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健康への道
私が長年の間に出会った中には、健康を静的な状態として語る人が
たくさんいました。でも、それが正しいとは限りません。子供たちにと
っての健康と、シニアにとっての健康は、同じ健康でも実態がかなり
違います。子供とシニアの間に位置するそれぞれのライフステージに
おいても、いろんなバージョンの健康があり得るはずです。

健康への道は単一でもまっすぐなものでも
ありません。健康に至る道は長く曲がりくね
っていて、途中にはいくつもの分かれ道や交
差点があります。時にはUターンをすること
もあるでしょう。そして、そのすべてが楽しみ
の一部となるはずです。自分に合った道を選
ぶということはとても個人的かつ豊かな体
験です。

万人に有効な地図はありません。ひとりひと
りが違う道を歩んでいるわけですが、決して
孤独な道のりではありません。健康を目指し
ている仲間はたくさんいます。友人、家族、
同僚、医師と一緒に、私たちは支えあって進
んでいるのです。たくさんの旅路があって、接
点があちこちにある、そう思うと励みになり
ませんか。

健康を目指して進むとき、私たちは実にたく
さんのことを学びます。食べ物、レシピ、運
動、リラクゼーションなど、新しい何かを試
みるたびに、自分の進む道が少しずつはっき
りと見えてきます。ただ、意図的に自分の内
面に目を向けていれば、の話です。好きか嫌
いか、それはなぜなのか。ニンジンは好きだ
けどえんどう豆は嫌いなのはどうしてなのだ
ろう。 本当は自転車のほうが好きなのにど
うして毎朝ジョギングをしているのだろう。
自己と向き合うことは、自分を知ることでも
あります。

誰もがある程度の常識をもとに試行錯誤し
ながら、前を向いて歩んでいます。心の声に
耳を傾け、科学的な知見や最先端の研究結
果を取り入れながら、最善の道を見つけて健
康を目指しましょう。
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最新ニュース
繊維が豊富な食品

子供の脳を強化する

元気に長生きできるかどうかには、食物繊
維の豊富な食事が深く関与しているそうで
す。50才以上の大人1,609人を対象に、食事
と健康状態を10年間追跡した調査の結果、
食物繊維の摂取量が多い人は、病気や機能
障害に悩まされることなく長生きする傾向
があることが明らかになりました。この調
査は疾患と認知機能に限らず、身体障害や
社交性、精神面の健康状態も考慮に入れた
うえで、
より良い年齢の重ね方を探ったもの
です。

子供の読解力を伸ばしたいなら、
オメガ3が
役に立ちそうです。
スウェーデン西部の小学
生154人に3か月間オメガ3のサプリメントを
摂取させたところ、読解力に明らかな向上が
認められました。脳の大部分は脂質（ヘルシ
ーなEPA、DHA）
でできています。
ですから、
子供たちの食事にこの脂質を加えることで
脳機能が向上したとしても、不思議なことで
はないとも言えるでしょう。

緑のお野菜をもっと食べましょう

筋肉に負荷をかける運動
膝関節の軟骨に由来する痛みは、水中ウォー
キングで緩和できる可能性があります。
フィ
ンランドのユヴァスキュラ大学で行われた研
究によって、衝撃の低い水中で筋肉に負荷を
かける運動をしたところ、膝の軟骨の生化学
的組成の向上に有益であったことが分かり
ました。一般的に関節の軟骨は維持はでき
ても改善はできないと思われていますが、
あ
きらめたくない人にとって朗報と言えます。
こ
の研究は閉経後の60代女性で膝部に軽度の
変形性関節症が認められる87人を対象に行
われました。週に3回1時間ずつ、水中で下半
身を集中的に動かすエクササイズを実施し
た結果、4か月後には軟骨の生化学的組成に
改善が見られました。
これは、痛みの緩和と
可動性の向上に役立つ好ましい変化だそう
です。

乾燥の気になる冬にお肌のつやを保つため
に、緑の野菜をたくさん食べましょう。生のケ
ール1カップには、ベータカロテンが950マイ
クログラム
（しかもたったの8カロリー）含ま
れています。お肌の色と感触を健康的な状態
に維持したい方はぜひ役立ててください。

健康的な食生活を子供たちに
健康的な食生活というすばらしい贈り物を
子供たちに受け継ぐために、今日からガー
デニングを始めませんか。1,351人の大学
生に聞き取りを行った調査の結果、子供の
頃に親と一緒にガーデニングをした学生
は、他の若者よりも野菜を多く摂取してい
ることが明らかになりました。特に、現在で
もガーデニングをしている学生には、健康
的な食生活をしている傾向が顕著に認め
られました。家庭でガーデニングの恩恵を
得るのに、大きな庭は必要ありません。野
菜の小さな鉢植えがいくつかあるだけで
も、新鮮な野菜を好んで食べようとする健
康的な姿勢を育むことができます。
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フィットネス

エクササイズ
にもマインドフルネスを
近年、多忙なライフスタイルの真っ只中にいる現代人の間で、安ら
ぎを見出し穏やかな心を取り戻すための方法として、
今この瞬間を
ありのままに生きるというマインドフルネスが人気を集めています。
同様のストレス解消法としては、ヨガや瞑想が有効であることが知
られていますが、ヨガのスタジオを出たら満たされた状態は終わ
り、というのはもったいないと思いませんか。
マインドフルネスと全般的な健康状態の相
関性については科学者も注目しています。例
えば体重管理とマインドフルネスは互いに
影響しあっていて、マインドフルネスな状態
で食事が楽しめる人は太りにくいことが明ら
かにされています。食事の間、食べることに
意識を向けているだけで、摂取カロリーが減
らせる可能性があるとも指摘されています。
エクササイズにもマインドフルネスの利点
を生かすことができます。運動中、
そして運
動の前後にマインドフルネスを実践すると、
よりよい成果が引き出せたり、けがを予防で
きたり、運動の習慣を維持しやすくなったり
といった効果が期待できます。

ジョギング、水泳、
サイクリング、
そ
の他どんな方法であれ、
その時ど
きに体感していることを意識する
ようにしてみて下さい。
気がそれたり別のことを考えたりしていると、
けがの予兆となりうるかすかな痛みを見過
ごしかねません。けがをすると数週間はジム
どころではなくなってしまいます。

一方、痛みだけに意識を向けていても持続し
にくくなりますから、体の状態をより深く知る
ように努めましょう。足が地面につくとき、
ど
んな感じがしますか。呼吸は速くなったり遅
くなったりしますか。体から水分が失われて
いるのを感じませんか。このように自分の知
覚を意識することで、最大限の成果を引き出
しつつ、けがのリスクを最小限にすることが
できます。

運動の楽しさを実感するコツは、
自己の中にある喜びを見出すこと
です。
最近の研究では、運動時にマインドフルネス
を実感している人は、満足感が高く、運動を
休むことが少ない傾向があると報告されて
います。1
エクササイズにマインドフルネスを導入する
場合は、準備段階から内面に意識を向けて
いく必要があります。今どんな気持ちで、何を
感じていますか。今日は何を目的に運動しま
すか。具体的な目標は明確になっています
か。
目標を達成したときはどんな気持ちにな
れると思いますか。
といったように、
自分に問
いかけていきましょう。
自分の心に向き合ったら、次は周囲の環境
へと意識を向けます。何か見えますか。五感
は何を感じとっていますか。周囲の環境は意
識にどんな影響を及ぼしていますか。運動と
いう体験は周囲の環境ではなく自己の内部
で体感するものですが、外界をまったく無視
するのは危険です。

マインドフルネスを実践するときは、複数の
ことを同時にこなそうとしてはいけません。
テレビを見ながら、電話をかけながら、
ある
いはオーディオブックを聞きながらのマイン
ドフルネスは不可能です。

心に雑音をもたらす物事とは距離
を置いて、心の中と自分を取り巻く
世界を五感で捉えて下さい。
一体としての自己を知覚し、内側からも外側
からも自己の存在する空間を把握するのが
ポイントです。
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そして、体に変化が生じていくのを
感じ取りましょう。運動をしている
と、心拍数が上がり、呼吸が増えて
いきます。
筋肉が緊張する、
あるいは弛緩するのは分か
りますか。
自然に流れるような動きができて
いるでしょうか。適切なフォームを維持でき
ていますか、
それとも軽い痛みをかばうよう
な動作になっていますか。このようにマイン
ドフルネスを取り入れることで、
より効果的
な運動ができます。

エクササイズをマインドフルに行うには、
あ
る程度の練習を重ねる必要があります。思考
が体から離れてしまっても、
自分に腹を立て
ないで下さい。気付いた時点で意識を再び
体に集中させて、進み具合を確かめればよ
いことです。練習を続ければ続けるほど、マ
インドフルな状態を維持しやすくなります。
いずれは自然に実践できるまでに身につく
ことでしょう。
そして、いつものエクササイズ
がずっと充実したものになり、運動の前後も
含めて良い気分でいられることに気付くは
ずです。

1
Tsafou KE, De Ridder DT, van Ee R, Lacroix JP. Mindfulness
and satisfaction in physical activity: A cross-sectional study in
the Dutch population. J Health Psychol. 2016 Sep;21(9):
1817-27. doi: 10.1177/1359105314567207
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特集記事

睡眠の
重要性とは

個人の体調管理に便利なデバイスが普及しつつある昨今、毎日のルーチンを興味深
く再認識している方も多いでしょう。新しいモデルでは、睡眠中のデータも追跡でき
るようになっています。人間は人生の3分の1を眠って過ごしているわけですが、個々
にデータを集め、解析ができるようになったことで、睡眠も新時代に突入したと言え
そうです。
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睡眠については様々な研究調査が重ねられ
てきました。最新の技術も続々と導入されて
います。
それでも睡眠のメカニズムや人が睡
眠する理由は多くの謎に包まれています。私
たちにとって睡眠が不可欠であること、
そし
て体にあらゆる影響を及ぼすものであるこ
とは揺るぎない事実です。気力体力、体重管
理、精神状態、免疫系など、睡眠と深く関与し
ていることはたくさんあります。

また、細胞組織の修復、体温や代
謝の調節、適応免疫系の機能にお
いて睡眠が要因として働いている
ことも証明されています。1

気分と睡眠の相関性は特に本質的なもの
で、感情によって睡眠パターンが影響された
り、
その逆が起こったりします。2日中に興奮し
たり気分が落ち込むようなことがあったりす
ると、夜間の眠り具合が変わってきます。
そし
て、睡眠の質と長さは、次の日の気分に影響
を及ぼします。
日中に多大なストレスにさらされたり、感情
的になる出来事があったりすると、夢の内容
やパターン、夢の中で感じる気持ちといった
ような睡眠生理学上の変化が現れることは
研究で明らかにされています。
また、
日中の
活動に備えて、睡眠中に機能回復が進めら
れることも判明しています。夜間に質のよい
睡眠がとれると、次の日に向き合う心の準備
もうまくできますが、逆に、眠れない夜を過ご
した後はナーバスな状態になっていて、翌日
の出来事にストレスを感じやすくなるのだそ
うです。
これは、
レム睡眠（急速な眼球運動を
伴う睡眠）
と密接に関係していると考えられ
ています。3
夜ぐっすり眠れたかどうかで朝の気分が違う
というだけでなく、睡眠と気分にはもっと深
いつながりがあります。睡眠に慢性的な問題
を抱えている人の半分から3分の1が、気分
障害を患っているとも言われています。4

1
Rasch B, Born J. About Sleep’s Role in Memory. Physiol Rev.
2013 Apr; 93(2):681–766. doi: 10.1152/physrev.00032.2012
2
Moturu ST, Khayal I, Aharony N, et al. Sleep, mood
and sociability in a healthy population. Conf Proc IEEE
Eng Med Biol Soc. 2011;2011:5267-70. doi: 10.1109/
IEMBS.2011.6091303.
3
Vandekerckhove M, Cluydts R. The emotional brain and sleep:
an intimate relationship. Sleep Med Rev 14: 219–226, 2010
4
Benca R, Okawa M, Uchiyama M, et al. Sleep and mood
disorders. Sleep Med Rev. 1997 Nov;1(1):45-56.
5
Wixted JT. The psychology and neuroscience of forgetting.
Annu Rev Psychol 55: 235–269, 2004.

さらに、睡眠は記憶にも多大な影響を及ぼし
ます。良質の睡眠で記憶力が良くなることは
何度も証明されています。
これに基づいた説
では、精神的活動には非特異的な干渉で忘
却を促進する作用があり、睡眠中はこれを休
ませることで記憶の形成を進めている、
と解
釈しています。5

つまり、起きている間に普通に行
われる精神活動は、記憶の形成を
妨げているとも言えます。
また、新たな学習体験から就寝までの経過
時間によって、新しい記憶が定着するかどう
かが変わってくることについても研究報告が
あがっています。
ある研究では、学生に新し
い単語を覚えてもらい、3時間以内に睡眠を
とった場合と10時間以上経ってから睡眠をと
った場合を比較しました。すると、前者のほ
うが記憶力が高かったことが分かりました。6
試験前に徹夜してそのまま家を出るよりも、
前日の午後に勉強してしっかりと寝たほうが
良い結果が出せそうです。
睡眠の影響は、気分と記憶に加えて、体重管
理にも及びます。
日常的に睡眠の足りない人
は太りやすく、肥満になる可能性が高いこと
を示すデータが発表されています。
さらに、
減量を試みた場合、睡眠の質のよい人のほ
うが成功率が33％も高いということです。7
睡眠が足りないと、食欲を増進し脂肪の蓄積
を促すグレリンというホルモンの分泌量が
増えることも知られています。
適切な睡眠時間が体脂肪の低減に有効であ
ることは複数の研究で示されています。
です
から、食生活を改め、運動の習慣を取り入れ
て体を軽くしようとするなら、
より好ましい成
果を引き出して失望に終わらないようにす
るために、夜間の睡眠にも配慮するとよいで
しょう。

Gais S, Lucas B, Born J. Sleep after learning aids memory
recall. Learn Mem 13: 259–262, 2006
Thomson CA, Morrow KL, Flatt SW, et al. Relationship
between sleep quality and quantity and weight loss in women
participating in a weight-loss intervention trial. Obesity (Silver
Spring). 2012 Jul;20(7):1419-25. doi: 10.1038/oby.2012.62.
Epub 2012 Mar 8.
8
Chaput JP, Tremblay A. Sleeping habits predict the
magnitude of fat loss in adults exposed to moderate
caloric restriction. Obes Facts. 2012;5(4):561-6. doi:
10.1159/000342054.
6

7
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よく眠るための習慣
科学者や専門家による長年の研究により、時
間のない人にもより良い睡眠がとれる方法
が追及されています。一般的には、健康的な
食事をし、
ストレスを減らして、
しっかりと体
を動かすと、夜もよく眠れます。健康的な睡
眠をとるために、以下のような工夫を取り入
れてみてください。
昼寝はしないようにしましょう。
日中に少しで
も眠ってしまうと、通常の睡眠パターンが変
わってしまいます。

ひと仕事した後の午睡ですっきり
とするかも知れませんが、
そのせ
いで夜の寝つきが悪くなり、次の日
も昼寝をしないともたない、とい
う悪循環を起こしかねません。

寝る前は覚醒作用のあるカフェインやニコ
チン、
アルコールの摂取をやめましょう。
スト
レスの多い1日の終わりに1杯飲めば落ち着
いた気持ちで眠れると思っていませんか。
ア
ルコールが入ると眠りやすくなるのは事実で
すが、睡眠が中断されやすくなるという弊害
もあります。体がアルコールの代謝を始める
と目が覚めて、再び眠りにつくのが難しくな
ってしまいます。
そうでなくとも、健康的な深
い睡眠がとれる状態にはなりません。
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抗炎症・抗菌作用のあるカモミー
ルは古くから親しまれてきた植物で
す。睡眠にも効果的であることは、
科学的に実証されています。10
睡眠の重要性は明白です。にも関わらず、生
産性を削減する厄介ごとと受け止めている
人がたくさんいます。私たちは視点を変えて、
睡眠をヘルシーかつ不可欠な夜のアクティ
ビティとして楽しんだほうがよいのではない
でしょうか。

運動は睡眠の向上に有効ですが、就寝の直
前の運動は良くありません。
しっかりと体を
動かすのは、朝から午後早めの時間帯まで
にしましょう。
就寝前にリラックスする習慣を定着させて、
体に睡眠の準備をするパターンを教えましょ
う。音楽やテレビ、読書、会話などを含めて、
就寝の2時間前からは刺激的なものは避け
てください。寝室とベッドは安眠するために
あります。
テレビやラジオ、
コンピューター、
携帯電話は持ち込み禁止とするべきです。9

9
Thorpy, Michael, MD. “Sleep Hygiene.” - National Sleep
Foundation. National Sleep Foundation, n.d. Web. 09
Oct. 2016.
10
Chang SM, Chen CH. Effects of an intervention with drinking

夜のカモミールティーには、
リラックスして眠
れるよう助ける働きがあります。

chamomile tea on sleep quality and depression in sleep
disturbed postnatal women: a randomized controlled trial. J
Adv Nurs. 2016 Feb;72(2):306-15. doi: 10.1111/jan.12836.
Epub 2015 Oct 20.

睡眠時間の目安

年令		

時間

65+		
26-64		
18-25		
14-17		
6-13		
3-5		
2才以下

5-9
6-10
6-11
7-11
7-12
8-14
9-1911

11
“How Much Sleep Do We Really Need?” How Sleep Works.
National Sleep Foundation, n.d. Web. 09 Oct. 2016.

ライフプラスから新発売：

ヴィーガン オメゴールド

®

「オメガ 3 脂肪酸は、いくつかの
重要な体の働きを維持する上で
非常に役に立ちます。
EPA と DHA は、心臓の正常な働きを支えま
す。◊さらに DHA には、脳の働きや視力を正
常に保つ効果もあります。◊ライフプラスが提
供する藻類由来の ヴィーガン オメゴールド
は、動物成分を含む食事を召し上がらない
菜食主義の方が、オメガ 3 脂肪酸を手軽に摂
取することができるようにサポートします。
◊ヴィーガン

オメゴールド が今日からあな
たの健康と幸福をサポートします。」

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト
www.lifeplus.comをご覧ください。

◊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。

© 2016 Lifeplus International
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ライフスタイル

充足感
あふれる暮らし
日々の暮らしの中で、五感を駆使する経験をどのくらいしています
か。 このように聞かれたら、たいていの人は「めったにない」あるい
は「全くない」と答えることでしょう。 それは、通常は1つか2つくらい
の感覚を集中的に使っているためです。
海に沈む夕日を眺めているときは、主に視覚
で風景をとらえ、空の色や海の色を把握して
います。
夕食をとっている間は食べ物を味わ
うことに意識が向いています。友達と話をし
ているときは、耳から入ってくる言葉に集中
しています。
ところが、実際には今あげたい
ずれの例でも、五感のすべてが同時に働い
て、
あらゆる情報を拾い上げています。

感覚を特に意識して使ったことのない方は、
最初のうちは不自然に思えるかも知れませ
ん。五感を全て働かせるには、マインドフル
ネス
（気付き）
を意識して、今ここにある瞬間
に向き合う必要があります。
それでも実際に
やってみれば、
目の前にすばらしい世界が開
けるのが分かるでしょう。想像を上回る体験
を繰り返すうちに、
自然に身についてくるは
ずです。

意識的に五感を使うようにする
と、ひとつひとつの体験がより深ま
りのあるものになります。

ただし、意識の妨げとなるものが身近にある
と、感覚が鈍ってうまく働かせることができ
なくなります。若い世代では特に顕著です
が、個人と世界の間には常にデジタル画面
がある、
という日常を過ごしている人は少な
くありません。美しい夕日をフェイスブックに
アップする必要は本当にありますか。
目の前
に美しい夕日があるのに、友達が今何をして
いるかその場で知る必要はありますか。

夕日を例にしてみましょう。素足に触れる砂
はどんな感じですか。潮風はどんなにおい
がしますか。海岸に優しく打ち寄せる波の音
が聞こえませんか。漂う空気にほんのりとし
た塩味を感じませんか。すべての感覚を働
かせると、
より豊かな体験が楽しめるだけで
なく、鮮明な思い出として記憶に残ります。

メディアとの過剰な接触やタスク掛け持ちの
常態化、ネガティブな思考パターンは、いず
れも感覚を妨げ鈍らせます。携帯電話のよう
な邪魔が入ると、五感を働かせることに集中
できなくなってしまいます。

今ここで生きているということと
向き合うなら、携帯は片付けてく
ださい。

あらゆる感覚を通じて周囲の世界とのつな
がりを意識し始めると、慣れや惰性でやって
いたことから離れ、いつものパターンから開
放されるのが分かります。
そういった体験を
重ねていくうちに、無意識のうちに引き寄せ
ていた余計なものは消えていきます。
夕焼けをただ眺めているだけなら、思考はラ
ンダムに動いていきます。
その結果、意識す
るともなく携帯を手にし、友達が何をしてい
るかをチェックしてしまうかも知れません。

もしも五感をフルに活用して夕日
に向き合う体験を存分に楽しんで
いれば、
その間は携帯を持ってい
ることすら忘れてしまいます。そん
な開放感に満たされる気持ちを味
わってみたいと思いませんか。
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五感を使って充足感を見出すことを覚える
と、ネガティブな思考パターンに陥ることな
く、
より幸せな暮らしができるようになりま
す。

すばらしい体験に夢中になってい
るとき、
それを自分の所有物にしよ
うと考える必要はありません。
どう改良しようか、いくらなら買えるかと算段
することもありません。
目で見て、耳で聞い
て、舌で味わって、肌で触れて、においを嗅い
で、満たされた時間を堪能する、
それだけで
よいのです。今この瞬間をいきいきと実感す
ることは、
どんな欲望を追いかけるよりも、心
を満たしてくれます。

五感を通じて世界とのつながりを意識してい
る間に、不安や悩みは静まっていき、ポジテ
ィブな気持ちが湧いてきます。豊かに満たさ
れた感覚の余韻はしばらく続くでしょう。
心配事に気をもんだり、情報の収集、分析、
共有にかかりっきりになったりしていると、身
近なところにある喜びに気付かないまま毎
日が慌ただしく過ぎていきます。立ち止まっ
て五感をフルに働かせる時間をとりましょ
う。
きっと日々の暮らしが真の充足感に満た
されていきます。

2017 年1月/2月 | 11
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栄養

栄養を味わう

もしもこの世界に広告というものがなく、既製食品や人工調味
料、遺伝子操作した食品が存在しなかったとしたら、人はどんな
ものを好んで食べるでしょうか。 行動生態学者の説では、味覚
は体がどんな食品からどんな栄養素が得られるかを識別するた
めに備わっているということです。 1
この栄養にまつわる生得的な知恵を示す研
究は、1939年には行われていました。幼児を
集め、大人の介入なしでどんな食べ方をする
かを観察したのです。当時はまだ食品製造
業は今ほど発達していませんでしたので、た
いていの人が生で食べられるものをそのま
ま食べたり、家庭で素材をハーブやスパイス
と組み合わせて調理して食べたりしていまし
た。
実験に使った食品は、水、
ジャガイモ、牛肉、
ゼラチン、人参、鶏肉、穀類、バナナ、
ミルクな
ど、計34種類。いずれも今に言うところのホ
ールフードです。

好きなものを自由に選んで食べら
れるようにしておいたところ、驚く
べき結果が出ました。
今日の親御さんなら、大半の子が一番甘い
ものに集まったと想像されることでしょう。
と
ころが、発達段階の異なる幼児たちは、
それ
ぞれに体が必要としている栄養素を含むも
のを選んで口にしました。例えば、成長率の
最も高い子供はタンパク質をより多く摂取す
る傾向がありました。
また、活動量の多い時
間帯には、炭水化物と脂肪をより多く含むも
のを食べていました。
さらに信じがたいこと
に、被験者の中に1名いたビタミンD欠乏児
は、
自ら肝油を飲んだということです。2

味覚と栄養の関連性には、確かな証拠があ
ります。風味のもととなるアミノ酸や脂肪酸、
カロテノイドといった揮発性有機化合物は
栄養素そのものです。例えばトマトにはトマ
ト独自の揮発性物質があり、それはトマトの
主要栄養素に由来しています。
トマトの揮発
性物資が舌の味覚芽に触れると、
トマトの栄
養素の組成が風味という重要な情報として
知覚されます。つまり、
トマトをおいしいと感
じさせる風味自体が栄養素によるものなの
です。3
過去何百年、何千年もの間、人類は味覚を頼
りに栄養を摂取してきました。
ところが現代
では味覚と栄養のつながりが食品産業にハ
イジャックされています。
トマトの例に戻りま
しょう。
トマトが体によい食べ物であることは
何世紀も前から味覚で確かめられていまし
た。農業のグローバル化で今日のスーパー
には市場には様々な種類のトマトが並んで
います。
しかしながら、
その大半が栽培や輸
送に都合のよいように耐性を高めるために、
品種改良や遺伝子操作が加えられています。
そのプロセスにおいては実際の栄養価は考
慮されません。

Schatzker, Mark. “How Flavor Drives Nutrition.” WSJ. Wsj.
com, 09 Apr. 2015. Web. 25 Sept. 2016.
2
Davis CM. Results of the self-selection of diets by young
children. Can Med Assoc J 1939;41:257-61.

味覚には、甘さ、酸味、塩辛さ、苦味、
旨味とい
う５つの風味をもとに体によいものを選ぶ
よう導く働きがありますが、
この数十年で食
品と似て非なるものがすっかり普及して、
も
はや自分の味覚をあてにすることはできなく
なっています。いつの間にか私たちは、健康
でいるためではなくお金を儲けるために作
られたものを食べることに慣れてしまいまし
た。怪しげな食品の横行は、今や欧米だけの
問題ではありません。
昔は全世界の人々が味覚を頼りに健康的な
食生活をしていました。入手できる食品やそ
の風味は地域によって異なり、伝統、習慣、宗
教上の規律なども様々でした。食材と使い
方、風味の違いが世界の各地に多彩な食文
化を生んだのです。具体的な差異はあれど、
どの地域でも人々は様々な種類の野菜と果
物、ハーブ、
スパイスを組みあわせて、おいし
く楽しみながら体を維持してきました。
北欧と北米では人々の食事情はずいぶんと
違ったことでしょう。
それでも、人々は健康で
いられる食生活を積み重ねてきました。
ドイ
ツであれ、
日本であれ、
自然に近い状態の様
々な食品を活用してきたことは同じだったは
ずです。

子供たちは皆、栄養について教育を受けて
はいませんでした。炭水化物、脂肪、
グルテ
ン、砂糖といったごく初歩的な知識すらもな
かったのです。単純に、おいしいと感じるも
のを食べた、
それだけなのに、栄養ニーズに
合ったものを選んで食べていたという事実
は何を示しているのでしょうか。

1

身の回りには買ってすぐに食べられる既製
食品があふれています。食べれば風味は感じ
られますが、実際に口に入れているものは
舌が感知したはずのものとは別物です。子供
たちはおいしいフルーツジュースを喜んで
飲むでしょう。
でも、親がラベルを確認する
と、本来の果物とは栄養面で大きくかけ離れ
ていることがよくあります。
さらに、砂糖や人
工調味料、
グルタミン酸（舌の神経を直接活
性化して旨味を脳に感知させる作用がある）
といった添加物が多くの食品に多用されて
います。

今日、
その英知を見直そうとするなら、
オー
ガニック食品に目を向けるとともに、工場生
産された既製食品を避けることがポイントと
なります。先祖が食べてきたものと栄養価の
全く異なる偽物の食品には、近づかないこと
です。

Stephen A. Goff, Harry J. Klee. Plant Volatile Compounds:
Sensory Cues for Health and Nutritional Value? Science 10
Feb 2006 : 815-819

3
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栄養を五感で知る
私たちは味覚、触覚、視覚、聴覚、嗅覚の五感を使って世
界と関わっています。食卓に向かうときも例外ではありませ
ん。食べ物を味わうときに目と鼻と舌を使うのはもちろん、
感触を確かめていますし、フライパンで焼いている音を聞い
たり、友人の顔を見ながら話をしたり、食器やナプキンの手
触りを感じたりしています。
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あらゆる感覚を駆使する食事は旅に似ていま
す。ところが、五感のうちひとつでも失った
ら、その旅はどんなものになるでしょう。 食
事の体験や栄養の摂取にはどのような影響
があるでしょうか。
年齢を重ねるにつれて私たちは五感のうち少
なくともひとつに変化を生じるようになりま
す。アメリカ老年医学会の専門誌に掲載され
たシカゴ大学の研究では、対象者の94%が五
感のうちひとつ以上を失う経験をしていまし
た。 しかもその半数以上が複数の感覚に支
障を生じていたというのです。1 高齢者が生活
の質の低下に直面し、周りの人々や環境との
関わりに困難を感じているのは、こういった
感覚機能の損失によると考えられます。高齢
者層における栄養不良も根源は同じです。
白内障、緑内障、加齢黄斑変性は、加齢に伴う
視覚障害として最もよく認められる症状です。
いずれも、栄養とライフスタイルの次第によっ
ては、良い方にも悪い方にも変わり得ます。
視力をサポートする抗酸化物質、ビタミンC
は、年をとると眼球内に存在する量が減って
いきます。保護する力が衰えていくと、視力に
悪影響を及ぼすフリーラジカルが増えてしま
います。幸いなことに、目を守る力の低下を防
ぐうえで、長期的なビタミンC補給が有効であ
ることは立証されています。また、目に必要な
栄養を積極的に補給することが白内障のリス
ク低減につながることも知られています。あ
る研究では、10年以上にわたりビタミンCとビ
タミンEを摂取すれば、白内障の発症リスクが
60％も低減できると報告されています。2

オメガ3脂肪酸の豊富な寒冷海域の魚をよく
食べるのも目の保護に役立ちます。これにつ
いては開放隅角緑内障との関連性が指摘さ
れています。3 また、外的要因では、長時間直
射日光を浴びないようにする、発がん性物質
や環境汚染物質を避ける、といった工夫も目
のためになります。

ライフスタイルの一環としてこうい
ったことに気をつけていれば、日々
頼りにしている重要な感覚を生涯
守ることにつながります。
聴力の低下と栄養状態の乏しさが車の両輪
のように密接に関わっていることも研究で確
かめられています。栄養学の専門誌に掲載さ
れたオーストラリアで行われた研究によると、
単純炭水化物と精白済みの炭水化物に偏っ
た食生活をしていると、聴力に悪影響が出る
ということです。4 また、別の研究では、葉酸
とビタミンB12の不足と蝸牛神経表面の損傷
（主に大量のフリーラジカルに起因する）の
間に相関性が見出されています。5
フリーラジカルには、タバコの煙やスモッグ、
除草剤、その他あらゆる外的環境から体内に
入ってくるものと、エネルギーを得るためにカ
ロリーを燃焼したり、ウイルスと闘ったりとい
ったような、体内の正常な活動の副産物とし
てもたらされるものがあります。抗酸化物質
が充分に摂取できていないとフリーラジカル
は体内で蓄積し、耳や目、その他体のあらゆ
る部位に悪影響を及ぼします。フリーラジカ
ルによる損傷にストレスや栄養不足が重なる
と損傷は避けられません。ですから、うつ病、
感染症やがんの治療に使われる耳毒性薬物
の副作用が耳に及ぶ可能性がある場合は、
抗酸化物質が豊富な食事を心がける必要が
あります。
世界とのつながりを確かめる手段である聴力
や視力、その他の感覚の障害に栄養不足が関
係しているとは思いもよらないかも知れませ
んが、家族や友人の存在を目や耳、感触で把
握しにくくなると、人と接する機会を避け、自
分の世界に引きこもってしまう場合がありま
す。本人が孤立へ向かい始めると、食生活が
乱れ、栄養バランスが崩れて感覚機能がさら
に衰えていくという悪循環も懸念されます。

Correia C, Lopez KJ, Wroblewski KE, et al. Global Sensory
Impairment in Older Adults in the United States. J Am Geriatr
Soc. 2016 Feb;64(2):306-13. doi: 10.1111/jgs.13955.
2
American Optometric Association. “Vitamin C.” Vitamin C.
AOA, n.d. Web. 02 Oct. 2016.
3
Renard JP, Rouland JF, Bron A, et al. Nutritional, lifestyle
and environmental factors in ocular hypertension and primary
open-angle glaucoma: an exploratory case-control study. Acta
1

Ophthalmol. 2013 Sep;91(6):505-13. doi: 10.1111/j.17553768.2011.02356.x. Epub 2012 Mar 6.
B Gopinath, V Flood, C McMahon, et al. Dietary Glycemic
Load Is a Predictor of Age-Related Hearing Loss in Older
Adults. J. Nutr. December 1, 2010 vol. 140 no. 12 2207-2212
5
Houston DK, Johnson MA, Nozza RJ, et al. Age-related
hearing loss, vitamin B-12, and folate in elderly women. Am J
Clin Nutr. 1999 Mar;69(3):564-71.
4
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五感はそれぞれに独特な感覚機能ですが、味
覚と嗅覚の間には本質的なつながりがありま
す。食べ物のいい匂いを嗅ぐと、その連鎖反
応として体は食事の準備を始めます。

嗅覚は食欲を呼び起こすだけでな
く、健康全般をリードする感覚とし
ても活躍しています。
シカゴ大学で行われたある研究では、嗅覚の
喪失は5年以内の死亡率を把握するうえで重
要な指標となると報告されています。6
嗅覚が失われると、栄養の摂取状況が大きく
変化します。食べることと食べ物のにおいは
密接に関わっています。においが分からなく
なると、食欲も落ちてしまいます。小食になる
と（一般的には1日1,200カロリーを下回った場
合）、健康維持に必要なビタミンやミネラルが
摂取できない状態になりかねません。
そして、栄養面で考えるなら、五感のなかで
も失うと最も困るのは味覚です。味覚障害は
高齢者に限らず、ある種のアレルギーのある
人、点鼻薬を過剰に使う人も生じやすい傾向
があります。薬によっては副作用で味覚が変
わったり失われたりすることがあります。ま
た、喫煙、口腔衛生状態の低下、入れ歯の不
具合などでも味覚が衰えることがあります。

原因が何であれ、食べても味が分からないと
いう状態が続くと栄養の採り方も変わってき
てしまいます。食べ物の味やにおいが分から
ないために食欲が失せて、栄養失調に陥る可
能性も否定できません。逆に、人によっては
食べる楽しみを何とかして得ようとする余り
に食べ過ぎて肥満になることもあります。ま
た、鈍くなった味覚でも感じられるように、と
塩や砂糖、脂肪を大量に使ってしまう人もい
ます。
食欲に最も深刻な影響を及ぼすのは味覚と
嗅覚の障害ですが、私たちは五感すべてを働
かせて食事をしています。以前と同じように
五感が使えなくなっても、食欲を取り戻し、ヘ
ルシーな食習慣の維持を目指すために、工夫
できることは色々とあります。
次の食事まで充分に時間の余裕のあるうち
に、歯磨きやうがい、運動といったからだに
よいことをする習慣をつけましょう。歯と歯
茎を健康に保つことで味覚を守り、運動で食
欲を引き出すのです。

食事の楽しみは風味だけではない
ことを忘れないでください。口当た
りや舌ざわり、歯ごたえに変化を
つけたり、温度や彩りに気をつけ
たりと、五感を刺激する方法はたく
さんあります。
テーブルセッティングでも、食事を引き立てる
色合わせを試みるとよいでしょう。さらに、愛
する家族や親しい友人と一緒に食卓を囲み、
会話を楽しめるようにするのもおすすめです。
感覚機能が衰えたために、馴染みのあるもの
しか受け付けなくなる人もいれば、記憶と比
較しなくてすむ全く新しいものを取り入れよ
うとする人もいます。いずれの場合でも、味付
けの幅を広げ、風味の強い食材を組み合わせ
ることで、味覚芽を刺激できます。
多彩な食材を取り入れるよう、手助けすること
も大切です。食べる楽しみを失った人は、しば
しば単調な食事に落ち着いてしまいますが、
同じようなものばかり食べていると栄養も偏
ります。健康維持に必要な栄養を体に行き渡
らせるためにも、食事に工夫をしましょう。

Pinto JM, Wroblewski KE, Kern DW, Schumm LP,
McClintock MK (2014) Olfactory Dysfunction Predicts
5-Year Mortality in Older Adults. PLoS ONE 9(10): e107541.
doi:10.1371/journal.pone.0107541
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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、50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。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト
www.lifeplus.comをご覧ください。

◊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。

© 2016 Lifeplus International
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ハーブとサプリメント

おいしくてヘルシーなハーブ
とスパイス
ハーブやスパイスには風味も栄養もたっぷりと詰まっています。新し
い組み合わせを試してみると、ありふれた料理が想像をはるかに超
えた逸品に生まれ変わるかも知れません。しかも体が必要としてい
る栄養を摂取できる、といったおまけ付きです。
ハーブ、
スパイス類には貴重な栄養素がたっ
ぷり含まれています。特に「酸化ストレス」の
もとになるフリーラジカルから体を守ってく
れる抗酸化物質が豊富な点は見逃せませ
ん。幅広い種類の抗酸化物質を含むハーブ、
スパイス類を組み合わせて日々の料理に加
え、
フリーラジカルがもたらす酸化ストレス
から体を守りましょう。
風味豊かなハーブの利点はフリーラジカル
対策にとどまりません。種類によってハーブ
の栄養組成は異なり、
それぞれが独自の方
法で体をサポートしてくれます。バジルは正
常な視力の維持に役立つビタミンAが豊富
です。セージにたっぷりと含まれる葉酸は妊
娠中の女性にとって不可欠な栄養素です。
タ
ラゴンはカルシウム、マンガン、鉄といった
重要なミネラルの含有量が多いことで知ら
れています。
ディルは抗酸化作用のあるビタ
ミンCのよい摂取源になります。

普段の食事にいくつかハーブを足し
てやるだけでも、幅広い栄養で体
をサポートできる、ということは想
像に難くありません。
スパイスではがんに対抗する成分の豊富な
ものもたくさんあります。
その種類や働きは
様々ですが、正常な幹細胞の維持を助けるこ
とによって、がんにつながるような欠陥が生
じるのを防いでいると見られています。¹

世界には様々な料理がありますが、
それぞれ
に基本となるハーブとスパイスの組み合わ
せが存在します。地域が異なれば入手できる
ものも違ってきます。味に関する好みにも地
域差は現れますし、調理法もそれぞれです。
それでも、広く一般に親しまれている組み合
わせはいくつかあります。例えば、バジルとタ
イムとオレガノ、
ディルとチャイブとパセリ、
コリアンダーとスイートマジョラムとタイム、
レモンバーベナとミントとカモミール、パセリ
とタイムとローリエといったものがそうです。
レシピで指定されているハーブを別のもの
で置き換えて、変化をつけるのも楽しいもの
です。
オレガノのかわりにマジョラム、
コリア
ンダーのかわりにパセリ、
フェンネルのかわ
りにアニス、
といったように工夫をすると、風
味も栄養も幅が広がります。新鮮な印象にな
って飽きがきませんし、楽しみながら体によ
い様々な栄養素が取り込めます。

コリアンダーは特に魚料理におす
すめです。
マグロのように寿命の長
い魚は水銀を蓄積しやすい傾向が
ありますが、コリアンダーにはその
解毒を助ける作用のある成分が含
まれています。

生のハーブを使う場合は、
レシピでは通常乾
燥ハーブで分量が記載されているということ
を忘れないようにしてください。生の刻みハ
ーブ大さじ1杯分は、乾燥ハーブで小さじ1
杯、乾燥してさらに粉末にしたものであれば
小さじ2分の1の量に相当します。
また、乾燥
ハーブは調理の始めから使えますが、生の
場合は加えるタイミングに注意が必要です。
長時間加熱する料理では、生のハーブを入
れるのは出来上がり前の45～60分以内を目
安としてください。
また、生のハーブは油分
が変質しやすいので、丁寧に扱う必要があり
ます。
それでも新鮮なハーブほど風味を引き
立て、栄養価を高めるのに適したものはあり
ません

何から始めたらよいか分からないという
方は、以下の基本的な組み合わせから試
してみるとよいでしょう。
スープに：タイム、パセリ、
ローリエ、
ディル、
タラゴン
スパイシーに：パプリカ、チリ、ニンニク、
オ
ールスパイス、
タイム、
カイエンペッパー
デザートに：シナモン、
クローブ、
コリアンダ
ー、
ジンジャー、
ナツメグ、
メース
フランスの定番：チャイブ、チャービル、パセ
リ、
タイム、
タラゴン
インド料理ミックス：クミン、
コリアンダー、
カ
ルダモン、
カレー
イタリア風ブレンド：オレガノ、バジル、マジョ
ラム、
タラゴン、パセリ
メキシコ流：ニンニク、
クミン、
オレガノ、
コリ
アンダー

いつもと違う組み合わせのハーブの風味を
確認してから鍋に入れたい場合は、少量のク
リームチーズか柔らかくしたバターと練り合
わせて、パンやクラッカーにのせて食べてみ
るとよいでしょう。実験成功かどうかは、舌が
教えてくれるはずです。

ハーブやスパイスの基本的な組み合わせを
一通り試してみれば、お気に入りが見つかる
はずです。おいしく楽しく食事をしながら幅
広い栄養素を摂取できるように、色々なアレ
ンジに挑戦してみてください。

Aggarwhal, Bharat, Yost, Deobrah: Healing Spices: How to
Use 50 Everyday and Exotic Spices to Boost Health and Beat
Disease, 2011.

1
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抱きしめる
ハグの大きな効果
赤ちゃんが生まれると、母親は抱きしめスキンシップを図るこ
とをすすめられます。これは、一番最初の抱っこがもたらす恩
恵が多大だからに他なりません。

すぐに絆を深めることができ、
ストレスを減
らし、母子ともに役に立つホルモンの分泌が
促されます。子供が大きくなってもしっかりと
抱きしめることが、赤ちゃんの一番最初の抱
っこと同じくらい大切だということが研究で
分かっています。

たくさん抱きしめ愛情を注ぐ家庭
で育つ子供は、抱きしめられるこ
となく育つ子供とホルモンのレベ
ルが大きく違うことが示されてい
ます。
そして、
これは乳児期の後も長く影響しま
す。1980年代に行われたルーマニアの研究
では、ストレスに反応するホルモン、
コルチ
ゾールの数値が、4ヶ月より早い時期に養子
に出された子供より、8ヶ月以上児童養護施
設で育つ子供の方が数値がより高くなること
が明らかにされました。1
最近の研究によれば、ハグは下垂体後葉か
ら分泌されるオキシトシンと呼ばれるペプチ
ドホルモンを放出することで、
ストレスを減
らす働きがあることが分かっています。乳児
期にスキンシップをいっぱい受け、
その後も
ずっとハグをされてきた子供は、
オキシトシ
ンが体内に分泌され、
それがコルチゾール
に対抗し数値を下げ、安らぎをもたらし、他
者とつながるよう促す、
といった機能がうまく
働いています。

新生児集中治療に従事する多くの医者はこ
の効果を考慮して、
、新米の両親に早産児の
我が子をできる限り長い時間抱きしめるよう
働きかけています。心拍数や血圧など赤ちゃ
んのバイタルサインを押し上げるのに役立
っているのが確認されているからです。
別の研究では、幼少期にたくさんハグされ、
母子の強い絆があると、海馬の成長に大き
な影響があることが示されています。海馬
は、感情や記憶、
自律神経系の調整に中心的
な役割を果たすと考えられている脳の器官
です。
この研究データでは、一生を通じてハ
グや愛情は大切だけれども、幼少期は特に
敏感な時期にあたり、若い発達途上にある
脳で海馬が育つのには、
このハグや愛情とい
ったサポートが大きな影響を及ぼすとして
います。海馬の成長過程を観察すると、青年
期早期の良好な感情調整との相関性が認め
られました。
これらすべての研究結果が示す
のは、幼少期にたくさんのハグや愛情を注ぐ
ことが健康的な脳の成長や感情の調整を促
進するであろうということです。2
ハグは子供の神経発達に限らず、健康全般
に重要です。感情的にも身体的にも安全と感
じるために、子供は親からの愛情を感じる必
要があります。ハグは安心と信頼を築くうえ
で役に立ちます。

これによって子供は自由に心を開
き新しいことに挑戦するようにな
ります。

安心感は子供が自尊心を育むのを助けま
す。子供に注ぐ愛情は、
しばしば身体的な触
れ合いのかたちで示されます。
これが自分に
自信を持てるようになる、
自信の元となる土
台を築いていきます。簡単に言えば、
日常的
にハグをたくさんしていれば、子供の自信、
信頼、
自尊心を培う後押しとなるわけです。
ハグは子供たち
（と大人も！）
を幸せな気分に
してくれます。ハグは満足感を与えるホルモ
ン、セロトニンを脳内に放出するきっかけと
なります。
これが、落ち込んでいる時や悲しい
ときに、ハグしてほしいと思う理由なのでしょ
う。私たちは化学的な根拠を知らなくとも、
ハグが文字通りより良い気分をもたらしてく
れることを知っているのではないでしょう
か。3
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ハグのパワーはこれだけに留まら
ず、免疫システムを強化することも
分かっています。
ハグから得られる感情の高まりと胸骨への柔
らかな圧力が胸腺を刺激し、
これがT細胞と
呼ばれる特別なリンパ球を作り出し、調整す
る役割を担っています。ハグが心も身体もヘ
ルシーに保ってくれるのです！4

ハグのパワーが素晴らしいということは科学
的に明確です。
親にも子供にもプラスになる
（そして気分が
良くなる）ハグを活用して、愛情の相互作用
を子供に教えてあげましょう。

Gunnar MR, Morison SJ, Chisholm K, Schuder M; Salivary
cortisol levels in children adopted from Romanian orphanages;
Dev Psychopathol. 2001 Summer;13(3):611-28.
2
Joan L. Luby, Andy Belden, Michael P. Harms, et al. Mother
nurture and the social definition of neurodevelopment; Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 2016 0 (2016) 1605859113v1-201605859
3
Richardson, Josh. “8 Ways Science Reveals That Hugging
Creates a Physiological Response Equivalent To Drugs.” 8
Ways Science Reveals That Hugging Creates a Physiological
Response Equivalent To Drugs. Prevent Disease, 22 Jan. 2015.
Web. 25 Sept. 2016.
4
Rea, Shilo. “Hugs Help Protect Against Stress and Infection,
Say Carnegie Mellon Researchers-CMU News - Carnegie
Mellon University.” Hugs Help Protect Against Stress and
Infection, Say Carnegie Mellon Researchers-CMU News Carnegie Mellon University. Carnegie Mellon University, 17 Dec.
2014. Web. 25 Sept. 2016.
1
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感知能力 女性の場合
女性は男性よりも本当に感知能力が高いのでしょうか。五感を通じて人生を体験す
るということに関しては、女性は確かに男性とは違うことを体験します。男女の脳は
感覚入力の段階で異なる反応をするということが裏づけられています。

文字通り、男女は世界を異なるように見てい
るのです。ニューヨーク市立大学の研究によ
れば、女性は男性よりも赤、黄、青の三原色
の微妙な色使いの違いをより良く区別でき
るとしています。1 女性が色の識別能力が高
い傾向にある一方、動きの速い物体を追った
り、遠方から詳細を見極めるということにな
ると、男性の方が長けています。
これらの違
いは狩猟採集民だったはるか昔にさかのぼ
ります。女性は果物類を摘み、男性は狩りや
護衛を務めていたからです。

女性は色の違いが区別できるその
能力に加えて、色盲になりにくい傾
向があります。
色素の問題や色の区別が付けられないとい
ったことを引き起こす遺伝子疾患は女性に
はほとんど見られません。進化という過程の
中で、女性は恐らく植物が有毒か無毒か見
極めるために視力を発達させたのでしょう。

また女性は男性より嗅覚も優れて
います。
匂いを嗅ぎ当てるテストでは従来から女性
の方が男性よりも良い結果を出す傾向が見
られましたが、つい最近、科学者たちはその
現象を説明できる理由を探しあてました。米
国の科学誌、
プロス・メディシンに発表され
た研究によれば、脳内にある女性の嗅覚中
枢は男性より細胞で43%、神経細胞にいたっ
ては50%近くも多く存在することがわかりま
した。
初期の発達から脳細胞が増えることはほとん
どないので、女性は男性より多くの細胞を持
って生まれている可能性があります。
これは
恐らく、ふさわしい相手を見つける、つがい
の絆を保つ、生んだ赤子を認識する、
といっ
た、繁殖のための行動に起源があると考えら
れます。2
何年にもわたって議論されているのは、女性
は男性よりも聴覚が良いかどうかということ
です。最近の研究でわかっていることは、女
性は男性よりも耳が良い必要はないかもし
れないけれども、確かに違って聞こえている、
ということです。

これらの発見は、男性と女性の脳では言語
や聴力の差があるものの、必ずしもどちらが
より優れているか劣っているかを意味するも
のではない、
ということを示唆しています。研
究者たちは、同じように知的で補完的な行動
をするように、人類の進化は2つの異なる脳
のタイプを作り出したのではないか、
という
理論を立てています。
音を処理する仕方に男女の違いが見られる
のに加え、聴力を失う場合にも違いが見られ
ます。加齢とともに、
どちらも難聴のリスクは
あります。
しかし、定年を迎える時期の男女を
比較すると、女性は男性よりも高周波の聴力
が優れています。60代の女性は加齢ととも
に、男性よりも大きな割合で低周波の聴力が
衰えやすくなる傾向があります。3
これらすべての違いは、役割に応じて感知能
力に性差がある理由を説明してくれます。
ど
ちらがより優れているかではなく、ただお互
いが異なり、補完し合っているということで
す。さらに、
どうやって
「感知能力」
とうまく付
き合うか、
それが分かると、
より充実した人生
を歩む手助けとなることでしょう。感知能力
の優劣を知り、
これらの特性により注意を払
うことで、女性は世界をより豊かに体験する
ことができるようになります。

聞き取りをしている側頭葉の動きを測定し
た研究で、男性と女性では、活性化した部分
ではっきりとした違いが見られました。男性
は、昔から知られているように、聞く・話すに
関わる左脳のみに活性化が見られる傾向が
ありました。他方、女性はほとんどが左脳に
偏っているとはいえ、両方の脳に活性化が見
られました。右にある側頭葉は、言語ではな
い聴覚機能を司っています。

Israel Abramov, James Gordon, Olga Feldman, and
Alla Chavarga. Sex and vision II: color appearance of
monochromatic lights. Biol Sex Differ. 2012; 3: 21.
2
Oliveira-Pinto AV, Santos RM, Coutinho RA, Oliveira LM,
et al. (2014) Sexual Dimorphism in the Human Olfactory
Bulb: Females Have More Neurons and Glial Cells than
Males. PLoS ONE 9(11): e111733. doi:10.1371/journal.
pone.0111733
3
“Medscape Log In.” Medscape, Medscape General
Medicine, 1997, http://www.medscape.com/
viewarticle/719262_1.
1
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聴覚の衰えに対処するには
長生きすれば、たいていの場合は多少なりとも耳が遠くなるもので
す。聴覚の衰えは恥ずべき事ではありません。適切に対処するために
も、自分の体に生じる変化と向き合いましょう。

アメリカ医学連合の専門誌によると、難聴
は高齢者に多い慢性的症状で3番目に挙げ
られています。1 推計では、65才以上の25
～40％、75才では66％、85才以上では80％
以上の人に聴覚の衰えが認められるという
ことです。
難聴に至る原因は、加齢、騒音、耳の感染症、
薬の副作用、けがなど様々です。難聴は累積
的に進む性質がありますので、
あらゆる要因
が重なって聴覚に影響が出てくることもよく
あります。
生涯を通じて聴覚をなるべく失わずにいる
には、大きな音から耳を守る工夫が必要で
す。
コンサートに行ったり、芝刈りや電動工
具を使ったりといったような大音量にさらさ
れるときは、耳栓かイヤーマフを使いましょ
う。音楽を聴くときの音量にも注意してくだ
さい。

特にイヤホンやヘッドホンを使う
場合、音が漏れて他人に聞こえる
までになると、有毛細胞という敏
感な感覚神経に損傷が生じます。

聴覚の問題は高齢者に非常に多いにも関わ
らず、毎年の健康診断で聴力の検査を受け
ている人は13％にも満たないと言われてい
ます。残念なことに、聴覚に問題があるなら、
医者からそう言ってくれるはずだと信じてい
る人が多いのです。
そこに事実を受け入れ
がたい気持ちが重なって、難聴の80％は治
療されずに放置されていると考えられてい
ます。
難聴をそのままにしておくと、体や心に様々
な影響が及びます。具体的には、仕事の能力
が落ちて収入減につながる、不安やストレ
ス、疲労感に悩む、記憶障害を生じる、などの
例があります。2 また、会話がよく聞き取れな
いために社会から遠ざかり人と関わるのを
避けてしまうことも少なくありません。本人が
聴力低下に気付いていないこともあれば、恥
ずかしくて受け入れられない人もいますし、
困難な会話を克服するよりも、
そのような状
況を避けるほうが簡単だから、
と考える人も
います。
難聴の治療をしないでいると、本人だけでな
く、家族も困ることになります。成人した子供
たちは、親と話をしようとする度に、大声で何
度も繰り返し同じことを言わなければならな
いことに苛立ちを感じてしまいます。
ですから、父母や祖父母の難聴が家族全員
に影響することを、一家全員が認識しなけれ
ばなりません。

聴覚の衰えていく高齢者のために
家族にできることとして最も望ま
しいのは、優しく愛情をもって治療
をすすめることです。

Parmet S, Lynm C, Glass RM. Adult Hearing Loss. JAMA.
2007;298(1):130. doi:10.1001/jama.298.1.130.
Your Guide to Better Hearing. Bettering Hearing Institute.
2005
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2
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親や祖父母がかさばって目立ちやすい補聴
器をつけるのを嫌がっているようなら、最近
の補聴器はずいぶんと小さくなっていて、見
た目にもほとんど分からないくらいだ、
と教
えてあげましょう。
また、最近の補聴器には携
帯電話と連動しているものもありますし、昔
のお年寄りが使っていた不快なノイズの入
る補聴器とは格段に違います。

それでも補聴器を受け入れる気持ちになれ
ない場合には、他の技術の力で手助けをす
ることも可能です。普通の電話では会話が困
難になった方のために、音量を拡大して聴力
を補ってくれる電話機が販売されています。
テレビの音が聞き取りにくい場合は、字幕を
表示できるように設定すると理解に役立ちま
す。
ドアベルはチャイムの音のかわりにラン
プや電灯が点滅するように設置すると、光で
来客に気付くことができます。

聴力の弱くなった家族とのコミュニケーショ
ンを円滑にする工夫を積極的に取り入れて
みてください。

そして、辛抱強く、ポジティブに考
え、焦らずにリラックスして過ごせ
るようにしましょう。ラジオやテレ
ビ、
その他電子機器の余分な音が
しないよう、使っていないものの
電源はオフにし、なるべくジェスチ
ャーを使わずに明るい場所で相手
の顔を見て話をしてください。

難聴は目に見える機能障害ではなく、放置す
ると生活の質が著しく低下する可能性があり
ます。
とはいえ、打つべき手がないわけでは
ありません。家族の支えと聴力を補う方法を
取り入れる気持ちがあれば、会話を楽しみな
がら良好な人間関係を維持していくことがで
きます。
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家族の健康

男性も繊細な
感性で楽しんで
頑強でストイックな昔ながらの男らしい男性には、日々の暮らしの中
にあるちょっとした楽しみや喜びを見過ごしがちな傾向があります。
そんな男性も、感性の重要性を意識し感覚を衰えさせないようにす
れば、より健やかで幸せな人生を謳歌することができます。

触れる

男らしさをモットーとする男性は、ハグのよう
な身体的接触によって愛情表現をすること
に抵抗を感じる傾向があります。ただ、
これ
ではうつや不安、孤独につながる可能性が
あります。
ノースカロライナ大学で実施され
た調査では、定期的にパートナーとハグして
いる人は心拍数・血圧とも低めであることが
示されています。別の研究では、ハグには免
疫系を保護する作用があることが明らかに
なっています。

ハグが刺激となって、オキシトシン、
ドーパミン、
セロトニンといった快感
ホルモンの分泌が促進されて、幸せ
に満たされ、
くつろいだ気持ちに導
かれることも知られています。
味わう

感情を表に出すのは女々しいとストイックな
姿勢を貫く男性は、食卓を囲むひと時を満喫
しきれていないかも知れません。多くの男性
は食事を義務と捉えています。
ある程度の好
き嫌いはあれど、必要だから食べる、
という
だけで食事を終えるのはもったいないこと
です。

感情を抑制する傾向のある男性
は、食べ物や飲み物を味わうことに
喜びをあまり感じていない可能性
があります。
それが食生活の幅を狭め、ひいては摂取で
きる栄養素の種類を制限してしまうことも考
えられます。
どんな味をどう好きなのかを表
現し、個性の一面として親しい人と共有して
みてください。心を開いて話をしながら食事
をすることで、食べる楽しみが広がります。新
しい風味や組み合わせを取り入れ、口にす
る食品も多彩なものとなれば、体が必要とす
る様々な栄養素を各種の野菜と果物から摂
取することができます。

視る

男らしさにこだわる男性はしばしば弱みを見
せたくないために問題を隠してしまったり、
他人に手助けを求めるのを嫌がったりしま
す。視力の低下が豊かな人生の妨げとなりう
るのは男性も女性も同じです。
メガネなどの
視力矯正を必要とするかどうかに関わらず、
定期的な眼科検診を受けることは大切です。
問題が深刻になる前に、変化の兆候を見つ
けて対処しましょう。伴侶の微笑みを見る、好
きなチームの試合を観戦する、良書を読む、
といったように、人生に喜びをもたらす人々
や数え切れないほどの体験は、健康な視覚
に依るところが大きいのです。

香りをかぐ

アロマセラピーをすすめられたら、
男性は何
の冗談かと思うことでしょう。
でも、
爽やかな
香りが多忙な１日のストレス解消に役立つこ
と、
不安から離れて寛いだ気分で眠れるよう
になることはよく知られています。
レモンのよ
うな柑橘系の香りには、
気分を高揚させる作
用があります。
ラベンダーをベースにした香り
は心を落ち着け、
リラックスさせてくれます。

タイムの甘くスパイシーな香りは、
気力に満ちた朝にぴったりです。セ
ージのような甘みを含んだほろ苦
い香りを長持ちさせると、鎮静作用
が期待できます。
心と体に働きかける香りの力を、男性もぜひ
味方につけてください。
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聴く

視力の場合と同様、聴力の衰えもまた弱みを
恥とする男性が隠しがちな問題です。難聴
は男性にとってより大きな懸念となる可能性
があります。
それは、芝刈り機や電動工具を
使った作業をしたり、
オートバイに乗ったりと
いったように、男性がよく行うことにしばしば
大きな騒音が伴うためです。耳栓やイヤーマ
フを格好悪いと思うかも知れませんが、耳を
保護する工夫は大切です。

耳が遠くなってしまうと、愛する人
との会話に支障をきたし、独立し
た子供たちと電話で話すのも難し
くなります。
競技場にわく歓声さえ、楽しめなくなってしま
うかも知れません。難聴はまた、
うつや記憶
障害、認知症といった健康問題とも関連して
います。耳を守ることは、
自分を取り巻く世界
とのつながりを守ることでもあるのです。
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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
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

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト
www.lifeplus.comをご覧ください。
© 2016 Lifeplus International
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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。

専門家 への質問
運動が気分を左右するというの
は本当ですか。

低脂肪タイプのスナックならヘル
シーな選択肢になるでしょうか。

ストレスだらけの1日を終えた後、
ジョギング
に出てかえってきたらすっきりとした気分に
なっていた、
という経験をしている人はたく
さんいます。体を動かすことと気分の間に
は、明らかな相関性があります。

スナック類がおいしく感じられるのは、脂肪
分、糖分、塩分、
そしてたいていの場合は
MSGのような人工調味料がたっぷり含まれ
ているからです。飲み物をダイエットタイプ
にしたり、同じスナックでも低脂肪タイプを
選んだりすれば、体にいいことしている気分
になれますが、
これは結果的には体に悪影
響を及ぼす行為です。脂肪、糖、塩のいずれ
かを減らして
「ヘルシー」
とアピールする場
合、
メーカーはたいてい減らしていない他の
２つを増量しています。
ですから、低脂肪タ
イプを選ぶということは、糖分と塩分の多い
ものを選ぶことを意味します。
さらに困った
ことに、実験室で人工的に作り出された偽物
の食品や添加物が大量に使われていること
も少なくありません。
また「低脂肪」なら加工
食品でもヘルシーだろう、
という思い込みか
ら、ついつい食べ過ぎてしまうこともよくあり
ます。
これでは、精白糖、塩、人工調味料を大
量に摂取してしまいます。最も望ましいのは、
既成のスナックには手をつけず、生の野菜や
丸ごとの果物、精白していない穀類、良質の
タンパク源、
その他栄養価と食物繊維をたっ
ぷりと含むものをつまむことです。
この手の
おやつなら、満足感を持続させながら、体を
サポートすることができます。

運動すると、
それが刺激となって
快感ホルモンが分泌され、気分が
良好になるのです。
快感ホルモンのエンドルフィンには、集中力
を高める働きもあります。
ですから、運動を
頻繁に行えば、
それだけ気持ちも認知機能
も良好な状態に維持しやすくなります。
また、
アクティブな行動は、ネガティブな思考パタ
ーンを断ち切るうえでも有効です。部屋に閉
じこもっていると、簡単に気分が落ち込んで
しまいますが、体を動かしていると陰鬱な気
分になるほうが難しいくらいです。
アクティブ
な生活を心がけ、気分を高揚させるホルモ
ンの力を味方につけましょう。やってみれば、
さほど時間をかけずとも、ネガティブな思考
パターンを断ち切って、幸せを実感する気力
がわいてきます。

虹色に食べるとはどういうこと
ですか。
英語で言う “eat the rainbow” は、体が必要
とする多種多様な栄養素を確保するため
に、幅広い種類の野菜と果物を食べること
を推奨するために使われているフレーズで
す。虹の色を揃えるイメージで、赤いビー
ツ、
オレンジ色のにんじん、黄色いかぼち
ゃ、緑のほうれん草、青いブルーベリー、紫
のナス、
といったように、
カラフルな食材を
組み合わせましょう、
というわけです。野菜
も果物も、種類が違えば含まれる栄養素も
異なります。
また、
これを食べればすべての
栄養素が確保できる、
という食品はありま
せん。毎食が完璧な虹色にならなくても構
いませんが、数色は必ず組み合わせるとい
う心がけは大切です。色は体を守る栄養素
を識別するうえで、
ある程度の目安となりま
す。例えば赤、黄、
オレンジといった色はカ
ロテノイド、緑はクロロフィル、青、紫、黒は
アントシアニンに由来する色です。
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ナチュラル、ピュア、真心こめて

Our new natural and organic skincare range that
cares for you and your skin.

Give your skin the refreshing
nourishment it needs with our
organic skincare range.
Our Naturalii collection will give your
skin the refreshing nourishment it needs
in 5 easy, daily steps; cleanse, exfoliate,
tone, moisturise and revitalise.
Made with natural ingredients including
avocado oil, acai palm particles, camomile,
aloe vera, cinnamon and rosehip, each
product has been carefully formulated to
gently look after your skin.

www.naturalii.lifeplus.com
製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト
www.lifeplus.comをご覧ください。
© 2016 Lifeplus International

