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コロナ太りを解消しよう
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  （コロナによる影響あり）

コロナ太りコロナ太りを
解消解消しよう

コロナ禍、
運動不足等で
体重が増えて
しまった人へ

新型コロナの流行により、わたしたちの生活は大きな変化を強
いられましたが、外出制限による活動量の低下や食習慣の変化
により、体重が増えてしまった人が多いようです。今現在も体
重は増えたまま…という人はいませんか ? この機会に改めて生
活全体を見直し、コロナ太りを解消しましょう !

　厚生労働省研究班※1の調査によると、新型コロナの
第一波（2020年4〜5月）流行中、体重が1kg以上増加
した人（20〜64歳）は30.9%。65歳以上は18.6%な
ので、在宅勤務などの働き方の変化や外出自粛が、運動
不足や食生活の乱れにつながったと考えられます。とく
に女性は男性よりも「身体活動量の減少」「間食の増加」
「テイクアウトやデリバリー等の利用頻度の増加」が見
られ、体重が増加した人の割合も高くなっています。

　ある健診機関が15万人を対象とした調査※2では、コロ
ナ前に比べ、コロナの影響があった2019〜2020年度比
では、新たにメタボと診断される増加率が約2倍になっ
ています。とくに中性脂肪と血圧が悪化した人が多く、コ
ロナ禍での生活は生活習慣病になりやすい環境だったと
いえます。あなたの健診結果はいかがでしたか?

　コロナ太りは運動不足で消費エネルギーが減り、間食
などで摂取エネルギーが増えたことが原因です。動かな
い生活に慣れてしまったり、増加した分を減らす努力を
怠っていれば、コロナ太りがそのまま生活習慣病へとつ
ながるおそれがあります。

　体重が増加した人は約3割

　メタボと診断される人は2倍に

　コロナ太りを招いた習慣を見直そう

＊�メタボリックシンドローム診断基準�:�腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、血圧・血糖・脂質
(中性脂肪またはHDLコレステロール)のうち、�2つ以上が基準値から外れていると該当

※1�厚生労働省指定研究�NIPPON�DATA�研究班�「国民健康・栄養調査対象者の疫学研
究�NIPPON�DATA2010�の追跡調査結果」より�

※2�医療法人社団同友会春日クリニック「新型コロナウイルス流行による受診者の生活習
慣と健康状態への影響」より

▪座っている時間が多い
▪�外出する機会が減って、ほとんどからだを動かして
いない

▪外で行う運動やジム通いをやめてしまった
▪ゲームをしたり動画等を見る時間が多い

▪おやつや甘い飲み物をとることが増えた
▪�食事の時間が不規則になった（朝食抜き、夜遅い食事等）
▪�コンビニやお店のテイクアウト、デリバリー等をよく
利用する

▪家飲みで酒量が増えた

⃝ 座っている時間を減らし、
　ウォーキングやラジオ体操など
　意識してからだを動かす
⃝ 筋力が低下している可能性が

あるので、軽い筋トレを行う

⃝ 食事時間を規則正しくし、ダラダラ間食や飲酒を
しないようにする

⃝ 出来合いのものを食べるときは、エネルギーや
塩分のとりすぎに注意する

朝食が
1日の生活リズムを
整えるポイント!

■メタボ基準該当者の増加率
※医療法人社団同友会春日クリニック健診継続受診者

身体活動面

食生活面

※ 外で運動をするときは、感染症対策として空いた場所や
時間を選び、他の人と十分な距離をとるようにしましょう。
運動は1人または少人数で行い、他人がいる場合はマスク
の着用をおすすめします。

コロナ太り解消のための運動のポイント
ウォーキングなどの有酸素運動と筋トレを組み合わせて行いましょう。筋肉がつくと脂
肪が燃えやすくなり、太りにくいからだになります。1日の運動時間の目標は合計60
分（65歳以上は40分）です。また、サッカーやテニス、ゴルフなどのスポーツを再開
する場合は、筋力だけではなく俊敏性などのパフォーマンスも低下しているので、意
識してケガ予防に努めることが大切です。

ウォーキング 筋トレ
●今より10分多く歩くことから
始め、徐々に距離を伸ばす

●歩幅を広くとり、軽く息がはず
むぐらいのスピードで歩く

●昼食後に歩くと
血糖値の上昇が
抑えられる。夕食
の前（または後）
に歩くと睡眠の
質がよくなる

●スクワット、片足立ち、腕立て伏せ、腹筋運動な
ど。動画サイトで自分に合ったレベルのものを
見つけるとよい。家事の合間などにできるもの
が続けやすい

●正しい姿勢、呼吸方法で行う
●腰痛や関節の痛みなどがある人は無理をしない
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「特定保健指導」を受けて
生活習慣を改善しよう！

スマホを使ったTV電話やチャットで、
休憩時間中やご自宅でも支援を受ける
ことができます！
※詳しいプログラムの内容や申し込み方法は、
お届けするご案内書でご確認ください。

特定保健指導とは、40歳以上の方が受けた健診
の結果でメタボリックシンドロームのリスクがあ
る人に対して行われる生活習慣改善のためのサ
ポート制度です。管理栄養士などの専門家から
アドバイスが受けられます！

＊＊＊ 特定保健指導の案内が郵便で届いた方限定 ＊＊＊

費用は
無料です

お持ちのスマホから
簡単に

申し込みできます！

初回面接で、管理栄養士などのアドバイ
スのもと、ライフスタイルに合った目標を
設定して取り組みます。3ヵ月以上経過
した後に、達成度を確認します。

動機付け支援メタボの
リスクが
中程度
の方

初回面接で、管理栄養士などのアドバイ
スのもと、メタボ改善目標と計画をたて、
3ヵ月以上継続的に電話やメール（チャッ
ト）などで支援を受けます。支援終了後
に達成度を確認します。

積極的支援メタボの
リスクが
高い方

「特定保健指導」は日頃の生活習慣を見
直すチャンスです。
リクルート健保では、運動に特化したプロ
グラムと食生活のアドバイスをメインとし
たプログラムの2種類をご用意していま
す。この指導を利用して、健康生活に切り
替えるきっかけにしましょう！

チャンスを無駄にしないで！

2021年度にリクルート健保がご案内した人間ドック、ファミリー健診を受診された方、また健保に
特定健診の結果を提出された方の中で、生活習慣病のリスクが高い方に、2022年5月下旬～6月
頃、「特定保健指導」のご案内をお送りします。届きましたら、早めに中身を確認いただくようお願い
いたします。
※特定保健指導はご案内が届いた方のみ対象となります。届いていない方は特定保健指導の対象外です。

特定保健指導って
なんだろう？

Question

Answer

特定保健指導実施内容
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「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律案について」「2022年度診療報酬改定」より

2022年施行

ここが変わった! 今後どうなる?
健康保険制度の改正に
ついて

　わたしたちが加入している健康保険組合を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化やコロ
ナ禍による経済的な影響等により、大変厳しいものになっています。国民皆保険制度の維持
と国民の利便性を図るため、国ではさまざまな改革を進めています。
　下記の改正のほか、2022年4月からは初診も含めたオンライン診療の恒久化、10月から
は育児休業中の保険料免除の見直し、短時間労働者の社会保険の適用拡大なども実施され
ます。また、引き続きマイナンバーカードの保険証利用（オンライン資格確認）など、医療情報
のデジタル化も進められます。

健康保険制度を維持するための改革が進められています

不妊治療については国や自治体が助成制度で対
応してきましたが、4月からは健康保険が適用さ
れます。原則として適用となるのは体外受精や
顕微授精など学会が「推奨度A・B」とする医療
技術(男性不妊治療を含む)で、治療開始時点で
女性の年齢が43歳未満となります(40歳未満は
6回まで、43歳未満は3回まで)。

●体外受精などの不妊治療が
　保険適用されます。

慢性疾患の場合、薬の処方せんをもらうためだけ
に通院することも多いですが、一定期間内であれ
ば、同じ処方せんを繰り返し使用できる仕組みが
導入されました (高血圧などの病状の安定した
長期疾患が対象。3回まで)。通院の手間を減ら
すことができるので、該当しそうな人は医師にご
相談ください。

●薬をもらうだけの受診が不要に
　なります。（リフィル処方せん導入）

大病院に患者が集中することを防ぐため、200床
以上の病院の多くは、紹介状なしでかかると別途
特別料金(定額負担)がかかります。今回の改正
ではこの対象となる病院を拡大するとともに、定
額負担については初診で5,000円以上から
7,000円 以 上に、再 診 で2,500円 以 上 から
3,000円以上に引き上げられます。

●紹介状なしの大病院の受診は
　負担が増えます。

高齢者にも負担能力に応じた負担をしてもらうた
め、一定所得以上の後期高齢者の窓口負担割合
が1割から2割に引き上げられます。対象となる
のは課税所得28万円及び後期高齢者が1人の
世帯は年収200万円以上、2人以上の世帯は後
期高齢者の年収合計が320万円以上となります。
＊すでに3割負担の現役並み所得者は変更ありません。

●75歳以上（一定所得以上）の窓口
　負担割合が2割に引き上げられます。

2022年4月～ 2022年4月～

2022年10月
～

2022年10月
～

KENPO

羅針盤
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リクルート健康保険組合　〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー  TEL：03-6705-0450
発行人 森　健太郎 編集人 馬場　昭彦 担当 髙橋　ふみ子 制作（株）サンライフ企画

編 集 後 記健保への健診結果ご提供のお礼について
春の日差しも心地よい季節になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウィルスの影響でおうち時間が長くなっている方も、春の陽気に
誘われて、久しぶりに外で体を動かしたいなと思われていらっしゃるのではな
いでしょうか。春から夏にかけては、新陳代謝が活発になり、冬に溜まった
老廃物が発散されるので、デトックスやダイエットに効果
的な季節と言われています。今号では“コロナ太りを解
消しよう”と銘打って、生活習慣の改善や運動のポイント
をご紹介しています。是非ご参考にされてください。
（外で運動をされるときは感染症対策をお忘れなく）

前号、前々号でご協力をお願いした「勤務先・通院先健診結果」のご提出
ですが、多くの方にご協力をいただきありがとうございました。今回ご提
出いただき、対象の条件を満たされていた方にはお礼としてクオカードを
5月に進呈する予定です。今回送付いただいた中には、健保でご案内し
た健診（イーウェル経由の健診）の結果も多く含まれておりました。こちら
は条件に当てはまらない為、対象外となりご返却しております。ご案内が
わかりにくく、申し訳ありませんでした。今年度も「勤務先・通院先健診結
果」のご提出をお願いする予定でおりますので、続けてご協力の程、よろ
しくお願いいたします。

材料（2人分）
鶏ささ身… ………………………………… 2本
春キャベツ………………………………… 2枚
菜の花……………………………………… 4茎
にんじん… ……………………60g（1/3本）
きくらげ…………………………………… 100g
＊…乾燥の場合は14〜15gが目安
じゃこ………………………………………… 10g
しょうが（チューブ可）………… １かけ分
だし汁…………………………………… 400ml
梅干し（梅ペーストで代用可）…… 2個
しょうゆ…………………………………小さじ１
ごま油…………………………………小さじ１

鶏ささ身入り
梅風味サラダスープ

●  料理制作 ●

料理研究家・栄養士
今別府靖子

●  撮影 ●

今別府紘行

生活習慣病の予防・治療の基本は
毎日の食事。からだに気をつかい
つつ、ボリュームがあって美味しい
メニューを紹介します。作り方も簡
単なので、ぜひ挑戦してください。

材料

菜の花はゆでずに炒めたほうが、
ビタミン・カリウムなどの栄養素が
逃げません。

Point❶

梅干しとしょうゆは最後に入れ、
煮込みすぎないようにすると、風味
よく仕上がります。

Point❷

野菜の旨味がやさしくしみ渡る！
梅干しのさっぱり感もたまらない
栄養満載の“主役級”スープです

＊ 菜の花をスナップエンドウやアスパラガスに替えても美味しくできま
す。

＊ 乾燥きくらげを使う場合は、事前に戻しておきましょう。分量や戻し
方は、袋の表示を参考にしてください。

作り方
1 鶏ささ身はすじをとって４等分のそぎ切り、春キャベツは芯をとってざ

く切り、にんじんは短冊切りにし、菜の花は3等分に切る。
2 梅干しは種を取り除き、包丁で軽くたたく。生きくらげは石づきを

とって食べやすい大きさに手で裂き、しょうがはすりおろす。
3 フライパンにごま油とすりおろしたしょうがを入れて軽く熱し、香り

が立ってきたら、鶏ささ身を入れて中火で炒める。鶏ささ身に火が
通ったら、野菜ときくらげ、じゃこを加えてさらに炒めるPoint❶。

4 だし汁を加えて煮立ってきたら少し火を弱めて2分ほど煮て、梅干
しを加え、最後にしょうゆで味をととのえるPoint❷。

野菜やきくらげは、免疫機能維持に必
要なビタミン、腸内環境を整え腸のバ
リア機能をサポートする食物繊維が豊
富。また、梅干しのクエン酸には免疫
細胞の通り道、血液の流れをよくする
効果があります。

免疫サポートポイント

詳しい作り方は
こちら！

●カロリー：213kcal 　
●塩分：2.0g1人分

＊塩分8%の梅干し使用の場合

⃝�先に炒めて火を通しておくことで、
煮る時間を短縮！
⃝�野菜の旨味もアップして一石二鳥


