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目標に向かって進
むあなたの妨げと
なるネガティブな
思考を捨てるよい
チャンスです。

春がやってきました。家中の窓という窓を開けて、屋内にこもることの
多かった冬の間にたまったホコリを掃き出し、新鮮な空気を取り込みましょ
う。大掃除をしてすっきりと片付けると、いつもの空間がもっと楽しい場所に
なります。今年はついでに、自分の内面の大掃除もやるつもりです。

心機一転の春をきっかけに、皆さんも自分のために時間を割いて、内側のちらかったところをきれいにしてみ
ませんか。目標に向かって進むあなたの妨げとなるネガティブな思考を捨てるよいチャンスです。日差しが明
るくなり、花が咲き始める再生の季節に、自然の美しさを愛でながら心の中も仕切り直しましょう。

心の片付けは自分を受容することから始まります。目標の達成からあなたを遠ざける悪い癖は捨てて、夢に
近づけてくれる新しい習慣を始めましょう。ネガティブな思考パターンをやめて、ポジティブな方向に集中す
るのです。それが新たなスタートとなり、より健やかな毎日へと導いてくれます。

スニーカーを履いて、体力づくりのために踏み出しましょう。気温が上がって屋外にも気軽に出られるように
なっていますから、フットボールでもマウンテンバイクでも、自分の好きな運動を存分に楽しんで下さい。

食生活を改善したい方には、食品棚の見直しをおすすめします。ジャンクフードの類は処分して、地元産の新
鮮な野菜と果物と入れ替えましょう。

具体的な目標が何であれ、ネガティブな要素をポジティブなものと入れ替えれば、近い将来にあらゆること
が達成できるに違いありません。

心機一転の春
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朝の運動は 
運動の効果を最大限にしたいなら、早起
きすることをおすすめします。研究による
と、朝の運動は血圧を下げ、新陳代謝を
活発にすることで、1日を通じてより多くの
カロリーを消費できるよう促してくれるそ
うです。また、朝の運動には認知機能を高
め頭脳を明晰にする働きがあり、その効
果は最大10時間も持続することが示され
ています。早起きして体も脳もしっかりと
動かしましょう。（ただし、毎晩少なくとも7
時間半は睡眠を確保してください！）平日
の起床時間を30分早めにして運動するだ
けで、より健やかで幸せなライフスタイル
になります。

視力を守る
緑茶を飲んで視力を守りましょう。実験室
研究により、緑茶に含まれるフラボノイド
類に、視力にまつわるあらゆる問題から目
を守る働きがあることが明らかになりまし
た。白内障から加齢黄斑変性症まで様々
な目の問題について、フラボノイドの一種
であるガロカテキンが網膜内に蓄積し、過
度の日光照射による損傷から網膜を保護
することで自然な予防効果を発揮すること
が突き止められたのです。ホウレンソウや
ケールなど、目によい他の食品でも同様
の働きが期待できます。 

聴力の維持に役立つ
食事の方法があること
はご存知ですか。   
新しい研究データで、700mcgの葉酸摂取
が聴力損失の予防に有効である可能性が
示唆されています。孫たちの笑い声をずっ
と聞いていられるよう、ホウレンソウやレン
ズ豆を食べましょう。耳の心配をしていな
い人でも、心臓や脳のために葉酸を摂取し
て下さい。葉酸には、体内のホモシステイ
ン量を減らす働きもあります。ホモシステ
インは、心臓病や認知症のリスク増に加担
すると考えられているアミノ酸です。

髪のツヤを取り戻す 
髪のツヤを取り戻したい方は内側からの
対策を取り入れてみて下さい。サーモン
やイワシなど、オメガ3の豊富な食品を食
べると、髪の輝きを維持しやすくなること
が分かっています。 

減量の目標に達成
することが難しい  
減量の目標がなかなか達成できないと悩
んでいる方は、睡眠中に体重を落とす方
法を試してみましょう。減量における睡眠
の効果を研究している科学者のチーム
が、8時間半の睡眠を確保できている人
は、5時間半がやっとという人と比べると、
倍量の脂肪を睡眠中に燃焼していたこと
を明らかにしました。また、健康的な水準
の睡眠をとっている人は、筋肉量の維持
状態も良好だったそうです。 

最新ニュース



フィットネス
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毎日自宅でできる
運動を始めましょう

中 程 度 以上 の 運 動を一 定 時 間 続 けるも
のであれば、どんな方法でも有酸素運動

（脂 肪を燃 焼し循 環 系を鍛える運 動）に
なります。その定番としては、ウォーキン
グ、ジョギング、スキーその他のスポーツ
がよく知られていますが、実はいつもやっ
ている家事でも、本格的に取り組めば充
分な運動になり得ます。 

まずは、雑巾やほうきを手にする前に、や
る気の出そうな音楽を流しましょう。近頃
の研究によると、1分あたり120ビート以
上の快調な音楽を大きめのボリュームで
聴くと、運動量を増やすのに役立つとい
うことです。音楽にのって調子良く体を動
かすと、よい運動になるというわけです。
家をすっきりときれいにしながら健康に
なれるように、元気の出る音楽で30分ほ
どのプレイリストを作っておいて、お掃除
タイムのお供にしましょう。

ほこりを払い、掃除機をかけ、洗濯と料理
を済ませ・・・そんな い つもの 家 事でも、
心 拍 が 上 がるくらい の ペ ースでこな せ
ば、カロリーを消費できます。掃除機かけ
でも運動面のメリットはあります。押す、
引くの繰り返しが腕の曲げ伸ばし運動に
なりますが、片腕だけにならないよう、途
中で持ち替えるのがコツです。また、腹筋
で体を支えることも意識して下さい。下腹
部を上に引き上げるように保ち、伸ばす
ところはストレッチのように動かしましょ
う。掃除機をかけている間に、たっぷりと
ストレッチができます。

また、いくつかの家事を休まず連続でこ
なすこと、楽のできる動き方をしないこと
もポイントで す。テーブル の 下を掃 除 す
るついでにスクワットをしたり、部屋から

部屋へダンスをしながら移動したりと、自
由な発想で体を動かして下さい。雑巾か
けはよいストレッチになります。掃除機を
かけるときは、片足を大きく前へ踏み出し
て腰を落とすようにしてみましょう。

階段の上り下りも回数を増やせば脚とお
尻の筋肉を鍛えられます。2階の部屋に片
付けたい物はあえてまとめず、こまめに階
段を上り下りして運ぶとよいでしょう。階段
の上り下りは1時間で500カロリーを消費
できる運動です。掃除と片付けを兼ねた運
動の効果はすぐに実感できるはずです。

さらに、家事をしている間に手首や足首に
ウエイトを装着して負荷をかけると、いっ
そう効果的になります。引き締まった体に
したい方はぜひやってみて下さい。

より大きな動作でより活発に家事をすれ
ば、それだけ運動量を増やすことができ
ます。手押し式の芝刈り機で庭の芝刈りを
すると、皿洗いや洗濯物の片付けよりもは
るかによい運動になります。 

小さな雑用から大変な仕事まで、家庭に
は体を動かすチャンスがいっぱいです。皿
洗いやアイロン掛けのような軽作業の機
会をうまく利用するには、腹筋の引き締め
10秒間を何度も繰り返すという方法があ
ります。 

忙しい現代人にとって、運動のためだけ
に 時 間 を 割くことは 簡 単 で は ありま せ
ん。だからこそ、日常行っている家事に運
動 の 要 素 を 取り入 れ た い も の で す。毎
週、ある程度の時間を掃除に費やしてい
るのですから、それを有効に活用しない
手はありません。 

最後にもうひとつ、家の大掃除だけでな
く、ライフスタイルの大掃除をすることも
提案したいと思います。今こそ、適度な運
動ができているかどうかを見直すよい機
会です。しばらくやってみたけれど効果が
感じられ な い 、ということは ありませ ん
か。もっとやってみ た い、と思っているこ
とは何ですか。新たな気持ちで仕切りな
おすために、悪い癖を一掃して、家も心も
すっきりと片付けましょう。春、そして夏へ
と、より楽しくヘルシーに過ごせるように
なるはずです。 

掃除機かけ 
30 分 = 約 95 カロリー

洗車とワックスかけ
20〜25 分 = 約 100 カロリー

窓掃除
20〜30 分 = 約 100 カロリー

モップかけ
1 時間 = 約 195 カロリー

落ち葉掃き
1 時間 = 約 100 カロリー

ある程度体を動かす必要のある家事
1 時間 = 約 150 カロリー

すべてが息を吹きかえす春がやってきました。春の訪れをきっかけに、あなたもアク
ティブな生活を始めませんか。毎日自宅で運動して、体を引き締めるチャンスです。



特集記事
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古代文明期は試行錯誤を繰り返し、治癒
に役 立 つ 草 や 実 などの 基 本 的 な 知 識を
積み重ねていました。その知識はやがて、
祈祷師やシャーマンといった専門家の手
に委 ねられるようになりました。そして、
煮出しやエキスなどの飲み薬、パップ剤、
錠剤、軟膏、オイルなど、天然の原材料か
らあらゆる形態の薬品が作られました。

植物に含まれる薬効成分を精査できるよ
うになるのは、ずっと後になってからのこ
とです。それまでは、じっくりと時間をかけ
て経験的に効能を観察するほかありませ
んでした。薬効もたいていは偶然、誰かが
因果関係に気付いたことがきっかけとな
って知られるようになったものです。例え
ば、1700年代に海上で長期間過ごしてい
たイギリスの船乗りの間では、壊血病は
よくある、しかも時 に 致 命 的 な 病 気でし
た。そんな中、イギリスの船医がライムを
食べていた男性が壊血病にならなかった
ことに気付きました。この医者は、船にラ

イムをたっぷりと積み込み、配給を命じま
した。これが壊血病の流行を防いだわけ
ですが、何百年も後になって、ビタミンC（
アスコルビン酸）が有効成分として機能し
たことが明らかにされています。

科 学 的 な 手 法と手 順 が 発 展 するに つ れ
て、あらゆる植物に健康に役立つ成分が
含まれていることが分かってきました。実
際、近現代の医薬品の有効成分には、天
然植物由来のものがたくさんあります。花
やハーブなどの自然の素材からエキスを
抽出したり、有効成分を精製したりといっ
た技術は科学あってのものですが、伝統
療法で見出された成分と用途が基本とな
っていることは言うまでもありません。 

草花の癒しの力もまた、植物性栄養素と
呼ばれる化合物に由来します。主なもの
としては、フラボノイド、テルペン、イソフ
ラボン、サポニン、抗酸化物質、ビタミン、
ミネラルなどがあり、その他数千にも上る

物質が人間の健康を助けてくれます。同
様の栄養素は新鮮な果物、野菜、ハーブ
やスパイスを含む食事からも得ることが
できます。だから医師や栄養士はいつも、
もっと野菜を、とアドバイスしているので
す。

花に秘められた力がしばしば見過ごされ
がちなのは、単にまだ解明されていない
ことが多いからかも知れません。実は、科
学者であっても、花、ハーブ、茶、植物性食
品 などに含まれる成 分 のうち、どの 化 合
物がどう有効性を発揮しているのかを正
確に特定するのは困難なことです。 

植物は現代、食品添加物としてもよく使用
されています。例えば、ガラナ、高麗人参、
タウリンというアミノ酸は、自然な作用で
精神を明晰にするため、強壮剤の有効成
分に使われています。海藻から抽出され
るカラギーナンは、アイスクリームから歯
磨き粉まで、食感・使用感を向上し、均質
にするために添加されています。アスピリ

植物に癒しの力があることはよく知られています。人々は遠い昔からその治癒力を
活用してきました。薬効がある植物に着目した本草学は、世界最古の医療の一形態とも言えます。
自然に存在する植物を癒しに役立てるという昔ながらの方法は、現代では伝統療法と呼ばれてい
ます。花、葉、果実、樹皮、種子、根など、何世紀にもわたって使用されてきたものは、これからも引
き続き使われてゆくことでしょう。

草花に秘められた癒しの力



◊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。

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



ンの起源は「医学の父」ヒポクラテスの時代にまで遡ることができ
ます。彼はヤナギの樹皮エキスを鎮痛や解熱に役立てました。現
代ではその有効成分はサリチル酸塩であることが分かっていま
す。ドイツの製薬会社バイエル
の化学者がサリチル酸をアセチ
ル化して、アスピリン（アセチル
サリチル酸）を開発したのは1世
紀以上前のことです。1970年代
になってようやく、プロスタグラ
ンジンという生化学物質数種が
発見され、アスピリンがプロスタ
グランジンの形成を妨げること
により、プロスダグランジンに由
来する痛みや炎症が緩和される
という機序が明らかになりまし
た。

他にも、浄化と循環系の健康の
サポートに役立つニンニク、消化を助けるペパーミントティーな
ど、古くから活用されている植物性食品はたくさんあります。葉、

根、種子、樹皮、花、抽出油などに健康に役立つ成分を含有する植
物は無限に存在します。 

薬草療法や漢方、ユナニー、アーユ
ルヴェーダなど、花やハーブをはじ
めとする植物の自然な治癒力に着
目して系統立てられた医療はたく
さんあります。現代でも代替療法や
補完医療の一環として、植物の自
然な治癒力は重要な役割を果たし
ています。

むしろ、近年になって各種の自然療
法の価値が再認識されつつあると
も言えるでしょう。ただ、必ずしも常
に自然療法が最善の策となるわけ
ではありません。健康上の問題を
抱えている場合は、自然療法の専

門家だけでなく、資格を有する医師に相談することが大切です。正しい
知識とアドバイスを得てから、草花の力を借りるようにしましょう。 

11

アスピリンの起源は「医学の父」ヒポク
ラテスの時代にまで遡ることができま
す。彼はヤナギの樹皮エキスを鎮痛や

解熱に役立てました。



ライフスタイル
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両極端ではありますが、変化が人生に大き
く作用する力であることは確かです。変化が
もたらすすばらしい物事を受け入れ、楽し
むことができれば、人生は嬉しい驚きに満
たされるに違いありません。

もとから冒険心を持ち合わせている人な
ら、ほとんど怖れることなく変化を受け入れ
ることができます。自分はそういうタイプで
はないと思った方、心配は要りません。単に
変化が怖い、と思う人も少なからずいるも
のです。あなたに限らず、いつものルーチン
を少しでも乱されることに抵抗を感じる人
はたくさんいます。変化の受け止め方や変
化を求める気持ちは、年齢や教育、家庭、仕
事、その他のあらゆる事情で大きく左右さ
れます。

また、変化の程度によっても、前向きに受け
止められるかどうかは異なるでしょう。例え
ば、遠い土地に引っ越して新しい仕事に就
く、お付き合いを次の段階に進める、家庭を
築く、共通の関心を持つ新しい仲間を見つ
ける、ライフスタイルを改善する、といった
変化は大きな部類ですが、最も取り組みが
いのあることにもなり得ます。 

幸いなことに、変化に対する不安はちょっと
した工夫で克服できます。運動を始めると
いうような小さな変化でも負担に感じる人
も、悲観せずにやってみましょう。

変化が苦手なタイプなら、ごく小さなことか
ら始めるのが一番です。小さな変化に慣れ
ていくにつれて、大きな変化に対する抵抗
が和らいでいきます。

何かを変えたい、変わりたいという気持ち
は、より健やかで幸せな暮らしへの欲求に

根ざしています。不安やとまどいがあったと
しても、根本にはこの欲求が存在します。健
康のために何かした方がいいのでは、と思
っているなら、小さなことから始めて積み重
ねていきましょう。渋滞がストレスになって
いるなら、違う道や方法で通勤できるか探
ってみて下さい。ファーストフードの食事を
週に1回分減らすのも一案です。小さな変化

（と、その後の気持ち）を何度も経験するこ
とで、変化のプラス面に意識が向くようにな
っていきます。

小さなことでも、いつもと違うやり方をする
ことで、脳が変化に慣れていきます。そのう
ち、大きな変化も以前ほど困難に思うこと
はなくなって、新しい扉の先へと目が向くよ
うになるでしょう。

大きな課題に直面して、とてもこなせそうに
ないと感じたときは、最終的な達成に至る
までの過程をいくつもの小さなステップに
分けることから始めましょう。例えば、食生
活を改善したいけれど、慣れない食べ物は
苦手だという場合は、毎食ではなくとも構
わないから、小さめのサラダを一緒に食べ
ることを最初の試みとすることができます。
買い物に行く度に、今まで口にしたことの
ないヘルシーな食品をひとつ買ってみるの
もおすすめです。自分のペースでゆっくり
と、体に良くないものを体に良いもので置
き換えるのです。いずれは新鮮な野菜と果
物をたっぷりと含むおいしい食事が習慣に
なります。

ポジティブな同志と一緒に過ごすことも、好
ましい変化の過程の支えとなります。似たよ
うな目標を持つ人を見つけて一緒に取り組
むと、互いに助け合うことができます。運動
の計画も、パートナーと一緒に立てて実行

すれば、やる気が持続します。支えになる人
がいることで変化に対する不安が不思議な
くらい和らぎます。また、それだけではなく、
変化のポジティブな面に注目する人々に囲
まれているだけでも、よりよい人生につな
がるすばらしいチャンスが引き寄せられて
きます。

誰も気付かないような些細なことから人生
を大きく動かすようなものまで、あらゆる変
化が有意義な経験をさせてくれます。ヘア
スタイルを変える程度のことでも、思い出し
てみれば、友達に評判が良くて嬉しかった、
という経験をしたことはありませんか。そん
な体験ひとつでも、変化に対する自信につ
ながっているはずです。

一方、どんなにアドベンチャー精神あふれ
る人であっても、働き盛りに転職するとい
った決断は簡単にできるものではありま
せん。それでも、今の仕事で幸せが感じら
れないなら、慣れ親しんだ環境から飛び出
して、より幸せに生きるための新しい道を
探ることを考えてみる価値はあるかも知れ
ません。

重要なのは、何かを変えるのに遅すぎるこ
とはない、と心に留めておくことです。ある
いは、フォーカスの定め方を変えるのに遅
すぎることはない、と言うべきでしょうか。今
あなたがライフステージのどの段階にいる
かは問題ではありません。何かを変えようと
する前に、手遅れだとあきらめないことで
す。変化の利点は年齢に関係なく誰もが享
受できるものなのです。 

人生における変化は、すばらしい推進力をもたらしてくれることもあれば、
怖れをなすほどの困難な壁に見えることもあります。どちらに転ぶかは、自分を取
り巻く世界をどんな視点から捉えるかによって変わってきます。ポジティブな要素に注目してい
れば、わくわくするようなアドベンチャーとして受け止められるでしょう。逆に懸念や不安につな
がるネガティブな要素ばかり気にかけていると、怖くて身動きできなくなってしまいます。 

変化に対する不安を克服する



栄養
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家庭での食事には、それぞれの特色がありま
す。その実態は代々の習慣、好み、ライフスタ
イルに影響されるので千差万別ですが、健康
でいるための栄養ある食事となると、全世界
に共通する基本的要素があります。熱帯でも
砂漠でも、内陸でも海沿いでも、人体が必要
とする栄養素とエネルギーはほとんど変わり
ません。居住環境やスケジュールの多寡に関
わらず、体のサポートになる工夫を取り入れ
ることは有意義です。

多忙を極める人でも健康的な食事をすること
は可能です。まずは、慌てて物を口にするの
をやめて、ほんの数分でも落ち着いて待つこ
とから始めましょう。仕事の合間や移動中に
甘いものやスナックをかじるのが癖になって
いる人は、10分ルールを試してみて下さい。
何か食べたくなったら、10分だけ我慢して待
つのです。すると、食欲そのものが消えている
ことに気づくことがあります。これは、食べた
いという気持ちがお腹を満たすためではな
く、慌ただしさから発しているためです。スト
レスがたまると体に良くないものを食べたく
なるものだ、ということを知っておきましょう。 

10分待っても食欲がおさまらない場合は、も
う一度食べるのは我慢して、グラス1杯の水を
飲みます。それでも食べたい気持ちを抑えら
れない人は、予めヘルシーなおやつを用意し
ておいて、それを少量食べるようにして下さ
い。手軽につまめるミックスナッツやリンゴ、
ピーナツバターなどを引き出しに常備すると
便利です。

おやつでもランチでも、食事の間は食べてい
ることを楽しんで下さい。あまりゆっくりでき
なくても、意識を食べ物に向けるだけで食事
の時間がずいぶんと違ったものになります。
どんなに急いでいても、時間の中にゆとりを
見出すことはできるはずです。自分の席を離
れることができないなら、コンピューターを閉
じて心を癒す音楽を聞きながら食事をし、何
度か深呼吸をしてみましょう。また、背筋を伸
ばして肩の力を抜いて食べると、消化の助け
になります。

忙しい人ほど、食生活の改善に役立つ下準備
が重要です。特に多忙な1日が待っているな
ら、前の晩に満足感をもたらしてくれるランチ
とヘルシーでおいしいおやつを用意しておき
ましょう。そうすれば、スナックの自動販売機
にひっかかることはありません。 

外食をする場合は、メニューを把握したうえ
で賢明な選択をして下さい。よりヘルシーな
ものを選ぶポイントは、野菜や豆腐、魚、鶏肉
を優先し、牛肉や豚肉を避けること、そして揚
げ物など油を使った調理法のものではなく、
蒸すか茹でるか、炙ったものを探すことです。
前菜をヘルシーなものにしただけで満足し
てはいけません。メインはもちろん、付け合
わせや飲み物もヘルシーなものにこだわり
ましょう。付け合わせはフライドポテトよりも
サラダや茹で野菜を、飲み物はソフトドリン
クやシェイク、甘いコーヒーよりもお水か無
糖のお茶を選ぶのです。スムージーは自宅で
作るならヘルシーなものにできますが、外食

時に出てくるものには余分な糖分、脂肪分、
カロリーが入っているので、あまりヘルシー
とは言えません。 
 
まあまあヘルシーだけれど一歩及ばないよ
うなメニューが気になったら、ちょっとしたア
レンジを依頼するのも一案です。塩とMSGを
使わないで欲しい、あるいは卵黄を使わな
いでもらいたい、といったリクエストをする
のです。フライドポテトやクリームスープが
組み合わせてある場合でも、ベイクドポテト
やサラダに交換するよう頼めますし、ソース
やドレッシングを直接かけずに別容器で添
えてもらうことも可能です。この程度の変更
はシェフやウェイターにとっても何ら難しい
ことではありません。しかも、カロリー摂取量
を大幅に減らせます。 

また、一見ヘルシーなメニューに騙されない
よう注意する必要もあります。おいしくてヘル
シーなイメージのあるサラダでも、鶏の揚げ
物が混ざっていたり、重たいドレッシングが
かかっていたりすると、一般的な前菜よりも高
カロリーになってしまいます。フライドチキン
は皮なしでベイクした鶏胸肉に、濃厚なドレ
ッシングは軽やかなビネグレットに替えて別
容器で添えるようにリクエストできます。 簡単
にできるアレンジで、真にヘルシーなサラダ
を楽しんで下さい。 

現代社会では誰もが慌ただしい毎日に追われているようです。大人は長時間働
き、子供は学校と宿題とスポーツで忙しく、10代になると行動範囲も広がって様々な付き合いで出
かけるようになります。これでは家族のスケジュールが複雑かつ過密になり、食事さえ落ち着いて
できないような気がしても仕方がないかも知れません。日課や予定をこなすことで精一杯で、つい
簡単なファーストフードに頼ってしまう人も残念ながら多いようです。肥満、高血圧、高コレステロ
ール血症など様々な健康上の問題とファーストフードの関連性は多くの研究で証明されているに
も関わらず、ファーストフード店に駆け込む人は後を絶ちません。

食事をおろそかにしない



特集記事
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代謝向上に取り組む前に、まずその仕組み
を理解しておきましょう。代謝過程は人体の
すべての細胞内で生命活動を維持するため
に行われる一連の化学変化の総称です。し
かるべき化学変化を続行するには、エネル
ギーが必要です。私たちの体は食事で得た
カロリーを燃焼してエネルギーを維持して
います。 

代謝率は、体が機能するうえで必要なエネ
ルギーの量（カロリー）を指数としています。
また、休眠時に体が必要とするエネルギー
を特に基礎代謝と言います。代謝が活発な
人ほど必要とするエネルギーは大きく、代謝
率が高くなります。ですから、ライフスタイル
がアクティブな人の体はより多くのエネルギ
ーを使います。

ヘルシーなライフスタイルとは、代謝とカロ
リー摂取と活動がバランスよく働いている
状態と言えます。このうちいずれかひとつだ

けでも適度な範囲から外れてしまうと、本来
の機能を最大限に働かせることができなく
なります。

体が必要とするよりも多くのカロリーを摂取
した場合、あるいは活動量がすべての摂取
カロリーを消費するほどに達しない場合は、
バランスが崩れます。その結果何が起こるか
というと、体は余分なエネルギーを脂肪に
変えて蓄え、代謝を抑制します。 

ですからグリセミック値の高い炭水化物や
脂肪を多量に含む菓子類、ソーダ類、ポテト
チップ、その他のジャンクフードを食べると、
代謝効率が悪くなります。代謝の落ちたとこ
ろへこのような体に悪い食品を口にすると、
悪影響が倍増します。低脂肪のヘルシーな
タイプではなく高脂肪高カロリーの食品を
過剰に摂取すると、大量のカロリーを効率
の悪い状態で消費するわけですから、ます
ます時間がかかってしまいます。

食べ過ぎが代謝効率を悪くするなら、食べ
なければ代謝が向上して体によいと思って
いる人が少なからずいるようですが、これも
正解ではありません。過食が健康的でない
のは確かですが、食べる量を減らしすぎる
のもまた体に良くないのです。食事を抜くこ
とも代謝の悪化につながります。健康全般
に言えることですが、適度な範囲を保つこと
が大切です。 

人間の体がいくらうまく出来ているとはい
え、体内の代謝機能に個人の事情を理解し
てもらうのは無理です。例えば、食事を抜い
たとき、それが減量を意図したものか、それ
とも食べ物が手に入らなくてやむを得ずと
いう状況だったか、体の側には区別がつき
ません。 

体重を減らしたくて朝食を抜いたとしても、
体の中では飢餓に備える準備が始まります。
飢餓対策モードに入ってしまうと、体は蓄え

代謝の効率は遺伝や性別など様々な要因によって異なります。代謝効率
の低さは親譲りだと思っている方もいるかも知れませんが、諦めないで下さい。基礎代謝は
不変ではありません。ちょっとした工夫をすれば、代謝を高めて減量し、より健康になること
ができます。 

代謝について理解する



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 。 
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たエネルギーをできるだけ無駄に使わずに済むよう、代謝を低下
させます。代謝が下がると、次の食事で摂取したカロリーを燃焼す
るのに、余計に時間がかかることになります。 

しかも空腹感が強いとつい食べ過ぎてしまい、さらに状況を悪化
させてしまいます。現代では空腹に堪え難くなった時、手近な自動
販売機やファーストフード店が
利用できますが、これがまた悪
化に拍車をかけます。

このような問題を避け、代謝を
良好な状態に保つために、1日
分の食事を4〜5回に小分けに
して食べるという方法がありま
す。ただし、代謝には個人差が
ありますから、これで効果を感
じられる人もいれば、従来の3
食のリズムの方が合っている
人もいるでしょう。

食べ方は違っても、高脂肪、糖分過多の加工食品に偏った食事が
代謝を悪くすることは確かな事実です。一方、新鮮な野菜と果物、
スパイス類、牧草飼育の低脂肪肉と天然魚、豆、ナッツ類などの健
康によい食品を中心とした食事にすれば、代謝効率を上げること
ができます。

代謝を良くしたいなら、どんな食品を選ぶかが重要なポイントに
なることは間違いありません。しかしながら、代謝効率をぐんと高
める最善の方法は、運動です。運動をすると、カロリーを消費でき
るだけでなく、筋肉量を増やすことができます。筋肉が増えると、
それだけ多くのカロリーを寝ている間にも燃焼できます。体が維
持に使うカロリーの量は、代謝効率と密接に関わっています。 

 
代謝を向上するうえで特に有
効なのは、有酸素運動だけで
なく、筋力トレーニングを組み
合わせることです。有酸素運動
をカロリーを燃焼する炎に例え
るなら、筋力トレーニングは炎
の勢いを加速するガソリンのよ
うなものと言えます。いくつか
の研究によると、ほんの1、2キ
ロ筋 肉 量を増 や すだ けで、有
酸素運動1時間で消費できるカ
ロリーも、休 眠 時 の 基 礎 代 謝

も、大幅にアップするということです。

あなたの体の代謝は一定ではありません。日によって、時間帯によ
っても変動しています。健康的な食事と運動の習慣を組み合わせ
て、1日中しっかりと代謝の炎を燃やし続けましょう。 
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体重を減らしたくて朝食を抜いたとしても、
体の中では飢餓に備える準備が始まりま

す。飢餓対策モードに入ってしまうと、体は
蓄えたエネルギーをできるだけ無駄に使わ

ずに済むよう、代謝を低下させます
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一般的には、オーガニックは地球上に本
来存在する物だけでできていることを示
します。食品業界や農業においては、人工
的に合成された殺虫剤や除草剤、化学肥
料を一切使用せず、栽培・飼育したものを
オーガニックと認める仕組みが作られて
います。  

国や政府関連機関で決められたオーガニ
ックの認定システムは、日本やアメリカ、
ドイツ、スイス、中国などで導入されてい
ます。厳密な規定は各国制度によって異
なりますが、その狙いは同じで、オーガニ
ックとして市場に出すからには、化学合成
物質を含む農薬や肥料を使ってはならな
い、と定められています。 

一 方 、ナチュラル 、自 然 派といった 文 句
は、似て非なるもので、オーガニックのよ
うな規制の対象にはなっていません。ア
メリカの食品医薬品局は食品に関連する
法規を調整する組織ですが、ナチュラル
という用語については特に規定していま
せん。

公式な定義はなくとも、消費者の間であ
る一定の意味合いで理解されていること
は確かです。通常、天然、自然、ナチュラル
といった表示があれば、化学合成物質は
含まれていないと考えられます。ならば単
純に、人工的な原材料や添加物を口に入
れたくなければ、これらのキーワードを目
印に商品を選べばよいと思われるのでは
な いでしょうか。ところが、実 際 はそう簡
単 な 話で はありません。特 にビタミン類

のサプリメントについては、より深い理解
が必要です。

ビタミンCの分子は、オレンジに含有され
るものと試験管の中で合成されたものの
区別はつきません。しかも、いずれも体内
で全く同じ働きをします。ビタミンCは微
生物を使って果糖などの糖を発酵させる
ことによって製造できます。つまり、微生
物という生命体の活動を利用して生合成
を行っているわけです。よって、果物や野
菜に含まれるものと同一の分子が得られ
ます。

しかしながら、このように天然ものと同等
の合成は必ずしも可能とは限りません。ア
ミノ酸やビタミンEといった物質の場合、
天然ものと合成による産物とでは、形態
に大きな差異があります。人間の体内に
ある酵素は、大半の糖類とビタミンEにつ
いては 右 手 型（ D 型 ）しか 受 容しませ ん
が、大半のアミノ酸については左手型（L
型）が最も望ましい形態です。これらの物
質を人工的に化学合成すると、右手型と
左 手 型 の 分 子 が 混 在した 状 態 に なりま
す。酵 素 に適 合しな い 型 の 分 子 は、単 に
無 視される場 合もあれ ば、酵 素 にくっつ
いてしまって本来の機能を阻害してしま
う場合もあります。ですから、それぞれの
栄養素について代謝過程をよく考えるこ
とが重要です。

誰もがいつでもオーガニック食品だけを
口にすることができれば理想的ですが、
現実にはそうはいきません。また、天然の

みにこだわることもおすすめできません。
物質によっては、合成（特に微生物による
生合成）により製造されたもののほうが
天然ものより望ましい場合もあるのです。
厳 密 に管 理され た 製 造 環 境で 高 度 な 技
術を駆使して生産されたものは、環境汚
染物質が混入しないよう極力配慮されて
いて、品質も安定しています。

例えば、マグネシウムは私たちにとって不
可欠なミネラルで、体内の300種以上の
酵 素 が 正 常 な 機 能を果 たすた め にマグ
ネシウムを使っています。残念なことに、
食品から得られるマグネシウムの量は低
下し続けています。化学物質を使う栽培
では生産効率が優先されますし、オーガ
ニック栽培であっても、栄養価が下がって
しまうケースもあります。最善の選択をす
るには、よく下調べをして、経験を重ねた
うえで、良識をもって判断する必要があり
ます。足りない栄養を補給するという観点
では、合成かオーガニックかナチュラルか
にこだわらず、充分に検証された、人体に
適した形態の良質の栄養素を幅広く取り
入れるのが賢明です。

健 康 関 連 の 記 事 や 食 品 のラベ ルで 見 か
けるオーガニックやナチュラルの表記は
魅力的に映りますが、背後にある事情は
とても複雑です。国や地域の規定を知り、
ラベル表示をきちんと読んでお買い物を
しましょう。 

健康食品を扱う店に入ると、あらゆる製品にナチュラル、オーガニックといっ
た言葉が表示されています。他にも、天然、自然、有機栽培など良く似た意味合いのキーワ
ードもあふれていますが、それぞれの定義をきちんと把握しようとすると、かえって混乱してしまい
がちです。 

ナチュラルかオーガニックか
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スカウトやクラブ、部活動などのグループ
に属し定期的に参加することは、あらゆる
年齢層の子供たちによい影響をもたらし
ます。それは、教室でも家庭でも経験でき
ない貴重な学びの場をグループ活動が与
えてくれるからです。

放課後の活動は子供たちにとって羽を伸
ばすよい機会となります。子供たちは朝か
ら1日、教室でずっと机に向かっています。
自分の席でおとなしくしているだけでも
大変な思いをする子は珍しくありません。
子供たちには有り余る元気を発散するチ
ャンスが必要なのです。放課後のスポー
ツはエネルギーを存分に使える絶好の活
動で す。また 、親 が 外で 働 いている場 合
は、帰宅して子供たちの相手になれるま
での数時間を有効に活用できる点でも好
都合です。 

子供の頃からチームスポーツに親しむこ
とで、心身両面で様々な好影響が期待で
きます。丈夫な体をつくるだけでなく、チ
ームで取り組むなかで、スポーツマンシッ
プや逆境を克服すること、チームの一員と
して、あるいはリーダーとして活躍するこ
となどを学ぶことができます。こういった
社会的なスキルは、後に社会人になって
からの生きやすさにつながっていきます。
しかしながら、コートの内外で学ぶべきこ

とを学ぶには、子供たちは親の手助けを
必要としています。

チ ームで 行うス ポ ーツ が 苦 手 な 子 供 に
も、適した活動はいろいろあります。例え
ば、吹奏楽で楽器の演奏に取り組むと、辛
抱強く練習を重ね、上達への道を歩み続
ける意義を知ることができます。大勢の人
の 中 に いることの 苦 手 な 内 気 な 子 供 に
は、演劇がよい訓練になります。 

ボーイスカウトやガールスカウトは子供
たちの心身と人間性の育成を目的とした
様々な活動を経験させてくれます。子供た
ちは楽しく参加しているうちに、自然と自
信をつけ、有能な大人になる素地を身に
つけていきます。 

スポーツなどのクラブ活動は、育ち盛りの
子供たちに幅広い学びの機会を与えてく
れます。正々堂々と挑むこと、仲間と助け
合うことなど、活動を通じて学んだことは
生涯役に立つでしょう。

ただし、どんな活動をするにしても、子供
に過度のプレッシャーを感じさせないこ
とも重要です。大人にも子供にも言えるこ
とですが、ついつい、勝つことにこだわり
がちです。勝ったときの喜びを共有できる
のは、もちろん、すばらしいことです。しか

し、負けるという経験を通じて学ぶべき大
切なこともたくさんあります。

親がどんなに子供を守ってやりたいと思
っていても、子供たちはいずれ何度かは
失望や失敗を経験します。それは試合に
負けることかも知れませんし、昇級できな
いことかも知れません。しかしながら、一
定のルールのもとでそういった小さなつ
まづきを経験し、現実を受け入れる術を
身につけることは大切です。将来、昇格を
逃したり離婚したりといったより大きな困
難 に直 面しな いとも限りません。そんな
困難や悲しみを乗り越えていくには、子供
のうちから負けても潔さを失わないこと
を学んでおく必要があります。結果の如何
ではなく、がんばったことを誇りに思って
いると子供にしっかりと伝えてあげましょ
う。

一方、いくら言葉を尽くして子供たちに相
手を尊 重 することの 大 切さを説 いても、
親 が 目 の 前で 審 判 に 向 かって怒 鳴った
り、コーチを激しく非難したり、ミーティン
グを乗っ取ったりするのを見てしまうと、
子供は親のとった不適切な行動をまねる
ようになります。親であるあなたがまず手
本を示すべき立場にあることを常に忘れ
ないで下さい。 

進学、進級の季節がやってきました。中高生の子のいる親の中には、少しでも遊ぶ時
間を減らして勉強に励んでくれたら、と思っている人がたくさんいることでしょう。そこには、しっ
かり勉強して成績が上がれば、大学入試に有利だからという親心が見て取れます。しかしなが
ら、学校や将来の職場で成果をあげることができるようになるには、学業に劣らず大切な要素が
他にもたくさんあります。

クラブ活動の重要性
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年齢は気持ち次第

実年齢と感覚年齢の関係については、2014
年、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジと
イギリスの国際長寿センターが共同研究を
行っています。6,489人を対象としたインタビ
ューを分析したところ、実年齢より老いを感
じている人は死亡率が高く、実年齢より若く
感じている人は死亡率が低い傾向にあるこ
とが明らかになりました。 

このような発表を踏まえて、自分に問いかけ
てみて下さい。自分は今何才だと感じている
でしょうか。そしてもう一問。自分は何才でい
たいと思っていますか。 

20代前半まで時間を巻き戻すことはできま
せん。それでも、望ましい心構えと展望をし
っかりと持ち、健康的な食生活と適切なセル
フケアをしていれば、今の時代なら充分に
感覚年齢で生きることが可能です。

基本的なライフステージはゆっくりと、でも
確実に推移しています。何世紀か前は、十代
で結婚し家庭を持つのが当たり前でした。
やがて健康状態が向上し寿命が長くなるに
つれて、結婚や出産のタイミングが遅くなっ
てゆき、晩婚化の進んだ今では、30代や40
代で家庭を築き始めるのも一般的と言える
ほどになっています。 

寿命が大幅に伸びた現代では、何度か転職
したり、子供に手がかからなくなってから学
校に通い始めたり、中高齢層でもアクティブ
に暮らしたりといったことも可能です。西欧
では、19世紀の終わり頃の平均寿命は37才
くらいでした。現代の先進国の平均寿命は
たいてい75才を超えています。あくまでも 

「平均」のデータですから、昔は乳幼児死亡
率が高かったために、全体の平均寿命が低
くなっていることは念頭に置くべきですが、

それでも西欧に限って言えば、ほんの1世紀
ほどの間に寿命が倍になったわけです。

医学、栄養、健康、その他の科学の進歩によ
り、私たちはより長生きできるだけでなく、
心身共に健やかな老後を楽しめるようにな
っています。適切な食生活と運動、社会的支
援を組み合わせた健康的なライフスタイル
を心がけていれば、感覚年齢で生きていくこ
とは充分に可能な時代になっているので
す。

多くの人が知っているように、健やかに年齢
を重ねていくためには、使わなければ失わ
れるという原則を認識しておく必要がありま
す。例えば、使っていない筋肉は萎縮、減少
していきます。脳を活発に働かせる機会が
日常的にないと、認知機能が低下しがちで
す。脳を働かせる活動は難しいものではあり
ません。読書やトランプ、クロスワードパズ
ルといった単純なものから、コンピューター
で作業する、新しい言語を学ぶ、新しい趣味
を始める、新しい人々との会話を楽しむとい
ったことまで、あらゆる活動が脳を刺激しま
す。アクティブな心は若い心、と覚えておきま
しょう。 

気持ちをポジティブに保っていれば、若 し々
く生きるのは簡単です。高齢化のもたらす
痛みばかり気にしていると、日々の暮らしに
より多くの痛みが引き寄せられてしまいま
す。これに対して、運動したあとの心地よさ、
ジャンクフードを口にしなかったことの誇ら
しさ、といった健康に寄与する成功体験に
意識を向けている場合、より若々しく、健や
かで幸せな毎日を過ごすことができます。 

幸福感といえば、笑いが良い薬になること
が科学的に裏付けられたことはご存知でし

ょうか。愉快な気分は若々しさにつながりま
す。ポジティブな心構えはよりポジティブな
体験を呼び込みます。若い頃の輝かしい瞬
間がよみがえるのもそのひとつです。心の若
さを抑制する鬱々とした気持ちも、笑い飛ば
せば消えてしまいます。ポジティブな展望は
若 し々い生き方への道標となるのです。

親しい友人や家族の愛情に囲まれて過ごす
ことも、若々しさを保ちやすくするうえで有
効です。親密な人間関係を育むことは、健康
的に年齢を重ねたい人に多くの利点をもた
らします。友人や家族と近い関係にあれば、
それがポジティブな支援網となって、心身の
活性化につながります。友達とゲームをした
り、家族で食事に出かけたり、何らかのグル
ープ活動に参加したりすることで、世界と積
極的なつながりが築かれます。親愛に基づ
く人間関係が生きがいになり、それが心の
若さを維持してくれるというわけです。 

平均寿命の上昇と医療科学の発展で、私た
ちはより長く健やかに生きることができるよ
うになっています。晩年になってマラソンや
登山に挑戦することさえ、もはや不可能では
ありません。感覚年齢どおりの若 し々い生き
方をしましょう。きっとあなたも喜びと幸せ
に満ちた人生を楽しめるはずです。 

オットー・タニングさんは、73才でドーバー海峡横断泳に成功しました。三浦
雄一郎さんは一昨年、80才でエベレストに登頂し、史上最高齢記録を樹立しました。がん闘病を乗
り越えたハリエット・トンプソンさんは、91才でサンディエゴ・マラソンを完走しました。この人たち
に共通していることは何でしょうか。それは、年齢は気持ち次第であることを実証した、ということ
です。
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独身男性は料理ができないというのはステ
レオタイプに過ぎません。サラダは女性の
食べるもの、という思い込みもまた、ステレ
オタイプです。実際には料理をする男性は
たくさんいます。食べ応えのあるサラダを中
心とした、おいしくてヘルシーな食生活は、
どんな男性にも可能です。 

そんな基本のサラダをマスターしてこそ、真
の男の食卓は成り立つのです。葉野菜を選
ぶうえで知っておきたいのは、緑が濃いほど
栄養価が高いという原則です。一般的な球
のレタスよりも、ロメインレタスやほうれん
草のほうが栄養があります。もちろん、歯触
りの良さを加味するために、普通のレタス
を加えてもよいでしょう。できれば、ケールや
クレソン、エンダイブなど、複数の緑の葉野
菜を混ぜて下さい。スーパーには数種類の
葉野菜を混ぜたサラダ用のパックがありま
すので、これをベースに利用すると手軽で
す。

ボウルに葉野菜を入れたら、お好みの野菜
を切って加えましょう。明るい色彩が加わる
と、よりおいしそうに見えますし、食感にも幅
が出ます。 

野菜だけでは物足りない場合は、少量の鶏
肉か魚をトッピングするのがおすすめです。
皮なしの鶏の胸肉に火を通し、小さめに切
ってサラダに乗せると、よいタンパク源にな
ります。タンパク質は満足感を持続させ、筋
肉量の維持・増強を助ける働きがあります
ので、まさに男性にとって理想的なメニュー
と言えます。ただし、肉の量には注意して下

さい。トランプ1組程度の分量で、油を控えて
調理するのがポイントです。薄くスライスし
てサラダに乗せると、充分なボリュームが楽
しめます。 

また、ナッツ類をプラスすると、良質の脂肪
とタンパク質を摂取して、満足感も持続させ
ることができます。

仕上げのドレッシングは軽めのビネグレッ
トにしましょう。ジンジャーやラズベリーな
どの風味があるものは特に爽やかです。
良質のオリーブオイルはとても体によい
食品です。

サラダのアレンジは無限なので、飽きること
はないはずです。基本のサラダをマスター
したら、いつもと違う工夫を凝らしてみて下
さい。黒オリーブとサルサでスペイン風、エ
ビとパイナップルとジンジャーで甘酸っぱ
く、カラマタ・オリーブと紫タマネギ、フェタ
チーズでギリシア風、スモークサーモンとア
ーモンドで個性派に、など、いろいろなアイ
デアで楽しめます。 

サラダはとても簡単です。毎食ごとに加えて
も、さほどの手間ではありません。サラダの
利点はまだまだあります。食事の始めに低
カロリーのサラダを少し食べておくと、食事
全体から摂取するカロリーの総量を減らす
ことができます。サラダは体重管理や減量
にも役立つのです。

また、体によい油分を簡単に摂取できるの
もサラダの魅力です。オリーブオイルやアボ

カド、ナッツ類（いずれもサラダと相性抜群
です）などに含まれる単価不飽和脂肪酸は、
トマトのリコペンや緑の野菜のルテインと
いった植物性栄養素の体内吸収を助けてく
れます。つまり、サラダのあらゆる栄養素が
互いに相乗作用をもたらし合って、とてもヘ
ルシーな食事ができるというわけです。

また、多種多様な野菜と果物を組み合わせ
たサラダなら、これ1品で幅広い植物性栄養
素を採ることができます。大盛りにすれば、
それだけで1日に必要な野菜の大半が確保
できます。

体によい野菜たっぷりのサラダを毎食でも
取り入れない手はありません。シンプルなグ
リーンサラダは5分もあれば用意できます。
外食をするにしても、たいていのレストラン
でサラダが提供されています。ほんの数ド
ルの追加でサラダ付きにできるファースト
フード店もあるくらいですから、サラダが食
べられない理由などないはずです。

真の男はおいしくお腹いっぱいになるサラ
ダの作り方を知っています。独身男性だから
と言って、包装食品に頼ることはないので
す。 

スーパーマーケットの冷凍食品コーナーを見てみると、いかにも独身男
性向けといった風体の即席ものがずらりと並んでいます。ボリュームはあって
も、野菜がほとんど入っておらず、塩分と保存料が多量に使われています。マーケティングの世
界では、男性は料理をしないもの、あるいはヘルシーな食事を食べないものと考えられている
のでしょうか。.

真の男はサラダを食す
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どれほど大切な役割を果たしているかを考え
る前に、まず皮膚の仕組みを理解しておきまし
ょう。皮膚組織は主に、表皮、真皮、皮下組織の
3層構造になっています。外界に接しているの
は表皮の一番外側の部分です。ここには死ん
だ皮膚細胞が集まっていて、常時外側から順
にはがれ落ち、下の皮膚細胞と入れ替わって
います。ばい菌や汚染された空気、水に対し
て、最前線で体を守っているのもこの表皮で
す。水分と天然の油分を内側に閉じ込めつつ、
外界の障害物から体を守る役割も果たしてい
ます。 

皮膚はまた、健康状態を映す鏡でもあります。
栄養状態の悪い時や、ストレスで心身が弱って
いる時、慢性疲労に陥っている時はそれが皮
膚に現れます。お肌を最もよい状態に保つに
は、肌に優しいスクラブやクレンジング、オイ
ル、ローション、保湿クリームなどを使って外側
をケアするだけでなく、健康な皮膚の各層に
栄養を行き渡らせるために、内側からの保護と
滋養を心がけて食事をする必要があります。 

体のあらゆる部位と同様、皮膚もフリーラジカ
ルの攻撃にさらされています。フリーラジカル
の原因は、環境汚染、ストレス、喫煙、病気、ア
ルコール、合成添加物など、多岐にわたります。
体内に入ったフリーラジカルは、あらゆる組織
に蓄積されてしまいます。コラーゲンやエラス
チンで構成される皮膚もその例外ではありま
せん。コラーゲンとエラスチンは、皮膚その他
の結合組織の構造上欠かせない重要なタンパ
ク質です。いずれも接着剤のような働きをしま
すが、組織の繊維どうしの接触をスムーズにす
るための潤滑剤としても機能します。コラーゲ
ンとエラスチンがなければ、皮膚はハリも柔軟
性も失ってしまいます。エラスチンは主に皮膚
のしなやかさを保っています。

フリーラジカルと戦う抗酸化物質をたっぷりと
確保して、皮膚を守りましょう。新鮮な果物、野
菜、ハーブやスパイスを豊富に含む食事は、健
康なお肌のためのレシピとも言えます。

ジャガイモ、バナナ、レンズ豆、唐辛子、テンペ
はビタミンBをたっぷりと含んでいます。ビタミ
ンBは、しわの少ないすべらかなお肌に導いて

くれます。ビタミンBが欠乏すると、日焼けや皮
膚炎に類似した症状が現れることがあります。
カサカサした乾燥肌、赤み、フケ、かゆみ、早期
のしわなどは、いずれもビタミンB群と、脂溶性
ビタミンのA、D、E、Kなどが摂取できていない
人によく見られます。 

トマトやグアバ、パパイヤ、スイカ、ローズヒッ
プの赤い色素であるリコペンはカロテノイド
の一種で、フリーラジカルの中和に強力な作
用を発揮します。カロテノイド類が日焼けや炎
症の影響に有効とする研究も複数発表されて
います。ある研究では、トマトエキスのサプリメ
ントを毎日摂取したボランティアの人々に、紫
外線から皮膚を守るリコペンの働きが有意に
認められたということです。

また、日焼けの予防には、サプリメントなどの
方法で適量のビタミンD3を摂取しておくのも
重要です。ビタミンDは日光を浴びることで産
生されますが、体内のビタミンD3量が不十分
な人は日焼けに対する耐性が弱いタイプです。
日頃から少しずつ日光を浴びて、夏の紫外線
を受けてもやけどのような焼け方をせずに済
むようにしましょう。

寒流域の深い海で獲れた新鮮なお魚もお肌に
とてもよい食品です。オメガ3脂肪酸をたっぷ
りと含む魚は、太陽のダメージから肌を保護す
るのに役立ちます。これは臨床試験で何度も
証明されています。オメガ3については他にも、
お肌のアンチエイジングや日光に対する保護
作用などの観点から、多数の研究が行われて
います。ある研究では、オメガ3を3ヶ月間、毎日
摂取したところ、日焼けに敏感だった皮膚が大
幅に改善されたと報告されています。また、サ
プリメントによる補給の結果、紫外線による
DNA損傷を示す主要マーカーが減少したとい
うことです。
 
オメガ3脂肪酸は、魚以外では、フラックス（亜
麻仁）、キーウィ、コケモモ、アサイーベリー、牧
草飼育された牛の赤身の肉、栄養強化食品、サ
プリメントなどから摂取できます。 

もうひとつお肌によい食品として、贅沢な嗜好
品ではありますが、チョコレートをあげること

ができます。フラバノール含有量の多いココア
の効果を長期にわたって研究した結果、毎日
の抗酸化物質摂取で女性によい影響が認めら
れました。被験者の女性に12週間、フラバノー
ル含有量の異なるココアを飲んでもらったとこ
ろ、高フラバノールのグループで、お肌の健康
に大きな効果があったそうです。

これは、高フラバノールのココアを飲み続けた
ことで皮膚および皮下組織の血流が良くなっ
て、皮膚の厚さ、密度、潤いが向上したと考えら
れています。また、同じグループでは紫外線に
誘発される刺激も緩和されており、多めに日光
に露出しても皮膚にはさほど影響はなかった
ことが指摘されています。さらに、肌のカサつ
きや荒れの改善も認められたとのことです。

最後に、つやつやとしたヘルシーなお肌のた
めには、きれいで新鮮な水の重要性を過小評
価してはならないことを付け加えるべきでしょ
う。多くの人が意識的に多めに水を飲むように
したら、短期間でお肌が健康的になったと実感
しています。また、水をよく飲むことで空腹が抑
えられたり、柔軟性が向上したりといった嬉し
い体験もよく聞かれます。

皮膚はあなたを見る人々の目に最初に映る組
織であるとともに、病気やばい菌から体を守る
第一の防衛線です。幅広い種類の新鮮な果物
と野菜に、抗酸化物質が豊富なハーブ、スパイ
ス、お茶を組み合わせた食生活をして、お肌を
守りましょう。そうすれば、お肌もしっかりとあ
なたを守ってくれるはずです。 

お肌を元気にする栄養素

皮膚は最も人目につきやすい組織ですが、皮膚の健康について考える機
会は普段はあまりありません。皮膚は生命維持に欠かせない重要な組織です。

お肌のためになる食事

• オメガ3 
• カロテノイド
• 抗酸化物質
• フラバノール

• 亜鉛
• ビタミンB
• ビタミンC



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。◊

◊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。
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運動したほうが元気になると
いうのは本当ですか。
活発に動いた後、体に疲れを感じるのは確かですが、有酸素運
動直後の状態から回復すると、より多くのエネルギーが体内に
残るので、運動をすると体に蓄えられるエネルギーが増加しま
す。その仕組みを簡単に説明しましょう。人間の体はミトコンドリ
アと呼ばれる細胞内の小さな器官でエネルギー（ATP、アデノシ
ン三リン酸）を産生し貯蔵します。体内のミトコンドリアの量は、
運動量と密接に関連しています。運動の頻度と時間が増えるほ
ど、ミトコンドリアも活発になり、より多くのエネルギーが生成さ
れます。軽めから中程度の運動なら休憩なしで長時間続けられ
ますので、より効果的です。

ストレスの多い日、体まで疲れ切
ってしまうのはどうしてですか。
体調と感情が密接に関わっていることは多数の研究で証明されて
います。精神面が健康状態に及ぼす影響についても様々な研究が
進められていますが、ストレスほど注目されている要素はありませ
ん。多大なストレスに長時間さらされることが重なると、疲労感と
なって現れるだけではありません。一部の統計によると、医師が診
察する患者さんのうち90％はストレス関連性の疾患を抱えている
と考えられています。ストレスの大きな負荷が長く続くと、エネルギ
ー低下で済まないのは明らかです。ストレスに負けず元気な毎日
を楽しむには、運動でストレスを解消し、望ましい食生活をして夜
ぐっすりと眠るのが有効です。

専門家への質問

減量した後、太らないためにはど
うすればいいですか。
ダイエットのみで体重で落とすことの一番の問題は、ダイエットに
は終わりがあることです。ダイエットが終わった後もとの食生活に
戻ると、ほぼ確実にリバウンドします。さらに具合の悪いことに、ダ
イエット中に運動をしていなかった場合は、筋肉を失っています。リ
バウンドでつくのは脂肪ですから、筋肉が脂肪に変わっただけ、と
いうことになりかねません。体重管理に最も効果があるのは、ライ
フスタイル全般をヘルシーにすることです。「よりヘルシーに」をキ
ーワードに、ごく簡単に気軽にできることから改善していくと、その
積み重ねが大きな成果につながります。ジャンクフードを減らして、
運動量を少しずつでも増やし、野菜を毎日積極的に食べるようにす
る、といったことでよいのです。現状より少しだけ良い状態にするこ
とをまずはひとつ、やってみて下さい。それに慣れてきたら、改善策
をひとつずつ加えて行くのです。やがてヘルシーなライフスタイル
が身に付いて、自分の内面にも外見にも快さが感じられるようにな
ります。そうなれば、体重だけが気になるということもなくなります。
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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。


