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◉特集

重症化を予防する！

高血圧症

石油製品販売健康保険組合

健保連によるプロジェクト

せきゆけんぽホームページから
アクセスしてください！

ご家庭に
お持ち帰り
ください



　高血圧とは、心臓から押し出された血液が血管壁を内側か
ら押す圧力、つまり血圧が高過ぎる状態をいいます。血圧は、
興奮や緊張をすると上昇するほか、一日の中でも変動します
が、収縮期血圧（上の血圧）と拡張期血圧（下の血圧）のどち
らか一方でも基準値より高いと、高血圧と診断されます。
　高血圧には、二次性高血圧という特定の病気が原因で起
こるものもありますが、大半は遺伝的要因、加齢、生活習慣
の乱れなどが重なって起こる本態性高血圧です。高血圧を招
く生活習慣には、塩分過多、肥満、運動不足、多量飲酒、ス
トレスなどがあげられます。

　健診で「要医療」になっても、何の症状もないから大丈夫
と、治療しない人が多くいます。しかし、高血圧はじわじわと
進行する病気。ある日突然、脳卒中や心筋梗塞など、命を脅
かす発作が起きます。
　少し高めの正常高値血圧も、高血圧に進行する可能性がある
ので要注意。生活習慣の改善が望まれるうえ、糖尿病などの危
険因子を持っていると、場合によっては治療が必要になります。
　「血圧が少し高め」を放置しておくと、しなやかな血管壁が
傷ついて硬くなり、動脈硬化を招きます。傷ついた血管壁に
はコレステロールがつきやすくなって動脈硬化が促進され、
さらに血圧が上がるという悪循環に陥ります。そうなると脳卒
中や心筋梗塞などの合併症を引き起こすリスクが高まります。
　健診で「高血圧」または「血圧が高め」と言われたら、必ず
内科医を受診しましょう。

監修／河野雄平（国立循環器病研究センター　高血圧・腎臓科　部長）
文／池口美穂（フロンテア）　イラスト／いしい ゆき

家庭血圧優先

降圧目標（診察室血圧）

家庭血圧と診察室血圧の値が異なるときは、
家庭血圧を優先する。

若年・中年者130/85mmHg →140/90mmHg
後期高齢者（75歳以上）140/90mmHg →150/90mmHg

平成26年4月、高血圧治療ガイドラインが5年ぶりに改定されま
した。おもなポイントは右のとおりです。

高血圧治療ガイドライン2014について

加齢や生活習慣の乱れが
高血圧を招く

血圧が少し高めでも要注意
早めに受診して治療を

高血圧の患者数は４０００万人以上といわれていますが、
その治療や血圧のコントロールは十分とはいえません。
高血圧は自覚症状がなくても、じわじわと血管を蝕んでいきます。
血圧が少し高めのうちに受診して、重症化を防ぎましょう。

高血圧症

☆家庭血圧での高血圧の診断基準 １３５かつ／または８５mmHg以上
高血圧治療ガイドライン2014（日本高血圧学会）

収縮期（最大）血圧と拡張期（最小）血圧を測定し、
血管や心臓への負担の程度を予測します。

健診結果のココをチェック！

血圧値の分類

正常域血圧

高血圧

（mmHg）

分類 収縮期
（上の血圧）

拡張期
（下の血圧）

至適血圧 １２０未満 かつ ８０未満
正常血圧 １２０～１２９ かつ／または ８０～８４

正常高値血圧 １３０～１３９ かつ／または ８５～８９
Ⅰ度高血圧 １４０～１５９ かつ／または ９０～９９
Ⅱ度高血圧 １６０～１７９ かつ／または １００～１０９
Ⅲ度高血圧 １８０以上 かつ／または １１０以上

高血圧症有病者の状況
血管の老化にともなって血圧が高くなるため、
加齢とともに高血圧になりやすくなります。

平成24年国民健康・栄養調査報告（厚生労働省）

特 集 重症化を予防する！
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前回の「スマイル」秋号でご案内しましたとおり、
せきゆけんぽで医療費が多くかかった病気※の1位は、スバリ「高血圧症」です。
今号では重症化予防の観点から高血圧症を特集します！  ※平成25年度レセプトデータによる
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　高血圧で「要治療」といわれたら、しっかり治療しましょう。
高血圧治療の目的は、血圧を下げて心臓や血管などの合併
症を防ぐこと。減塩、肥満解消、節酒、禁煙など生活習慣の
改善を基本に、薬物治療を行います。
　高血圧の薬は、ずっと飲み続けなくてはいけないから嫌だ
という人もいますが、飲まないで血圧が高い状態が続くほう
がより危険です。なお、降圧薬を服用する際は、自己判断で
薬の量を減らしたり、服用を中止したりしないこと。飲みあわ
せにも十分注意しましょう。
　高血圧は、できるだけ早期に治療をスタートし、継続する
ことが重症化を防ぐカギ。家庭でも毎日血圧を測定し、血圧
管理をすることが大切です。

若年・中年者130/85mmHg →140/90mmHg
後期高齢者（75歳以上）140/90mmHg →150/90mmHg

生活習慣の改善と降圧薬で
血圧を上手にコントロール 高血圧は腎臓にも大きなダメージを与えます

　腎臓には糸
し

球
きゅう

体
たい

と呼ばれる濾
ろ

過
か

装置があります。糸球体は
毛細血管のかたまりのようなもので、血液の中の老廃物を濾

こ

し取って、尿にして体の外へ出すという大切な役割を担って
います。そのため動脈硬化が起こって血液の流れが悪くなる
と、腎臓の働きは大きく低下して腎不全となり、最後には人工
透析をしなければ生きていけない体になってしまうのです。
　糖尿病が腎臓機能の低下を引き起こすことはよく知られて
いますが、高血圧も同じく腎臓に悪影響を及ぼすため、注意
が必要です。

人工透析は体への負担だけでなく、治療のために多くの時間
も奪われ、QOLの低下を招きますが、影響を受けるのはご本
人だけではありません。人工透析には高額な医療費がかかる
ため、せきゆけんぽの財政をも圧迫してしまいます。

自覚症状がないまま動脈硬化が進行し、やがて全身にさまざまな
合併症を引き起こします。とくに脳、心臓といった人体の中心的な
臓器に現れる症状は深刻で、生命を脅かす危険性が高くなります。

高血圧の合併症

血圧が高い状態を
放置するとどうなる

詳しくは「日本高血圧学会」のホームページをご覧ください。

http://www.jpnsh.jp/

怖い！ 

痛い！ 
脚

閉塞性
動脈硬化症

目
眼底出血脳梗塞

脳出血❶
認知症

脳

胸部・腹部
大動脈瘤

大動脈解離

腎臓
腎不全

case❶
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狭心症

心筋梗塞❷
心肥大
心不全
不整脈

脳出血

心筋梗塞

QOＬの低下と思わぬ負担増

重篤な合併症を引き起こした場合、命が助かっても重い障害が残ること
があり、それまでの生活が一変するようなQOＬの低下をもたらします。住
宅改装など想定外の負担も増え、治療やリハビリに要する医療費は生涯
にわたり続いていくことになります。高血圧の治療は、左図に示すような
合併症を効果的に防ぐことが証明されています。

脳内の血管が破れ出血する脳出血は、原因の60〜70％が高血圧。
症状は出血している部位によって違うが、頭痛、吐き気、意識や歩
行の障害などがあり、ひどいときはこん睡状態に陥ることも。回復
後は手足のまひや言語障害など重い後遺症が残ることも多い。

冠動脈が動脈硬化や血栓によって閉塞し、心筋に十分な血液が送
られなくなるために起こる。血管が完全に詰まってしまうため、そ
の先の心筋の組織に壊死が起こる。胸をえぐられるような激しい心
臓発作を伴うことも多い。発作後、24時間以内の死亡率が高い。

人
工
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析

体への負担

医療費

大

高

糖尿病だけ
じゃない！
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年に一度のカラダメンテ

東振協・健診コース別自己負担金

◇対象年齢は平成28年3月31日までに達する年齢です。
※配偶者以外の被扶養者は25歳以上が対象です。

Information

　健康診断・特定保健指導は、東振協への委託を中心にして実施します。東振協契約健診機関以外で受診される方

には補助金制度もございます。

40歳以上の被保険者・被扶養者

30歳以上の被保険者・被扶養者

29歳以下の被保険者・被扶養者

5,000円

5,000円

対象外

無料

1,000円

1,000円

5,000円

5,000円

対象外

20,000円

対象外

対象外

　30歳以上の被保険者および被扶養者には、例年どお

り平成27年4月～7月に＜春季＞婦人生活習慣病予防

健診を実施します。東振協Bコースとほぼ同等の検査項

目に婦人科検査を含んだ健診が、自己負担5,000円で

受診できる女性にお得なコースです。

　また、平成27年6月頃には＜秋季＞婦人生活習慣病

予防健診の申し込みがスタートする予定です。

婦人生活習慣病予防健診 ＜春季・秋季＞

　補助金制度を利用した場合の【婦人科検査加算2,000円】は廃
止され、平成27年度より東振協契約健診機関受診者と同様にオプ
ション扱いになります。

平成27年度から補助金制度の
婦人科検査加算が廃止されます

　平成25年度（平成25年4月～平成26年3月末）に健診を受け、補
助金請求をされる方は、お早めに請求してください。
　補助金請求は、健診を実施した日の翌日から1年以内となっており、
請求期限が過ぎますと補助金をお支払いできなくなります。
　なお、平成26年度に受診された方も、早めにご請求ください。
　また、平成27年度からの請求期限は「6カ月以内」となります。

補助金請求はお早めに！

平成26年度 健康診断について

平成27年度 健康診断について

　健康診断は、今の健康状態を確認し、自覚症状のあらわれない体の異常を発見する大きなチャンスです！

　平成26年度（平成26年4月～平成27年3月末）の健康診断をまだ受けていない方は、ぜひ都合をつけて受診しましょう。

　冊子『健康診断のご案内』と健診申込書は、3月上旬に各事業

所（本社）および任意継続被保険者様宛にお送りする予定です。

　健康診断に関する事項は、せきゆけんぽホームページでもご

覧になれます。

　また、ご質問やご不明な点は、せきゆけんぽ健康管理課へお
問い合わせください。

TEL：03-3265-3289

健康診断のご案内と申込書をお送りします！

健康診断のご案内

D1コース Bコース A2コース
※ 婦人健診

（春季・秋季）

まだ
間に合います！
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データヘルス計画の推進は、
健康保険組合と事業所の協働がポイント！

便利なコンテンツ・ツールをご活用ください

　「データヘルス計画」は、健康保険組合が保有している健

診データと医療費データを突き合わせて分析した結果をも

とに、効果的・効率的な保健事業を行うための計画です。

　そのためには、特定健診の受診率向上とともに、せきゆ

けんぽにご加入の皆様自身が健康寿命をのばそうと意識す

ることが重要です。また、事業の実施にあたっては、従業員

が健康保持・増進を図ることへの事業主の皆様のご理解ご

協力が必要不可欠となります。

　せきゆけんぽでは、各事業所に「健康保険委員（仮称）」

を委嘱させていただき、従業員の方 に々対して健康づくりへ

の意識づけや、健診受診・健康イベントへの参加の勧奨な

どを行っていくことを検討しております。具体的な取り組みに

つきましては、平成27年度予算編成に向けた組合会等で取

りまとめますので、ご協力の程、よろしくお願いします。

せきゆけんぽのホームページには、健康保険についてのご案内ページのほかにも、皆様の健康
づくりに役立つ情報や、かかった医療費をご確認いただけるコンテンツやツールがあります。ぜ
ひアクセスしてみてください。

医療機関にかかったときの医療費や、処方されるお
薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額な
どがひと目でわかります。パスワードはせきゆけんぽ
よりお送りしている案内状をご覧ください。

「パスワードを忘れてしまった……」「見方がわからな
い」などのお困りごとは「医療費のお知らせ」ヘルプ
デスクへ。

TEL：03-5213-4540

健保組合 事業所

従業員委員

　健康診断は、今の健康状態を確認し、自覚症状のあらわれない体の異常を発見する大きなチャンスです！

　平成26年度（平成26年4月～平成27年3月末）の健康診断をまだ受けていない方は、ぜひ都合をつけて受診しましょう。

ホームページ
活用術

「家族を扶養に入れたいんだ
けど……」「高額な医療費が
かかったら？」「出産したとき受
けられる給付は？」など、皆様
の気になる疑問にQ&A形式
でお答えします。

週1回、月2回、旬の健
康情報を更新。話題の
病気や生活習慣病、メ
ンタルヘルス、ヘルシー
レシピ等、生活に役立
つ医療・健康情報が満
載です。

パスワード：06134365

お役立ち健康情報がいっぱい！

「みんなの健康ライブラリー」
かかった医療費をささっと確認！

「医療費通知＆ジェネリック差額通知」

健康保険にまつわる
疑問をさくっと解決！
「よくある質問」

http://www.toseki-kenpo.or.jp/

スマホ版も
あります！

検　索せきゆけんぽ

せきゆけんぽ

特定健診
健康づくり事業
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T r i v i a

T r i v i a

　高血圧症に対する生活習慣の修正項目とし

て、次の6つのポイントがあります。

（１）減塩を心がけましょう。1日の食塩摂取量の

目標値は6g未満にします。

（２）食塩以外の栄養素もバランスよくとりましょ

う。野菜や果物を積極的に食べて、コレステロー

ルや飽和脂肪酸の摂取を控えましょう。魚も積極

的に食べましょう。ただ、腎障害や糖尿病などに

より、すでに食事療法を行っている場合は、主治

医の指示に従いましょう。

（３）減量しましょう。BMI［体重[㎏]÷（身長[m]×

身長[m]）］は、25未満を目標にして、減量に取り

組んでみましょう。腹囲を減らすことも忘れずに。

（４）適度な運動をしましょう。中等度の強さの有

酸素運動を、定期的かつ継続的（毎日30分以上

を目標）に行うことが大切です。ただし、心臓・血

管病のリスクが高い場合は、事前に医師に相談し、

指導を仰いでください。

（５）お酒を控えましょう。アルコールはエタノール

換算で、1日男性は20～30ml以下、女性は10

～20ml以下にしましょう。エタノール換算：20

～30mlは、例えば、日本酒1合、ビール中ビン1

本、焼酎半合弱、ウイスキー・ブランデーダブル

1杯、ワイン2杯弱に相当します。

（６）禁煙しましょう。喫煙は心臓・血管病のリスク

を高める要因であり、高血圧への影響も指摘さ

れています。受動喫煙を含んだ、喫煙防止に努

めましょう。

　ほかにも、寒い時期になってくると防寒やスト

レスの管理なども大切です。複合的に生活習慣

を変えていくと、高血圧の改善にとても大きな効

果があることがわかっていますので、ぜひ取り組

むようにしてくださいね。

ムダにならない！ 豆知識

健康保険
トリビア

処方せんの有効期間

処方せんを持って

薬局に行くなら

19時前がよい

日の夜間でも開いている医療機関が増え、仕事帰り

など遅い時間帯に医者にかかることも少なくありま

せん。医療機関で処方せんをもらい、院外薬局へ。

そんなとき、いつもと同じ処方薬なのに少し高いような…と思っ

たことはありませんか？ 保険薬局では営業（開局）時間内であっ

ても、平日19時以降の調剤には「夜間・休日等加算」として400

円※の割り増しがあります（土曜日は13時以降）。薬局内を見る

と、加算の対象となる受付時間帯が掲示されているはずです。

　同様の割り増しは医療機関で診療を受けた場合にもありま

す。必要な届け出をした診療所では、診療時間内であっても平

日の18時以降には「夜間・早朝等加算」として500円※が加算

されます（土曜日は12時以降）。ご注意ください。

※小学校入学後～69歳ではこの金額の3割を窓口負担します。

通常、処方せんの有効期間は交付日を含めて4日間（休・祝日含む）です。

緊急でなければ翌日、割り増しのない時間帯に行ってもよいでしょう。

平

減塩や野菜の摂取を心がけ、
肥満がある場合は減量しましょう

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。高血圧症についてのお悩みも医師にご相談いただけます。

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）
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効果アップの食べ合わせ

　多く流通しているのは西洋かぼちゃという種類で、栄養
面で優等生。100gあたり4000㎍ものベータカロテンを
含み、１日の必要量（650～850㎍）を大きく上回ります。
ベータカロテンは体内でビタミンAに変わり、粘膜や皮膚
を丈夫にし、かぜ予防やお肌のケアに役立ちます。
　ほかにも、血行をよくするビタミンEや、体を構成するコ
ラーゲンというたんぱく質を合成し、ウイルスやストレス
への抵抗力を高めるビタミンCなどの栄養素を豊富に含ん
でいます。かぼちゃのビタミンCは熱に強いので、煮ても
焼いても効率よくとることができます。

ジンゲロンはしょうがの辛み
成分で、血行をよくし、体を
温める。作用としては、ビタ
ミンEも同様。

冷え予防

×

×

→

→

ビタミンE

ベータカロテン・
ビタミンC

ジンゲロン

たんぱく質

かぼちゃ

かぼちゃ

しょうが

鶏 肉

カラダが喜ぶ

食べ合わせ

監修 高木澄子
（保健同人社 管理栄養士）

かぼちゃ

いずれも、免疫力を高める
栄養素なので、かぜ予防に
役立つ。鶏肉は、皮を除くと
エネルギーダウンできる。

かぜ予防

ちょこっと
ストレッチで今より10分多く体を動かすことが、健康寿命の延伸につながるといわれています。

眠りにつく前にほどよく体を動かして、ぐっすりと気持ちのよい睡眠をとりましょう。
よい眠りは体と心の疲れを癒し、新しい活力を生み出します。

眠りにつく前に…

監修／福田千晶（医学博士・健康科学アドバイザー）

イラスト： ふじいふみか

自律神経を休め眠りやすくたっぷり酸素を取り入れスッキリ

●腕を伸ばさず、
　あごが引ける ●体が回らず、腕と目だけが動く

うつぶせになり、
両手を肩の横に
つける。

肩幅に足を広げて
立つ。両腕で体の
前に輪を作る。

息をゆっくり吐きながら、
腰を右へ回転して5秒間
維持。

息を吸いながら体
を正面に戻し、同
様に左へ回転。

腹式呼吸で＋うつぶせに
なって＋

左右
交互に
4回行う

4回行う

×これはNＧ ×これはNＧ

息を吐きながら背中を
そらし、天井を見る。
5秒間維持。

ゆっくりと体を戻して
リラックス。
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ポイントは“仕事”に関係しているかどうか？

業務上・通勤途上のケガは
健康保険ではなく労災保険の申請を！

　ケガをして病院にかかるとき、どんな場合でも保険証を使って受診すればよいと思ってしまいがちですが、
実は保険証を使うことができないケガがあるのをご存じですか？
　仕事中や通勤途上にケガをした場合は、すべて労災保険扱いとしなければならないと法律で定められてい
ます。このような場合でも、「ケガの程度が軽いから」「自損事故だから」といった理由で健康保険を使ってし
まう方がいますが、そもそも健康保険と労災保険のどちらを使うか、自由に選択できません。
　また、労災保険が適用されると、治療費の自己
負担はなくなります。これに加えて、治療のために
働けない期間は休業（補償）給付も支給され、手厚
いサポートを受けることができます（右表参照）。

労災の場合は最初から労災保険扱いで受診を
　健康保険を使えないケガなのに、誤って保険証を使って病院にかかってしまっ

たときは、まずは受診した病院に労災保険に切り替えられるかを確認してみましょ

う。もし切り替えられない場合は、せきゆけんぽが負担している医療費（7割）を一

旦せきゆけんぽに返してから、あらためて労災保険に請求する手続きを行わなけ

ればなりません。その場合、治療費は一時的に全額自己負担になりますし、手続

きが完了するまでに時間もかかり、皆様にとって大きな負担となってしまいます。

　そのため、病院を受診される際にはケガした原因を詳しく伝え、最初から労災

保険扱いで治療を受けていただくようご注意ください。

　なお、労災保険の適用になるかどうか判断が難しい場合には、会社を管轄して

いる労働基準監督署にご相談ください。

　皆様が健康保険を使って病院にかかると、後日、病院

からの請求書がレセプトというかたちでせきゆけんぽに届き

ます。しかし、レセプトにはプライバシー保護の観点からそ

の原因についての記載はされていません。そのためせきゆ

けんぽでは、被保険者の皆様に照会して負傷原因の確

認を行い、健康保険の適用とならない場合には、第三者

（加害者）へ医療費の返還を求めたり、労災保険に切り

替えを行うことで保険給付の適正化を図っています。せき

ゆけんぽから照会があった際は、必ずご回答ください。

負傷原因の照会にご協力ください

種類 労災保険 健康保険

療養の給付 全額 7割

休業補償 8割 標準報酬日額の2/3

※労災保険では、上記の他に障害（補償）給付、遺族（補償）給付、
　葬祭料などの保険給付も受けられます。

正社員ではないけど、
労災保険が使える？

※「業務災害」で一定規模の会社の場合は、労
災保険料が増減することがあります。

労災保険を使うと、
会社に迷惑がかかってしまう？

損害保険会社から
健康保険を使うように言われても、
労災保険を使えることもある？

　
賃 金をもらって働いて

いる労 働 者であれば 、

契約社員、アルバイト、

パートタイマー等の雇用

形態に関係なく、すべての方が労災保

険の対象となります。また一定期間以

上働いていたかどうかも関係なく、たと

え1日限りのアルバイトであっても労災

保険が適用されます。

　
労災保険を使っても、基本

的に会社が国に収める労

災保険料が上がることはあ

りません※し、その他でも会

社に迷惑がかかるということはありません。

むしろ、本来労災保険で申請すべきところ

をしなかったことで、会社が「労災隠し」を

していると判断されてしまうと、処分の対象

となり、逆に迷惑がかかってしまいます。

　
損 害 保 険 会 社 に業 務

上・通勤途上のケガであ

ることが正しく伝わって

いなかったり、その担当

者が労災保険についてよく知らなかっ

たりするというケースもあります。

損害保険会社に相談するときは、必ず

「業務上・通勤途上のケガ」であること

を伝えるようにしましょう。

病院受診の心得

労災保険 クイズ○×まる ば つ

○ ○
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昨年末に事業主様をとおして、該当の方々へ「被扶養者資格調査書」をお送りさせていただいております。
記入がお済みになりましたら、事業所のご担当者にご提出ください。

詳細はせきゆけんぽホームページにも掲載していますので、あわせてご覧ください。

※配偶者（18歳以上）の方については証明書等の提出は不要ですが、事業主様（または事業所のご担当者様）に確認作業をお願いしております
ので、ご協力ください。

※ご提出いただいた書類等に係る個人情報につきましては、当該確認調査以外の目的では利用いたしません。
※この調査は、健康保険法施行規則第50条に基づき、医療費の適正化のために、被扶養者の認定状況の再確認を目的として実施しております。

今回の調査において、以下に該当される方は所得証明などの提出が必要です。ご注意ください！

配偶者以外の被扶養者で18歳以上の方

皆様のご協力、どうぞよろしくお願いします！

平成27年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、340千円になります（平成26年度は320
千円でした）。具体的な金額については、2月下旬ごろにあらためて通知いたします。

国民健康保険への切り替えもご検討ください
　任意継続保険は、加入したら何が何でも2年間継続しなければならないものではありません。保険料を納
めなければその月の10日で資格を喪失※し、国民健康保険に切り替えることができます。
　国民健康保険の保険料は地方税をもとに算出されます。そのため、最初は任意継続のほうが安かったが、
気がつかない間に国保のほうが安くなっていたということが結構あります。確定申告を終わらせたタイミング
で市区町村に確認し、来年度も任意継続を続けるかどうか、検討されることをおすすめします。

任意継続被保険者の皆様へ

 「被扶養者資格調査書」

任意継続被保険者標準報酬月額

の早期提出にご協力ください！

の上限が改定されます

提出期限 ： 平成27年2月20日まで（せきゆけんぽ必着）

検　索せきゆけんぽ

平成27
年度

※納め忘れた場合は続けたくても資格がなくなります。また、前納制度により前払いした場合は、その期間中は任意継
続保険をやめることはできません（再就職や死亡の場合はこの限りではありません）。
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普段なかなか測る機会がない血管年齢・骨密度・体脂肪
等をチェックできます！ 健康についてのお悩みも保健師に
ご相談いただけます。

5kmまたは10kmのコースを選んで参加できます。完走
者には完走証、参加者には記念品が贈呈されます！

3/1（日） ※小雨決行開 催日

スポーツの森｢大井陸上競技場｣
都立大井ふ頭中央海浜公園内（品川区）

場 所

一人につき1,500円参加費

http://www.toshinkyo.or.jp/event/
イベント詳細

・
お申し込み情報 http://www.tamakenshin.jp/topics/

イベント詳細
・

お申し込み情報

3/7（土） ［受付時間］13：00～17：00開 催日

むさし府中商工会館ホール（府中市）場 所

無 料参加費

東振協では、皆様の健康づくりに役立つさまざまなセミナーやイベント
を行っています。
以下のイベントにはまだ空きがございます。ふるってご参加ください！
※お申し込みのタイミングによっては、定員オーバーになっている場合もございますので、ご了

承ください。

健康イベントで

健康力アップ！
ミニマラソン大会 健康相談

まだまだ
募集中

せきゆけんぽでも健康相談を常時受け付けています。ぜひご利用ください！
健康管理課　TEL：03-3265-3289

【公告】 【事業状況（平成26年10月末現在）】

事業所名称

事業所所在地変更

新所在地 旧所在地

同盟石油株式会社 北海道札幌市東区 北海道札幌市中央区 平成26年9月22日

株式会社
エクセノヤマミズ 東京都千代田区 東京都中央区 平成26年10月20日

変更年月日

事業所数 916 被保険者数 25,742人

男 20,517人

女   5,225人

平均標準報酬月額 332,500円

男 355,240円

女 243,206円

事業所編入

株式会社NH企画

事業所名称

東京都国分寺市

所在地

平成26年10月1日

編入年月日

ご参加ありがとうございました！

　平成26年10月19日（日）の秋晴れの休日に、せきゆけんぽご加入者・ご
家族の皆様、総勢約400名が参加し、ウォーキング大会が開催されました。
　当日はハロウィン期間中ということもあり、朝7時前から大勢の入場者が
入り口付近で長蛇の列をなすという状況でした。往路はどこも混んでいた
ようで、来場するだけで一苦労といった感もありましたが、汗ばむほどの陽
気の中、秋の楽しいひとときを満喫されたことでしょう。

参加者の皆様、大変お疲れ様でした!!

東京ディ
ズニーラ

ンド
®

ウォーキ
ング大会
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さつまいも …………………… 正味300g
砂糖 …………………………… 50g
卵黄 …………………………… 1個
牛乳 …………………………… 大さじ2
小麦粉 ………………………… 大さじ5
水 ……………………………… 大さじ5
すりごま ……………………… 小さじ½
黒ごま ………………………… ひとつまみ

❶ さつまいもは厚く皮をむき、水につけてア
クを抜く。

❷ 水をひたひたにして、さつまいもをゆっくり
とゆでる。崩れるほどやわらかくなったら火
を止め、砂糖と牛乳大さじ1を加えてつぶす。

❸ 水気があったほうがしっとりするので、へら
を持ち上げて、ぽってりと落ちるまで、練り
ながら水分を調節する。

❹ 牛乳大さじ1で溶いた卵黄を加えてからす
りごまを入れ、弱火にかけて1分ほど練る。

❺ 四角い型に入れて完全に冷ましたら、切り
分けて形を作る。小麦粉、水にくぐらせて
から黒ごまを真ん中につけ、油をひかない
フライパンで焼く。

作り方
作り方

作り方

材 料（9個分）1個分 88kcal材 料（2人分）1人分 66kcal材 料（2人分）1人分 347kcal

ほうれん草 ……………… ⅓把
油揚げ …………………… ⅓枚
塩 ………………………… 小さじ⅓
酒 ………………………… 大さじ½
しょうゆ ………………… 少々
ごま油 …………………… 小さじ⅓
片栗粉 …………………… 小さじ1

【A】 中華スープの素 …… 小さじ½
      水 …………………… 2カップ

❶ ほうれん草は洗って、たっぷりの
湯でさっとゆで、水気をしぼってみ
じん切りにする。油揚げは2cm角
に切る。

❷【A】をあわせたスープを温め、塩、
酒、しょうゆで調味する。軽くとろ
みがつく程度に水溶き片栗粉を
加えたら、❶を加えて再び煮立た
せ、味を調えてごま油で香りをつ
ける。

白菜（葉の部分） … 1枚（100g）
たまねぎ ……… 30g
ピーマン ……… ½個
豚もも肉 ……… 30g
えび …………… 2尾（40g）
いか …………… 50g
にんにく、しょうが … 各1かけ
塩 ……………… 小さじ⅓
砂糖 …………… 小さじ½
こしょう ……… 少々

酒 ……………… 大さじ⅔
ごま油、片栗粉 … 各小さじ1
ごはん ………… 300g

【A】 
しょうゆ、酒 …… 各小さじ2

【B】
中華スープの素 … 小さじ½
水 ……………… ½カップ

さつまいもの
きんつば風

ほうれん草と
油揚げのスープ

ビタミンたっぷり八宝丼

かぜの予防には、粘膜を保護するビタミンAと免疫力を高めるビタミンCを

積極的にとるのがおすすめです。ビタミン、ミネラルたっぷりの野菜をふんだ

んに使った八宝丼は、ローカロリーで良質なたんぱく源のいかや豚もも肉が

加わり、栄養バランスは抜群。スープにもビタミンAを豊富に含むほうれん

草を使っています。また、えびに含まれるタウリンや、野菜に含まれる食物繊

維は、血中コレステロールを下げる働きもあり、脂肪をためがちなこの季節

にうれしいレシピです。

たっぷりのビタミンでかぜをブロック！

あんかけ風の旨みたっぷりの丼は
心も体もほっこり温まります。

彩り豊かなバランスのよい献立で
かぜの季節を乗り切りましょう。

寒さに負けない
八宝丼

3

3

2

2

砂糖を入れるタイミングがポイント。さ
つまいもに水分が残っているときに入れ
るとパサパサにならず、しっとりとした
感じに仕上がります。

Point

豚肉やえびに下味をつけておくと、臭みがとれ、味もなじみ
ます。白菜の代わりにキャベツを使ってもバランスよく、お
いしく食べることができます。

Point
片栗粉を入れてとろみをつける
ことで、具材が分離せず、彩り
を美しくすることができます。ま
た、冷めにくく、最後まで温かく
いただけます。

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 白菜は一口大のそぎ切りに、たまねぎ、ピーマン、豚肉は一口
大に切る。

❷ えびは殻と背わたを抜いて、塩もみ（分量外）をして洗う。大き
ければ半分の厚みに切る。いかは飾り切りをして一口大に切る。

❸ ❷と豚肉に【A】で下味をつける。
❹ フライパンにごま油を熱し、にんにくとしょうがを炒め、香りが

出たら野菜を炒める。
❺ 油がまわったら【B】を合わせたスープを注ぎ、砂糖、塩、酒、

こしょうを加えて煮込む。野菜に火が通ったら、水分を切った
❸に片栗粉をまぶして加え、ふたをして火を通す。

❻ おおむね火が通ったらゆっくりかき混ぜ、完全に火を通す。と
ろみが足りなければ水溶き片栗粉を加える。

❼ 器にごはんを盛り、❻をたっぷりとかける。


