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わたしの健康トリセツ

健康は総合力

ワークシート



• 多くの健康関連の情報が書籍やセミナー、YouTubeにあふれています。 

• 調べれば調べるほど、微妙に違っているように見えたり疑問が増えたり。 

• 自分は、わたしの家族は、どうすれば良いのか混乱していませんか？ 

• 私もその一人でした。 

• でも、わかったことがあります。それは、「健康は総合力」だということです。 

• 食生活、運動、睡眠などすべての総合力を、一人一人の状況に合わせて高めることで健康が得られます。 

• だから、大丈夫です。 

• それぞれの専門的な情報を参考にしながら「わたしの健康トリセツ」を完成させておけば良いのです。 

• 私がサポートさせていただきます。

いったい、どれが正しいの？



• 高級車には、分厚いトリセツ（取扱説明書＝マニュアル）が付いてきます。 

• 最良の状態を維持するために重要なことを、オーナー（所有者）にわかりやすく伝えています。 

• 「自分の健康とパフォーマンスを最大化するための『マニュアル』は、 
これまで世の中に存在しなかったのです」（書籍：THE EATの冒頭より） 

• あなたの身体のオーナーは、あなたです。 

• さあ、いっしょに作ってみましょう。

人間にもトリセツが必要



重症化ドミノと大事な予防

メタボリックドミノの概念図（出典：日本臨床　61(10) p.1837（2003））

予防

• 1つは、早いほど対処が簡単であるとい
うこと。 

• もう1つは具体的に何に気をつけるべき
かということ。 

• そして、いきなり病気になることはなく
予防できるということ。

慶應大学の伊藤教授が提唱されたメタボリックドミノは、多くの示唆を含んでいます。

そう、元を絶たなきゃだめ！



有限会社タートルシステム　野﨑　隆志　（LifeWave独立ディストリビューター）

• 長年、電機メーカーで未来創発を担当。 

• 理想の未来を想定して、その未来を実現するための開発活動を指揮してきました。 

• 父のがん闘病で、主治医から「遺伝」と私と息子の未来を宣告されて「予防医学」に目覚め、実
践を通して一定の成果を得たものの「なかなか大変」「面倒」なことを痛感しました。 

• 「DNA医学」に理想の未来を見つけ、われわれ一般市民が応用できる製品（フォトセラピー・
パッチ）を活用して、ドミノの先頭（若い状態）へ戻してから原因を除去する「エイジングケア
型の健康法」を提唱中。 

• 将来への安心を提供する「わたしの健康トリセツ」で実践できます。

エイジングケア専門ヘルスコーチ

野﨑 隆志（のざきん）

自己紹介



• 車は、化石燃料（炭素）と酸素を燃やしてエネルギーとしています。（今後は水素や電気に） 

• そして、タイヤやブレーキパッド、オイルなどの消耗品を交換して、狂いがあれば調整します。 

• 人間も、炭素と酸素を燃やしてエネルギーとしています。 

• そして、食べたものを材料として新陳代謝することで、 
常に最新の状態を維持しています。 

• つまり、エネルギーレベルが高く元気で、滞りなく活力がみなぎる 
最良の状態を維持することですね。 

• 滞りがない ➡ 流れがよく、勢いがある若い状態

心身ともに健康な状態ってどういうこと？



• 若い時の状態に戻す、近づける。 

• 細胞炎症を予防し、細胞のエネルギーを高める。 

• 健康増進法が定める項目に沿って考えてみます。 
食生活、運動、休養（睡眠）、飲酒、喫煙、歯の健康の保持、その他（ストレス、解毒等） 

• 生活習慣病／慢性疾患にならないように予防する。 

• がん、心疾患、糖尿病、認知症、etc. 

• （提案）最良の状態を短期間に実現する科学の力（パッチ）もかしこく活用。

若々しい、若い状態こそ、最良の状態
新陳代謝：幹細胞

ミトコンドリアを元気に



トリセツ項目：すべて、あなたの選択
トリセツ項目 ポイント おすすめパッチ

食生活 エネルギー補充と細胞の新陳代謝をサポートする X39 
SP6コンプリート 

運動 基礎代謝の維持と有酸素運動でエネルギーアップ X39,エナハンサ 
Y-age C

休養（睡眠） 細胞レベルで受けるダメージを確実に修復し回復する
X39, ナイトウェーブ 

ALAVIDA 
Y-age AEON, Y-age C 

SP6コンプリート

飲酒 飲み方に関して強い意志が必要 エナハンサ

喫煙 原則として禁止、喫煙する場合は保険などの覚悟が前提 Y-age G,X39

歯（口腔）の健康の保持 子どもの頃からの常在菌を意識した正しい習慣が大切 Y-age G,X39

（その他）ストレス 良いストレスは維持し、悪いストレス反応を抑える Y-age AEON

（その他）解毒等 老廃物や不要な化学物質などを積極的に体外へ排出する Y-age G, Y-age C,X39

＜参考：健康増進法＞



• 今のあなたを良くわかっているのはあなた自身とご家族だけです。 

• かかりつけのドクターも診察を受けた時、つまり病気のときのあなたのことしかよくわかってい
ないのです。 

• 健康も病気もあなたの選択の結果です。 

• 何を食べるのか、どれだけ食べるのか、どの程度運動するのか・・・ 

• どういう生活をしていきたいのかを考えて、予め選択しておくことで、 
迷わずに済みます。 

• たまには、甘いものを食べたりするチートデイを決めておくことも良いことなのです。 

• 項目ごとに解説を用意していますので、「わたしはこうしたい！」を決めて書き込みましょう。

わたしの健康のトリセツの作り方

登録時にメールアドレスに届く、
動画の案内やこちらの無料の電子
書籍を参考に  

してください。  

https://www.amazon.co.jp/dp/B097HVBG74



おすすめパッチ：X39, SP6コンプリート

食生活：エネルギー補充と細胞の新陳代謝をサポートする

数値管理項目 考え方 目標値（／年代）

肥満管理（BMI）
[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗] 
　肥満や低体重の判定値 
　～18.5＝低体重、18.5～25＝普通、25～＝肥満

18.5～22（～60歳） 
18.5～25（60歳～）

体脂肪率 男性・女性、年齢で適正値がかわります 
（内臓脂肪に着目する方が効果的です）

20%以下（～60歳男性） 
25%以下（60歳男性～）

基礎代謝率（BMR） （10×体重Kg）+（6.25×身長cm）-（5×年齢）+（男性+5、女性-161）×α 
　α＝１日の運動量 
　　少ない：1.2、軽め：1.375、普通：1.55、動いている：1.725、かなり動いている：1.9 

≧1,650（～60歳） 
≧1,500（60歳～）

血圧管理 血管の柔らかさの指標 
値を下げるだけでは意味が薄い

収縮期＜130（～60歳）＜140（60歳～） 
拡張期＜85（～60歳）＜95（60歳～）

血中脂質管理 動脈硬化の管理指標 
中性脂肪に注目

中性脂肪 30～149 
HDL 40～99、LDL 60～119、TC 130～219

血糖値管理 健康管理では、3ヶ月平均のHbA1c（NGSP）値に注目 ＜6.0（～60歳）、＜8.0（60歳～）

体液PH 体液のPHを弱アルカリ性に保つ 
（血液のPHも弱アルカリ性） 尿のPH＝弱アルカリ性

数値管理：変化を意識して、原因に注目していきましょう　（急な変化＝急性疾患、ゆっくり変化＝慢性疾患）



おすすめパッチ：X39,エナハンサ, Y-age C

運動：基礎代謝の維持と有酸素運動でエネルギーアップ
運動を習慣に：筋肉量UP→基礎代謝率UP、血行UP→酸素量UP→エネルギーUP、強い負荷→遺伝子刺激

普段の生活 意識的に

筋肉量UP→基礎代謝率UP 通勤
毎日YouTubeで体操 

アプリを使ってワークアウト

血行UP→酸素量UP→エネルギーUP 通勤・家事・買い物
雨の日以外は公園散歩 

呼吸法：気功・太極拳

強い運動→遺伝子刺激 週に1回ジムでトレーニング



おすすめパッチ：X39, ナイトウェーブ,Y-age AEON, Y-age C, SP6コンプリート

休養（睡眠）：細胞レベルで受けるダメージを確実に修復し回復する

睡眠の役割：全エネルギーを集中させて、掃除と修復を行う貴重な時間

現状 ＜60歳 ＞60歳

睡眠時間計 6.4 5.9
老廃物の除去 

免疫活動

レム睡眠時間 4.4 4.4

ノンレム睡眠時間 2.0 1.5 特に脳の掃除



おすすめパッチ：エナハンサ

飲酒：飲み方に関して強い意志が必要

酒量：酒量を決めて守る

カテゴリ 酒類
Alc度数

(%)

糖質 

(g/100ml)

カロリー 

(Kcal)

果実酒 梅酒 13 20.7 156

醸造酒

紹興酒 

日本酒（純米酒） 

ビール（淡色） 

ワイン（赤）

4.6～40 1.5～5.1 40～127

蒸留酒
焼酎 

ウィスキー 

ウォッカ
25～40 0 146～240

酒類と酒量を決めて守ること

酒類：　　　　　　　　　　　　　　・ 

酒量：　　　　　　　　　　　　／年・

やめる日：　　　　年　　　月　　　日



おすすめパッチ：Y-age G,X39

喫煙：原則として禁止、喫煙する場合は保険などの覚悟が前提

禁煙：禁煙プログラム、禁煙後は解毒してリスク期間を短縮しましょう

期日 補足

やめた日 ＿＿＿＿年＿_月＿＿日

やめる日 ＿＿＿＿年＿_月＿＿日 生命保険に加入しましょう

リスク消滅日 ＿＿＿＿年＿_月＿＿日
男性は禁煙期間21年 

女性は禁煙期間11年 

解毒（掃除）を進めましょう



おすすめパッチ：Y-age G,X39

歯（口腔）の健康の保持：子どもの頃からの常在菌を意識した正しい習慣が大切

常在菌：常在菌を殺さずに歯周病にならないこと

実態 目標 方法

虫歯の数 

（治療済みの歯も含む）
ケア

健在な歯の数 定期的な 

クリーニング

歯磨き回数／日 歯ブラシ・歯磨き粉

うがいの回数／日 普段はうがい薬は使用しない

自分の歯の数をご存知ですか？



おすすめパッチ：Y-age AEON

ストレス：良いストレスは維持し、悪いストレス反応を抑える

ストレス反応：ストレッサーとストレス反応

ストレッサー：こころや体にかかる外部からの刺激 うまく避けていますか

物理的 暑さや寒さ、騒音や混雑など

化学的 公害物質、薬物、酸素欠乏・過剰、一酸化炭素など

心理・社会的 人間関係や仕事上の問題、家庭の問題、自身の考えなど

ストレス反応：ストレッサーに適応しようとして、こころや体に生じたさまざまな反応（ひずみ） 対応策

心理面 活気の低下、イライラ、不安、特に未来の不安 
抑うつ（気分の落ち込み、興味・関心の低下） 

身体面 体のふしぶしの痛み、頭痛、肩こり、腰痛、目の疲れ、動
悸や息切れ、胃痛、食欲低下、便秘や下痢、不眠など 

行動面 飲酒量や喫煙量の増加、仕事でのミスや事故、ヒヤリハッ
トの増加など 

考えすぎ、気にしすぎもストレスの素 

＝本トリセツは安心して忘れるためのツール



おすすめパッチ：Y-age G,Y-age C,X39

解毒等：老廃物や不要な化学物質などを積極的に体外へ排出する

不要物 例

体外から取り込
まれる毒素

食品添加物、重金属（魚介類、井戸水、鍋、や
かん、歯の詰め物、排煙、etc.）、細菌、ウィ
ルス

生命活動で発生
する老廃物

活性酸素、尿酸、尿素、乳酸、クレアチニン、
フケ、アカ、使い古された細胞

デトックス：細胞の中に溜まる、毒素や老廃物

期間 デトックス種類 選択

毎日 ミニ断食

3～4日 

（年に4回程度）
ロング 

ファスティング

2週間程度 

（年に4回程度）
サプリを使った 

プログラム

1ヶ月程度 医療デトックス 

（重金属）



おすすめパッチ：Y-age G,Y-age C,X39

解毒等：老廃物や不要な化学物質などを積極的に体外へ排出する
デトックス：おすすめ

期間 デトックス種類 特徴

毎日 ミニ断食
夕食後は水分以外を摂らず、朝はバターコーヒー（紅茶）でエネルギ
ーだけ補充し、16時間内臓を休めることで大きな効果を得る

3～4日 

（年に4回程度）
ロングファスティング

目的に合わせたボーンブロス（骨汁）を作って、3日から4日間は水
とボーンブロスだけで生活して、腸を空にしてファットバーニングに

2週間程度 

（年に4回程度）
サプリを使った 

プログラム
細菌やカビ菌をデトックスできる 

簡易なものから本格的なものまでいろいろ選べます

1ヶ月程度 医療デトックス 

（重金属）
主に重金属が多い場合に、その検査から排出までを医薬品を使って
医師の指導のもと実施します


