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「体質タイプ」に合った生活・食習慣
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体 調を崩しやすい 春は 、養 生（体をいたわる）
して過ごしましょう。漢 方のベースとなる
「中医学」の観 点から、あなたの「体質タイプ」
を 診 断。タイプ 別のおす すめ食 材・
食 事法も2面で 紹 介します。

土曜日発行 水・木曜日
（一部金曜日）配布 無料
熊本リビング新聞社HP http://www.livikuma.com/
リビングくまもとWeb https://mrs.living.jp/kumamoto

しんえき

「気・血・津液
（水）
」
の

国際薬膳師・中医薬膳師

バランスを保つことが大切です！

松 本 智 子 さん

のすすめ

リビングカルチャーセンター
はません校で「中医薬膳料理」
教室を開講中です

活動や運動を
支える
生命エネルギー

き

気

１～７の質問の中で最も当てはまる項目にチェックを入れてください
2 あてはまる症状は？
3 ふだんの眠りの質は？
１どんな気持ちになりやすい？

けつ

しんえき

血

Ａ□ 倦怠感が強く、やる気が起きない

Ａ□ 冷え性で風邪をひきやすい

Ａ □ 食後に眠くなる

Ｂ□ 些細なことにイライラしてしまう

Ｂ□ こめかみの痛み・喉の不快感

Ｂ □ 夢をよく見る

Ｃ□ ちょっとしたことでも驚きやすい

Ｃ□ めまい・お腹を壊しやすい

Ｃ □ 眠れないことが多い
（不眠）

Ｄ□ 不安な気持ちになりやすい

Ｄ□ 慢性的な肩こり・頭痛・関節痛

Ｄ □ 眠りが浅くて夜中に目が覚める

Ｅ□ 気分が落ち込みやすい

Ｅ□ 微熱・耳鳴り

Ｅ □ 寝汗をよくかく

体がだるい時がある
Ｆ□ 頭が重く、

Ｆ□ むくみやすい

Ｆ □ 1日中眠気がとれなくてだるい

津液

血液など、全身に
栄養を運ぶ働き

細胞中の水分やリンパ液など、
体を潤す体内の水分

中医学では、体は
「気・血・津液」
の
３要素から成り立っていると考
えます。どれかが足りなかった
り・滞っていると、体の不調に
つながります

4 ふだんの食習慣は？

5 ふだんの生活習慣は？

6

Ａ□ 最近、食欲があまりわかない

Ａ□ 残業続きでお疲れ気味…

（血色が悪い）
Ａ□ 顔色が優れない

Ａ□ 軟便・下痢をしやすい

Ｂ□ ストレスでやけ食いしてしまう

Ｂ□ 健康診断で高血圧と言われた

ガスやげっぷがでる
Ｂ□ 胃・腸が張り、

が重い
Ｂ□ 月経前症候群（ＰＭＳ）

Ｃ□ 朝食はあまり食べない

（視力が衰えた）
Ｃ□ 物が見えづらい

カサカサしている
Ｃ□ 肌に艶がなく、

Ｃ□ 生理不順である

Ｄ□ 甘いもの・こってり系が好き

Ｄ□ お風呂はシャワーで済ませる派

Ｄ□ 顔色・唇の色が暗い（黒ずんでいる）

Ｄ□ 生理の経血にレバー状の塊が混ざる

Ｅ□ 喉がよく乾く

Ｅ□ 突然汗が出ることがある

Ｅ□ 髪がパサパサして潤いがない

Ｅ□ 便がコロコロしていて硬い

Ｆ□ 食べるのが好き

Ｆ□ 肥満体質である

Ｆ□ ニキビ・吹き出物が出やすい

Ｆ□ おりものが多い

ききょ

気虚

きたい

気滞

血虚

ふらふら～…

「血」が不足することで栄養不足に。
胃腸の消化機能も低下しています

Ｄ

Ｅ

Ｆ

「気」がうまく巡らず停滞し、感情コントロールが
難しい傾向。リラックスタイムを作ることが大切

が多かったあなたは

PLAN

01

いんきょ

水分代謝が悪く、老廃物が蓄積。
むくみや肥満、水太りになりやすい

暴飲暴食、脂っこいものや甘いものを取りすぎの傾
向あり。運動で汗をかいて老廃物を排出しましょう

中年以降（更年期）の女性に多いタイプ。水分をこ
まめに取る、夜は12時までに寝るよう心がけて

＊普段から日常的に接している人と４人以下
＊同居家族は�人以上でも可能

高級グルメor 贅沢エステ

高級グルメ＋ホテルキャッスル宿泊のグルメツアー。
老舗和食５店から好きなお店を選べます

PLAN

02

●日程／平日限定
（日～木曜）
●支払い実額
（大人１名様・２名１室利用）

tour@tkuhuman.co.jp

通常なら１万5900円→

エステツアーは
お土産付き！

●肌美和の
「肌馬油さくらのクリーム」

オークス通り
「フェリシテ本店」で疲れたお肌を
トリートメントケア！ 宿泊はホテルキャッスル

熊本県リスクレベル引き上げに伴い
7900
販売一時停止
Wの助成・和食グルメツアー

「肥後の陣屋」コース料理

たんしつ

痰湿

水分不足で体の潤いがない状態。
髪・肌・目の乾燥、便秘傾向も

対象者／熊本県内在住者のみ

が多かったあなたは

タイプ

4/28

宿泊分
まで

が多かったあなたは

陰虚

血行が悪くなり、肩こりや関節痛、頭痛などを招
きやすい状態。適度な運動や湯舟に浸かると◎

の助成でお得！

不規則な食生活で全身に栄養が行き渡っていな
い状態です。偏食や過度なダイエットも禁物

タイプ

タイプ

おけつ

「血」がドロドロで滞っています。
顔色が暗かったり、シミの原因に

「青柳」の本丸御膳

けっきょ

ストレス続きで気分が晴れない日々。
感情の浮き沈みも激しく…

瘀血

夕食は老舗和食店
から選べます
●青柳
●すきやき 加茂川
●城見櫓
●肥後の陣屋
●京町茶寮 徳永

が多かったあなたは

元気の源「生命エネルギー」不足。
免疫力低下、体調を崩しやすい状態
疲れや 倦怠感があり、体の冷えから胃腸の消化
機能も低下。休息と睡眠をたっぷり取りましょう

W

Ｃ

が多かったあなたは

タイプ

Ｂ

が多かったあなたは

タイプ

Ａ

タイプ

チェックが１番多かった
アルファベット
（Ａ～Ｆ）
が
あなたの体質タイプです！

7 ふだんの生理・便の状態は？

肌・顔色・胃の状態は？

Wの助成・贅沢エステツアー

●日程／平日限定
（日～木曜）
●支払い実額
（大人１名様・２名１室利用）

円

【行程】１日目：各自＝宿泊（熊本ホテルキャッスル・夕食は
対象店舗から選択）、２日目：ホテル朝食＝各自 ※自宅か
らホテルまでの移動は自己負担

※宿泊／熊本ホテルキャッスル・部屋指定なし
（または同等クラス）、1名１室
利用の場合3300円増し、キャンセル料は補助金の対象となりません。
最少催行人員／1名 食事／朝１回・夕１回 ※写真はイメージ

TEL.���-���-���� FAX.���-���-����

【申込み・問合せ 】受付／�:��～��:��（土日祝休）、住所／北区徳王�-�-�� TKUぷらざ�階
旅行企画・実施／ＴKUヒューマン
（熊本県知事登録旅行業 第�-���号）

通常なら１万5900円→

【行程】
１日目：各自＝エステ
（フェリシテ本店・60分）
＝
宿泊
（熊本ホテルキャッスル）
、
２日目：ホテル朝食＝各
自 ※2日目にエステを受けることも可能。
自宅からエ
ステ、
ホテルまでの移動は自己負担

7900円

※宿泊／熊本ホテルキャッスル・
部 屋 指 定 なし（ ま た は 同 等 クラ
ス）、1 名１室 利 用の場 合 3 3 0 0
円増し、キャンセル料は補助金の
対象となりません。 最少催行人
員／1名 食事／朝１回
※写真はイメージ

この旅行は、熊本市旅行商品割引事業（A:3000円支援）、
くま
もと再発見の旅事業（B:5000円支援）の支援対象です。旅行
代金からＡとＢを差し引いた金額が支払実額になります

くまもと
再発見の
旅

