
海 空 運 健 保 時 報

JIHO
⃝		2022年	健保の展望
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ご家族に関する
大事なお知らせを
掲載しています！

　トルコの中央部に位置する奇岩地帯で、1985
年に「ギョレメ国立公園およびカッパドキアの岩
石遺跡群」として世界遺産に登録されました。
宗教的迫害から逃れたキリスト教徒らによって独
特な文化が築かれたことなどから、自然遺産と
文化遺産両方の条件を満たす珍しい世界遺産で
す。奇岩群を見るために打ち上げられる色とりど
りの気球が、その絶景に華を添えます。

カッパドキア（トルコ）

No.315 2022

免疫力を
アップして健康に

過ごそう ！
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海空運健康保険組合　理事長　　谷水 一雄

新年のご挨拶

　あけましておめでとうございます。

　世界を震撼させた新型コロナウイルス感染症

の発生から約２年が経ち、被保険者ならびにご

家族の皆さまにおかれましては、引き続き生活

環境の大きな変化に対応しながら難しい時期を

過ごされているものと拝察します。そのような

状況の中においても、健保組合の事業運営に対

し格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　私たち人類と新型コロナウイルスとの戦いは

一進一退、世界的な落ち着きを見せるまでには

なお相応の時間が必要と思われます。ワクチン

接種が進んでいるとはいえ、いつ自分が感染す

るかもしれないという日々に、あらためて「健

康に生活すること」の大切さを実感されている

方は多いと存じます。

　わが国では、加速する高齢化に伴うさらなる

医療費の増加が見込まれています。いわゆる

「団塊の世代」が本年より75歳に到達し、続々

と後期高齢者に移行することで、現役世代の高

齢者医療費負担が限界に達し、国民皆保険制度

そのものの存続が危ぶまれている状況です。当

初「2022年危機」と呼ばれていたこの構造変化

は、新型コロナウイルス感染症の発生により実

質１年は前倒しになっているという指摘もあり、

事態はすでに深刻なものとなっています。

　政府は「一定所得以上の後期高齢者の医療費

窓口負担を２割へ引き上げる」など、現役世代

の負担軽減につながる法改正を成立させ、本年

以降順次施行されていく予定となっております。

しかし、一連の改革内容は現役世代の負担を軽

減するためには決して十分とはいえず、健保組

合としてはサステナビリティの観点から、一刻

も早く、かつ付け焼き刃的なものではない抜本

改革を望むものです。

　当組合といたしましては、引き続き効率的な

事業運営を実施し、健全な財政運営に努めます。

また、データ分析に基づいた効果的かつ効率的

な保健事業を実施して、皆さまの健康増進をサ

ポートしてまいります。

　皆さまにおかれましても、日々の生活に運動

習慣を取り入れ、健康にご留意いただきますと

ともに、疾病の重症化予防対策の要となる特定

健診・特定保健指導は必ずお受けいただき、健

康管理の指標としてお役立てください。また、

ジェネリック医薬品の活用など医療費の適正化

にご理解とご協力をお願いいたします。

　結びに、本年が皆さまにとって実り多き一年

となりますことをご祈念申し上げて、新年のご

挨拶とさせていただきます。
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国際医療福祉大学大学院教授

水巻 中正

求められる
「健保組合への支援策」と
「患者の利便性」への配慮

2022年
健保の展望

新型コロナウイルス感染症に
大きく振り回された１年を経て…

　世界を巻き込んで蔓延と混乱を招いた新型コロナウイ

ルス感染症。ワクチン接種など対策面の広がりもあり、人

口当たりの感染者数、死者数は世界の平均や主要国と比

べても低い水準での推移が続いています。しかし、長らく

続いた社会的な活動自粛による経済の停滞で保険料によ

る収入が減少している健保組合も出ているなど、2022年

の健康保険は先の見通せない状況が続いています。

　健康保険組合連合会が発表した「令和2年度　健康保

険組合決算見込集計結果（概要）」によると、経常収支の

差引額は2,952億円の黒字を計上しましたが、新型コロナ

ウイルス感染症などの影響で、保険料による収入は前年

度から596億円の減少となりました。保険料による収入

は今後数年にわたり低迷が続く可能性が指摘される一方

で、保険給付費や納付金といった支出項目は増加傾向を

いち早く取り戻すものと見られています。

　政府の「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針

2021）」が閣議決定されたのは通常国会の閉会まもない

2021年6月18日。同月20日には感染の第4波を受けた緊急

事態宣言が9都道府県で解除され、東京オリンピック開

幕を１カ月後に控えたタイミングでの策定でした。感染

症の克服と経済の好循環に向けて「強靭で安心できる経

済社会の構築」を進めるとしましたが、2022年度予算概

算要求と関連法案の策定に向けた作業に入ってまもなく、

菅総理大臣が退陣を表明、自民党総裁選挙から国会での

岸田新首相の選出と続き、衆院選挙に突入となりました。

社会保障を重層的かつ多様な
セーフティネットとして再構築を

　この政治的混乱と空白が、団塊の世代の後期高齢者

（75歳以上）入りを見据えた基盤強化（全世代型社会保障

改革）を停滞させた感は否めません。ポストコロナを視座

に社会保障の重層的かつ多様なセーフティネットの再構

築は政治的な課題であり、とりわけ、健保組合について

は、コロナ禍に伴う組合財政の影響を分析し、高齢者を

支える側の現役世代の負担に配慮した高齢者医療費の負

担構造改革と支援策が不可欠です。

　ワクチン接種は幅広い世代に浸透、拡大し、軌道に乗

った感もあります。国内における治療薬やワクチンの開

発も前向きに進んでいる状況ですが、こうした財源はい

うまでもなく、保険者負担にするのではなくて、公費負担

で適切に進めなくてはなりません。

　非効率な医療、過剰な薬剤投与などが指摘されて久し

くなっています。しかし、オンライン診療では新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に伴う院内感染を防止するための

特例措置として、初診での診療が解禁され、薬の処方に

ついても実施が始まっている服薬指導のさらなる整備が

進められています。ＩＴ技術の進歩による患者への利便

性を考えれば評価できるものであり、今後いっそうの充

実が望まれます。

※掲載内容については、2021年11月1日現在の情報に基づき構成しています。
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　特定健診の結果より、肥満・血圧・
肝機能・脂質・血糖の5項目につきまし
て、当組合の健康状況はほぼ全組合平
均と同等でした。昨年度と比較すると、
肥満リスクが 2ポイント改善し1ランク上
がりました。一方で、肝機能が全組合
平均より少し悪い状態にあり、40 歳以

上の男性の肝機能異常症のリスク保有
者は46.6％もいらっしゃいました。肝臓
は 「沈黙の臓器」と言われており、かな
りダメージが進行しないと症状が現れ
ません。臓器をいたわる習慣を心がけ
て、健康づくりに取り組みましょう!

※�2019 年度に特定健診を受診した方のみのデータを集計。

肥満
リスク 2015 2016 2017

血圧
リスク

肝機能
リスク

脂質
リスク

血糖
リスク

生 活 習 慣

99

海空運健保の健康課題
　加入者の健康状態や医療費、健康づくりへの取り組み状況を全健保組合平均や業態

平均などと比較し、見える化した「健康スコアリングレポート」の2021年度版が発表さ

れました。本レポートは事業主と健保組合が現状を共有し、両者の連携による取り組み

（コラボヘルス）を推進するうえで、最初のステップとなるコミュニケーションツールです。

　レポートから得られた情報を事業主と共有し、皆さまへの予防・健康づくりの取り組

みに活用してまいります。

男性（40歳以上）
の46.6％が

肝機能異常症のリ
スク保有者です

　当組合の皆さまの生活習慣を全組合
平均のデータと比較しますと、ほぼ平均
と同等で、食事、喫煙率については平
均を上回る結果となりました。特に喫煙
率は3年連続で減少傾向にあります。し
かし、一方で運動習慣として週 2回以上
30 分の運動を実施している方が昨年度

より1ポイント下がり、40 歳以上の被扶
養者の方々の適切な運動習慣の割合が
減少しました。
　当組合では、生活習慣の改善にご活
用いただける禁煙外来治療補助金制度、
およびウォーキング大会を実施しており
ますので、ぜひご利用ください。

今年こそ
運動を習慣にして
健康度をアップ！

※�2019 年度に特定健診を受診した方のみのデータを集計。
※生活習慣データについては、一部任意項目であるため、保険者が保有しているデータのみで構成。
※上位 10％は業態ごとの「総合スコア」上位 10％の平均値を表す。�
ただし、業態内の組合数が 20 以下の場合は全組合の「総合スコア」上位 10％の平均値を表示。

喫煙習慣
リスク 2015 2016 2017 あと625 人

運動習慣
リスク あと25 人

食事習慣
リスク あと221 人

飲酒習慣
リスク あと215 人

睡眠習慣
リスク あと295 人

1ランクＵＰまで

健康スコアリングレポートに見る2021年度版   

血糖

全組合平均：100　

※�数値が高いほど
良好な状態

当組合 業態平均
上位 10％ 全組合平均

喫煙

運動

食事飲酒

99

103

102

睡眠

98

健 康 状 況

全健保組合平均を100とした際の
各組合の相対値を高い順に 5 等分
し、「良好　  」から「不良　 」の 5
段階で表記しています。

顔マークの見方

良好 不良中央値と
同程度

50

50

150

125

100

75

150

125

100

75
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なお、特定健診・特定保健指導の実施率は保険者が納める後期高
齢者支援金の加算・減算指標の基準となっているため、皆さまに健
診を受けていただき、特定保健指導の対象となった方にご参加い
ただくことで、組合が支払う支援金の減算へとつながっていきます。

　特定健診を受診し、健診結果を階層化
により「動機づけ支援」「積極的支援(動
機づけ支援相当含)」に該当した人に対し
て、保健師や、管理栄養士が生活習慣の
アドバイスを行います。平均で20％程度
の方に受けていただいています。ただし、
国が定めた実施目標は30％となっており、
まだ到達していません。案内が届いた方
は、ぜひご参加くださいますようお願いい
たします。

　前年度に特定保健指導を利用された方の
うち、翌年度の検査結果で改善が見られ、
特定保健指導の対象から外れた方は平均し
て約31％です。なお、服薬中により対象者か
ら外れた方を除きます。この機会に真剣に取
り組むことで、翌年度に数値の改善を図るこ
とができます。なお、費用負担はありません。

Q1.�特定健診・特定保健指導は
　　   何に基づいて行うのですか？

高齢者の医療の確保に関する法律により、保険者が実施
することが定められており、保険者が作成する実施計画
に基づき実施しています。現在は第三期6ヵ年となってお
り、実施計画は令和5年度まで作成されています。また、
毎年11月に前年度の実績を国に報告しています。

　平成25年度からの実施状況について見
てみると、実施率は75％程度となってい
ますが、家族の受診者数の少なさが課題
となっています。ご家族の方も、当組合の
健診補助制度をご利用くださいますようお
願いします。

Q2. これからの特定健診・ 特定保健指導は
         どうなるのですか？

平成27年度から実施が始まったデータヘルス
計画は、医療費データや健診情報等のデータ
分析に基づいて、PDCAサイクルで効率的・効
果的な保健事業を実践するための事業計画で
す。現在は第二期6ヵ年で平成30年度より始
まっており、効果的な事業を実施するために、
データヘルス計画と特定健診・特定保健指導の
実施計画は相互に連携して作成するようになっ
ています。そのため、特定健診・特定保健指導
について、健保組合の共通の評価指標が設け
られることとなりました。

A1. A2.

当組合の特定健診・特定保健指導について
～実施状況（推移）をお知らせいたします～

　平成 20 年度から始まった、40 歳以上を対象とする

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目

し、その要因となっている生活習慣を改善するための保

健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備

群を減少させること（病気の予防）を目的としています。

　生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健

診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づ

け、行動変容につながる保健指導を行います。

■ 特定保健指導実施状況

■  特定保健指導による
　 特定保健指導対象者の減少率

■ 特定健診実施状況（名）

（名）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和
元年度

2年度

4,997

1,583

2,760

4,889 4,756

1,507
1,673

2,636

4,989

1,495

2,718

5,077

1,468

2,582

5,095

1,422

2,567

5,232

1,420

946

10,664

981

10,868

1,011

11,230

1,099

11,494

1,134

11,790

1,114 1,135

12,066 11,941

2,477

9,315 9,549 9,833 9,995 10,365 10,538 10,590

5,286

1,409

353 391

215 201
312 212 411 310

251 284 187 187 250
359

161 244

9,196

949

10,591

2,458

平成
25年度

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和
元年度

平成
25年度

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和
元年度

2年度平成
25年度

15,000

2,000

80％

20％

10,000

1,000

70％

10％

5,000

0

60％

0％

第２期 特定健康診査等実施計画

第２期 特定健康診査等実施計画

第２期 特定健康診査等実施計画

第３期 特定健康診査等実施計画
            ～令和5 年度まで

第３期 特定健康診査等実施計画
            ～令和5 年度まで

第３期 特定健康診査等実施計画
            ～令和5 年度まで

動機づけ支援対象者数

積極的支援対象者数

動機づけ支援実施者数

積極的支援実施者数 
実施率 

受診者数 本人 

対象者数 本人 
対象者数 家族 

受診者数 家族 
実施率 

27.0%

33.8%
28.4%

34.6%
32.0% 30.7%

32.9% 35.5%

2,453

2年度
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対象となった皆さま

特定保健指導に
ぜひご参加ください！
特定保健指導とは、40〜74歳の方のうち、特定健診の結果から、
生活習慣の改善が必要な方を対象に行われる健康づくりプログラムです。
会社でのキャリアプランを考えた際、将来の仕事内容だけでなく、ご自分の健康に関する
プランについても考えてみる機会をもちませんか？
健康に働く人がいることで、さらに企業の力は堅実になります。
何かとお忙しいご家族の方（特に奥さま）にも、暮らしの中で健康であり続けていただきたく、
本年度も対象者となられた皆さまには積極的なご参加をお待ちしております。

特定保健指導対象者の選ばれ方

費用負担なし！

腹囲

男性 85cm以上
女性 90cm以上

上記以外で

BMI ≧ 25
〔BMI＝体重（㎏）÷身長（m）2〕

積極的支援
（65～ 74 歳は動機づけ支援）

積極的支援
（65～ 74 歳は動機づけ支援）

動機づけ支援

動機づけ支援

■ 2 年連続して積極的支援に該当した人のうち、以下の要件を満たした場合は、「動機づけ支援相当」でも可とします。
① 前年度に積極的支援に該当し、積極的支援を終了していること
② 当該年度の特定健診の結果が、前年度に比べて改善（※）していること

①
脂質異常

②
高血糖

③
高血圧

あり

あり

なし

なし

2個以上

1個

3個

2個

1個

①
〜
③
の
う
ち
あ
て
は
ま
る
も
の
が

喫煙
習慣

喫煙
習慣

専門家の
アドバイスのもとで
生活習慣を変える
チャンスです！

令和3年
度

　令和元年度に特定保健指導を利用した203名のうち、72
名が令和2年度には特定保健指導の対象から外れており、
35.5％の改善率という結果になっています。特定保健指導
を利用することで、健康状態の改善が期待できます！
　なお、国が掲げる特定保健指導の実施率の目標は30％
以上（総合健保組合の場合）です。当組合の実施率は19.7％
であり、目標達成のためにはあと一息です！　
　どうぞ皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

対象者数 受診者数 受診率

16,697人 13,043人 78.1％

対象者数 終了者数 実施率

動機づけ支援…1,135人
積極的支援……1,673人 554人 19.7％

特定健診

特定保健指導

令和2年度実績

※  BMI が 30 未満の場合、腹囲が 1.0 ㎝以上かつ体重が
1.0 ㎏以上減少している

※  BMI が 30 以上の場合、腹囲が 2.0 ㎝以上かつ体重が
2.0 ㎏以上減少している

＊脂質異常症、糖尿病、高血圧症の治療のために服薬中の方は、特定保健指導の対象外です。
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40歳以上の被保険者で、
生活習慣病健診または人間ドック受診者の方へ

A1   令和元年末に自分自身でフィットネストレーニングを計画
し、令和2年1月から独自に開始していましたが、特定保
健指導と並行して進める提案を指導員の方にご了承いた
だき、実践しました。

A2   トレーニングを始めるうえで、スポーツや食生活について
こだわった概念がなかったので、いちからインターネット
で調べ、知識を得る行動に出たことが新しい自身の発見
です。今までまったく関心がなかった食品表示（パッケー
ジ裏面）を確認したり、摂取カロリーを気にするようにな
りました。

A3   令和2年は新型コロナウイルス拡大による緊急事態宣言
発令などで、自分の時間が莫大に利用でき、アスリート
並みの生活習慣をガチで実践しました。その結果、みる
みる体重が減少していきました。

A4   ｢昭和の常識は令和の非常識」と私が勝手につくった造語
ですが、スマホやパソコンはアップデートするものの、頭の
記憶にある古い知識の情報更新は大半の方がされていない
と思います。私自身は厚生労働省や消費者庁のホームペー
ジを閲覧しているだけではありますが、令和の常識として
生活習慣やフィットネス関連知識のアップデートをおすすめ
します。斬新で新しい発見が必ずあります！

保健指導レベル 行動計画内容 体重 腹囲

積極的支援
⃝ジョギングを1時間する
⃝ご飯を減らす
⃝毎日、体重を測る

77.7㎏
⬇

68.2㎏

89.0cm
⬇

79.5cm

ANA中部空港
株式会社
笠原　哲さん

A1   ハードな目標を突き付けられ挫折するのが目に浮かび、正
直、保健指導の面談には消極的でしたが、指導員の方がと
ても気さくで親身に対応してくれたおかげで「よっしゃ、や
ってみよう」という気持ちになれたと思います。今でもあの
時出会った指導員の方には非常に感謝しています。

A2   酒はあまり飲みませんが、炭酸飲料は水がわりに飲んでい
た私。特定保健指導を受けたとき、砂糖が想像以上に入っ
ていたことを知りびっくりしました。ゼロカロリーの炭酸飲
料はOKだったので今でも愛用しています。これだけでも
体重って変化するんですね。

A3   3つの目標、それを毎日意識して生活していました。最初の
1週間でグーンと体重が落ちたので毎日体重計に乗るのが
楽しみになりました。それからは、犬の散歩をより遠くに、
エレベーターを使う所を階段で、と努力した分だけ味わえる
達成感にはまってしまいました。

A4   結婚して17年、毎年太り続ける私でしたが、特定保健指導を
受けたことがきっかけで着られなくなった洋服を着ることが
できるようになったり、休憩中に足が組めるようになったりと
良いことばかりの1年でした。目標までの途中、必ず停滞期
がやってきます。それでも焦らず継続していけば必ず良い結果
が出ます。最近、リバウンド気味の私が偉そうなことを言って
おりますが、これを機にまた私自身もがんばりたいと思います。

保健指導レベル 行動計画内容 体重 腹囲

積極的支援
⃝毎日飲んでいるスポーツドリンクをやめる
⃝コーラなどの炭酸飲料をゼロカロリーに変える
⃝夕食後筋トレを5分行う

89.0㎏
⬇

74.0㎏

102.0cm
⬇

87.0cm

A事業所
Aさん

　令和元年度の特定保健指導にご参加いただき、ご
自身で立てた目標を見事に達成されたお二人にお話
を伺うことができました。
　特定保健指導の案内が届いていた方は、ぜひお二
人の声を参考にしていただき、積極的なご参加をお願
いします！

質 問 事 項
Ｑ1 特定保健指導がスタートしたときの印象はいかがでしたか？
Ｑ2 実際に指導を受けて、日々の生活で新しい発見や、意識するよう 
 になったことはありますか？
Ｑ3 面談前後での仕事と生活の様子はどのように変わりましたか？
Ｑ4 これから参加される方へ向けて、アドバイスをお願いします！

参加者のリアルな声をご紹介！

コロナ対策としても有効な非接触でのリモート特定保健指導を実施しています。
パソコンやスマートフォン等の機器、インターネット環境があればどこでもご利用になれます。
パソコンの場合はインターネットブラウザで専用ページにアクセスしていただければOK！
管理栄養士・保健師等がお電話で接続を一緒に行いますので、安心してご利用いただけます。

（株）ベネフィット・ワンではICT面談を実施しています  リモートでも安心して
ご参加いただけます！

※令和元年度の健診結果をもとに、令和 2年度に実施していただいた保健指導です。
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出勤 欠勤 出勤 欠勤 出勤 欠勤

不支給 支給 不支給 支給 不支給 支給

ケガや病気で働けないときに給付金が受けられる「傷病手当金」と、出産に関する
費用負担軽減のための「出産育児一時金・家族出産育児一時金」、退職後も健康保険組合に
加入できる「任意継続被保険者制度」について、次の改正が行われます。

傷病手当金とは…被保険者が業務外の事由による病気やケガの
治療のため仕事を休み、その間給与等が支払われないとき、健保
組合から被保険者の生活費を保障するために支給されるもの。

	 傷病手当金の支給期間の変更
　傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年
6カ月を超えない期間とされますが、がん治療で長期間に
わたり休暇をとりながら働くケースなど、治療と仕事の両
立を支えるために、働いた期間を除いて1年6カ月を通算
できるようになります。

※�令和4年1月1日時点で、すでに支給期間が満了している傷病については、
今回の改正の対象とはなりません。

出産育児一時金・家族出産育児一時金とは…被保険者または
被扶養者が出産したときに支給されるもの。一児につき42�万円が
支給される。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給される。

任意継続被保険者制度とは…健康保険の被保険者が、退職した
後も、選択によって、引き続き最大２年間、退職前に加入してい
た健康保険の被保険者になることができる制度。

	 本人の申請による資格喪失が可能に
　任意継続被保険者になると任意で脱退する規定があり
ませんでしたが、被保険者が健保組合に申請することに
より脱退できるようになります。

	 	任意継続被保険者の	
標準報酬月額の決め方の変更
　任意継続被保険者の保険料決定のもとになる「標準報
酬月額」は、「退職時の標準報酬月額」と「全被保険者の
平均標準報酬月額」のうちの「低い額」が適用されてい
ましたが、健保組合が規約を変更すれば「退職時の標準
報酬月額※」とできるようになります。

※その他一定の条件で健保組合が規約で定めた額も可能。

	 	産科医療補償制度の	
掛金引き下げに伴う変更
　産科医療補償制度の掛金は、健保組合が支給する「出
産育児一時金」420,000円に含まれています。この掛金
が、令和4年1月以降出生児から12,000円に引き下げと
なります。これに伴い、産科医療補償制度の対象外の出
産の場合、出産育児一時金は408,000円（従来404,000�円）
となります。

※�被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」420,000�円です。
※�出産育児一時金は「直接支払制度」「受取代理制度」を利用することで、
分娩機関が直接受け取ることもできます。
※ �2015年から2021年までに出生した子については、補償申請を行う時期
が2022年1月以降であっても従来の補償対象基準が適用されます。

傷病手当金 任意継続被保険者制度

出産育児一時金・家族出産育児一時金

令和4年1月からの法改正
T
O P I C S

これまでの支給期間
1年6カ月

通算1年6カ月まで支給に令和4年
1月から

傷病手当金の改正

任意継続被保険者
制度の改正

出産育児一時金・
家族出産育児一時金の改正

例
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　令和3年10月20日から「オンライン資格確認」の本格運用が始まっています。
「オンライン資格確認」とは、「マイナンバー」による情報連携で、医療機関や
薬局の受付において「保険証」または「マイナンバーカード」からオンラインで
最新の資格確認を行う仕組みのことです。これにより、医療機関や薬局で、マ
イナンバーカードの保険証としての利用が可能となっています。

マイナンバーカードが
保険証としても利用できます！
オンライン資格確認の本格運用がスタート

保険証として使うためには？
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マ
イナポータル等で利用者登録をする必要があります。
詳しくは、マイナポータルサイトをご確認ください。
※�マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、行
政の手続きやお知らせの確認がオンラインで利用できるように
なります。

医療機関や薬局等での使い方は？
医療機関や薬局等の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざ
します。カードの顔写真を機器、または職員が目視で確認します。

マイナンバーカードが利用できる医療機関・薬局
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局
は、「マイナ受付」のポスターやステッカーを提示しています。

※�医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
すでに運用が始まっている医療機関については、
厚生労働省のホームページで公表されています。
　	https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

◀マイナポータルはこちらから
https://myna.go.jp/

こんなにいいことが！6つのメリット
1	 保険証としてずっと使える！� �転職しても、保険証の切り替えを�

待たずに受診できます。
� ＊健保組合等への加入の届け出は、引き続き必要です。

2	窓口での資格確認がスピーディー！� �医療保険の資格確認がスムーズにできることで、�
医療機関や薬局の受付事務も効率的に。

3	限度額適用認定証の持参が不要に！� �高額療養費の限度額適用認定証などの�
書類持参が不要になります。

� ＊自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

4	 	マイナポータルで	特定健診結果等が閲覧できるように！
� �マイナポータル上で自分の特定健診等の結果や�

服薬情報が閲覧できるようになります。

5	医療費控除も便利に！� �マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、�
確定申告の医療費控除が簡単に！

� ＊�令和3年分の確定申告（9月〜12月分）から。�
令和4年度分以降は、1年分の確定申告が可能に。

6	 	過去に処方された	薬の情報等も共有可能に
� �患者同意のうえで、医療機関や薬局が�

薬剤情報や特定健診情報を�
確認できるようになります。

＊マイナンバーカードの保険証利用には、IC�チップ中の電子証明書を使うため、マイナンバー（12�桁の数字）は使われません。
　また、ご自身の診療情報がマイナンバーに紐づけられることはありません。

▲ステッカー ▲ポスター
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　11月5日（金）にライブ配信によ
る「健康管理委員WEBセミナー」を
開催いたしました。昨年度は新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により、
健康管理委員説明会の開催を見合わ
せましたが、本年度は新型コロナウ
イルス感染拡大予防の観点から、東
京・神戸・博多での対面型にかわり、
WEBセミナー開催となりました。健
康管理委員の皆さまには、ご多用の
なか多数ご出席いただきましてあり
がとうございました。

　今回の「健康管理委員WEBセミ
ナー」のテーマは健康経営の取り組
み項目にも対応している『管理職が
知っておきたい！　働く女性の健康』。
ライブセミナーのため、対面型と同
様に講師の先生より「女性ホルモン
の働きと、それに影響を受ける心身
の状態、仕事のパフォーマンスの影
響など」について、理解を深めるた
めのクイズを行いながらご講演をい
ただきました。
　また、当日欠席となられてしまっ

た方を対象とした、セミナーを録画
した動画配信サービスを期間限定で
行いました。

事業概況 　    （2021年10月末現在）

被保険者数 21,371 名
被扶養者数 16,884 名
事業所数 323 社
平均標準報酬月額 410,052 円

「健康管理委員説明会（WEBセミナー）」を開催しました
  〜『管理職が知っておきたい！　働く女性の健康』〜

令和
3年度

令和3年度　健康保険組合全国大会が開催されました

未来のため、皆保険を守るため、全世代で支え合う制度の構築へ

　令和３年度健康保険組合全国大
会が10月19日、東京国際フォーラ
ムで開催されました。感染防止策を
徹底したうえで約200名が来場した
ほか、大会の様子はライブ配信され、
合わせて約3,000名の健保組合関係
者が参加しました。
　大会冒頭で健康保険組合連合会（健
保連）の宮永俊一会長は、「財政状況
は小康状態に見えますが、コロナ禍

の受診控えなどによる保険給付費の
減少は一時的であるうえ、業種によっ
てはコロナ禍による保険料の大幅な
収入減もあることから、非常に深刻
な状況が続いています」と述べ、今後
想定される拠出金負担の増大を考え、

「次なる改革」の重要性を訴えました。
　上記の３つのスローガンを含む決
議文案は満場一致で採択され、決議
の実現を強く要請して大会は終了と
なりました。

け  ん  ぽ

● 国民が安心できる安全で効率的な医療の実現
● 現役世代の負担軽減と世代間の公平性確保
● 健康寿命の延伸に向けた保健事業のさらなる推進

大会スローガン
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　当組合では、組合員の皆さまの健康維持や医療費削減のため、
ジェネリックの利用を積極的に推進しています。
　本年度も皆さまにジェネリックを積極的にご活用いただくため
に、一定の薬剤処方を受けている方を対象に、ジェネリックへ
の切り替えのご検討に関するお知らせを組合に登録しているご
住所宛てに12月上旬にお送りしました。お知らせが届いた方は、
ジェネリックへの切り替えにご協力ください。

ジェネリック医薬品
利用促進通知をお送りしています １．�令和3年11月17日現在当組合に加入

している方

２．�令和2年10月～令和3年3月のうち、
2回以上処方歴のある方

３．�窓口負担額が200円以上削減可能で
あった方（50歳以上の方については
100円でも削減可能であった方）

１～３すべてに当てはまる方に対しお送りし
ています。

information

　「医療費のお知らせ」は、平成29年の所得税法の改正
により、医療費控除の申告に使用できるようになったた
め、毎年2月に送付しております。今年度も令和4年2
月下旬に送付予定です。
　「医療費のお知らせ」に掲載される診療月は、令和2
年12月から令和3年11月診療分です。医療費控除の申
告に使用する場合、掲載されていない令和3年12月分・
月遅れ診療分・自費診療分については、従来通り医療

機関発行の領収書が必要になりますのでご注意くださ
い。医療費控除の手続き方法は最寄りの税務署へお問
合せいただくか、国税庁ホームページにてご確認くださ
い。
　「医療費のお知らせ」にはジェネリック医薬品情報も
掲載していますのでご活用ください。

「医療費のお知らせ」は2月下旬のご送付です！

https://www.nta.go.jp/

　花粉症はアレルギー疾患のひとつで、スギ花粉などの
アレルゲン(アレルギー反応を引き起こす物質)に免疫機
能が反応してくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が起こ
ります。
　アレルギー反応を起こす原因はヒスタミンという物質で
すが、これは体内のマスト細胞（肥満細胞ともいう）という、
太っている、やせているにかかわらず誰もが持っている細
胞から出されます。花粉症などのアレルギー反応を抑える
薬は、この細胞からヒスタミンが出ないようにする作用を
もつ抗ヒスタミンのものがメインとなります。花粉症の症
状は２〜３カ月続くため、薬代がけっこう高額になってし
まいます。そんなときこそ先発医薬品と同様の効果をもつ
ジェネリックを使用すれば、それだけ費用をおさえること
ができます。

ジェネリック医薬品の使用率を高めよう 花粉症の薬代も、こんなにオトク!

薬価×日数 自己負担額

新　薬 1日分 67.4円× 90日=6,066円 1,820円
ジェネリック 1日分 21.1円× 90日=1,899円 570円

●内服薬（抗ヒスタミン剤）（1日1錠、3カ月服用した場合）

68.7% 減　1,250円おトク!

薬価×使用量 自己負担額

新　薬 2,535.8円× 6 瓶 =15,215円 4,565円
ジェネリック 1,236.5円× 6 瓶 =  7,419円 2,226円

●点鼻薬（3カ月で6瓶使用した場合）

51.2% 減　2,339円おトク!

薬価×使用量 自己負担額

新　薬 107.7円×12 瓶 =1,292円 388円
ジェネリック    65.4円×12 瓶 =   785円 236円

●点眼薬（3カ月で12瓶使用した場合）

39.2% 減　152 円おトク!

＊�上記の金額は、薬代のみを計算した場合です。実際に窓口で支払う金額
は、この金額以外に調剤技術料や薬学管理料などが加算されます。

（出典：かんじゃさんの薬箱　2021年9月）

国税庁

※9ページ下の「メリットの5」もご参照ください。
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監修●小島 美和子
（㈲クオリティライフサービス代表取締役／管理栄養士／健康運動指導士／食コンデショニングプロデューサー）

お酒を飲んでも太らないためには、「飲み方」以外
にも気をつけたいポイントがあります。体形を維持し
つつ、楽しく飲む方法を解説します。

海空運けんぽの健康課題
「肥満＆肝機能」
を改善！ 飲みたい人の

体形キープ術

“家のみ” で
  つい飲み過ぎていませんか？

　在宅勤務や外出自粛などが続いたことで、“家のみ” の機
会が増えている昨今。帰宅時間を気にする必要もなく、お
酒を飲む時間や量をコントロールしにくいため、ついつい
飲み過ぎていませんか？
　アルコールは、体重（体脂肪）にかかわる要因のひとつ
で（図１）、摂取カロリーを増やす要因となります。そのた
め、飲み方には工夫が必要です。太りにくいお酒の種類や、
つまみの選び方などを気にかけている人も多いと思います。
一方で、飲酒習慣は生活リズムや食事リズム、活動量にも
影響し、消費カロリーを減らす要因にもなります。たとえば、

晩酌の習慣がある人は入浴後に夕食をとり、そのまま就寝
というケースも多く、夕食以降の消費カロリーが極端に減
少します（就寝前に入浴するほうがとったカロリーを消費
しやすいのですが、飲酒後は危険です）。その分、昼間の代
謝を上げて消費カロリーを増やすことが大切になります。
　適正な体重を維持するために、お酒好きな人は飲み方だ
けではなく、1 日の暮らし方や食べ方にも目を向けてみま
しょう。次に示す６つのポイントを実践して体重の変動を
確認し、お酒を楽しめるライフスタイルを見つけてみてく
ださい。

　お酒を飲み過ぎないためにも、1日の適量を知ってお
きましょう。女性・高齢者・少量の飲酒で顔が赤くなる
方は、次ページ下より少ない量を適量と考えましょう。

●飲酒は１日純アルコールで
　約 20g 程度までに

（参考　厚生労働省「健康日本21（アルコール）」より）

アルコール

脂質活動量
生活・

食事リズム

糖質

たんぱく質

消費カロリー 摂取カロリー

図1　 ���体重（体脂肪）に
　　かかわる要因
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えだまめ

野菜ス
ティッ

ク

もずく酢

5 夕食は20時までに。
その後は蒸留酒にシフト

飲みたい人の
体形キープ術

消費カロリー

UP!

摂取カロリーDOWN!

日本酒
１合弱
（160mL）

ビール
中びん１本
（500mL）

ワイン
グラス約1.5杯弱
（200mL）

ウイスキー
シングル２杯
（60mL）

焼酎
約1/2合
（90mL）

　昼間はじっとしている時間をできるだけ減らします。１時
間座ったら、歩く、スクワットするなど、途中で断ち切る時
間をつくりましょう。こうして積み重ねることで１日の消費
カロリーを増やすことができます。

3 こまめに活動量を
増やす

　体内にアルコールが入ると、細胞内ではアル
コールを燃焼してエネルギーを産生するため、
脂肪の分解は阻害されます。したがって、つま
みからとった油脂は血液中に中性脂肪として、
また肝臓に脂肪肝という形で溜まりやすくなり
ます。晩酌のときは、できるだけ低脂肪の夕食
のおかずをつまみにしましょう。

4

おつまみは
低カロリー・低塩分6

低脂肪の夕食の
おかずをつまみに

　夕食後にちょっとつまみがほしいときは、低
脂肪のものを選びます。塩分が多いとアルコー
ルが進みやすいので、野菜スティックなど塩分
控えめのものがよいでしょう。

　晩酌しながら夕食をとる人の特徴は、夕食時間が長いこと
です。夕食時刻が遅くなるほど血糖値が上がりやすく体脂肪
も合成されやすくなるので、夕食の開始時刻だけでなく、終
了時刻も早めましょう。お酒を少し遅くまで飲みたいという
場合は、たとえば夕食は 20 時までに終えてそれ以降はアル
コールのみにする、というのもよいでしょう。その場合は、
糖質を含まない蒸留酒（焼酎やウイスキー）のお湯割りやソ
ーダ割がおすすめです。

　晩酌の習慣のある人は、夕食後の消費カロリーが少ないた
め、朝、空腹を感じられず朝食を抜く人がいます。朝食を抜
くと体温が上がらず、１日の消費カロリーは大幅に低下しま
す。空腹を感じなくても、必ず朝食をとりましょう。炭水化
物だけにならないように、卵や納豆等のたんぱく質のおかず
も一緒にとることがベストです。

1 空腹感がなくても
朝食をとる

　夜の消費カロリーが少ない分、昼間の活動量
を増やしましょう。とくに朝、少しでも負荷の
高い運動をすると１日の消費カロリーを増やし
やすくなります。朝にラジオ体操やテレビ体操
をする、洗顔後にスクワットをする、午前中だ
けは階段を使うなど、飲酒とセットの習慣にす
るのがおすすめです。

2 飲酒習慣とセットで
手軽な朝トレを実践

たまごかけご飯

焼酎
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ストレッチと筋力アップが同時にできるフィットネスギア第15回

当組合の
斡旋販売なら…
  楽 体 を お 得 に

購入できます！

1 腕伸ばし（前後）
◦�楽体を体の前で左右に引っ張り、腕を後ろに伸ばす
◦�前後繰り返し行う
　＊�胸をひらくと同時に�
肩甲骨を引き寄せる�
ように意識�
しましょう

◦�楽体を背中側で�
引っぱりながら、�
腕を左右交互に�
動かす

◦�体の前でテンポ良く、�
繰り返し左右に引っ張る

　＊�背中が丸くならないように�
背すじを伸ばすことが�
ポイント

3 腕伸ばし（左右）

2 筋力アップ

4 肩甲骨の引き寄せ（ゆっくり）

背中の
引き締め
エクササイズ

自分ではなかなか気が付きにくい背中のたるみ。
在宅ワークで運動量が減ったり、デスクワーク中心の生活を送っていると、
気が付いたときには「お肉がつかめるほどたるんでいる！」なんてことに…。
背中を鍛えれば、後ろ姿がスッキリするだけではなく、
姿勢も良くなったりとうれしいことばかり。今回ご紹介するエクササイズは、
背中の引き締め３分プログラム。大きなスペースも必要ないので、
自宅でも簡単に取り組めます！��ぜひチャレンジしてみてください♪

後ろ姿をすっきり！

◦��頭上に腕を上げた状態から、�
肩甲骨を引き寄せるように肘を曲げる
　＊�できるだけ肘を下げるように�
意識しましょう

楽体 で健康エクササイズ
楽体で

シェイプアップ！

ちょっとした時間に！ 3分エクササイズ

5 肩甲骨の引き寄せ（速く）
◦�4の動きをテンポ良く繰り返し行う

時報2022. 1

楽体（らくだ）は、楽に、楽しく、動かすことができる体づくりのために開発された運動器具です。
誰でも簡単にストレッチと筋力アップが期待できます。在宅勤務で運動不足が気になる方、
体力の低下が心配だという方、お得な斡旋販売を行っていますので、ぜひご購入をご検討ください！

申込期限
2022年1月31日（月）

商品のお取扱いについては、同梱の取扱
説明書をご確認のうえご利用ください。
提供：ハルスポーツプロダクション（株）
https://halspv.com/

斡
旋
販
売
の
流
れ

①�当組合ホームページの「申請書一覧」のページから申込書をダウンロード

②�事業所ご担当者を通して当組合へ申込書を郵送あるいはFAX（03-3271-7545）�
※個人単位での斡旋販売は行いませんので、必ず事業所単位でお申込みください

③�お申込みから5営業日前後でハルスポーツプロダクション（株）より商品発送

④�商品発送月の翌月初にハルスポーツプロダクション（株）より請求書を発送

⑤�請求書到着月の末日までにお支払いをお願いします

当組合ホームページにて動画配信を行っていますので、
動きを確認しながらチャレンジしてみてください♪



コンティの

健康経営
応援レポート

左からヒューマンリソースグループの喜川さん、総務経
理部長の波多野さん、中村社長、ヒューマンリソース
グループ長の阿部さん、総務経理チーム長の三木さん

株式会社 ボルテック
コンティです。今回「健康企業宣言」のサポートにお伺いしたのは、船の発電・電気設
備などの社会インフラに対する技術サービスを提供する（株）ボルテックさん。
なんと、海のお巡りさん “海上保安庁” の船舶も手掛けられています。
扱う船舶の種類も数多く、海外の造船所でもお仕事をされている、
船舶専門のプロ技術集団にお伺いしました。

健康企業 Fi le

株式会社 ボルテック
代表取締役社長：中村 喜成
創立：1966年9月18日
被保険者数： 144名
主要事業： 船舶・陸上向け

製品＆サービス
の販売
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　令和3年7月に「健康企業宣言」に応募
された（株）ボルテックさん。神奈川県横
浜市の本社のほか、横浜事業所、神戸事
業所を拠点に、全国各地の現場へ出向か
れています。社員が一堂に会する機会が
少ないなかで健康管理について意識され
ていることや、「銀の認定証」取得を目指
す意気込みなどを、コンティがお聞きしま
した。

元気で長く働ける社員を
増やすために

——御社が「健康企業宣言」に応募され
たきっかけを教えてください。　
　コロナ禍の影響等により新規採用が難し
い状況のなかで、社員の平均年齢は上がり
続けており、健康面に不安を抱える社員も
増えてきました。社員の健康管理は経営に
も直結するもので、重要度は高いと認識し
ています。取り組むからには、何らかの目
標があった方が具体的な進捗レベル等が
分かり、活動や改善すべきことが明確にな
ると思い、健康企業宣言に応募しました。
——海の安全を守るために、現場職の方々
は全国各地を飛び回るそうですが、個人
の健康管理の面では大変なことも多そう
ですね。
　船の運航状況によってスケジュールが急
に変わるなど、業務時間が不規則になりが
ちで、睡眠時間の確保や食事管理が大変
ですね。現場職は法令上、作業員名簿の
作成・提出が必要なため、健診受診率は
100％なのですが、スケジュール確保が困
難な職種柄、再検査については受診率の低
さが課題です。
——そういったなかで、どのような対応策
を講じていらっしゃいますか？
　個別に再検査の受診を呼びかけるほか、
検査費用を補助しています。また、毎月１
回「安全衛生委員会」を開いており、そ
こに産業医の先生を招いて適宜アドバイ
スをいただき、社内で共有しています。現
場職は日々動き回る一方で、事務職はデ
スクワークが多く運動不足になりがちなの
で、各事業所で毎日ラジオ体操もやって
いますよ。

社員同士の交流を通じて
メンタルケアに注力

——他に、これまで社員の健康維持のため
に取り組まれてきたことがあれば、教えて
ください。
　健康増進のためにソフトボールやゴル
フなどの課外活動を奨励していて、活動時
の補助金も出しています。今はコロナ禍で
活動がままならないのですが、ソフトボー
ルは地域の大会に出場して優勝歴もありま
す。ゴルフは若手社員(部員)も入り、コン
ペも開催しています。
——当組合でもウォーキング大会を開催し
ています。個人はもちろん、チームでの参
加も可能となっています。運動を通じたコ
ミュニケーションツールとして、ぜひご利
用ください！
　社員同士のコミュニケーション強化につ
いては、当社も特に意識しています。本社
に「リフレッシュルーム」を設けて、コー
ヒーセットや冷蔵庫、テレビ等を置き、社
員が談笑できるような環境を整えました。
——社員同士が気軽に話せるような環境
づくりを心がけていらっしゃるのですね。
　社員のメンタルケアにつながれば、と
いう思いで始めた取り組みの一つです。メ
ンタルヘルスへの対応も重要度を増して
きていると感じています。新入社員とは定
期的な面談を実施して、悩みを抱え込ま
せないように心掛けています。
——当組合でも、24時間対応の無料電話
健康相談サービスを用意しています。年度
内に５回までなら無料で専門家と相談でき
ますので、こちらもご活用ください。

喫煙率の改善が
当面の課題

——今後の課題として、どんなことがありま
すか？
　喫煙率の高さですね。事業所内の分煙
や社用車内の禁煙等を実施してきました
が、特に現場職の喫煙率は高いままです。
現在、勤務時間中の10時〜10時半と15時
〜15時半を「吸える時間帯」としていま
すが、  

　　　　　　　　　　　　　　　　
今後は「吸えない時間帯」としたほうが禁
煙には効果的なのでは？と思い、検討して
いるところです。
——禁煙に真剣に取り組みたい方向けに、
当組合では禁煙外来治療補助金制度を設け
ています。喫煙率低下の一助となれば幸い
です。今後、社員の皆さんの健康増進のた
めに、新たに取り組もうとされていることは
ありますか？
　コロナ禍で免疫力強化の重要性が注目
されていますが、そのためには睡眠時間の
確保と食生活の改善、運動習慣の定着が
重要だと考えています。これは生活習慣病
の予防・改善にもつながると思います。全
社員と意識を共有するためにも、専門家か
ら話を聞く機会をつくるなども必要ではな
いかと考えています。
——健康企業宣言に参加された事業所さ
んが、健康に関するセミナーを開かれた場
合に、当組合から費用の補助を行っていま
すので、そちらもご活用ください！　最後
に、今後の抱負をお聞かせください。
　社員があって会社が成り立つことを心に
据えて、目標は高く持ち、地道な活動を継
続することで、社員個々の意識が変わり、
より安全で、安心して働ける環境に近づけ
ればと思います。今後ともご助言、ご指導
のほどよろしくお願いいたします。
——御社が、社員の皆さんのことをとても
大切にしていらっしゃることが伝わってま
いりました。本日はありがとうございまし
た！



☎ 0120-921-429

海空運健保組合の健康相談サービスをご活用ください！
専用ダイヤル（無料） ＊�プッシュ回線でない方は、番号ボタンの前に＊印ボタンをプッ

シュしてください。
＊�携帯電話からも左記番号でご利用いただけます。電話番号を
通知にしてご利用ください。つながらない場合には、はじめ
に「186」をつけて専用ダイヤル番号におかけください。

音声ガイドに従い、
利用したいサービスの番号のボタンを
プッシュしてください。

健康に関することなら何でもご相談ください！ 
全身の症状とその治療法、ご家族の介護や育児の不
安など、何でもお受けします。

24時間・年中無休で 
いつでもご利用になれます！
もちろん祝日や年末年始もご利用いただけます。

相談料はもちろん通話料も無料です！
専用ダイヤルで、いつでも安心してご利用いただけ
ます。

ファミリー健康相談（電話健康相談）

ご対応するのは、臨床心理士有資格者です！ 
全心理系資格の中でもとくに専門性の高い「臨床心理士」
の資格をもつカウンセラーのみがご相談にお応えします。

プライバシーは厳守されます！
氏名・相談内容等、ご利用者のプライバシーは厳重に守ら
れます。安心してカウンセリングをお受けください。

対面での面接カウンセリングも可能です！
ご要望に応じて、全国約180カ所のカウンセリングルーム
からお選びいただき、面接によるカウンセリングも受けら
れます（年度中1人5回まで無料）。

メンタルヘルスカウンセリング ベストドクターズ®・サービス

ベストドクターズ社が
独自の調査によって選出した
信頼できる専門医を
ご案内するサービスです。
Best�Doctors®およびベストドクターズは
Best�Doctors,Inc.�の商標です。

利用
方法

ご
相
談
例

オーストラリア在住です。最近、鼻がムズムズ
するのですが、オーストラリアにも花粉症はあ
りますか？　薬をのむ以外の対処法などがあっ
たら教えてほしいです。（海外からのご相談）

オーストラリアにも、花粉症の原因となる植物が自生しています。日
本では花粉症と縁のなかった留学生が、現地で生活しているうちに花
粉症を発症したという例も少なくありません。一般的な花粉症の対処
法の他、オーガニック製ルイボスティーの飲用などもおすすめです。

心も体も
元気になるごはん

体ポカポカごはん
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１人分� 64kcal ／食塩相当量 1.0g　
調理時間（目安）� 25 分　

❶��白菜は縦半分に切り、繊維に垂直に1cm幅に切る。
大根はいちょう切り、長ねぎは斜め薄切り、しょう
がは千切りにする。サラダチキンはひと口大のそぎ
切りにする。

❷��鍋に水と押麦を入れて10分ほど煮る。
❸����❷に大根、長ねぎ、しょうがを加えてさらに5分煮
る。

❹����❸�にサラダチキン、白菜、酒、鶏ガラスープの素
を加えて3分ほど煮る。器に盛り、糸唐辛子を飾る。

作り方

白菜�･･････････････････････60g
大根�･･････････････････････60g
長ねぎ� ･･･････････････････30g
しょうが�･････････････1/2かけ
サラダチキン（市販）�･･････40g

水�･････････････････････450mL
押麦�･･････････････････････12g
酒�･･･････････････････小さじ１
鶏ガラスープの素�･･･小さじ１
糸唐辛子�････････････････ 適量

長ねぎには葉酸とオリゴ糖が
豊富です。葉酸は細胞や血を
つくる働きがあり、オリゴ糖
は腸内で善玉菌を増やす働き
があります。

長ねぎ

冬野菜の
サムゲタン風
スープ

材料（2人分）

料理制作：若子みな美 （管理栄養士）　

撮影：さくらいしょうこ　
スタイリング： 宮沢史絵
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