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病院屋上から信貴山を望む

ひとくち法律相談 Q＆A その101

A. 　あなたは、亡夫が加入していた生命保険契約の効果

として、死亡保険金を受け取ることができ、これはあ

なたの固有の権利ですから、遺産分割の対象財産にな

ることはありません。

　ただし、相続人間の衡平を図る立場から、全体の遺

産の中で、死亡保険金が占める割合が格別大きい場合

には、遺産分割をする際に、死亡保険金を「特別受益」として考慮するこ

とがありうるというのが実務のおおよその取扱いです。

　したがって、死亡保険金の額が格別に多額であるような場合、死亡保

険金を全額確保し、かつ、他の遺産につき、配偶者の立場で、別途２分の

１を確保することが困難になることもありえます。

    ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[火・水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　長年連れ添った夫が亡くなりました。子どもは二人います。

夫が加入していた生命保険の死亡保険金受取人は私に指定されています。

　死亡保険金を受け取った場合、これも遺産分割の対象にしなければならな

いのでしょうか。

「死亡保険金と遺産分割」

暑中御見舞い
　　　申し上げます
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　令和元年５月１８日（土）14時より八尾市文化会館にて第１部の第２７回貴島中央病院友の
会総会、第２部の友の会公開講座「いつまでも自分の足で歩くために」～ロコモを知ってロコ
トレを始めよう～を無事開催することができました。

　第１部の総会では昨年度の活動報告・会計報告を行い、今年度の活動方針・予算案などが
無事了承されました。
　今年度は特に新規会員の拡大、様々の行事への参加人数の拡大を目指していくという目標
がきまりました。皆様のご協力をお願いしたいと思います。

　第２部の友の会公開講座では今年も？貴島浩二院長は緊急の手術で少し遅れる事になり、
昨年と同様に貴島範彦会長が急遽応援に駆けつけてくださり、和やかな雰囲気の中で公開講
座が始まりました。当院のリハビリテーション科のスタッフによるロコモの運動や体操の実演
があり、話だけでなく皆さんにロコトレを学んでいただけたと思います。講演の簡単な内容は
次のページをご覧ください。

　来年も同様の時期に友の会総会と公開講座を開催する予定です。皆さんが聞きたい医療や
病気の話がありましたら友の会事務局にご相談ください。公開講座の参考としたいと思います。

　『ロコモ』とは2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で歩くことが困難になり、寝たきり
になる前の状態のことです。生活の洋式化や様々な自動化により生活が楽になり、ロコモ者数が
増えています。
　ロコモの3大要因は、運動器疾患、筋力低下、バランス力低下です。運動不足が続くと、知らぬ
間に運動能力が低下します。次のチェックや体操で確認してください。

第27回
貴島中央病院  友の会総会のご報告

いつまでも で歩くために自 分 足
～ ロコモを知ってロコトレを始めよう ～

こんな状態は要注意！
チェックしよう 

7つの
ロコチェック

□ 2㎏程度※の買い物をして
　 持ち帰るのが困難である

□ 片脚立ちで
　 靴下がはけない

□ 家のやや重い
　 仕事が困難である

□ 家の中でつまずいたり
　 すべったりする

□ 横断歩道を青信号で
 　渡りきれない

□ 15分くらい続けて
　 歩くことができない

□ 階段を上がるのに
　 手すりが必要である

1

4 5 6 7

2 3

※１リットルの牛乳パック２個程度

●スクワット ●片脚立ち ●ヒールレイズ
　（つま先立ち）

●フロントランジ

ロコトレ（ロコモーショントレーニング）の基本運動

踏み出して腰を
下げる前の姿勢
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フレイル・サルコペニアフレイル・サルコペニア
の予防をしましょうの予防をしましょう

★ おうちで簡単プチレシピ ★

友の会公開講座のロコモの話でフレイル・サルコペニアという
聞きなれない言葉が出てきました。貴島中央病院栄養科の
吉村安崇主任が簡単に説明させていただきます。

★材料★ 鮭のクリーム煮

★作り方★
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Doctor Interview

簡単な経歴を教えてください。

平成２年大阪医科大学を卒業し大阪医科大学第一内科に※入局。大阪医科大学第
一内科では循環器・呼吸器・神経・糖尿病／内分泌にて研修を行いました。その後、
循環器科に属し、主にカテーテル治療に携わり関連病院や大阪医科大学付属病院
で診療を行ってきました。

当院に勤務することになった
きっかけは？

当時、貴島中央病院の院長で
あった範彦先生が大阪医科大

学第

一内科の大先輩であったこと
もありましたが、中央病院で

は積

極的に循環器疾患の治療を行
っておられ、私にとっては大

変魅

力的な病院であると感じ平成
７年より勤務させていただく

こと

になりました。当初は常勤医
として勤務していましたが、

大学

病院に帰局後も非常勤医師と
して現在に至るまで勤務させ

てい

ただいております。

先生の専門分野を教えてください。

趣味はなんですか？

野球観戦や音楽を聴きに行くことが好きです
。貴島中央病院と自分の医院での診

察で忙しい毎日を送っていますが、時間があれ
ば旅行に行きたいと思っています。

主に循環器疾患、特にカテーテルによる検査や治療を行ってまいりました。心臓
の血管（冠動脈）や足の血管等が血栓や動脈硬化で狭くなったり、詰まってしまっ
た場合にカテーテルにより血管形成術（風船で拡張したりステントを留置したり
する術式）を行っております。横田直人先生に

消化器内科

インタビューしました。
横田直人先生に
インタビューしました。

最も記憶に残っている患者さんとのエピソードは何ですか？

入院され担当させていただいた患者さんは皆さん記憶しております。それぞれの
方に色々な思い出があり、特に一つを思い出すのは難しいです。しかし、やはりお
亡くなりになられた方々は特に印象が強く残っており、思い出すたびに残念に
思っています。

当院の患者さんに一言お願いします。

カテーテル治療は日々進歩しています。当院では大学病院や専門病院などのよう
な最先端の治療はできませんが、各々の患者様に最も適していると考える治療法
を選択し、自信を持って治療させていただいております。また他の治療が適して
いると思われる場合には、相談のうえ適切な病院へご紹介させて頂きます。
まずは相談だけでも結構ですので、安心して気楽にご来院していただきたいと
思っております。

※大学病院などの医局に所属すること。大学や関連病院などで研究・診療に従事して学位・専門医の資格を
　取得した後、大学に残り研究教育職に就いたり、関連病院に勤務する。
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