健 康な暮らしのお手伝い

ホワイズ・スクエア

特集「守る時代」に栄養のチカラ

乳酸球菌で免疫力アップ！
！

43th
に栄養の
代」
時

カラ
チ

ねじり梅・ひねり梅とも呼ば
れる伝統の文様に松葉をちら
しょうば い
した【松 梅 】は商売に通じる
ことから商売繁盛の願いがこ
められています。

「守る

今月のてぬぐい柄

特集

「守る時代」に
栄養のチカラ

乳酸球菌で
免疫力アップ!!
「免疫力」で新型コロナウイルスをはね返す
世界に多大な恐怖や社会的ダメージを与え続けている新型コロナウイ

インフルエンザと、
どう違う？

新型コロナウイルスの特徴
新型コロナウイルス
症状：発熱、咳、倦怠感、息苦しさ、関節痛、
味覚・嗅覚障害など
潜伏期間：１日 ～ 14 日（平均４日～５日）
感染経路：飛沫感染、接触感染、エアロゾル感染、空気感染※
流行時期：ほぼ通年
ワクチン ：開発中
重症化リスク： シニア、高血圧、高血糖、肥満、
呼吸器疾患、がん、心臓病など

ルス（以下コロナ）。コロナへの向き合い方は 、少しずつですが見えてき

ています。しかし完全に解明されるには 、さらなる研究も必要で、根絶
するのは容易ではありません。だからこそ、免疫力を高める栄養を摂っ
てコロナをはね返すことが、とても重要です。

重症化しやすいシニアはとくに注意
糖尿病や高血 圧などの持 病

コロナ感染と
基礎疾患の関係

がある人はコロナの重症化する
リスクが高くなります。また、持

病がなくても一般的に、シニア
ためコロナをはじめ、病気にな

ると重症化しやすくなります。と

くに、いまの時期はインフルエ

ンザの流行期のため、より注意
が必要です。
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致死率︵％︶

の方は免疫力が衰えやすくなる
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症状：発熱、咳、倦怠感、関節痛など
潜伏期間：１日 ～ 3 日
感染経路：飛沫感染、接触感染、エアロゾル感染、空気感染
流行時期：12 月 ～ 3 月
ワクチン ：あり
重症化リスク：シニア、高血糖、
乳幼児、妊娠中・産後、
呼吸器疾患など
※米国疾病予防管理センター（CDC）を参考
この記事の情報は 2020 年 11 月末日時点のものです
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インフルエンザ

持病が 糖尿病 高血圧 心血管
ない人
疾患

コロナとインフルエンザは症状が似ているため、
見極めることは困難と言われています。
対策のためにも栄養食品で免疫力を高めましょう！
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免疫力は
乳酸球菌（フェカリス菌）
で高めよう！
① 免疫力の主役は白血球
白血球は血液の成分の一つで、

体内に病原菌やウイルスなどが

侵入すると、すばやく迎え撃ち、
排除します。つまり、免疫力を高

めるためには、白血球を元気に

ナノサイズの乳酸球菌
病原菌・ウイルス

負けた〜
病原菌・ウイルス
負けた〜

することが必要です。しかし、加

白血球

スなどから衰えやすくなります。

白血球

齢やストレス、栄養のアンバラン

乳酸球菌（フェカリス菌）は
栄養食品でたっぷり、確実に！
乳酸球菌は、もともと球状で小さなサイズですが、ナノサイズの乳酸球菌は、

それをさらに細かくしたものです。
そのため、
水に溶かしてもひとつひとつがくっ
つかず、細かいまま小腸で吸収されます。

免疫力

乳酸 球菌には白血 球を活性

吸収しやすい

小腸

小腸には免疫力の主役である白血球が集中しているため、

吸収されると白血球を活性化して、免疫力が高まります。

その結果、さまざまな病気に

復することができます。

吸収しにくい

小腸

やっつけるぞー

化する働きがあり、十分に摂る 乳酸球菌
ことで、免疫力を高めます。
かかりにくく、かかっても早く回

ナノサイズの乳酸球菌

低

やっつけるぞー
② 乳酸球菌が白血球を活性化→免疫力を高める

乳酸球菌

一般の乳酸球菌

免疫力を高めるには

免疫力

1日1兆個！

高
ここも大事！

ビフィズス菌で免疫力を高めることはできません
ビフィズス菌は、おもに大腸でおなかの調子を整えるために働
くので、乳酸球菌のように免疫力を高める効果は期待できません。
乳酸球菌はヨーグルトなどの一般食品で補うことはできないため
栄養食品で摂りましょう。
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免疫力対策には粘膜強化も大切
目や鼻 、口などの粘膜には 、体内に侵入しようとする病原菌やウイルスをブ

ロックする役割があります。しかし、ビタミン A やビタミン B 群などの栄養素
が不足すると、粘膜の働きが弱くなり、結果、ウイルスなどが体内に侵入しや
すくなります。総合ビタミンで健康な粘膜を保ちましょう。
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ルール

いきいき暮らす中高年からのマイルール

骨粗しょう症対策

カルシウム

粗しょう症になると圧迫骨折しやすいため、
背骨がつ
ぶれて背中や腰が曲がったり、骨折して寝たきりや
認知症の原因になることもあります。
女性の骨量は閉経を迎える50歳前後から急激に

目標

１日1000㎎

減少するため、骨粗しょう症のリスクが高まります。
さらにコロナ禍で、偏食によるカルシウム不足や運
動量の減少などが骨粗しょう症に拍車をかけます。
「人生100年時代」を元気に過ごすために、栄養
食品で効率よくカルシウムやビタミン D などを補い、
丈夫な骨を保ちましょう。シニアからでも遅すぎると
いうことはありません。いますぐ対策を！

カルシウムを
十分に摂るのは
難しい。
だからこそ、
栄養食品で
確実に補いましょう

骨粗しょう症の対策には1日1000㎎のカルシウ
ムが必要です。しかし、牛乳コップ一杯（180ml）
で200㎎ほどしか摂れず、一般食品だけでは十分
に摂れません。年齢とともに腸からの吸収率も下
がります。カルシウム不足は 、動脈硬化や高血圧な
どの原因にもなるため、しっかり摂りましょう。

カルシウムの吸収を助ける成分も一緒に
ＣＰＰ
ビタミンＤ
CPP（カゼインホスホペプチド）
過剰なリンがカルシウムと結
合するのを防ぎ、カルシウム
の吸収を促します。
ビタミン D
カルシウムの吸収を高め、骨
を作る細胞の働きを促します。

カルシウム

早いほど安心
もっともっとカルシウム

骨を丈夫にする

骨粗しょう症は骨がスカスカになる病気です。骨

マグネシウム
フラクトオリゴ糖
マグネシウム
骨を構成する成分です。丈
夫な骨づくりに役立ちます。
フラクトオリゴ糖
腸内を酸性にしてカルシウ
ムの吸収を促します。

骨の健康のために、骨に刺激を与えましょう！
骨は、刺激を与えれば与えるほど、強くなろうとします。カルシウムの摂
取とともに、骨に刺激を与える体操も一緒に行いましょう。良質なタンパ
ク質やビタミンB6 、B12 、葉酸もあわせて摂りましょう。
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とこと ん
免疫力！

鏡を見て口角を
あげるだけでも OK

める効果があることがわかっています。なかでも、がん細胞を攻撃す
る NK（ナチュラルキラー）細胞は 、笑うことで活発になります。逆にス
トレスや悲しみを感じると、NK 細胞の働きが衰えて、
免疫力が低下し
筋が動かされ 、腹式呼吸になることから有酸素運動に匹敵するとも考
えられています。
が、鏡を見て口角をあげるだけでも、脳が「笑っている」と勘違いして
効果があるそうです。
「笑う門には福来たる」。健康習慣に笑いも取り
入れてみましょう。ホワイズ栄養食品もお忘れなく！

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

東京都中央区日本橋室町1-8-8

コロナ禍で人と会うことや会話をすることが減りつつある今日です

〒103-0022

てしまいます。また笑うことには 、運動効果もあります。笑うことで腹

発行所：株式会社ホワイズ

古くから「笑いは百薬の長」と言われるように、笑いには免疫力を高
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毎日笑おう

