
お知らせ

疾病予防ナビ
滋賀県立成人病センター

「疾病予防・健康づくり」広報誌

滋賀県立成人病センター 疾病・介護予防推進室
〒524-8524  滋賀県守山市守山5-4-30　TEL：077-582-5031（代）　内線：4113

2017.2
VOL.10

筋肉が減ると体に様々な不調があらわれる

毎月1回健康教室を開催しています。詳しくは下記までお問合せ下さい。

参加費無料  申込不要 ＊お気軽にご参加ください

健康教室だより
～28年度第10回(29.1.20実施)より～

疾病予防・健康づくり情報を提供中！

「疾病予防・健康づくり」の広報誌。
「健康教室」の内容や、関連の研修
会などの情報を掲載｡

成人病センターホームページで

　加齢により筋肉量や筋力が低下してきます。
　身体能力が低下すると、転倒につながり、寝たきりや要介護状態に至る
危険性が高まります。

①「疾病予防ナビ」

病気の予防・健康づくりのため、ぜひご活用ください

滋賀県立成人病センター　
　新館1F　健康創生センター　疾病・介護予防推進室
　TEL.077-582-5031　内線 4113

お問い合わせ先

たんぱく質の摂取と筋トレで筋肉を増やそう！

③「健康教室なび」②「いきいき健康ライフなび」

健康情報番組「いきいき健康ライ
フ」の275本の動画をわかりやす
く分類・編集。1本の動画は5分弱
で、様々な健康情報を手軽に入手
することができます。

毎月開催している健康教室の録画
を新しい順に掲載。

健康創生センターでは、健康教室
のDVDの貸出しを行っています。

健康教室なび

いきいき健康ライフなび

疾病予防ナビ

インターネットで検索ください！

◆筋力アップに必要なのは「運動」「休息」「栄養」
　　筋肉は運動だけでは消耗して筋力が低下してしまい、栄養だけでは霜降り肉のような状態になってしまいます。　
　　筋肉アップには運動、睡眠休息、栄養が大切です。

【年齢別体組成の変異 ( 男性 )】

「 元気になる食生活 ～筋肉を育てよう！～」
講師： 栄養指導部　巽　達也 栄養士長

◆たんぱく質の多い食品をとりましょう！
　  　1日あたり体重1kgにつき1gのたんぱく質を摂りましょう。
　 　たんぱく質は、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などから　

バランスよく摂取することが重要です。
　　ただし、腎臓の悪い方は主治医とご相談ください。

【筋肉の減少による体調不良の例】

疲れやすい
ビタミン・ミネラル不足でエネ

ルギー効率が悪くなる。

歩く速度が遅くなる
歩く速度は足の筋肉量の目安。

むせやすい
嚥下筋が老化して、飲み込む力

が弱くなってくる。

声が小さくなる
声を出すには全身の筋肉を

使っている。
体のたるみ

筋肉が使われないと体にた
るみがでる。猫背、おしり

のたるみなど。

体温調節が効かない
発熱や血流量が少なくなり冷え症に。筋肉には
多くの水分が含まれているので、筋肉が減ると

熱中症になりやすい。

①過食や小食を抑えて、標準体重を維持しよう。
② 毎食、主食・主菜・副菜を食べ、毎日牛乳と果物を摂

ろう。
③魚類、大豆製品の摂取量を増やそう。
④ 野菜、果物、未精製穀物、海藻を積極

的に摂ろう。
⑤牛乳や乳製品を積極的に摂ろう。
⑥食塩は控えよう。
⑦アルコールの過剰摂取を控えよう。
⑧高機能食品、サプリメントを上手に使おう。
⑨ 一日3回、規則正しく、よく噛んで、おいしく楽しく

食べよう。

メタボもロコモも予防は食事にあり！
健康な生活のための「食事9か条」◆筋肉をつけて食べる力を高めましょう！

　  　日常生活にひと工夫して運動を取り入れましょう。　
　　こまぎれの時間でも効果があります。
　　　・エレベーターを使わない
　　　・自転車を利用する　
　　　・ショッピングモールで買物
　　　・寺社への参拝
　　　・自宅の掃除　　など

イスに浅く腰か
け、背もたれに寄
りかかった状態
から、背中をまっ
すぐに起こす。 歌をうたう。声を出す。 頭を上げてつま先を見る。

自宅で手軽にできる筋肉をつける運動例
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食べ方にひと工夫！

①「噛む」ことを大切にする
　・ 噛むことで顎の筋肉が鍛えら

れる。
　・ 食べ物を小さく噛むことで栄

養の吸収が高まる。

　・ 歯ごたえのある根
菜類を入れる。

　・ 食材を大きめに切り、食感の
違いを楽しむ。

②おやつタイムをつくる
　 高齢者は1回の食

事量が減ってい
るため、1日に必
要な栄養の摂取
が難しい…

　 チーズや魚肉ソーセージなどを
つまむと、たんぱく
質の摂取量を増や
せます。

例えば煮物なら…



感染を防ぐには…感染が起こる条件をそろえない！

健康教室だより
～28年度第9回(28.12.16 実施)より～

「肺炎・インフルエンザの予防」
講師： 感染管理認定看護師　中川　祐介 主査

健康教室だより
～28年度第8回(28.11.18 実施)より～

ますます増える認知症！

「 認知機能を維持するには」
講師： 神経内科　長谷川　浩史 科長

＜路と入り口の条件＞◆認知症とは
　・ 記憶障害をはじめとした高次脳機能の障害で、失語、失行、

失認、実行機能障害などの複数の障害がみられる。（記憶
だけではない）

　・ 一旦発達した知能が、後天的に障害される （以前できてい
たことができなくなる）

   ・ 障害がある期間持続（半年以上）している（一時的では
ない）

　・ 知的障害の結果、社会生活や日常生活に支障をきたした
状態

◆認知症患者数と今後の予測
＜認知症の内訳＞

　 　2012年の状況を見ると、65歳以上高齢者人口2,874万人
のうち、認知症は約460万人、MCI（認知症予備軍）は約
400万人となっており、2025年には認知症は700万人（65
歳以上人口の20％）と予測されます。

　  　認知症の最大のリスクは加齢であり、平均年齢の上昇、
高齢者人口の増加が認知症患者増加の要因となっています。

　 　また認知症の内訳では、以前は脳卒中が原因の血管性認知
症が多かったが、現在はアルツハイマー病が増加し55％を
占めています。

生活習慣病は認知症発症リスクを高める

健康的な生活習慣は認知症のリスクを下げる

糖尿病
・血管性認知症、アルツハイマー病ともリスクを高める
・時間と共に発症リスクを上昇させる
・高血糖も低血糖もよくない

高血圧
・高血圧治療は認知症発症予防に有効
・高血圧症は中年期から治療が必要
・ 心房細動（不整脈。血栓が生じやすい）は認知症発症

を高める

脂質代謝異常 ・ 脂質代謝異常の治療による認知症予防効果には様々な
報告あるが、血管障害には効果が認められる

運　動

・ 週 3 回以上、定期的な運動を行っている人は認知症のリスク
は少ない。運動強度は中程度で、複数の運動を行ったほうが
発症リスクが少ない。　　

・正常者では認知機能を高める
・ 軽度認知症でも複数のトレーニングにより認知機能の改善が

得られる可能性がある。

栄　養
・ 地中海型食事パターン（野菜・魚が多く、肉は少な目）はア

ルツハイマー病発症率を低下させる。
・ 日本人の調査では、大豆・野菜・海藻・乳製品・果物・イモ・

魚の摂取はアルツハイマー病発症率を下げる。

アルコール
・少量のアルコールは認知症リスクを下げる可能性がある。
・ポリフェノール（赤ワイン）の有用性の可能性はある。
・ いずれにしても、飲みすぎは肝障害、栄養障害、脳卒中のリ

スクを高めるのでよくない。

うつ・性格
・うつ病は認知症発症リスクになる可能性がある。
・ 心配性になりすぎず、新しいことに興味を持ち、几帳面であ

ることがよい。

＜MCI（軽度認知障害）＞
・物忘れの訴え
・年齢に比して記憶障害がある
・一般的な認知機能は正常
・家事や仕事などの日常生活動作は問題なし

＜血管性認知症＞
・ 脳卒中などに伴う脳神経の障害が発症のきっかけになる

ことがある
・ 脳卒中予防が基本
　　 動脈硬化予防（高血圧症、脂質代謝異常(コレステロー

ル、中性脂肪)、  糖尿病、喫煙）と、心房細動（不整脈）
治療

・混合型（アルツハイマー型＋血管性）もある　

＜アルツハイマー病＞
・ 脳萎縮（海馬）、脳室拡大、脳血流低下がみられる
・ アポリポ蛋白Ｅ（脂質結合蛋白）の値が通常の3～12倍
・ 一番の危険因子は加齢。現時点ではどうしようもない
・ 症状
　○何度も同じことをたずねる（記憶力障害）
　○日付、今いる場所、人がわからない（見当識障害）
　○服をうまく着られなくなった（失行）
　○誰かが家にいるように思える（失認）
　○身近なものの名前が出てこない（失語）
　○食事の段取りができなくなった（遂行障害）
　○置き忘れた財布を誰かに取られたと思い込む
　○徘徊　

いわゆる「健康的」が一番大切
・ メタボを避けて（高血圧、脂質代

謝異常、糖尿病）
・ 栄養・お酒も適度にバランスよく
・ 運動も忘れずに
・ けれど、あまり考えすぎずに

でも、やっぱりおかしいと思えば…
早期に受診してみましょう
お薬・生活指導を受ければ、
その後をより良くすることも
可能です。

◆感染予防には感染が起こる条件を揃えないこと
　・微生物の条件【十分な毒力、感染症を引き起こす能力、微生物侵入後、増殖】
　　→　×微生物を全滅させることは不可能
　・人の条件【病原体に対して感受性がある（抵抗力がない）】
　　→　×日常生活にはケガや疲れが伴う。医療の進歩、高齢社会
　・路と入り口の条件【感染する路がある、病原体が侵入する入り口がある】　　　　
　　→　○ 路を遮断したり、入り口の守りを固めることで、路を切ることは
　　　　　やれなくもない!　

菌は手足
がないの
で自力で
動けない

手・物・せき・空気
が微生物の移動手段
となる

目・鼻・口・耳・傷口・
尿道から侵入する

正
常
な
皮
膚
は
微
生
物
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防
ぐ
皮
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感染を予防する健康習慣

　微生物にとって手は最高の乗り物。こまめな手洗いが大事。

①手洗い　②咳エチケット　③うがい・口腔ケア　
④湿度と換気　⑤栄養と休息　⑥禁煙

①手洗い
　咳やくしゃみでウイルスは約２ｍ飛ぶ。
　感染の拡大防止に咳エチケットが必要。
　・ティッシュなどでおさえる
　　手で押さえるのは×！
　　手に付着したウイルスを広める
　　ことになる。
　・マスクをする
　　自分の感染を予防し、
　　周りの人への感染を防止する。
　・顔をそむける　　　　　  　
　・使用したティッシュはすぐ捨てる
　・手洗いをする

②咳エチケット

＜手洗いと手指消毒の比較＞
方　法 手洗い 手指消毒

汚れの除去 可能 不可能
通過菌

（手についた菌） 物理的除去 殺菌作用

通過菌の
手指からの除去

15秒　1/10
30秒　1/100
60秒　1/1,000

1/10,000
1/100,000

常在菌
（もともと手に存在） 除去されない 一部除去

口と鼻をしっかり
覆いましょう

使用後のマスクやティッシュ
は汚染面に触れないように廃
棄しましょう

　うがいで菌を洗い流し、口腔ケアで粘膜の湿潤
状態を保持して、病原体の侵入を防ぎましょう。

③うがい・口腔ケア
手指消毒は、
手洗いよりも
高い細菌除去
能力がある。

目に見える汚れが
　　・「ある」→手洗い
　　・「ない」→手指消毒

｢手洗い｣と｢手指消毒｣の使い分け

肺炎予防 ①手洗い　②咳エチケット　③うがい・口腔ケア　④ワクチン

肺炎…肺胞とその周辺に起こる感染症
　・日本人の死因の第３位
　・肺炎死亡者のうち、65歳以上の割合は96.5％
　・肺炎で一番多い原因菌は肺炎球菌

　＊肺炎球菌ワクチン
　・ 肺炎球菌が原因の肺炎を予防する

ワクチン
　・1回の接種で5年以上免疫が持続
　・季節を問わず、体調の良い時に接種可能
　・インフルエンザワクチンとの併用が効果的

●肺炎球菌感ワクチン接種対象者
　・65歳以上の方
　・呼吸器に疾患をお持ちの方
　・糖尿病の患者さん
　・ 心臓に疾患をお持ちの方（慢性心

不全、心筋症など）
　・ 養護老人ホームや長期療養施設に

居住されている方
　・脾臓を摘出された方
　・免疫が低下している方　
    ※平成30年度まで1人1回助成あり
     注：年度ごとに助成を受けられる対象年齢が決まっています。　

インフルエンザ予防 ①手洗い　②咳エチケット　③ワクチン

インフルエンザ
　・インフルエンザウイルスを原因とする呼吸器感染症
　・潜伏期間は概ね1～3日（最長7日）
　・患者数は小児が多く、死亡者数は高齢者で多い
　・ 肺炎やインフルエンザ脳炎・脳症などの合併症を起

こすことがある　　　　　　
　・重症化予防のためワクチン接種が有効
　　（病気の発生を予防するためではない）

＊重症化しやすいのは
　・5歳未満の乳幼児（特に2歳未満）　　
　・65歳以上の高齢者　　・妊婦　　
　・喘息などの呼吸器疾患のある方　　
　・心疾患のある方　　・糖尿病の方　　
　・免疫不全の方　 →積極的に予防接種を受けた方がよい

＜インフルエンザと普通の風邪との比較＞
インフルエンザ ふつうのかぜ

発　熱 急激　高い（38～40℃） 緩やか　低い（37℃台）
さむけ（ふるえ） 強い 弱い

症　状 全身症状が先行
（頭痛，全身のだるさ） 鼻水，のどの痛み

腰痛，筋肉痛，関節痛 強い なし
感染力 強く、急激に増加する 弱く、徐々に増える

インフルエンザも肺炎もワクチンだけでは予防できない！
　感染を予防する健康習慣（手洗い、咳エチケット、うが
い・口腔ケア）と組み合わせて実践することが大切
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は少ない。運動強度は中程度で、複数の運動を行ったほうが
発症リスクが少ない。　　

・正常者では認知機能を高める
・ 軽度認知症でも複数のトレーニングにより認知機能の改善が

得られる可能性がある。

栄　養
・ 地中海型食事パターン（野菜・魚が多く、肉は少な目）はア

ルツハイマー病発症率を低下させる。
・ 日本人の調査では、大豆・野菜・海藻・乳製品・果物・イモ・

魚の摂取はアルツハイマー病発症率を下げる。

アルコール
・少量のアルコールは認知症リスクを下げる可能性がある。
・ポリフェノール（赤ワイン）の有用性の可能性はある。
・ いずれにしても、飲みすぎは肝障害、栄養障害、脳卒中のリ

スクを高めるのでよくない。

うつ・性格
・うつ病は認知症発症リスクになる可能性がある。
・ 心配性になりすぎず、新しいことに興味を持ち、几帳面であ

ることがよい。

＜MCI（軽度認知障害）＞
・物忘れの訴え
・年齢に比して記憶障害がある
・一般的な認知機能は正常
・家事や仕事などの日常生活動作は問題なし

＜血管性認知症＞
・ 脳卒中などに伴う脳神経の障害が発症のきっかけになる

ことがある
・ 脳卒中予防が基本
　　 動脈硬化予防（高血圧症、脂質代謝異常(コレステロー

ル、中性脂肪)、  糖尿病、喫煙）と、心房細動（不整脈）
治療

・混合型（アルツハイマー型＋血管性）もある　

＜アルツハイマー病＞
・ 脳萎縮（海馬）、脳室拡大、脳血流低下がみられる
・ アポリポ蛋白Ｅ（脂質結合蛋白）の値が通常の3～12倍
・ 一番の危険因子は加齢。現時点ではどうしようもない
・ 症状
　○何度も同じことをたずねる（記憶力障害）
　○日付、今いる場所、人がわからない（見当識障害）
　○服をうまく着られなくなった（失行）
　○誰かが家にいるように思える（失認）
　○身近なものの名前が出てこない（失語）
　○食事の段取りができなくなった（遂行障害）
　○置き忘れた財布を誰かに取られたと思い込む
　○徘徊　

いわゆる「健康的」が一番大切
・ メタボを避けて（高血圧、脂質代

謝異常、糖尿病）
・ 栄養・お酒も適度にバランスよく
・ 運動も忘れずに
・ けれど、あまり考えすぎずに

でも、やっぱりおかしいと思えば…
早期に受診してみましょう
お薬・生活指導を受ければ、
その後をより良くすることも
可能です。

◆感染予防には感染が起こる条件を揃えないこと
　・微生物の条件【十分な毒力、感染症を引き起こす能力、微生物侵入後、増殖】
　　→　×微生物を全滅させることは不可能
　・人の条件【病原体に対して感受性がある（抵抗力がない）】
　　→　×日常生活にはケガや疲れが伴う。医療の進歩、高齢社会
　・路と入り口の条件【感染する路がある、病原体が侵入する入り口がある】　　　　
　　→　○ 路を遮断したり、入り口の守りを固めることで、路を切ることは
　　　　　やれなくもない!　

菌は手足
がないの
で自力で
動けない

手・物・せき・空気
が微生物の移動手段
となる

目・鼻・口・耳・傷口・
尿道から侵入する

正
常
な
皮
膚
は
微
生
物
を

防
ぐ
皮
膚
バ
リ
ア

路 入り口 目

鼻

耳口

傷口
尿道

感染を予防する健康習慣

　微生物にとって手は最高の乗り物。こまめな手洗いが大事。

①手洗い　②咳エチケット　③うがい・口腔ケア　
④湿度と換気　⑤栄養と休息　⑥禁煙

①手洗い
　咳やくしゃみでウイルスは約２ｍ飛ぶ。
　感染の拡大防止に咳エチケットが必要。
　・ティッシュなどでおさえる
　　手で押さえるのは×！
　　手に付着したウイルスを広める
　　ことになる。
　・マスクをする
　　自分の感染を予防し、
　　周りの人への感染を防止する。
　・顔をそむける　　　　　  　
　・使用したティッシュはすぐ捨てる
　・手洗いをする

②咳エチケット

＜手洗いと手指消毒の比較＞
方　法 手洗い 手指消毒

汚れの除去 可能 不可能
通過菌

（手についた菌） 物理的除去 殺菌作用

通過菌の
手指からの除去

15秒　1/10
30秒　1/100
60秒　1/1,000

1/10,000
1/100,000

常在菌
（もともと手に存在） 除去されない 一部除去

口と鼻をしっかり
覆いましょう

使用後のマスクやティッシュ
は汚染面に触れないように廃
棄しましょう

　うがいで菌を洗い流し、口腔ケアで粘膜の湿潤
状態を保持して、病原体の侵入を防ぎましょう。

③うがい・口腔ケア
手指消毒は、
手洗いよりも
高い細菌除去
能力がある。

目に見える汚れが
　　・「ある」→手洗い
　　・「ない」→手指消毒

｢手洗い｣と｢手指消毒｣の使い分け

肺炎予防 ①手洗い　②咳エチケット　③うがい・口腔ケア　④ワクチン

肺炎…肺胞とその周辺に起こる感染症
　・日本人の死因の第３位
　・肺炎死亡者のうち、65歳以上の割合は96.5％
　・肺炎で一番多い原因菌は肺炎球菌

　＊肺炎球菌ワクチン
　・ 肺炎球菌が原因の肺炎を予防する

ワクチン
　・1回の接種で5年以上免疫が持続
　・季節を問わず、体調の良い時に接種可能
　・インフルエンザワクチンとの併用が効果的

●肺炎球菌感ワクチン接種対象者
　・65歳以上の方
　・呼吸器に疾患をお持ちの方
　・糖尿病の患者さん
　・ 心臓に疾患をお持ちの方（慢性心

不全、心筋症など）
　・ 養護老人ホームや長期療養施設に

居住されている方
　・脾臓を摘出された方
　・免疫が低下している方　
    ※平成30年度まで1人1回助成あり
     注：年度ごとに助成を受けられる対象年齢が決まっています。　

インフルエンザ予防 ①手洗い　②咳エチケット　③ワクチン

インフルエンザ
　・インフルエンザウイルスを原因とする呼吸器感染症
　・潜伏期間は概ね1～3日（最長7日）
　・患者数は小児が多く、死亡者数は高齢者で多い
　・ 肺炎やインフルエンザ脳炎・脳症などの合併症を起

こすことがある　　　　　　
　・重症化予防のためワクチン接種が有効
　　（病気の発生を予防するためではない）

＊重症化しやすいのは
　・5歳未満の乳幼児（特に2歳未満）　　
　・65歳以上の高齢者　　・妊婦　　
　・喘息などの呼吸器疾患のある方　　
　・心疾患のある方　　・糖尿病の方　　
　・免疫不全の方　 →積極的に予防接種を受けた方がよい

＜インフルエンザと普通の風邪との比較＞
インフルエンザ ふつうのかぜ

発　熱 急激　高い（38～40℃） 緩やか　低い（37℃台）
さむけ（ふるえ） 強い 弱い

症　状 全身症状が先行
（頭痛，全身のだるさ） 鼻水，のどの痛み

腰痛，筋肉痛，関節痛 強い なし
感染力 強く、急激に増加する 弱く、徐々に増える

インフルエンザも肺炎もワクチンだけでは予防できない！
　感染を予防する健康習慣（手洗い、咳エチケット、うが
い・口腔ケア）と組み合わせて実践することが大切



お知らせ

疾病予防ナビ
滋賀県立成人病センター

「疾病予防・健康づくり」広報誌

滋賀県立成人病センター 疾病・介護予防推進室
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筋肉が減ると体に様々な不調があらわれる

毎月1回健康教室を開催しています。詳しくは下記までお問合せ下さい。

参加費無料  申込不要 ＊お気軽にご参加ください

健康教室だより
～28年度第10回(29.1.20実施)より～

疾病予防・健康づくり情報を提供中！

「疾病予防・健康づくり」の広報誌。
「健康教室」の内容や、関連の研修
会などの情報を掲載｡

成人病センターホームページで

　加齢により筋肉量や筋力が低下してきます。
　身体能力が低下すると、転倒につながり、寝たきりや要介護状態に至る
危険性が高まります。

①「疾病予防ナビ」

病気の予防・健康づくりのため、ぜひご活用ください

滋賀県立成人病センター　
　新館1F　健康創生センター　疾病・介護予防推進室
　TEL.077-582-5031　内線 4113

お問い合わせ先

たんぱく質の摂取と筋トレで筋肉を増やそう！

③「健康教室なび」②「いきいき健康ライフなび」

健康情報番組「いきいき健康ライ
フ」の275本の動画をわかりやす
く分類・編集。1本の動画は5分弱
で、様々な健康情報を手軽に入手
することができます。

毎月開催している健康教室の録画
を新しい順に掲載。

健康創生センターでは、健康教室
のDVDの貸出しを行っています。

健康教室なび

いきいき健康ライフなび

疾病予防ナビ

インターネットで検索ください！

◆筋力アップに必要なのは「運動」「休息」「栄養」
　　筋肉は運動だけでは消耗して筋力が低下してしまい、栄養だけでは霜降り肉のような状態になってしまいます。　
　　筋肉アップには運動、睡眠休息、栄養が大切です。

【年齢別体組成の変異 ( 男性 )】

「 元気になる食生活 ～筋肉を育てよう！～」
講師： 栄養指導部　巽　達也 栄養士長

◆たんぱく質の多い食品をとりましょう！
　  　1日あたり体重1kgにつき1gのたんぱく質を摂りましょう。
　 　たんぱく質は、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などから　

バランスよく摂取することが重要です。
　　ただし、腎臓の悪い方は主治医とご相談ください。

【筋肉の減少による体調不良の例】

疲れやすい
ビタミン・ミネラル不足でエネ

ルギー効率が悪くなる。

歩く速度が遅くなる
歩く速度は足の筋肉量の目安。

むせやすい
嚥下筋が老化して、飲み込む力

が弱くなってくる。

声が小さくなる
声を出すには全身の筋肉を

使っている。
体のたるみ

筋肉が使われないと体にた
るみがでる。猫背、おしり

のたるみなど。

体温調節が効かない
発熱や血流量が少なくなり冷え症に。筋肉には
多くの水分が含まれているので、筋肉が減ると

熱中症になりやすい。

①過食や小食を抑えて、標準体重を維持しよう。
② 毎食、主食・主菜・副菜を食べ、毎日牛乳と果物を摂

ろう。
③魚類、大豆製品の摂取量を増やそう。
④ 野菜、果物、未精製穀物、海藻を積極

的に摂ろう。
⑤牛乳や乳製品を積極的に摂ろう。
⑥食塩は控えよう。
⑦アルコールの過剰摂取を控えよう。
⑧高機能食品、サプリメントを上手に使おう。
⑨ 一日3回、規則正しく、よく噛んで、おいしく楽しく

食べよう。

メタボもロコモも予防は食事にあり！
健康な生活のための「食事9か条」◆筋肉をつけて食べる力を高めましょう！

　  　日常生活にひと工夫して運動を取り入れましょう。　
　　こまぎれの時間でも効果があります。
　　　・エレベーターを使わない
　　　・自転車を利用する　
　　　・ショッピングモールで買物
　　　・寺社への参拝
　　　・自宅の掃除　　など

イスに浅く腰か
け、背もたれに寄
りかかった状態
から、背中をまっ
すぐに起こす。 歌をうたう。声を出す。 頭を上げてつま先を見る。

自宅で手軽にできる筋肉をつける運動例

筋肉量

その他

脂肪

日
本
食
品
標
準
成
分
表
２
０
１
０
よ
り

動物性たんぱく質 植物性たんぱく質

食べ方にひと工夫！

①「噛む」ことを大切にする
　・ 噛むことで顎の筋肉が鍛えら

れる。
　・ 食べ物を小さく噛むことで栄

養の吸収が高まる。

　・ 歯ごたえのある根
菜類を入れる。

　・ 食材を大きめに切り、食感の
違いを楽しむ。

②おやつタイムをつくる
　 高齢者は1回の食

事量が減ってい
るため、1日に必
要な栄養の摂取
が難しい…

　 チーズや魚肉ソーセージなどを
つまむと、たんぱく
質の摂取量を増や
せます。

例えば煮物なら…


