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4.
おなかの脇にある腹斜筋を鍛
え、腰のくびれをつくる効果も期
待できます。

サイドプランクサイドプランクサイドプランク

1.
大臀筋や大腿四頭筋、
ハムストリングなど下半身
の大きな筋肉を鍛えます。
基礎代謝をアップし、気に
なるおなか周りの内臓脂
肪を燃やしましょう！

スクワットスクワットスクワット 3.
腹筋が弱い人でもできる、おな
か周りの脂肪を燃やして筋肉を
引き締め、姿勢の改善が期待
できる筋トレです。

スタンディングツイストスタンディングツイストスタンディングツイスト

2.
腹横筋などおなか周りに加え、二の腕や
広背筋・僧帽筋など背中の筋肉も鍛えら
れます。腰への負担が小さく省スペースで
できる人気の体幹トレーニングです。

プランクプランクプランク

1日の疲れをほぐそう♪
ヨガで心身リフレッシュYOGA

脂肪を正しく
減らすには？
健康的に体脂肪を減らしつつ筋肉量を保つには、正しい
知識が欠かせません。青森新都市病院消化器内科
科長の三浦心さんに、私たちの体と脂肪の関係や、日頃
からできる運動法などについて伺いました。

運動効果を高める食で
スリムを目指そう
健康な体づくりには、運動に加え食事の見直しも欠かせ
ません。体脂肪を減らして筋肉を減らさない食事法につ
いて、柴田学園大学生活創生学部健康栄養学科で
准教授を務める前田朝美さんからクイズです。

柴田学園大学
生活創生学部健康栄養学科
准教授

前田 朝美さん
まえだ　 あさみ

（弘前）

にっくき脂肪ですが、本来の役割は？Q2.

消化器や肝臓と、ダイエットの関係は？Q1.

筋肉量を減らさずやせるには？Q3.

脂肪は大脳や神経系などの材料になるほか、皮膚の乾燥
を防ぎホルモンバランスを保つ大切な栄養素です。体内
で作れない必須脂肪酸のうち、n-3系は悪玉コレステロー
ルや中性脂肪を減らし、善玉コレステロールを増やしてく
れます。代表的なn-3系脂肪酸のリノレン酸はエゴマ油や
アマニ油に、EPA・DHAは青魚に含まれています。寒い
冬には保温効果のある脂肪が必要ですから、良質な油を
適量だけ摂りましょう。

A.

筋肉のエネルギー源となる糖質を運動前後や運動中に摂ることは大
切です。ただし、運動直前に糖質を摂り過ぎてしまうと、血糖値を下
げようと分泌されるインスリンの働きで、脂肪の利用が抑えられる原因
になってしまいます。運動による脂肪燃焼効果を高めるには、体を動
かす直前にはジュースなど甘いものの摂り過ぎに気をつけましょう。

②答え

運動中は筋肉のたんぱく質が分解されるので、運動後の食事で
栄養を補給することが大切です。運動後の食事には、筋肉が元の
状態よりも増えやすく、体脂肪はたまりにくくなる効果が期待できます。
特に運動直後から45分間は筋肉の合成量がピークになるので、
速やかに食べるのがおすすめです。運動後2～3時間以内でも効果
は期待できますので、遅くても3時間以内に栄養を補給しましょう。

①答え

運動後、筋肉を回復するために摂りたい栄養素は、「糖質」「たんぱく
質」「クエン酸」の組み合わせです。バランスの取れた食事はもちろん
良いですが、移動先でも食べられる食品を考えておけば、いつでも

手軽に栄養補給できます。例えば、糖質はおにぎり・
パン・バナナ、たんぱく質は牛乳・ヨーグルト・
チーズ、クエン酸はみかんなどのかんきつ類や
キウイなどがおすすめです。

②答え

消化器系の臓器は食物を消化・吸収して体に必要なエ
ネルギーに変えており、肝臓では主にたんぱく質の合成や
エネルギーの貯蔵、有害物質の分解・排泄をしています。
栄養分の多くは小腸で、水分は大腸で吸収されます。無
理なダイエットなどで消化器や肝臓の働きが悪くなると食物
の消化・吸収がうまくできなくなり、食べても筋肉が細り、脱
水状態や貧血に。逆に、それらが正常な時に栄養を摂り
過ぎると脂肪として貯蔵されます。かつて飢えに苦しんだ人
類が何も食べられない時に備えた仕組みですが、豊かな
現代では栄養分が余り、蓄積されやすいのです。

A.

健康的にやせるには、筋肉量を維持・増加させる筋力ト
レーニングと体脂肪を減らす有酸素運動を両方行うことが
理想で、肌のハリも改善します。時間が取れない人でも、日
常生活で「遠い駐車場に止める」「階段を使う」「冬の雪か
きに励む」といった工夫が大切です。

A.

手を胸の前で軽く
組み、足を肩幅よ
りやや開きます。

太ももと床が平行になるくらいまで、
お尻を下げるイメージでひざを曲
げます。1日30回が目安です。

両足を腰幅に広げて
立ち、左腕を頭上に
伸ばします。

左ひじを曲げて下ろし、右
足を持ち上げます。左ひじ
と右ひざをできるだけ引き
つけます。左右を入れ替え
て行えば1セット。5セット
ほど繰り返しましょう。

うつ伏せになった後、前腕とつま先を地面
について腰を持ち上げます。そのまま30秒
ほど姿勢をキープしましょう。

右半身を上にして横向きに寝
ます。上半身を持ち上げて左
ひじで立ち、右ひじを曲げて
骨盤あたりに右手を置きます。

右腕と右足をまっすぐ
持ち上げます。

右ひじと右ひざを引きつけるように
曲げます。左右を入れ替えて同様
に行い、2～3セット繰り返しましょう。

ここから
START

!

ここからSTART!

ここからSTART!

①運動直後　　②2時間後　　③4時間後
運動後の食事はどのタイミングがベスト？クイズ2

①みかん　　②ジュース　　③チーズ
体脂肪を燃やすために運動直前の摂り過ぎを避けたいのは？クイズ1

①トマト+レタス+マヨネーズ
②みかん+バナナ+ヨーグルト　
③おにぎり+梅干し+緑茶

運動後の筋肉づくりを助ける食べ合わせは？クイズ3

ご存じですか？

青森新都市病院
消化器内科科長

三浦 心さん　　 
みうら  しん

（青森）

※各ポーズは3呼吸ほどのキープが目安です。
　ひざ立ちでひざがつらければ、タオルを敷くなどして負担を和らげましょう。

※各動作の回数は目安です。
無理せず毎日続けることが大切です。

楽しんで続ける
　  トレーニング
楽しんで続ける
　  トレーニング

夜ヨガ
一日の終わりは、緊張やストレスで
凝り固まった心身をほぐしましょう。
血流の改善を促すことで体と脳の疲労回復を
図り、ぐっすり眠って元気な朝を迎えましょう。

1.布団の中で手足を上下に伸ばしま
す。おへそを中心に、上下に伸びる
イメージでやりましょう。

1.あぐらのように座ったら、
首を 2回、同じ方向に
ゆっくりと回します。

2.あお向けになったら両ひざを立て、両手は体の
横に自然に置きます。息をゆっくり吸い、吐きながら
骨盤を持ち上げると「太鼓橋のポーズ」が完成。
肩甲骨周辺を動かし、背中がほぐれていきます。

3.あおむけのまま両ひざを抱え
ると「赤ちゃんのポーズ」に。
背中や腰が気持ちよく伸び
ていきます。

4.3のまま、左右に体をごろごろ動か
すと「ゆりかごのポーズ」になりま
す。骨盤のゆがみを直し、下半身
のシルエットがスッキリします。

5. 両腕を開いて頭を右に向け、両
脚を腰幅に立て左に倒すのが
「シンプルツイスト」。内臓を内側
からマッサージするイメージで、
深く呼吸しながら体をひねります。
左右を入れ替えて、やりましょう。

6. 最後は「合蹠 (がっせき)
のポーズ」。両腕をバン
ザイし、両足の裏を合
わせれば、股関節が
ほぐれていきます。

2.布団をはいだら「猫のポーズ」
に挑戦。四つんばいになった
後、手を前に伸ばして、あごと
胸を床に近づけます。

3.左ひざで立ち上がり、右ひざを直角に
曲げます。左手を真上に伸ばしながら頭
を上に向けていきます。肋骨の間をほぐ
し、背骨の位置を整える効果があります。

5.立ち上がって左足を前に踏み込
み、右足を後ろに伸ばします。正面
を見たまま両手を真上に伸ばすと
力強い「戦士のポーズ」に。体が
内側から活性化する感覚を味
わったら、一日をスタートしましょう。

4.左腕と上半身を右手側に倒しま
す。体側を伸ばして腰回りをほぐ
すほか、胃腸の機能を高める効
果も期待できます。3と4を、左右
入れ替えてやりましょう。

ここからSTART!

ここからSTART!

朝ヨガ
太陽の光を浴びて

体内時計のスイッチをオン！
朝ヨガで就寝中にため込んだ老廃物を

流して体を浄化し、元気な体を作りましょう。

関節などに
負担をかけないよう、
ひざを内側に向けず、
つま先より前に出ない
ようにしましょう。

姿勢の維持が
つらい時は、

ひざを床について
やってみましょう。

お尻が上がりすぎると
効果が得られません。
頭が下がると

お尻が上がりやすくなる
ので注意しましょう。

猫背に
ならないよう
視線は
まっすぐに。

簡単

Evening Yoga Morning Yoga

E a s y  T r a i n i n g

東 奥 日 報
短命県返上
キャンペーン

食事や運動の習慣を改善したら、ストレスを解消
する体操や健康的なダイエット法も身に付け、不調
知らずの体を作りましょう。一日の疲れやストレス
で凝り固まった心や体をほぐすヨガで、心身とも
にリフレッシュしましょう。また、基礎代謝を上げて
血行をよくし、冷え性改善や美しい体型づくりに
役立つと人気の筋トレから、運動が苦手でも
できる簡単なメニューを四つ紹介します。

企画・制作／東奥日報社広告局

健康習慣を身につけ
不調知らずの体へ イラスト／柿崎こうこ
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