ウィズコロナ時代の

健康づくり
免疫力を高めながら感染症から
健康を守るためのポイント

コロナ禍により、外出の自粛
などから栄 養の 偏りや運 動不
足、生活リズムの乱れ、健診・
検診や医療機関の受診控えな
ど、健康への影響が問題となっ
ています。
そこで、本誌では、コロナに
負けない生活を送りながら、健
康づくりをしていくためのヒン
トになる情報をまとめました。
予 防を意 識した 生 活スタイル
で、コロナを乗り越えていきま
しょう！

新型コロナに負けない

心身の健康を守るためのポイント
新型コロナウイルス感染症の流行で、自身の感染や他人に感染させてしまうことへの不安によるストレスに加え、
外出、交流、娯楽などの自粛、マスクを着けての日常生活など生活様式が一変しています。
そのような状況のなか、心身に加わる負担が健康へおよぼす影響が心配されています。現在の状態を確認しなが
ら自身の健康、家族の健康を守るために、日々の生活習慣を見直し、改善していきましょう。

ここ数か月のあなたの状態、当てはまる項目にチェック！
運動不足だ

よく眠れない

食生活が偏りがち

心配がある／不安だ

間食が増えた
（お酒も含む）

酒量・たばこが増えた

1つでも当てはまったら……

1つでも当てはまったら……

コロナ太り、生活習慣病の進行・悪化、
筋力の低下などの心配が！

コロナ疲れ、メンタルヘルス不調
の心配が！

でも大丈夫！
そんなあなたに
改善方法を紹介します
見直しましょう！

食生活

P3 へ

生活習慣病の進行・悪化予防、筋力の低下、
メンタルヘルス不調
の予防のためには、食生活、運動、ストレス解消など、日ごろから健
康生活をこころがけることが大切です。心身が健康であれば免疫
力も高まりますので、
感染予防にも効果的です。

見直しましょう！

身体活動

P4 〜 5 へ

見直しましょう！

こころの健康

P6 へ

見直しましょう！

体のメンテナンス
P7 へ

※内容は世界保健機関（WHO）
、日本赤十字社、厚生労働省の資料などを参考に作成しています。
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見直し
ましょう！

食生活

栄養バランスを
意識しよう！

日常生活が様変わりし、巣ごもり生活によりインスタント食品やテイクアウトが増えるなど、偏った食生活の影響で
体重が増えた人も多いことでしょう。肥満（内臓脂肪の蓄積）はメタボ（メタボリック・シンドローム）や生活習慣病を
悪化させてしまいます。逆に、栄養不足による体重の減少が心配な人もいます。いまの栄養バランスはどうか見直し、バ
ランスのよい食生活をこころがけましょう。

体重測定で状態を確認

BMI＝体重
（㎏）
÷身長
（ｍ）
÷身長
（ｍ）

体重と身長からＢＭＩ
（体格指数）値を
計算し、肥満度を判定することができます。

25.0以上は肥満

肥満の人だけでなく、高齢者などで体重

血圧、血糖、脂質の異常が
起きやすい

が少なすぎる人も健康に悪影響が及びま
すので、適正体重に近づくように生活習
慣を改善しましょう。

18.5未満は低体重※
筋力、体力、免疫力が
低下しやすい

（日本肥満学会による）

※ 50 〜 64 歳では BMI 20 未満、65 歳以上では BMI 21.5 未満は、低栄養のリスクが高ま
ります（厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」より）。

栄養バランスを整えるには？

「主食」
「主菜」
「副菜」
をそろえると、手軽に多様な栄養素をとることができます。ここに牛乳・乳製品・果物から2品

加えると理想的な食事になります。

主食

主菜

ごはん、パン、
め
ん 類 など の 炭
水化物を多く含
み、エネルギー
のもとになる

魚 、肉 、卵 、大
豆、大豆製品な
どのたんぱく質
や脂肪を多く含
む料理

副菜
野 菜 、いも、海
藻 、きのこなど
のビタミン、
ミネ
ラル、食物繊維
を多く含む料理

「朝はたっぷり」
「夜は控えめ」
に！

食べ方のコツ
よくかんで

減塩をこころがける

間食は時と量を決めて

早食いは食べすぎ、肥

野菜料理を先に
野菜に含まれる食物繊維は食

食塩のとりすぎは高血

おやつは日中の決まった

満のもと。よくかんでゆっ

後の高血糖やコレステロールの

圧のもと。塩辛いものを

時間にとる、量や頻度をあら

くり食べると満足感が得

吸収を抑える働きが。野菜料理

食べる回数を減らす、め

かじめ決めてとるなどの工

られて食べすぎを防ぎま

をはじめに食べておくと、食後の

ん類のスープはできるだ

夫をしましょう。

す。1口30回を目安に。

血糖上昇が緩やかになります。

け残すなどの工夫を。

利用して
みよう!!

健康づくり支援センター
〜管理栄養士作成のレシピにTRY！〜 栄養コ・ス・パ満点！ 時短レシピ
『食事 診断』で食習慣を見直そう！
HP ▶ musashino-health.or.jp/k-passport/index.html
武蔵野市公式キッチン cookpad 毎日の料理を楽しみにする
HP ▶ cookpad.com/kitchen/15224997
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見直し
ましょう！

身体
活動

いまより多く
からだを動かそう！

外出しない日が続いて身体活動量が減ると、消費エネルギーも減り、その分肥満を招きやすくなります。また、からだを動か
す機会が減ると、筋力も落ちてきます。加齢によっても筋力が低下していく中高年はもちろん、若い世代でも女性を中心に筋
力の低下が心配されています。いまの身体活動量に問題はないか見直し、いまより多くからだを動かすようにしましょう。

ロコモ度をチェック！

「骨や関節、筋肉など、
からだを支えたり動かしたりする運動器の機能が低下し、移動に障害が出た状態」
を
「ロコモ

ティブシンドローム
（運動器症候群、通称ロコモ）
」
といい、進行すると介護が必要になる危険性が高まるため、
いま問
題となっています。高齢者の問題と考えがちですが、40歳代以前の若い世代からの生活習慣が大きく関係しており、
20歳代でも大幅な筋力低下が見られる人もいます。
まずは、以下のテストで現在の状態を確認してみましょう。

立ち上がりテスト

片脚または両脚で、決まった高さから立ち上がれるかどうかを調べ、主に脚力
を測ります。

■高さが 10・20・30・40cm の台※を用意する。

※両 脚で立ち上がる
際に痛みを生じる
場合、医療機関に
相談しましょう。

■まず 40cm の台に両腕を胸の前で十字に組んで
腰かけ、両脚は肩幅程度に広げる。
■床とすねが（40cm の台の場合）約 70 度にな
るようにして、両脚で反動をつけずに立ち上が
り、その状態を 3 秒間保持する。
※健康づくり支援センターにも台が置いてあります。

高さ 10cm

20cm

30cm

70度

40cm

■ 1 ができたら、今度は片脚で立ち上がれるかテストする。
■左 右どちらかの脚を上げ、上げたほうの脚のひざは軽く曲
げる。
■片脚で反動をつけずに立ち上がり、その状態を 3 秒間保
持する。
■ 2 の片脚 40cm ができたら…
● 10cm ずつ低い台に移り、片脚ずつテストする。
●左 右とも片脚で立ち上がれた一番低い台がテスト結果と
なる。
■ 2 の片脚 40cm ができなかったら…
● 10cm ずつ低い台に移り、両脚でテストする。
●両脚で立ち上がれた一番低い台がテスト結果となる。

注意！
◆無理をしないよう気をつけましょう。
◆ひざに痛みが起きそうな場合は中止してください。
◆後 方に転倒するおそれがあるので、反動はつけ
ないで行いましょう。

＜各高さでの難易度比較＞
難 片脚10cm▶片脚20cm▶片脚30cm▶片脚40cm▶両脚10cm▶両脚20cm▶両脚30cm▶両脚40cm 易

ロコモ度判定方法
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どちらか一方の片脚で
40cmの高さの台から立ち上がれない

ロコモ度1

●筋力やバランス力が落ちてきて、移動機能の低下が
始まっている状態

両脚で20cmの高さの台から立ち上がれない
30cmの台からは立ち上がれる

ロコモ度2

●移動機能の低下が進行しており、自立した生活がで
きなくなるリスクが高い状態

両脚で30cmの高さの台から立ち上がれない

ロコモ度3

●移動機能が低下して社会参加に支障をきたし、自立
した生活ができないリスクが非常に高い状態
（日本整形外科学会資料より）

いまより1日10分多くからだを動かす
まずは、いまより1日10分多くからだを動かす
「＋10
（プラス・テン）
」
から始めましょう。少しずつでも身体活動量が増え
てくると、からだを動かすことが習慣になっていきます。運動不足を解消すると免疫力も高まります。

「ちょいトレ」
で身体活動量をアップ
1 日のさまざまな場面のスキマ時間にできるちょっとしたストレッチ＆筋トレプログラムが「ちょいトレ」。家の中でも、
できるときに、無理せずちょっとだけからだを動かすことで、身体活動量をアップできます。

スクワット

つま先立ち（ふくらはぎの引き締め）

◦テーブルやイスの背もたれを持って片脚で立つ。
◦
「1、2、3、4」
と数えながら、4秒でつま先立ちになり、続
けて4秒かけて元に戻す。
（左右、10回ずつ行う）

◦イスに座る。
◦足幅は肩幅、
つま先は30度外向き、
手を太ももに。
◦息を吐きながら、10センチだけお尻を浮かした姿勢で
30秒キープ。

腰背部のストレッチ
◦あお向けに寝る。
◦両手は横に広げ、
ひざは曲げる。
◦息を吐きながら、ひざを真横に
倒していき30秒キープ。
◦このとき、顔は上を向いたまま。
（左右どちらも行う）

利用して 健康づくり支援センター
〜健康運動指導士が教える体操を自宅で TRY !! 〜毎日☆自宅ジム・小中学生の体力向上企画
みよう!! HP ▶ musashino-health.or.jp/k-passport/index.html

「有酸素運動」
は健康づくりに有効な運動
有酸素運動は、からだに多くの酸素をとり込みながら行う運動です。脂肪の燃焼
効果が高く、メタボの予防・解消に効果的なほか、とくに衰えがちな下肢の筋力アッ
プに有効な運動です。その代表がウォーキングで、外に出てからだを動かせばここ
ろもすっきりします。3 密を避け、安全に配慮して歩きましょう。

●公園は空いた時間、場所を選ぶ
●できるだけ少人数で
●すれ違うときは距離をとる
●人との距離が十分とれるときはマスクを外す（熱中症の予防になる）
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こころの
健康

見直し
ましょう！

生活リズムを
整えよう！

新型コロナの流行など特殊災害の状況下では、不安、戸惑い、怒りなど、大きなストレスにさらされてメンタルヘルス不
調を引き起こすなど、誰もがこころの健康を害する危険が高まります。生活環境も大きく変化することで体内時計の乱れ
が生じやすくなりますので、生活リズムを一定に保つようにこころがけるなど、こころの健康にも気を配りましょう。

生活リズムを一定に保つために

手軽にリラックス

◦外出自粛、巣ごもり生活でも、毎日決まって行う日課をつくりましょう
（運動、家事、入浴など）
。

肩をゆるめるエクササイズ

◦毎日一定時間、屋外で過ごすようにしましょう
（とくに午前中の自然光
を浴びるとよい）
。
◦外に出られないときは窓際で日光を浴びましょう。

❶肩をすぼめて上にぎゅーっと上げ、固く緊
張させる。
❷肩をストンと落として、緊張をとく。

◦食事、仕事、勉強、運動などをする時間・時刻を決め、毎日行いましょう。
◦直接会えなくても、電話やオンライン上のツールで人との交流を。
◦昼寝は避けましょう。するなら30分以内に。
◦起床・就寝時刻を決めて、毎日守りましょう
（睡眠リズムを保つ）
。
※日本うつ病学会
「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）
の世界的大流行下における、
ここ
ろの健康維持のコツ：先が見えない中であっても、
日常の生活リズムには気をつけよう」
を参
考に作成

深呼吸（腹式呼吸）

不安な気持ちを和らげる工夫
◦信頼できる人に自分の気持ちを話してみましょう。
◦新型コロナウイルスに関するニュースや情報に触れる時間を限定しま
しょう。
◦基礎疾患※がある人はかかりつけ医に相談しましょう。
◦自分にあった方法でリラックスする時間をもちましょう。

◦ポイントは
「息を吐くこと」
。
◦身体の中にある嫌なものをすべて出す気
持ちで、長くゆっくりと吐き切るとよい。
❶鼻から大きく息を吸い込んでお腹にためる。
❷そのままの状態で、頭の中で
「いち、に、さ
ん」
とゆっくり数える。
❸｢スーッ」
と口から息を吐く。

例えばこんな方法で
◆軽い運動（ウォーキング・ストレッチなど）
◆入浴（ぬるま湯にゆっくりとつかりましょう）
◆笑う（つくり笑顔にも効果があります。鏡の前で自分に笑いかけ
てみましょう）
※糖尿病、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、高血圧、がん

★❶～❸の動作を15～20秒かけて、ゆっくりと繰り返す
（3～4回）
。

など

ぐっすりと眠るために
（睡眠リズムを整えるコツ）
朝

目ざめたら
太陽光を浴びる

体内時計がリセットされる。

からだをよく

昼 動かす

心地よい疲れが
眠りを誘う。

入浴で

夜 リラックスする

就寝1～2時間前、
38～40℃の
ぬるま湯で。

不眠を招く！
入眠前の強い刺激
●食べすぎ・飲みすぎ

●パソコン・スマートフォン
の画面
（ブルーライト）

●カフェイン

●アルコール
●たばこ
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見直し
ましょう！

体の
メンテナンス

定期的に健診
を受けよう！

新型コロナの流行で、健診（健康診査）やがん検診の受診を控え、先延ばしにしている人が少なくありません。です
が、がんや生活習慣病を病気の芽のうちに発見して、早期治療に結びつけるためには、定期的に健診を受けることが
大切です。自身の体のメンテナンスを怠らないようにしましょう。もちろん、検査を受けに行くときは発熱や咳などの症
状がないか、自身の体調をチェックしましょう。 健診・検診機関では、密の回避、消毒など、感染防止策をとっています。
進行がん

自覚症状がない病気を早期に発見

がん細胞

生活習慣病のほとんどが悪化するまで自覚症状がないた
め、なかなか病気の進行に気づくことができません。とく

10〜20年

早期がん
1cm

2cm

にがん細胞は長い年月をかけて「がん」になっていきますが、
1 つのがん細胞ができてから検診で発見できる 1cm 程度の

がん検診

ここで発見！

大きさになるまで、約 10 ～ 20 年かかるといわれています。
健診（健康診査）や検診を受けることで自覚症状がない

がん細胞
が急激に
増殖

1〜2年

自覚症状が現れる

自覚症状がない状態

病気を早期に発見することが可能になります。受診控えに
は注意し、定期的に受けるようにしましょう。

公益財団法人 日本対がん協会 資料より

●病気の危険因子を総合的に調べる検査（特定健康診査※、生活習慣病予防健診など）

健診

※特定健康診査は国民健康保険や健康保険組合などの各医療保険者が実施しています。

検診 ●特定の病気を調べる目的で行う検査（各種がん検診など）
発見されたらそのままにしないで、早めに精密検査を受けたり、専門の医療機関を受診しましょう !!

武蔵野市の健診・検診案内
成人向け健康診査
健診名

その他の検診等
実施場所：市内指定医療機関

対象者（市民）

実施月

特定健康診査

40 歳以上の武蔵野市国民健康保険加入者

後期高齢者医療
健康診査

後期高齢者医療制度加入者

眼科健康診査

40 歳以上の方

6 月～ 3 月

歯科健康診査

40 歳以上の方

7 月～11月 ( 予定 )

若年層健康診査

15 歳～ 39 歳の方

4 月～ 2 月

がん検診 〜2人に1人がかかる時代〜

6 月～ 1 月

実施場所：市内指定医療機関

初期のがんは症状がほとんどないまま進行することが多く、がんによる死亡を減らすために
は、早期発見のため症状がなくても定期的にがん検診を受けることが重要です。

検診名

対象者（市民）

実施月

胃がん（X 線検査） 35 歳以上の方

毎月

胃がん（内視鏡検査） 50 歳以上の偶数年齢の方

6 月〜 2 月

肺がん

40 歳以上の方

毎月

大腸がん

40 歳以上の方（市健康診査受診の方は同時実施） 6 月～1月／武蔵野健康づくり事業団：11月、1月

乳がん

前年度未受診の 40 歳以上の方（女性） 6 月～ 2 月

子宮頸がん（体がん） 前年度未受診の 20 歳以上の方（女性） 6 月～ 11 月

検診名

実施場所：武蔵野健康づくり事業団

対象者（市民）

実施月

肝炎ウイルス
検診

40 歳以上
( 未受診の方 )

毎月

若年層
胸部検診

15 歳～ 39 歳

毎月

骨粗しょう症
予防検診

20･25･30･35･
40･45･50･55･
60･65･70歳の女性

年２回

人間ドック

実施場所：武蔵野健康づくり事業団

生活習慣病の予防と病気の早期発見のために

日時

火曜日・木曜日 基本検査午前中に終了
ホームページをご覧ください。

検査 オプション検査を選択できます。
市立保健センター 2 階

場所 武蔵野健康づくり事業団付属診療所
料金 市民 21,000 円（オプション検査別途）
特長 放射線科専門医画像診断によるダブルチェック等

申込方法・日程等詳細は、武蔵野市ホームページ、市報むさしの、
「むさしの健康だより」をご覧ください。

http://www.city.musashino.lg.jp/
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健康づくりはつらつメンバー（健康づくり普及員）募集中
みんなに届け！ 健 康づくり情報！

登録費・
自ら健康づくりを実践する武蔵野市民を応援する登録制度です。
年会費無料
さらに、ご家族やまわりの方にも健康づくりを広めていただくことも目指しています。
【 お申 込 】 d a n @ s ta r7.j p に空メールを送り、届く U R L から必 要 事項を入 力 。 または、
健 康 づくり支 援 センター H P から申 込書（ P D F） をダウンロードして、 必 要
事項を記 入の上、直 接お 持ちになるか 郵送または FA X でお送りください。

！
健 康 づくり情 報 発 信 中
健 康づくり事 業 団では、健 康づくりに関する情 報を
みなさんに向けて発 信中です。
HP「健康づくり支援センターホームページ」
http://www.musashino-health.or.jp
●

J:COM武蔵 野三 鷹で『だんだん活力アップ体操 』放映中
• 月～金曜日午前９時 20 分～９時 30 分、午後０時 50 分～１時
• 土・日曜日午前９時 25 分～９時 30 分、午後０時 55 分～１時
親子向け体操、ムサシ DAN くんも出演中☆

むさしのFM

新年度ホームページをリニューアル予定！
このような方におススメ

● 健 康 づくりを始 めるきっかけ が 欲しい！

武蔵野市民の方は誰でも登録できる！

● 気 軽に、 身 近なところで 参 加したい！

● いろいろなサイトを回らず 簡 単に見つけたい！

メールマガジン

● 動 画を見 ながらとり組みたい！

「むさしの健康づくり応援ニュース」

● 講 座に簡 単に申 込 がしたい！

●メルマガ読んで健康づくり！
●健康づくり講座やイベントの案内を配信！

● Facebook「健康ナビゲーター ムサシＤＡＮくん」
https://www.facebook.com/kenkoudankun

●一部講座の申込が簡単にできます。

● Twitter「健康ナビゲーター ムサシＤＡＮくん」
https://twitter.com/kenkoudankun

武蔵野市

民限定

78.2MHz「むさしの健 康もぎたて情報 」

• 月～金曜日午前 10 時 35 分～ 10 時 45 分

詳しくは健康づくり支援センターへ

ご 応 募いただいた方の中から抽 選で６名 様に健 康づくりに役 立つグッズをプレゼント！
この機 会にぜ ひご 応 募ください。 【応募締め切り】2021年5月7日（金）※当日消印有効

読者
プレゼント

A（運動・身体活動）賞
B（栄養・食生活）賞
C（健診・検診）賞

活動量計
体重計
血圧計

２名様
２名様
２名様

消費カロリーもチェック
体組成もチェック
自宅でも血圧をチェック

応 募 方 法 ❶～❻をすべて記載のうえ、はがき又は電子メールでご応募ください。

❶コースA・B・C賞の中から一つ選んでください。❷住所❸氏名（ふりがな）❹年齢❺電話番号❻アンケート：広報誌の
中で、
（１）
もっとも関心を持った記事（ページ）
は何ですか。
（２）今後どのような記事を希望しますか。
は が き 〒180-0001武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 健康づくり事業団
「読者プレゼント」係
電子メール kenkou＠musashino-health.or.jp

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。 ※個人情報は当選者への連絡、応募者の統計のみに使用させていただきます。
● 三鷹駅より徒歩20分

公益財団 法 人

武 蔵 野健康づくり事業団のご案 内

● バスをご利用の場合
乗車駅

中 央 通り

公益財団法人

武蔵野健康づくり事業団

（市立保健センター内）

中央
図書館
五日市街道
市民
文化会館

市民文化会館入口
保健所

市民文化会館前

武蔵野郵便局
井の頭通り

◀至 武蔵境

三鷹駅
JR中央線

グラウンド

吉祥寺駅（北口）

下車停留所

乗り場（行き先）
①②番のりば

※【 成 蹊 学 園 】行きを除く

市民文化会館前（徒歩2 分）

三鷹駅（北口）

①②③⑤番のりば

市民文化会館入口（徒 歩４分）

武蔵境駅（北口）

③三鷹駅行きのりば

市民文化会館入口（徒 歩４分）

（武 蔵 野 大 学 経 由）
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