健 康な暮らしのお手伝い

ホワイズ・スクエア

2018年 5月号
特集

ガンマ - リノレン酸、ＩＰＡ、ＤＨＡで

コレステロール、
中性脂肪を改善しよう

もく じ
はじめよう！ ホワイズ栄養生活

コレステロール、
中性脂肪を改善しよう
気づこう！ からだの SOS

高血糖、
合併症から身を守る
鍛えよう！ 何歳からでも遅くない

タオルでストレッチ
販売会社からメッセージ

有限会社コスモス・サプライ

特集

めよう！
はじ

検査結果が「基準値内」
「少し高め」でも
油断大敵！

ガンマ - リノレン酸、ＩＰＡ、ＤＨＡで

コレステロール、
中性脂肪を
改善しよう
ここに

あなたの検査値は大丈夫？

注目！

（70歳 女性の場合）

身体
測定

検査項目

基準値

身長

－

153cm

体重

－

56.3kg

ＢＭＩ
腹囲

18.5 ～ 24.9

今回

24.1

（男）85cm未満
（女）90cm未満 86cm

血圧
検査

収縮期

140mmHg未満

137mmHg

拡張期

90mmHg未満

88mmHg

脂質
検査

ＬＤＬ
60～140
コレステロール mg/dℓ未満

H 172mg/dℓ

ＨＤＬ
40mg/dℓ以上
コレステロール

L 37mg/dℓ

中性脂肪

30 ～ 150

mg/dℓ未満

肝機能 ＧＯＴ（ＡＳＴ）30 IU/ℓ以下
検査
ＧＰＴ（ＡＬＴ） 30 IU/ℓ以下
γ- ＧＴＰ

50 IU/ℓ以下

※基準値は検査機関によって多少の違いがあります。

「前回の検査よりも高くなった」
「年々、高くなっていく」といった
場合は要注意！
対策を始めましょう。

H 195mg/dℓ
27 IU/ℓ
25 IU/ℓ

ＬＤＬ
（悪玉）が
高いと
酸化して血管壁に入り
込み血管を厚く硬くす
るため、動脈硬化が急
速に進みます。

ＨＤＬ（善玉）が
低いと
血管壁にたまったコレ
ステロールを回収する
働きが低下し、動脈硬
化が進みます。

45 IU/ℓ

動脈硬化は自覚症状もなく
心筋梗塞発症のリスク
進みます
放置すると、ある日突然、心
筋梗塞 、脳出血、脳梗塞など
の事態に。とくにＬＤＬが高い
人は、心筋梗塞発症のリスク
が約 4倍も高くなります。

Q

3.4 倍

3.8 倍

1.0倍

低

80 未満

120〜139

140 以上

高

LDL コレステロール（mg/dℓ）

LDLコレステロールや中性脂肪を下げるには
あぶらを摂らなければいいのよね？

A違います !!

あぶらは細胞膜の材料になる大切な栄養素なので、バランスよく摂るこ

中性脂肪が
高いと

とが大切です。ＬＤＬ対策としては、肉やソーセージ、生クリーム、バター

ＬＤＬが小型化して超

ジュース、アルコールを控えましょう（中性脂肪が増えれば増えるほど、

悪玉ＬＤＬとなり、動脈
硬化を悪化させます。

HDL は低下するため、中性脂肪を下げることは重要です）
。そのうえで、

などの動物性脂肪を控えましょう。中性脂肪対策としては、菓子類、果物、

ガンマ - リノレン酸、ＩＰＡ、ＤＨＡをバランスよく積極的に摂ることがポイ
ントです。
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ガンマ -リノレン酸 、
ＩＰＡ 、ＤＨＡ
積極的に摂ってコレステロールと中 性脂肪を改善しよう
●すばらしい働きがたくさん！
ガンマ - リノレン酸

ＬＤＬコレステロールや中性脂

不足するとこんな病気に
・動脈硬化 ・心筋梗塞

ＨＤＬコレステロールの低下を防

・脳梗塞

促進などの働きもあり、ダイエッ
ト効果も期待されています。

ＩＰＡ※ 、ＤＨＡ

中性脂肪やＬＤＬコレステロー

ルを下げる、血栓ができるのを防
ぐ働きが認められています。また

●食事では十分に摂れません
ガンマ - リノレン酸

肪を下げる、血圧を安定させる、
ぐ働きが認められています。代謝

・高血圧

★月見草種子油や 母
乳に含まれ、一般食品
にはほとんど含まれま
せん。

・脂質異常症 ・リウマチ
・胃潰瘍

・アレルギー

・肥満

・がん

こんな人は要注意
不足するとこんな病気に

こんな

データ
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も！

★近年、全世代で魚離
れが進んでいます。食
べているつもりでも、
調理による損失も！

中高年 肥満 高血糖 偏食
動物性脂肪の過剰摂取 お酒をよく飲む

調理による損失

揚げ物 50 ～60％
焼き魚・煮魚 20％

・動脈硬化 ・心筋梗塞
・脂質異常症 ・がん
・高血圧

・血栓症 など

栄養食品で確実に補いましょう！

【選び方ポイント】

脈硬化を防ぐ、脳の老化を防ぐ働
※ IPA は EPA の正式名称です。

★「リノール酸を摂る
と体内でガンマ - リノ
レン酸が作られる」と
言われますが、日本人
の4人に1人は、これが
できません。

ＩＰＡ、ＤＨＡ

など

HDLコレステロールを増やし、動
きも認められています。

な ぜ？
！

厚生労働省も
ＩＰＡ、ＤＨＡの
積極的な摂取を
推奨しています！

心臓病のリスクが 6 割減（厚生労働省）
肝がんのリスクが 4 割減（国立がん研究センター）

３つ一緒に摂れる
ガンマ - リノレン酸、

安心・安全なこと
たとえば 、魚由来のＩ

酸化防止がしてある
ガンマ - リノレン酸、

ＩＰＡ、ＤＨＡにはさま

ＰＡ、ＤＨＡでは水銀の

ＩＰＡ、ＤＨＡは酸化す

ざまなすばらしい働き

心配があります。毎日摂

るとせっかくのすばらし

があります（4ページ参

取するものだからこそ、

い効果が発揮されませ

照）
。健康を守るために

魚由来でも水銀を含まな

ん。酸化を防ぐ成分（ビ

は 3つをバランスよく含

い栄養食品を。
全世代で、

タミンＥ）を含むものを

む製品がベスト。

安心して利用できます。

選びましょう。
5

からだの
ＳＯＳ

何歳からでも遅くない

タ オル で ストレ ッ チ

苦 瓜 抽 出 エ キ ス（ モ モ ル デ シ チンと チ ャ ラ ン チン）で

高血糖、
合 併 症 から身を守る
めに
少し高
けて！
気をつ

細い血管の障害

（神経障害、網膜症、腎症）

太い血管の障害

（脳卒中、心筋梗塞）

正常

HbA1c（％）

4.6~

!

糖尿病

予備群

空腹時血糖値（mg/㎗）

100 未満

100

110

126 以上

6.0 〜

6.5 以上

合併症

1
脚を肩幅に開いて立ち、タオル
の両端を持って頭 上に上げ、上
半身をゆっくり右に傾ける。5 ～
10秒静止し、元の位置に戻る。
左も同様に。

苦瓜抽出エキスで

無理なく、確実に、高血糖対策！
苦瓜に含まれる苦瓜抽出エキス（モモルデシチンとチャランチン）
には 、インスリンに似た働きがあるため、無理なく確実に血糖を
コントロールすることができます。

苦瓜抽出エキスを摂ると…

2
上半身をゆっくり前に傾け、
5 ～ 10秒、静止する。
つぎに 、バンザイをするよう
に両腕を頭 上に上げ、5 ～
10秒、静止する。

血糖を上手にコントロール

※生の苦瓜には血糖を上げる成分も含まれているため、血糖値の改善は期待できません。

6

同じ姿勢を長く続けると、
肩や背中の筋肉の痛みにつながります。
タオルを使って、効率よく筋肉を伸ばしましょう。

１セット３回 、1日２セットを目安に
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販売会社からメッセージ

社長 浅尾 阿也子

の、期待する効果を得られずにいました。そんなとき、ドクター葊谷
光一郎前社長と出会い 、栄養学のお話を聴き、
「私が求めていたのは
健康現役で仕事ができる幸せをかみしめております。毎日が楽しく、
感謝と感動の日々です。
これからも、ホワイズ製品とともに、多くの方々とご縁をむすび、栄
養の大切さをお伝えしていくことが、私たちの社会貢献と考えており

〒103-0022

ます。

東京都中央区日本橋室町1-8-8

当社窓口のスタッフです。

ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内

（株）ロータスサプライ

☎ 070(4025)9769

（有）コスモス・サプライ

☎ 047(477)2872

〒 001-0017 札幌市北区北17条西4丁目 1-11-802

〒 150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-35 マンション広尾台 107
〒 275-0016 習志野市津田沼 1-12-7 リーデンススクェア津田沼 101

（株）ロータスサプライ北九州 ☎ 093(931)3331

〒 802-0074 北九州市小倉北区白銀 1-3-10 あいうらビル 706

☎ 092(473)4569

東京事業部

☎ 03(3279)4653

〒 812-0007 福岡市博多区東比恵 4-5-23

〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-8-8 ちばやビル

禁無断転載

（株）エム・シー・エフ
本社

健康な暮らしのお手伝い

ホワイズ製品は私どもがお届けします。

☎︎ 03（3241）5451

（有）ホワイズ北海道販社

☎︎ 011(736)9080

検索

ちばやビル4F

ホワイズ
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これだ」と確信しました。あれから40年。80歳を過ぎたいまでも、

平成30年5月1日発行

からだが弱かった私は、さまざまな健康食品に挑戦していたもの
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