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冷えのメカニズム

冷えは血行不良によって起こります。

その原因は運動不足による筋肉量の低下、食事、

ライフスタイルなど様々です。

特に女性は男性よりも熱を生み出す筋肉の量が

少ない為、冷え症になりやすい傾向にあります。

血流不良により血液自体もドロドロになり、

酸素や栄養素が体の隅々まで運びにくくなります。

その為、老廃物も排出されず体内に蓄積されます。



冷えの原因

➀筋力の低下
筋肉量が少ないと基礎代謝が下がり、身体が冷えやす

くなります。身体に必要なエネルギーを生産できなくな
り、全身にうまく行き渡らなくなります。

②食生活の低下
ダイエットによる食事の偏りできちんと栄養が摂れて

いないと、体内に栄養が取り込まれず冷えやすくなりま
す。胃腸の調子が悪く食欲不振の場合も冷えやすくなり
ます。

③自律神経の乱れやストレス
自律神経が乱れると、体温調節機能がうまく働きませ

ん。身体の体温をコントロールしているのは、自律神経
です。内臓や血管などの働きを一定に保って、バランス
を整える働きがあります。

④ホルモンバランスの乱れ
不規則な生活やストレス、加齢による更年期になることでホ

ルモンバランスが乱れて自律神経が乱れやすくなります。手足
の冷えや血行が悪くなることがあるので注意です。



①末端型
身体の熱量が不足している人に多くみられます。

交感神経を働かせて末梢の血管を収縮させると、手足が冷えて

身体の熱が外に逃げなくなります。交感神経が過剰に働くこと

で必要以上に手足が冷たくなります。

②下半身型
骨盤の歪みが原因であることが多く、腰や臀部の筋肉が凝り

固まっていると下半身の血行が悪化し、冷え性になります。

③全身型
身体の表面も中の体温も下がります。脳が設定する体温の基準

温度が下がる状態が続いてしまい、低体温になります。

平熱が下がることで免疫機能が低下し、風邪などの感染症にかか

りやすくなります。

④内臓型
手足などは温かいが身体の中が冷える状態で、腸管の機能が

低下して内臓が冷えるため腹痛や下痢などを起こしやすくなり

ます。交感神経の働きが弱いと起きやすくなります。

冷えの種類



体を温めるには

➀運動
冷えに対して有効なのは適度な運動です。20分程度

のウォーキングやストレッチ、エアロビクス、ホット
ヨガなどは冷え対策だけでなく健康増進にも役立ちま
す。

②生活
腹式呼吸や質の高い睡眠も冷え対策に効果的です。

血流が滞ると冷えにつながりますので、体を締め付け
る服や下着は避けましょう。

➂食事
冷たいものを避けて、体温以上のものを摂るのが

ベストです。また食事をすると、食べ物を消化吸収
する為にエネルギーを消費して、安静にしていても
代謝量が増加して体温が上がります。よく噛んで
食べることで更に効果があります。



体を温める食材

• 生姜

• にんにく

• 唐辛子

• 胡椒

• シナモン

• 玉ねぎ

• 大根

• 人参

• ごぼう

• 南瓜

• ほうれん草

• 春菊

• 味噌

• 酒粕

• ココア

• 紅茶

• ワイン

• りんご

• 秋冬に旬のもの

• 寒帯地域で採れるもの

• 根菜類

• 発酵食品など

体を冷やす食材

• トマト

• 胡瓜

• レタス

• ゴーヤ

• わかめ

• 砂糖

• コーヒー

• 緑茶

• 麦茶

• メロン

• バナナ

• パインアップル

• 夏に旬のもの

• 熱帯地域で採れるもの

• 精製された食品

• 加工食品など

体を温冷する食材



生姜とは？？

ショウガ科ショウガ属の多年草です。

私たちが普段食べているのは、その根茎部分。

生姜は食材としてはもちろん、昔から生薬としても利用さ

れています。

初夏や11月頃に出回る、葉つきショウガを「新生姜」と

呼びます。

普段よく用いる「根生姜」は、新生姜を収穫してから

数ヶ月貯蔵したもので、貯蔵している間に繊維質が増えて、

独特の茶色になります。



生姜の選び方

①皮につやがあり、ピンと張っている

皮にキズがあったり、しなびているものは、古く
なって水分が飛んでいるので避けましょう。

②切り口が水々しいもの
切り口が白色～クリーム色の物は新鮮な証拠です。

断面がカラカラに乾燥していたり、黒ずんでいたり

する場合は傷んでいる恐れがあるので避けましょう。

③サイズが大きい

生姜はふっくらとして大ぶりのものが良品。

サイズが小さいものは繊維質が多く、食べた時の口

当たりが悪いので避けましょう。



冷蔵
①生姜は皮ごと水洗いし、表面の汚れを落とす。

②保存容器に生姜を入れ、かぶるくらいの水を注ぐ。

③ふたをして、冷蔵庫で保存する。

【ポイント】
・水に浸して保存することで、生姜の水分を逃さず、食感を

キープできます。

・使いかけもそのまま水に浸すことが出来ます。

（水は２～３日を目安に取り替え）

冷凍
①生姜は皮ごと水洗いし、表面の汚れを落とす。

②水気を取り、使いやすい形にカットする。

③小分けにしてラップで包み、冷凍用保存袋に入れ、冷凍庫で

保存する。

【ポイント】
・すりおろしやスライス、千切りなど、お好みの形にカットし、

１回分ずつラップで包んでおくと調理時に便利。

・使うときは解凍せず、そのまま調理出来ます。

・冷凍した生姜は、必ず加熱調理しましょう。

生姜は乾燥に弱い野菜なので、そのまま冷蔵庫に
入れるとしなびてしまいます！

保存方法



生姜の燃焼効果とは

生姜成分①「ジンゲロール」

生の生姜に多く含まれ、30℃までの生姜に存在する成分で

血行を促進して体の表面温度を上げます。但し、発汗作用も

あり、末梢神経まで熱を運ぶが体は冷える効能があります。

一時的に体温が上昇するものの、その後は体温が下がる為、

逆効果になる恐れがあります。

生姜成分➁「ショウガオール」

加熱された生姜の成分で、胃腸を刺激して血流を活発にし

て体を温めます。食欲増進に役立ちます。30℃～170℃までが

ショウガオールとして存在出来て、体の深い部分で熱を生成

し体の内側から温めます。

生姜成分➂「ジンゲロン」

生姜を乾燥させると生産されます。胃液の分泌を促進し、

消化吸収を助ける効果や血管を広げて血行を促進する働きが

あります。

【食べ方の工夫】

辛みや香りの成分は細かくする程特性や薬効が活かされます。

◎生の場合：卸す

◎炒め物・煮物の香り付け：細かく刻んで使う

◎スープなどの煮込み料理：刻んだ生姜を10分ほど加熱する



効果アップの食べ合わせ

◎美容効果

生姜＋はちみつ
体を温める生姜と、吸収効率の良い単糖類で植物由来の

活性物質が豊富なはちみつを合わせると代謝がアップし

お肌も綺麗になります。

◎動脈硬化予防

生姜＋豚肉
豚肉のたんぱく質は血管をしなやかにします。血圧を

下げる効果のある生姜のカリウムと合わせると効果が

アップします。

◎血行促進

生姜＋玉ねぎ
玉ねぎに含まれるアリシンにも、ショウガオールなどと

同様に体を温める効果があります。



《材料》 4人分

・ご飯 600g

・合い挽き肉 200ｇ

・玉ねぎ 1個(100g)

・人参 1/2本(70g)

・サラダ油 大さじ1

・カレールウ 2片

・トマト缶 1缶(400ｇ)

・生姜 1片(15ｇ)

《作り方》

①玉ねぎ・人参・生姜は皮をむき、みじん切りにする。

②フライパンにサラダ油・玉ねぎ・人参・生姜(1/2量)を入れ、

中火で玉ねぎが透明になるまで炒める。

③合い挽き肉を加え、火が通るまで炒める。

④トマト缶を加えて混ぜたら一度火を止め、カレールウを加え弱火

で5分程煮込む。

⑤仕上げに残しておいた生姜(1/2量)を加えてサッと混ぜる。

⑥お皿にご飯を盛り、カレーを掛ける。

《1人分 栄養価》

エネルギー ： 712kcal

たんぱく質 ： 25.3g

脂質 ： 16.1g

炭水化物 ： 126g

食塩相当量 ： 1.9g



生姜つゆ
・醤油 1カップ

・みりん 1カップ

・酒 1カップ

・鰹節 30g

・昆布 10cm

・生姜の皮 1片分

➀ 鍋に全ての材料を入れ火にかける。沸騰したら2～3分加熱し、

火を止めて冷ます。

➁ 目の細かいザルで濾す。

おすすめの一品 牛肉のしぐれ煮
《材料》 ・薄切り牛肉 200g

・ごぼう 1/3本(50g)

・人参 1/4本(35g)

・生姜つゆ 大さじ2

・みりん 大さじ1

・砂糖 大さじ1

《作り方》➀人参は皮をむき、千切りにする。

ごぼうはささがきにして、水にさらす。

➁フライパンに①を入れて炒める。

③牛肉を加え、火が通るまで炒める。

④調味料を加えて煮詰める。

蕎麦やうどんのつゆだけで
はなく煮物にも使えるだし
です！



生姜だし
・薄口醤油 大さじ1

・酒 大さじ1

・塩 ひとつまみ

・鰹節 10g

・昆布茶 小さじ1

・生姜 10g

・水 1ℓ

➀生姜を薄切りにする。

②鍋に全ての材料を入れ火にかける。沸騰したら2～3分

加熱し、火を止めて冷ます。

③目の細かいザルで濾す。

生姜が香るだしなので、用途はいっぱい！！
清汁やスープはもちろん、水溶き片栗粉で
とじた「生姜だしあん」は野菜料理や
魚料理にピッタリです。



鶏だし（生姜風味）
・鶏手羽 500g

・生姜皮 2片分

・青ねぎ 1本分

・水 1ℓ

➀鍋に全ての材料を入れ火にかける。沸騰したら弱火にし、

灰汁を取りながら、10分程煮込む。

➁鶏手羽先・青ねぎ・生姜皮を取る。

だしに使った鶏手羽をリメイク

生姜香る中華粥
《材料》 ・ご飯 1杯(150g)

・鶏だし 400g

・だしで使った鶏手羽 1片分

《作り方》➀鶏手羽の身をほぐす。

➁鍋に鶏だし・ご飯・ほぐした鶏肉を入れ、弱火で

焦げないよう10分煮込む。

➂塩・こしょうで味を整える。

トッピングは生姜や小葱がおすすめ。

鶏の旨味が凝縮していて、
和洋中どの料理にも合います！



《材料》5～6杯分

・酒粕 100g

・水 600g

・砂糖 70g

・生姜 10g

《作り方》

➀生姜は皮をむいてすりおろす。

➁鍋に水を入れて火にかけ、沸騰したら火を止めて、一口大に

ちぎった酒粕を入れてふやかす。

➂酒粕が柔らかくなったら攪拌し、中火で加熱しながら

溶けるまでしっかり混ぜる。

➃砂糖を加え、溶けるまで混ぜる。

⑤おろし生姜を加えて軽く混ぜる。

《1人分 栄養価》

エネルギー ：83kcal

たんぱく質 ：2.5ｇ

脂質 ：0.3ｇ

炭水化物 ：15.6ｇ

食塩相当量 ：0.0ｇ



《材料》18cmのケーキ型1台分

・酒粕 60～90g

・クリームチーズ 200g（常温に戻す）

・卵 2個（割って溶いておく）

・砂糖 100g

・小麦粉 大さじ4（振るう）

・生クリーム 120ml

・レモン汁 大さじ2

・（お好みで ラムレーズン 60g）

《作り方》

➀下準備：オーブンシートをケーキ型に敷き、オーブンは

200℃に温める。

➁軟らかくなったクリームチーズと酒粕をフードプロセッサー

に入れてクリーム状になるまでよく撹拌する。

➂溶き卵を2～3回に分けて加えて、均一になるまで混ぜる。

➃砂糖・生クリーム・小麦粉を加えて、更に混ぜる。

⑤型にラムレーズンを散らしたら、生地を流し込む。

⑥200℃で45分ほど焼く。

《1人分 栄養価》

エネルギー ：249kcal

たんぱく質 ：5.7g

脂質 ：16.6g

炭水化物 ：18.9g

食塩相当量 ：0.3g


