特集「守る時代」に栄養のチカラ

コロナ禍の落とし穴 筋肉不足 !
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秋にはぶどう、柿、木の実など
のさまざまな食材に恵まれま
す。今年も色鮮やかな秋の実り
を堪能したいですね。

「守る

今月のてぬぐい柄

特集

【筋肉が衰えると何がいけないの？】

「守る時代」に栄養のチカラ

コロナ禍の
落とし穴
筋肉不足 !

歩行困難、寝たきりに！

太ももなど足の筋肉が衰えると、太ももを引き上げる力が
弱くなってしまうため「すり足」
になったり、
ちょっとした段差
でもつまずきやすくなります。とくにシニアの方が転倒する
と骨折しやすく、寝たきりにつながります。

むくみや血栓の原因に！

放っておかない！筋肉の減少
年齢とともに体型や体調に変化が現れますが「筋肉の減少」
もその一つ

です。昨今はコロナ禍による働き方や生活の変化により、筋肉の減少が
加速しています。筋肉はからだを支える、代謝をよくするなどの重要な役

割があるため、筋肉が減ると転倒のリスクが高まるだけでなく、生活習慣

病や感染症も急増します。とくに太ももなど足の筋肉の減少は 、転倒に直
結しやすく、骨折や要介護、寝たきりにつながります。

何歳になっても筋肉は増やせる
健康維持に大きく関わる筋肉づくりですが「年だから…」と諦めるのは早

計です。丈夫な筋肉の材料になるタ

ンパク質を摂り、適度にからだを動
かすことで、何歳になっても筋肉を

増やすことができます。また、病気
になりにくいからだも維持します。新

型コロナウイルスの終息後に後悔し
ないためにも、良質なタンパク質で
筋肉づくりを強化しましょう。
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新型コロナ前後の筋肉量の比較

ふくらはぎの
太さ
約２人に１人が
平均 1.1cm
減少

わずか1.1cm でも
相当な筋肉量が
減少している
証拠です

出典：福岡県の 46 人の女性を対象にした調査（コロナ前
2019 年 10 月〜 2020 年２月、コロナ後 2020 年７月〜 9 月）

血液を心臓に押し戻すポンプの役割をしている
ふくらはぎ。その筋肉が衰えると、血液を押し出
す力が弱くなり、血流が悪化。むくんだり、血液
が固まりやすくなり血栓の原因にもなります。

肥満、生活習慣病に！
筋肉ではエネルギーがたくさん消費されます。その
ため、筋肉が減少すると代謝が落ちて太りやすく、
やせにくいからだになってしまいます。また、筋肉
は糖を消費する役割もあり、筋肉が減ると、糖の消
費が減ってしまい血糖値が上がりやすくなります。

こんなことにも影響します！

のどの筋肉が衰えると
滑舌や飲み込みが悪くなることも！
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良質なタンパク質で筋肉の減少を
STOP！
丈夫な筋肉をつくるには 、タンパク質の摂取を途切れさせないことが
大切です。しかし、食事量の減少やワンパターンな食事から、
気づかぬうち
にタンパク質不足になっていることも。あなたはしっかり摂れていますか？

いつもの食事ではタンパク質が不足しがち！

２種類のタンパク質と青パパイヤで
タンパク質をしっかり補給
タンパク質を効率よく摂るには①アミノ酸スコア100の良質なタンパク
質 ②脂肪やコレステロールを控える ③植物性と動物性をバランスよく
④タンパク質の消化・吸収を高める成分が配合されていることがポイント。

大豆タンパク
（植物性）

だし巻きたまご
タンパク質

6.3g

ざるそば
タンパク質

9.2g

あじフライ
タンパク質

15.4g

・筋肉の材料になる
・内臓脂肪や悪玉
コレステロールを減らす
・血圧の安定
・骨粗しょう症を予防
・生活習慣病を予防

乳清タンパク
（動物性）

・筋肉を丈夫にする
・加齢による筋肉減少を予防
・運動後の疲労回復に効果的
・免疫機能の強化

青パパイヤ果実粉末
おはぎ
タンパク質

2.7g

ここも大事！

みそ汁
タンパク質

2.7g

コロッケ
タンパク質

6.7g

『１食 20g が必ず摂れる ! タンパク質まる分かりブック』
（TJMOOK）参考

本気でタンパク質を考えるなら、プロテインを摂ろう
筋肉をつくるために必要なタンパク質を一般食品だけで摂ろうとする

と、エネルギー過多になったり、塩分や脂肪、コレステロールの摂りすぎ

ここも大事！

青パパイヤ果実粉末入りプロテインで基礎代謝アップ！
近畿大学による研究では「大豆タンパク＋乳清タ

ンパク＋青パパイヤ果実粉末」を含むプロテインを

になる可能性もあります。さらに年齢とともに消化・吸収能力が低下する

継続的に摂取すると、加齢や筋肉量の減少によって

吸収を追求したプロテインなら、タンパク質が効率よく補給でき、筋肉づ

基礎代謝が高くなると、エネルギー消費を促進する

ためプロテインを利用しましょう。脂肪やコレステロールを制限し、消化・
くりに役立ちます。
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・タンパク質の消化・吸収を高めるため、
胃に負担がかかりにくい
・タンパク質を効率よく筋肉などに利用

低下する基礎代謝が高くなることがわかりました。
ため、太りにくく、疲れにくいからだが実感できます。
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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

秋の肌老化を見過ごさない

大人の肌トラブルを狙い撃ち！

プラセンタ

がくすんでいる、小じわが増えた気がする…」など
肌老化を実感する人が多くなります。
悩ましい肌老化を払拭するにはプラセンタがおす
すめです。プラセンタとは「胎盤」のこと。多くの美容

プラセンタを飲んだり、つけたりすることで、衰えた肌細胞
を修復。肌の新陳代謝を促し、美肌の再生を助けます。

【肌の断面】

成分と衰え始めた細胞を活性化する成長因子が含ま
れ、
「生命の宝石箱」とも言われています。プラセンタ
を飲んだり、つけたりすることでコラーゲンやエラス
チンの生成やメラニンの排出を促し、肌の潜在能力
を引き出します。しわやしみ対策、肌質改善はもちろ
アなどにも効果絶大です !

プラセンタで
大人女性の
悩みを
まるごと解決！

飲む・つける

保湿効果を高め
肌を柔らかく

真皮

ん、季節や年齢の変化により揺らぎやすい体調のケ

メラニンの
生成を抑えて
透明感を引き出す

プラセンタ

表皮

年齢に負けない美しさ︑
若々しさはプラセンタで磨く

秋になると、夏の強烈な紫外線の影響からか「肌

つや キメ

美肌
美白
美肌

コラーゲンやエラスチンの
生成をサポート

ハリ 弾力

プラセンタ

飲む・つける

安心・安全な純国産SPF豚のプラセンタを利用しよう！

プラセンタを美肌づくりに役立てるなら、純国産SPF 豚のプラセンタを

選びましょう。SPF 豚は抗生物質などをほとんど使用せず、厳しい管理の
もとで飼育されているため、安心・安全・高品質の証です。

また、厳選された抽出方法を行い、プラセンタ研究に携わるメーカーの

ものを選ぶのも重要です。
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実施期間：2021年１月〜６月

結果発表

全国代理店販売コンペティション
全国代理店新規増員キャンペーン【販売会社共同企画】

受賞

３位

第
有限会社サプライ菊池

菊池 眞智子 様

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

受賞おめでとうございます！

〒103-0022

株式会社エム・シー・エフ東京事業部所属

発行所：株式会社ホワイズ

全国代理店
新規増員
キャンペーンも

株式会社エム・シー・エフ
東京事業部所属

2位

渡辺 順子 様

第

株式会社エム・シー・エフ
東京事業部所属

1位

山﨑 登美子 様

第
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