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①外旋筋 (棘下筋。小円筋)
´・軽く脇を締め、肘を9o°に曲げる。

・内旋位 45°から外旋位 40°までやゃ速く

動かし、ゆっくりと戻す。

②内旋筋 (肩甲下筋)
・軽く脇を締め、肘をOo°に曲げる。
・外旋位 45°か ら内旋位 45°までやや速 く

動か し、ゆっ くりと戻す。

③外転筋 (棘上筋)

・スタート位置は、チュープを持つ手の

反対の足でチュープを踏む。

・腕をまっすぐ伸ばし斜め前 30° までやや速 く挙げ、

力を抜いた感 じで戻す。

(注)30° 以上動かすとアウターマッスル (三角筋)

が主にはたらくので効果が減少する。

このトレーニングは、軽い疲労が感じられる程度の強さで

各動作20■ 30回 ずつを朝と夜に1セ ットずつ行う。

0
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★☆ ・オススメ簡単ツボ講座 ☆★

対策 1:花 粉を室内に取り込まない

最近では、エアコンでも花粉を吸弓|するなど、空気を浄イヒする機能を持ったものが増えています。
こういつたエアコンをはじめ、空気清浄機なども上手に利用しましょう。また花粉はすぐに床に落下してしまうので、掃除機や
ふき掃除で対処を。また、花粉がつきやすいカーテンなどは表面がツルツルしたものにしたり、シュッとひと吹きするだけで
花粉が付着するのを抑えるスプレーを使ったり、花粉への対策として考えられた様反なグッズを取り入れてみるのも良さそうです。

対策2:免 疫力を高める

☆ツボヘの刺激で免疫力を高め花粉症を禾□らげよう☆
【ツボの名前】 上星 (じょうせい)
鼻の通りを良くするのに効<ツボ。

【場所】 髪の生え際より少し奥にあります。

【l甲し方】中指をツボに当てて、ゆっ<り押していき痛みがあまり出ない所で、5秒間程押し続けましょう!

【ツボの名前】 横竹 (さんち<)
目のかゆみを解消するツボ。

【場所】 眉の生え際の内側にあります。
【押し方】手の指先で髪の生え際の中心に向かつて押します。

少し痛みが出る<ら い刺激すると、さらに効果的です♪

【ツボの名前】 迎香 (げいこう)
鼻水を和らげるツボ

【場所】 小鼻の両サイドのくぼみ
【押し方】くぼみを鼻の中心に向けて押します

【ツボの名前】 含谷 (ごうこく)
合谷 (ごうこく)は 「万能のツボ」とも呼ばれ、花粉症の
鼻に関する症状をはじめ目など顔全体の症状を和らげます。

【場所】 親指と人差し指の付け根、人差し指寄りの部分
【押し方】親指で垂直に押します

【ツボの名前】 大淵 (たいえん)
咳が止まらないときに押すツボで、風邪の初期症状にも効果的。

【場所】 手首と腕の骨の境日、少し親指に寄った場所にあります。
【押し方】親指で垂直に押します

ll‖

対策3:食 事は魚と野菜を中心に

食事の偏りは体の免疫力を弱める原因のひとつ。特に青魚に多<含 まれるEPA(エ イコサペンタエン酸)は 、アレルギーによる

鼻づまりを和らげるとも言われており、花粉症対策には抜群です !

☆EPA(エイコサペンタエン酸)を多く含む食材→イワシ、サバ

花粉症は、簡単にいうと化学物質であるヒスタミンが鼻や眼を刺激して症状が出るもの。このヒスタミンを含む食材を多く摂取すると、症状が
悪化しかねないと考えられています。また、アルコールは神経の麻痺から鼻の粘膜内をうつ血状態にし、鼻づまりを悪化させる事があります。
花粉症でお悩みの方はヒスタミンを多く含む食材に注意しアルコールは(この時期だけは ・̈)控えましょう。食事にもちょつとした気くばりを♪

☆ヒスタミンを多く含む食材→イカ、タコ、アサリ、なす、落花生、そば、ァルコール

サ



B Let'sトライ♪眼精疲労予防 !
今回は 『眼精疲労』について、日常生活の中で気をつけて頂きたいポイント・予防法をご紹介します !

◎日常生活での予防法 ♪
現代社会ではパソコンやテレビなどは避けては暮らせない時代です。
そんな暮らしの中で予防法として大切なのは「目を疲れさせない付き合い方」を身につける事です。
そこで普段はチェックを忘れてしまいがちな 『照明の明るさ、姿整』についてのポイントをご紹介します♪
0照 明
部屋の明るさよりも、画面の方が明るいと目に負担がかかります。

また白熱灯など、ちらつきのない照明を利用して目の負担を軽減しましょう。
・姿勢

キーボードを一生懸命打つあまり、前屈みの姿勢になっていませんか?前屈みの姿勢での作業は肩 ・首などに
とても負担がかかり、日の乾燥も進めます。 また画面を見上げて作業をしていると、目を大き<開 けている状態になり
乾燥の原因となります。イスや机の高さを調整し少展見下ろす位置に調節して、日の潤いを保つようにlbがけましょう。

では、普段の生活の中で、誰でも簡単に試している眼精疲労改善の方法をご紹介します♪

★手軽で簡単な眼の疲れ改善方法★

・ショボショボした疲れ日は血行不良のサイン。温パックでじんわり温めて !!

疲れを感じてきたら熱めのお湯でしぼったタオルなどで目を覆うようにパックしましょう。

日の周りの血管が広がって疲労感を和らげます。 (やけどに注意 !)     
Ⅲ

・充血した疲れ日は冷パックですつきり::

反対に充血は、眼が炎症を起こしている状態。冷やすのが効果的 !氷水で絞ったタオルで目を覆うようにパック

しましょう。氷が無い時は、絞ったタオルを冷蔵庫で冷やしてお<と、休憩時間にさっと使えて便利です♪

★疲れ日改善のマッサージ★

● 目の疲れをとるツボ

ツボは、顔に左右対称に存在します。特に疲れ目改善に有効なツボを4つ ピックアップしました。日の周りには他にも多く
の眼精疲労に効<ツボがありますが共通する点は、押さえるとツーンとした痛みがある所がツボです。

眼球覆畠2算3足らP讐理甚ゞ25与暑麗ば烏8専,Pからない時は、ツボの周囲を軽<マッサージするといいでしょう。

難鳳1鍮|
.     ☆ツホ

・
の位置☆

‐|‐■   ●さん竹 (さんちく)は 眉頭の部分。

||||   ●瞳子りょう (どうしりょう)は 目じりの横。

|||    ※肉が薄い部分なので軽<マ ッサージしてください.

筍 :[普 題 廿:L(I[1層 11]ミ

||■     瞳の中心からまっすぐ下に線を結んだ部分。

祓撫鶴

★最後に日の筋肉をほぐすエクササイズをご紹介します ♪
1、両日で、自分の鼻の先を見つめるようにして、15～20秒間保ちます。
2、 目を閉じて、しばらくリラックスします。
3、上記をしばら<繰 り返します。

♪皆さんもこの簡単なツボマ ッサージで日反の健康維持を してみてはいかがで しょうか ♪
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