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

シニアこそ必須！ 目の健康を守る

2つの
アントシアニン
全国で愛されるホワイズ
【北 海 道】
（有）ホワイズ北 海 道
販社が活躍する北海道。梅雨も
なく、爽やかで雄大な大地に鮮
やかなラベンダーが咲き誇って
います。香りの 女王と呼ばれる
ラベンダーの心安らぐ香りが風
に乗って街中に広がります。
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特集

「人生１００年時代」のホワイズ栄養教室

シニアこそ必須！ 目の 健 康を守る

目の酷使による不快症状を抱える現代人

目が疲れる、ピントが合いにくいといった不快症状はあり

ませんか？ テレビ、スマートフォン、読書、車の運転など、
目を酷使する現代人の多くが目の不快症状に悩まされてい
ます。さらに目の中でレンズの役目をする水晶体は 、紫外線

の影響を受けやすいため、暑くなるこれからの季節は 、紫
外線（活性酸素）によるダメージも心配です。

シニア世代では目の生活習慣病が急増

加えて、シニア世代になると、いわゆる目の生活習慣病も

増えてきます。白内障 、緑内障 、加齢黄斑変性、糖尿病網

膜症など…。放置すると、失明のリスクを伴うものも。そう
ならないために 、早めの対策を心がけましょう。

日本人の視覚障害の原因疾患

その他

緑内障

31.7%

28.6%
網膜色素変性

脈絡 網膜萎縮

4.9%

加齢 黄斑変性

8.0%
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（

14.0%

糖尿病網膜症

12.8%

白神史雄ほか「網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査研究 平成 28年」
2017より作図

こ ん な 症 状、見 え 方 に 注 意 ！

失明のリスクも高い目の病気

2つのアントシアニン

目の機能は年齢とともに、どうしても衰えてきます。
見えにくいといった不快症状のみならず、緑内障など
失明のリスクもある目の病気も増加。シニア世代に
多い目の病気を知って、早期発見に努めましょう！
注意！

白内障

）

80歳以上ではほぼ全員が発症

加齢や紫外線（活性酸素）により、水
晶体が白く濁って視力が低下する病
気です。症状は 、かすむ、まぶしい 、
小さな字が読みにくいなど。糖尿病

かすんで
見える

などでも発症リスクが高くなります。
注意！

緑内障

シニアほど緑内障になる確率が高い

眼圧が上がって視神経が障害され、視
野が狭くなったり、部分的に欠ける病
気です。日本人は眼圧が正常でも起こ
ります。障害された視神経は元に戻せ
ないので、早期発見・対処が大切です。
注意！

加齢黄斑変性

中心から
外れた部分が
見えない

５０歳以上の男性に多い

網膜の黄斑部に障害が起こり、ゆが
んで見えたり、中心部が暗く見えにく
くなったりします。加齢 、動脈硬化 、
脂質異常症、高血圧などが原因です。

中心が暗く
見えない

3

いつまでも「 よく見える目」を守るために

２つ のアントシアニン

ホワイズが
全力で
応援します！

ブルーベリー

＆

カシス

ブルーベリー・アントシアニン

POINT

「見る」ために欠かせない
ロドプシンの再合成を促す
見えにくい 、かすむ、ぼやけるなどの不快症状

は 、加齢や目の酷使などによって「見る」ために必
要な物質「ロドプシン」の減少で起こります。

ロドプシンの再合成を促し、目の疲れを軽減す

るブルーベリー・アントシアニンを補いましょう。
症状の改善を報告した患者の比率

ブルーベリー・アントシアニンあり
ブルーベリー・アントシアニンなし
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北欧産の野生種のブルーベリー
アントシアニンの
量が違います！
夏には１日中太陽が沈まな
い白夜のもとで育つ、北欧
産野生種のブルーベリー
は、紫外線から自らの身を
守るため、表皮だけでなく
果実の中までたっぷりとア
ントシアニンを蓄えます。

果実の断面

眼球疲労

目のかすみ 目のちらつき

血糖値の高い状態が続くと、網膜の毛細血管

に動脈硬化が起こり、視力低下や失明にもつな
がります（糖尿病網膜症）。患者 20人にブルーベ

リー・アントシアニンを１日200mg 、
４週間投与し
た臨床試験で、20人中13人に「血管の病変部の
顕著な改善」
「出血の減少」が見られました。

ビタミンCを
一緒に摂ると、
相乗効果で
抗酸化作用も
アップ！

カシス・アントシアニン

毛様体筋のコリをほぐして
ピントを調節
毛様体筋は水晶体の厚さを

ですが、目を酷使するとコリが
白夜で育つ
北欧産野生種

ブルーベリー

生じます。カシス・アントシアニ
ンを摂ると毛様体筋のコリがほ

←毛様体筋

ぐれ 、素早いピント調節が可能

になり、ぼやけ目を解消します。

←水晶体

POINT

１日 50mg 、２年間投与で
緑内障の進行抑制に効果

10
0

POINT

変えてピントの調整をする筋肉

20

１日 200mg 、４週間投与で
糖尿病網膜症が改善
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ア ントシ アニ ン を 選 ぶ なら

札幌医科大学の大黒教授らによる臨床試験で、

栽培種

ブルーベリー

緑内障患者に1日50mg のカシス・アントシアニ
ンを2年間投与した結果、
「 眼圧の低下」
「血流の

増加」が見られ 、緑内障の進行抑制効果が確認さ
れました。
TOPICS

日焼けから目を守る

白目の茶色っぽいしみは 、紫外線（活性酸素）
による「目の日焼け」。2つのアントシアニンとビタ
ミン C で活性酸素を消去しましょう。
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こんなとき、
どうする？

すっきり出ない！
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。

Q

Q

便秘が解消すると美肌になるって本当ですか？

A

便秘になり、おなかの中に便を

ため込んでしまうと、便の腐敗が

78 歳の母、便秘が続いてつらそうです。
食事で解決する方法はありますか？

ドも一緒に摂るとより効果的です。

から吸収され 、肌にも到達。化粧

能を高めるた

物質が発生します。有害物質は腸

ノリを悪くしたり、肌荒れを引き起

一般的に、年齢とともに腸の動

きが弱くなり、食事の量が減るこ

とから、便秘になりやすくなりま

す。とくに女性は腹筋が弱いため、
スムーズな排便が難しくなります。
食物繊維やビフィズス菌、フラ

おなかの健康のためには
食物繊維を
１日 25 〜30ｇ目標に
食物繊維６g を食品で摂るなら
こんなに食べないといけません。
もずくなら

14パック分

レタスなら

２玉分

美肌のためにも水溶性食物繊

維、ビフィズス菌などで、腸内を

目の疲れに
ツボ押し

クトオリゴ糖をバランスよく摂り

太陽

る水溶性食物繊維は便を柔らかく

悪玉菌を減らし、おなかの調子を

整えますが食事で摂るのは大変。
栄養食品を上手に利用して、つ

らい便秘を解消しましょう。
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め、乾燥肌や
アトピー肌な

どの対策にも
役立ちます。

ぎょよう

海藻やこんにゃくなどに含まれ

た、ビフィズス菌やオリゴ糖は、

セラミドは肌のうるおいやバリア機

読書やテレビなどで疲れた目を回復させる「ツ
ボ押し」です。２つのアントシアニン摂取とあ
わせて行い、疲れた目をほぐしてあげましょう。

たいよう

ましょう。

して排便をスムーズにします。ま

さらに、美肌作りに役立つセラミ

進み、悪玉菌が大量に増えて有害

こします。

A

お掃除しましょう！

バナナなら

７本分

きんぴらなら

3人前

眉尻と目尻の中間地点
から親指の横幅くらい外
側のくぼんだ部分
POINT

両手の指で 3 つのツボ「太陽」
（人差し指）
、
「魚腰」
（中指）、
「攅
竹」
（ 薬指）を、同時に押さえ
ます。約 1 分間、優しく圧 迫
してください。人差し指をでき
るだけ垂直方向に押さえるの
がポイントです。

魚腰

眉毛の真ん中あたり
さんちく

攅竹

眉頭のくぼんだ部分
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ナ ポレ オン・ボ ナパルト
我輩の辞書に痔は…ある！

した姿はまさに英雄。しかしワーテルローの戦いでは 、勝算があったにも
かかわらず完敗。なぜ？ じつはナポレオンは痔に苦しんでいて、治療のた
めヒルに血を吸わせていました。しかし改善されず、痛みで不眠が続き、
現代でも、成人の３人に１人は痔に悩んでいます。でも、ヒルを使わな
くても大丈夫。痔の原因の１つは肛門に負担がかかる便秘です。水溶性食
時間座っているとお尻の血流が悪くなり痔が悪化するため、血流をよくす
るビタミン E も忘れずに。毎日摂って、１日も早く「我輩の辞書に痔という
文字はない」と言える日が来ますように。

ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内
〒 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 ☎ 090(5083)3331
〒 802-0034 北九州市小倉北区須賀町 19-4

〒 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

物繊維や、ビフィズス菌、乳酸菌やオリゴ糖を摂りましょう。さらに、長

〒103-0022

判断力が欠落したから…との説があります。

発行所：株式会社ホワイズ

フランス革命の混乱を収拾し、皇帝にまで即位したナポレオン。堂々と

