睡眠中や運動後・妊娠中におきるふくらはぎのこむら返り。
睡眠中はとくに飛び起きるほどの痛さで、次の日まで引きずることもありますよね？
でも、どうしてこむら返りが起きるのかわからない方がほとんどではないでしょうか？
夏本番になれば、熱中症や水分不足でますます足がつりやすくなってしまうのでその前に
こむら返りを起こす原因とその対処法をお教えします(^^♪

何故足がつるのかと言うと、自分の意思とは無関係に筋肉が勝手に収縮したり痙攣を起こしたりすることに原因
があります。筋肉は収縮を繰り返して関節を動かしますが、実際のところ筋肉は縮む事しかできず、伸びるのは裏
側の筋肉が縮む事によって間接的に表側の筋肉が伸ばされるというメカニズムによっておきています。正常に動か
すためには表裏の筋肉のバランスが非常に大切になります。どちらか片方の筋肉が硬くなり縮んだ状態で伸ばそう
とすると、急激に力が加わり足をつる原因になってしまいます。

足がつりやすくなってしまうのは、筋肉の動きに影響のある冷え・血行不良や、ミネラルバランスの崩れによる原因である可
能性があります。
ミネラルは大量に汗をかいたり、下痢・嘔吐後などによる脱水状態でバランスが崩れ筋肉が興奮状態になるために筋肉が痙
攣を引き起こすと言われています。
ネラルバランスの乱れの事を「電解質異常」と言います。
電解質とは、カルシウム・マグネシウム・ナトリウム・カリウムなど血液中にあるミネラルイオンの事を言い、筋肉や神経の働
きを調節する重要な役割を担っているので何らかの原因でバランスが崩れると、筋肉の働きに悪影響を及ぼしてしまいま
す。カルシウムは乳製品・魚・小松菜、マグネシウムは海藻・ナッツ類・大豆、カリウムは果物・緑黄色野菜・海藻などに多く含
まれています。日頃から心がけて食事をする事も予防に繋がります‼

足をつってしまった時はまず筋肉を伸ばしましょう！伸ばし方は色々ですが、ふくらはぎをストレッチするようにしてみたり、指
を身体の方向に引っ張ったりして伸ばしましょう。血行不良が原因だと考えられる時もあるので温める事も効果的です。
その他にもツボを刺激するのも効果的です‼
膝のお皿外側から指 4 本分下→足三里
ふくらはぎの盛り上り中央線上→承筋
ふくらはぎの筋肉がアキレス腱に変わるところ→承山
足裏の真ん中でくぼみができるところ→湧泉
梅雨もあけたらますます体温調節が難しくなります。
汗もかきやすくなるので、こまめな水分補給を心がけましょう！普段からストレッチをして少しでもつってしまう鯨飲を減らし
ましょう(^^♪

目の疲れ！
眼精疲労と眼疲労の違いと対処
健美講座

7 月号

現代社会を生きる私たちの目は、様々な有害な光やストレスを受けて疲れを感じ、正しい対処をせずにいると眼疲労（睡眠や眼を休ま
せることにより回復が望めるもの）となり、更に進むと眼精疲労（眼の痛みやかすみ感に加え、頭痛や吐き気、肩こりなどの症状も一
緒に起こるもの）となってしまいます！

👀眼疲労・眼精疲労の原因

👀眼精疲労の症状

１. 間違った視力の矯正
遠視・近視・乱視・老眼などにより視力の低下がみら
れる場合に矯正をすると思います。
その矯正の度合いが強い場合、逆に弱い場合や何も対
処をしていない場合には、目が自分でピントを調節し
筋肉を緊張させます。その緊張により目の疲れが出
て、眼疲労・眼精疲労になってしまいます。
２.環境
現代の生活では職場での PC 作業のほかにもプライベー
トでのスマートフォンの使用、テレビの視聴などによ
りブルーライトを長時間浴びるなどで目に疲労が溜ま
ってしまう。
3．病気が隠れている
結膜炎やドライアイといった眼に関する病気。
風邪やインフルエンザ、更年期障害などの身体の病気。
これらでも原因になりえます

上の絵の症状が現れたら眼精疲労の疑いがあります。
ぜひ、セルフケアの仕方などを書きますので実践してみてください！！

👀対処法・予防法

３ガムなどをかむ
ガムなどをかむことにより、白目の部分の

１まばたきをする。

２目を温める

まばたきをすることにより凝り固まっていた
目の筋肉がほぐれ血行が改善される。
さらに、水分と油分が出るのでドライアイ改
善にもつながります。
（現代人はまばたきの回数が昔に比べ、スマ
ホの使用などにより極端に減少しています。）

蒸しタオルやホットアイマスクなどで目の周
りの血行を良くする。
※行う時間帯は昼間よりも夜に行うのがベス
ト！温めた後は血管が細くなり、この状態
で PC 作業などを続けると、普段よりも目
の疲れが出てしまう恐れがあります。

血流が 70％近く上がることが最近の研究
で発表されました。
（血流が上がる=目の筋肉の凝り改
善！！）
４遠くを見る
普段近くのモノ見る機会が多くある為に、目の
ピントを合わせる筋肉が常時収縮(緊張してい
る状態)しているので遠くを見て筋肉を弛緩さ
せ、リラックスさせてあげるとよいです！

👀目に効く食べ物
前々からアントシアニンやビタミンＡ，Ｂ群，Ｃと言ったビタミン類が目に良いと言われていました！
効果はいまでも実証されていますが、さらに効果的な成分が「アスタキサンチン」です！！
これらが含まれている食材を少しご紹介♪

アスタキサンチン(天然の赤色成分)
赤身の魚介類(サケやマスなどの身、イクラ
やすじこ)、赤い皮の魚(マダイやキンキ)、
甲殻類などに多く含まれます。
※これらを取り入れるうえでポイントは油
を使うこと！脂溶性のアスタキサンチンな
のでムニエルなどにして食べると効果的に
取り入れられます！！

アントシアニン

ビタミン B 群
豚肉、豚-牛-鶏レバー、大豆、シジミ、アサリ etc

ブルーベリー、ブドウ、しそ etc
ビタミンＣ
ビタミンＡ
鶏レバー、ホタルイカ、すじこ etc

赤-黄ピーマン、ゆず、アセロラジュース、
煎茶の茶葉、焼きのり etc

以上のような対処法や予防法、目に効く食べ物を日常の生活にどんどんと取り入れていきましょう！
かば・きりん整骨院では眼精疲労対策として「眼精疲労解消鍼」を行っております！
気になる方がいましたらお気軽にスタッフにお声がけください！！対応させていただきます！！！
つらい眼精疲労は全て吹き飛ばしていきましょう！！
かば整骨院

阿部

これを知ったらもう大丈夫！
～五月病の仕組みと対策法ですっきり♪～
健美講座 6 月号

4 月に入学式・就職・一人暮らしなど、環境が新しく変化した方が多いのではないでしょうか。
人間関係が変わり気を張ったり、慣れない環境での生活が始まって体調を崩していませんか？
毎年５月になると、だるさや気分がすぐれなかったり、やる気が出ない！なんて事はありませんか？
そんな方はとくに要注意!あなたのすぐ傍に五月病がいるかもしれません!!
でも、五月病ってどうしてなるのかご存知ですか？
今回は五月病になってしまう原因とその対処法をお教えします!!
※五月病とは、新年度に入り環境が変化し適応できずに連休に入り、疲れが一気に噴き出す事によって、
気分の落ち込みや集中力などが低下してしまう事言う。医学的には適応障害と診断される事がある。
最近では、春バテとも言うらしい・・・

低気圧と副交感神経の関係
ストレスや疲れが主に原因だと思われがちですが、実は気圧と自律神経が関係しているのはご存知ですか？
低気圧は、温暖前線と寒冷前線が停滞するためにおこります。この２つの前線が混ざり合うと気圧はとても低くなります。低くなると周りの空気がどんどん行き
場をなくしてしまい結果空気が上昇し空気中の酸素濃度は低くなってしまいます。酸素濃度が低くなっても私達は「息苦しい」と感じる事はめったにありませんが、
酸素濃度の低い空気を吸う事により、血液中の酸素の量は低下してしまい血管は拡張してしまいます。そのため頭痛がしたり、いつもより酷く痛んだりしてしまい
ます。急激に気圧が変化すると自律神経の調節が行き過ぎてしまい、体調不良にも繋がります。気圧の変化や梅雨の時季に頭痛が酷くなるのはストレスや疲れが溜
まって いる方の他に、甘い物や冷たい物を普段からよく口にする方も頭痛に悩まされやすいのです！
自律神経を細かく分類すると、交感神経と副交感神経に分けられます。

交感神経は体を活発に活動させる時に働くものを言います。相手と闘う時に体は緊張し心拍は早くなります。
それに伴い血圧も上がります。同じように、相手から逃げる時・危険を避けようとしている時も体は興奮状態にある事から、
交感神経は“闘争と逃走の神経”とも言われています。

副交感神経は交感神経と逆の働きをします。食事の時は気分を落ち着かせて食べ、睡眠時も同様で体を落ち着かせている時に働くものを言います。
副交感神経は血圧・血糖値・心拍・排泄機能を低下させ疲労感・食欲・消化吸収などは高くします。
その為、“休息とエネルギー蓄積モード”状態に切り替わり、だるさ・眠気・疲れといった症状が強く表れます。

東洋医学と梅雨とその対策法
東洋医学では梅雨の時期の湿気によるトラブルを“湿邪”と呼んでいます。
この湿邪とは、自然界に存在する 6 つの気の１つで体内に入り身体に様々な影響を及ぼします。
湿邪の特徴は重く粘り気があり下半身に停滞します。他にも、体の重だるさ・鈍い痛み・関節痛・水分の停滞による胃の不調・月経の量が多くなる
などといった“余分な水分”による様々な症状が表れ、治りにくく長引く事もあるので注意しましょう！
低気圧の時季は雨も降り、温度も上がっている為に汗をかいても十分に蒸発されず、余分な水分が身体に蓄積されむくみの原因になってしまいます。

♡水分代謝を助けてくれる食べ物♡

湿を溜め込みやすいもの

玄米（ビタミンミネラルが豊富）黒豆（痛みを緩和し余分な水分をとる）

これからの季節はますます暖かくなり、冷たい物

スイカ・冬瓜・南瓜・こんにゃく（尿の排泄をよくし、むくみをとる）

やさっぱりした物を食べたくなりますよね(^-^)

山芋・無花果・人参（胃腸を丈夫にする）しょうが・にら・大根（胃腸の冷えをとる）

ですが、特に刺身などの生もの・冷たい食べ物・

キャベツ・じゃがいも（胃腸に優しい）にんにく（水分代謝を活発にし、下痢や便秘にも良い）

冷たい飲み物を多く取りすぎてしまうと身体の

アサリ・鮎・鯉（むくみをとる）みかん（健胃・食欲増進・皮は口臭止めに良い）

本来持っておくべき熱も冷やしてしまい、湿をさ

茶（口臭止めに良く、気分をスッキリさせる）

ばけなくなってしまうので、バランスよく摂取す
るのが理想ですね♪

五月病と経穴
自律神経のみだれには・・・
ひゃくえ

し しんそう

ゆうせん

ないかん

百会・四神聡・湧泉・内関 など使います。
とくに百会は自律神経を整えるだけでなく集中力も上げてくれます！
また、内関は腹痛がひどい時にも使われます♪
むくみには・・・
豊隆・三陰交・太白・大衝・湧泉、足三里
とく豊隆は湿さばきには効果的で、湿＝豊隆と言っても過言ではありません！
足三里は胃腸の調子が悪い時や、胃の気を整える時に使います。
このようにツボと言っても使い方によってその効果は違ってくるので、１つツボを知っているだけ自分の体調管理ができますよ(^^)♪
環境が変化するとどうしても気を張ってしまい見えないところで疲れを溜め込みがちですが、そんな時こそ食事・睡眠・休息を忘れず、
心の休息もしっかりとって、６月に向けて頑張りましょう！
きりん整骨院

菊地

健美講座

5 月号

現代人は自律神経のトラブルを少なからず抱えています。不規則な生活や人間関係のプレッシャーによるストレスで、自律神経のバ
ランスを崩し、人間本来の健やかで、気持ちの良い生活を送るための身体の機能は低下し、不眠や不安や体調不良を引き起こして

しまいます。では、それらを改善するためには、どうしたらいいのでしょうか？？

自律神経は私たちが生きていくうえで必要な身体の働きを担ってくれています。呼吸
や発汗、排泄などの身体機能も、夜は自然に眠りにつけたり、朝は上手く起きれたり食
欲が湧いたりすることも、この見えない働きのおかげだと言われています。自分の意思
ではコントロールが不可能である自律神経の中の交感神経・副交感神経が仕切って
いる為、私たちは何事もないように周囲の状況に対応し、生きていくことができます。

自律神経が乱れストレス耐性が整わない状況が続いてしまう
と、次に訪れてくるのが身体の影響へと繋がっていきます。

セロトニンは、ドーパミン・ノルアドレナリンと並ぶ三大神経伝達物質
のひとつです。脳内の縫線核という部分で生成され、精神を安定させ

下の症状で５個以上当てはまると、自律神経が乱れているかもしれません。

る作用があると言われています。セロトニンが適切に分泌されると、落
ち着き、心地よさを得られることから、別名「幸せホルモン」と呼ばれて
います。セロトニンが不足すると、左の図のような身体的、または精神
的な症状が現れると言われています。脳内のセロトニンが不足する大
きな要因となるのがストレスです。現代社会は至る所にストレスが満

ち溢れており、全てのストレスを回避することは容易ではなく、多くの
人がセロトニン不足に陥っていると考えられています。

◆セロトニンの増やし方◆
朝、太陽光を浴びる⇒セロトニンは日没以降眠っている間はほとんど分泌されません。朝、カーテンを開け太陽の光が網膜から入ること
でセロトニン神経が刺激され、徐々に脳内で分泌され始めます。５分程度で十分効果があるので、朝は意識的に明るい光を目から入れましょう。

朝食を抜かない⇒セロトニンの合成を助けるビタミンＢ６と脳のエネルギー源であるブドウ糖とトリプトファンなどが含まれているものを摂るよ
うにしましょう。牛乳、ヨーグルト、チーズなど様々なものがありますが、一番はバナナがおすすめです！

リズム運動⇒筋肉の収縮を繰り返すリズムがセロトニン神経の活性化に効果的です。ジムでエアロバイクや水泳ができればベスト
ですが、スクワットや踏み台昇降運動など、自宅でも行えるものや、通勤時にテンポよく早足で歩いたり、エスカレーターではなく階段を使
うなど、日常生活で少し意識するだけでセロトニンを活性化することができます。

⇒腹式呼吸を意識する、人(動物)とのスキンシップを行う、食事の際、噛む回数を増やしたり、ガムを噛むようにするなど
様々な方法があります。是非試してみてください(・ｖ・)ｂ

健美講座４月号

🍵お茶の成分🍵
日本人なら誰しもが一度は口にしている緑茶。まずはその成分をご紹介！！

🍂カテキン
お茶の渋みを出すタンニンを形成する。
・抗酸化作用，抗菌作用
・血圧・血中コレステロール値抑制作用
・血糖値抑制，発がん抑制作用

🍂ビタミンＣ
・抗酸化作用
・皮膚粘膜の健康維持

🍂カフェイン
お茶の苦みを出す成分。
・疲労感，眠気の除去作用
・利尿作用，強心作用

飲んだ直後に感じる甘み成分。
・リラックス効果（α波増大）

🍂ミネラル
血液のアルカリ性を保ち、
新陳代謝を円滑に行うための栄養素

🍂ビタミンＡ
・皮膚細胞や粘膜細胞
を健康な状態に保つ。

🍂テアニン

🍂ビタミンＥ

🍂フッ素

・老化防止

・虫歯予防

ほかにも体に良い成分が入っているのですが、特に多く含まれているものが上のものです。

身体へのうれしい作用（代表 3 つ）
女性の敵・更年期対策！！
緑茶を飲むとα波の出る回数と持続時間が長くなることが証明されています。
α波が増加すると、体内温度が上昇して筋肉が緩み、血行が良くなりストレス解消につながります。
テアニンのリラックス作用は、更年期に悩む女性に有効であるとアメリカで発表されています。
更年期ならではのイライラ・精神的不調にも効果を発揮します。
🍵一日の目安摂取量🍵
一日２００㎎のテアニンが高い効果を期待できます！（緑茶換算約 10～20 杯）

美肌を作る！
・悪玉活性酸素除去
緑茶には悪玉活性酸素を除去するビタミン（ベータカロテン、ビタミンＥ-Ｃ）などがたくさん含まれています。
緑茶に含まれるビタミンＣは熱処理が加えられても壊れずに摂取できます！
🍵一日の目安摂取量🍵
美肌やアトピーの方、一日３杯程度でＯＫ！！
ただし、毎日継続的に飲むことが重要です。
飲みすぎると逆にビタミンＣが尿などと一緒に排出されてしまいます。

糖尿病対策！
緑茶に含まれる茶カテキンは人間の唾液に含まれるアミラーゼの作用を抑える性質を持っているので、
糖の生成も抑えて血糖値を抑えてくれます。
また、緑茶を飲むと弱くなったインスリンの働きに合わせ、血液に供給する糖量を調節できます。
🍵一日の目安摂取量🍵
一日７杯以上飲むと予防になり、血糖値上昇させる働きを抑制する効果があります。
高血糖の人も飲まない人に比べると発症率がかなり低い結果が出ています！

かば整骨院

阿部

白髪は高齢になってから悩むものと思われがちですが、20 代や 30 代と若いうちから白髪に悩んでいる人が
多くなっています！白髪が生えていると見た目も老けて見られがちですよね。
自分はまだ大丈夫！なんて思っている方も、今からケアすることで白髪を予防することができますよ！まず
は白髪の生える原因をしっかりチェックしていきましょう！！

若白髪の原因はこんなにあった！病気の恐れも…！
① ストレス

ストレスを受けると脳内で血管が収縮し、メラノサイトが正常に機能しなくなります。そのため、
髪を黒くするメラニン色素が生成されず、髪の毛は白髪のまま生えてくることになります。

② 妊娠・出産

妊娠・出産による精神的ストレスや肉体的負担、栄養不足、更に体質の変化などが原因です

③ 遺伝

遺伝により、白髪が生えやすい人、年を取っても黒髪を維持する人がいます。しかし、
遺伝であっても、ある程度は生活習慣やバランスの良い食事などで黒髪を保つことは可能です！

④ 偏食・ダイエット

女性の薄毛・白髪の原因として、過度な食事制限からくるタンパク質不足が考えられます。
動物性タンパク質が不足すると、【鉄欠乏性貧血】や【ビタミンＢ12 欠乏症】に陥り、
白髪が生えることがあります。また、動物性タンパク質には髪の毛に色を付けるメラニンの材
料となるチロシンも含まれているため積極的に摂取しましょう！

⑤ 甲状腺機能低下症

抜け毛や薄毛・白髪も甲状腺機能低下症の症状の一つです。その他、疲労感・倦怠感・うつ・
乾燥・冷え性など様々な症状が表れます。

必見！白髪を予防・改善する方法とは？
睡眠時間や食事の時間がバラバ

私たちの身体は全て毎日の食事

ラだと体内時計が狂い、正常な

によって作られています！肉類・

生命活動ができなくなります。

魚介類・野菜・穀類・乳製品など

また、自律神経が乱れるため新

全てが身体に必要な栄養素です。

陳代謝が悪くなり、髪の毛の成

特にチロシンは髪の毛を黒くす

長も妨げられてしまいます。

るメラニン色素の原料となり、鉄

頭皮マッサージをすることで

分や亜鉛などのミネラルは白髪

血行が促進され、頭皮の隅々

の改善に効果があります♪

や、髪の毛の根元までしっか

睡眠中に成長ホルモンが分泌さ

りと栄養が届けられます。す

れると、細胞が新陳代謝を繰り

ると新陳代謝が活発になり髪

返し、健康な髪の毛の成長を促

の毛のもととなる毛母細胞の

します！睡眠不足でお肌が荒れ

ターンオーバーが促進され、

るのと一緒で、睡眠は髪の毛に

健康で美しい髪の毛を育てて

も大きな影響を与えています！

くれます♪
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千葉

最近は、様々なダイエット法がありますが、どんなダイエットが自分に向いているかわからない人が多いのではないでしょう
か？？
ダイエット法といえば、まず思い浮かぶのが「運動」と「食事制限」によるものかと思いますが、実は脳をだますこと、あや
つることが大切です。脳は食欲や睡眠など生きるために必要な活動をコントロールしていますが、ストレスを感じるとそれ
らの調節がうまくできなくなってしまいます。
たとえば、悩みや困ったことがあった日は、食欲がわかなかったり、反対にもうお腹はいっぱいなのに食欲が止まらない・・・
なんて経験はありませんか？その食欲をコントロールしているのは、ずばり、脳の役割だといわれています。
香りは、脳にストレスを与えないためのひとつの方法です。そして、やせる体質に導いてくれるものでもあります。
今回は、「香りで脳をだまし痩せる、アロマテラピーダイエット」についてお話ししたいと思います。

★効果別紹介★
＊むくみ解消・セルライト除去＊

＊食欲抑制効果＊

＊イライラ・ストレス＊

ジュニパー
ゼラニウム

グレープフルーツ
ペパーミント

パチュリ
イランイラン

腎臓機能を高めて、余分な水

空腹を感じにくくなる作用

ダイエットによる不安やイ

分や老廃物を排出し、セルラ

があります。ハンカチやテ

ライラを和らげ、神経系を鎮

イトを取り去ってくれる。

ィッシュに付ければ外出時

め、心と体を安定させるとさ

にも効果を発揮◎

れている。

“芳香浴で食欲抑制“
いつもの部屋にアロマの匂いを漂わせるだけで食欲を抑える効果かある他
に、気分を明るく上向きにしてくれるので、ダイエットに対する意欲を高め
てくれると言われています。

“バスタイムはダイエットのチャンス“
女性のダイエットでは体を温めることが不可欠です。男性に比べて筋肉量が
少なく、冷えやすい女性の体には脂肪が付きやすく、落ちにくい為です。お
風呂にアロマを 5 滴程度たらしゆっくり入浴しましょう。

“アロマトリートメントで新陳代謝 UP!！”
お風呂あがりや寝る前などにオイルにアロマを混ぜてトリートメントをして
みましょう。脂肪燃焼効果の他に保湿効果、足の疲労軽減にもなる為、運動
疲れの解消にもオススメです。
☆無理なダイエットは、過度なストレスにより体調を崩してしまいます・・・
アロマテラピーをうまく活用しながら、ストレスフリーで健康的なダイエットを行い、メ
リハリボディを手に入れましょう＾ｖ＾

きりん整骨院 追木

