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新型コロナ感染症予防ぱ腸内からの免疫カアップ"と低栄養にならない食生活で／
代表取締役社長薬科信行

高齢者の場合は「ｲ店栄養」も意識しなければなりま
せん。低栄養状態になると、体力や免疫力が低下するな
ど、全身の健康状態が悪くなります。ある地域の研究に
おいて､要介護高齢者で在宅介護を受けている方ﾉﾏの栄
養状態を調べたところ、76％に低栄養リスクがある、
または低栄養状態にあるという結果が出ました。また、
施設に入所し､１日３食栄養バランスのとれた食事をし
￨lkてても半数くらの方が低栄養のリスクを抱えて

畠
￣
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ることも明らかになりました。このように、低栄養状態
にある人や低栄養のリスクを抱えている人は想像以上に多いのです。
低栄養となる原因は、老化などによって食ぺる量自体が減ることも一
因ですが、とくに高血圧や心臓病などの慢性疾患がある人は、体に必要
な栄養が足りず筋肉量が減少したり、消化機能が落ちてくるなど、いろ
いろな要素が重なって低栄養につながっていることもあります。
、 また、コロナ禍で人との関わりが減り、個食化か進んだことで食ぺる

【お知らせ】
『生搾りキダチアロエエキス』の
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ヨーグルト、乳酸菌飲料、甘酒などがおすすめです。
オリゴ糖を摂りましょう
オリゴ糖は、乳酸菌を増やし、お腹の調子を整えます。大豆・たまねぎ・
ごほう・ねぎ・にんにく・アスパラガス・バナナなどの食品にも多く含ま
れていますので、これらの良材を食事に取り入れると良いでしょう。
食物繊維の積極的な摂取が必要です
豆類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類などに多く含まれています。
そば、ライ麦パン、しらたき、さつまいも、切り干し大根、かぼちや、ご
ほう、たけのこ、ブロッコリー、モロヘイヤ、糸引き納豆、いんげん豆、
あずさ、おから、しいだけ、ひじきなどは、１食あたり摂取する量の中に
食物繊維が2〜3gも含まれています。
※善玉屋を増やす食品には、カリウムやリンが多く含まれるものがあり
ます。適量を守り、摂りすぎに注意してください。
出典：厚生労働省ホームページ hhttp://www.mhlw.co.jp/index.html
re‑ヘルスネットJ
https://wvw＼/.e‑healthnet.mhlw.gojp/

一栄養価も高く昧も良しー

春夏秋冬、四季がはっきりしている日本では、昔から「旬」という考え方を大切にしてきました。
栽培技術が発達した現在では１年を通してさまざまな野菜を食ぺることができますが、「旬」の時期
に採れる野菜には優れた面がたくさんあります。
「旬」とは自然環境の中で普通に育てた場合にたくさん収穫できて、最も昧がよく、栄養たっぷ
りの時期のこと。食材によっては季節外れの時期の数倍もの栄養価になるものもあります。例えば
冬に旬を迎えるほうれん草は、低温で太陽光も少ない過酷な環境の中で、菜を拡げながらじっくり
と光合成を行い糖度やビタミンを蓄えていきます。そのため夏に採れるほうれん草より昧が濃＜、
ビタミンＣは９月が１７ｍｇ（ＩＯＯｇ当たり）に対して１２月は８４ｍｇと約５倍もの差が出てき
ます。一方、夏が旬のトマトの場合、カロテンの量は旬の了月が528μgに対し、ヤ1月は241ぽ
と半分ほどにまで減ってしまいますから、効率よく栄養を吸収したいのであれば、旬の時期にたく
さん食べるのが良いわけです。
また旬の食材は、その時期に体が欲する栄養成分や働きを持っています。秋から冬に旬を迎える
根菜類やキノコは、冷えた身体を温める作用があり、煮物や鍋料理に活躍します。旬の時期は新鮮
な野菜が市場にたくさん出回るため価格が安くなるのもうれしい
轡
1･Iを
ことです。
野菜はビタミン、ミネラル、食物繊維、ポリフェノールなどを
含有し、さまざまな病気のリスクを下げる効果があると言われて
います。野菜不足が問題視されている昨今、昧がよく、新鮮で栄
養価の高い旬の野菜を積極的に食生活に取り入れ、健康管理に役
立ててはいかがでしょうか。
【秋に旬を迎える野菜や果物】サツマイモ・里芋・ジャガイモな
k恬￨
一lΞΞJ C.Jとl/t.Miぱ木りＫ伺j･ノノＴ ＩＬ 王す ;/yﾉJ I
L/d、
哨「
どの芋類、シイタケ・マツタケなどのキノコ類、人参・ゴボウなど根菜類、
柿 リンゴ・栗などの果実
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◆７２０ｍＬ入￥３,２４０（税抜価格￥３,０００）
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ご飯をしっかり食べましょう
ご飯は消化が良く、便星を増
やし、便秘改善に役立ちます。
玄米や発芽米はミネラルや食
物繊維も豊富です。善玉菌を
増やすためにはパンよりご飯
がおすすめです。
発酵食品を摂りましょう
発酵食品には酵母菌や乳酸菌。
ビフィズス菌などの善玉菌が
含まれています。味噌、納豆、

旬の野菜で季節のパワーをいただ<

‑
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免疫力を高める食生活

一

体の免疫機能（免疫細胞）の２／３は腸内にあり、腸内環境が悪くなる
と免疫力が低下します。高齢者が感染症にかかりやすいのも、腸内環境
の悪化による免疫力の低下が関係していることがありますから、免疫力
を上げるためには、腸内環境を整えることがとても重要です。
腸内には細菌がおよそ1000種類、100兆個も生息していることが
知られています。健康のためには、腸内にビフィズス菌や乳酸菌などの
善玉菌が占める割合を増やすことが重要ですから、善玉菌を増やすオリ
ゴ糖や食物繊維を＋分にとって、「司居人である腸内細菌と協同して健康
の維持・増進に努めましょう。
高齢者の多くが低栄養のリスクを抱えている

のが億劫になったり、外出する機会が減って足腰が弱り、スーパーなど
へ買い物に行く回数も減るなど、日ﾉﾏの小さな積み重ねで、気づけば食
事量が減って低栄養状態に陥っていたということも少なくありません。
低栄養状態になる兆候は必ずあるものの、体重が減っても元気な人が
いるように、すぐに気づくのは難しいものです｡今は糖質オフ、カロリー
オフの食品がたくさんありますが、65歳を過ぎたらダイエット食では
なく、栄養バランスの良い食事をしっかり食ぺることが重要です。

‑一

新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症予防として、手洗
い、うがい、換気、湿度調整などの対策を行うのはもちろん、それらと
同じく大切なのは、体の免疫力を上げることです。
感染症にかかるリスクと免疫力は大きく関係しています。免疫力が低
下していると、新型コロナウイルス感染症だけではなく、そのほかの感
染症にもかかりやすくなりますし、かかった場合、重症化しやすく、回
復が遅くなることもあります。 日ﾉﾏの食事や生活を見直し、感染症に負
けない免疫力の高い体を作りましょう。
腸内環境を良好に保ち免疫カアツプ

7り．ｉ

毎年10月２０日は世界骨粗霜症デー

f

IS。

「世界骨組軽症デー」というものがあるのをご存じですか
1996年１０月20日に英国の骨粗軽症学会が創設し、翌年、゛4 ゛
一
国際骨組軽症財団（loF）が引き継ぎ「世界から骨組軽症による＼7
一
骨折をなくす」ことを目標に、地球規模で啓発活動を展開しています。
日本でも毎年、骨密度測定や講演会などのイベントが計画されています
が、昨年と今年はコロナ禍のために中止されたようです。しかし骨組軽症
による骨折で今後の人生のQRL（生活の質）を低下させないために、この
機会に骨組軽症について考えてみましょう。
国内の骨粗鴛症患者は男女合わせて１２８０万人

大きく骨も太いうえ、エストロゲンの影響こ
も受けないことから、骨密度の減少は女性
よりも緩やかではあります。しかし60歳

ﾀﾞ

を過ぎた頃から破骨細胞と骨芽細胞の働きのバランスが崩れ始め、了○歳
を過ぎると女性の約半分ぐらいの割合で骨粗軽症になるというデータが
あります。｢男だから骨に関しては大丈夫｣という油断は禁物です。
強い骨は｢骨量｣だけでな＜｢骨質｣も大事
骨董は成長期に増加し、20歳頃に脛大骨董に達します。その後は比較的安
定した骨代謝が繰り返され､前述のように女性は閉経の50歳頃から、男性は
60歳頃から減少します。しかし、骨の強さには骨董だけではなく骨質も大き
＜関係します｡骨密度は低くなくても骨の質が悪ければ､骨は弱くなり骨折し
やすくなるのです。
骨質に関係しているのがコラーゲンです｡骨はコラーゲンが束になりコラー
ゲン繊維となって、ビルに例えるなら強靭な鉄筋の柱を形成します。そして、
その周りにカルシウムなどのミネラルがコンクリートのように貼りついた構
造をしています。強い骨は、規則正しく並んだコラーゲンの柱に、ミネラルが
均一に沈着して作られますが、コラーゲンが劣化するときれいな束にならす、
並びも不規則で、ミネラルが均一に沈着しにくくなります｡カルシウムなどの
ミネラルが充分でも､鉄筋の柱となるコラーゲンが劣化していれば､骨は弱く
なり、骨折のリスクは高まります。
本来コラーゲンは体内で合成され、古くなると新しいものに入れ替わりま
す。しかし加齢とともにコラーゲンの合成能力は低下しますから、意識して新
鮮なコラーゲンを補わなければなりません。
骨はカルシウムなどのミネラルが約了割、コラーゲンが約２割で構成され
ています。どちらが不足しても強い骨はできません。生活の質を落とさな
いために、吸収されやすい良質のカルシウムやコラーゲンを意識して摂る
ようにしましょう。

骨粗軽症とはJ骨董の指標となる骨密度が減って脆くなり、骨折しやす
くなる病気です。特に背骨や手首、腕や太ももの付け根に骨折が起きやす
くなります。骨粗軽症自体に痛みはありませんが、これが原因で背骨の圧
迫骨折や脚の付け根の骨折を起こすと、医療費がかかるのはもちろんのこ
と、寝たきりの生活になることもあり、その後のＱＯＬ（生活の質）は確実
に低下してしまいます。
ちなみに国内での骨組軽症患者数は1280万人（女性９８０万人、男性
300万人）と言われています。閉経後の女性に多いと言われますが、約４
分の１は男性ですから、50代､６０代になったら男女ともに骨の健康を気
にかけた方がよさそうです。
加齢で「壊す」「作る」という骨代謝のバランスが崩れる
骨組軽症の原因は、一言でいえば「骨の新陳代謝のバランスが崩れる」
ためです。骨は破骨細胞が古くなった骨を破壊し、骨盤細胞が新しい骨を
作るという骨代謝を繰り返しています。「破壊する」「作る」というバラン
スがとれていれば、骨董は一定で強度も保たれています。しかし加齢とと
ちに、「作る」能力

骨代謝
n2Z7;7yl

破骨細胞の働きが骨芽細胞の働

が徐ﾉﾏに衰え「壊す」

きを上回ると骨密度は下がる

能力のほうが上回る
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宍丈夫な骨をつくる良質のコラ

ゲンペブチド．
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ため骨密度は低下し

￡

天然の白身魚の皮が原料。豚や鶏など動物性のコラー
ゲンより分子が小さく吸収が良いのが特長。養殖魚や
魚のウロコから抽出したフィッシュコラーゲンより
安全性の面でも優れています。

ていきます。
女性ホルモンの

新しい骨が
作られる

エストロゲンには、
破骨細胞の働きを抑
える作用があるた

轟轟弗
Ca Ca

海洋性魚皮抽出液粉末

め、骨密度は一定に

Ca

マリンコラーゲン１００％

保たれていますが、

わかわかコラーゲンパウダー

圖

￥3,240（税抜価格¥3,000）
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閉経後はエストロゲンの分法皇が極端に減ってしまうため、骨代謝のバラ
ンスが崩れ、骨組穀症になる確率が高まるのです。
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体調不良や病気の原因とされている「酸化」と「糖化」反応は、体の
中だけではなく肌にも悪影響を与え、肌老化を加速させる大きな原因で
あることが分かってきました。
体が錆びる「酸化」の大きな原因は活性酸素
「酸化」とは、物質と酸素が結合する化学反応の事。たとえば、釘が時間
経過とともに錆びるのも、剥いたリンゴやカット野菜の断面が徐ﾉﾏに茶
色に変化するのも「酸化」の一種です。実は体や肌にも同じ事が起こって
います。つまり錆びた状態になるのです。
人間が生きるために取り入れる酸素は、体の細胞の隅々まで届けられ、
エネルギーを作り出しています。その過程で、酸素の一部は酸化力の強い
「活性酸素」に変化します。活性酸素は殺菌力が強く、通常は体内に侵入
してきた細菌やウイルスを撃退する役目をしているのですが、紫外線や
喫煙・ストレス・食品添加物等、なんらかの影響で増えすぎると正常な細
胞や遺伝子まで攻撃し､細胞や組織を酸化させ破壊していくのです。若ﾉﾏ
しいお肌を保つには、活性酸素の発生を抑える栄養素を積極的に摂る必
要があります。抗酸化作用がある栄養素としてはビタミンＣ・Ｅ、アン
トシアニン、リコピン、セサミン、イソフラボンなどです。
「糖質」の摂り過ぎが老化促進物質をつくる
１

人間の体は多くが「たん
ばく興」で作られていま
す。「糖化」とは、食事な
どで摂った余分な糖と体
内のたんぱく興が結びつ
き、変性して「AGEs（終
末糖化産物）という老化促
進物質を生成する反応を
いいます｡ AGEs には硬く
褐色になるという特徴が
あり、たとえばご飯を炊飯
器で長時間保温しておくと黄ばんで硬くなりますが、これも糖化の一種
です。 AGEs
は一度作られると分解されにくく、体調不良や新陳代謝を
１

‑一一

ｊ

･

１

．

。

￣￣ ･
￣ ・
、
Ｌ二.‑‑J一一̲1､.･.j･̲こ.こ･̲=4.jき.､̲

悪くして老化を進行させる元凶となります｡特に肌のたんぱく質であるコ
ラーゲンやケラチン（角質）に大きな影響を与えて、「くすみ」や「たる
み」、「シワ」ができやすくなります。
また食後の血液中に糖が過剰にある事も「糖化」の原因のーつです。白
米やハン、麺類は急激に血糖値を上げるため量を控えめにするとともに、
「血糖値の上昇」を緩やかにするために「野菜一肉→ご飯」と食べる順番
を変えることをお勤めします。
糖化によって作られるAGEsは「酸化」以上に老化に関係していると
言われます。糖質はエネルギー源として体に必要な栄養素ではあります
が、折り過ぎは老化の元凶になるだけでなく、太り過ぎやさまざまな病気
の原因になることもありますから注意しましょう。

毛穴ケア洗顔で肌の代謝をアップ
夏を過ごした秋の肌は、皮脂や古い角質（タンパク質）などの汚れが毛
穴に溜まって黒すんだり、新陳代謝の乱れで「たるみ」などの肌トラブ
ルが目立ち始めます。エイジングケアのポイントは、洗顔と保温です。
毛穴の奥の汚れまでしっかり落とし、角質層を柔らかくしてターンオー
バーを正常化させる洗顔を心がけましょう。そこでお勧めするのが、ク
レイ（泥成分）洗顔です。天然粘土鉱物であるクレイは表面にマイナス
イオンを持っていて、汚れなどのプラスイオンを引き寄せて吸着する働
きがあります。そのうえミネラルを多く含んでいるので健やかな肌に保
つ働きもあります。夏の開に蓄積された汚れを綺麗にリセットし、厳し
い冬に備えましょう。
〆
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