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今日も元気！ ホワイズ健康生活

「 たかが」と軽 視していませんか？

過剰な中性脂肪は
たくさんの病気の原因に！

中性脂肪

中性脂肪が高くなっていませんか？
中性脂肪とは体内の脂質の1つで、活動するための重要なエネル
ギー源です。しかし、食べすぎ、飲みすぎ、運動不足などにより、中
性脂肪が高い人が多くなっています。

肥満

脂肪肝

糖尿病

（ぽっこりお腹）

高血圧

中性脂肪が過剰になると

中性脂肪が高いと、さまざまな病気の引き金に
中性脂肪が高くなると（150mg/dl 以上）、肥満だけでなく、脂肪
肝や糖尿病などさまざまな病気の原因になります。また、悪玉コレス
テロールを増やし、善玉コレステロールを減らすため、動脈硬化が急
速に進みます。自覚症状がないため放置しがちですが、動脈硬化が

悪玉コレステロールが
増加

善玉コレステロールが
減少

（より強く動脈硬化を促進させる
超悪玉コレステロールが増加）

放っておくと

進むと心筋梗塞や脳梗塞などによる突然死を引き起こす危険性が高
いことから、いますぐ中性脂肪の対策が必要です。

動脈硬化が急激に進行
血管壁に血栓や
コレステロールがたまり、
血流が悪くなる

血管壁

基準値以内でも油断禁物！
中性脂肪が高くなってしまう生活習慣
□ 揚げ物、炒め物が好き

□ 加工食品や総菜の利用が多い
□ 満腹になるまで食べる

さらに放っておくと

□ 洋菓子、せんべい類が好き
□ お酒を飲み過ぎてしまう

□ 果物やスムージー、野菜ジュースが好き

コレステロールの蓄積

血栓

□ ごはん、麺類が好き

狭心症

心筋梗塞

脳梗塞

□ 青背魚を毎日食べない

□ 海藻類を食べることが少ない

□ 駅では階段よりエスカレーターを使う
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最悪

死に至る場合も…
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中性脂肪やコレステロールを下げる働きがある

上 手 な選び 方

ガンマ- リノレン酸 、
ＩＰＡ 、Ｄ ＨＡは栄養食品で補いましょう！
※

※ IPA は EPA の正式名称です

ガンマ -リノレン酸
こんな人は
ガンマ - リノレン酸が不足

ガンマ - リノレン酸は、一般食品
では摂りにくい月見草種子油や母
乳に含まれる希少な健康成分です。
中性脂肪や悪玉コレステロールを
用があり、動脈硬化 、心筋梗塞 、
脳梗塞 、高血圧などの予防・改善
に役立ちます。ヨーロッパでは医薬
品としてアトピー性 皮 膚 炎の治 療
に用いられています。

ガンマ - リノレン酸、
ＩＰＡ、ＤＨＡの３つで
心臓病への負担が軽減

・ 中高年

・偏食

・ 悪玉コレステロールが高い

減らす、血圧を安定させるなどの作

・中性脂肪が高い
・ 肥満

・高血糖

・ お酒を飲む
・ 動物性脂肪を多く摂る
・ アトピー性皮膚炎

血 液中に中性 脂肪や悪 玉コレステ

玉コレステロールを下げる働きがあ
り、厚生労働省でも積極的に摂るこ
とを推奨しています。これらはアジや

煮る、焼く
20% 減

イワシなどの青背魚に多く含まれま
すが 、調理により減少 、酸化するた
め、食事だけで良質な IPA 、DHA

缶詰のＩＰＡ、ＤＨＡは汁やタ
レに含まれます。汁には塩分
が多いため、注意が必要です。

を十分に摂ることは困難です。

Q

薬で IPA を摂っているから
栄養食品で摂る必要はない？

脂質異常症※などの治療薬の一つである「エパデール」は、ＩＰＡ

れが悪くなります（ドロドロ血液）
。こ

を主成分として作られています。しかし、
薬であるため、
腹部不快感、

れでは全身に酸素や栄養素が行き渡り

胸やけ、かゆみ、下痢、皮下出血などの副作用が心配です。

かかるばかりです。
ガンマ - リノレン酸、ＩＰＡ、ＤＨＡの

4

ＩＰＡもＤＨＡも、中性脂肪や悪

ロールなどが増えすぎると、血液の流

にくく、血液を送り出す心臓にも負担が

ドロドロ血液は心臓に
大きな負担

揚げる
50〜60% 減

ＩＰＡ、ＤＨＡ

薬に 頼りすぎ ず、 栄 養 食 品も
積極的に利用しましょう。栄養食
品なら IPA に偏らず DHA なども

3 つをバランスよく摂ると、血流がよく

バランスよく摂ることができます。

なるため、心臓への負担が軽減します。

加えて、運動など生活習慣の改善

心臓病や、スポーツをする人などにも

も怠りなく。

おすすめです。

※血液中に含まれるコレステロールや中性脂肪の値が異常となる状態のこと。
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高血糖・合併症から身を守る

苦瓜抽出エキス

が 変わ
る
らだ

！

ホワイズ

か

健康
セルフケア

二の腕シェイプ
まもなく、半袖、ノースリーブの季節です。

苦瓜抽出エキスってなに？

A

気になるタプタプの二の腕の裏側を、体操ですっきりさせましょう。
からだをひねるので、ウエストシェイプの効果もあります。

苦瓜（ビターメロン）に含まれ 、血糖値を安定させ
る効果があります。苦瓜抽出エキスを食事の30分

から1時間前に摂ることで、血糖をコントロールし、高血
糖や合併症の対策に役立ちます。

薬やインスリン注射をしていても
飲んでいい？

A

からだをひねる
ときにひじを曲げな
いように注意を！

栄養食品に含まれる苦瓜抽出エキスには低血糖になる心配が
ないため、薬や注射をしている人にもお使いいただけます。高

血糖は遺伝や食べ過ぎ、睡眠不足などからも誘発されるため、いま高
血糖ではない人も予防として摂ることをおすすめします。

1 背筋を伸ばして立つ。両腕を
スは
苦瓜抽出エキ
しょう
ま
い
栄養食品で補

血糖値を
生の苦瓜には
含まれてい
上げる成分も
品で確実に
ます。栄養食
血糖対策を！
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肩の高さに上げて前方に伸ば
し、両手のひらを合わせる。

2

息を吐きながら、右手で左手
を押すように上半身を左にひ
ねり、10秒間キープ。息を吸い
ながら元の姿勢に戻す。左右
交互に10回ずつ行う。

int

Po ト！
ポイン
効果を高めるには

手のひら全体に力を込めて、左右の手を押し合いながら行
いましょう。
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上村 紗代

私は、以前の職場で糖尿病や腎臓病の方の献立や新メニュー開発を担
当していました。食材は一度湯通しをしますし、大量調理のため料理の水
した。また、腎臓病の方の献立は揚げ物やマヨネーズ和えが多いのですが、
市販のマヨネーズと違い塩分がほとんど入っていないため、おいしく作るこ
とがとても難しかったです。
健康を維持するためにも、食事だけでは不
足しがちなタンパク質、ビタミン、ＩＰＡ、Ｄ

東京都中央区日本橋室町1-8-8

ＨＡなどの栄養素は意識して摂りましょう。
元気なうちにおいしいものをいっぱい食
べる！ ではなく、おいしく食べられる元気
なからだでいたいものですね。

〒 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
ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内

〒103-0022

おいしいものを、おいしく食べられるということはとても幸せなことです。

発行所：株式会社ホワイズ

分が多くなりがち。濃い味付けにもできず、臭みが残ってしまうのが悩みで
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「おいしく食べる」は健康の証

管理栄養士

