
特集
家族のために知っておきたい認知症の話

トピックス
冷え性を改善する生活習慣

お手軽変わり種丼レシピ

アンケートで寄せられた声
平成30年1月 自動車保険が変わるの？

2018年新春号

私たちの活動報告
大阪重粒子線センター見学について

【作り方】
①えのき茸は根元を切り落として3cm長さに切り、
なめこ茸は流水で洗って水気をきる。

②むきえびは背ワタを除いて塩水で洗い、水気を
きってAをまぶす。

③フライパンに油大さじ1を熱し、②、①を順に炒め
る。Ｂを加え、煮立ったら水溶き片栗粉でとろみを
つける。

④卵は溶きほぐしてCを加えて混ぜ、油大さじ1ずつ
を熱したフライパンで焼き、オムレツを4個作る。

⑤丼にごはんをよそって④をのせ、③のあんかけ、青
ねぎを散らす。いただくときに、オムレツをわる。

えびきのこ中華丼
□えのき茸・なめこ茸･･各100g
□むきえび･････････150g
□卵･･･････････････････4個
□ごはん（丼）･･･････4杯分
□塩 ･･･････････････少々
□酒・片栗粉････ 各大さじ1
□めんつゆストレート･･ 1/2カップ
□水 ････････････････1カップ
□酒・みりん ･････ 各大さじ1
□塩・こしょう････････各少々
□牛乳･････････････ 大さじ2
□油 ･･･････････････ 大さじ5
□水溶き片栗粉・青ねぎの小口切り
･････････････････････ 各適宜

材料（4人分）

A

C

B

大阪いずみ市民生活協同組合
（株）コープ大阪サービスセンターおすすめ

丼物は親子丼・カツ丼だけじゃない。
お店でも食べたことがないレシピにチャレンジしてみましょう！

お手軽変わり種丼レシピお手軽変わり種丼レシピ
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材料（2人分）

□ご飯･･･････････茶碗2杯
□ゴーヤ･････････････1本
□塩 ･･･････････････少々
□マヨネーズ･････ 小さじ1

□牛こま切れ･･･････100g
□生姜みじん切り･･小さじ1
□白いりごま ････････少々
□ごま油･････････ 小さじ1

□酒･しょうゆ･･･ 各大さじ2
□砂糖 ･･････････ 大さじ1

【作り方】
①ゴーヤは種とわたを取り薄切りにし、1/4は
みじん切りにして、塩少々ふり、軽く絞ってマ
ヨネーズとあえ、ご飯と混ぜ合わせる。
②残りのゴーヤは3ミリぐらいのうす切りにし
て、氷水に5分さらして水気をふく。
③フライパンにごま油を熱しAを炒め、Bを入
れ弱火にして5分ほど煮、②を加えて炒め、
ごまをふる。
④器に①を盛り、③をのせる。

ゴーヤ
ご飯の
甘辛牛丼

A

B

材料（2人分）

□京山科なす（または、なす）･･2本

□しょうがのみじん切り･･ 1/2片分

□温泉卵 ････････････2個

□温かいご飯･････丼2杯分

□油 ････････････ 大さじ2

□みりん･････････ 大さじ4

□しょうゆ････････ 大さじ2

□片栗粉・炒り白ごま ･･各適量

【作り方】
①なすは輪切りにし、片栗粉をうすくまぶす。フ
ライパンに油大さじ1を熱し、なすの両面を焼
いていったん取り出す。
②フライパンに油大さじ1、しょうがのみじん切
りを熱し、香りが出たらAを加え、①を戻し入
れて全体にからめる。
③丼にご飯をよそい、②、温泉卵をのせ、炒り白
ごまを散らす。

なすの
甘辛丼

□油揚げ ････････････2枚
□玉ねぎ･･････････ 大1/2
□ごはん･･････････人数分
□★水 ･･･････････400cc
□★顆粒だし･････ 小さじ1
□★醤油 ････････ 大さじ3
□★みりん･･･････ 大さじ3
□★酒 ･･････････ 大さじ1
□★カレー粉･････ 小さじ1
□片栗粉 ････････ 大さじ1

【作り方】
①油揚げを短冊に切り、玉ねぎは１センチ程の
くし型に切る。油揚げは小麦粉大さじ1（分量
外）を振りまぶし、フライパンに油を少量ひい
て油揚げを両面軽く焼き付ける。

②両面焼き色が付いたら一旦取り出し、空に
なったフライパンに★の調味料を加え玉ね
ぎ、油揚げを加えて玉ねぎがしんなりするま
で煮る。

③同量の水で溶いた片栗粉を回し入れ、一煮立ち
させ青ネギの小口切りを散らせば出来上がり。

きつね
カレー丼

□トマト･･････････････1個
□あじ（刺身）･･･････150g
□オリーブオイル ･･小さじ2
□白ワインビネガー･･大さじ1
□粒マスタード ･･･ 小さじ1
□塩 ･･･････････････少々
□長芋 ･････････････ 50g
□マヨネーズ･････ 大さじ1
□麦ご飯･･･････茶碗2杯分
□バター････････････ 10g
□粗挽き黒こしょう･･･適量
□うずらの卵 ･････････2個
□バジル････････････適量

【作り方】
①トマトは湯むきし、横に2等分する。種の部分を
スプーンなどで除き、2cm角に切る。
②ボウルにAを合わせ、①を加えてマリネする。
③長芋はすり鉢ですりおろし、マヨネーズを加え
て混ぜる。
④温かい麦ご飯にBを加えでよく混ぜ、器に盛り
付ける。
⑤②のボウルにあじの刺身を加えてさっと和え、
④に盛り付ける。その上に③のとろろをのせて
うずらの卵を落とし、パジルをちぎって散らす。
全体を混ぜ合わせながらいただく。

あじと
トマトの
洋風麦とろ丼

A

A

B

【作り方】
①鍋にめんつゆ・酒を入れ豚肉を入れて弱火
で煮る。

②肉に火が通ったらめかぶを加えてひと煮
立ちさせる。

③丼にご飯をよそい盛りつけ、温泉卵をのせ
てお好みで一味唐辛子をふる。

めかぶと
温玉のっけ
豚丼

お手軽変わり種丼レシピお手軽変わり種丼レシピ

材料（2人分）

材料（2～3人分）

材料（2人分）

（有）パル企画おすすめ

（株）京都コープサービスおすすめ

（有）ヒューマンジョイントセンターおすすめ

（株）タクスおすすめ （株）奈良コープ産業おすすめ

□温泉卵 ････････････2個

□細切りめかぶ ･･････ 40g

□豚こま切れ･･･････150g

□温かいご飯･････丼2杯分

□一味唐辛子 ･･･････適量

□めんつゆ・酒･･各大さじ3

□鯛（生食用短冊）･･ 1/4身

□しょうゆ････････ 大さじ1

□みりん･････････ 小さじ1

□ねりごま（白）･･･ 小さじ2

□みつば･････････ 5～6本

□刻みのり･･････････適量

□ねりわさび ････････適宜

□ご飯･･･････茶わん2杯分

鯛の
ごまだれ丼

材料（2人分）

コープエイシスおすすめ

【作り方】
①鯛を薄くそぎ切りにし、ごまだれで和える。

②みつばは3cmに切る。

③器にご飯を盛り①をのせ、みつば・のり・お好
みでわさびを添える。

ご
ま
だ
れ
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身身身身体体体体体体体をををああああああたたたたたたたたたたたためめめめるるるるるる食食食食事事事事事事ののの工工工工工工夫夫夫夫身体をあたためる食事の工夫

身身身身身身体体体のののののの隅隅隅隅ままままままででで血血血血血血血液液液液をををを届届けけけけけけるるるる生生生生活活活活活活習習習慣慣慣慣身体の隅まで血液を届ける生活習慣

自自律律律律律律律律神神神神経経経経経経経ををを整整整整整整整ええええるるるるる生生活活活活活活活習習習習慣慣慣自律神経を整える生活習慣

ああああっったたたたたたたかかアアアアイイイイテテテテテテムムムムををををを上上手手手手手手手手にににに取取りりりり入入入れれれれよよよよううあったかアイテムを上手に取り入れよう

【出典】全国健康保険協会 季節の健康情報Ｈ26年度1月

からだを温める食材

にがうり

バナナ オレンジ トマト

昆布

豆腐白砂糖 牛乳

コーヒー 緑茶 白米

夏季が旬のもの、
熱帯でとれるもの、精製された食品、

加工食品など。

からだを冷やす食材

きゅうり なす
わかめ

寒冷な季節や地方でとれるもの、
根菜類、発酵食品など。

紅茶 たまねぎ
にんにく

しょうが

小松菜 にんじん

桃

味噌

卵
肉 赤身の魚

さくらんぼ チーズ

ごぼう

中庸の食材

玄米
とうもろこし
そば あわ ひえ

もち

からだを冷やしも、
温めもしない中間の

たべもの

バター

栄養バランスのとれた食事を基本に、冷えが気になる
ときは身体を温める食材を積極的にとりましょう。
反対に、身体がほてっているときは身体を冷やす食材
をとります。
なお、身体を冷やす食材は、熱を加えると身体を温め
る食材に変化するので上手にとりいれましょう。
また、肉類などに多く含まれるたんぱく質は熱源とな
る筋肉を作るほか、シシャモやタラコ、アボカドやアー
モンドなどに多く含まれるビタミンEには、末梢血管を
広げて血液循環を良くする働きがあります。

●腹巻…お腹を温めることは臓器を温めることであり、胃腸が温まって
便秘の解消にもつながります。 

●肌着…肌にフィットするものを、1枚着るだけで体感温度が約1℃
アップします。 
●スパッツ…冷えやすい下半身を温めます。 
●カイロ…貼るタイプが便利。お腹や腰など、冷えが気になるところ
に使います。直接貼らないなど、低温やけどに気をつけましょう。 
●マフラー、レッグウォーマー…首や足首など、「首」とつくところには
動脈が体表近くを走っているため、少し温めるだけでポカポカ感を
得られます。 
●五本指ソックス…足指をそれぞれ包むため保温力がアップ。足指
の動きを良くして血液循環を促す効果もあります。 

●身体を締め付ける衣服や靴は避けましょう。 　　 
●38～40度くらいのぬるめの湯にゆっくりつかりましょう。血行促進とリラックス効果を
得られます。熱い湯は体の表面だけ温まり、内部が十分に温まっていないことが多く、
また急激に血圧を上昇させるので、避けましょう 　　 
●たばこは血液の循環を悪くするのでやめましょう。 

●十分に睡眠をとって心身を休ませましょう。 　　 
●歩く習慣やストレッチなど、日常に適度な運動をとりいれましょう。
筋肉量のアップにもつながります。 

冷え性の改善には、身体を内側から温め、血行を促すとともに自律神経がうまく働くよう
生活習慣を整える必要があります。

手軽にできる冷え対策は着衣などのアイテムの工夫です。
ポイントを押さえれば、何枚も着込む必要はありません。  

肌着

腹巻

カイロ

スパッツ

レッグウォーマー

五本指ソックス

トピックス 冷え性を改善する生活習慣
冷えは万病の元！ 対策をしっかりして元気に冬を
乗り切ってくださいね！
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「…えっ！？ 1回だけ？？？」
2018年から治療を開始（予定）する「大阪重粒子線センター」へ見学
にいってきました。
この施設での重粒子線がん治療はピンポイントでがん病巣を狙い撃
ちする「スキャニング照射」による治療をし、不要な照射による副作用
を抑えることができるとのことでした。
見学中治療内容について説明を受けていると「肺がんなら1回の照射
で治るケースもあります」とのことで、見学者一同びっくりしました。

大阪重粒子線センター
見学について

私たちの
活動報告

身体にダメージを与えない大きなポイントは治療する部位を立体的に塗り絵するように

患部にだけ重粒子線をあてることができることです。それも動く臓器なら追尾する技術

もあり、正常な臓器に極力影響を与えないそうです。

重粒子線がん治療の魅力

切らずに、痛みもなく、高齢者にもやさしい治療です。

がんの部分で大きなエネルギーを放出することができるため、
正常組織への副作用が少なくなります。
切除できない部位のがんの治療ができる可能性があります。

難治性のがんにも効果が期待されます。
従来の放射線では治療が難しいケースのものにも適用できる可能性があり、
優れた治療効果が期待できます。

従来の放射線治療に比べて、治療回数・日数が
少なくすみます。
仕事や日常生活を続けながら外来での治療も可能です。

※照射そのもので痛みや熱さを感じることはありません。
　（公益財団法人医用原子力技術研究振興財団「体にやさしい粒子線がん治療」より）
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地下鉄谷町４丁目の駅から５分程度歩くと
大阪城と大阪府庁・大阪府警に囲まれる感じ
で目指す「大阪重粒子線センター」があります。

重粒子線がん治療は、限局性の固形
のがん治療に適しています。
また、がんの近くにある正常な重要臓
器への照射を避けることのできる治療
法です。

「がんは治せる時代になってきた」と言われています。しかし、部位・症状によって最適な治療法は
異なるようです。しかし、共通して言えることは「定期健診で早期に見つける」ことで格段に治る
確率もアップし、治療費も安くなるようです。

ご紹介した重粒子線治療は１セットの治療費が３00万円超と高額で、治療を
受ける前にお金の準備をしなくてはいけません。もちろん現金で払えるにこ
したことはありませんが、「先進医療特約」という低コストでお金と心の準備を
する方法もありますので、お近くの「コープ保険代理店」にご相談ください。

もちろんすべてのがんに対応で

きるわけではないそうで、女性に

多い「乳がん」などは治療対象の

病気から外れているそうで、現在

も研究が続いているそうです。

一日も早く治療対象になって、が

ん治療の選択肢に「重粒子線治

療」が入ることを願っています。

住所：大阪市中央区大手前３-１-１０

治療できるがん

脳腫瘍/頭蓋底腫瘍
中枢神経腫瘍

眼腫瘍

鼻、副鼻腔、口、唾液腺
などにできるがん

肺がん

食道がん

肝臓がん

すい臓がん

直腸がん

骨・軟部のがん

子宮がん/前立腺がん
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2017年11月25日、株式会社病診経営 村上様を講師にお招きし、「家族のた
めに知っておきたい認知症の話」セミナーを開催しました。このセミナーでは
多くの組合員様にご参加いただき、「介護」に対する皆様の関心の高さをうか
がえました。2017年夏号では「介護する側の知識」の記事を掲載しましたが、
今回は家族が認知症になった場合どう向き合っていくかをご紹介します。

「年のせい」と違い、脳が何らかの原因
により機能が低下し、記憶が抜け落ち
たり、道に迷ったりなどの症状により日
常生活に支障が出てくる（およそ6か月
以上継続した）状態をいいます。

上の資料は平成27年内閣府広報室「認知症に関する世論調査」によるものですが、介護される側・介護する
側で共通する「不安」は精神的・経済的なものでした。

●家族に身体的・精神的に負担をかける。
●これまでできた買い物、料理、運転ができなくなる。
●家族以外に迷惑をかける。
●思い出を失う。
●経済的に苦しくなる。

【資料】岸和田市「認知症を知ろう」

●ストレス・精神的負担が大きい。
●家族以外に迷惑をかける。
●経済的な負担が大きい。
●自分が仕事をできなくなる。
●思い出を失う。

本人の不安 家族の不安

単なる
物忘れ

認知症
による
記憶障害

（記憶の帯）

（記憶の帯）

認知症に関する不安

認知症とは…

抜け落ちる

【資料】公益財団法人家計経済研究所
「季刊　家計経済研究　第98号（2013．4）」認知症なし➡ 約3万円　　　認知症あり（中度）➡ 約6万円

1か月の在宅費用（要介護２・３）1か月の在宅費用（要介護２・３）

①コンビニエンスストア　 ②スーパーマーケット　 ③病院・診療所
近年の日常生活の中にある危険地帯近年の日常生活の中にある危険地帯

これらの場所は最近ニュースでよく見聞きする高齢ドライバーが事故を起こしている場所ですが、いずれも高齢者が
日常生活で必要なものやサービスを利用する場所になります。都内の交通事故は10年前の半数以下に減少していま
すが、その一方で高齢ドライバーが関与する交通事故は10年前の約2倍になっているとのことです。

【資料】警視庁ＨＰ警視庁交通総務課統計「防ごう！高齢者の交通事故！」

体験全体を忘れる

た
は
か
、

家族のために知っておきたい特  集
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あまり知られていないようですが、お住まいの市町村や地域包括支援センターでは介護に関する相談に乗ってくれ
るなどのサービスが用意されているので、是非一人で悩まず相談を持ち掛けましょう。

これは、日常の暮らしの中で認知症の始まりではないかと思われる言動を「家族の会」の会員の経験からまとめたも
のです（抜粋）。医学的な診断基準ではありませんが、暮らしの中での目安として参考にしてください。

もしご自身やご家族が認知症の疑いがあると思われたら、主治医の先生やこのコーナーでご紹介した
相談窓口に相談してみてください。また、認知症にならない、または症状を遅らせ
るために喫煙や飲酒などの生活習慣を改め、家族みんなで運動や料理、昔の話を
するなどの認知トレーニングを生活に取り入れてみてください。

介護への不安は自分たちだけで悩まず、相談しよう！

認知症も早期発見が大切！！

本人
・
家族

認知症疾患医療センター
相談 

紹介紹介

専門の医療機関
・ものわすれ外来
・神経内科
・精神科　など

かかりつけ医

・身体や心の不調
・治療方法
・薬
・栄養
・健康管理方法

医 師
・生活全般のこと
・相談先が分からない
・漠然とした不安や心配
・制度

ソーシャルワーカー
・周辺症状への対応
・衛生ケアの仕方
・介助方法や工夫
・薬（次回診察日までに 
 知りたい場合）

看 護 師

●家族教室　・・・・　知識・介護方法などの講話、介護経験者との交流会
●家族サロン　・・・　日頃の介護の悩みや不安を話合う交流会や情報交換
●家族介護教室
　問合せ先：地域包括支援センターや市区町村役所

●今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる
●料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった
●約束の日時や場所を間違える

●些細なことで怒りっぽくなった
●ひとりになると怖がったり寂しがったりする
●下着を着替えず、身だしなみを構わなくなった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…など

本本

家

認知症の話

サービス名

▶介護保険制度以外のサービス

▶ご家族の方たちのためのサービス

▶ご家族が認知症で困ったときの相談先

項目

目　　的

内　　容

問合せ先

徘徊高齢者等家族支援サービス

徘徊による事故防止

位置検索端末機の貸与

市区町村役所

日常生活自立支援事業 成年後見制度

判断力が低下して、難しくなっている部分のサポート（権利擁護）

日常的な金銭管理、書類の預かり

社会福祉協議会 家庭裁判所

悪徳商法の契約防止、財産管理

不安な気持ちや
困っていること…
病院では誰に話を
すればよいの？



　　　介護保険　 　ケガ・医療保険　　 がん保険

おすすめレシピ 季節に応じたレシピを掲載してほしい。

おすすめレシピは、簡単で美味しそうなので作ってみたい。

限られたスペースの中で、よくできたニュースだと思います。

その時期に応じたものを記事にされており参考になります。

日頃あたりまえのように使用している「日焼け止め」を

落とすことの重要性、よくわかりました。

とても為になった。親の介護や子育てに対しての

アドバイスのような紙面を希望。

今入っている保険を高齢になっていく自分がどのように見直していくか…

「節目」をどのように考えるか。いろいろと考えることがあります。

トピックス「日焼け対策」

特集「介護する側の知識」

興味を持たれた記事

保険に関すること

ご感想・ご意見

「コープのほけんだより」はみなさまからお寄せいただいた声を紙面づくりに活かしています。
このコーナーでは「2017年夏号」のアンケートに寄せられたご感想などを紹介します。

B：かっこいい車ですね。 Aさん最近新車に乗り換えたんですね。
A：そうなの。今はやりの自動ブレーキや追従支援等、最新の装備がついているので運転が下手な私でも少し安心して
運転できるから助かるわ。

B：いいですね。万が一の時に手助けしてくれるのは心強いですね。自動車保険もそんな自動車販売の流れをうけて
内容が変わるようです。

A：どんなふうに変わるの？
B：各保険会社で変わってくるようですが、大きな流れとして「衝突軽減ブレーキ」装備の車が
保険料の割引対象になる場合や、「新車割引」が拡大される場合もあるようです。

また、ドライブレコーダー等の装着で新たなサービス提供を実施する会社もあるそうです。

A：どんどん内容も変化していくので自動車保険も分かりにくくなりますね。
B：だからこそ私たち代理店に相談下さい。 Aさんにあった保険を提案させてもらいます。
A：よろしくお願いします。

皆様、アンケートにお答えいただきありがとうございました。これからも「コープのほけんだより」では皆様の
生活に少しでも役立つ情報を掲載していこうと思います。また、皆様の声を紙面づくりに活かしていくため
にアンケートへの返信をお願いします。

～2017年コープの保険だより夏号～アンケートで寄せられた声

平成30年1月 自動車保険が変わるの？

関心のある保険

A B

発行 ： 近畿地区生協保険代理店会
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