比1.9ポイント減の30.3％、女性が同0.7ポイント減の9.8％）。健康意識の高まりや消費税
率アップにともなう値上げの影響で、19年連続で減っています。また、喫煙率の調査を始めた昭和40年以降、初めて
20％を割りました。喫煙に対する規制の強化や高齢化により、今後も減少傾向は続くものと見込まれます。
　ところが、せきゆけんぽの状況をみると、なぜか“世間の波”に逆行しているようです……。下のグラフは特定健診（平
成24年度・平成25年度）の問診回答をもとに集計したせきゆけんぽの喫煙率ですが、女性の60～69歳の方の群を除
き、男女ともにほとんどの年齢群で喫煙率が増加しています。また、全国の喫煙率より高くなっています。

こんなに高い！　せきゆけんぽの喫煙率

喫煙による疾病のリスク 喫煙者の肺

肺は
煙で汚れて
真っ黒に

体に悪いことしかないたばこ、それでも吸い続けますか？

“脱たばこ”で健康に
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喫煙者だけじゃない！

あなたのその煙が

大切な家族の健康を脅かします

が待っています

禁煙すると

　たばこから立ち上る煙「副流煙」には、喫煙者が吸い込む「主流煙」よりもずっと多くの有害
物質が含まれます。
　特に子どもへの影響は深刻で、幼児期に副流煙を吸い込むと、肺炎や気管支炎など呼吸
器疾患にかかるリスクが高まるほか、突然死症候群（SIDS）や肺の発達の遅れ、中耳炎、知
能低下などの原因にもなります。
　たばこの粒子は非常に小さく、衣服や部屋中の物の奥まで入り込むため、換気扇や空気清
浄機ではとても太刀打ちできません。
　“吸わないこと”が有害なたばこの煙から家族を守る一番の方法です。

 “百害あって一利なし”のたばこだけに、たばこをやめる
と取り戻せるものがたくさんあります。

　また、禁煙するとたばこ代に消えていっていたお金がま
るまる貯金になります。禁煙貯金でたまったお金で、家族
旅行や大きな買い物をして、がんばった自分にご褒美を
あげるのもよいでしょう。

● がんなどの病気にかかるリスクが減る

● 味覚が回復して、食べ物がおいしく食べられる

● 咳や痰がでなくなる

● 喫煙所を探してうろうろしなくてもよくなる

● 口臭が気にならなくなる

● 部屋が汚れず掃除が楽になる

● シワが目立たなくなる

こんなにたまる
禁煙貯金

※1日1箱460円として概算

こんなことができます
たとえば

　いざ禁煙を決意しても、長い間習慣的に吸っていたたばこを自分ひとりの力でやめるのはなかなか大変です。

　禁煙外来では、一定の条件を満たせば健康保険が適用され、12週間で5回の診察を受けます。

　はじめに健康保険で治療が受けられるかどうかをチェックした後、毎回の診察では呼気中の一酸化炭素を測定し

たり、禁煙補助薬の処方を受けたりしながら治療を進めていきます。医師のアドバイスも受けることができ、禁煙外

来での禁煙成功率は70％以上ともいわれています。

　禁煙外来をうまく利用して、“脱たばこ”を目指しませんか？

こ
ん

な
い

い
こ

と

約168万円 家族でヨーロッパ旅行10年で

約84万円 家族でハワイ旅行5年で

約17万円 家族で優雅にお買い物1年で

約83,000円 家族で国内旅行6カ月で

約41,000円
家族で人気スポットに
おでかけ3カ月で

約13,800円 家族で外食1カ月で

禁煙外来はあなたの強い味方です

まさに

百害あって

一利なし！
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メタボは医療費にも影響？

せきゆけんぽ　医療費状況

　上のランキングは、せきゆけんぽの平成25年度のレセプト（診療報酬明細書）データをもとに集計したものです。高血圧症、

脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病の代表格である病気が上位にランクインしています。生活習慣病は国民医療費の約

3割を占めていますが、せきゆけんぽでもこれらの病気に多くの医療費がかかっていることが見てとれます。

　生活習慣病の発症にはメタボリックシンドロームが大きな影響を与えます。そのためできるだけ早い段階でメタボリックシン

ドロームを予防・改善することが重要です。偏った食事、運動不足、喫煙、過度な飲酒やストレスといった日頃の不健康な生

活習慣を見つめ直し、できることから少しずつでも改善に取り組んでみませんか？

の

高血圧症 脂質異常症1 4

5せきゆけんぽで医療費が多くかかった病気  トップ

2 5

3

ぜんそく 糖尿病

鼻アレルギー

位 位

位 位

位

　メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血

圧、脂質異常、高血糖のうちいずれか2つ以上をあわせもった状

態のことです。そのままにしておくと、ゆっくりと、しかし確実に動

脈硬化が進行して、心筋梗塞や脳卒中という重大な病気を引き

起こします。

　喫煙は糖代謝や脂質代謝異常を引き起こすため、メタボリッ

クシンドロームを発症しやすくなるといわれています。特定健診

（メタボ健診）の質問票に喫煙歴の有無を確認する項目がある

のはこのためで、血圧、脂質、血糖の判定値で該当項目数が1つ

だけの場合でも、喫煙歴があると積極的支援の対象になります。

特定保健指導該当者で
たばこを吸っている人

2,960人中1,099人

動機付け支援該当者で
たばこを吸っている人

1,020人中70人

積極的支援該当者で
たばこを吸っている人

1,940人中1,029人

※平成25年度の特定健診問診結果より

たばことメタボの深〜い関係 せきゆけんぽでは？

該当者の
2分の1が
喫煙者！

該当者の
3分の1が
喫煙者

…メタボと密接な関係がある病気
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医療費増で保険料率もアップ？！

データヘルスが平成27年度からスタートします

　医療費が高くなると皆様の家計も苦しくなりますが、同じくせきゆけんぽの健保財政にも大きな影響を与えます。

　医療機関を受診して医療費がかかったとき、皆様は窓口でその一部だけを負担しますが、残りの医療費はせきゆけ

んぽが支払っています。医療費が増加することによって健保財政が悪化すると、保険料率の引き上げも避けられなく

なり、皆様の家計をさらに圧迫してしまいます。

　病気にかからない“健康な体”を維持することは、医療費の抑制につながり、またQOL（生活の質）を高く保つこと

もできるため、皆様にとって経済的にも身体的にもメリットが大きいことなのです。

　平成27年4月〜7月に、例年どおり、30歳以上の被保険者および被扶養者の女性の方を対象にした春季婦人生

活習慣病予防健診を実施します。

　詳細は11月中旬に事業所（本社）にご案内をお送りします。また、健保ホームページ（http://toseki-kenpo.or.jp/）

にも掲載いたしますのでご確認ください。

　国では、誰もが健康であり続ける社会を目指し、事業所と健康保険組合が一

体となった健康増進を推し進めることとしています。健診データや医療費などの

客観的な情報をもとに、効果的な保健事業を事業所・健康保険組合が連携し

て実施する「データヘルス」が平成27年度から始まります。

　せきゆけんぽでは今後、生活習慣病対策をより一層強化することで、「誰も

が健康であり続ける社会」になることを目指した事業展開を考えてまいります。

PDCAサイクル

事業所

協働

健診
データ等

医療費
情報等健保組合

ActCheckDo
Plan

保健事業
の

改善・修正

保健事業
の

評価

保健事業
の

実施

分析・計画
健診・医療費情報等の

データを活用・分析して

データヘルス計画を策定

今ココ ！

従業員
（被保険者）の

健康増進

医療費の抑制

平成27年度  春季婦人生活習慣病
予防健診（巡回）の

申込みが12月1日からはじまります！
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総数 12～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

男女別・年齢層別　悩みやストレスがある人の割合 ※12歳以上
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働き盛り世代は
ストレスも多い？！

やり方は十人十色 自分に合った方法でストレスを上手に発散

受け止め方で大きく変わる！ ストレスと上手に付き合うポイントは？

ストレスと上手にお付き合い
　平成24年の厚生労働省の調査によると、日常生活で悩み

やストレスが「ある」と答えた人の割合は48.1％。半分近くの

人が何らかのストレスを抱えているようです。また、年齢層別

にみると、男女ともに40代が最も高く、働き盛りの30代〜50

代は約半数の人がストレスを感じています。

　ストレスは何らかの刺激によって生体に生じる反応や状態のことを意味

していて、そのストレスを引き起こす要因をストレッサーと言います。たと

えば、職場におけるストレッサーは、仕事量や質の変化、過度な責任の発

生、人間関係、仕事上の失敗など、さまざまなものがあります。これらのス

トレッサーはマイナスの要因なので、本人もストレスがたまっていると気づ

きやすいものですが、中には気づきにくいものもあります。たとえば、昇進、

栄転といった本来なら喜ばしいことも、それによって環境が大きく変わり

ストレッサーになるため、注意が必要です。

　しかし、ストレスはすべて悪いというわけではありません。もしストレスが

まったくなかったら、心身ともに緊張がなくなり、無気力、無関心、意欲の

低下を引き起こします。適度なストレスは集中力や記憶力を高め、人に成

長を促してくれます。

保養所でのんびりリフレッシュ

　普段生活していく中でストレッサーとなるものはたくさんありますが、実際にそれらを大きなストレスだと感じるか、そうでもないと感じるか

は、受け止め方によってまったく違ってきます。物事は大抵悪い面とよい面が表裏一体になっています。何かが起こったとき否定的、消極

的にとらえるのではなく、少しでも肯定的、積極的に考える習慣をつけていけば、悪いストレスをため込まずにすみます。

　ストレスをため込んでいると、心身に疲労が蓄積して、うつ病や睡眠障害といった心の病に移行してしまうことも…。こまめにストレスを

解消していくことが大切です。

　ストレス解消には自分が楽しいと思えることが一番！　自分の好きなストレス解消法をあらかじめピックアップしておいて、仕事中の休憩

にはコレ、仕事終わりにはコレ、休日にはコレ、まとまった休みがあるときにはコレと、状況に応じてうまく使い分けてストレスを発散し、心を

元気に保ちましょう。

　いつも仕事が忙しい……。家事や子育てでいっぱいいっぱい！　そんなあなたにこそ休息が必要です。ぜひせきゆけんぽの契約保養所をご

利用ください。補助金制度も年度内2泊までご利用いただけます。

　また、７月より新たにビスタリゾートとも契約し、利用できる施設が増えました。WEBからのご予約にも対応していますので、ぜひご活用ください！

せきゆけんぽ専用のビスタリゾートWEBサイト ▼   http://www.vista-resort.com/sekiyu-kenpo

いま、ここで何ができるかを考える勝手な思い込みをしない ありのままを受け入れる

明日の発表に備えて、
いまできることを
やっておこう

自分を嫌っている
人もいるが、
そうでない人も
いる（だろう）

人は人、
自分は自分。

自分のよさは□□だ

明日は大事な
ミーティングで発表

しなければいけないけど、
失敗したらどうしよう…

みんなが
自分を嫌っている

あの人は
才能があって
うらやましい

　自殺者数や精神疾患の労災申請・認定数の増加を
背景に、今年6月に労働安全衛生法が改正されました。
これにより、平成27年12月からストレスチェック制度が
施行される予定です。施行後は、50人以上の従業員
がいる事業所に対して、医師・保健師等によるストレス
チェックの実施が義務付けられます。
　健診で体の不調を見つけるのと同じように、企業はスト
レスチェックをうまく活用して従業員の心の不調を早期発
見し、いきいきと働ける職場づくりを目指すことになります。

“こころの健診”で不調を早期発見！
～ストレスチェックの実施が義務化されることに～

出典：平成25年国民生活基礎調査

適度な

距離
感が

大切！

ストレスいろいろ

受け止め方はここに注意！
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ストレッチ

首起こし
ストレッチ

じんわり編

イラスト／宮本和沙

「天高く馬肥ゆる秋」といわれるように、この時季は空気が澄んで、空も高く感じられます。すがすがしいこの
季節こそ、ぜひ空を見上げて！ どこまでも広がる空間に、頭の中の“もやもや”がすっきり洗われていくかも。

アドバイス

床に仰向けになり、両ひざを立てる。両手
は組んで、後頭部の下におく。

両手で頭を起こす。首の後方が気持ちよく
伸びるのを感じながら16〜30秒キープ。
このとき、呼吸を止めないように。

上向き
ストレッチ

お手軽編

背すじを伸ばし、背もたれに背中がつかな
いようにしていすに座る。胸の前で両腕を
クロスさせ、肩甲骨の溝に手をのせる。

頭を後ろに倒すように上を向き、あごから下が伸びるよう意
識する。鎖骨にのせた手を少し下に引っ張るようにして、首
の前方が気持ちよく伸びるのを感じながら16〜30秒キープ。
※首に痛みがあるときは行わないでください。

首を伸ばして、頭すっきり
テレビやパソコンの画面を見ているとき、あごが前に突き出た姿勢になっていませんか。重い頭をこの姿勢で支え続けると、

首がこり固まる原因に。首のストレッチで血行を改善し、頭にも新鮮な酸素を送りましょう。

監修 渡邊玲子（管理栄養士、ストレッチトレーナー、認定心理士）

「あしたの健保プロジェクト」は、現在の健康保険の不健康状態の是正を
目指し、「皆様の声」を積極的に発信していくための健康保険組合連合会

（健保連）による広報プロジェクトです

「あしたの健保プロジェクト」サイトの「健保VOTE！」では、賛同意志をVOTE（投票）できます。
プロジェクトに賛同される方は、ぜひ投票をお願いします。

http://www.ashiken-p.jp/ 検  索あしたの健保

国民皆保険制度を維持しよう！主張 1
主張 2 現行の保険制度による、現役世代の負担を改善しよう！

主張 ３ 高齢者医療費への公費（税金）負担を増やし、現役世代の負担を軽減しよう！
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医薬品のネット販売が解禁になりました
薬局・薬店で買える一般用医薬品には、便利で安全に利用できるために販売ルールが設けられています。このルールが

見直され、今年6月から、インターネットでも販売・購入することができるようになりました。インターネットでの販売ルー

ルと購入の際に注意すべき点について確認しておきましょう。

一般用医薬品を対象にスタート

参考 ： 政府公報オンライン「医薬品のネット販売を安心して利用するために」

   新しい販売ルール
　私たちが使う医薬品には、医師の処方せんに基づいて薬剤

師が調剤する 「医療用医薬品」 と、市販薬・大衆薬とも呼ばれ

る「一般用医薬品」 の2つがあります。一般用医薬品は、副作用

などのリスクの度合いによって、「第1類医薬品」 「第2類医薬品」

「第3類医薬品」 に分類されています。

　これまで第3類医薬品以外は、インターネットでの販売は認めら

れていませんでした。しかし、昨年12月に薬事法が改正され、今

年6月から、使用に特に注意が必要な一部の医薬品を 「要指導

医薬品」 という新たな区分に位置づけて対面販売に限る一方、

第1類、第2類、第3類のすべての一般用医薬品は、一定の条件

の下、インターネットや電話などで販売できるようになりました。

一般用医薬品

一般用医薬品

医療用医薬品（処方薬）

対面販売

医療用医薬品（処方薬）

対面販売

改正前

改正後

ネット販売可

第3類医薬品

ネット販売可

第2類医薬品

ネット販売可

第3類医薬品

ネット販売可

第1類医薬品

対面販売

第2類医薬品

スイッチ直後品目＊（安全性の確認・原則3年）
＊医療用医薬品から一般用医薬品に転用されて間もない医薬品

対面販売

第1類医薬品

・スイッチ直後品目＊
・劇薬

要指導医薬品

対面販売

   購入時の注意点
　インターネット上には、違法な販売サイトや偽造医薬品の販売

サイトなどもあり、それらによる消費者トラブルや健康被害も発生

しています。価格の安さや薬の効果などを強調する広告に惑わさ

れず、安全な医薬品を、安心できる販売サイトから購入すること

が重要です。

　一般用医薬品をインターネットで販売する場合、 「店舗の正式

名称や住所」 「許可証の内容」 「実際の店舗の写真」 「勤務中の

薬剤師などの氏名」 「営業時間外を含めた連絡先」 などを表示・

掲載することが義務づけられています。必ずチェックしましょう。

※第2類医薬品、第3類医薬品の販売は、薬剤師や登録販売者が、使用者の状態などを確認の上、販売
の可否を判断し、販売（発送）します。

購
入
者

薬
剤
師

1 状態確認 注文時に性別、年齢、症状など、必要な情報を送信

2 情報提供 用法・用量、服用上の注意点など個別の情報提供

3 返信 提供された情報を理解した旨を返信

4 販売 商品（医薬品）の発送

   購入の流れ
　一般用医薬品のインターネット販売においても、実店舗と同様

に、薬剤師や登録販売者などが情報提供を行ったり相談に応じ

たりすることが義務づけられています。たとえば、第1類医薬品を

インターネットで購入するときの流れは、次のようになります。
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T r i v i a

T r i v i a

　日中の排尿回数が8回以上の場合を頻尿

といいます。しかし、1日の排尿回数は個人

差が大きいので、8回以下でも、自分で排尿

回数が多いと感じる場合には頻尿ということ

もできます。

　尿が近くなる原因には、前立腺肥大や膀

胱炎などの泌尿器科疾患によるもの、カフェ

インやアルコール、水分のとり過ぎによるも

の、冷えや心因性によるもの、糖尿病などの

内分泌疾患、薬剤による影響によるものなど

があります。普段から水分摂取量が多いと

思われる場合には、摂取量を控えてみましょ

う。知らずしらずのうちに、コーヒー、紅茶、

緑茶、アルコールなどを多く飲んでいること

があります。また、冷えが原因と思われる場

合には、下着などを工夫してからだを冷やさ

ないようにし、入浴時には湯船につかって、

からだを温めるようにするとよいでしょう。

　心因性の頻尿は、病気や尿量に問題がな

いにもかかわらず、気になって何回もトイレに

行ってしまう状態です。心因性なので、夜間

は頻尿ではないことが特徴です。薬剤の影

響が考えられる場合には、主治医に相談す

ることをおすすめします。ストレスが影響して

いるかどうかを検討するためには、頻尿の原

因がからだにないことを先に確認する必要

があります。受診先は泌尿器科が適切です。

　頻尿にともない、尿が出にくい、尿の勢い

がない、排尿痛、血尿、尿が濁る、残尿感

がある、尿量が少ない、尿量が多いなどの

症状があるときには、早めに受診をしてくだ

さい。

ムダにならない！ 豆知識

健康保険
トリビア

通勤災害で労災保険を使うと、
会社に迷惑がかかりませんか？

寄り道したりすると、
通勤災害にならない？

通勤中のけがには

保険証が使えない

途上に駅の階段から落ちてけがをして

しまった！ こんなとき、実は保険証は

使えません。通勤途上や帰宅途上の

けがは、業務中のけがと同様に労災

保険の適用となります。

　病院にかかったときは、通勤災害であることを伝え

て、必ず労災保険扱いで受診しましょう。

○治療費は全額労災保険適用。本人の自己負担はありません。

○治療中の無給期間は、生活費の一部を補てんする目的

で、休業補償給付なども支給されます。

労災保険を使っても会社が国に納める保険料は上がりません。また、本来労災なのに申請
しなかったことで「労災隠し」と判断されたりすれば、逆に迷惑がかかることも考えられます。No

会社に届け出ている経路以外でも合理的な範囲内であれば、労災保険が適用されます。No

通勤

原因に応じて飲料のとり方などに注意し、
ほかの症状があるときは早めに受診を

相 談
健 康

室

あ
な

た
も 悩 ん で い ま せ

ん

か
？

イラスト／宮本和沙

ご利用ください！　せきゆけんぽ健康相談室
無料でご利用いただける相談窓口です。穏やかなベテラン女医がお話を伺います。
毎月第2・第4火曜日10：00〜12：00［石油健保ビル5F］
ご予約はこちら　03-3265-3289（受付時間：9：00〜17：00）

通勤災害　よくある勘違い
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平成27年1月診療分から、高額療養費の自己負担限度額の改定が予定されています。

今回の改定では、収入に応じた負担を求める観点から、自己負担限度額がきめ細やかに設定されます。

※〈　〉内は多数該当（過去1年間に3回以上の支給を受けた場合の4回目以降）の限度額 

　高額療養費は支払い後に自己負担限度額を超えた分が払い戻されるしくみのため、一旦は医療機関の窓口

で高額な医療費を支払う必要があります。

　入院等で医療費が高額になりそうなときは、事前にせきゆけんぽに申請して「限度額適用認定証」の交付を

受けておきましょう。認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが

できます。

　詳しくはせきゆけんぽ給付課までお問い合わせください。

有効期限が切れたり、使わなくなった「限度額適用認定証」はせきゆけんぽにお返しください。

◉高額療養費自己負担限度額（70歳未満）の改定内容

〒102-0075　東京都千代田区三番町1-5　石油健保ビル　給付課　給付係

TEL：03-3265-3306

【改正前】 【改正後】

月単位の自己負担限度額

上位所得者
（標準報酬月額53万円以上）

150,000円＋
（医療費－500,000円）×1％

〈83,400円〉

一般所得者
（上位所得者・低所得者以外）

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

〈44,400円〉

低所得者（住民税非課税） 35,400円
〈24,600円〉

月単位の自己負担限度額

標準報酬月額
83万円以上

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

〈140,100円〉

標準報酬月額
53万～79万円

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

〈93,000円〉

標準報酬月額
28万～50万円

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

〈44,400円〉

標準報酬月額
26万円以下

57,600円
〈44,400円〉

低所得者（住民税非課税） 35,400円
〈24,600円〉

70歳未満の方の高額療養費が改定されます

「限度額適用認定証」の事前申請で
窓口負担を軽減できます

返却先

計算は病院ごと・１
カ月単位。月をまた

いだときは2カ月として計算さ
れます。

過去1年間に3回以
上対象になったとき

は、4回目から「多数該当」とな
り、自己負担額が軽減されます。

同一世帯で21,000
円以上の支払いがあ

るときは合計できます。

1
計算の
ポイント

32

せきゆけんぽからのお 願 い

制度改正
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事業主の皆様へ

7月より、せきゆけんぽのホームページで医療費やジェネリック医薬品に変えた場合の差額などが確認できるよ

うになりました。皆様の生活情報の一つとして、ぜひお役立てください。

　平成26年9月26日に、丸の内タニタ食堂においてせきゆけんぽの健康セミ

ナーが開催されました。

　今回のセミナーでは、東振協の特定保健指導の初回面談を受けていただ

いた方を対象に、メタボにならないための食生活改善をテーマに講演が行わ

れました。配偶者の方も一緒に参加できるセミナーとなっていたため、毎日の

食事づくりのヒントにもなったのではないでしょうか？

　せきゆけんぽではこれからも皆様の健康づくりに役立つセミナー等を企画

していきますので、ぜひご参加ください！

利用したいのに、「パスワードがわからない…」
「情報の見方がわからない…」。そんなときは
ヘルプデスクにお電話を。皆様のさまざまな
お問い合わせにヘルプデスクがお答えします。

「医療費のお知らせ」ヘルプデスク
TEL：03-5213-4540

夏の厳しい暑さの中、算定基礎届の作成・提出にご協力いただ
きましてありがとうございました。この算定基礎届（定時決定）によ
り、本年9月分の保険料から反映されておりますのでご確認くだ
さい（従前と同額で決定されている場合もあります）。

お盆休みの最中にもかかわらず、従業員の方の住所確認にご
協力いただき、誠にありがとうございました。お陰様をもちまして、
概ね住所登録が刷新されましたことをご報告させていただきます。

今後は住所変更につきましても、すみやかに届出書をご提出
ください。

【公告】 【事業状況（平成26年8月末現在）】

扶桑石油株式会社

有限会社浅賀

ダイヤ通商株式会社

事業所名称

事業所所在地変更   

東京都大田区

東京都杉並区

東京都豊島区

新所在地

東京都中央区

東京都中野区

東京都文京区

旧所在地

平成26年7月11日

平成26年7月14日

平成26年8月1日

　　　　女 5,315人

変更年月日

　　　　　　　女 238,868円

　　　　　　　男 350,675円

平均標準報酬月額 328,070円

　　　　男 20,974人

被保険者数 26,289人事業所数　925

算定基礎届のご提出、
ありがとうございました

 『スマイル』夏号返戻者の住所確認へのご協力、
ありがとうございました

ここを
クリック!

いつもの食生活を見直して健康に
～健康セミナー実施のご報告～

WEB版 医療費通知＆ジェネリック差額通知で、
あなたの医療費が確認できます

● タニタ社員食堂のコツ「1食500kcalの
バランス定食」

● 今日からできるヘルシーレシピ実践編
「外食、コンビニ活用術」

● タニタ食堂の定食を実際に食べて学ぶ
　（1食500kcalのバランス定食を実際に試

食しました！）

バランス定食の一例「鶏肉のしそ焼き定食」

当日の講演内容

ネットで簡単！
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ブロッコリー ………………… ½株
パプリカ ……………………… ½個
れんこん ……………………… 5cm分（70g）
ズッキーニ …………………… ½本（100g）
まいたけ、しめじ、しいたけ … 各½パック
しょうが ……………………… 1かけ（7g）
めんつゆ（ストレート） ………… ⅓カップ
ポン酢 ………………………… ¼カップ
ごま油 ………………………… 小さじ1
塩 ……………………………… 少々

❶ ブロッコリーは小房に分けて、塩を入れた
湯でさっと固めにゆでる。

❷ きのこ類は食べやすく小房に分ける。ズッ
キーニは1cmの厚さに切る。れんこんは皮
をむき、5mmの厚さに切る。パプリカは一
口大に切る。

❸ フライパンにごま油を熱し、❷を軽く炒める。
❹ めんつゆとポン酢を合わせ、しょうがの千

切りを加えたら❶❸を漬ける。

（4人分）1人分 49kcal（2人分）1人分 63kcal（2人分）1人分 364kcal

まいたけ ……………………… ½パック
だし …………………………… 2カップ
山いも ………………………… 70g
小ねぎ ………………………… 1本
酢 ……………………………… 少々

【A】酒 ………………………… 大さじ1
みりん …………………… 小さじ1
塩 ………………………… 小さじ¼
しょうゆ …………………… 小さじ2

❶ まいたけは、食べやすい大きさにほぐし、
だしと【A】で煮る。

❷ 山いもは皮をむき、酢水につけてアク止め
したら、すりおろす。

❸ ❶の火を止める間際に❷をスプーンです
くって落とし入れ、10秒ほど温める。

❹ 山いもが崩れないように器にそそぎ、小口
切りにした小ねぎを散らす。

鶏むね肉 ……………………… 100g
長ねぎ ………………………… ⅓本（30g）
ししとう ……………………… 6本
しいたけ ……………………… 2枚
小麦粉、サラダ油 …………… 各小さじ2

【A】しょうゆ、みりん ………… 各大さじ1
酒 ………………………… 小さじ2

【しらたきごはん（3人分）】
米 ……………………………… 2合
しらたき ……………………… 300g（1袋分）

低カロリーで食物繊維が豊富なきのこ類は、丼だけでなく副菜、汁物にも

たっぷり取り入れています。とくに、甘辛いたれが絡んだ鶏のくわ焼きとの

相性は、栄養的にも抜群。きのこには抗がん作用や整腸作用があるといわ

れるβ-グルカンが豊富に含まれており、鶏肉のたんぱく質が作り出す免疫

細胞は、このβ-グルカンにより活性化されるのです。また、食欲が増す秋は

カロリーのとりすぎも気になるもの。そんなときは、丼のごはんをしらたき

ごはんにするだけで、カロリーを約3分の1に抑えることができます。きのこ

やしらたきで腸内環境が整えば、美肌効果、老化防止なども期待できます。

たっぷりきのこで整腸・快腸！

体調がゆらぎやすい季節には、
旬のきのこをたっぷり使って。

食物繊維豊富な献立で、
体をやさしくいたわりましょう。

3

3

2

2

しょうがをきかせてさっぱり感をアップ。
冷蔵庫で2〜3日保存可能で、時間が
たつほど味がなじんでおいしくなります。
冷蔵庫の余った野菜でも応用できます。

Point

鶏むね肉は焼く前に小麦粉をつけることで、パサつ
きにくくなり、下味がなくても味がしっかり絡まりま
す。さらに煮詰めるととろみと照りが出ます。

Point
粘りが強い山いもは、火にかけすぎると
固くなります。10秒ほど火にかけ、半分
とろりとした状態になればOK。長いも
の場合は、小麦粉を混ぜると上手にま
とまります。

Point

1

1

料理：田中可奈子
（料理研究家、フードコーディネーター、栄養士、調理師、食育指導士）

写真：片山貴博

バ 群ラ ス
ン 抜

❶ しらたきは一度ゆでこぼす。ざるに上げてしっかり水
気を切ったら、米粒ほどのみじん切りにする。

❷ 炊飯器で米を２合炊くように水加減をしたら、❶を加
え、かき混ぜずに炊き上げる。蒸らしたらかき混ぜる。

❸ 鶏むね肉は一口大のそぎ切りにする。長ねぎは斜め切
りに、しいたけは食べやすい大きさに切り、ししとうは
切れ目を入れる。

❹ フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉に小麦粉をはた
きながら薄くつけ、こんがりと焼く。焼き目がついたら
返し、野菜を加える。【A】を加えて中火で煮詰めたら、
強火にして味を絡める。

❺ 器に❷を入れ、❹を盛る。




