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商品の売り込みは行いません。
お問い合わせ専用の回答窓口です。
お気軽にお電話ください。

特集 〜「和食」から見えてくる日本人の長寿の秘密 〜
2013年、日本の文化を代表する「和食」が、世界
無形文化遺産に選ばれました。
この「和食」が健康
にどう影響するのか、現在も盛んに研究が行われ
ています。今回は、そんな「和食」がもたらす健康
効果、
日本人の長寿の秘密について探っていきます。

長寿の鍵をにぎる2つの栄養素とは・
・
・？
世界25カ国61地域を巡り、
各地域の住民の食生活の研究により判明
した、長寿に貢献する食事のポイントが以下になります。
1 食塩をとりすぎていない

2 肉は脂を落としたり蒸し焼きにしたりし、
動物性脂肪を摂り過ぎない
3 大豆や魚からたんぱく質をとっている

4 野菜や果物を豊富に食べて、
食塩の害を防ぐカリウムを摂っている

ここで注目してほしいのが、3 の「大豆や魚」大豆のイソフラボン、
魚介類のタウリン、
この2つの栄養素を豊富に摂っている住民は、心筋
梗塞による死亡率が低いことが分かっています。
イソフラボンの効能

タウリンの効能

1 血管を拡張させ

1 血圧を上げる交感神経の

2 末梢血管の血流を

2 肝臓でのコレステロール代謝を助けて、

血管が詰まるのを防ぐ
改善させる

活動を抑える

血中のコレステロール値を下げる

この大豆と魚介類を一番多く摂っているグループに、
実は日本人が含ま
れています。
そして、
心筋梗塞の死亡率が最も低いグループにも日本人が
含まれています。和食には、
お味噌や醤油、
納豆や豆腐など大豆がふんだん
に使われ、
海に囲まれている日本では、
新鮮な魚介類が多く獲れるため、
和食では、肉類よりも大豆や魚介類でたんぱく質を摂る食事が定着しま
した。ただし、
大豆類、
魚介類ともに日本人1人当の消費量は、
2000年代
前半のピーク以降、減り続けています。そこで、
おススメなのが沖縄の伝統食、
ゴーヤチャンプルー
です。
ビタミンCなど抗酸化栄養素が豊富なゴーヤ
とともに、豆腐、豚肉の代わりにサバ缶を使えば、
夏バテ防止と長寿に良い一品料理となります。

腸が元気なら、
超長寿！
？
和食には、発酵食品が多いことも特徴です。発酵には麹菌や納豆菌
などが用いられます。発酵食品のおかげで、腸内の善玉菌が増えやす
くなり、腸内環境が改善されます。
また、100歳以上の割合が全国平
均の3倍以上に上る京都・丹後地域の人たち
は、海藻類、豆やイモ、根菜、玄米など、食物繊
維をたくさん摂る習慣があるため、腸内細菌
の種類が豊富な方も多く、長寿との関連性が
研究されています。

これからの主食は、
白より茶色が当たり前！
？
和食の主食といえばお米ですが、実は江戸時代までは白米よりも
玄米が庶民の常食でした。白米食の文化が拡がると、
ビタミンB1不足
となり、
たちまち脚気
（かっけ）
が流行しました。
ここ最近、
玄米食や雑穀
の健康効果が注目されています。
玄米や雑穀米には、精製された白米
に比べて、
ビタミンB1やミネラル、
食物繊維が多いのが特徴です。
また、
噛む回数が増えるので、満腹中枢が刺激され、
食べる量も自然と減ります。
ちなみに今年の大河ドラマの舞台、鎌倉時代
の武士たちは精進料理を好んだため、
雑穀や大豆
を使った料理が増え、
現代の和食の基本スタイル
が出来上がったそうです。

食材本来のうま味「だし」の力で、美味しく健康に
そんな和食にも塩分という弱点があります。
味噌、
醤油、
漬物や魚介類
には、塩分が多いゆえ高血圧にもなりがちです。
そこで注目したいのが「だし」
を上手く
（旨く）使うこと。
「だし」
も、食材
本来の味を活かす和食の特徴が表れています。
カツオや煮干し、
昆布それ
ぞれの、
うま味成分となるアミノ酸を組み合わせて
使うことで、
調味料に頼らずに減塩食を楽しむこと
ができます。和食の魅力はまだまだたくさんあり
ます。おうち時間を健康に美味しく、楽しく過ごす
ために和食を取り入れてみてはいかがでしょうか。

三洋薬品HBC健康研究室 〜 真夏の快眠術 〜
今回のお悩み相談 熱帯夜が続くと、
よく眠れない…･･･
夏になると暑苦しさから、
なかなか寝つけず困って

鵜飼さん

(54歳女性・会社員)

います。
エアコンをつけっぱ なし
にして寝ると風邪をひき
そうだし、どうしたらいい
んでしょう？

眠気は、手足から熱を放出して「（深部の）体温が下がった」
ときに
訪れます。
ところが暑い季節は体温がうまく下がらず、スムーズな
入眠が妨げられがち。寝汗による不快感も、熟睡の大敵ですよね。
高

眠気のリズム
深部体温

低

12時

24時

6時

3 お風呂も活用しよう！

1 体温の放出を促す工夫

入浴で「体温を一段階上げておく」のも快眠のコツ
です。布団に入る1〜2時間前に、ややぬるめのお湯
（38度くらい）
に10〜15分浸かりましょう。

寝具やパジャマは通気性・吸汗性があり、熱のこも
りにくい天然素材や冷感素材を選びましょう。氷枕
や濡れタオルで頭や太い血管が通る部位（首、わき
の下、股関節など）
を冷やすのもよいでしょう。

※42℃以上のお湯は自律神経を高ぶらせるので、避けましょう。

4 光のコントロールも忘れずに

2 エアコンを使うなら？

「セロト
幸せホルモン
目から入る強い光は体内時計をリセットし、
朝、
を作ります。
ニン」

寝室にこもった熱を取り除くために、布団に入る1時間前
からエアコンを作動させます。除湿も行いましょう。
●切タイマーを使うなら…眠りが最も深い「入眠後3時間」

を過ぎてから電源がオフになるよう設定しましょう。

パジャマは長袖にしましょう。

18時

真夏の快眠ポイントは、
「熱を上手に逃す」
こと。
寝室の温度だけでなく、湿度や光にもこだわってみましょう。

真夏 の 快眠術

低 い 設 定 温 度 で 体 が 冷 えるようなら、

深部体温と皮膚温度の
差が小さくなると、
眠気が強まる

皮膚温度

ぐっすり眠る方 法って
ないですか？

●朝までつけっぱなしなら…設定温度は
28度以上、湿度は50〜60％に。それより

長谷川先生
日本ニュートリション協会
サプリメントアドバイザー

深部体温が下がり始めると
眠くなってくる

そして夜はセロトニンを原料に
が作ら
「メラトニン」
誘眠ホルモン

れます。そのため毎朝決まった
時間に日光を浴び、夜は寝室を
暗くしておくことが大切です。
スマホを見るの
布団に入ったら、

分
泌
量

は控えましょう。

光を浴びると
セロトニンが
増える

夜になるとセロトニンを
原料にしてメラトニンが
作られる
メラトニン

セロトニン

朝

昼

夜

時間

睡眠不足は体温調節の機能低下を招き、熱中症リスクを高めるともいわれます。
真夏を元気に過ごすためにも、
ぐっすり眠れる環境を整えることが大切ですね。
※病気は自己判断せず、
必ずかかりつけ医や専門医へご相談ください。

快眠サポート成分補給

経口補水液アクアヘルパー

三洋薬品HBCの健康に役立つおすすめ商品
スーパー牡蠣エキスⅡ

トランキルスリープ

睡眠中は約500mL（ペットボ

「海のミルク」牡蠣は、アミノ

睡眠サイクルに関わる天然ホル

トル1本分）の汗をかくといわ

酸の宝庫。その中には、セロ

モンであるメラトニンに加え、
リ

れています。睡眠中の熱中症

トニンの材料なる睡眠に関

ラックスに導くテアニンや5HTP

防止には、経口補水液がおス

わるアミノ酸、
トリプトファン

（5ヒドロキシトリプトファン）が

スメ。電解質（ナトリウムやカ

も豊 富に含まれています。

含まれています。お口の中で

リウム）と水分が速やかに体

また、
亜鉛を始めとした、
神経

溶かしたり噛んで食べるチュワ

内に吸収されます。就寝前に

伝達を助けるミネラルも同時

ブルタイプで、お水が不要なの

1本飲んでおくと安心です。

に摂ることができます。

も就寝時にはうれしい特徴です。

■1箱 10本入り(1本100mL)

1, 620 円

(税込)

( 1日1〜3本目安
/約10日分 (

■1本 550粒入 (1日3〜9粒目安／約60〜180日分）

32 , 400 円

(税込)

■1本 60粒

個人輸入のため、関税及び
(1日目安2粒
/約30日分 (
消費税は一切かかりません

3 , 770 円

※免税範囲
（16,500円）
未満の場合
※1発送につき、輸入代行手数料が必要です。

※原材料の高騰、為替の影響により価格が変動する場合がございますので、ご了承ください。

※表示価格は希望小売価格です。価格はキャンペーン等により予告なく変更する場合がありますので、
ご了承ください。

健康豆知識 〜 こんな所で？こんな時に？いきなりおとずれる目まいにご用心 〜
「トイレでめまいが起きて、
倒れそうになった」
えっ？と驚か
れる方もいるでしょう。
これ、実は自律神経の一時的な乱れ
（迷走神経反射）
によるものだそう。
身近な失神の原因、
「迷走
神経反射」
について、
今回は取り上げてみたいと思います。

めまいにも原因は色々、
まずは安静が肝心
まず、めまいが起きたときには、
まずは衣類をゆるめてしゃがんだり、横
になって安静にしましょう。迷走神経反射によるめまいであれば、数十秒
〜5分間ほどで症状が治まります。もし下記のような症状が伴う場合は、
早急に病院で診察を受けましょう。
1 激しい頭痛

4 物が二重に見える

2 ろれつが回らない

5 安静にしても症状が治らない

3 顔や手足にしびれ

6 発熱がある

知れば安心、
迷走神経反射はどんな時に起こりやすい？
迷走神経反射が起こりやすいのは、
以下のような状況のときです。
1 緊張や強いストレスが続くとき
2 強い痛みが続くとき
3 排便や排尿後
（特にがまんしたとき）
4 満員電車などで長時間立っているとき
5 脱水状態のとき

高齢者では、便秘がちになりやすいため、3 のようにトイレを済ませ
た直後や、また食後でも起こることがあります。男性は小用を足すとき
立位の状態が多いため、特に尿意をがまんして用を足すと、一気に血圧
が低下し失神することもあります。なるべく座位で済ませることも予防
となります。

生活の中で気をつけたいワンポイント

迷 走 神 経 反 射 が 起こると、血 圧や心 拍 数 が
下がり、脳への血流量が低下し、めまいやふら
つき、時には失神を引き起こします。また、意識
がもうろうとしたり、強い眠気、あくびが出る、
冷や汗や顔面蒼白、吐き気や耳鳴りなどの症状
を伴うことがあります。

1 トイレをなるべくがまんしない
2 食後はすぐに立ち上がらない

脚に負荷をかける運動習慣をつける
3 歩行など、
4 首元を締め付けない服装を

ロサンゼルス駐在員『サム』のアメリカ製品・情報紹介
皆さん、
こんにちは。
アメリカの製品・情報を
お届けしているロサンゼルス駐在員のサムです。

ロサンゼルス駐在員

サム

私はいつもはアメリカで製造メーカーを訪れ
て交渉したりカンファレンスに出席したりと
アメリカ中を飛び回っていますが、今日は日
本に出張にきております。今回はその様子を
ご紹介したいと思います。

今回の訪日の目的は、実際
に 日 本 チ ー ム の メン バ ー と
あって今後の戦略を練るのと
ともに、販売スタッフに対して

アメリカの製品は効果を感じやすいのが特徴です。その理由として
配合量が日本のものより多いこと、そしてサプリメントとして使用できる
成分の種類が多い事が挙げられます。また医薬品レベルの製造管理・
品質基準が求められるGMP認定工場での製造が必須事項となっている
ので、
本当に品質の良いサプリメント

アメリカのサプリメント
が作り出されているのです。
さて、今 回 の 訪日中 、私は三 洋
日本より
薬品HBC社の3つのオフィス
（東京、
配合量が
多い！
静岡、大阪）を訪れました。そこで
GMP認定
いくつ か の 部 署 の 方 た ちとミー
工場製造
成分の
ティングを行いました。日本での滞
種類が多い！
在はとても実のあるもので、また
11月には再来日を考えています。

サプリンクスではお客様のニーズ
（免疫アップ、
関節対策、
プロテイン、
その他一般的なもの）に応えられるよう更なる新規ブランドや製品の
拡充を図っていきます。
サムさんの連絡先はこちら！
これからもサプリンクスをよろ
vitamins@suplinx.com
sam@suplinx.com (英語のみ対応可）
しくお願いいたします。

アメリカで流行っている成分や
ブランドなど現在のサプリメン
ト業界のトレンドについて教育
を行うことです。

元気な毎日は食事から！ オススメ健康レシピ
10分でできる♪簡単レシピ

ゴーヤーチャンプルー

材 料(2人分)
豚こま切れ肉 ・・・・・・・・・・ 150g
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
ゴーヤ・・・・・ 小1/2本(約100g)
削りがつお ・・・・ 1/3袋(約1.5g)
ねぎ塩油・・・・・・・・・・・・ 大さじ3
(材料は約１カップ分)
◎ 長ねぎのみじん切り・・・ 1本分

◎ 白すりごま ・・・・・・・・ 大さじ4
◎ごま油、塩

ゴーヤ
の栄養成分
と効果！

作り方
1 ボウルにねぎ、ごま、ごま油大さじ３、塩小さじ１と1/2を入れてよく混ぜる。
2 ゴーヤーは縦半分に切って薄切りにする。豚肉は 1 で作ったねぎ塩油をもみ
込む。
卵は溶きほぐす。
3 フライパンに 2 の豚肉を入れて強めの中火にかけ、菜箸などでほぐしなが
ら１〜２分炒める。
4 ゴーヤーを加えて約30秒炒め、溶き卵を回し入れる。卵が固まってきたら削り
がつおを加える。
引用：レタスクラブ
「ゴーヤーチャンプル」
https://www.lettuceclub.net/recipe/dish/19532/

「美容と健康に欠かせない抗酸化ビタミン」を豊富に含んでいます！

強い抗酸化作用を持つビタミンCは
「美容と健康に欠かせない抗酸化ビタミン」
といわれます。
ビタミンCをしっかりとる
ことで、老化の抑制、
動脈硬化の予防、免疫力の向上などが期待できます。
ゴーヤの苦みは、モモルディシンという成分によります。モモルディシンには 食欲促進や疲労回復などの効果 が
あります。
カリウムも多く含まれているので、高血圧を予防することも期待できます。

お喜びの声がたくさん！
！‒ その一部をご紹介します‒
セサミン30

80代

富山県/女性/K.M様

シャーク21世紀プラス

1本 300粒入り/約１ヶ月分

4,980円

10,800円

(税込)

MH馬プラセンタ美容液

(税込)

80代

三重県/女性/S.N様

パパービタミンゼリー

群馬県/女性/A.E様

1袋 80粒入り/約１ヶ月分

13,200円

(税込)

和みの青汁

70代

お菓子のようで手軽！
口内炎も出なくなった！

保湿効果が高く、
シワも
目立たなくなりました！

1本 30mL

鹿児島県/男性/Y.H様

80歳過ぎても、
シャークで元気です！

飲んでから体調が
安定しています！

1袋 31粒入り/約１ヶ月分

80代

972円

(税込)

70代

富山県/女性/S.O様

便秘が６ヶ月で
スッキリに！

発行元
住所
連絡先
WEB

〒171-0021
東京都豊島区西池袋2-39-6 池袋ツルミビル

TEL：0120-86-3434

FAX：0120-61-6136

[受付時間] 平日／9：00〜20：00 土日祝／9：00〜18：00

https://www.sanyo-hbc.com

お支払いはキャッシュレス決済が便利です！

90g（3g×30包）

3,888円

(税込)

※個人の感想であり、効果を保証するものではありません。

詳しくは担当員へお訪ねください。

