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自

信

と

勇

気

持っていますか？
講演会「これからの医療」開催のご案内
健保では、
生活習慣病予防のため、
平成16年度より日本ホ
リスティック医学協会認定の
「生活習慣病予防士」の育成を進
め、
ホリスティック医学の普及と生活習慣病予防に努めてまい
りました。
「生活習慣病予防士」とは、
自分自身や家族、親し
い友人等の生活習慣を客観的に観察し、
食生活、ストレス対
策、運動不足など日常生活の中で改善できることの相談に
のり、
アドバイスする役割を担います。平成16年度には、当健
保に12名の「生活習慣病予防士」が誕生しました。
この度、
日本ホリスティック医学協会会長を務めている
帯津良一先生をお招きして講演会を開催することになりま
した。

日
時：平成17年10月12日（水）午後6時〜8時
場
所：日本無線株式会社 109棟 3階中ホール
講
師：帯津良一先生
問い合わせ：健保健康管理室 蕕 0422-45-9081

帯津良一先生のプロフィール
1936年、埼玉県生まれ。東京大学医学部卒、
医学博士。
東京大学第三外科、都立駒込病院外科医長などを経て、1982年に帯津三敬病院を設立し、
院長となる。専門はホリスティックなアプローチによるガン治療、
西洋医学はもちろん、その他さまざまな治療法を実践。気功、漢方薬、
鍼灸、
食事療法、心理療法、健康補助食品などの代替医学を積極的に取り入れている。
日本ホリスティック医学協会会長、
世界医学気功学会副主席、
上海中医薬大学客員教授、
調和道協会会長など多数務める。

先生のお話を聞いて、
生きていることに自信と勇気をいただこうではありませんか！
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ホリスティック医学とは？
人間をまるごと全体的にみる医学。病気だけに限定されるものではなく、
人生の中の生老病死というステージを考え、
あらゆる分野の「癒し」
も大切であると考えることなのです。

「holistic」はギリシア語の「holos」
（全体）
を語源とし、
「全体的」
「全的」
「全体論的」などと訳されています。この「holos」という単語
を語源とする言葉には、英語では「whole」
（全体）
、
「heal」
（治癒）
、
「holy」
（聖なる）
などがあります。
ホリスティックの考え方では、
健康とは「病気でない状態」や「検査
数値が基準値の範囲内」を意味するものではありません。健康という
概念を積極的に理解し、次のように定義しています。
・ホリスティック
（全的）
な健康観に立脚する
人間を
「身体・心・気・霊性」等の
有機的統合体ととらえ、
社会・自然・宇宙との調和にもとづく
包括的、
全体的な健康観に立脚する。
・自然治癒力を癒しの原点におく
生命が本来自らのものとしてもっている
「自然治癒力」
を癒しの原点におき、
この自然治癒力を高め、
増強することを治療の基本とする。
・患者が自ら癒し、治療者は援助する
病気を癒す中心は患者であり、
治療者はあくまでも援助者である。
治療よりも養生が、
他者療法よりも自己療法が基本であり、
ライフスタイルを改善して
患者自身が「自ら癒す」姿勢が治療の基本となる。
・様々な治療法を総合的に組み合わせる
西洋医学の利点を生かしながら、
日本を始め、
中国、
インドなど、
各国の伝統医学、
心理療法、
自然療法、
栄養療法、
食事療法、
運動療法、
民間療法などの
種々の療法を総合的、
体系的に組み合わせて、
最も適切な治療を行う。
・病への気づきから自己実現へ
病気を自分への「警告」ととらえ、
人生のプロセスの中で、
病気をたえず「気づき」の契機として、
より高い自己成長・自己実現をめざしていく。

身体性、
精神性、
霊性から人間の「癒し」
を全体的に考えるのが「ホリスティック」です。
現在は、
身体性にはたらきかける方法として西洋医学を、
精神性には各種心理療法、
霊性には中医学やホメオパシーなどの
代替療法を重ね合わせることにより、
ホリスティックの実現を目指しているところです。
医療とは、
本来、
病にあってもこれまで通りに自分らしくいきることを可能にしてくれるものです。患者の体だけではなく、
心や命にも思いやりを心掛けた医療こそが、
「ホリスティック」なのです。
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保 健 事 業 紹 介

平成16年度の主婦人間ドック
婦人科乳がん健診に超音波
〔エコー〕
（39歳以下）
と
Ｘ線
〔マンモグラフィー〕
（40歳以上）
の
検査を導入しました。
平成14年に、婦人科健診アンケートを行った際に、健
保に寄せられた意見の中に、
「乳がんの診断方法につい
ては、視触診だけでなく、エコー、
マンモグラフィーの検
査をして欲しい」
という意見が多く寄せられました。
エコーとマンモグラフィー検査を行っている組合はま
だまだ少いのですが、
当健保はより精度の高い健診のため、
視触診にエコー、
マンモグラフィーを組み合わせた健診
をいち早く可能としました。

豆 知 識
エコー：超音波（２万ヘルツ以上の高い周波数をもつ音波）
を対象物に照射し、
対象物から反射して返ってきた信号
（エ
コー）
により、対象物の位置、形、動き、性質を知ろうとする
検査法です。
マンモグラフィー：乳がんを診断する方法のひとつで、乳腺・
乳房専用のレントゲン撮影です。乳房を挟みながら圧迫
して、上下方向から1枚、左右方向から1枚撮影します
（両
方の乳房の場合は合計4枚）。圧迫しても、乳房の中のが
んが転移するようなことはありません。

平成16年度健診結果

視触診

視触診異常なし

視触診所見あり

異常なし

所見あり

異常なし

所見あり

エコー

62

38

6

24

マンモ
グラフィー

62

38

27

57

所見あり

109人
異常なし

406人

保健師さんコメント
以上により、
平成16年から導入したエコー、
マンモグラフィーの
検査は視触診だけでは見過ごされる有所見者の発見に必要です。

ホームページを開設しています

健康保険組合では、
被保険者の皆様に正確な情報を適時提供できるよう、
ホームページを開設しております。
本誌
（健保だより）
の
バックナンバーも閲覧することができます。

http://www.jrc-kenpo.com/
主なコンテンツ

● 健康保険制度についての解説
● 当組合の保健事業の紹介
● 各種申請書式ダウンロード

など

歩け歩けキャンペーン実施中

ウォーキングは健康の第一歩。
「運動する時間がなかなかなくて」
という人も、
普段の生活で歩く機会を積極的に増やしていきましょう。
参加資格

被保険者とその配偶者

開催期間

9月〜11月

参加方法
参加条件

毎日歩いた歩数を、
「健保だより」
夏号
（配布済み）
に挟み込まれている
「記録表」
に記入する。
期間終了後歩数を集計し、
「提出用」
だけ切り取って健保組合に提出。
最低10日間の記録が必要

提出期限

12月5日
（月）
までに職場の担当者に提出
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教えて！
！
あなたの
健康方法
Vol.5:日本無線 品質保証部

人間にとってやはり大切なのは食べること！
食です。1日3食、1年で1,095食、80年で
87,600食…美味しく、楽しく食べたいで
すね。
健康だから、美味しいのかな？ 健康のた
めとは思わずに、作り続けて10年近いお
昼のお弁当もいいのかも！
最近では、雑穀米や古代米、発芽玄米など
も取り入れています。毎晩のビールも適量
飲酒ということで、健康に一役かってくれ
てると信じてます！？
くれぐれも食べすぎには注意し、運動する
のが基本ですよね！
！ 季節的にもちょうど
いいし、運動も始めようかな…（＾＾）

なんといっても「運動」と「食事」で
すよね。もちろん日頃から心がけてい
ます。平日は通勤電車の立ちっぱなし
で足腰の鍛錬、一日中パソコンに向かっ
て指先の鍛錬、社食の定食でカロリー
オフ、休日は惰眠をむさぼって朝飯抜
きの健康ダイエット、遊びに出かけた
かみさんに代わって昼飯を作りフライ
パンで腕の鍛錬、などなど。おかげで
病気知らず！ でもたまに水泳、ジョギ
ング、
腕立て、
腹筋など体に無理がかかっ
て健康によくないことをついやってし
まうので反省しています。なかなか健
康維持とは難しいものです。

特に健康を意識して行っていることはあり
ません（健康に悪いことのほうが好き？）。
しかし20数年前より陸上部にて長距離の
練習をしていました。今でも年１〜2回ぐら
いはレースに出るつもりで練習しています（で
も質・量共に落ちた）。
健康やダイエットのためにスポーツをしよう
という人は多いでしょう。しかし長続きする
人は少ない。やってみて楽しくもっと上達し
たいと思うようなスポーツ（趣味）を見つけ
ることが重要でしょう。上達しようと練習し
ていれば、健康もダイエットもいつのまにか
後からついてくるでしょう。

私の健康法は「発掘！あるある大事典Ⅱ」や「ためしてガッ
テン」などのテレビ番組の情報です。お酢がカラダにい
いと聞いては飲み、にがりがミネラル豊富と聞けばご飯
を炊くときに入れ…といくつ試したことか。でも最初は
勢いでがんばるものの、なかなか長続きしないんですよね。
今試しているのは呼吸法。口から息を吐きつつ、少しずつ
前かがみになり、すべて吐ききったら、ゆっくり鼻から息を
吸い込みながら上体を起こします。これを５回１セット、
１日
に３セットくらい行います。ムム、
これはお腹に効きそうだ！
果たしてこの原稿が載るときまで続いているかな…。

毎晩酒を欠かさない私が健康法などと、口にし難い気はしますが敢えて
言えば、食べ物には気を掛けている方です。
口にするものは魚・野菜が主で肉は1ヵ月に1度程度、良好なタンパク源
である大豆食品は欠かさず、納豆は毎日（血栓予防に絶大！）、枝豆も2
日に一度は食し、カルシウムはチーズから毎日補い、米は昼飯時のみで
晩酌時は食さず（糖分の過剰摂取を抑制）、麺類は好きですが蕎麦が中
心、サプリメントでアミノ酸・ビタミンＢ＆Ｃ・亜鉛等を補給し、高カロリー
低栄養のラーメンやハンバーガーの類はめったに口にせず（年に1度程
度）…と、徹底は図っております。

編集後記
時計屋さんの店頭に並んでいる時計は10時10分あたりを指していることが多
いのです。この時間というのは短針と長針とのバランスが最もよく美しく見える
角度だそうです。皆様もご自身が一番美しく見える角度を研究してみては如何で
しょうか？

秋といえば赤や黄色といった小葉が風に吹かれはらはらと舞い落ちる季節。こ
の時期に日頃の研究の成果を発揮させるのも面白いかも……（面白いだけだった
りして）。
(
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