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困難を乗り越える
年を重ねるほどに若々しく生きていこうという「アート・オブ・グロー
イング・ヤング」の概念について語るとき、私たちは「健康への道の
り」といったような表現をよく使います。それは健やかな暮らしという
目標はある一定の場所に止まっているものではないからです。私た
ちは常に学び、適応し、発展しながら、
できる限り健やかであろうと
しています。その旅は生涯続くもので、上り坂もあれば下り坂もあり
ます。
健康を目指すことを旅、あるいは冒険になぞ
らえるなら、アップダウンが何度もあることは
容易に想像できるでしょう。そして、道中で見
晴らしのよい場所に出たり、思うように進め
ない時期があったりする、ということも。
私たちは時に進む道を間違えることがありま
す。これは人間の本性であるとともに、健康
を目指している間にもよく起こることです。真
の成功をつかむ鍵は、途上の障害物を恐れ
ないようにすることではありません。障害に
直面したときに、どのようにすれば健康的な
方法で乗り越えることができるか、を学びま
しょう。
例えば、何回か運動を休む、という間違った
選択をしたとしましょう。それではいけない、
という気持ちを抱え、
やるべきことをしなかっ
た自分に対するネガティブな感情が尾をひき
ます。ところが、このような状態では軌道に戻
るのがいっそう難しくなってしまいます。それ
は思考がネガティブになっていると、それだけ
多くの障害が引き寄せられてくるからです。
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ネガティブな世界に安住せず、フォーカスを
切り替えてポジティブに考えるようにしましょ
う。そのためには、いつものように運動の習
慣をこなす自分と、その時の心地よさを想像
する必要があります。運動を終えた時の心身
の爽快さを思い出してください。それが自分
の望む場所へと導いてくれるはずです。フォ
ーカスの向け方は、あなたの手の中にある最
も強力なツールです。
人生とは経験する価値のある旅です。生きる
ことのすばらしさもそこにあるのではないで
しょうか。よりポジティブな人々と関わり、意
義ある物事や考えに出会うほど、旅は楽しく
なり、道中の風景もより美しいものとなるこ
とでしょう。

Dwight L. McKee
Scientific Director

最新ニュース
朝食をしっかり食べましょう

認知機能を高めましょう

健康的な体重の維持は朝食から始まりま
す。近年、米国心臓協会によって発表された
調査結果によれば、朝食をほとんどとらない
人は十分なビタミンやミネラル類を摂取す
ることができないばかりか、午前中に食事を
とる人に比べ、75%も肥満になる確率が高
いということです。

仕事で問題解決に行き詰まったときは、ス
ポーツジムへ行きましょう。運動は問題解決
能力を含む認知機能をアップさせるのに効
果があると言われています。次に問題が発生
したときは運動をして、体を動かしながら行
き詰まった問題について考えを巡らせてみ
て下さい。

長生きしたいですか
それならもっとナッツ類を食べましょう。医療
の専門誌
（New England Journal of Medicine）
に掲載された研究報告によれば、
ナッツ類の
摂取量を増やせば、
心臓血管系疾患や2型糖
尿病などの数種の慢性疾患のリスクが低下
するという相関性が明らかになったというこ
とです。
不飽和脂肪酸、
繊維、
ビタミン、
ミネラ
ル、
抗酸化物質、
フィトステロールなどを豊富
に含むナッツ類を一握り間食に取り入れ、
栄
養たっぷりの活力源を補給しましょう。

もっと昼寝をしましょう

健康的なライフスタイル
浴室にある体重計のせいで、
あなたが精神
的に滅入ってしまうようなら、体重計にのる
頻度を減らしてみましょう。
自分の意識を日
々の体重から、健康的な生活を送ることの利
点や喜びへと移せば、
その結果として長期的
な体重管理ができるようになるはずです。見
たくもない体重計に固執して日々の生活に
負の影響をもたらしてしまう代わりに、健康
的な生活習慣から生まれるポジティブ思考
への切り換えができれば、
あなたの人生はよ
り良い方向へと導かれることでしょう。

昼寝は心臓の健康を維持する効果があるよ
うです。研究者たちが6年以上にわたり
23,000人を追跡調査した結果、定期的に午
後の昼寝をすれば、冠動脈疾患による死亡
率のリスクが低下することが分かりました。
この関連性は、働く男性において特に顕著で
した。長時間の仕事で睡眠時間が削られた
り、
ストレスで安眠が妨げられたりするだけ
でなく、限られた1日の中でより多くのことを
詰め込もうとしてしまうライフスタイルから、
多くの人が睡眠不足に陥っている現代的な
生活においてこそ、昼寝は有効な健康法の
一つと言えるでしょう。

もっと歩きましょう
老後に足腰が不自由になることが心配な
ら、今のうちから散歩へ出かけましょう。運
動は負の思考パターンを断ち切る脳への
即時的効果や、運動能力を維持する上での
累積的効果が期待できます。70歳から89
歳、1,635名の座っていることが多い高齢者
を対象とした研究では、規則的な運動が被
験者の運動能力の維持に大きく貢献したこ
とが報告されています。
この研究結果は、
運動を始める年齢に遅すぎるということは
ないことを改めて証明してくれました。
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フィットネス

ひと汗かきましょう
適切な運動習慣には様々な利点があります。体重管理はもちろん、
心臓の健康やストレス解消、気分の高揚など、良い汗を流すことは、
心身の健康に良い効果を及ぼすものです。

ランニングや自転車漕ぎ、
ローイング、階段
の昇降などの有酸素運動は、
しばしば発汗を
促進します。バスケットボールやサッカーな
ど走ることが多いスポーツもまた、発汗が起
きる有酸素運動の要素を含んでいます。いず
れの有酸素運動も、心臓血管系の健康や持
久力を向上させるとともに、
カロリーの燃焼
による体重減少という効果も期待できます。
汗を流す効果として最も話題にされることの
一つは、美容です。脂肪燃焼を促し体重管理
をするには、持続的な有酸素運動こそ間違
いなく最良の活動です。
さらに、太ももや腰
回り、お尻にできるデコボコの原因であるセ
ルライトを解消する効果もあるようです。太
りすぎや肥満を解消するための運動は、同
時にデコボコした肌の状態を改善する効果
も期待できます。1

発汗を伴う運動は循環器系の健康を増進す
るだけでなく、脳卒中、糖尿病、高血圧、心臓
発作などに対する予防効果が期待できます。

また運動は精神にも良い効果をも
たらします。ジムで汗をかくと、多
幸感をもたらす神経伝達物質であ
るエンドルフィンが体内に放出さ
れ、気分が高揚します。

運動すると血流が改善されて内側から輝くよ
うなお肌になれて、
しかもセルライト対策も
できるというわけです。

運動をして汗を流すことの利点
は、単に皮膚層に限られたことで
はありません。
運動は、遺伝子レベルで老化予防に貢献す
ることが示唆されています。
オンタリオ州マ
クマスター大学で行われた研究では、
ある一
定の運動療法がミトコンドリアのDNA枯渇と
変異を防ぎ、老化の初期徴候の出現をある
程度抑える効果があると報告されています。2

1
“Cellulite.” Mayo Clinic. Mayo Foundation for Medical
Education and Research, 08 Nov. 2016. Web. 27 Apr. 2017.
2
Adeel Safdar, Jacqueline M. Bourgeois, Daniel I. Ogborn, et
al. “Endurance exercise rescues progeroid aging and induces
systemic mitochondrial rejuvenation in mtDNA mutator mice.”
PNAS 2011 108 (10) 4135-4140; published ahead of print
February 22, 2011, doi:10.1073/pnas.1019581108.
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定期的な運動をすることで、軽度のうつ病や
不安に伴う症状を軽減することができます。
また日中精力的に活動していれば、夜間よく
眠れるようになります。運動によって気分の
高揚、
ストレスの軽減、睡眠の質の向上がも
たらされれば、
目のクマや肩こり、
ストレスが
原因で起こる症状などに悩まされず、健康的
で楽しい日々を送ることができるはずです。
運動の効果が実感できれば、人生のポジティ
ブな面へと目が向くようになっていきます。

運動効果を最大限にするにはしっかりと準
備をすることも大切です。
自分の体の状態と
何が必要かを前もって考えてから臨めば、運
動を中断しなければならなくなる状況は起
きないはずです。靴ひもを結ぶ前に、
自分が
何を着ているか意識しましょう。
これから取り
組む運動に適した服装をしていますか。お
天気はどうでしょうか。大阪国際大学と神戸
大学で行われた研究で、運動による男性と女
性の発汗反応の違いを比較したところ、女性
のほうが汗をかきにくい傾向があることが明
らかになっています。
そのため、暑中にトレ
ーニングをする場合、女性は男性に比べ、
よ
り自己管理に気を付ける必要があります。3
適切な水分補給をするとともに、快適で通気
性、吸汗性の高い衣服を選ぶと、女性の体温
調整に効果的です。

3
“Tomoko Ichinose-Kuwahara, Yoshimitsu Inoue, Yoshiko
Iseki, et al. “Sex differences in the effects of physical training
on sweat gland responses during a graded exercise.” Exp
Physiol 95.10 1026–1032.

喉の渇きは、水分摂取の目安には
なりません。喉が渇いたと感じた
時には、すでに体は既に脱水状態
になっているからです。
運動を始める30分前に300ml弱の水を飲ん
で、充分な水分を補給しておきましょう。
カロ
リー過剰の甘いスポーツドリンクにお金を
浪費してはいけません。
ドリンクのカロリー
を消費するために、余分に運動をしなけれ
ばいけなくなってしまいます。体は水分を補
給してくれる、新鮮で純粋な水だけを必要と
しているのです。iv とは言っても、主要アミノ
酸と電解質は、運動に応じた持久力と筋力を
向上させる上で重要な役割を果たします。

必要水分量は人によって違います。
自分に必
要な水分量を判断する際、運動の前後に体
重を測定してみるとよいでしょう。体が運動
中も十分な水分を保持するために必要とな
るおおよその摂取水分量が判定できます。
有酸素運動によって体重が0.5kg減ったとし
たら、0.5kgに対しておよそ550ml、減った分
よりも少し多めの水を飲む必要があります。
例えば、60分間の運動中に250mlの水を飲ん
で体重が0.5kg減っていたとしたら、次の運
動中には550ml足して合計800mlの水を飲
むようにします。つまり、15分毎に200mlずつ
飲めばよいということになります。
そして運動の後は、
さらに水分をとって喉の
渇きを癒してください。運動前から運動中、
そ
して運動後と、適切に水分補給をしながら、
気持ちの良い汗をかいて美しくなりましょう。

Cohen Deborah. “The truth about sports drinks.”
BMJ 2012; 345:e4737.

4
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特集記事

汚染
の影響を
解消する方法
残念なことではありますが、私たちは日々環境汚染に囲まれて暮
らしています。私たちの身の回りには、自動車の排気ガス、受動喫
煙、農薬や汚染土壌に至るまで、数千年あるいは数百年前にはほ
ぼ存在しなかった（発明もされていなかった）不自然な汚染物質
があふれています。
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世界保健機関（WHO）によると、大気汚染が
安全性指針を超える地域に住んでいる人は、
全世界の人口の90%以上に上るということで
す。大気汚染は脳梗塞、心臓病、肺がん、喘息
などの慢性および急性の呼吸器疾患に関連
する主要環境リスクとして知られています。

飲用水に鉛が混入しているか調べ
る検査は多くの自治体が無料か低
額で提供しています。

汚染は私たちの心の状態にも影響しま
す。57才から85才の女性7万人以上を対象と
した大規模なコホート研究の結果、大気汚
染にさらされやすいことと不安症状の間に
有意な相関性が認められました。1
WHOはまた、高濃度の大気汚染への暴露が
死亡率の増加率と密接に関係していること
を指摘しています。逆に、空気中の細かい微
粒子の濃度が低減されると死亡率が下降す
ることも言及されています。2
これは怖ろしいことだと思われたかも知れま
せんが、心配する必要はありません。気に病
んでも悩みごとを招くだけです。汚染の悪影
響から身を守るためにできる、ポジティブな
工夫にフォーカスを合わせましょう。個人の
食生活から大規模な社会的変革に至るま
で、汚染とその影響に対抗する方法はたくさ
んあります。
近頃の研究で、大気汚染から身を守るには
ビタミンB群が有益であることが証明されま
した。
これは初期的な研究ですが、ビタミンB
を4週間にわたり補給し、遺伝子上の10カ所
に着目したところ、大気汚染による悪影響が
28%下がり、
これに起因する変化が76%程度
にまで低減したということです。
また、細胞中
でエネルギーの生成をつかさどるミトコンド
リアに及ぶ影響が緩和されたことも確認さ
れました。
さらなる研究が必要な段階ではあ
るものの、ビタミンB群が人体の遺伝子レベ
ルに及ぶ大気汚染の影響力を抑制できると
いう発表に期待が高まっています。3
体内に汚染が及ぶ経路は様々ですが、水も
その主たるもののひとつです。鉛は神経系を
はじめ体内のほぼすべての領域に悪影響を
及ぼす非常に毒性の強い重金属です。鉛は
古い水道管からにじみ出て、私たちの飲用水
に混じりこむことがあります。鉛などの重金
属類の毒素が飲用水から体内に入ってくる
のを防ぐには、高品質の浄水フィルターが利
用できます。

検査に来てもらえない場合は、飲み水をグラ
スに注ぐ前に数分間（水の温度が変わるま
で）蛇口を開け、水を流しておくだけでも水
道水中の鉛の濃度を大幅に減らすことがで
きます。
フリーラジカルはスモッグなどあらゆる汚染
によって体内に入ってきます。微細な汚染物
質は体にとって有害な酸化ストレスを引き起
こし、老化の兆候が現れるのを早めてしまい
ます。汚染のもたらすフリーラジカルから体
を守るには、抗酸化物質をたっぷりと摂取し
ておく必要があります。汚染の深刻な都市部
に住んでいる場合は特に抗酸化物質の確保
を心がけたほうがよいでしょう。
新鮮な果物、野菜、
ハーブ類の豊富な食事を
すると、抗酸化物質として機能する栄養素が
補給できます。抗酸化物質という言葉を知っ
ている人なら、
ビタミンA、C、Eがフリーラジカ
ルの攻撃から身を守ってくれることはご存知
でしょう。
ところが、
より高い効力を有するオリ
ゴメリック・プロアントシアニジン (OPCs) は
まださほどの知名度がないようです。抗酸化
能力で比較すると、OPCの効力はビタミンC
の20倍、
ビタミンEの50倍と言われています。

1
Power MC, Kioumourtzoglou M, Hart JE, Okereke OI,
Laden F, Weisskopf MG. (2015). The relation between past
exposure to fine particulate air pollution and prevalent anxiety:
observational cohort study. BMJ; 350:h1111.
2
“Ambient (outdoor) air quality and health.” World Health
Organization. World Health Organization, n.d.
Web. 28 Apr. 2017.
3
McGrath, Matt. “B vitamins may have ‘protective effect’
against air pollution.” BBC News. BBC, 14 Mar. 2017.
Web. 28 Apr. 2017.
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OPCはポリフェノールと呼ばれる栄養素の一
種です。非常に強力な抗酸化物質で、体内の
フリーラジカルを中和してくれます。
この物
質は数百種にのぼる植物に含まれており、な
かでも種子や樹皮など繊維質の密集した部
分に集中しています。含有量の多い原材料
は、
ブドウ種子とマツの樹皮です。OPCはブ
ドウ種子に多量に含まれていますので、赤ワ
インがよい摂取源となり得ます。適量の赤ワ
インを飲むことで、汚染によって体内に入り
込んだフリーラジカルに対抗できるというわ
けです。

食生活を通じて汚染に対抗するな
ら、デトックスを助けてくれる食品
も見逃せません。
例えば、
レンズ豆、
インゲン豆、緑豆、ヒヨコ
豆はいずれもデトックスに有効であることが
知られています。
どんなスープにも手軽に加
えておいしく食べられるのも魅力です。
でき
れば一晩水に浸してから、
じっくりと時間を
かけて煮込む（か、圧力鍋と使う）
と、栄養が
吸収しやすくなりますし、潜在的な弊害が指
摘されているレクチンというタンパク質を変
性させることができます。

4
Zhang, Ning, Caihuan Huang, and Shiyi Ou. “In Vitro Binding
Capacities of Three Dietary Fibers and Their Mixture for
Four Toxic Elements, Cholesterol, and Bile Acid.” Journal of
Hazardous Materials 186.1 (2011): 236-239. doi: 10.1016/j.
jhazmat.2010.10.120.
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体内の毒素を排出するには、食物繊維の豊
富な食事も有益です。
それは消化の過程で
繊維がある種の化学物質や毒素をからめ取
ってくれるからです。繊維自体は体に吸収さ
れませんので、繊維と結合した汚染物質も体
内に吸収されずに出ていきます。4 青果類に
残留している可能性のある殺虫剤や除草剤、
殺菌剤からも、食物繊維が体を守ってくれる
のです。

アメリカ国立航空宇宙局 (NASA)
によると、家庭内では観葉植物を
使って空気汚染に対抗できるそう
です。
NASAとランドスケープ協会（全米規模の事
業者団体）の共同研究では、
ごく一般的な観
葉植物が有害物質、なかでもベンゼン、ホル
ムアルデヒド、
トリクロロエチレンといったも
のを濾過し、空気をきれいにする作用を有し
ていることが分かりました。5
屋内の空気を保つのに役立つ植物として、当
初の研究に加えて、他でも名前があがったの
は、
アロエベラ、
アレカヤシ、
アグラオネマ、セ
イヨウキヅタ、
イチジク、
ガーベラ、
ドラセナ
（ジャネット・クレイグ、
ワーネッキー、マルギ
ナータ、
フラグランスなど）
、サンセベリア、
ス
パティフィラム、
イエギクなどです。

BC Wolverton, WL Douglas, K Bounds (July 1989). A study
of interior landscape plants for indoor air pollution abatement
(Report). NASA. NASA-TM-108061.

5

研究結果に基づいて、100平方フィート
（およ
そ６畳）に１鉢以上、観葉植物を置くことが
推奨されています。
そんなにたくさん置けな
いという場合は、居間や寝室、仕事部屋など、
特に過ごす時間の長い場所を選んで置くと
よいでしょう。
大気汚染から人類を永続的に守るには、社
会的変革や地球工学的プロジェクトも必要
です。都市化の進む郊外や開発途上の地域
では特に、石炭燃料系や農業廃棄物の焼却、
森林火災、一部農林業（木炭生産など）によ
る排出ガスを削減することが望まれます。多
数の国がクリーンな技術に投資し、工業用煙
突の排出ガスを削減したり、
クリーンな発電
に移行したりといった工夫をしています。
こういった変化には時間がかかるものです
が、市民が積極的に政治に働きかけていけ
ば、変化を促進することができます。
また、
日
々の買い物をお金による
「投票」
と考えて、低
排出ガスの車を選んだり、公共交通機関を
利用したり、地元の果物や野菜を購入した
り、
自転車通勤にしたりと、汚染と戦う産業を
支援する方法もあります。6
社会の仕組みと産業がよりクリーンで持続可
能なものに移り変わるまで、私たちは自力で
汚染に対処しなければなりません。
自分自身
の体と生活環境に配慮して、個人レベルでで
きることをやっていきましょう。

“Ambient (outdoor) air quality and health.” World Health
Organization. World Health Organization, n.d. Web. 28
Apr. 2017.

6
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ありのままの自分を愛しま
しょう
人は生涯を通じて様々な種類の愛に出会います。愛はどのような形
であれ、それぞれに特別な喜びをもたらしてくれます。

母親の赤ちゃんへの愛と、夫の妻への愛は同
じものではありません。
またこれらの愛は、
友人間に生まれる愛情や兄弟愛とも異なる
ものです。
このように多種多様な愛が存在す
るわけですが、
そのすべてに共通する点がひ
とつだけあります。
それは、
自分自身を愛せ
るかどうかが、他者への愛の強さや深さに直
接的な影響を与えるということです。

もし鏡を見ながら自分を否定するような考え
が浮かんでしまったら、好きな人に対してな
らどんな言葉をかけるか考えてみて下さい。
そしてその言葉を自分自身に言ってみましょ
う。
自分自身を認めてあげましょう。
あなたは
友人の些細な欠陥をいちいち指摘します
か。そうでないなら、
自分のあら捜しをする
のもやめましょう。

鏡を見た時に、
そこに愛し愛される
力を持った美しい人が映っていま
すか。

あなたは素晴らしい人間である、
ということ
を信じて下さい。
あらゆる心の傷やその傷
跡、辛い記憶でさえも、現在のあなたを作る
礎になったのです。怒りや悲しみから自分を
解き放ちましょう。

それとも些細な欠点ばかりが目につくでしょ
うか。身体面あるいは感情面での欠点は誰
にでもあるものです。古傷があるなら癒して
やりましょう。
それが生活の質を向上させ、真
の愛を経験することにつながります。

幸福感や前向きな思考を大切にす
れば、自分の本来の素晴らしさが
引き出されるはずです。一層の幸
せと愛を感じるために、前向きな
思考に従ってください。

自分の弱さや欠点に向き合うのは勇気が要
るものです。
それは、弱さや欠点をもって他
人から評価されてしまうと思うからです。
さら
に、
自分の欠点にもっとも厳しい目を向けて
いるのは自分自身であったりもします。
あり
のままの自分を愛する第一歩は、誰でも人に
は欠点がある、
と認識することです。欠点があ
ってこそ、人間なのです。私たちは欠点にと
らわれずにやり過ごす方法を学ばなければ
なりません。
これからの幸せと可能性に焦点
を当てるためには、古傷を癒し過去を乗り越
える必要があります。
鏡を見て、鏡の中の自分に語りかける言葉を
考えてみてください。
あなたは友人やパート
ナーに語り掛けるような言葉を自分にもか
けていますか。おそらくそうではないでしょ
う。なぜ、私たちは自分自身に厳しくなってし
まうのでしょうか。

10 | The Art of Growing Young

常に他人と比較していては、本当に自分自身
を愛することはまず不可能といえるでしょう。
私たちは誰もが、
日々の生活の中で成功と失
敗を繰り返しています。
このことを認識しまし
ょう。
スランプに陥っているときに、全てがう
まくいっているように見える人と自分を比較
するのは決して健康的なことではありませ
ん。一方あなたが成功の真っ只中にいると
き、
自分は不運な人よりも優れている、
と感じ
ることもまた、
とても不健全なことです。

運動習慣は、自分の容姿を愛せる
ようになることにもつながります。

運動を続けていると、
自分の外見に自信が持
てるようになるだけでなく、たくさんの利点
がもたらされます。運動を通じて、
自分自身
の体の状態についてよく知ることができま
す。
さらに、
自分の身体能力についての理解
が深まります。
自分の体について知れば知る
ほど、本来の自分自身を深く愛することがで
きるようになります。

運動のように健康的な方法で自分の容姿に
磨きをかけていけば、
自分自身をもっと好き
になれるはずです。虚栄心やうわべだけを気
にすることは、本来の自分を愛する気持ちを
妨げる浅はかな感情です。
これらの感情は、
不満や他との否定的な比較に陥ってしまう
負の思考パターンを導いてしまいがちです。

自分の魅力を認め、美しくなるた
めに身なりに気を配って外へ出れ
ば、自分自身に一層自信を持てるよ
うになることでしょう。

自分自身を愛するために、前向き
な人たちに囲まれて時間を過ごし
てください。
ほとんどの人が「ハレの日の自分」ばかりを
投稿するソーシャルメディアから、距離を置
きましょう。現実の世界で、実際に自分を楽
しませてくれる友人や家族と時間を過ごして
ください。
これらの豊かな経験によって一層
前向きな気持ちや感情がもたらされれば、
最終的にもっと自然に自分を好きになれるこ
とでしょう。
人を愛し愛される力は、
自分の心、体、精神を
愛する力に比例するものです。人と愛情のあ
る関係を築き、
また自分自身をも愛せるよう
になれば、人生に豊かさがもたらされ、かな
わないと思っていた夢を実現させることさえ
可能になることでしょう。

2017 年7月/ 8月 | 11
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栄養

美味しく、元気に、美しく
食べ物は私たちの健康や美容に直結しています。
「命は食にあり」という古いこ
とわざがありますが、これは加工食品が普及している今の時代にこそ、より意味
を成す言葉と言えそうです。あなたは主に有機自然食品を食べていますか。あ
るいは加工食品を食べることが多いですか。 食品について考えた時、あなた
はどちらを自分の口に入れたいと思いますか。
ホールフードとは、加工や精製が施されてい
ない、
自然な状態の食品です。ホールフード
は合成成分を含まず、現代の手軽な加工食
品のように人工的な技術にもさらされてい
ません。有機栽培された野菜や果物、全粒穀
物や天然ものの新鮮な魚類は、体調を維持
する上で大切なホールフードの好例です。
私たちの身体が正常に機能したり、肌の再生
を行ったりする上で必要となる様々な栄養素
を補給するには、良好な食習慣が必要です。
きちんと食べれば体調が整うだけでなく、美
しくなれるというわけです。40歳から74歳の
女性、4025人を対象としたある大規模な研
究では、必須脂肪酸の摂取量が多い女性ほ
ど若々しい肌を維持できる傾向があることが
明らかになりました。
ここで若々しい肌とは、
しわや乾燥、萎縮が少ない皮膚と定義され
ています。1

新鮮な寒海性魚類に含まれるオメ
ガ3脂肪酸は、認知機能や気分を
高める効果があることが明らかに
なっています。

最近皮内分泌学の専門誌（DermatoEndocrinology）に掲載されたある研究は、
多品目の新鮮な野菜と果物を摂取すること
が、若々しい皮膚を維持する上で最良の手段
となる可能性がある、
と結論付けています。2
この効果を主に担っているのが、野菜と果物
に含まれる抗酸化成分です。つまり、老化に
伴う肌の衰えを防ぐためには、抗酸化物質の
摂取量を増やすことが美味しく自然な方法
のひとつとして望まれるのです。
野菜や果物から、
あるいは適切に調整され
たサプリメントから抗酸化物質を摂取するこ
とで、
フリーラジカルによって引き起こされ
る酸化ストレスから肌を保護することができ
ます。3 抗酸化物質を豊富に含む食品には、
野菜や果物の他、緑茶、ハーブ、
スパイス、
ダ
ークチョコレート、赤ワインなどがあります。
ポリフェノールは新鮮な野菜と果物に含ま
れている微量栄養素ですが、
アンチエイジン
グの研究者らは、ポリフェノールが酸化スト
レスに関連する特定の心血管疾患や神経変
性疾患を発症するリスクを軽減する、
と考え
ています。4 植物に含有される数千種類のポ
リフェノールは、過度の日光暴露による紫外
線の影響を防ぐための身体機能に関連して
います。
これは、新鮮な食品にこだわった健
康的な食生活を送れば、体の健康だけでな
く美容にも効果があることの根拠となってい
ます。5
カレーなどのスパイシーな料理もまた、健康
と美容の両面に効果があるようです。
ターメ
リックに含まれるクルクミノイドの主体成分
であるクルクミンは、酸化的ストレスを軽減
し、外傷に対する抗炎症作用を発揮します。6

これらの健康的な脂肪は脳だけでなく皮膚
にも良い影響を与えますので、美容の上でも
必須栄養素と言えるでしょう。

Cosgrove MC, Franco OH, Granger SP, Murray PG, Mayes
AE. Dietary nutrient intakes and skin-aging appearance
among middle-aged American women. Am J Clin Nutr.
2007;86:1225–31.
2
Schagen, Silke K. et al. “Discovering the Link between
Nutrition and Skin Aging.” Dermato-Endocrinology 4.3 (2012):
298–307. PMC. Web. 18 Apr. 2017.
3
Gašperlin M, Gosenca M. Main approaches for delivering
antioxidant vitamins through the skin to prevent skin
ageing. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8:905–19. doi:
10.1517/17425247.2011.581657.
1

伝統的な韓国料理であるキムチも
また、素晴らしい健康、美容効果
を有するスパイシーな食品です。

キムチの材料として使われる野菜は食物繊
維の供給源となるほか、発酵の過程で発生
する善玉の細菌が体内で消化の働きを最適
な状態に整え、体内常在菌や酵母を健全な
バランスに保てるよう助けてくれます。
近年、いかに見た目が良く日持ちするかばか
りが優先されてきた結果、商店の店頭には
化学物質や合成成分が使われた加工食品が
多く並ぶようになってしまいました。
これらの
加工食品は健康に必要な栄養素が不足気味
であるばかりか、
さらに悪いことに、脂肪、糖
分、塩分が必要量よりはるかに多く含まれて
いることが少なくありません。食料品店の冷
蔵コーナーを中心に食材を探すようにすれ
ば、常温保存が可能な添加物入りの加工食
品を避けることができるでしょう。未加工の
自然食材でショッピングカートをいっぱいに
し、
自宅で料理したものを美味しく食べて、
元気に美しくなりましょう。

Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L.
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr.
2004;79:727–47.
5
Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L.
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr.
2004;79:727–47.
6
Heng MC. Curcumin targeted signaling pathways: basis for
anti-photoaging and anti-carcinogenic therapy. Int J Dermatol.
2010;49:608–22. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04468.x.
4
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自分と身近な人たち
を守るために
ネガティブさと毒になる感情は、本人だけでなくその周りの人々にも害を及ぼします。自
宅に聖域を作っていても、ひとたび公共の場や職場に出ればネガティブな影響を受け
ることがあります。そんな時はどうすればよいのでしょうか。
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ネガティブな要素から身を守るための第一歩
は、自分の感情が周囲の世界にどのような影
響を受けたかということ、そして周囲の世界
が自分の感情からどのような影響を受けた
かということ、その両方を理解することから
始まります。
幸せ、悲しみ、喜び、不安、肥満、喫煙など、
人間の習慣や感情には良いものも悪いもの
もありますが、新しい研究ではそのいずれに
も伝染力があることが示されています。あら
ゆる集団に縦横無尽のソーシャルネットワー
クが張り巡らされている現代、ちょっとした
波紋は一瞬でたくさんの人に広がります。こ
の手のネットワーク内の無数の相互作用もま
た、人々の行動やアイデアに広範な影響を与
えます。そこでネガティブな要素の伝播する
様が風邪やインフルエンザの伝染力に劣ら
ないということは、科学的な研究で立証され
ています。病気の疫学的モデルと比較してみ
たら、気分の伝わり方もほぼ同じパターンで
循環することが判明したのです。1
寒い季節になると、友達付き合いの多い人ほ
ど鼻風邪をひく可能性が高くなります。ネガ
ティブな姿勢や思考パターンにも同様のこと
が言えます。ネガティブな人々と接する機会
が多いほど、ネガティブな思考や発想に意識
が向きやすくなってしまいます。
ただし、両者には大きく異なる点がありま
す。 風邪をひいてしまったら、体に戦っても
らわなければなりません。健康な人たちとと
もに過ごすことで、風邪は治りません。

ところがネガティブな要素に「感
染」したときは、前向きな人たちと
過ごし、ポジティブな方向性を取り
戻すようにすることで「治す」こと
ができます。むしろそうした方が早
く「回復」できることも明らかにさ
れています。

1
Hill, Alison L., et al. “Emotions as Infectious Diseases in
a Large Social Network: The SISa Model.” Proceedings of
the Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010):
3827–3835. PMC. Web. 3 May 2017.
2
Hill, Alison L., et al. “Emotions as Infectious Diseases in
a Large Social Network: The SISa Model.” Proceedings of
the Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010):
3827–3835. PMC. Web. 3 May 2017.
3
James H. Fowler and Nicholas A. Christakis. “Cooperative
behavior cascades in human social networks.” PNAS 2010
107 (12) 5334-5338; published ahead of print March 8, 2010,
doi:10.1073/pnas.0913149107.

ポジティブ（研究では「満足」）な状態からニ
ュートラルな状態になるまでと、ネガティブ
（研究では「不満」）な状態からニュートラ
ルな状態に戻るまでを比較すると、かかった
時間は前者が２倍であったということです。
ネガティブからの回復は一見早いようではあ
りますが、引っ張られやすさではネガティブ
な方が上回ります。研究では、ネガティブな
接触の直後は不幸を感じる確率が倍増する
ことが突き止められました。これに対して、ポ
ジティブな接触の直後に幸福感が増す確率
は11％に過ぎなかったということです。しかし
ながら、悲しみよりも幸福感の方が自発的な
感情としては優位であったことが明らかにさ
れました。2
一方、別の研究では、親切な行いや協力も、
ソーシャルメディア上で驚くべき速度で広がる
ことが報告されています。一個人が優しさを
ひとつの行動にすると、三倍速と認識できる
（一人から三人へ、を繰り返す）効果が生ま
れるということです。3
ポジティブな要素は広く外へ枝を広げ、たく
さんの人の生活に届く性質があるようです。
この波及効果によって、あなたもまた、実際
には会ったことのないたくさんの人々の暮ら
しを変えることができるかも知れません。
私たちが日々周りの人々の感情に影響されて
いることは明らかです。4ネガティブな人々に
囲まれていると、負の思考パターンに沿って
物事を考えてしまうようになりがちです。ポ
ジティブな方向にしっかりと意識を保ってい
る人たちと過ごしていれば、思考や発想も肯
定的になっていきます。これは私生活の中で
あれば比較的簡単に応用でき、よりポジティ
ブな物事、人、経験、アイデアやコンセプトを
引き寄せることができるでしょう。では私生
活以外で、一緒にいる相手を選べない場では
どうすればよいでしょうか。
職場では通常、隣に座る人さえ、健康か病気
か、ポジティブな人かネガティブな人かで選
ぶことはできません。個人レベルの態度と集
団的思考過程において感情が大いに影響す
ることは複数の研究から見出されています。
思考プロセスのポジティブな人々に合わせれ
ば、同僚もポジティブな影響を受け、より協
力的に働き、諍いが減り、タスクパフォーマン
スが向上します。5

Larson R. W., Almeida D. M. 1999. Emotional transmission
in the daily lives of families: a new paradigm for studying
family process. J. Marriage Fam. 61, 5–2010.2307/353879
(doi:10.2307/353879).
5
Barsade S. G. 2002. The ripple effect: emotional contagion
and its influence on group behavior. Admin. Sci. Q. 47,
644–67510.2307/3094912 (doi:10.2307/3094912).
4
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職場にネガティブな存在がある場合は、メン
ターを見つけるとよいでしょう。メンターはよ
り広い視野を持ち、将来を見据えてポジティ
ブでいられるよう助けてくれます。また、職場
の複雑な人間関係のなかにありながら、ネガ
ティブな人をできるだけ避け、ポジティブな人
と接する時間を最大限長くとれるようにする
工夫を、メンター自身の経験から教えてくれ
るはずです。
同時に、ネガティブな人と接する度に負の影
響をまともに受ける必要はないということも
覚えておくべきです。苛立ちを感じても、ネガ
ティブな方へ引き込まれそうになっても、
それ
につられてはいけません。激しい口論（職場で
は望ましくないものです）になったり、毒性の
ある感情に囚われたりするのが関の山です。

ネガティブな言葉は聞き流して、自
分の中にあるポジティブな部分に
意識を集中させることで、好ましく
ない状況からできるだけ早く離れ
られるようにしましょう。

研究者によると、幸福もまた社会
的感染症の一形態として考えるこ
とができるそうです。6
感染する幸福感は気分の不安定になりがち
なティーンに有益に働く可能性があります。テ
ィーンに着目した研究では、身近な友人が健
康的な情動を有するほど、うつの発症率は低
く、発症したとしても回復が良好な傾向にあ
ることが報告されています。7
ネガティブな思考や人々、状況から完全に逃
れることはできません。でも、それでよいので
す。それも人生の一部です。ネガティブな要
素を逐一除去することよりも、全体的にポジ
ティブな展望を維持することの方が大切で
す。ネガティブな感情が忍び寄ってきたら、そ
の存在とそれがどこからやってきたのかを認
識することが大切です。その上で、思考をポジ
ティブな方向へ持っていくのです。この切り替
えはなるべく早く行うのがポイントです。ネガ
ティブな人や経験に引きずられていては、よ
りネガティブな要素を招くだけです。

例えば同僚が陰口にあなたを付き合わせよ
うとしてきたら、同意したようなふりをして聞
くのではなく、まだ仕事があるから、と早々に
席に戻るのです。
ポジティブな姿勢を維持している幸せな人た
ちに囲まれていれば、自分もまた幸せを実感
していられます。友達が幸せそうなら自分も
嬉しいと思うのと同じです。
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Fowler J. H., Christakis N. A. 2008 Dynamic spread of
happiness in a large social network: longitudinal analysis over
20 years in the Framingham Heart Study. Br. Med. J. 337,
a2338.10.1136/bmj.a2338 (doi:10.1136/bmj.a2338).
7
E. M. Hill, F. E. Griffiths, T. House. “Spreading of Healthy
Mood In Adolescent Social Networks.” Proc. R. Soc. B 2015
282 20151180; DOI: 10.1098/rspb.2015.1180.
Published 19 August 2015.
6

浮上が困難な深さまで引きずり込まれない
ようにしなければなりません。ひらめきをも
たらしてくれる人、励ましてくれる人、可能性
を開花させる手助けをしてくれる人の中に身
を置いて、本来あるべき方向性に集中して下
さい。

望まないことではなく、望むことに
焦点を合わせるのです。自分の心
のフォーカスした場所にある物事
が引き寄せられてくるのですから、
望むことにフォーカスを合わせま
しょう。
例えば「退屈で意味のない仕事が嫌いだ」と
考えるかわりに「楽しくてやりがいのある仕事
を見つけたい」と念じるようにするのです。
感情には伝染する力があり、それはあなたの
人間関係を通じて、家族や友人、同僚、知人
へと広がっていきます。好ましい感情に寄り
添うよう心がけていれば、幸せも喜びも大き
くなり、明るい展望がどんどん開けていくは
ずです。それはあなた自身の人生だけでな
く、周囲の人たちの人生も豊かなものにして
くれるでしょう。

ナチュラル、ピュア、真心こめて

栄養たっぷり、ライフプラスの 自然派オーガニック
スキンケア

ライフプラスのオーガニックスキ
ンケアシリーズでお肌に必要な
たっぷり栄養を与えて、
リフレッ
シュしませんか。
ナチュラリィのクレンジング、スクラブ、化粧
水、保湿を毎日のお手入れにシリーズでお使
いください。お肌に必要な栄養を補給しなが
ら、リフレッシュできます。
アボカドオイル、アサイヤシの天然粒子、カモ
ミール、アロエベラ、シナモン、ローズヒップと
いった天然素材を組み合わせた丁寧な配合
で、お肌をやさしくケアします。
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www.lifeplus.comをご覧ください。
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ハーブとサプリメント

アロエベラ
アロエは何世紀もの昔から、創傷の治癒や火傷の治療、皮膚の保
護、心臓の健康促進、血糖の調節など様々な効用があると言われて
きました。今日では、この「砂漠のユリ」、アロエベラに実際どれほど
強力な作用があるか、科学的に証明されています。

アロエは主に観葉植物として栽培されてい
アロエの薬草としての利用には、長い歴史が
ますが、時折軽い傷の手当てにも利用され
あります。古代ギリシャ人とローマ人達は、
ア
てきました。昔、祖父母の家にアロエがあり、
ロエベラを傷の治療に利用していました。中
小さな傷ややけどを負った際に利用してい
世の時代になると、
アロエは下剤としても使
われるようになりました。未処理のアロエは、 たという記憶がある人は少なくないことでし
ょう。現代科学は、先人たちの知恵が正しか
その後何世紀にもわたり下剤として使用さ
ったことを改めて証明しています。軽い創傷
れています。
の治癒に要する平均時間は、
アロエゲルを
使用した場合のほうが、使用しない場合より
アロエには500以上の種類がありますが、
ア
も速いことが研究で明らかになっています。1
ロエベラが最も人気があるのは、
こういった
治療的特性があるためです。
アロエはアフリ
同様の結果は1度熱傷でも示されています。2
カの北部原産ですが、栽培が容易なことか
ら、今では世界中のどこでも見かけられま
アロエは、調理による小さな火傷だけではな
す。
アロエは肉厚でギザギザとした緑色の葉
く、
日焼けの治療にも広く使用されています。
を持つ多肉植物です。
アロエの葉に切り込み
臨床試験では、97.5％のアロエベラを含有す
を入れると、中から透明で粘液質のゲルが出
るゲルのほうが、ヒドロコルチゾンゲルより
てきます。
も治癒効果が高いことが示されました。
よっ
て研究チームは、
アロエは日焼けのような炎
症性皮膚症状の局所治療に有用だと考えら
このゲルが、アロエを治療に使用
れる、
と結論付けました。3

する際に最もよく使用される部分
です。

また異なる2つの臨床試験が腎臓結石の自
然療法としてアロエが有用であると示唆して
います。現時点では更なる研究が必要な段
階ですが、
これまでの研究によればアロエを
経口的に摂取した群において、
カルシウムお
よびシュウ酸の尿内排出が増加したという
結果が示されています。4,5

アロエが有効な自然療法であるこ
とを裏付ける証拠は増え続けてい
ます。アロエベラ・ゲルは臨床試
験によって、火傷、便秘、性器ヘル
ペス、脂漏性皮膚炎の治療に効
果的であることが明らかになって
います。6

Visuthikosol V, Chowchuen B, Sukwanarat Y, et al. “Effect of
aloe vera gel to healing of burn wound a clinical and histologic
study.” J Med Assoc Thai. 1995 Aug;78(8):403-9.
2
Vogler BK, Ernst E. “Aloe vera: a systematic review of its
clinical effectiveness.” Br J Gen Pract. 49 (447): 823–8.
PMC 1313538. Freely accessible. PMID 10885091.
3
Reuter J, Jocher A, Stump J, Grossjohann B, Franke G,
Schempp CM. Investigation of the anti-inflammatory potential
1

of Aloe vera gel (97.5%) in the ultraviolet erythema test. Skin
Pharmacol Physiol. 2008;21(2):106-10.
Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Thepsuthammarat K,
Nanakorn S. Changes in urinary compositions among children
after consuming prepared oral doses of aloe (Aloe vera Linn).
J Med Assoc Thai. 2006;89(8):1199-205.
5
Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Trevanich A, Nanakorn S.
Effect of aloe (Aloe vera Linn.) on healthy adult volunteers:
4

アロエは、化粧品、保湿剤、石鹸、
日焼け止
め、
シェービングクリームなどのごく一般的
な成分の一つです。
その保湿効果と刺激性
の低さから、
ティッシュペーパーにさえアロ
エが使われています。
アロエの化学分析で
は、
グルコマンナンを主とした炭水化物ポリ
マーが他の有機および無機成分とともに含
有されていることが知られています。7 これら
の含有成分のうち、
どれが外用する際のアロ
エの生理的性質を担っているのか、
まではま
だはっきりと分かっていません。

とはいえ、植物から直接採取され
た生のアロエ、あるいは成分とし
てアロエを含む保湿製品が、皮膚
の状態を整えてくれることは明ら
かです。
アロエベラ・ゲル中に含まれる、エースマン
ナンとも呼ばれる最大分子量の炭水化物ポ
リマーは、創傷内の成長因子を安定化させ
ることができるため、
これらの大きな分子の
安定化効果がない状態よりもはるかに長く
治癒効果を持続させる働きがあることが立
証されています。
多くの熱帯気候下では、
アロエは野生で育ち
ます。丈夫で栽培が容易な植物ですから、実
用を兼ねた観葉植物として窓際に一鉢置い
てみてはいかがでしょうか。

changes in urinary composition. J Med Assoc Thai.
2006;89 Suppl 2:S9-14.
“Aloe Vera Gel Research Review.” Natural Medicine Journal.
N.p., n.d. Web. 18 Apr. 2017.
7
Eshun K, He Q (2004). “Aloe vera: a valuable
ingredient for the food, pharmaceutical and cosmetic
industries—a review.” Crit Rev Food Sci Nutr. 44 (2): 91–6.
doi:10.1080/10408690490424694. PMID 15116756.
6
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生き方を教えてくれるもの
過剰なストレスを抱えているときは、見た目にもそれが現れてしまう
ものです。吹き出物、腫れぼったい目、猫背、しわくちゃの服、その他
いろんな形で内に抱えたストレスがにじみ出てきます。しかし、どん
な兆候が現れようと、ストレスの原因と症状に対処することで、心身
の好ましい状態を取り戻すことができます。

日々の出来事が女性にもたらす急性のスト
レスは、
ある程度までは動機として働き、全
般的にポジティブな姿勢を維持するうえで
役立ちます。
ところが絶え間なくストレスにさ
らされ、
うまく対処できないままでいると、長
期にわたる慢性的なストレスによって健康
を害してしまうことがあります。慢性的なスト
レスは気力を奪い、体力的にも疲労感をも
たらします。夜眠れなくなって、
より深刻な状
態になってしまうこともあります。
ストレスが重なって睡眠不足になり、体にか
かる負担が増えていくと、いずれば健康上の
大きな問題につながりかねません。心理的
社会的ストレスと病気の相関性はすでに立
証されています。慢性的なストレスに女性が
どれくらい迅速に、
あるいはどの程度対処す
るかは、
ストレスの蓄積量、遺伝的要素、心理
社会的資本やサポートネットワークの有無、
食生活、体力、精神的な傾向と展望など、多く
の要因から影響を受けます。
ストレスのより
よい対処を学び、ポジティブなフォーカスを
維持して生きていくことで、慢性疾患の経過
が大きく変わってくる可能性があります。1
現代社会を生きる女性にとって、
ストレスは
ありふれた存在です。慢性的なストレスのネ
ガティブな影響を受けていることに気付いて
いない人も少なくありません。仕事、家族、友
人、趣味など、次から次へとやりくりすること
にすっかり慣れてしまって、
それが体にダメ
ージを及ぼしていることを意識していない女
性はたくさんいます。

ストレスと闘うにはまず、ストレス
の負荷が大きくなってきたときに、
その事実を認識できるようにしな
ければなりません。それには、自分
の気持ちと体をしっかりと観察す
ることです。

内面的には、
ストレスは、心配、怒り、苛立ち
といったネガティブな感情となって心の中に
現れます。
日に何度かは自分の心の内側にど
んな感情があるかをよく見てください。
もし
もこの手の負の要素をしばしば感じているよ
うなら、
それはストレスがたまっていて、感情
も思考もネガティブになっていますよ、
とい
う心から自分へのメッセージです。
自分がネ
ガティブな領域に入ってしまっていると感じ
たら、
自分の思考をポジティブな物事や体験
に向ける努力をしましょう。期限までに仕上
がったときの喜びを想像するなど、物事のポ
ジティブな面に着目するのです。

ストレスに対処する能力は、フォー
カスの位置を少し変えるだけで飛
躍的に変わる可能性があります。

マインドフルな状態を意識してみると、
思考
や感情、
身体感覚を通じて現状を把握でき、
よ
り高度な自己理解と善意に導かれるはずで
す。
また、
マインドフルネスは、
今自分の身に
起こっていることと、
それに対する自分の反応
を引き離し、
心理的なゆとりを与えてくれま
す。
それは、
衝動的にネガティブな反応をする
かわりに、
ポジティブかつ賢明な方法で対応
する能力をもたらします。
ストレスのかかる状
況下でマインドフルな対応を心がければ、
ネ
ガティブな感情もストレスも蓄積される前に
2
コントロールできるようになります。

では、外見上からは何を読み取ることができ
るでしょうか。朝出かける前と仕事を終えて
帰宅した時、鏡に映る自分の姿にどんな違い
がありますか。腫れぼったい目、吹き出物、
猫背、
しわ、
くいしばった顎、枝毛、
しわくちゃ
の服、
そんな変化を見て見ぬふりしていませ
んか。鏡に映るこの手の兆候もまた、
ストレ
スの身体的な症状を示しています。

ストレス過多が見た目に現れてい
るなら、ストレスを発散するアクテ
ィビティを日常の習慣にするべき
です。

Kermane MM (2016) A Psychological Study on Stress
among Employed Women and Housewives and Its
Management through Progressive Muscular Relaxation
Technique (PMRT) and Mindfulness Breathing. J Psychol
Psychother 6:244. doi:10.4172/2161-0487.1000244.

2

Schneiderman, Neil, Gail Ironson, and Scott D. Siegel.
“STRESS AND HEALTH: Psychological, Behavioral, and
Biological Determinants.” Annual review of clinical psychology
1 (2005): 607–628. PMC. Web. 27 Apr. 2017.

1
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ストレス管理で最も望ましい方法のひとつ
は、強制的にでも自分をリラックスをさせる
ことです。私たちの暮らすスピード社会で
は、言うは易く行うは難し、
といったところか
も知れませんが、特定のアクティビティにこ
だわる必要はありません。やり終えたときに
穏やかな気持ちになれることなら、何でもよ
いのです。良書を数分読む、仕事帰りにネイ
ルのお手入れに寄る、
そんな程度でも構い
ません。時間がとれたら自然の中を散策した
り、マッサージの施術を受けたりしてもよい
ですし、午後の半日を心の休まる音楽を鑑賞
して過ごすのも一案です。お気に入りのリラ
ックス方法を見つけて、毎日ほんの数分でも
心を休ませる習慣を身に着ければ、
ストレス
に打ち勝つことができます。

Gautam, Medhavi et al. “Role of Antioxidants in Generalised
Anxiety Disorder and Depression.” Indian Journal of Psychiatry
54.3 (2012): 244–247. PMC. Web. 28 Apr. 2017.

3

健康的な食事も慢性的なストレスとの闘い
を助けてくれます。新鮮な果物や野菜をたっ
ぷり含む食事をして、抗酸化物質を摂取しま
しょう。極度のストレスにさらされるとフリー
ラジカルが急激に増えますが、
これを減らす
には抗酸化物質が有効です。
また、体はスト
レスに起因する生化学的変化に対抗するた
めに、抗酸化物質を使っています。抗酸化物
質の強力な効能に着目して、
ストレス性疾患
の補助療法として抗酸化物質のサプリメント
を用いるよう提案している研究者もいます。3
ストレス度が高まってきたときは、ビタミンB
などある種の栄養素の力を利用してもよい
でしょう。ビタミンB群は神経伝達物質の正
常な機能を助けるほか、
アミノ酸、数種のホ
ルモン、脂肪酸などに必要な物質です。炭水
化物をエネルギーに変える過程や、慢性的
なストレスや疲労を和らげるうえでも重要な
役割を果たしています。

ストレス度の高いときほど、ヘルシ
ーな食事を常に心がけることで、ジ
ャンクフードに傾くのを防ぐことが
できます。.
ストレスが睡眠に負のスパイラルをもたらす
のと同じように、
ストレス下でジャンクフード
に頼ってしまうと、食後により多くのストレス
を抱えてしまい、
また好ましくないものを食
べてストレスを増幅するという負のスパイラ
ルに陥ってしまいます。健康的な食事は持続
性に優れたエネルギーを供給してくれるの
で、
ストレスに関連する疲労に対抗しやすく
なります。
慢性的なストレスは心も体もすり減らしてし
まいます。健康的な食生活をして、
ストレスを
解消するアクティビティを習慣づけ、ポジティ
ブ思考にエネルギーを注ぐようにしていれ
ば、
ストレスに負けない、内面も外見も好ま
しい生き方を手に入れることができます。
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癒しの手に秘められた力
体に手を当てるという単純な行為には、すばらしい癒しの力がありま
す。これはきちんと立証された事実です。男らしさという理念が世界
各地で変化しつつある今、
マッサージセラピーの利点を積極的に享
受する男性が増えています。

伝統的には男性は他人に体に触れさせるこ
とに抵抗を感じます。特にマッサージ（例え
ば、
シャツを脱ぐスパのような場所で）に不
快感を示す男性は少なくありません。
その一
方で、現代を生きる男性は男女の役割という
定義を見直しつつあります。千年単位の歴史
ある医術としてマッサージを取り入れ、
その
感触を楽しみつつ健康に役立てている男性
はかつてないほど増えています。

癒しの手を受け入れた男性は、
マ
ッサージが単なる贅沢でないこと
を知っています。
マッサージが健康にも心にも有効な処置で
あることは科学的に実証されています。マッ
サージを治療に用いることで、痛みの緩和、
リラクゼーション、けがや手術からの回復促
進、
ストレス軽減に役立つという調査結果も
示されています。1
マッサージはウエイトトレーニングや激しい
スポーツのような従来から男性に好まれて
きた運動との相性も抜群です。
カナダのマク
マスター大学で行われた研究では、マッサー
ジはある特定の遺伝子の活動に働きかけて
筋肉中の炎症を直接減弱することにより、激
しい運動から回復しようとする筋肉に大きく
寄与することが見出されました。
しかも、
その
結果を検証したところ、
アスピリンやイブプ
ロフェンを内服した場合と酷似していたとい
うことです。2 どちらも一般的な市販薬です
が、
リラックスしつつ気分を高めるという効
果はマッサージにしか期待できません。ハー
ドな運動から回復する方法としてマッサー
ジ以上に望ましいものがあるでしょうか。

Publications, Harvard Health. “The healing power of touch.”
Harvard Health. N.p., n.d. Web. 18 Apr. 2017.
2
McMaster University. “Massage is promising for muscle
recovery: McMaster researchers find 10 minutes reduces
inflammation.” N.p., n.d. Web. 18 Apr. 2017.
3
Adams, Rose, Barb White, and Cynthia Beckett.
1
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マッサージに抵抗を感じがちな年配の男性
陣にも、見逃せない利点はあります。年配の
男性が直面している最も一般的な健康問題
のひとつとして、慢性的な痛みが挙げられま
す。腰痛、頭痛、関節痛、
その他日常の痛みの
もとは様々ですが、いずれも満たされた幸せ
な暮らしに障壁をもたらします。

マッサージ療法は気分を明るくす
るにも、ストレスを減らすにも効果
的です。

幸いにも、痛みに簡単に対処できる、年配の
男性におすすめの方法は存在します。
そう、
マッサージです。研究でも、定期的に施術を
受けることで、慢性的な痛みが心身にもたら
す障壁によりポジティブに対処できるように
なることが示されています。
ある研究では、
定期的にマッサージを受けると、苦痛が軽減
されるだけでなく、
リラクゼーションや睡眠、
感情面、回復など、治癒過程全般で改善が認
められたと報告されています。3 癒しの手に
は実に多くの利点があるのです。
現代的な男性は従来に比べればずいぶん積
極的に健康に取り組むようになっています
が、
それでも気分が落ち込んだ時に誰かに
助けを求める人は女性よりも少ない傾向が
あります。マッサージそのものは精神的な問
題に対処するために必要な治療の代替とは
なりませんが、
それでも気分を高揚させるの
に必要なセロトニンの分泌を促進すること
により、
ちょっとした気分の落ち込みを追い
払ったり、見通しを明るくしたり、
といった効
果は期待できます。4

“The Effects of Massage Therapy on Pain Management in
the Acute Care Setting.” International Journal of Therapeutic
Massage & Bodywork 3.1 (2010): 4–11. Print.
4
“Research Roundup: Massage Therapy Can
Help Reduce Winter Blues | American Massage Therapy
Association.” American Massage Therapy Association.

マッサージの施術を受けると、
ストレス性ホ
ルモンのコルチゾールが減少し、
ドーパミン
とセロトニンが増加します。5 つまり、マッサ
ージはストレスを抱えがちな現代人をダブ
ルの効果で守ってくれるというわけです。
スト
レスを減らし、幸せを増やしてくれるこの方
法を男性も活用しない手はありません。
従来はマッサージといえばスパや美容室な
ど女性専用のスペースが連想されるもので
した。一部の男性がそこに足を踏み入れるこ
とをよしとしないのも、
そのせいでしょう。
し
かしより多くの男性が癒しの手を心地よく受
け入れるようになっているので、マッサージ
はもはや女性中心のものではなくなってい
ます。慢性的な痛みに対処したい方から単に
リラックスしたい方まで、様々な理由でマッ
サージを活用している男性は増えています。
今後も時間の経過とともに、癒しの手を受け
入れ、頼りにする男性は増え続けていくこと
でしょう。

N.p., n.d. Web. 18 Apr. 2017.
Tiffany Field, Maria Hernandez-Reif, Miguel Diego, et al.
“Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase
following massage therapy.” Int J Neurosci.
2005 Oct;115(10):1397-413.

5
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ひざを擦りむいても裸足で駆け回る
子供たちを見守りましょう
親は子の安全を望むものです。ところが、どんな危険からも守ってやりたい
と思うあまり、親が救助ヘリのように張り付いていると、かえって弊害を招
いてしまいます。

ここ何世代かの間で、子育てにおいて保護が
重視される傾向が強まっていますが、
それが
子供の潜在的能力を制限することにつなが
っています。膝を擦りむくのではないか、汚
染やアレルギーの問題にさらされるのでは
ないかと、心配の種が尽きない親は子供た
ちをあまり外で遊ばせなくなっています。
8才から12才までの児童2,000人を対象とし
たある調査では、最近の子供たちが外遊び
の利点を享受できていないことが示されま
した。子供だけで外遊びをする際の自宅か
らの距離を1970年代と比べたところ、何と90
％減という結果が出たのです。
また、14才未
満の子供たちが外で遊ぶ場合は必ず保護者
の監視が必要だと考えている人は、大人の半
数近くいることも分かりました。
イギリスで
は、けがをして病院に連れてこられる子供た
ちのうち、木から落ちたケースよりベッドか
ら落ちたケースのほうが多いことも報告され
ています。1

外遊びの危険から子供たちを守ろ
うとすることは、子供に備わってい
る本来の能力を開花させるうえで
は妨げとなります。
外遊びは体を丈夫にする（肥満の蔓延する
時代には非常に重要なこと）だけでなく、
認知機能や社交性、情動の発達にも寄与し
ます。
飛んだり走ったりして思う存分体を動かし、
エネルギーを発散できる広いスペースがあ
れば、外でなく屋内でもよいではないか、
と
考える方もいらっしゃるでしょう。
しかしなが
ら、屋外環境がもたらす多様な感覚的刺激
は、頭脳の発達にすばらしい影響を及ぼしま
す。
また、
日光や土に直接触れる機会が増え
るという点も見逃せません。

Henley, Jon. “Why our children need to get outside and
engage with nature.” The Guardian. Guardian News and
Media, 16 Aug. 2010. Web. 28 Apr. 2017.

1
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いわゆるヘリコプター・ペアレントにとって
は、石鹸、
スプレー、
ウエットティッシュ、洗剤、
衛生用品といった様々な抗菌グッズが必需
品となっています。ばい菌から守られた清潔
な環境で子育てをするのは健康的なように
思えますが事実はむしろ逆です。
「汚い」
と忌
避される微生物や細菌、
ウイルスが泥汚れな
どを通じて体内に入ってくるのは、後の人生
にはむしろ必要なことです。
それは、体をしっ
かりと守る免疫系の発達を助ける、健康的な
プロセスの一部を成しているからです。2 草
原を裸足で走ったり、地面に転んで膝を擦り
むいたりすることで、成長過程にある子供の
免疫系は微生物と接触し、健康的な微生物
叢と体の仕組みを獲得していきます。人体に
おける微生物の働きについてはここ20年ほ
どで飛躍的に研究が進んでいます。
外遊びはまた、肥満の予防や低減にも不可
欠な役割を果たします。
テレビやコンピュー
ターの画面の前に座っているときと比べる
と、外で遊んでいる間にははるかに大量のカ
ロリーを消費します。おにごっこや木登り、
自
転車、なわとびなど、屋外でできるアクティビ
ティやゲームを導入しつつ、健康的な食生活
の手本を示していけば、子供たちはきっとア
クティブに人生を楽しむ健康な大人になる
でしょう。
公園や遊び場で他の子供たちに混じると、
コ
ミュニティに参加するという体験ができま
す。
ソファに座ってビデオを見たりゲームを
したりしている時とは全く異なる環境で、感
情のコントロールや共感、公平さ、
リーダー
シップ、我慢といった情動面のスキルを伸ば
すことができます。初めて会う子供たちのい
る遊び場は、社会的な対処法を身につけるう
えで特に有益です。

Brody, Jane E. “Babies Know: A Little Dirt Is Good for You.”
The New York Times. The New York Times, 26 Jan. 2009.
Web. 28 Apr. 2017.

2

大人の目から見れば遊びであっても、子供に
とっては意義ある学びのプロセスです。全員
が滑り台に1番乗りできないときはどうすれ
ばよいか、どの遊具が最も楽しいか、追いか
けっこを誰が仕切るか、そういった課題を子
供どうしで解決しながら、後の人生に必要と
なるスキルを身につけ、公私の場面での人
間関係の築き方を学んでいくのです。3

Lindsey, E.W. & Colwell, M. J. “Pretend and physical play:
links to pre-schoolers’ affective social competence.”
Merrill-Palmer Quarterly, 59(3), 330-360.

3

屋外で遊んでいるうちに日光に当たることが
できるのも大きな利点となります。米国小児
科学会によると、屋内で過ごす時間が長すぎ
る子供はしばしばビタミンD欠乏症になって
いるということです。ビタミンDには様々な健
康効果がありますが、成長過程の子供に関
連しては、将来的な骨や糖尿、心臓病の問題
を予防する、筋肉や神経系の発達を促すとい
った作用が注目に値します。

また、太陽の下で遊ぶ子のほうが視力も良
好です。太陽の自然光にさらされることで近
視になる確率が下がることが報告されてい
ます。
この研究はオーストラリアで行われた
もので、子供の近視の悪化や発症を防ぐた
めに、毎日2時間以上外で過ごすことが推奨
されています。4

外でのびのびと遊ぶ子供たちが健
康上多彩な利点を得られることは
明白です。
多少の汚れやかすり傷を気にせず、外で遊
ばせれば、子供たちは楽しみながら心身の
健康と社交性を手に入れていくことでしょう。

Queensland University of Technology. “Outdoor light has role
in reducing short-sightedness in kids.”
ScienceDaily, 6 Apr. 2016.

4
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体ごと美しくよみがえるには
あなたのお肌は常にあなた自身とあなたの周りの人々に向けてメッ
セージを発信しています。あなたのお肌は優雅に年を重ねているで
しょうか、それともシワやたるみが本来あるべき姿よりも早い老いを
示しているでしょうか。 お肌はあなたについて何を物語っているで
しょうか。

栄養と肌の健康的な老化との関係はすでに
よく知られています。続々と行われてきた研
究が告げる事実、
それは 美しさは内側からく
るものだ、
ということです。
お肌を保護するための最善の予防策のひと
つは、
フリーラジカルからお肌を守る栄養素
と、健康的でハリのあるお肌をつくる栄養素
をきちんとした食事から摂取することです。
お肌にとって健康的な食事とは、抗酸化物質
とビタミン類をたっぷりと含む新鮮な野菜と
果物を中心としたものです。

柑橘系の果物やカシス、ローズヒッ
プ、グアバ、唐辛子、パセリは、いず
れも皮膚の健康を促進する抗酸化
物質の豊富な食品です。

お肌の健康に特に重要な抗酸化物
質といえば、ビタミンCでしょう。
L-アスコルビン酸とも呼ばれるビタミンCは、
多数の経口サプリメントや局所用化粧品で
お肌によい成分として使われています。ビタ
ミンCはフリーラジカルがもたらす有害な酸
化作用と戦うとともに、皮膚の主要な結合組
織であるコラーゲンの3重らせん構造を安定
させる働きがあります。1ビタミンCが不足す
ると、皮膚に病変を生じたり、
あざや傷の治
癒が遅れたりして、見た目にも不健康な常態
を招きます。2

ビタミンCはビタミンEと一緒に摂取するとよ
り高い保護効果が期待できます。
それは2つ
の栄養素が相互に働きかけあって、酸化のプ
ロセスを止めるからです。3ビタミンEはあら
ゆるナッツ類に含まれています。
お肌を守りたい方の強い味方となる抗酸化
物質では、
コエンザイムQ10 (CoQ10) も有名
です。
コエンザイムQ10は脂溶性のビタミン
様化合物です。表皮に多く存在し、他の酵素
や酵素以外の物質と組み合わさって、
フリー
ラジカルの攻撃から第一線でお肌を守るバ
リアとしての役割を果たしています。4

Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400–8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2
Boyera N, Galey I, Bernard BA. Effect of vitamin C and its
derivatives on collagen synthesis and cross-linking by normal
human fibroblasts. Int J Cosmet Sci. 1998;20:151–8.
doi: 10.1046/j.1467-2494.1998.171747.x.
1
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Fryer MJ. Evidence for the photoprotective effects of vitamin
E. Photochem Photobiol. 1993;58:304–12. doi: 10.1111/
j.1751-1097.1993.tb09566.x.
4
Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymic and
non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human
skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122–4. doi: 10.1111/15231747.ep12371744.
3

コエンザイムQ10は、サーモン、マグロ、
その
他脂分の豊富な魚と、全粒穀物に含まれて
います。
コエンザイムQ10は体内でも合成さ
れますが、
スタチン系など、一部の薬剤には
コエンザイムQ10の体内合成を阻止する作
用があることが知られています。
冷水域の深い海で獲れる魚に豊富に含まれ
るオメガ3脂肪酸は、幾度となく行われた臨
床研究により、太陽のダメージから肌を保護
することが明らかにされています。
ある研究
では、魚由来のオメガ3を3ヶ月間毎日摂取し
たところ、
日焼けに対する感受性が大幅に減
少したと報告されています。
また、同じ研究
で、紫外線によるDNA損傷を示す重要なマ
ーカーの量がオメガ3の作用で減少したこと
も示されました。

自然なお肌の色を保つのに役立つ
食品としては、ニンジン、カボチャ、
サツマイモ、
マンゴー、パパイヤなど
が挙げられます。いずれもベータカ
ロチンが豊富で、皮膚の色を正常に
保つのに役立つとされています。5

太陽の下で過ごす時間を少し増やしてみる
のもお肌の保護に有益です。幼いころから長
時間の日焼けを避けるよう言われ続けてき
た人にとっては逆説的に聞こえるかも知れま
せんが、お肌の健康に直射日光が欠かせな
いことは事実です。太陽光線にさらされた皮
膚はビタミンDを産生し、紫外線による細胞
死、
アポトーシスから人間の皮膚細胞を守り
ます。6 ビタミンDが不足すると、光化学的な
ダメージを受けやすくなり、色素沈着やシワ
につながるということです。7
日中に10分か20分程度、
日焼け止めなしで
日光を受けるだけで、必要量のビタミンDは
確保できます。

De Haes P, Garmyn M, Degreef H, Vantieghem K, Bouillon
R, Segaert S. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 inhibits ultraviolet
B-induced apoptosis, Jun kinase activation, and interleukin-6
production in primary human keratinocytes. J Cell Biochem.
2003;89:663–73. doi: 10.1002/jcb.10540.

皮膚の健康に必要な栄養素に加えて、
きれ
いな水をたっぷりと飲みましょう。
これは、汗
で水分を失いがちな気温の高い時期は特に
重要なポイントです。お肌の健康と潤いを維
持するために、毎日コップ8杯のお水を飲み
ましょう。運動したら、
さらに多くの水を飲む
必要があります。体内の水分量を適度に維持
することで、潤いと弾力性のあるお肌に導く
ことができます。
一方、お風呂やシャワーの温度が熱すぎると
お肌にダメージが生じ、乾燥してしまうこと
があるので、気をつけてください。
美しさは内側からあふれてくるものです。健
康的な食事とピュアなお水で、若々しいしな
やかなお肌を保ちましょう。

6

Alaluf S, Heinrich U, Stahl W, Tronnier H, Wiseman S. Dietary
carotenoids contribute to normal human skin color and UV
photosensitivity. J Nutr. 2002;132:399–403.

5

Chang AL, Fu T, Amir O, Tang JY. Association of facial skin
aging and vitamin D levels in middle-aged white women.
Cancer Causes Control. 2010;21:2315–6. doi: 10.1007/
s10552-010-9646-y.
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Joint Formula
関節を曲げ易く、自由に動かせるように！

ライフプラスのジョイントフォー
ミュラは、市販されているグル
コサミン関連商品の中でも、最
もユニークで完成度の高い製品
です。
新たな配合で加わったヒアルロン酸は、結合
組織を構成する重要な成分で、コラーゲンお
よびエラスチンとともに軟骨を形成し、関節
に伝わる衝撃を和らげ、関節の動きを滑らか
にする働きがあります。

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。
© 2017 Lifeplus International

28 | The Art of Growing Young

◊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
自分では理想的な体型だと思っ
ているのに、BMI値では「肥満」
になってしまうのはなぜですか。

間食をしたら、ダイエットが台無
しになってしまいますか。
間食は健康的なスナックを適量とるのであ
れば、必ずしもダイエットの妨げになるもの
ではありません。実際、人によっては1日3回
ボリュームのある食事をするよりも、少量ず
つ4～5回に分けて食べるほうがより活動的
に過ごせるというケースもあります。食事と
食事の間に空腹を感じたら、炭水化物や糖
分よりもタンパク質と脂肪を多く含む、健康
的なスナックを用意しましょう。例えば、
リン
ゴのスライスにお好みの無糖ナッツバター
をトッピングしたスナックは、体に持続的な
エネルギーを補給するために必要な脂肪と
タンパク質を含んでいます。
リンゴだけでは
満腹感が続かずすぐお腹が空いて、後でま
た他のものを食べたくなってしまいかねませ
ん。間食だからと便利なだけのもの（特にポ
テトチップスやチョコレートバーなどのジャ
ンクフード）
を食べるのではなく、2～3時間
はお腹が満たされる健康的な軽食として考
えるようにしましょう。

BMI（ボディマス指数）は身長と体重の単純
な比率であり、医師や保険会社が対象の健
康状態を審査する上で利用するシンプルな
指標です。BMIは、大規模な集団における肥
満率を調査する際には有益かもしれません
が、個人の体重管理に利用すると、誤解を招
く可能性があります。BMIは、除脂肪筋肉量な
どの重要な要素が考慮されていないため、
ボディビルダーの多くはBMIだけを見ると病
的な肥満ということになってしまいます。

長期間運動をしなかった人がトレ
ーニングを始めると、身体を動か
すことによってしばしば脂肪が筋
肉へと置き換えられていきます。
筋肉は脂肪より密度が高いため、
この期間中
は脂肪が減少してより健康的になっていくに
も関わらず、体重が増加してしまう可能性が
あります。健康であるかどうかの判定は、１
つの指標から判断できるほど単純なもので
はありません。精神面の健康、脂肪量、活動
量、
コレステロール値、食習慣、家族の健康
状態、社会的関係 など、健康を左右する要素
は様々です。BMIや浴室の体重計ばかりを気

にするのではなく、
その日の気持ちや洋服の
フィット加減を健康の指標にしてみましょう。
自分の体が発するサインに意識を向けられ
るようになれば、
自分自身の健康状態を驚く
ほどよく把握できるようになるはずです。

健康に友情はどれぐらい重要で
すか。
友情は心身の健康にとって大変重要なもの
です。人は周囲の人々のライフスタイルに
影響を受けやすいものです。
もし否定的で
不健康な人々に囲まれてしまっているとし
たら、
自分自身もそのネガティブな傾向を
備えてしまうかもしれません。一方、心身と
もに健康的な人たちと過ごしていれば、
自
分もまた健康でいられる可能性が一層高ま
ります。健康でポジティブな人と良い友情
関係を結ぶことができれば、幸せを感じる
だけでなくストレス軽減にもつながること
でしょう。
もしあなたが友人たちと時間を過
ごした後、
ストレスや落ち込み、苛立ちなど
を感じてしまうのであれば、
そろそろ新たな
友人を探すときなのかも知れません。気持
ちの持ちようひとつで、
より健全な友情を
育み一層健康的な生活を導くことができる
はずです。
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TVM-Plus™
パワフルな栄養が手軽に取れるタブレット

外泊、出張等が多い方にお勧め
の、28種のビタミン、ミネラル及
び25種以上の広範囲な栄養素を
含む正真正銘のマルチビタミン・
ミネラルタブレットです。

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。
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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。

