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今日から 腸 活 、はじめよう

食物繊維

水溶性食物繊維の健康効果

優れた健康効果！「第六の栄養素」
食物繊維は食べても消化・吸収されないため、昔は「食べもののカ
ス」とさえ言われていました。しかし、現在は多くの優れた健康効果
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があることがわかり「第六の栄養素」として重要視されています。

日本人は食物繊維が不足しています
ところが食物繊維は意識して摂らないと不足します。原因は食の欧
米化や海藻 、野菜、雑穀などの摂取不足、食事量の減少などです。
若い世代だけでなく、中高年も不足しがちです。

食物繊維は1日25 ～ 30ｇを摂りましょう
食物繊維の健康効果を最大限に生かすには、1日25 ～ 30ｇを目
日本人の多くは食物繊維が不足しています
生活習慣病の予防、健康維持のために摂るべき目標量
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れぞれ 働きが異な

は水溶性食物繊維

悪玉菌

コレステロール

溶性食 物繊 維はそ

を摂りましょう。

「平成 29年国民健康・栄養調査結果の概要」より
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布などに含まれる水

効 果 を得るために

20 代

ることで、腸を優しく刺激。無
理なく腸のぜん動運動を活発に
して、便通を改善します。

悪玉菌

②善玉菌を増やす

含まれる不 溶 性食

ります。多彩な健康
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玄 米 や野 菜などに
物繊維とわかめ、昆
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指しましょう。また、
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③有害物質を排除

④糖分や
コレステロールの抑制

腸内で発生した有害物質や老
廃物を体外に排出。大腸がん
発生のリスクを抑制する研究報
告があります。

糖の吸収をゆるやかにして急激
な血糖値の上昇を抑制。また、
コレステロールを吸着して排出
するため、悪玉コレステロール
を減少させます。
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上 手 な選び 方

おなかにも、肌にもいい

栄養食品を上手に利用して水溶性食物繊維を摂りましょう
ガラクトオリゴ糖とセラミド

グァー豆の水溶性食物繊維

ほかの食物繊維に比べて
ダントツの健康効果！
近年の研究により、グァー豆の

水溶性食物繊維を摂るならグァー
豆の水溶性食物繊維がおすすめ。

水溶性食物繊維は、ほかの水溶性

グァー豆はインドやパキスタンなど

食物繊維に比べて、腸のぜん動運

で古くから食されてきた特別な水溶

動の促進 、便秘や下痢の改善 、ミ

性食物繊維で、自然の力でやさしく

ネラルの吸収を促進するなどの多

おなかの調子を整えます。

彩な効果が明らかになっています。

ガラクトオリゴ糖の
すごい理由

善玉菌のエサになり
腸内環境を改善
ガラクトオリゴ糖は牛乳由来で母
乳にも含まれているオリゴ糖です。

①善玉菌のエサになる
（ビフィズス菌や乳酸菌）

腸まで届いて善玉菌であるビフィ
ズス菌や乳酸菌などのエサとなり腸

②胃酸や熱に負けずに
腸まで届く

内環境を改善します。便秘や下痢
の改善 、便のにおいを低減する効

③消化酵素に負けずに
腸まで届く

果もあり、数あるオリゴ糖の中でも、

ゴイ！

とくに注目されています。

ここがス

らく さん

グァー豆の水溶性食物繊維は酪 酸 の生産量が高い
グァー豆の水溶性食物
繊維を摂ると大腸の腸内

一般的な食物繊維とグァ－豆の比較

（umol/gFiber）

酪酸は腸内を弱酸性に
することで悪玉菌を抑え
て善玉菌がすみやすい腸
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グァ－豆が一番！
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えるなど腸への健康効果
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角質の水分量増加率の比較
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とは美肌作りにもつながります。美

身に存在し、肌のうるおいやバリア

セラミドなし

米由来のセラミドで
水分量がアップ

セラミド 0.6mg

肌作りに効果的な成分も一緒に摂
りましょう。なかでも、セラミドは全

200

内環境を作る、炎症を抑
を発揮します。
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酪酸の生産量

り出します。

食物繊維で腸内をキレイにするこ

500

細菌によって「酪酸」を作

食物繊維で美肌作り
うるおい成分のセラミドも一緒に

140

機能を保ちます。米由来のセラミド
難消化性 ポリデキストロース
グァー豆の
デキストリン （合成の食物繊維）
水溶性
食物繊維 （トウモロコシ由来）

は米からわずか 0.01 ～ 0.02％し
か採れない希少な成分で、美肌作
りに必要不可欠です。

90

２週間後

6 週間後
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ブルーベリーとカシスのアントシアニンで

中高年に多い
目の病気にも対抗

ブルーベリーアントシアニンは
どんな目の病気にいいの？

A

が 変わ
る
らだ

！

ホワイズ

か

健康
セルフケア

座ってできる腹筋運動
食事をすると胃のあたりが

ポッコリ出てしまう人は、腹筋が衰えている証拠です。

イスに座ってできる運動で、腹筋と太ももを鍛えましょう。

くっきりと見るのに欠かせないブルーベリーアントシ
アニンですが、糖尿病網膜症にも効果的です。糖

尿病網膜症の方 20名にブルーベリーアントシアニンを1日
200mg、4週間投与したところ、13名に血管の病変部が改
善され 、出血が減少するなどの効果が見られました。

カシスアントシアニンは
どんな目の病気にいいの？

A

カシスアントシアニンを1日50mg、2年間、緑内障患者に投与し
たところ、血流の増加と眼圧の低下が見られ 、緑内障の抑制

効果が確認されました※。目元の血流をよくする働きもあり、クマの改
善にも役立ちます。

※札幌医科大学の臨床試験より

2つのアントシアニンは
栄養 食品で補いましょう

お子様や若い人の
「スマホ老眼」の
ケアにもおすすめ
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1 イスに浅く腰 掛ける。イスの

左右をつかみ 、姿勢を安定さ
せる。ひざを曲げ、両ももをで
きるだけ胸に引き寄せる。

2

脚と床が平行になるように両
ひざをゆっくり前方に伸ばす。
ひと呼吸おいたら、ふたたび
両ももを胸に引き寄せる。
①と②を5回繰り返す。

int

Po ト！
ポイン
キツイ人は

両脚での運動がキツイと感じる人は、片脚ずつ行っても
OK です。
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白岩 百映子

突然ですが、便秘解消のために便秘薬を服用していませんか？ いざ薬
を飲んでも効果を感じられず、一度に何十錠も服用しないと出ないという
るとお腹が張る、肌荒れ 、がんや痔の原因になるだけでなく、口から便臭
がして口臭の原因になることも！ そんなの絶対イヤですよね。
便秘の改善は、動脈硬化などと同じように、食事や運動など生活習慣
ミンＥ、腸の働きを調節するビタミン
Ｂ１も摂りましょう。えっ！ どんな食

東京都中央区日本橋室町1-8-8

物繊維を摂ったらいいのかわからな
い？ そんな方は今月のスクエアを読
んでみてください。きっと答えがみつ
かるはずですよ。

〒 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

8

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

の改善が何よりも大切。食物繊維はもちろんのこと、腸の血流を促すビタ

発行所：株式会社ホワイズ

ケースもあります。
「薬の頼りすぎ」にはご注意を。ただし、便秘を放置す
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薬に頼らず便秘解消

管理栄養士

