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食生活に取り入れたい、ヘルシーな食品

自然の力で体内クリーニング

3

期待と希望
あふれる2015年
皆さん、
あけましておめでとうございます。
また1年が過ぎてしま

新しい年の始まり
を機に何かを変え
ようというのなら、
健康に役立つこと
を考えてみてはい
かがでしょうか。

ったとは信じがたいですが、2014年もおかげさまで編集部一同、充実した
年となりました。科学、技術、医学の各分野で日々新たな扉が開かれる今と
いう時代を皆さんと共有できることを本当に嬉しく思っています。本誌を愛
読くださる方も増え続けているとのこと、喜ばしい限りです。
私は毎年、新しい年の始まりを特別な気持ちで迎えています。イベントの多い年末が過ぎ、一段落したあたり
は心からくつろげます。温かい春が待ち遠しくなり、さらにその先の季節を思いを馳せながら、今こそこれか
らの1年に向けて歩み始める時だ、
と感じるのです。
年の変わり目ほど、変化にふさわしいタイミングはありません。今回の記事も、多くがこれからの1年に目を向
けたものになっています。
新しい年の始まりを機に何かを変えようというのなら、健康に役立つことを考えてみてはいかがでしょうか。
今年こそできる、
という思い込みも味方につけてしまいましょう。仕事でも私生活でも、目標を定めるなら今
が絶好のチャンスです。ぜひ新しい何かを目指して下さい。
2015年の始まりに、去年の嬉しかったこと、楽しかったことを振り返ってから、
これから先に開けている可能性
を想像するのです。きっと期待と希望に満ちた将来が見えてくるはずです。
この1年も、皆さんにとって健やかで幸せなものとなりますように。
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手洗いの習慣はき
ちんと身に付いてい
ますか。

最新ニュース

健康でいるには衛生面を良好に保つこと
が大切ですが、特に風邪やインフルエン
ザの流行しやすい時期は普段以上に意
識したいものです。アメリカの疾病対策
予防センターでは、感染症などの病気を
防ぐために、温水と石けんで20秒以上手
を洗うよう推奨しています。

ソフトドリンク
笑顔を守るために、
ソフトドリンクを飲むのを
やめましょう。コーラなどの炭酸ジュースに
は、
リン酸、
リンゴ酸、
クエン酸など、歯のエナ
メル質からミネラルを奪う酸が含まれていま
す。さらに大量の糖分（スポーツドリンクやフ
ルーツジュースも同様）が虫歯を進行させて
しまいます。すてきな笑顔と丈夫な歯のため
を思うなら、新鮮な水とハーブティーで体を潤
し、カルシウムとビタミンDをたっぷり摂取で
きる食品を食べましょう。

ニンニク
風邪やインフルエンザの流行しやすい
今、ニンニクが健康な体を助けてくれるか
も知れません。北半球で風邪やインフル
エンザが多くなる11月から2月にかけての
12週間、ニンニクのサプリメントが風邪の
予防に役立ったとする研究結果が発表さ
れました。

冷水魚
炎症からくる抑うつに悩んでいる人は、
定期的に魚を食べるとよいようです。最
近行われた二重盲検プラセボ対照研究
により、オメガ3脂肪酸（寒流域の魚によ
く含まれている）を短期間投与した被験
者に、炎症に関連したうつ症状の軽減が
認められました。

5

フィットネス
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運動の効果を台無しにする
10の方法

10

過剰な運動

痛みなくして得るものなし、
ということわざがありますが、
これを文字通り実践しようとす
る人がいます。
長距離を走りすぎたり、
痛みに耐えながらストレッチをしたり、
重すぎるウエイトを挙
げようとしたりと、
過剰に体を酷使していませんか。
運動も度を過ぎるとかえって効果がなくなってし
まいます。
それどころか、
肉離れ、
じん帯損傷、
骨折などのけがで体を傷めてしまうこともあります。

9

不十分な運動

くたくたになるまで運動する必要は
ありませんが、ある程度の手応えを感
じることは大切です。それは筋力トレーニン
グだけでなく、有酸素運動でも柔軟運動で
も同じです。有酸素運動をするなら心拍数と
呼吸数が上がるくらい、筋力トレーニングは
充分な負荷を感じられるくらい、柔軟運動は
適切な範囲でしっかりと体を伸ばせるくらい
を目安にして下さい。

8

運動に向かない服装

どんな運動をするにしても、快適に動
ける服装は重要なポイントです。頻繁
にずり下がるズボンや締め付けの強すぎる
スポーツブラ、不快な下着、サイズの合わな
いシャツなど、着衣の具合が悪いと早々に
運動を切り上げたくなってしまうこともあり
ます。音楽を聞きながら運動する場合のイ
ヤホンやヘッドホンについても同じことが
言えます。せっかく音楽に乗って効果的に体
を動かそうとしても、
しょっちゅう調整が必
要な状態では、運動に集中できなくなってし
まいます。

7

フォームの乱れ

どんな運動においても、効果を引き
出すには適切なやり方があります。つ
まり、正しいフォームには意味があるので
す。例えば、長距離走者が短距離走者と同じ
フォームで走ろうとすると、体に余分な負担
がかかってしまいます。重量挙げの選手はフ
ォームの大切さをよく知っています。それ
は、
フォームの乱れがけがにつながることが
分かっているからです。

6

栄養の欠如

充分なエネルギーのない状態で運動
すると、すぐに疲れきってしまい、運動
が続けられなくなります。良質のエネルギー

を得るには、複合炭水化物と適量の脂肪、質
の高いタンパク質、食物繊維を摂取する必
要があります。いずれも運動中に持続的に
エネルギーを供給してくれる、望ましい栄養
素です。
また、運動の30分後に高品質のプロ
テインシェイクと炭水化物（純ハチミツな
ど）を摂取すると、筋肉の修復と成長が促進
されます。

5

短気

近道をしようとする気の短さは運動の
効果を損なう原因になりかねません。
すぐに結果が目に見えるかたちで現われな
いからといって、運動をやめてしまうという
のはその典型的な例です。運動の効果は見
た目には分からなくとも、確実に体によい影
響を及ぼします。数週間は何の変化もない
ように見えるかも知れませんが、内側の健
康状態は改善に向かっていると信じて続け
て下さい。

4

習慣にならない運動

3

特定の部位に偏った運動

専門家は中程度の運動をほぼ毎日こ
なすことを推奨しています。頻繁に体
を動かせばそれだけ、より健やかに快適に
過ごせるようになり、
アクティブなライフスタ
イルを維持しやすくなります。運動は習慣に
したほうが簡単で効果的なのです。

2

体を休めない

早急に減量したい、すぐにでも筋肉
を増やしたい、
と思うあまりに、暇さ
えあれば運動しようとしていませんか。運動
後の体には休息が必要です。筋力強化、有
酸素運動、柔軟性向上を順番にこなすクロ
ストレーニングなら、特定のポイントに集中
している間に他の部分や機能を休ませるこ
とができます。
また、夜はぐっすりと眠ること
も重要です。睡眠中に体は活力を再生し、翌
日すっきりと目覚めてその日の活動をこな
せるようになります。

1

達成不可能な目標を立てる

達成不可能な目標を立てることほど、
焦りや苛立ちにつながることはありま
せん。やる気を維持するには、達成可能な小
さめの目標をいくつかこなす方が効果的で
す。5kgは落としたい、
と思っていても、ある
程度の短期間に達成できる段階的な目標に
分割するほうがやる気が持続します。ひとつ
ひとつ、目標を達成するたびに自信がつき、
自己像を肯定することによって、さらに先の
目標へと進んでいくことができます。

お気に入りのエクササイズに熱中す
るのは悪いことではありませんが、健
康のためには補完的な要素の運動を組み
合わせるとずっと効果的になります。筋力強
化、有酸素運動、柔軟性向上の3つを網羅し
たクロストレーニングなら、全身をしっかり
と使うことができ、１種類の運動だけを繰り
返すよりも高い効果が期待できます。
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食生活に取り入れたい、
ヘルシーな食品
体の栄養ニーズに応える最善の方法は、幅広い種類の野菜と果物、豆類、
ナッツ類をたっぷり含む食事をすることです。今回は、利点が分かれば食生活にぜひ

とも取り入れてみたいと思えるような食品をご紹介しましょう。

栄養たっぷりのスーパーフルーツといえば
ブルーベリーが有名ですが、スーパー穀類
としてキヌアを食卓に取り入れてみません
か。キヌアは一般に普及している小麦よりも
はるかに栄養価が優れていて、
しかもグルテ
ンを含有していません。グルテンに注意の
必要な人が増えるにつれて、従来の穀類を
キヌアで代用する家庭は増えています。キヌ
アと小麦を比べると、
オレイン酸では646％、
鉄分では256％、
リボフラビンでは360％、
カ
ルシウムでは240％もキヌアのほうが豊富
です。また、菜食主義でも安心して摂取でき
る数少ないタンパク源ともなっています。実
際にタンパク質そのものの摂取につながる
かどうかには異論はありますが、
タンパク質
の基本的な構成物質であるアミノ酸が豊富
なことは確かな事実です。
小粒で風味のマイルドなキヌアは、白米やク
スクスのヘルシーでおいしい代用品ともな
り得ます。ゆでてお湯をきるだけで、
ご飯の
ように使えます。朝のおかゆのかわりに、ゆ
でたキヌアにアーモンドやハチミツ、ベリー
類を加えると、おいしくてタンパク質の豊富
な朝ごはんになります。

栄養価の高いキヌアは様々なベーキングの
レシピにも適しています。キヌアをひいた粉
にはほのかに香ばしいナッツのような風味
があり、パンやベーグル、マフィン、
クッキー
などによく合います。
取り入れたい穀類としてもうひとつ、アマラ
ンサスも覚えておきましょう。キヌアと同様、
ヒユ科の雑穀にあたるアマランサスも、グ
ルテンを含有していません。食物繊維、
タン
パク質、鉄やマグネシウム、マンガンなどの
ミネラルが豊富です。
小麦粉の代用としてベーキングに利用でき
る点もキヌアとよく似ていて、小麦アレルギ
ーのある人には特に嬉しい存在です。やは
りナッツのような風味があり、パンやホット
ケーキ、パスタ、
クッキーなどに使うとおいし
く食べられます。

甘酸っぱい果肉と種は繊維と抗酸化物質、
カリウムなどの栄養素が豊富です。
スプーン
ですくってそのまま食べられますが、
フルー
ツサラダにあえたり、デザートに使ったり、
かき氷やヨーグルトのトッピングとしても使
えます。きっと新しいお気に入りになって、ヘ
ルシーな食事がより楽しくなることでしょう。
アサイーベリーもデザートやおやつに加え
たい食品です。
アサイーの小さな果実には、
ビタミン・ミネラル各種とオメガ6・オメガ9
脂肪、16種のアミノ酸、抗酸化物質が詰まっ
ています。抗酸化物質の含有量はブルーベ
リーの2倍とも言われています。また、食物
繊維、
タンパク質、鉄分、マグネシウム、マン
ガンの摂取源としても優れています。

アサイーは栄養面でも実用面でも多様性に
富んだ食材です。そのままで食べられるだ
けでなく、ゼリーやジャムに加工したり、
シェ
イクやスムージー、
シャーベット、
フルーツサ
ラダに混ぜても楽しめます。
アサイーのジュ
健康に気を使っている方にはパッションフ ースは人気上昇中です。生のベリーはまだ
ルーツもおすすめです。南米原産の小さな 普及していませんが、インスタントのスムー
丸い果物には、栄養も風味も豊かな果肉が ジーや粉末エキス、サプリメントの形状であ
詰まっています。最近では世界各地の熱帯･ れば、ヘルシーな食品を扱う店で入手でき
亜熱帯域で栽培されるようになっています。 るようになっています。
9

フォーエバーヤング タブレット

フォーエバーヤング・スキンフォ
ーミュラのタブレットには、
いきい
きとしたお肌の維持に寄与する
主要ビタミン・ミネラル類を厳選
して配合してあります。◊ 幅広い栄

養素を含む海産物エキス入りの、
とても
ユニークなサプリメントです。
さらに、軟
骨、血管、
コラーゲン生成をサポートす
るビタミンC、亜鉛、酸化ストレスから細
胞を守るのに役立つビタミンEとビタミ
ンDも含まれています。◊ フォーエバーヤ
ング・タブレットは健康的なお肌を保ち
たいあなたを栄養面から応援します！フ
ォーエバーヤング2粒に 20mg のヒア
ルロン酸を含有。

体の内側から美しくなりましょう！

© 2015 Lifeplus International

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）
の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、
その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

穀類、果物に続いて、おいしく抗酸化物質を取り入れられるハーブ れています。
クローブやシナモンほどではないものの、マッシュル
とスパイスも挙げておきましょう。
クローブは抗酸化物質を最も豊 ームにも抗酸化物質が含まれています。体内の酸化ストレスに対
富に含む食品として知られています。食品中の抗酸化物質量を把 抗するには、抗酸化物質は欠かせません。
握する手法としてはORAC（酸素ラジカル吸収能）が一般的です。
ク
ローブのORAC値はこれまでに計測された中では抜群に高い数値 中米や東南アジアで食されているヒカマはとてもヘルシーな根菜
を示しています。抗酸化作用の高いことで知られるブルーベリーの です。カロリーは低め、食物繊維が豊富で、おだやかな甘みがあり
ORAC値は1グラムあたり2000
ます。甘みをもたらすのは糖分で
強、ニンニクは約1900で、
これに
すが、イヌリンという多糖類で体
対してクローブの数値は1050万
内では代謝されないため、
ダイエ
というものだったそうです。クロ
ットや糖尿で食事に注意してい
取り入れたい穀類としてもうひとつ、
アマラン
ーブ以外にも、オレガノ、セージ、
る人にとって特に利用価値のあ
サスも覚えておきましょ
う。
キヌアと同様、
ヒ
シナモン、タイムなども高い数値
る食材と言えるでしょう。
ユ科の雑穀にあたるアマランサスも、
グルテ
を示すハーブ・スパイスです。冬
のおかずや副菜に良く合うので、
最後にもうひとつ、ヘルシーな食
ンを含有していません。食物繊維、
タンパク
積極的に取り入れてみましょう。
事にフラックスシードを加えるの
質、鉄やマグネシウム、マンガンなどのミネラ
クローブとシナモンを温めたアッ
もおすすめします。粉砕したフラ
プルサイダーに加えると、抗酸化
ックスシード小さじ1杯分で、2g
ルが豊富です。
物質たっぷりのおいしい飲み物
以上の食物繊維が摂取できます。
になります。
また、抗炎症作用のあるオメガ3
脂肪酸も含有していますので、キ
冬に食べたい食品としては、マッシュルームも忘れてはなりませ ッチンに常備しておいて、いろいろな料理に足すと栄養価を手軽に
ん。マッシュルームに含まれるビタミンDは、
日照時間の短くなる冬 高めることができます。スープやサラダはもちろん、シリアル、フル
に少しでも多く確保したい栄養素です。
また、マッシュルームから摂 ーツスムージーなどに混ぜてもよいでしょう。
フラックスシードを使
取できるビタミンB（特にナイアシンとリボフラビン）、カリウム、
リン った低炭水化物クラッカーやマフィンも売られています。
も見逃せません。
リンは地球上のあらゆる生命体の基本要素です。
人間の体内では、細胞のエネルギー調整や健康な骨の保護に使わ

11

ライフスタイル
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新しい年を思い描く
新しい年の始まりに、
これからどんなにすばらしいことが起こるかと想像し
てみるのは楽しいものです。前向きな気持ちで望ましい方向にフォーカスを合わせてい
れば、目標を達成できてもできなくても、人生によい影響力が働きます。

全体療法では、不安感などのもたらす負担
を軽減させるため、心休まる穏やかな風景
をイメージする、ビジュアライゼーションと
いうテクニックがしばしば用いられます。同
様の手法は幅広く応用することができま
す。叶えたい願いがあるなら、目標を達成
した自分、夢を実現した自分、欲しいもの
を手に入れた自分をイメージすると、励み
になります。
定期的に時間をとって自分の意識の向か
う先を確かめるようにしていると、自分を
目標から遠ざけるネガティブな思考に惑
わされにくくなります。逆に言えば、起こっ
てほしくないことばかり考えていては、望ん
でいることに目を向ける時間が奪われてし
まいます。
明るい未来をイメージする習慣のない方
は、今が踏み出す好機です。この一年に望
むことすべてを想像してみて下さい。今年
の目標はもう決めましたか。転職する、減
量する、健康的な食生活をする、自転車を
買うなど、どんなことでも構いません。ほ
んの 少しの 時 間でも、毎日願 いを叶えた
自分をイメージするだ けで、それ が 現 実
になる日が近づいてくるように感じられる
はずです。
新しい年を思い描く際は、ポジティブな気
持ちでいることが大切です。将来に目を向
ける時の自分の心の内面に注意して下さ
い。また、無数の思考のすべてをひとつひ
とつ把握する必要はありません。願いが叶
ったときの幸せな気持ちを味わうことがポ
イントです。減量を目標とするなら、今の体
型を気にするのではなく、すっきりとした
体で1サイズ下のドレスを着こなす自分を
イメージし、その時にどんな気持ちになれ
るかを想像するのです。

しばらく自分 の 感 情を観 察し続 けている
と、
どんなときにどう心が動くかが分かるよ
うになってきます。また、意識の持ち方を
改善することで、
よりポジティブになってい
くことも実感できるはずです。思考の方向
性は一夜で修正できるものではなく、時間
をかけて試行錯誤する必要があります。そ
れでも、ポジティブな心構えで今現在を精
一杯生きていれば、生き方暮らし方から世
界観まで変化してきます。この変化こそが
以前は想像もしなかったような新たな可
能性を開いてくれます。心の持ちようでど
れだけのことが実現できるか試してみた
ら、自分でも驚くほどの結果につながるか
も知れません。

見聞きしないようにするのも一案です。あ
なたは世界を変えるべく孤軍奮闘するた
めに生まれてきたのではありません。あな
たには、喜びに満ちた人生を生きるチャン
スがあります。すべてはフォーカスの定め
方次第です。そこからスタートすれば、自分
のやりたいこととやるべきことに繋がって
いきます。ひとりひとりがポジティブな方向
へ意識を向けるようにすれば、この世界は
きっと、より多くの人々にとってよりよい場
所となることでしょう。

ポジティブな思考パターンが身に付けば、
よりポジティブな要素があなたの人生に
引き寄せられてきます。あなたの欲しいも
の、今年実現したいと想像したことも、きっ
明るい一年をイメージしようと思っても、
う と手元に近づいてきます。自分の思考がど
まくいかない場合もあるでしょう。往々にし ちらを向いているのか分かりにくくなった
て、ネガティブ思考に浸ることは、ポジティ ときは、目標の達成について、前向きに感
ブで居続けることよりもずっと楽なもので じているかどうかを自分自身に問いかけて
す。望ましい未来予想図を現在や過去の苦 みて下さい。そして、前向きと言えない自分
難で汚してはなりません。ネガティブな影 に気がついたら、好ましい何か（人でも物
響をもたらすものはできるだけ取り除き、 でも状況でも構いません）のことを考えて、
ポジティブな影響力のある、前向きな人々 フォーカスをポジティブな方向へ切り替え
と交流し、好ましい状況に身を置くように ましょう。ポジティブな要素との調和を保つ
しましょう。ポジティブなエネルギーはさら ことが、あなたを夢とその先の世界へと導
にポジティブなエネルギーを呼び込みま いてくれます。
すから、望ましい心構えを楽に維持できる
ようになっていきます。今年一年を思うと これからの一年間も、あなたの心構え次第
きだけでなく、常日頃からポジティブでい で、思い描いたとおりになっていくことでし
られるようになれば、毎日がすばらしいも ょう。
のになるはずです。
前向きな姿勢を持ち続け、関わる人々にと
っても励みになるような存在を目指してが
んばりましょう。幸せな時間を共有すること
のすばらしさを大切にしている人たちと、
できるだけ一緒に過ごし、どんなことであ
れ、ポジティブな話題で語らって下さい。ネ
ガティブな思考に引き込まれることのない
よう、テレビや新聞のネガティブな部分を
13

栄養
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消化酵素
日常生活にはささやかな幸せを感じさせてくれるものがいろいろあります
が、寒い冬の日に帰宅したら、温かい家においしそうな食事の匂いが漂っ
ていた、
というのも嬉しいものです。おばあちゃんのお得意の煮込みがストーブの上に

乗っているのを想像しただけで、
よだれが垂れそうになるでしょう。実はこの瞬間から消化は始ま
っています。何を口に入れたわけではなくとも、体の機能はすでに働き始めているのです。
食ベたい物を見たりそのにおいを嗅いだ
りすると、実際に口に入れる前に体は消化
の準備を始めます。嗅覚や視覚でおいしそ
う、と感知したとたんに、消化液があふれ
るようになっているわけです。口の中の唾
液が増えるのも、食べたものを細かくして
胃に送るという作業を助けるための反応
です。

かれ、唾液中の酵素と混じります。そして飲
み込みやすい状態になって食道、胃へと送
られます。

食べ物が胃に入る頃には、消化機能はフル
稼働しています。胃の内部ではさらに多く
の酵素が食べたものを待ち構えています。
胃酸とともに各種の酵素が分解を進め、次
の十二指腸へと送り込みます。十二指腸は
私たちの体は食べ物をそのままでは利用 小腸の入り口辺りに位置し、ここでもさら
することができません。栄養素を得るには、 なる酵素の作用で消化物が分解されます。
顕微鏡でしか見えないくらいの大きさまで
分解する必要があります。体に吸収された 膵臓と腸管内の酵素の活躍を経て、体が栄
栄養素は各細胞に運ばれ、そこで様々な機 養素を利用できる状態になります。最初に
能に使われます。その最初の段階が食べ 口に含んでから、不要物を体外に排出する
物を噛むという動作であり、消化酵素の活 まで、体に必要な栄養素を取り込むため
躍も同時に始まります。
に、常に消化酵素が働いています。酵素が
なければ私たちは食べ物から栄養を得て
体内には10万もの酵素が存在し、体の各 各細胞に栄養を行き渡らせることができな
部位であらゆる機能の触媒として働いてい いのです。
ます。酵素はある分子を異なる分子に変え
るプロセスを助けます。エネルギー産生、 一方、食べ物の中にも酵素は存在します。
免疫反応、筋肉の働き、ホルモン産生、各 食品に含まれる天然の酵素が消化に役立
種の代謝など、体内の生化学反応すべて つこともあります。これらの酵素は新鮮な
に酵素が関わっています。消化の場合、食 生の食材を食べるか、酵素のサプリメント
べたものは消化酵素の働きによって体内 を利用して摂取できます。
で利用できる大きさにまで分解されます。
酵素サプリメントには通常数種類の酵素
さて、話をおばあちゃんの煮物に戻しまし が含まれていますが、プロテアーゼ（タン
ょう。いいにおいが漂ってきたとたん、口の パク質分解酵素）とリパーゼ（脂肪分解酵
中には唾液があふれます。ひと口食べて味 素）が配合されていることは確かめて購入
わい、噛みしめるうちに、食べ物は小さく砕 したほうがよいでしょう。また、繊維を分解

することが良いとは限らないので、セルラ
ーゼ（繊維分解酵素）を含むものはあまり
出回っていません。
おいしそうな匂いを感じた瞬間から、体は
エネルギーと栄養を食べ物から得るため
に消化の準備を万端にととのえます。何千
という消化酵素が体内でそれぞれの役割
を果たし、消化は段階を追って進みます。
酵素は私たちが生きている限り不可欠な
存在なのです。
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自然の力で体内クリーニング
手足を洗ったりシャワーを浴びたりすることで、私達は全身を清潔に保って
います。では、体の内側はどうでしょうか。体の内側をきれいに保つにはどうしたらよいのでし

ょうか。そもそも体の中をきれいに保つ、
というのはどういう意味なのでしょう。

石鹸とぬるま湯で体を洗うと、皮膚の表面に
付いた汚れや病原菌が取り除かれます。 清
潔に保つ行為を怠ってしまうと、
こうした汚
れや病原菌、細菌類が体の表面に蓄積され
て、やがては体の中に入って細菌が増殖して
いく可能性があります。健康を維持するため
に、私達は病気を引き起こしかねない病原
菌を洗い流すことを習慣付けています。体の
中を「きれいに」保つとは、すなわち蓄積さ
れた毒素を洗い流し、それが体内に侵入し
てしまうことを未然に防ぐ、
ということです。

て、
これらの毒素を容易に体内から除去する
ことができるからです。繊維質は体内に吸収
されませんが、ある種の汚染物質や発がん
物質、脂肪などを絡み取る性質があります。
不要物は繊維質と絡み合うことで繊維質と
ともに運び出されます。つまり、繊維質は消
化吸収の過程で毒素が体に取り込まれてし
まうのを防いでくれるのです。

体内の浄化には、水溶性と不溶性の2種類の
繊維が必要です。消化の過程において、水溶
性の繊維質は糖類、脂質、
コレステロールな
毒素は、呼吸で吸い込む空気、食品や飲料、 どを絡み取り、
これらが体内に吸収される速
皮膚に触れる化学物質などから体内に取り 度を緩めます。
この効用のため、水溶性の繊
込まれます。中には、通常の体内における生 維質はしばしば結腸の健康と浄化をサポー
命維持の過程で生成される毒素もあります。 トする市販製品の主成分として用いられて
毒素はあらゆる経路で体内に入ってきます います。
が、幸いなことに私達の体は、様々な毒素を
処理し除去する多様な働きを有しています。 全身の健康のためには、不溶性の繊維質も
必要です。不溶性の繊維質には、小腸のPH
最適な条件下にある人間の体は、たいてい を正常に保つ助けをし、結腸において毒素
の毒素に対し、体に蓄積され悪影響を及ぼ などの不要物を速やかに排泄するなど、様
す前に、
それらを除去する能力を持っていま 々な働きがあります。不溶性の繊維質は、多
す。
しかしこれは、
あくまで私達が体に正しい 種の野菜や果物を食べることで簡単に摂取
「ツール」、すなわち適切な食事を供給して することができます。
いる場合の話です。体は健康的な食事に含
まれる栄養素を使って、
自らの内外を浄化す 体をきれいに保つ上で最も優れた繊維質の
るのです。一般に、野菜や果物には、体が必 ひとつに、サイリウムがあります。
このとても
要とするこのツールが含有されています。
小さく地味なインド原産の植物は、水溶性、
不溶性両方の繊維質をたっぷりと含んでお
大量の毒素や汚れ、細菌類などは、それらが り、ほぼ完璧な繊維質の宝庫と言えます。
混入した食品、合成された防腐剤、不健康な
食事などから、消化の過程で体内に入ってし ただし、繊維質はサイリウムのみで摂取すれ
まう可能性があります。幸いなことに、それ ばよいというわけではありません。食物繊維
ほど心配する必要はありません。なぜなら、 は、可能な限り様々な食品から摂取すること
繊維質を豊富に含む食事を摂ることによっ が大切です。植物由来の食品の大部分は食

物繊維を含んでいますが、繊維質をより多く
含むのは、全粒粉のパンやシリアル類、
クス
クス、オートミール、
レンズマメ、
グリンピー
ス、かぼちゃ、ヤマイモ、サツマイモなどで
す。
また、
フラックスシード、
グアーガム、昆布
なども非常に優れた繊維質源です。
食事からより多くの良質な食物繊維を取り
入れるための簡単な方法として、白いものか
ら茶色いものへ切り替えることをお勧めしま
す。例えば、白米や普通のパスタの代わりに、
玄米や全粒粉のパスタへと切り替えてみて
ください。加えて、野菜や果物を皮ごと食べ
るのもよい方法です。植物由来の食品の多く
は、皮に最も多くの繊維質を含んでいるから
です。
繊維質は体にとってすばらしいツールです
が、体を内側からきれいにする働きを持つ、
唯一の栄養素というわけではありません。消
化管の中には、様々な微生物の生態系が存
在し、消化はもちろん、免疫機能の正常化に
貢献しています。
これらのごく小さな有機体
の大半は多種多様な細菌類ですが、真菌類
や原生動物も存在します。これらは総合的
に、腸内細菌叢と呼ばれています。
ヨーグルト、ケフィア、キムチ、
コンブチャ
（紅
茶きのこ）などの発酵食品に含まれる細菌
類や、健康補助食品に含まれる健康に良い
作用をもたらす細菌類は、総合的にプロバ
イオティクスと呼ばれています。
これらのごく
小さな微生物をできるだけ多く摂取するこ
とは体にとって非常に有益です。なぜなら、
これらの健康的な細菌類は、消化管内で将
来的に病気を引き起こす可能性がある細菌
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ライフプラス・ディスカバリー
中国伝統のハーブエキスと最先端の科学が生んだ、
アンチエイジング
のため のサプリメント◊

ライフプラスでもかつてないほどエキサイティングな新製品が誕生しました。ライフプラス･デ
ィスカバリーは、加齢は外見だけでなく内面でも進むという事実に着目して、高品質のオウギエキスを配
合したサプリメントです。
オウギは何千年も前から中国で生薬として使われてきた伝統ある植物です。全
身で新しい細胞を盛んにつくれるよう、幹細胞の機能と修復を助け、幹細胞を長持ちさせる働きがあるの
で、細胞レベルで加齢と闘うあなたの味方になります。◊
実年齢に関係なく、
ライフプラス・ディスカバリーで新しい可能性を見出しましょう。◊
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◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）
の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、
その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

類と競合するからです。つまり、健康的な細菌類が多ければ多い
ほど、病気を引き起こす細菌類が活動する可能性がより少なくな
るというわけです。
フリーラジカルも毒 素 の 一 種で、体 から取り除く必 要 がありま
す。フリーラジカルは、タバコの煙や大気中のスモッグ、放射能、
除草剤、毒薬などといった環境的な発生源から体内に取り込ま
れます。汚染された空気や食事から体内に取り込まれるだけで
なく、皮 膚 からも吸 収されてし
まいます。
さらに 、フリーラジカ ル の 中 に
は、体内における不可欠な生命
維持過程の中で合成されるもの
もあります。私達の体は、エネル
ギー生 成 の た め に燃 料（食 事）
を燃 焼しますが、この 代 謝 の 働
きにおいてフリーラジカルが合
成されます。
これは健康的でごく
当たり前の過程ですが、こうして
合成されたフリーラジカルもま
た、体 内 に蓄 積しな いように処
理していく必要があります。

れてきたという人であれば、より多くの抗酸化物質を摂取できる
方法を模索するのが賢明と言えるでしょう。
多くの抗酸化物質はネットワークの中で相乗的に働くことで、より
多くのフリーラジカルを無効化することができます。通常、単独の
抗酸化物質は、1つのフリーラジカルに効果を発揮したとしても、
他のフリーラジカルの影響まで抑え続けるということはできませ
ん。
ところが、多数の抗酸化物質のネットワークがあれば、互いに
助け合いながらその効果を発揮
し続け、次々とフリーラジカルの
働きを抑え込んでいくことがで
きるのです。

体をきれいに保つ上で最も優れた繊維質の
ひとつに、サイリウムがあります。
このとても小
さく地味なインド原産の植物は、水溶性、不溶
性両方の繊維質をたっぷりと含んでおり、ほぼ
完璧な繊維質の宝庫と言えます。

ビタミンA、C、Eは既に確証のある
抗酸化物質としてよく知られてい
ます。
またOPC（オリゴメリック・プ
ロアントシアニジン）は強力な抗
酸化作用を有する特異な物質で
す。これらの優れた栄養素は、電
子を分け与えるという形で共同し
て働く性質があり、フリーラジカ
ル反応の有害な連鎖を止めるう
えで非常に有効です。

フリーラジカルは内側からも外側からも体を攻撃し、細胞レベル
にまでダメージを与えます。フリーラジカルが老化を早める一因
になり得ることについては、長年にわたる研究で信頼性のある結
果が発表されています。

定期的な全身のクリーニングは、ストレスが多い現代社会で蓄積
される毒素や不要物を取り除く助けとなります。昔から行われて
きた短期間の絶食は、体を中からきれいにし、毒素や老廃物を洗
い流すことを目的としたものです。私達はとかく、体の表面の清潔
には気を使うのに、内側へのケアを怠りがちです。繊維質や抗酸
多種類の新鮮な野菜や果物を食べることで、フリーラジカルを取 化物質、プロバイオティクスを十分に摂取し、新鮮な水をたっぷり
り除く作用がある抗酸化物質を体内に供給することができます。 と飲むようにしましょう。あなたの体は内からも外からも健康に、
十分な食品が摂れない場合や、長期に渡り悪環境に過剰に晒さ そしてきれいになっていくことでしょう。
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ビタミンB群の要点整理
ビタミンBに様々な種類があることはご存知ですか。ビタミンB群に属する栄養素は

8種類あり、体内ではそれぞれに独自の役割を果たしています。一方、各種のビタミンBが11以上の
名前で呼ばれているため、混乱を招きやすいのも事実です。

ビタミンB各種の番号がところどころ抜けて りません。ビタミンBがしっかり摂取できて や血球組成にビタミンB12を使うことはで
いるのは、かつてはビタミンの一種と考え いないと感じているなら、サプリメントを利 きません。また、B9とB6は、B2がないと正常
られていた成分が現在では別物とされて 用して補給してもよいでしょう。サプリメン に機能しません。ビタミンB群の栄養素の
いるケースもあるためです。また、8種のビ トは質の高いものを選んで下さい。また、 相互作用を図にすると、くもの巣のように
タミンBは体内の各機能において同時に存 ビタミンB群すべてを網羅した「ビタミンB 緻密なものとなるはずです。
在するため、ビタミンB群の内訳までは簡 複合体」を主成分としているか確かめるの
単には分かりませんでした。ビタミンBは神 もポイントです。
ビタミンB1のチアミンは、全身の細胞のエ
経伝達物質の合成やアミノ酸の相互
ネルギー賛成に必要です。チアミン
変換、ある種のホルモンと脂肪酸の
不足は脚気の原因となり、それを放
ビタミン
主な摂取源
産生に使われています。また、炭水化
置すると鬱血性心不全につながりま
物をエネルギーに変換する過程で
す。ビタミンB12に関する研究はここ
非精白穀類、
ピーナツ、
B1
も、慢性疲労やストレスに対処する
数年特に盛んに行われており、うつ
豆類、
ほうれん草、
糖蜜
ためにも、さらに、DNAの構成物質
の予防に有効と考えられるようにな
アーモンド、
牛乳、
芽キャベ
の形成を促進するためにも必要な栄
っています。その他様々な理由から
B2
ツ、
大豆、
卵
養素です。
ビタミンB群はエネルギーと意欲の
イースト、
赤身肉、
牛乳、
増進に働きかける栄養素として着目
B3
豆類、
卵
ビタミンは体内で作れない栄養素で
され 、スポーツ飲料や強壮ドリンク
すので、食事などの方法で外部から
剤などに配合されています。
アボカド、
ヨーグルト、
卵、
B5
体に取り込まなければなりません。
豆類
ビタミンB群も幅広い食品から摂取
葉酸はビタミンB群の中でも知名度
鶏肉、
ツナ、
サーモン、
レン
する必要があります。新鮮な野菜と
の高い栄養素です。DNAの構成物質
B6
ズマメ、
種子類、
ニンジン
果物、豆類をたっぷり含む食事をし
を形 成 する過 程 に 関 与しているの
大麦、
レバー、
イースト、
ナッ
ていれば、充分な量のビタミンBを満
で、成長発達の早い段階で特に重要
B7
ツ類、
ジャガイモ、
魚
遍なく確保できていると考えてよい
な活躍をします。妊娠を希望してい
でしょう。肉、魚、乳製品もビタミンB
群のよい摂取源です。糖蜜、レバー、
イーストは特にビタミンB複合体が
豊富です。マーマイトとベジマイトは
ビタミンB群の摂取源として非常に
優れています。その他、ビタミンB群
を含む食品については、表をご覧下
さい。

どんな栄養素にも言えることですが、ビタミ
ンB群を確保するにはバラエティに富んだ
ヘルシーな食事をするのが一番です。
とは
いえ、
ライフスタイルや物理的・経済的な理
由で、いつも望ましい食事ができるとは限

B9

緑の葉野菜、
アスパラガス、
ビート、
根菜

B12

魚、
貝類、
卵、
牛肉、
乳製品

食事なりサプリメントなりで幅広い種類の
ビタミンBを確保することは大切です。それ
は、
どのビタミンBもそれぞれに体内で重要
な役割を担っているだけでなく、互いに協
力し合って働くからです。例えば体内に葉酸
（ビタミンB9）がないと、脳神経系の機能

る女性や妊娠中の女性に摂取が推
奨されているのも、そのためです。

一部の研究では、ビタミンB6とB5が
ストレス対策に有効であることが示
唆されています。ビタミンB複合体の
働きは多岐にわたり、各種ともしっか
り摂取したい栄養素です。体内でビタミンB
群のいずれかを必要としない場所はない
と言ってもよいほどです。複雑な相関性ゆ
え、ビタミンB群の中で優劣はつけられませ
ん。ビタミンB全般をひっくるめて、ビタミン
B複合体として摂取することを心がけて下
さい。
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脳の発達と健康におけるビタミンDの
重要性
ビタミンDはしばしば「太陽のビタミン」
と呼ばれます。それは、私たちの体がビタ

ミンDを合成するには、ある程度の紫外線を含む直射日光を皮膚に浴びることが唯一の方法と
なっているからです。日の短くなる冬の間は、太陽の光を浴びる時間が減るだけでなく、太陽光
に含まれる紫外線の量も減ってしまうので、体に必要な量のビタミンDが確保できていない可能
性があります。
乳幼児から10代まで、成長過程にある子供
たちの体は、数え切れないほどの栄養素を
必要としています。
どの栄養素も発達する体
内でそれぞれに重要な役割を果たしますか
ら、他の栄養素と比べて優劣をつけることは
できません。ビタミンDもその例外ではな
く、成長期の子供たちを栄養面から守るとい
う大切な役割を担っています。
ビタミンDは骨の健康に必要な栄養素とし
て知られています。太陽がもたらしてくれる
このビタミンは、丈夫で健康な骨が作られ
る幼少期から青年期にかけて、不可欠な栄
養素です。体が新しく骨組織を作れるのは
20代はじめ頃までです。子供たちにはでき
るだけ外で遊ばせて、生涯の財産となる丈
夫な骨の形成を促してやりましょう。
ビタミンDは、体内の免疫系を正常に機能さ
せるためにも使われます。ですから、風邪や
インフルエンザの流行しやすいこの時期に
は特に、太陽の下で過ごすことを意識した
いものです。緯度の高い地域ほど冬の太陽
光が得がたくなり、罹患率が高くなることは
研究により立証されています。
ビタミンDの利点として子供たちにとって特
に重要なのは、脳の発達と健康に寄与する
ことでしょう。体内のビタミンD量と知能の
相関性についてはいくつもの研究で明らか
にされています。研究により、ビタミンDが生
命の誕生当初から脳の正常な発達に欠か
せない役割を果たしていることが分かって

います。ビタミンDは脳の形成されるごく初
期の頃から脳内に存在し、神経の発達に関
与しています。
ごく簡単に言うなら、ビタミン
Dは脳の成育を助ける栄養素なのです。

日焼けなどのダメージを心配して、直射日光
を子供に浴びせることに抵抗を感じる人々
も少なくありませんが、必要な量のビタミン
Dは、1日あたりほんの10分から20分程度の
直射日光で確保できます。

ビタミンDには、認知機能を支えるだけでな
く、
自然な作用で明るい気分に導く働きもあ
ります。何かと不安定になりがちな10代の
子供たちには、できるだけ太陽の下で過ご
すように促すことで、
よい影響を期待できる
かも知れません。

ビタミンDは骨を丈夫にするだけでなく、実
に多くの利点をもたらす栄養素です。全身の
どの部位でもビタミンDは何らかの役割を
果たしています。にも関わらず、全世界で10
億もの人々がビタミンD不足に陥っていると
いう推計があります。ビタミンD不足による
数種の神経発達障害から脳を守るうえでビ 様々な問題から子供たちを守ることは難しく
ありません。少しの時間でも毎日太陽の下
タミンDが有意に作用することについても、
で過ごすよう、ちょっとした工夫をするだけ
裏付けとなる研究が続々と報告されていま
です。さらに、ビタミンDを添加したミルクや
す。一部の研究では出産前の胎児のビタミ
食品を組み合わせるのもよいでしょう。
ンD量が足りない場合、神経発達上のリスク
が生じることが指摘されています。太陽のビ
タミンが子供たちの生涯にわたる健康と幸
福に大いに寄与することは明らかです。太陽
光に含まれる紫外線量が低下する冬の間
は、サプリメントでビタミンDを補給すると
いう方法が可能です。ビタミンDは、子供た
ちはもちろん、すべての人に取り入れる意義
のある栄養素です。
子供たちに充分な量のビタミンDを確保さ
せる最も簡単な方法は、外で遊ばせて直射
日光を皮膚に浴びる時間を作ることです。太
陽の光を直接肌で受ける以外に、私たちの
体内でビタミンDを産生する方法はありま
せん。
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年齢は気持ち次第
親が子供に注意する際は年齢に応じた振る舞いかたをするように言いつ
けることがよくありますが、ある程度の年齢を重ねた人には、あえて逆のア
ドバイスをしてみたいと思います。新年の計を模索する今こそ、実年齢に関係なく自分
と向き合ってみませんか。

あなたは日ごろから自分の実年齢を意識し
て行動していますか。それとも、自分の感性
で動いていますか。年齢はそれぞれの人物
の存在や健康状態に関連する要因のひとつ
に過ぎません。また、同じ人でも、40才を過
ぎた今のほうが20代の頃よりもアクティブ
で健康的な生活をしている、
ということは充
分にあり得ます。

っていることをやって下さい。自分の望む生
き方をすることは、若々しくいることの核心
にあるのです。
実年齢にこだわらず、
自分の感性で年齢をと
らえることは、アクティブで楽しい毎日を送
る鍵になるだけでなく、健康全般にも好まし
い影響を及ぼします。研究によると、加齢を
前向きにとらえている人は、加齢に悲観的
な人よりも、けがをした後の回復が早い傾
向があるそうです。

平均寿命がのび、
より広く深い知見と進化し
た技術が普及している現代、人々の生活文
化における常識はどんどん変化しています。
アクティブな生活を中高齢になってからも 科学の力でより優れた薬が普及し、栄養事
続けていける可能性は、かつてなかったほ 情も良くなった現代、人生の後半をより長く
どに高まっています。
健やかに生きることは充分に可能です。ただ
し、そのためには、健康的な食生活をし、定
人々のライフステージは、ほんの2世紀ほど 期的な運動の習慣を維持し、精神面も活発
の間に劇的に変化しました。10代の結婚、出 でいられるよう前向きな仲間との交流を深
産が普通だった時代はそう遠い昔ではあり める必要があります。
ません。それが今では晩婚化が進み、出産
を30代、あるいは40代まで遅らせることも珍 日々新しい何かを学び取るという習慣は脳
しくなくなっています。
のよいトレーニングになります。年齢が高く
なるほど、使わない脳細胞は使えなくなって
このような変化の背景には、平均寿命のの いきます。思考力を鍛えるといっても、難し
びたことが大きな要因として存在します。19 いことではありません。本を読む、パズルを
世紀の終わり頃の欧米諸国の平均寿命は 解く、何かの教室に通うといったことでも充
37才でした。現代の先進国ではたいてい75 分です。
アクティブな気持ちが内面の若さに
才かそれ以上となっています。昔は乳幼児 なるのです。
の死亡率がずっと高かったということを考
慮に入れても、ずいぶんと長生きできる時 前向きな気持ちで日々笑って暮らすことも、
代になっていることは事実です。
若々しい心を保つうえで有効です。前向きな
暮らしはさらに前向きな体験をあなたの人
年齢を理由に自分を束縛するのはやめまし 生に呼び込んでくれます。昔とった杵柄で、
ょう。孫と一緒に砂場に四つんばいになって 当時の気持ちがそのままよみがえってくるこ
も、本人が楽しければそれでよいのです。教 ともあるでしょう。私たちの記憶の中にある
師になりたかった、
と思っているなら、今か 若さは、記憶とともに復活する力を持ってい
らでも勉強して講師の職を探したり、読み聞 ます。
かせのボランティアなどをしたりと、自分に
合った方法で地域の子供たちの学習を手助 自分を、家族を、友を慈しみ、自分に向けら
けするとよいでしょう。自分がやりたいと思 れる愛も快く受け入れましょう。前向きな人

々と良好な人間関係を維持することは、人生
の後半をより良く生きるうえで、様々な利点
をもたらしてくれます。気心の知れた友人や
家族と親しくしていると、自然と互いを助け
合うポジティブな人の輪ができ、身体的にも
精神的にも活発な日々につながります。親
愛に基づく人間関係は、若々しい心と充実し
た生き方を支えてくれます。
実年齢に従うのではなく、
自分の感性に応じ
て、望む生き方をしましょう。決められた段
階を追うだけが人生ではありません。就学、
結婚、主食、家庭、老後、
どのステージをどん
な順番で生きるかは自分で決めてよいので
す。社会に出た後に学業に励むのも、数回
転職をするのも、長く独身でいるのも、人そ
れぞれの生き方と言える時代が来ています。
生を謳歌すること、慈しむこと、笑うこと、学
ぶこと、そのすべてはしばしば同時に成り立
ちます。仲間と公園に集まってチェスをす
る、家族と食卓を囲んで話し合う、孫のプラ
モデル作成を手伝う、よい本を見つけて伴
侶に読み聞かせる、いずれもそんなひとと
きの好例です。
医学の進歩もあって、私たちはより長い人生
をより健康に生きることができるようになっ
ています。最新の栄養科学の力も借りること
で、年齢は気持ち次第、
と言える時代になっ
ています。真の若さを取り戻したいなら、自
分の年齢は、生年月日に関係なく、自分の感
性で決めてはいかがでしょうか。
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メンターを始めましょう
2015年を迎えて、今年の目標はもう決めましたか。
この一年をより充実したものに

したいと考えている方には、
メンターになることをおすすめします。

子供たちは可能性に満ちています。誰もが
その可能性を引き出し、成功を手にできた
らすばらしいと思いませんか。自分の経験
をメンターとして活かすことで、あなたも
その過程に関わることができます。子供が
苦手なら、青年や社会人、社内の後輩相手
でも構いません。
メンターとして活動することは、すばらしい
やりがいをもたらしてくれます。自分の仕
事に満足できなかった多くの人が、自分を
必要とする誰かのメンターになることで自
己の価値を再認識し、満ち足りた気持ちに
なっています。子供であれ、若者、成人であ
れ、誰かの力になることは、相手のためだ
けでなく自分のためにもなるのです。
メンターになると日常が真の喜びに満た
されます。誰かの役に立っているという実
感そのものが励みになって、次に会う日が
楽しみになってきます。相手もあなたと会
うのを楽しみにしてくれて、目標が達成で
きた時には、その喜びと自信を共有するこ
とができます。
メンターとしての活動は後々にも良い影響
を及ぼします。予期や予測のできない状況
に対応することは脳を活性化する最善の
方法のひとつです。他人の存在ほどこれに
適した状況はありません。メンターになる
と予測不能なトラブルが続くというわけで
はありませんが、いつもとは違う考え方を
したり、新しい人間関係の形成に取り組ん
だりすることは大いに刺激的です。
頭を使う活動は、アルツハイマー病のよう
な認知症の予防に役立つなど、脳に長期

的な利点をもたらします。
しっかりとした人
間関係を維持している高齢者ほど身体的
制約が少なく、より苦痛の少ないアクティ
ブな生活を楽しんでいることは、科学的に
も証明されています。

さい。週に数時間程度の簡単なものであっ
ても、互いの人生がよりよいものになって
ゆくでしょう。

どんな人でも何らかの方法で誰かの役に
立つことができます。まずは自分から動い
メンターとなるあなたに多くの利点がある てみて下さい。得意なこと、好きなことを切
のと同様、あなたがメンターとして接する り口に、手伝いを申し出ましょう。スポーツ
相手にも得るものはたくさんあります。誰 が得意な人なら、体力作りをしたいと思っ
しも、自分の人生を振り返れば、行き詰ま ている人の力になれます。聞き上手な人
ったことや自分を見失いそうになったこと は、言いたいことが山ほどあるという若者
はあったでしょう。そんな日、あるいはそん とお茶でも飲みながら語りあってはいかが
な状態が1ヵ月、1年と続いたとき、いずれ でしょう。自分の経験してきたことを思い出
の場合でも、誰か相談できる人がいたら、 して、それを役立てることができそうな機
と思ったのではないでしょうか。あなたが 会をつくるのがポイントです。
メンターを引き受けることで、誰かの相談
相手になることができます。それは双方の どんな種類のスキルでも、それを必要とし
毎日をより充実したものにしてくれます。
ている人は必ずいます。メンターとしてス
キルを活かしつつ、楽しく満ち足りた体験
ボランティアとして名乗り出るのにどこへ を重ね、新たな生き甲斐を見出してみませ
行けばよいか分からない方は、地域の公共 んか。この一年がいっそう充実したものに
団体や教会、趣味のクラブ、学校などに問 なるはずです。
い合わせてみましょう。学校の先生や片親
の家庭に何か手伝えることがあるか聞いて
みるのも一案です。友人や家族を通じて心
当たりを教えてもらうという方法もありま
す。身近な範囲でも、予想外にたくさんの
人があなたを必要としているかも知れませ
ん。
メンターとしての接し方は、個人的なもの
でも、職業上のものでも構いません。フォ
ーマルな形式で定期的に会う機会を設け
るか、その都度スケジュールに合わせて融
通するかも自由です。こうすれば上手く行
く、
という絶対的な方法はありませんので、
自分たちに合ったやりかたを見つけてくだ
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心配性にさようなら
何かと気苦労の絶えない人は、心配性を2014年とともに過去のものにして
しまいましょう。新しい年の始めの決意ひとつで、心軽やかに元気で幸せな一年にすること
ができます。

心配事にとらわれてばかりいると、気力体力
が奪われてしまいます。それはストレス満載
の仕事で過ごした1日よりもはるかに深刻な
状態を招きかねません。
ちょっとした気がか
りも、慢性的になってしまうと、睡眠障害で
いっそう疲れのとれにくい体になって問題
がこじれてしまうことがあります。何かにつ
いて気をもんでいる時間は、今現在を謳歌
する機会を失っている時間です。
心配性も睡眠に差しさわるほどになると、体
調にも悪影響が及び始めます。ある大規模
な研究によると、
ストレスの多い仕事ですり
切れそうになっていると感じている人は、そ
うでない人と比べると、心臓病と脳卒中の
発症リスクが3倍も高かったそうです。
仕事に不安はつきものです。
これでうまくい
くだろうか、あるいは、締め切りに間に合う
だろうか、
と不安に思ったことは、一度や二
度ではないはずです。家事の主な担い手と
なることが期待される女性の場合、仕事の
不安と子育てのプレッシャーを同時に抱え
ていることも少なくありません。子供を迎え
に行くために毎日早めに帰らなければなら
ない女性にとって、期限に間に合うよう仕事
を片付けなければ、
という思いはいっそう切
迫したものとなるでしょう。

ることは随分前から指摘されています。それ
でも感情を内に秘めたまま、膨らむストレス
を押さえ込む女性は後を絶ちません。
ストレスの程度を把握する方法としては、自
分の感情の動きを観察するのがおすすめで
す。特に理由はなくとも何となく気落ちして
いるようであれば、自分ではまだ気付いて
いないストレス源が日々の暮らしの中にあ
ると考えてよいでしょう。
心配症を過去のものにするために、今年は
食生活を改善し、定期的にしっかりと体を動
かし、意図的にリラクゼーションの時間をつ
くって、親しい人たちからのサポートを快く
受けるようにしましょう。また、今現在にフォ
ーカスを合わせ、気分を良好にしてくれるも
のを知ることも大切です。
もしも、
という想像
は架空に過ぎず、今現在の現実ではないの
です。

ヘルシーな食生活は慢性的な不安感から様
々な方法で心身を守ってくれます。新鮮な野
菜と果物に含まれる抗酸化物質が強度のス
トレスがもたらすフリーラジカルに対抗す
るうえで有効なことは、数々の研究で証明さ
れています。ヘルシーな食品にフォーカスを
合わせていれば、ストレスの一時しのぎに
職場で弱者の立場に甘んじないために、意 体に悪い食べ物に手を出すようなことはな
識的に不安を隠している女性もいます。ま くなります。加えて、健康的な食事をしている
た、
どれほどの心配事を抱えこんでいるか、 と満足感が持続しエネルギーも安定供給さ
自分でも分からなくなっている人もいます。 れるので、疲労ややけ食いを防ぐことができ
ます。
多大なストレスとプレッシャーのかかる慌
ただしい毎日が続くと、そのような状態に慣 心配事にとらわれないようにする最善の方
リラックスするための時間をとること
れてしまって、安穏とした暮らしがどんなも 法は、
のか想像すらできなくなってしまいます。
こ です。自分が心地よく落ち着いた気分にな
こまでくると、頭では体に悪いと分かってい れるなら、
どんな方法でも構いません。好き
ても、心が燃え尽きるまで悪化を止めること な本を読む、温泉に浸かる、森林を歩く、音
はできません。悩みや心配からくるストレス 楽を聞くなど、心配事から離れられる何かを
も積み重なると心臓にダメージを及ぼし得 楽しんで下さい。

どうしても気がかりなことから離れられない
ときは、体を動かしてみましょう。
ランニング
に出かけるのもマッサージでリラックスする
のと同じくらい効果的です。活発な運動をし
ていると、体内で爽快な気分に導くホルモ
ンが分泌されます。良い気分になった後、夜
間の睡眠の質が高まるのも運動のもたらす
利点です。
さらに、友人や家族に頼るのも有効です。直
面する問題がその場で解決するわけではな
くとも、誰かに打ち明けるだけで心は癒され
ます。友達に話してみたら、相手も似たよう
な経験をしたと話してくれるかも知れませ
ん。二人で考えることで、一人では思いつか
なかったようなアイデアが出てくるかも知れ
ません。私たちはみな、一人で存在している
わけではありません。助け合う喜びは人間
性の根本にあるのです。
よりよい食生活をし、
リラックスと運動を習
慣にして、親しい人たちと支え合うことに加
えて、自分の感情に向き合うことを意識しま
しょう。1日を振り返って、おおむね良好な気
分で過ごせたかどうか、問いかけてみて下
さい。答えがノーなら、思考のフォーカスを
ポジティブな方へ合わせる必要があります。
会議中でも食事中でも運転中でも、意識を
ポジティブに切り替えるだけで気持ちが穏
やかになって、ストレスを軽減することがで
きます。
セルフケアは食事と運動に限ったことでは
ありません。心の内面をケアすることで、慢
性的な不安や心配、悩みを過去のものにで
きます。そうすれば未来はこれまでに考えて
いたよりも明るいものになります。
もしも、の
先にあるのはあなたの心が描いた幻想で
す。幻想に惑わされることなく、現実に目を
向けましょう。
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プロアンセノルズ

®

100

酸化ストレスから身を守るために！◊

プロアンセノルズは、5 0 年に及ぶ 研 究をもとに編み出された本
物 の 抗 酸 化 物 質をたっぷりと含 む高 品 質 のサプリメントです。
主成分の
「リアルOPCｓ」
は、
ブドウの種子と南仏に自生する特定の品種のマツの樹皮から抽出されています。
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女性でも心疾患にかかる可
能性はありますか。

専門家への質問

男性も女性も、心臓病は男性だけが気に掛けるべき健康
問題だと考えがちなようです。
ところがメイヨークリニッ
クによれば、実際には、毎年心疾患で亡くなる人は男性よ
り女性のほうが多いのです。健康的な食生活と日常的な
運動は、体重、血圧、コレステロール値という、心臓病の
誘因となる三大リスクを調整する上で有益です。
また、
ス
トレス管理やタバコ製品を避けることも、健康の維持に
一役買ってくれます。男性であれ女性であれ、生活習慣を
健康的なものに切り替えていけば、心臓だけでなく体の
様々な部位において、その健康に劇的な効果を得ること
ができます。

体重を減らすために昼食を抜く
のは健康的な方法でしょうか。
食事を摂らなければその分摂取カロリーが減るのですから、一見
理論的な方法のようですが、実際には、昼食に限らず食事を抜くこ
とによって、かえって体重を減らすことが難しくなるという場合がし
ばしばあります。栄養素を体に供給しないという点でまず不健康な
わけですが、
この基本的な事実を考慮から外したとしても、食事を
抜くということは、減量と望ましい体重の維持を、むしろほぼ不可能
にしてしまう影響を及ぼす行為です。空腹はダイエットに励む人た
ちにとっての最大の敵です。空腹を感じ食への欲求が抑え難くなる
と、私達はつい最も近くにある手軽なものを口にしてしまいがちで
す。手軽なものといえば、それはしばしば加工済みのジャンクフー
ドであり、それらの食品は大体において高カロリーである一方、必
要栄養素をほとんど含んでいません。さらに悪いことには、
これら
の抑えがたい欲求が食事を抜いたために起きている場合、体は飢
餓状態となっているため、
より多くのカロリーを体内に蓄えようとし
ます。そして過剰に摂取されたエネルギー源は、体内で脂肪として
蓄積されてしまうのです。食事の回数を増やすことで体重の維持が
容易になる、
という事実を実感している人はたくさんいます。毎日
５〜７回、少量ずつ健康的な食事を摂ることは、エネルギーや栄
養素の供給をすると同時に、空腹による欲求を抑えてくれます。

冬の間、気持ちが落ち込むのは
自然なことですか。
日光を十分に浴びることができない、日照時間の短い日が長期間
続くことは、憂鬱や落ち込みなどといった気持ちと関係があります。
軽い冬季うつといわれるような状況から、真性の季節性感情障害
（SAD）まで、世界中の多くの人が、冬季の抑うつ状態を経験して
います。幸いなことに、ほとんどの人は明るい光により多く当たるこ
とで、冬季うつから解放されるということが分かっています。
日中で
きるだけ屋外で過ごし、曇りの日は毎朝１時間、明るい光源のライ
ト
（10,000ルーメン）に当たるという方法は、真冬のうつを乗り越え
るのに、
しばしば有効です。運動やビタミンDもまた、冬季うつを撃
退するのに効果があります。真冬の時期に、太陽が燦燦と照りつけ
る土地へ休暇に行くのもよいでしょう。
しかしながら、
もし単なる冬
季うつ以上のものであると感じたら、医師の診察を受けてくださ
い。我慢をして不調を長引かせないようにしましょう。
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デイリーバイオベーシックス
栄養の宝庫

全身の健康をサポートするなら、栄養たっぷりのデイリーバイオ
ベーシックスがおすすめです 。

心身ともにベストな状態で１日を過ごすために必要な、
ビタミン、
ミネラル、
食物繊維がバランスよく配合されています。
画期的な独自のブレンドで、
スムーズ、
なめらか、
クリーミーな栄養ドリンクをいつでもお楽しみいただけます。
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