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チキンブ レストレシピ を購
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もののリバウ ンドの危険性

胸肉ささみ
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背中１ 回。個室マン ツーマ

荷と厳 しいインター バルが

ブロッコリー

探してい くこととした 。自

ザ ップに行ってい ると言う

日本には糖質制 限ブーム
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プにも潜入 。トレーニン グ
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かなり の筋破壊が起 こって

査では

の栄養価をア プリで入力す

たところ 、作りおき可 能で
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よ うになり写真を 求められ

し ても温かい目で 見られる

加 え、飲み会で食 事制限を
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る とこれ姿勢でし ょ！と言
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値は 体 重

事なメタボ１度肥
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下肢 筋トレ翌日の 血液検

上 には糖質制限は 悪だとす
は何を勧め るか調査した 。
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のだが、徐々に内容が固定。 メニューが判明。今後のテー

ると返信メッ セージが来る

後も胸肉 ・ささみが嫌 にな
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満。血液検査では
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日 の摂取量を１０ ０ｇ程度

モン値の低下は見
糖値はフリースタ
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３週間は減量持続

基本的に写 真や食事内容

告される。しかしこれらニュー

関する サプリやアミ ノ酸の

リー、ほうれ ん草メインに
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才と見

制 限を実践。血糖 値を１ヶ

ラル、ランニング

は 摂取し、時には １３０ｇ

られなかった。血

月

で内臓脂肪と

イルリブレで

実践前には

皮 下脂肪を測定。 各種血液

間測定。食事と生

時

検 査を行いビタミ ンやミネ

活の影響を調べた。

20日間でコミット。姿勢の影響も大きいが6kg減量

ス では過度な糖質 制限と書

徹底的な検査

量・タ イミング、種 類の指

せよ。という 状況。既にコ

とした。今後ウェブで紹介。

日の測定

ンビニのサラダチキンは買っ

栄 養素摂取量や運 動、血液
検 査の結果やその 際の血糖

３月

ても結局食べ なくなってき

既にイン スタ映えを狙 い朝
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時間持続で測定し、１

い。「過度」って何やねん、 体内年齢

値 の関係は報告さ れていな
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をお送りします。

真 塾に通う。遊美 塾特集」

あ ちゃん写真家で 話題の写

感 じている。次回 は「おば

食 事８筋トレ２割 が現実と

イーツ爆発のリスクは高い。

品 制限終了後のラ ーメンス

額 で自分の覚悟も 強いが食

短 期効果は確かに 強い。高

限 を指導するライ ザップ。

レ とサプリ、強力 な食品制

適切な負荷と姿 勢で筋ト

編集後記
たり、ブロッ コリー単純に

早くから撮影している。

特徴的であった。

ジメニュ ー、ソテー、 オー

と 「高いんでしょ 、写真撮

ン指導 は正しいフォ ームの

10
茹でたものも 飽きが来てお

糖質制限は是か非か。２０１８年３月～４月にかけて
「過度な糖質制限は認知症のリスク」「ネズミに糖質制
限を続けたら人間の６０代から老化が顕著で短命」とい
うニュースが駆け巡った。「過度な」とは何かは触れら
れてはいない。黒田が身体を張った生活を報告する。
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種類ほどを作っ

kg
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くろだより第１５号
竹六総合医療
コンサルタント
LINE＠で配布中
ID @znl7878z
バックナンバー
リクエスト受付中
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90
37 93
cm

ラ ル、男性ホルモ ン値も調

CT

査し、先駆けであるライザッ

-6kg -6%

96 2 kg

と いう緩い制限を 行った。
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平成３０年４月２２日
第０１５ 最新の救急医療から家電まで何でも扱うフリーペーパー、そう、君の名はくろだより

