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『食欲の秋』
、
つい食べ過ぎて体重が
増加しやすい季節が近づいてきました。

メタボリックシンドロームを
チェックしてみよう

最低(拡張期)血圧：８５㎜ Hg 以上

最近、
「お腹がポッコリ出てきた」
「ズ
ボンがきつくなった」と感じることは
ありませんか？そんな方はメタボリッ

空腹時血糖値：１１０㎎／ｄL 以上

うち２つ以上が該当すると、メタボリ

ックシンドロームと診断されます。

内臓脂肪ってなに？

私たちの体にある脂肪は、皮下脂肪

活発な身体活動を行うと、消費エネ

ルギーが増え、血糖や脂肪がたくさん

消費され内臓脂肪が減少しやすくなり

ます。

２．食生活を改善しよう

に役立ちます。内臓脂肪は食事から得

下脂肪は内臓を保護し、体温を保つの

う。

バランスのとれた食事を心がけましょ

は内臓脂肪をためる原因になります。

食べ過ぎや欠食などの乱れた食生活

たエネルギー源を脂肪に合成し貯えた

３．喫煙は禁物

つに大別できます。皮

もので、過剰になると血液中に中性脂

メタボリックシンドローム該当者の

症などの生活習慣病を発症しやすく、

すくなり、糖尿病、高脂血症、高血圧

③中性脂肪が上がる ④血栓ができや

①血糖値が上がる ②血圧が上がる

ましょう。

服用している薬がわかるように管理し

必ず医師と相談し、またお薬手帳で

ントロールが必要なこともあります。

症になっている場合には、薬によるコ

す。

内臓脂肪はどう減らすの？

内臓脂肪は皮下脂肪と比べて、たま

食べ過ぎや運動不足などの生活習慣を

ドロームのベースとなる内臓脂肪は、

う特徴があります。メタボリックシン

ステロールが高いと言われたことがあ

であるとか、健康診断で、血圧・コレ

自覚症状がありません。少し太り気味

メタボリックシンドロームはどれも

りやすく、努力すれば減りやすいとい

改善することで減らせます。内臓脂肪

【厚生労働省ＨＰ】参照（平井）

から気をつけていきましょう。

ます。突然の発作とならないよう日頃

るといった程度で、放置しがちになり

１．運動習慣をつけよう

生活習慣のチェック

をためない生活習慣を心がけましょう。

＊最後に＊

脳卒中などを発症する危険も高まりま

すでに、糖尿病や高血圧症、高脂血

４．薬によるコントロールは適切に

高めます。

肪として存在するようになります。つ

内臓脂肪がたまると？

喫煙は心臓病などのリスクをいっそう

と内臓脂肪の

!!

まり、
気を付けるべきは内臓脂肪です。

2

内臓に脂肪が蓄積した状態が続くと、

!!

腹囲 へ(そ周り )

!!

最高(収縮期)血圧：１３０㎜ Hg 以上 または

クシンドロームの予備軍になっている

女性
90 ㎝以上
③血圧

内臓脂肪肥満型に加え
て、高血糖・高血圧・脂
質異常のうちいずれか２
つ以上を併せ持った状態

動脈硬化のリスク

②血糖値

をメタボリックシンドロ
ーム 内(臓脂肪症候群 と)
いいます。これら、ひと
つひとつは軽度でも、２
つ以上が重なり組み合わ
さることで、動脈硬化が
より進行しやすくなりま
す。

ＨＤＬコレステロール：４０㎎／ｄＬ未満

!!
!!

男性
85cm 以上
中性脂肪：１５０㎎／ｄＬ以上 または

腹
⇒囲の基準値をオーバーしていて、
①脂質 ②血糖値 ③血圧の３項目の

①脂質

かもしれません。

メタボッリクシンドロームとは？
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歯磨きは誰でも毎日やっていること
ですが、正しく磨く、ということにな
るときちんとできている人は少ないも
のです。では、どのようにすれば正し
い磨き方になるのか、ポイント
ごとに見て、自分の磨き方と比
べてみましょう。

毎食後はもちろん、寝る前や起

ポイント４

歯ブラシは、ペンのように持つの
床時もできたら磨きましょう。寝

ポイント１

がおすすめです。わしづかみにして
ている間は菌が繁殖しやすいため、

◆時間◆

しまうと磨く力が強くなりやすく、
寝る前と起きてからの歯磨きが効

◆歯ブラシの持ち方◆

歯ブラシの動きが大きくなりやすい

に寝てしまったり、磨く時間や回

月

日はハロウ

ィンです！ハロウ
ィンと言えば、仮装
にかぼちゃお化け
が有名ですね。そん
なハロウィンにピ
ッタリなかぼちゃ
を使ったお菓子を
ご紹介します♪

① かぼちゃは種と皮を取り除き、２

～３㎝角に切り、レンジで温める。

串が通るまで柔らかくする。

度に予熱開始する。

② フォークでつぶしておく。オーブ
ンを

③ マーガリンをホイッパーでクリ

ーム状に練った後、サラダ油を加

えてよく混ぜる。砂糖、バニラオ

イルも加えてよく混ぜる。

④ 卵を１個ずつ加え、素早くしっか

りと混ぜ合わせる。

⑤ 薄力粉、強力粉、ベーキングパウ

ダーを合わせてふるいながら④

のボウルに入れて混ぜる。粉っぽ

編集後記

紅葉狩りの時期がやっ

てきますね。今回は群馬

県の紅葉の見ごろをお知

らせします！

✦９月下旬～１０月中旬

月上旬～

月上旬

❉万座、尾瀬（群馬側）

✦

月下旬～

❉赤城山

✦

月下旬～

月上旬

月中旬

❉吾妻渓谷、榛名湖畔

✦

❉伊香保温泉

万座や伊香保は温泉地

温泉に入りながら紅葉も

としても人気があります。

⑥ 全体が均一に混ざったら生地の

楽しめますね。また、榛

分程焼けば

神社があります。紅葉を

ポットとして有名な榛名

（萩原）

楽しみながら、散策して

【参照 じゃらん

】

本(間 )

帳も携帯しましょう。

出かけの際には、お薬手

みてください。なお、お

【参照 クックパッド】

～

出来上がり。型に入れて

オーブンで、
完成

名湖周辺には、パワース

度の

さが消えたら、カボチャも加える。

１１

果的です。また、１回の歯磨きは

ポイント２

数が少ないことに気がつくと思い

１１

１１

１０

１０

１０

ので、わしづかみは避けましょう。

◆力加減◆

ます。歯は他の臓器と比べると軽

✿材料（８～１０個ほど）✿
かぼちゃ
ｇ

１８０

３～５分を目安に行いましょう。

力を入れすぎると歯ブラシの毛先

視されがちですが、失ってしまう

（種と皮を除いた状態）
～

ｇ
ｇ

２５

いかがでしたか？自分の磨き方

が開いて、逆に汚れが落ちにくくな

と２度と生えてきません。 歳で
本の歯があれば、健康に美味し

薄力粉
強力粉

ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
Ｌサイズ２個

ベーキングパウダー
砂糖
マーガリン
サラダ油
卵

２０

を見つめ直すと、ついつい磨かず

ります。弱めの力でブラシを小刻み
に動かすのが上手な磨き方のポイン

く食事ができます。美味しい食べ
るよう、今こそ日頃の歯磨きを見

物をいつまでも美味しく食べられ
ポイント３

【参照 いしかわ歯科医院

（佐藤）

直しましょう。

度に傾け、歯と歯茎の間にブ

歯科医の本棚】

４０ ４０ １００ ５ ５０ １００ ２００

１８０

!!

31
１８０

８０

◆磨く所◆

トです。

２０

10
バニラオイル（あれば） 数滴

net

歯の根元を集中的に磨きます。歯ブ
ラシを

ラシが入るように意識します。
（下図）
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