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タンパク質

プロテインで
「２種類のタンパク質」をバランスよく！
タンパク質を健康的に摂るには、
「脂肪やコレステロールは控えて、

「タンパク質不足」が社会問題に
タンパク質は筋肉、内臓 、血液、肌 、ホルモン、神経伝達物質な
ど、からだの土台を作る重要な栄養素です。ところがいま「タンパク

タンパク質は豊富に」
「植物性と動物性のタンパク質をバランスよく」
がポイント。そこで活用したいのがプロテイン。一般食品とは違い、
脂肪などを控えて良質なタンパク質を摂ることができます。

質不足」が社会問題になっています。とくに年齢とともに食が細くな
り、食べる量が減ります。加えて消化吸収力が低下するため、気づか
ないうちにタンパク質が不足し、老化や病気に拍車をかけます。

「タンパク質不足」が要介護や寝たきりを招く
タンパク質不足になると肌にハリがない、抜け毛が多い、握力が弱
い、脚がむくむなどの症状が現れます。さらに脚の筋力も低下するた
め、転倒しやすく、要介護や寝たきりのリスクも高くなります。

「タンパク質不足」が続くと要介護・死亡のリスクが高くなる
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アルブミン値（g/dl）
東北大学の研究グループによる調査

（仙台市の70歳以上の住民 832人を対象に3年間追跡調査）
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栄養状態の指標である「アル
ブミン（タンパク質）値」と要
介護や死亡リスクの関係を調
査したところ、アルブミン値が
3.8g/dl 以下、3.9～4.1g/dlの
グループは、要介護や死亡の
リスクが急速に高まるという結
果に。要介護や死亡リスクを
回避するには、アルブミン値
を 4.2g/dl 以上に維持するこ
とが必要と言えます。

大豆タンパク

乳清タンパク

納豆、きなこなどの
大豆製品に含まれる

ヨーグルトの上澄み
などに含まれる

・内臓脂肪やコレステロールを
減らす
・血圧の安定
・骨粗しょう症を予防
・生活習慣病を予防

・筋肉を丈夫にする
・サルコペニア（加齢による筋
肉減少）の予防
・運動後の疲労回復効果

気をつけて！
一般食品で摂ると高エネルギー

気をつけて！
一般食品では摂取が困難

プロテインでタンパク質を効率よく摂るなら
「青パパイヤ」も一緒に！
青パパイヤにはタンパク質などの分解を助ける酵素が豊富で、
なんと完熟パパイヤの10倍！さらにプロテインと一緒に摂るこ
とで、
タンパク質の利用効率が格段に高まり、
筋肉の減少を防ぐ、
肌のツヤ、ハリがアップするなど嬉しい効果が実感できます。
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上 手 な選び 方

おう か

「人生 100 年」時代を謳歌するなら

タンパク質と青パパイヤ が一緒のプロテイン
近畿大学によるタンパク質と青パパイヤの研究報告1

基礎代謝が高くなり脂肪燃焼効果も！
「大豆タンパク＋乳清タンパク＋
青パパイヤ」を含むプロテインを摂

10代後半をピークに、年齢とともに
低下します。

近畿大学によるタンパク質と青パパイヤの研究報告 2

筋肉になるスピードが速い
筋芽細胞（筋肉になる前の細胞）
が筋肉へと変化するのを観察したと

筋肉量は30代をピークに徐々に減
り、60代から急激に減少します。

ると、食べたものを効率よくエネル

基礎代謝が高くなることで、脂肪

ころ「大豆タンパク＋乳清タンパク

毎日「大豆タンパク＋乳清タン

ギーにかえて、基礎代謝が高くなる

がつきにくく、肥満予防になります。

＋青パパイヤ」を含むプロテインを

パク＋青パパイヤ」を含むプロテイ

ことがわかりました。

また、冷え症 、むくみ、虚弱体質な

摂ると、大豆のみ、乳清のみのプロ

ンを摂って、丈夫な筋肉を増やしま

どの体調不良の改善にもつながり

テインと比べて、筋肉になるスピード

しょう。転倒や寝たきりの対策にも

ます。
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役立ちます。

基礎代謝とは呼吸や体温維持な
どに必要なエネルギー量のことで
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もっと知
●こんなに差がある！

話題の青パパイヤ！

青パパイヤは、紫外線が強烈な赤道直下でもすくすく育つほ

乳清のみのプロテイン

ど生命力が強い植物で、栄養をギュッと蓄えています。新鮮な

大豆のみのプロテイン

青パパイヤの表面を傷つけると、白い乳液状の液体がたっぷり

大豆＋乳清＋青パパイヤ
を含むプロテイン

しみ出しますが、これは酵素
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が豊富に含まれている証。
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エネルギーを生み出す力

さらに、種や皮にも栄養を

「栄養食品の筋肉量増加効果の検証」近畿大学 ２０１６年

たっぷりと蓄えてい るため、
丸ごと使うことで、青パパイヤ
有機 JAS 認定の
青パパイヤが安心・安全
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の力を最大限に生かすことが
できます。
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元気で長生きが一番

アルギニン＆シアノール

健康
セルフケア

ふくらはぎストレッチ

ふくらはぎが硬くなると、つま先を上げにくくなり、

アルギニン、シアノールを摂ると
どんないいことがあるの？

A

が 変わ
る
らだ

！

か

つまずきやすくなります。

ふくらはぎストレッチで柔軟性を保ち、つまずきを予防しましょう。

アルギニンは必須アミノ酸の一つで、血液循環の
改善、成長ホルモンの分泌促進や疲労回復効果が

あります。シアノールは「かじめ」という海藻に含まれる
成分で、血管拡張作用や抗酸化作用などがあり、アメリ
と、相乗効果で心臓や脳の血流がよくなり、年齢とともに

のばす

カで 20 以上の特許を取得しています。２つを一緒に摂る

トントン

衰える血管やからだの若返りに効果を発揮します。

薬を服用していますが飲んでもいい？

A

アルギニンとシアノールは、薬とは違い、その人のからだに合わ
せて自然に血管を拡げていきます。降圧剤や心臓病などの薬を

服用している方にも安心してご利用いただけます。

ゆっくりじわ～っと伸ばす

1 イスに手をかけ、伸ばしたい

ールは
ン＆シアノ
ニ
ギ
ル
ア
しょう
で補いま
栄養食品

がち
クに頼り
栄養ドリン
も
りの方に
な働き盛
オススメ！
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脚をうしろに大きく開く。かか
とが浮かないようにして、押し
込むようにふくらはぎの筋肉
を伸ばす。10～15秒キープ。

動きを入れて血行を促す

2

①の状態で、うしろに伸ばし
た脚のひざを曲げ、リズムよ
くトントンとかかとを上下させ
る。この動きを10回、繰り返
す。反対の脚も同様に。

int

Po ト！
ポイン
こんな効果も！
ふくらはぎストレッチを続けることで血流がよくなると、むく
み、肩こり、腰痛などの解消も期待できます。
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「ぐっすり快眠」は栄養で！

白岩 百映子

「春眠暁を覚えず」の季節です。にもかかわらず、
「寝つきが悪い」
「途中
で目が覚める」
「朝早く目が覚める」など、睡眠の悩みはありませんか？ そ

発行所：株式会社ホワイズ

んなときは、さっそく栄養で解決！
まず、プロテインなどのタンパク質に含まれる
トリプトファン（必須アミノ酸）。睡眠ホルモンと
も言われるメラトニンの材料になります。つぎに
ンからメラトニンが作られる過程で必要不可欠です。カルシウムは気持ち
を落ち着かせるのに役立ちます。こわばった筋肉を緩めるマグネシウムも
逆に、コーヒーや緑茶などのカフェインは脳を刺激して快眠を妨げます。
寝酒は眠りが浅くなり睡眠の質が悪くなります。睡眠不足は認知症やうつ
病、
糖尿病などのリスクを高めるため
「ぐっすり快眠」を手に入れましょう。

〒 001-0017 札幌市北区北17条西4丁目 1-11-802

（株）ロータスサプライ	☎ 070(4025)9769

〒 150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-35 マンション広尾台 107

（有）コスモス・サプライ	☎ 047(477)2872

〒 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

〒 812-0007 福岡市博多区東比恵 4-5-23

東京事業部	☎ 03(3279)4653

〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-8-8 ちばやビル
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禁無断転載

（株）エム・シー・エフ
本社	☎ 092(473)4569

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8F

ホワイズ

東京都中央区日本橋室町1-8-8

しっかり摂りましょう。

〒103-0022

ビタミンＢ群。とくにビタミン B6は、トリプトファ

ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内
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管理栄養士

