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ひと粒にたくさんの健康を詰めて、
アリウムエクセラは北海道からお届けしています。
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高血圧今月のテーマ

伊雑宮御田植祭

この祭りは神話の時代から続く行事として伝えられ、 平安末期には現在の形
になったと言われています。 香取神社、 住吉大社とともに日本三大御田植
祭の１つに数えられています。 勇壮な男達が大きな団扇 （うちわ） のつい
た忌竹 （いみだけ） を奪い合う竹取神事や古式ゆかしい装束に身を包んだ
太鼓打ちや簓摺 （ささらすり） らによる田楽が響きわたる中、 白い着物に赤
いたすきをかけた早乙女たちによっておごそかに御田植神事が行われます。

いざわのみやおたうえまつり）

今月のテーマは 「高血圧」 です。 高血圧は血管がパンパンに張った状態ですので、 血管がその圧力に負けると破れて出血し、

その場所が “ 脳 ” だと “ くも膜下出血 ” などのように重大な結果を招くことがあります。 現在、 日本では約 780 万人が高血圧

の治療を受けています。 まさに高血圧大国です。 しかし、 原因がわかる高血圧は全体の１割に満たなく殆どは原因が特定でき

ない 「本態性高血圧」 （ほんたいせいこうけつあつ） となっています。 ですから生活全般に注意しケアする必要があります。 放

置すると様々な疾患の原因になります。

■高血圧で心臓と血管が悲鳴！

高血圧の状態では、 心臓は血液を送り出すためにより圧力を高めな
ければなりません。 そのためには心筋を増やし、 より強くする必要
があります。 これが心臓肥大の原因ともなります。
また、 血管はその高い圧力に負けまいと血管壁を厚くし固くなります。
さらに厚くなった壁に血小板やコレステロールが入り込むと動脈硬化
を招きます。 ここに至ると 「流れが悪くなる、 さらに血圧が上がる」
のスパイラル状態です。 心臓や血管は悲鳴を上げています。 動脈
硬化による血管障害は “ 脳 ” のようにはっきり症状が出るものばかり
ではありません。 例えば腎臓は、 毛細血管から老廃物や有害物質
を取り出し尿として排出することが、 動脈硬化によって困難になりま
す。 やがて腎臓の働きが低下し人工透析が必要な身体になってしま
います。 高血圧は初期には全く自覚症状がありません。 年 1 回の
検診のほかに自身で定期的な測定を行いましょう。

表１ ： 高血圧治療における降圧目標値

若年者 ・中年者

高齢者

糖尿病患者

慢性腎臓病患者

心筋梗塞後患者

脳血管障害患者

130/85 ㎜ Hg 未満

140/90 ㎜ Hg 未満

130/80 ㎜ Hg 未満

140/90 ㎜ Hg 未満

表１は高血圧治療で降圧 （血圧を下げること） の目標と
されている数値です。

■やはり塩分は要注意
原因不明が多い高血圧とは言っても、 塩分が血圧を上げることは多くの研究や統計から解っており、 国際的にも証明
されています。 塩分による血圧上昇の程度 （食塩感受性） には個人差がありますが、 現在一人一日当たり約 13.5ｇ
の摂取量していると推計される食塩の量を、 国の施策 「健康日本 21」 では１日 10ｇ以下に抑えることを目標にしてい
ます。 因みに諸外国では６ｇ以下が推奨されており、 目標を達成しても日本はまだまだ高い値と言えます。 また、 野
菜や果物に多く含まれる塩分排出のミネラル 「カリウム」 についても摂取目標が現されています。 1 日 3.5ｇとなってい

ますので、 いくら塩分排出が目的でも限度を超えた過剰摂取は危険です。
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製法特許『バイオラショナルコントロール』（特許第 3725079 号）
用途特許『記憶障害改善作用を有する組成物』（特許第 4139677 号）

タマネギ健康成分の２つの特許

硫化アリル
ＤＰＴＳ

葉　酸 ビタミンＢ6
ビタミンＢ12

ビタミンＥビタミンＣ
アロニア

ポリフェノール

機能性複合素材の新・相乗効果

栄養機能食品　アリウムエクセラ

アリウムエクセラの開発技術と栄養機能

抗酸化成分ＤＰＴS（ジプロピルトリスルフィド）の生成抽出技術や働き
に関する発見に対して、それぞれ特許を取得しています。

■血流改善・メタボ
血栓や血中の汚れなどを
取り除き流れを正常にす
ることで、酸素や栄養素
が全身に行きわたります。
それは同時にメタボリッ
クシンドローム対策の基
本といえるでしょう。
■アンチエイジング
身体に残った活性酸素は
細胞を傷つけたり、有害
成分と結びついたりして
老化や疾病の原因をつく
ります。毎日除去するこ
とが若さを維持する秘訣
です。

アリウムエクセラの原材料

アリウムエクセラには北海道資源を活用した
血管や血液の健康を支える栄養複合素材が生
きています。 ギョウジャニンニク タマネギ グレープシード

オイル
アロニアベリー マルチビタミン

0120-933-695
月～金の平日のみ受付 10：00 ～ 18：00
※土・日・祝日はお休みとなります

http://www.polestarinc.jp/club/コール
センター
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下記に主な加工食品に含まれる塩分量を紹介しますので是非参考にしてください。

約2.4ｇ
約2ｇ
約0.6ｇ
約0.6ｇ
約0.2ｇ
約0.6ｇ
約0.6ｇ
約0.6ｇ
約0.8ｇ

焼きちくわ1本（100ｇ）
梅干し1個（10ｇ） 　
しらす（半乾燥）　
大さじ山盛り1（10ｇ） 　
バター大さじ1（13ｇ） 　
プロセスチーズ1切れ（20ｇ） 
ロースハムうす切り1枚（20ｇ）
焼き豚1切れ（25ｇ）  　
食パン1枚（60ｇ）  

天ぷらそば（一杯）
ざるそば（一人前）　 
ラーメン（一杯）
みそラーメン（一杯） 
カツ丼（一杯）  
天丼 （一杯）
握りずし（一人前） 
サンマの塩焼き（一匹）
豚肉のしょうが焼き（一人前） 

約6ｇ
約3ｇ
約4ｇ
約6ｇ
約4.5ｇ
約4ｇ
約4ｇ
約1.5ｇ
約3g

食品名 塩分量 食品名 塩分量

表 2 ： 食品中の塩分含有量

■生活スタイルが高血圧の原因です。
前章で述べたように 「塩分の摂りすぎ」 は高
血圧の大きな原因となります。 この他にも「肥
満」 や 「運動不足」 が結果として血圧を上
昇させることが解っています。 ただ、 特定で
きない原因もある訳ですから規則正しい生活
が基本となることは間違いありません。 生活
習慣のなかで最も注意が必要なのは、 やは
り 「喫煙」 です。

喫煙は高血圧ばかりではなくガンをはじめ様々な病気の原因となります。 続いてコレステロールや飽和脂肪酸の多い食事は注

意しなければなりません。 変わったところでは 「便秘にならないように注意する」 ことです。 排便の際に “ いきむ ” ことで血圧

が上がり血管への負担を大きくします。下記（表３）にチェック項目をまとめましたご自身の生活習慣と比較し改善に努めましょう。

表 3 ： 高血圧チェック項目 ： 該当が多いほど注意

□ストレスがたまりやすい 
□お酒をたくさん飲む 
□たばこを吸う 
□血糖値が高いといわれたことがある 
□炒めものや揚げもの、肉の脂身など、脂っぽい
　食べ ものが好き 

□肥満である
□濃い味つけのものが好き 
□野菜や果物はあまり食べない 
□運動をあまりしない 
□家族に高血圧の人がいる 
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