
 

アルコールは『百薬の長』？ 
お酒を飲みすぎると様々な身体の不調や病気の原因に繋がることはすでに皆さんご存知だと思いますが、
反対に「適度なお酒は身体に良い」「酒は百薬の長」とも言われています。 
海外のとある研究データでは、飲酒量と死亡率の関係を10年間に渡り調べた結果、1日のうちに【全くお
酒を飲まない人や大量に飲む人】に比べて【適度に飲酒をする人】は長生きをするというものでした。 
適度のアルコールを摂取することによって、善玉コレステロールを上昇させたり、血小板の凝縮を抑えた
り、ストレスの軽減などの作用が働き、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の発病を軽減させることに
つながります。 
これを聞くと、お酒が大好きな人にとっては良い言い訳に使われてしまいそうです^^; 
しかし、飲めば良いということではありません。適量ならの話です！ 
そもそも適量って具体的には？ 
厚生労働省が推進する健康的な飲酒の適量は、1日に「純アルコール量約20g」としています。いまいち
ピンッと来ないと思いますので下の図を参考にしてください。さらに、適量には様々な要因により個人差
がありますから、いくつか定義付けもされています。 
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お酒と上手にお付き合い

今年もあと僅かとなりました。どんな一年になりましたか？ 
そんな話をしながら、忘年会や年末年始の集まりなどでお酒を飲む機会が増える人も多い季節でもありま
すね。 
お酒は適量ならば健康に良いと言われることもあります。しかし、やはり飲み過ぎは体にとって全く良く
ありません。普段からたくさんお酒を飲まれる方も、お酒が苦手な方もお酒にまつわる情報をお伝えしま
すのでぜひお読み下さい。 
また、毎年この時期に流行する「インフルエンザ」についてもお伝えしたいと思います。 

適量の目安
アルコール濃度

純アルコール量

ワイン ビール 焼酎 清酒 ウイスキー
グラス2杯 500ml 1/2合 1合 ダブル1杯
12％ ５％ 25％ 15％ 40％

20g 20g 18g 22g 20g

1日これらの
中から１つ

男性は1日平均純アルコール約20g程度 
女性は10g程度（左図の1/2量）が適量 
少量の飲酒で顔面紅潮をきたすなど、アル
コール代謝機能の低い人では通常の代謝能
を有する人よりも少ない量が適当 
高齢者においてはより少量が適当 
アルコール依存症者においては適切な支援
のもとに、完全断酒が必要である 
飲酒習慣のない人へこの量の飲酒を推奨す
るものではない
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厚生労働省が推進する健康的な飲酒の適量



 
飲み過ぎ注意！！ 

飲み過ぎが原因となる病例
毎日や一度に大量の飲酒をする生活習慣は様々な病気を引き
起こします。健康的に長くお酒を楽しむ為にも適量を守りま
しょう！

その１ ڋٽڀؾ؊搳צ�⚠
お酒は醸造方法や砂糖や果汁の使用などにより、たく

さん飲めばそれだけカ
ロリー過多になってし
まい、太る原因となり
ます。 
ビールや日本酒、ワイ
ンなどの醸造酒や女性
に人気のある梅酒や甘
みのあるカクテルに
は、糖質が多く含まれ
ています。 

摂りすぎた糖質は、脂肪として蓄えられる性質があり
ますので、飲みすぎると太ってしまう要因となりま
す。糖質を抑えるという観点ではウイスキーや焼酎、
ブランデーなどの蒸留酒を水やソーダで割って飲むの
がおすすめです。 

ビール 
［500ml］ 200kal
清酒 
［1合］ 193kal
焼酎 

［1/2合］ 113kal
ウイスキー 
［ダブル１杯」 150kal
ワイン 

［グラス２杯］ 146kal

その２ ⚠�卾咴؊⇄巾ا⃬∯ר
肝臓は通常、脂肪を分解する働きをしています。しか
し、お酒を飲むと脂肪の分解よりもアルコールの分解
を優先します。 
アルコールの分解も人体にとって大切な作業ですが、
お酒を飲み続けると血中の脂肪の分解作業は後回しに
なり、結果的に脂肪が分解されずに残ってしまうこと
になります。さらに脂肪がどんどん蓄積されると、脂
肪肝となり、肝臓の機能はますます衰え悪循環となり
ます。このように、お酒を飲むことによって脂肪を分
解する肝臓の代謝が低下する為、脂肪が蓄積されると
ともに、太りやすい体質になります。 
また、肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、不調を抱えてもす
ぐには症状が現れません。気付いた時には重症になっ
ていることも珍しくはない為、普段から無理をさせな
いことが「肝心」です。

その３⚠�⃡傳؇毀ؕ؞ا؊
お酒を飲むと揚げ物や炭水化物などの高カロリーのお
つまみに手が伸び、ついつい食べすぎてしまうこと
も。。実は単純にこれがお酒を飲むと太ると言われる
最大の要因です。また、空腹時は血糖値が非常に低く
なっていて、その状態からお酒を飲むと血糖値は急上
昇します。血糖値の急激な上下により空腹感はより強
くなり飲酒中の暴食や、飲酒後のラーメンや甘い物な
どを欲してしまうのです。それではカロリー過多に加
えて、先ほどお伝えした通りアルコールによって脂肪
の分解が遅れる一方となります。空腹のまま飲まな
い、高カロリーなおつまみを避け、食べ過ぎないよう
に自制しましょう。

■脳神経 
　大脳萎縮、記憶障害、認知症 
■口腔・咽頭・食道 
　口腔癌、咽頭癌、食道癌、喉頭癌 
　食道炎、食道癌 
■心血管系 
　高血圧、不整脈 
■肝臓 
　脂肪肝、肝硬変、アルコール性肝炎 
　肝臓癌 
■胃腸 
　胃炎、胃潰瘍、胃癌、胃腸炎 
　大腸癌、吸収障害、下痢 
■膵臓 
　膵炎、糖尿病 
■その他 
　急性アルコール中毒、痛風、神経障害等 

お酒を飲むと太る 
３つの理由

どうせ食べるなら！！ 
太りにくいおつまみと食べる順番﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

●低脂肪&高タンパクメニュー 
枝豆/冷奴/納豆/焼鳥（塩味）のササミやハツ、砂肝/馬肉/刺身 
●食物繊維が多いメニュー 
海藻サラダ/きのこソテー/切り干し大根/ミックスナッツ 
●よく噛む食べ物 
するめ/貝柱/エイヒレなどの乾き物　など

　　 
 ①食物繊維　…野菜・きのこ・海藻など 
 ②タンパク質…肉・魚・卵・大豆製品など 
 ③炭水化物　…ご飯・麺類など 

食べる
順番

食物繊維は腹持ちを良くし、食べ過ぎ防止に繋がります。 
また、血糖値の上昇を防ぎ、脂肪を溜まりにくく効果もあります。



 

今年もインフルエンザの流行が本格的になる
季節到来です。インフルエンザは例年12月～
3月にかけて大流行しますが、今年はすでに
秋には一部の地域で流行していました。 
インフルエンザにかかると、高熱や悪
寒、筋肉痛や関節痛などの全身症状がお

こります。それに加えて気管支炎や肺炎などを併発し
重症化する恐れもある恐ろしい病気です。 
インフルエンザはその感染力の強さも
脅威となります。 
インフルエンザの大流行から身を守る
ためにも、正しい知識や予防法を知り、
しっかり対策していきましょう！

インフルエンザから身を守る！
インフルエンザ か ぜ

発熱 高熱 
（38℃以上）

通常は微熱 
（37～38℃）

主症状

咳、喉の痛み 
鼻水、頭痛 
倦怠感、食欲不振 
関節痛、筋肉痛

くしゃみ 
喉の痛み 
鼻水、鼻づまり 
頭痛

症状の進行 急激 ゆっくり

合併症 気管支炎、肺炎 稀に中耳炎など

発症時期 12月～3月に流行 一年を通して散発的

インフルエンザとかぜの違い

インフルエンザウイルスはどうやって感染するのか？
飛沫感染

ウイルス感染者のくしゃみや咳によってウイルスを含んだ唾などが周囲に飛
び散ります。その飛沫の数は、くしゃみで約200万個、咳で約10万個と言
われています。感染者からおよそ1～1.5mの距離で周囲の人が鼻や口から吸
い込み、感染がおこります。 
また、飛沫が目などの粘膜から侵入することもあるそうです。

ウイルス感染者との握手などの直接的な接触による「直接感染」とドアノブ
や電車のつり革、手すりなどに触れたことによりウイルスが付着する「間接
感染」があります。それらの経緯によりウイルスが付着した手で鼻や口、眼
を触ることで感染します。流行時期には、不特定多数の人が触れる場所はウ
イルスで汚染されている可能性が高いと考えておくと良いです。感染

感染

手強いウイルス！うがいやマスクだけでは安心出来ません！
うがいはインフルエンザ予防には効果が少ない！？ 
かぜ予防などに古くから定着している「うがい」。 
しかし、インフルエンザウイルスにはあまり効果がありません 
インフルエンザウイルスが気道に付着すると、20分ほどで細胞
内に取り込まれ増殖を繰り返します。これをうがいで防ごうと
すると、20分ごとにうがいをしなければならず、とても非現実
的です。効果がないわけではないですが、予防効果はそれほど
見込めません。 

ただし、インフルエンザ予防に関して効果が薄いだけで、感染
力の弱い風邪などには効果はあります。免疫力を維持するため
にも、日頃からうがいを徹底していて損はありません。

普通のマスクではウイルスの侵入は簡単！？ 
市販されている一般的な不織布マスクではインフルエンザウイ
ルスの侵入を防ぎ切ることは出来ません。鼻と口をガードする
不織布マスクの繊維の隙間は５μmと言われていますがインフ
ルエンザウイルスの大きさは0.1μmなので、ウイルスはマス
クの繊維の隙間から簡単に侵入することができてしまいます。 
さらにウイルスが侵入する経路に、マスクと顔の隙間がありま
す。頬や鼻の隙間から、どんどんウイルスが侵入するのです。 

ただし、ウイルス感染者はくしゃみや咳でのウイルスの飛散を
最小限に抑えるためにマスクは有効です。また、感染者でなく
とも、接触感染を無意識にガードすることにも繋がります。 

接触感染



インフルエンザから身を守る！本当に意識しておきたい予防法！
～その１～ 

基本の手洗い！！ 
｢正しく｣｢こまめに｣｢丁寧に｣

インフルエンザをはじめ感染症の多くは、やはり手を介して体内に侵入すると言われて
おり、｢手洗い｣がとても需要となってきます。 
帰宅後や食事前だけでなく、外出先や公共機関などで大勢の人が触れるようなものに触
れた後は可能な限りこまめに行う事が大切です。

最後は清潔なタオルで 
しっかり拭きましょう！！

～その２～ 
室内の湿度を 
50～60％に

ウイルスは乾燥に強い事が知られています。 
それに加え乾燥状態が続くと気管支などの防御機能
が低下するため、ウイルスによる感染が起こりやす
くなります。室内では加湿器を上手く活用して50～
60％の湿度を保つ事が重要です。 

湿度とインフルエンザウイルスの関係

湿度80％　→  生存率５％

湿度50％　→  生存率４％

湿度20％　→  生存率66％
(※ 室温22℃)

～その３～ 
混雑した人混みは 
出来るだけ避ける

人が密集・密着しやすい場所ほど、ウイルスを
他の人からうつされる可能性が高くなります。 
インターネットカフェなどで、利用客が全員イ
ンフルエンザに感染した事例もあります。 
必要な時以外は、人の混雑は避けるように気を
付けましょう。

～その４～ 
免疫力を高めるために 
バランスの良い食事を！

体内に侵入してきたウイルスを撃退してくれるが免疫力です。感染予防のた
めには日頃から免疫力を高める意識をする事が大切です。 
方法としては、良質な睡眠やストレスを発散する事などが挙げられますが、
特に日々のバランスの良い食事を摂る事は最重要だと言えます。おすすめ食材

整腸作用の発酵食品 粘膜強化のムチンが豊富 体温を上げる食べ物 

ヨーグルト　　キムチ　　　 納豆 山芋　オクラ　なめこ　蓮根 ニンニク・生姜　鶏肉・卵　根菜類

しっかり予防してインフルエンザから身を守りましょう！


