健 康な暮らしのお手伝い

ホワイズ・スクエア

特集「人生100 年時代」のホワイズ栄養教室

シニアの健康を守る重要な

プロスタグランジン
全国で愛されるホワイズ
【東京】（株）ロータスサプライと
（株）エム・シー・エフ東京事業部
が活躍している東京。1958年に
開業した東京タワーは優雅なデ
ザインと鮮やかな色合いで東 京
のシンボルとして、いまなお愛さ
れています。
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シニアの 健 康を守る重要な

健康を極めましょう

プロスタグランジン
体内の小さな「故障」を正常に戻すプロスタグランジン

私たちのからだの中では日々、細胞レベルで「故障」が起

生活習慣病とプロスタグランジン
プロスタグランジンは食品に含まれる脂肪酸を
原料にして作られます。脂肪酸の種類によって
働きが異なる３つのプロスタグランジンが作られ、
生活習慣病の予防と改善に密接に関わっています。

きています。これにすばやく対応し、正常に戻すのがプロス

タグランジンです。ホルモンのような物質ですが、必要なと

プロスタグランジンの種類と働き

き、必要な場所で、必要な量だけ作られ 、役目が終わると消

えるため「忍者ホルモン」とも呼ばれます。発見したスウェー

デンの科学者はノーベル賞を受賞。いまも医学 、薬学 、化学
など世界中の研究者が注目しています。

リノール酸

マヨネーズ、
サラダ油 など

それほど重要なプロスタグランジンですが、なかでも注目

したいのは生活習慣病の予防と改善に密接に関わっている

点です（詳しくは３ページへ）
。プロスタグランジンの働きを最
大限に高めることが、
「人生100年時代」を健康に過ごす大き
な武器になることはまちがいありません。
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リノレン酸
紫蘇油 など

不足しやすい
摂りすぎ

母乳・月見草種子油

EPA 、DHA
アジ・イワシなど

プロスタグランジンⅠ型

プロスタグランジンⅡ型

コレステロールを下げる

血液を固まりやすくする

中性脂肪を下げる

中性脂肪を下げる

血管を収縮させる

コレステロールを下げる

・動脈硬化
・脳梗塞
・ぜんそく
・胃潰瘍
・肥満

・心筋梗塞
・高血圧
・リウマチ
・アレルギー
・がん など

プロスタグランジンⅢ型

血栓ができるのを防ぐ

血管を拡げる

予防・改善

プロスタグランジンは
細胞の異常に素早く作用し
本来の正常な状態に
戻します

肉、卵 など

不足しやすい
ガンマ - リノレン酸

シニアこそ、その働きを最大限に高めたい

アラキドン酸

悪

化

・炎症 ・動脈硬化
・血栓症 など

予防・改善
・動脈硬化
・アレルギー
・血栓症
・脂質異常症 など

プロスタグランジンの働きを健康に役立てるには
ガンマ - リノレン酸、ＥＰＡ、ＤＨＡを
バランスよく摂ることが大切です。
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プロスタグランジンの 働きを 健 康 作りに役 立てるなら

ガンマ - リノレン酸、
ＥＰＡ、
ＤＨＡが重要！

プロスタグランジンⅠ型の原料

ガンマ - リノレン 酸

月見草種子油などに含まれ
一般食品からは摂取しにくい
ガンマ - リノレン酸は母乳や月見草種子油など

に含まれ、一般食品からの摂取は困難です。リノー

ル酸を摂れば、体内でガンマ - リノレン酸に変換

栄 養 食 品 の上手な 選 び 方

３つの脂肪酸がバランスよく摂れる
生 活 習慣 病の予防・改善に
威 力を発 揮します
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▼魚介類

30

ＥＰＡ

ＤＨＡ

20
0

農林水産省資料より作成

40.2kg

40

□ビタミンやミネラルの不足

ガンマ - リノレン酸にはエネルギーや熱を生
む褐色脂肪細胞を刺激することから、体脂肪の
蓄積を抑制する効果も期待されています。肥満
の予防や、基礎代謝アップにもつながるため、
しっかり補いましょう。

2001 年度

kg

□偏食

ガンマ‐ リノレン酸には
体脂肪の蓄積を抑制する

く含まれますが、日本人は魚介類の摂取量が激減

魚介類および肉類の消費量（１人１年当たり）

□シニア

□お酒を飲む

ＥＰＡとＤＨＡはアジやイワシなどの青背魚に多

けで補うのは困難です。

ガンマ リノレン酸

こんな人はとくに必須！

□動物性脂肪を多く摂る

日本人は魚離れが深刻
食事だけでは不十分です

理によって20 ～ 60％も減ってしまうなど、食事だ

食品を利用して積極的に補いましょう。

□高血糖

ＥＰＡ 、ＤＨＡ

しています。しかも、旬以外は含有量が少ない、調

されますが、４人に１人は変換できません。栄養

□肥満

プロスタグランジンⅢ型の原料

▲肉類

2017 年度

24.4kg
1989

1995

2000

2005

2010

2017 年度

新型コロナウイルスは血栓症も怖い
ＥＰＡ、ＤＨＡで備えよう！

栄養食品なら

栄養食品なら

エネルギーを抑えて
効率よく３つの脂肪酸
を補えます。

EPA、DHA が
酸化する心配が
ありません。

コロナでは呼吸器症状だけでなく、血の塊が
できて血管を詰まらせる「血栓症」も多く報告さ
れています。シニアの方、高血圧や高血糖の方、
たばこを吸う方などは血管の内側の壁がもろく
なっているため、血栓ができやすくなります。血
栓の予防に役立つ、ＥＰＡ、ＤＨＡをしっかり摂っ
て備えましょう。
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こんなとき、
どうする？

おなかの調子が悪い

Q

どんな生活習慣で悪玉菌が増えるの？

ホワイズ管理栄養士が、健康や栄養など
日ごろのちょっとした悩みにお答えします。

A

年齢による腸内細菌の変化
糞便１ 当たりの菌数

1000億

悪くなることがあります

内細菌のバランスが崩れている証

拠。それにはビフィズス菌が有効

です。ビフィズス菌は胃酸に弱い
ため、腸まで届く栄養食品で補い

ましょう。また、ビフィズス菌だけ

ビフィズス菌
善玉菌の代表格
腸内環境を整える力が
非常に強い

フラクトオリゴ糖
ビフィズス菌を
増殖させて、
腸内環境を整える
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100億

g

ではなく、フラクトオリゴ 糖や乳

おなかの調子が悪いときは 、腸

事、ストレス、抗生物質や薬

の服用、寝不足など、さまざまな要

Q ときどき、おなかの調子が
A

悪玉菌は肉類に偏った食

酸菌、ビタミン C も一緒に摂ると

す。乳酸菌やビタミン C は腸内の

悪玉菌の増殖を抑えて、善玉菌が

棲みやすい環境作りをサポートし
ます。

もわかっています。悪玉菌が多い

善玉菌が多い腸内環境にするた

め、生きたまま腸まで届くビフィズ

悪玉菌

1万
出生期

はビフィズス菌の増殖に役立ちま

菌が減少し、悪玉菌が増えること

因になります。

100万

より効果的です。フラクトオリゴ糖

また、年齢とともに腸内の善玉

腸内環境では便秘や下痢などの原

ビフィズス菌

1億

因で増えてしまいます。

離乳期

ス菌や乳酸菌を継続的に摂り、腸

青年期

老年期

内環境を整えましょう。

（光岡知足著、1973）
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厚着をしても室温を上げても手足が冷たい…。
そんなときにはビタミン E とともに足腰の筋肉
を鍛えることも有効です。

冷え取り
ストレッチ

健 康な腸内
乳酸菌
腸内を酸性に保ち、
悪玉菌が増殖しにくい
環境を作る

① 足を肩幅の 2 倍ぐらいに広げ、
つま先を外側に向けて立つ。
両手を上げ、頭の上で
手のひらを合わせる。

1

2

② ① の 姿 勢 を 保ちな が
ら、ゆっくりと腰を下
ろす。そのまま、上半
身を左右にひねる。左
右 1 回ずつで 1セット。
1 日 10 セットを行う。

ビタミン C
悪玉菌の増殖を抑制
して善玉菌が
棲みやすい環境を
作る

※ ひざがつま先より前
に出ないように注意
する。
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発行所：株式会社ホワイズ
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たくさんの
ご応募ありがとう
ございました
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第４回 ホワイズ健康川柳

米寿われ ホワイズありて 嬉しき日

歳）

88

有限会社コスモス・サプライ

新藤 尚子 様 （

ホワイズ で 人 と の 絆 深 め あ い

87

株式会社エム・シー・エフ第二事業部

三浦 フサ枝 様 （ 歳）

需要増 マスク、
ウーバー ビタミンＤ

株式会社ロータスサプライ

横島 光湖 様 （ 歳）
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大賞

結果発表

入賞

東京都中央区日本橋室町1-8-8

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 ☎ 090(5083)3331
〒 802-0034 北九州市小倉北区須賀町 19-4

☎ 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
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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8F

ホワイズ

