
 

 

 

健康診断健康診断健康診断健康診断のののの検査値検査値検査値検査値でわかることでわかることでわかることでわかること

第第第第２２２２回回回回目目目目    コレステローコレステローコレステローコレステロー
まなべるまなべるまなべるまなべる    
豆豆豆豆知識知識知識知識    

 

コレステロールは、体の構成成分になる脂質で 〈〈〈〈

あるわけではありません。検査結果表にある  H D LH D LH D LH D L
ｴｲﾁ・ﾃﾞｨｰ・ｴﾙ

３３３３つつつつの〈多多多多いいいい少少少少いいいい〉が将来の健康に大きく関与するので

 

 

 

 

①①①①コレステロールコレステロールコレステロールコレステロールにににに、、、、善玉善玉善玉善玉    とかとかとかとか    悪玉悪玉悪玉悪玉    とかがいるのとかがいるのとかがいるのとかがいるの？？？？

 

動脈硬化動脈硬化動脈硬化動脈硬化が進む人が多いからです。動脈硬化が進むと
『『『『心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞』『』『』『』『脳梗塞脳梗塞脳梗塞脳梗塞』』』』を引き起こす大きな原因と考
 

   動脈硬化動脈硬化動脈硬化動脈硬化にはにはにはには、、、、青魚青魚青魚青魚などになどになどになどに含含含含まれるまれるまれるまれる EPA,DHAEPA,DHAEPA,DHAEPA,DHA がよいがよいがよいがよい

vol.21 

LDL：コレステロールを肝臓から全身の細胞に運ぶ
LDL が多くなりすぎると血管壁にコレステロールがたまって
る為に『『『『悪玉悪玉悪玉悪玉』』』』と呼ばれています。 

HDL：末梢の細胞、例えば血管壁の細胞から余分なコレステロールを
肝臓に運び戻す働きをして、動脈硬化を防ぐ為に『『『『

②②②②コレステロールコレステロールコレステロールコレステロールがががが高高高高いといといといと,,,,なんでいけないのなんでいけないのなんでいけないのなんでいけないの？？？？    

TG ：肝臓に取り込まれた脂肪が再び血液中に分泌
の値です。食事から取り込まれた中性脂肪中性脂肪中性脂肪中性脂肪（外因性）

薬食同源薬食同源薬食同源薬食同源    

経口補経口補経口補経口補
け い こ う ほ

水水水水
すい

液液液液
えき

    食塩食塩食塩食塩とブドウとブドウとブドウとブドウ

脱水症状の治療に用いられます

出来ていないことが多いです

水分吸収水分吸収水分吸収水分吸収をさせるをさせるをさせるをさせるテクニックが

簡単に出来ますので、是非

夏といえば

経口補水液経口補水液経口補水液経口補水液

≪≪≪≪経口補水液経口補水液経口補水液経口補水液≫≫≫≫
 

材料 ----------------
１：塩 1.5g  ２：砂糖
作り方 --------------
                 簡単すぎるのですが、
体内に素早く水分を補給出来る
点滴が出来ない発展途上国などでは、まさに
飲みにくい時は、レモン
てみると飲みやすいです。

念念念念のののの為為為為にににに!!!!!!!!     心臓や腎臓に負 をかけることがありますので、
医師から ナトリウム（塩分）やカリウム
方は使用できない場合がありますので、注意が必要です。

でわかることでわかることでわかることでわかること!!!!    

コレステローコレステローコレステローコレステロールルルル（（（（高脂血症高脂血症高脂血症高脂血症））））☆彡    

〈〈〈〈良良良良いものいものいものいもの〉〈〉〈〉〈〉〈悪悪悪悪いものいものいものいもの〉〉〉〉が 

H D LH D LH D LH D L
ｴｲﾁ・ﾃﾞｨｰ・ｴﾙ

    と L D LL D LL D LL D L
ｴﾙ・ﾃﾞｨｰ・ｴﾙ

    と T GT GT GT G
トリグリセリド

の

するので、検査されるのです。 

？？？？    

むと日本人の３大死因である
考えられています。 

がよいがよいがよいがよいとととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています    (^_^)(^_^)(^_^)(^_^)//// 

ぶ働きをしています。 
にコレステロールがたまって動脈硬化を促進す

なコレステロールを 
『『『『善玉善玉善玉善玉』』』』と呼ばれています。 

分泌された中性脂肪中性脂肪中性脂肪中性脂肪（内因性）

）ではありません。 

混混混混ぜるだけぜるだけぜるだけぜるだけ!!!!    

とブドウとブドウとブドウとブドウ糖糖糖糖（（（（ 砂 糖砂 糖砂 糖砂 糖 ））））を、水に溶かしたものです。 

いられます。  脱水状態では、大腸が機能 

いです。そこで、大腸大腸大腸大腸のののの代代代代わりにわりにわりにわりに小腸小腸小腸小腸からからからから    

テクニックが経口補水液なのです！ 

是非とも覚えておいて下さいね (^_^)/ 

といえば 

経口補水液経口補水液経口補水液経口補水液            ！！！！    ！！！！ 

≫≫≫≫熱中症熱中症熱中症熱中症････下痢下痢下痢下痢････発熱時発熱時発熱時発熱時にににに！！！！        
--- 

２：砂糖 40g ３：水 500ｍL 
-----------------   

簡単すぎるのですが、スゴク役に⽴ちます。 
水分を補給出来るのです(^_^)/    

出来ない発展途上国などでは、まさに命の水なのですよ! 
レモンやグレープフルーツ果汁を絞ったりし

てみると飲みやすいです。 

心臓や腎臓に負 をかけることがありますので、
ナトリウム（塩分）やカリウムの制限を指示されている

使用できない場合がありますので、注意が必要です。 



 

 

 

梅雨梅雨梅雨梅雨のののの後後後後はははは、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ真夏到来真夏到来真夏到来真夏到来ですですですです！！！！    『『『『暑暑暑暑いいいい暑暑暑暑

れませんれませんれませんれません。。。。    毎日毎日毎日毎日、、、、健康健康健康健康にににに楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごしてごしてごしてごして頂頂頂頂くくくく為為為為

意意意意しましたしましたしましたしました!!!!!!!!!!!!        思思思思わずわずわずわず笑顔笑顔笑顔笑顔になりになりになりになりココロほっかりココロほっかりココロほっかりココロほっかり
おおおお時間時間時間時間のののの合合合合うううう方方方方はははは、、、、ぜひぜひぜひぜひ足足足足をおをおをおをお運運運運びくださいねびくださいねびくださいねびくださいね＼＼＼＼

    

                    笑顔笑顔笑顔笑顔になりになりになりになり、、、、ココロあたたまるココロあたたまるココロあたたまるココロあたたまる
オモシロイオモシロイオモシロイオモシロイ事事事事がががが、、、、たくさんアリマスたくさんアリマスたくさんアリマスたくさんアリマス

 

                   

 

 

思思思思わずわずわずわず笑顔笑顔笑顔笑顔になりになりになりになり、、、、青春時代青春時代青春時代青春時代！！！！    

7777 月月月月 12121212 日日日日はははは、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場がありませんがありませんがありませんがありません！！！！健康の為、徒歩、

    まなべるまなべるまなべるまなべる薬局薬局薬局薬局    
イベントイベントイベントイベント紹介紹介紹介紹介！！！！    

宮崎大学アカペラサークル

AAAA    capcapcapcapppppelaelaelaela    concertconcertconcertconcert
思わず笑顔になりココロほっかりするコンサートです
アカペラアカペラアカペラアカペラ（（（（無伴奏合唱無伴奏合唱無伴奏合唱無伴奏合唱））））を通
いという学生さん達（（（（
の歌 が最高の楽器と
ますよ～♫  目の前で
ギーギーギーギーを一緒に感じましょう

    

貴方に あった、そう、お洒落してデートを 
してたあのあのあのあの頃頃頃頃にににに☆彡 その為に、映像 音楽 
をご用意しています。 のんびり見ながら、 
お喋りしましょう(^_^)/  
 

せっかくですから夕涼夕涼夕涼夕涼みパーティーみパーティーみパーティーみパーティー兼をねて、飲飲飲飲みみみみ物物物物････おつまみおつまみおつまみおつまみ

★★★★    街頭街頭街頭街頭テレビテレビテレビテレビ企画企画企画企画    【【【【昭和昭和昭和昭和 45454545 年年年年】】】】★★★★    
希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘丘丘丘がががが、、、、住宅住宅住宅住宅ラッシュだったラッシュだったラッシュだったラッシュだった頃頃頃頃に どろうに どろうに どろうに どろう！！！！        

予定曲目予定曲目予定曲目予定曲目：：：：    勇気勇気勇気勇気 100100100100％％％％（忍たま乱太郎より）年下年下年下年下のののの男男男男のののの子子子子（キャンディーズ

アンパンマンのマーチアンパンマンのマーチアンパンマンのマーチアンパンマンのマーチ（アンパンマンより）手手手手のひらをのひらをのひらをのひらを太陽太陽太陽太陽にににに（童謡 LoLoLoLoveForeverveForeverveForeverveForever

（加藤ミリヤ×清水翔太）とびらとびらとびらとびら開開開開けてけてけてけて（アナと雪の女王より）ハナミズキハナミズキハナミズキハナミズキ（一青窈

HappinessHappinessHappinessHappiness（嵐）セーラーセーラーセーラーセーラー服服服服をををを脱脱脱脱がさないでがさないでがさないでがさないで（おニャン子クラブ）などなど    

７ 

暑暑暑暑いいいい(>_<)(>_<)(>_<)(>_<)』』』』とばかりとばかりとばかりとばかり、、、、言言言言ってらってらってらってら

為為為為にににに    とっておきのとっておきのとっておきのとっておきの企画企画企画企画をごをごをごをご用用用用

ココロほっかりココロほっかりココロほっかりココロほっかりのラインナップですのラインナップですのラインナップですのラインナップです。。。。

＼＼＼＼(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)／／／／    

ココロあたたまるココロあたたまるココロあたたまるココロあたたまる！！！！    

 
 

        かわいいフランス刺繍
      グッと
      ラムです
      教え らいながら
      して
      刺繍をします
        日時日時日時日時
                                費用費用費用費用
                                定員定員定員定員

自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく、、、、生活生活生活生活をををを楽楽楽楽

 
 

①①①①マックマックマックマック    パソコンパソコンパソコンパソコン
                        Mac
       持ってるのに使い
              もっと使いこなしたい方、
              る超便利な
    日時日時日時日時：：：：７７７７月月月月１５１５１５１５
                費用費用費用費用：：：：3,0003,0003,0003,000
    

②②②②マインドマップマインドマップマインドマップマインドマップ
        マインドマップの
       書く
         
                                        
                                    
    

さらにさらにさらにさらに、、、、スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ

 

          まなべる笑事
             

                 折角
         貴方
        仕事
                          

                                                                    募集要件募集要件募集要件募集要件
                            場所場所場所場所：
勤務勤務勤務勤務日日日日：：：：いまのところイベントイベントイベントイベント
★★★★特典特典特典特典★★★★    役役役役職職職職はははは自由自由自由自由ですですですです

まなべるまなべるまなべるまなべる薬局薬局薬局薬局がががが、、、、真面目真面目真面目真面目

お問い合わせ：ホームページ

たくさんアリマスたくさんアリマスたくさんアリマスたくさんアリマス＼＼＼＼(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)／／／／    

    

、自転車、公共交通機関でお越しください(^_^)/ 

かわいいかわいいかわいいかわいいポーチポーチポーチポーチ付付付付きききき!!!!    

宮崎大学アカペラサークル B.O.I コンサート    

concertconcertconcertconcert    ～～～～歌歌歌歌にににに恋恋恋恋するするするする処方旋処方旋処方旋処方旋～～～～    

になりココロほっかりするコンサートです。 
通して、街のみなさんを笑顔にした

（（（（なんとなんとなんとなんと 30303030 名名名名 !?!?!?!?））））が って来ます！ 人
と称されるのが、よく分かると思い
で、一生懸命に歌う若者達若者達若者達若者達のエネルのエネルのエネルのエネル

じましょう(^_-)-☆ 

どちらどちらどちらどちら     7777 月月月月 12121212 日日日日（（（（土土土土）））） 
★アカペラコンサートアカペラコンサートアカペラコンサートアカペラコンサート 
 ①PM2時半～ 
 ②PM６時～ 
コンサートコンサートコンサートコンサート時間以外時間以外時間以外時間以外 歌歌歌歌っていますっていますっていますっています！！！！    
 

 

★街頭街頭街頭街頭テレビテレビテレビテレビ企画企画企画企画    
PM２時半頃～PM８時頃まで 
ずーっとずーっとずーっとずーっと、、、、ノンビリ っていますノンビリ っていますノンビリ っていますノンビリ っています。。。。    
途中途中途中途中２２２２回回回回、、、、昭和昭和昭和昭和 45454545 年年年年のののの写真写真写真写真 新聞新聞新聞新聞をををを
解説解説解説解説しますしますしますします。。。。 

おつまみおつまみおつまみおつまみををををごごごご持参持参持参持参ででででいらっし いませんかいらっし いませんかいらっし いませんかいらっし いませんか～～～～♪♪♪♪ 

キャンディーズ） 

veForeverveForeverveForeverveForever

一青窈）

かわいいフランス刺繍(ししゅう) 体験会！ 
グッと凝縮された2時間のお値打ち体験プログ 
ラムです。 伝統伝統伝統伝統のフランスのフランスのフランスのフランス刺刺刺刺繍繍繍繍を少人数で 
え らいながら、Bag in Bag ポーチと 

して 使える手頃手頃手頃手頃なサイズのなサイズのなサイズのなサイズのポーチポーチポーチポーチにカワイイカワイイカワイイカワイイ 
をします。 
日時日時日時日時::::７７７７月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土曜））））    PMPMPMPM２２２２:30~PM:30~PM:30~PM:30~PM４４４４::::３３３３0000 迄迄迄迄    
費用費用費用費用：：：：1,1,1,1,555500000000 円円円円（（（（材料費込み、手手手手 ぶらでどうぶらでどうぶらでどうぶらでどうそそそそ））））    
定員定員定員定員：：：：5555 名名名名    （（（（要問合要問合要問合要問合せせせせ））））    

楽楽楽楽しみたいしみたいしみたいしみたい方方方方にににに！！！！    

パソコンパソコンパソコンパソコン講座講座講座講座    
Mac って、ほんとステキなパソコンなんです！ 
持ってるのに使い方がよくわからない方・ 
もっと使いこなしたい方、Mac が楽しくな 
る超便利な使い方お教えします♪       
１５１５１５１５日日日日（（（（火曜火曜火曜火曜））））    PMPMPMPM７７７７:30~PM9::30~PM9::30~PM9::30~PM9:３３３３0000 迄迄迄迄    

3,0003,0003,0003,000 円円円円、、、、定員定員定員定員：：：：5555 名名名名    （（（（要問合要問合要問合要問合せせせせ）））） 

マインドマップマインドマップマインドマップマインドマップ入門講座入門講座入門講座入門講座！！！！ 
マインドマップの基礎基礎基礎基礎をををを学学学学びびびび、時間中に 
く事で要領を身身身身につけるにつけるにつけるにつけるプログラムです。 

         日時日時日時日時::::７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土曜土曜土曜土曜））））    
                                        PMPMPMPM３３３３::::００００0~PM0~PM0~PM0~PM６６６６::::３３３３0000 迄迄迄迄    
                                        費用費用費用費用：：：：3,0003,0003,0003,000 円円円円、、、、定員定員定員定員：：：：８８８８名名名名（（（（要問合要問合要問合要問合せせせせ））））    

スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ    したいしたいしたいしたい人人人人にににに！！！！    

まなべる笑事（商事）・おおおお仲間仲間仲間仲間募集募集募集募集！！！！ (^_^)/ 

折角の人生、笑顔で楽しく生ませう。 
貴方の暇な時だけ、働き（遊び）ませんか？ 
仕事は、イベントに参加したり企画したりするだけ!   

                             

募集要件募集要件募集要件募集要件：暇な時に出勤出来る方なら誰で OK！                       

：まなべる薬局 給与給与給与給与：：：：００００円円円円≪きっと、いいご縁（円）があるはず≫     
イベントイベントイベントイベントのののの日日日日（今後、社員で面白企画を立てて行きましょう！）  

ですですですです！！！！『部長、課長』などなど。夢夢夢夢のののの役職役職役職役職につけますにつけますにつけますにつけます＼＼＼＼(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)／／／／    

真面目真面目真面目真面目にににに遊遊遊遊びびびびをををを企画企画企画企画ししししままままししししたたたた～～～～!!!!!!!!    

ホームページ or ０９８５－６７－６７５５（担当高尾まで） 

（（（（只今只今只今只今、、、、ビールビールビールビール工場見学調整中工場見学調整中工場見学調整中工場見学調整中！！！！））））    


