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健康も芽吹く春
北半球に春がやってきました。寒さがゆるみ、新鮮な空気があふれ
て、新たな始まりがあちこちに感じられます。農家の方は種まきや苗
の植え付けで大忙しでしょう。これもまた、
今年の収穫のための新た
な始まりです。

あなたの健康の芽も、この季節から育ててみ
ませんか。手入れをして栄養を行き渡らせる
よう気をつけていれば、今蒔いた種はきっと
後の暮らしを豊かにしてくれるはずです。農
地に堆肥と水を与えるように、人間にも栄養
ある健康的なライフスタイルが必要です。
健康的なライフスタイルの種はどのように育
てていけばよいでしょうか。ひとつには、ポ
ジティブな姿勢を維持すること。そしてまた
ひとつには、同じ目標を共有できる仲間を見
つけること。他にも色々と考えられます。新
しい何かに挑戦する、幅広い種類のヘルシ
ーな食材を取り入れる、運動でストレスを解
消する、うっかり失敗することがあっても寛
大な心で自分を許す、アート・オブ・グローイ
ング・ヤングやその他の情報を活用して健康
のためのポジティブなフォーカスを持ち続け
る、といったこともみんな、実りにつながって
いきます。

5キロを完走できる体力が欲しい、と思いつ
つ、冬の大半をソファで過ごしていたなら、こ
の春こそ新しい習慣を始めるチャンスです。
種まきのつもりで、近所で軽いウォーキング
をするといった小さな一歩から始めてみまし
ょう。健康になりたいと心から願い、最終的
な目標を見失わず前向きに取り組んでいれ
ば、少しずつ運動量を増やして、やがてはレ
ースに出場できるレベルに達するかも知れ
ません。
さあ、あなたはこの春、どんな種を芽吹かせ
ますか。新しい運動習慣であれ、食事や料理
のよりヘルシーな工夫であれ、ぜひ今から始
めて下さい。夢をもってケアを続けていけば、
その芽はすくすくと育っていくことでしょう。

Dwight L. McKee
Scientific Director
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最新ニュース
減量をすることが困難？

ストレスの限度を知って、健康を
保ちましょう

減量がうまくいかない最大の理由は、本人の
展望かも知れません。
イギリスを拠点とする
研究チームが近頃肥満問題の専門誌
（International Journal of Obesity）に掲載し
たある研究によると、太りすぎを自覚してい
る人には、
自身の努力を無意識のうちに妨げ
る傾向があることが分かりました。太り過ぎ
を気にしている人は、
そうでない人よりも体
重が増えやすいことが明らかにされたわけ
です。
この研究結果は、ポジティブな心構え
を維持することの重要性を強調していると言
えるでしょう。

数十年に及ぶ研究の結果、
ストレス過多が健
康に悪影響を及ぼすことが立証されました。
しかしながら、
ストレスに対する許容能力は
人によって異なります。
ストレスのもたらすダ
メージから自分を守るために、
精神面の健康
状態を自分で把握する、
ポジティブな心構え
を維持する、
様々な出来事にバランスよく対
処する、
自分に合ったリラクゼーション方法を
実践するなどの工夫をしてみてください。

視力守る

お肌を守るために豆腐を食べま
しょう
大豆から作られる豆腐はアグリコン型のイソ
フラボンが豊富です。
イソフラボンにはお肌
のしわを減らす働きがあるとされています。
中年層の女性を対象とした最近の研究で
は、大豆由来のアグリコン型イソフラボンの
サプリメントを日常的に摂取すると、
目元の
小じわが目立たなくなったということです。
ア
グリコン型イソフラボンは大豆に含有され
る植物エストロゲンの一種です。大豆に含ま
れる各種の植物エストロゲンは、年齢や閉経
による体（お肌、骨など）の変化から女性を守
ってくれます。豆腐はおいしくてメリットのあ
る、女性にとって嬉しい食品なのです。なお、
豆腐は遺伝子組み換えをしていないオーガ
ニックのものを選びましょう。

視力を守る意外な方法が新たに判明しまし
た。
それは運動をすることです。
このほど眼科
の専門誌（Ophthalmology）に掲載された20
年がかりの研究によると、視力を守る3つの
方法として、禁煙とアルコール摂取量の制
限、
そして運動量を増やすことが有効である
と報告されています。いずれも全般的な健康
状態の改善策としては従来からよく知られて
いるものですが、視力の保護にも役立つこと
が突き止められたのです。

健康のために、
もっと歩きましょう
単純な方法でもエクササイズを習慣にす
ると健康に大きく寄与することができます。
最近の研究では、週に5日、中程度の運動
を30分ずつ行うと、死亡率が20％低下する
ことが明らかになりました。サイクリング、
ダンス、水泳など、心拍数を上げる活動な
ら、何でも有効です。
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フィットネス

運動では補えない、食生活
の欠点
健康的な体重管理には、簡単に言えば食生活と運動の2つの側面が
あり、両方ともが重要です。定期的に体を動かすことなく健康は完成
しませんし、運動が食生活の欠点を補うことはできません。

ところが、食事と運動が健康上、同等同質の
効果を有するという誤解を招く記事がしばし
ば見受けられます。真の健康を目指すなら、
両者のバランスを見つけるべき、
とも言われ
ます。
この厄介な議論は、2015年8月、大手清涼飲
料メーカーが米国のある団体に対して金融
および物流面の支援を提供したことに端を
発しています。
この団体は、体重を気にして
いる人は食事に執着しすぎていて、運動への
配慮が足りない、
と啓蒙する活動を行ってい
ます。
これを受けて、多くの人々が、運動量を
増やすことを意識していれば、
ジャンクフー
ドや糖分過多の炭酸飲料を口にすること自
体は心配しなくてもよい、
と解釈するように
なりました。
医療や保健分野の専門家はこのような動向
の報道を危惧しています。
それは、啓蒙活動
の裏側で、肥満や2型糖尿病の蔓延に関与し
ているという甘い飲み物への批判から衆目
を逸らそうという算段が働いていると考えら
れるためであり、
そして実際にその通りにな
りつつあるからです。

政府および独立機関が行った研究
では、健康でいるには、定期的な
身体活動とヘルシーな食生活の
「両方」を実践しなければならな
い、という結論が圧倒的です。
食生活に注意することが重要なのは、生命維
持に必要な栄養素を確保するためだけでは
ありません。好ましくない食生活をしている
と、気付かないうちに大量の脂肪とカロリー
を摂取してしまう可能性があるからでもあり
ます。
さらに、ほとんどの人が、
自分が摂取し
たカロリーを燃焼するのに、
どの程度の運動
が必要かを考えもしません。
これでは体重増
加を防ぐことは困難です。例えば、600mlのペ
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ットボトル1本分のソーダに含まれるカロリ
ーを消費するには、5km近い距離を歩く必要
があります。お昼のおやつにクッキー2枚とソ
ーダ1本を飲食したとして、多少運動量を増
やした程度では食習慣の欠点を埋められな
いことは明らかです。
食は私たちの生活の中心に存在します。朝
食、
ブランチ、
ランチ、
ディナー、軽食、
デザー
ト、会議、集会、パーティーなど、私たちは常
に食べることを考えたり、準備をしたり、食事
をしたりしています。
そして、食にまつわるそ
の時々の選択はすべて、健康に影響を及ぼし
ています。
カロリーの摂取量を減らすだけで減量をす
ることは可能ですが、実際にはなかなか難し
いものです。食事制限だけでは失敗に終わ
る傾向がありますし、
さらに悪いことに、減っ
た分以上に体重が増えるというリバウンドが
生じやすくなります。
また、心血管疾患のリス
クを軽減する、気分を高める、骨を強化する、
筋肉を増強する、
自立性を高める、柔軟性を
高める、転倒のリスクを軽減する、
「悪玉」
コ
レステロールを減らす、心臓の筋肉を強化す
る、
といった運動のもたらす様々な利点が考
慮されていない点も問題です。

ヘルシーな食事と栄養を複雑に考
える必要はありません。体によい
ものをしっかりと食べ、体に悪い
ものは食べないようにする、
それ
だけのことです。

何らかのダイエットを検討している方も、
より
ヘルシーな食生活を目指している方も、必要
な知識を身につけて常識的な判断をし、現
実的な目標を設定してみましょう。遠からず、
より健やかで幸せな暮らしを楽しんでいる自
分に気付くことができるはずです。

本当の意味で健康になるには、ヘルシーな
食事と定期的な運動の両方を組み合わせる
必要があります。
食事と運動の両立において最も重要なポイ
ントは、
自分に合った方法を見つけて継続す
ることです。
この地球上にいる人間のひとり
ひとりがユニークな存在であり、ニーズも人
それぞれです。炭水化物に敏感な人もいれ
ば、乳糖がうまく消化できない人も、
グルテ
ンでアレルギー症状が生じる人もいます。走
るのは嫌いだけれど、泳ぐのは好き、
といっ
た個性もまた、人それぞれです。
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特集記事

増加する
非伝染性疾病
あらゆる技術の進化とライフスタイルの変化により、何かと
便利になった現代ですが、
その結果として職場で座りっぱな
しになったり、工場生産された不健康な食べ物が普及した
り、都市部で栄養価の高い食品が手に入りにくくなったり、ス
トレス過多になったりと、様々な弊害ももたらされています。
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このような現代社会を反映するかのように、
世界各地の先進国で非伝染性疾病が蔓延し
ています。
世界保健機関によると、非伝染性疾病は現
代の死因のトップを占めており、今も増加を
続けているということです。非伝染性疾病は
他の人や動物から感染しないタイプの病気
で、心臓病、卒中、慢性肺疾患、癌、糖尿病、
自
己免疫疾患など様々なものがあります。
中でも死亡に直結しやすいものは、心血管
系の疾患です。
これに続くものが癌、呼吸器
系疾患、糖尿病です。
いずれも特定の病原体に起因するのではな
く、喫煙や運動不足、過度の飲酒、環境汚染
物質、貧しい食生活、
ストレス、
その他の不摂
生が重なって生じます。
慢性的な非伝染性疾病の影響は患者本人以
外にも及びます。国民所得に数十億ドル単
位の損失が出ているのもそうですし、結果的
に何百万という人が貧困にあえぐことにも繋
がっています。個人レベルでも社会レベルで
も、何らかの対策が不可欠であることは明白
です。

先進国で非伝染性疾病が増えて
いる理由としては、まず、利便性の
高い食品が普及していることと、
多忙なライフスタイルが重なって
いることが考えられます。

食事は、食物繊維が豊富で運動量に見合っ
た量の良質な脂肪を含む内容にしましょう。
運動量が少ない人は体に必要なカロリーも
少なくてよいはずです。幅広い種類の野菜と
果物を食べることを意識しましょう。バラエテ
ィが豊かであれば、飽きがこないだけでな
く、幅広い種類の栄養素が確保できます。
既成品やインスタント食品、
ファーストフー
ド、
ジャンクフードは避けて下さい。
この手の
食べ物は概して脂肪、
カロリー、塩分、人工物
質を大量に含んでいます。
しかも微量元素な
どの栄養価は極めて低い傾向があります。
こ
のような食品に頼ってばかりいると、
ウエスト
も心臓も脳も、予想以上に早く悪影響を受け
てしまいます。
非伝染性疾病から体を守るうえでは、ヘルシ
ーな食生活と同様に、定期的に体を動かす
ライフスタイルも重要です。現代の先進国で
は、
デスクワークや長時間の通勤、残業、過密
スケジュールなどで運動の時間がとれない
人が珍しくありません。
それでも、中程度の
運動をほぼ毎日30分ずつするだけで、健康
に寄与することができます。
しばらく実行して
みれば、
ウエスト周りが引き締まってくるだ
けでなく、気分が良好になり、心血管系や柔
軟性が向上するなど、非伝染性疾病の予防
に役立つ効果が出てきます。

栄養価の乏しい食生活と運動不足が組み合
わさると、年齢に関係なく、お腹周りが太くな
ってしまいます。体脂肪率が高くなると、2型
糖尿病や心血管系疾患の発症リスクが高ま
ります。
タバコにあらゆる癌の危険があるの
と同じくらい、肥満のリスクは高いのです。
しかしながら、幸いなことに、たいていの場
合はたった2つの方法で予防が可能です。
そ
れはヘルシーな食生活をすることと、定期的
に運動することです。
また、
自分のストレス度
に応じて適宜ストレス解消法を実践すること
も有益です。
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健康を守るために、望ましい食生
活と日常的な運動を実践しつつ、
好ましくない習慣を減らすよう努め
ましょう。お酒の飲み過ぎや喫煙
は非伝染性疾病の危険因子です。

30分ほどであれば、1日に占める割合はさほ
ど大きくありません。
その程度の時間でどん
な弊害から体を守れるかを考えれば、少しが
んばってみる価値はあると思えるはずです。
近所を早歩きで1周するだけでも充分です。
あまりにも単純に聞こえるかも知れません
が、
それでよいのです。
時間がなかなかとれなくても、職場が遠方で
なければ自転車で通勤するという方法があ
ります。
これならあえて時間を割かなくても、
日常的に運動できます。
また、合計で30分に
なるように体を動かしても構いません。エレ
ベーターのかわりに階段を使った時間も、
こ
の30分にカウントできます。たった1分でも、
体を動かす時間は貴重です。中程度の運動
の積み重ねは非伝染性疾病の予防につなが
ります。
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一方、
ストレス管理はできているでしょうか。
日々のストレスが積み重なっていくのを放置
しておくと、
あらゆる面に支障をきたしかね
ません。前向きなストレス解消法を意識して
いない人は、
タバコや酒類、薬物、甘いもの
やジャンクフードに頼ってしまいがちです。
一時的には気分が収まるかも知れません
が、
それでストレスに関連する問題が解決で
きるわけではなく、
ましてや非伝染性疾病を
食い止めることなど不可能です。
ストレスに
健康的に対処する方法を身につけることは
とても重要です。

些細なことで落ち込まないで、ポジ
ティブな視点を維持して下さい。

すでに手に入れているもの、与えられている
ものに感謝しましょう。困難な状況になった
時ほど、
自分の長所と願いの叶う可能性を信
じ、笑顔でいることは大切です。
ストレス解消
には、瞑想やマッサージ、運動、音楽鑑賞、深
呼吸などが役立ちます。
リラックスした気持
ちで笑顔を取り戻せるなら何でも、有効なス
トレス対策になります。
非伝染性疾病による死亡は通常成人に見ら
れますが、
リスク因子との接点は子供の頃か
らあり、継続されていきます。健康的なライフ
スタイルの大切さを教わることのなかった
子供は、後になって体重管理で苦労しがちで
す。成長とともにファーストフードのような手
軽なだけで不健康なもので食事を済ませる
習慣が定着してしまう可能性もあります。
自
分の口から体内へ入れているものの正体を
きちんと理解することは重要です。
世界規模で人口が増え、不健康な食生活と
ライフスタイルの変化が広がり、
ストレスと
都市化も相まって非伝染性疾患の大流行は
加速していますが、
ちょっとしたライフスタイ
ルの改善で非伝染性疾病は防げるのだとい
うことを忘れないで下さい。

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 <http://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。
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ライフスタイル

自分に合った
マッサージとは
パートナーに腰や背中をさすってもらうのは心地よいものです。

これも一種のマッサージですが、代替医療や
補完医療における様々な治療にマッサージ
が活用されていることはご存知でしょうか。
一般的な医療にマッサージを組み合わせる
という方法も広まってきています。
また、保険
会社によっては、病気になる前の予防的措置
として行われるマッサージを健康保険でカ
バーしているところもあります。

国際的にも有名なメイヨー・クリニ
ックでは、研究の結果、
マッサージ
がストレスや痛み、筋肉の緊張を
軽減することで治療に役立つこと
が示されました。
マッサージを試してみよう、
と考える理由は人
それぞれですが、
スポーツマッサージ、ホット
ストーン、指圧、
タイ式、
リフレクソロジー、産
前産後のマッサージなど、幅広い選択肢から
自分に合ったものを見つけて下さい。
実際に
試してみて、
効果の高いものを探してみましょ
う。体によいことをしながらリラックスできる、
有意義な時間が過ごせるはずです。
マッサージにはたくさんの手法があり、
それ
ぞれが特定の目的のために開発されていま
す。筋肉の緊張や関節のこわばりを和らげる
ためのマッサージもあれば、
リラックスに特
化したものもあります。主なマッサージとそ
の効能を以下にまとめましたので、参考にし
て下さい。

軽擦法
軽擦法のマッサージはリラックス効果が高い
ことで知られています。開いた手の内側全体
をゆっくりと滑らせるようにして擦る手技で、
身体を落ち着かせる作用があります。
深部組
織に働きかける前の下準備として、
身体をリ
ラックスさせるなど、他のスタイルと組み合
わせた使い方も一般的です。心地よく寛げる
ので、
ストレス解消に軽擦法のマッサージを
利用している人も多いようです。
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ホットストーン
温めた石を使うマッサージもリラックスに効
果があります。
この種のマッサージは、何世紀
も前から、
世界各地の様々な文化圏で行われ
てきました。滑らかな石をお湯に浸して温め、
身体の要所に置いて、筋肉や神経を解きほぐ
します。石を動かさずに待つ方法と、
他の手
法と組み合わせてマッサージに使う方法があ
ります。

リフレクソロジー
リフレクソロジーは、体のすべての部分が足
と手の反射領域につながっているという理
論をもとに、要所に刺激を与えることによっ
て健康改善を図る療法です。
リフレクソロジ
ーのルーツは古代アジアと言われています。
中国の伝統医療で何世紀も前から中枢とさ
れてきた理論が長い歳月を経て進化し、世界
各地の医師や理学療法士が改良を加えて発
展させ、今に至っています。
一般的には足の裏の反射領域に施術します
が、けがなどの理由で不適切となる場合は、
手や耳を対象とすることもあります。足の疲
れをほぐすフットマッサージに似ています
が、
リフレクソロジーは気になる部位や全身
に作用する特定のゾーンに圧力を加えます。
リフレクソロジーは即効性が高く、施術中に
リラックスして、心地よい眠気を感じる人も
少なくありません。終了時にはストレスもす
っかり解きほぐされていることでしょう。血液
循環と恒常性維持機能が向上し、活力がよ
みがえってくるのも嬉しい利点です。

指圧
指圧はツボを押して刺激を加えるという点で
リフレクソロジーに似ています。指圧の起源
は伝統的な中国医療にあります。体内のエネ
ルギーの流れが偏ると病気になるとの考え
に基づいて、本来のバランスを取り戻すため
に、指や手を使って一定のリズムでツボに圧
力を与えます。マッサージに際して肌を露出
することに抵抗を感じる場合は、手始めとし
て指圧を試してみるとよいでしょう。他のマッ
サージではたいていオイルやクリームを塗り
ますが、指圧には不要ですし、着衣のままで
も施術が可能です。

妊婦向けのマッサージ
妊娠中の体のケアにも、マッサージは役立
ちます。健康的な方法でストレスを軽減し、
出産に向けて体調を整えることができます。
妊婦向けのマッサージは、腰痛や首、肩のこ
り、頭痛、足の痙攣といった、妊娠中によくあ
る不快な症状を和らげることを目的としてい
ます。

ひと口にマッサージと言っても、他にもたく
さんの種類があります。いずれも1時間ほど
の施術で運動20分あるいは数時間の睡眠に
匹敵する量の快感ホルモン、
エンドルフィン
が分泌されます。心身ともにリラックスする
時間を楽しみながら、
自分に合ったマッサー
ジを探して下さい。

体重が増えて関節に負担を感じている場合
にも試してみるとよいでしょう。マッサージで
全身をリラックスさせることで、血液やリンパ
の流れも良くなります。他のマッサージと同
様、妊婦向けのマッサージもホルモンバラン
スの変化によって生じる不安や抑うつといっ
た症状にも有効です。
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栄養

栄養価にばらつきがある理由
ある地域で栽培されたニンジンと、世界の他の地域で栽培されたニ
ンジンの栄養価は大差ないと思っていませんか。実はそうでないこと
もよくあります。

ラベルや各種データベースに表示される栄
養価の数値は、様々な測定値の平均をとった
ものです。場合によっては、
もとの数値にか
なりのばらつきがあることも珍しくありませ
ん。栽培環境、土壌の質、品種や肥料などが
違えば、作物が吸収する栄養素にも影響が
及びます。すべてが均一でないのはむしろ自
然なこととも言えます。
最近の研究によると、近代的な農業技術もま
た、栄養価に影響を及ぼしている可能性があ
るようです。2015年12月の栄養学の専門誌
（Journal of the American College of
Nutrition）には、43種の農作物の栄養価を調
査した結果が掲載されました。
テキサス大学オースティン校で行われたこ
の研究によると、農作物の栄養価は過去数
十年にわたって低下し続けているということ
です。

その原因については、収穫の効率
を上げ、異なる環境への適応性を
高め、害虫に対する抵抗力を強化
するといった目的で、品種改良や
栽培促進が行われているためと考
えられています。
甘味が魅力となる果物は、糖分が高くなるよ
うに栽培されています。米国農務省作成の
成分表を参照すると、1950年から1999年ま
での間に、マスクメロンの糖分は2倍近くに
まで増えています。
動物性食品にも同様のパターンは認められ
ます。栄養士が養殖ものより天然のサーモン
を選ぶように助言するのは、餌によって栄養
価が変わってくるのを知っているからです。
海の生物を捕食している天然のサーモンは
オメガ3脂肪酸が豊富です。一方、養殖では
しばしば大豆や穀物を使用した飼料（遺伝
子組み換え作物も一般的）
を与えられている
ので、野生の場合とは栄養面で異なります。

栄養価に差が出る例としては、放牧で牧草を
食べた牛と穀物飼料を与えられた牛の違い
も同様です。
栄養に関する意識の高い人は、
「ナチュラル」
や「オーガニック」
とラベルに記載された食
品を選ぶ傾向があります。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
理解しようとすると、かえって混乱してしまう
かも知れません。
スーパーに並んでいる品物でオーガニック
と表示されているものは、遺伝子組み換えを
しておらず、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していません。土
を肥やすには、合成物質ではなく、堆肥が使
われています。
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、遺伝子組み換えをしていな
い種で、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。

また、栄養摂取に配慮して、ビタミ
ンやミネラルのサプリメントを使っ
ている人も少なくありませんが、
サ
プリメントの栄養価も千差万別で
す。たいていの場合、メーカーが決
めた配合や製造工程によって違い
が出てきます。

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。
それは、微
生物による生合成によって得られる栄養素
のように、天然より工場内の環境で製造され
たもののほうが望ましい場合もあるからで
す。高度な技術を駆使した生産工程は環境
汚染物質が混入しないよう厳密に管理され
ており、品質も安定しています。
体を支える必要な栄養を確保するには、栄養
表示をきちんと確認すること、
そして、生産方
法や産地までさかのぼって食品を見極める
ことがポイントとなります。
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抗生物質耐性について
ほんの70年ほど前までは、ちょっとした引っ掻き
傷から感染症になり、致命的な状態に陥ること
は珍しくありませんでした。その後世界が一変し
たのは、抗生物質が奇跡を起こしたからです。
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て

ところが、私たちの世界は再び別物になって
しまうかも知れません。複数の研究が今、抗
生物質耐性菌の増加により、大きな変化が迫
っていると警鐘を鳴らしています。
抗生物質に耐性を持つ菌が現れるのは一種
の自然現象ですが、抗生物質の過剰な使用
によって、この現象が加速していると考えら
れています。細菌感染症は抗生物質で治療
できますが、数ある細菌の中には自然に耐性
を備えたものが存在する可能性があります。
このより「強い」菌は、その他の細菌が死ん
だ後も生き残り、増殖を続けます。これが長
い間繰り返されるうちに、一般的な抗生物質
では殺せない種類の細菌が一群を形成しま
す。
米国の疾病対策予防センターによると、米国
だけでも年間200万人以上が抗生物質耐性
菌に感染しているということです。そのうち、
少なくとも2万3,000人は治療の困難な感染
症が死亡に直結しています。
抗生物質の乱用の危険性が指摘されたのは
最近のことではありません。イギリスの監視
機関NICE（国立医療技術評価機構）が抗菌
薬の4分の1は必要がないのに処方されてい
る、と警告したのは20年近く前でした。今日
の医師や研究者は、抗生物質の効かない菌
がより強くなり、治療がより困難になる、とい
う結末に直面しています。
抗生物質の使用が増えていること自体も驚
きには値しません。新しい技術が開発され、
より安全な手術が普及しています。人工股関
節置換手術から心臓移植、へんとう摘出に至
るまで、あらゆる手術において抗生物質によ
る感染症の予防と治療は不可欠です。日常生
活を改善する手術の実施が増えれば、それだ
け抗生物質の処方も多くなります。
.
抗生物質の乱用は、人間に限った問題では
ありません。天然資源保護協議会によると、

米国で販売されている抗生物質のうち80%
は家畜に使用されています。しかもそのほと
んどが病気の動物には投与されていません。
鶏や豚、牛などの家畜をより早くより大きく
肥育するために餌に抗生物質を添加するの
は、業界では常識的なことです。
農場における抗生物質の多用でも、人間の
場合と同じことが起こります。弱い細菌が死
滅した後、抗生物質耐性菌は最適な環境を
得て盛んに増殖します。耐性の強い菌は農場
内にとどまらず、人間の生活圏に入り感染を
広げていくこともあります。
こういった要因に加え、病気になったら抗生
物質を使えばすぐに治る、と一般的に楽観視
されていることも見逃せません。命に関わる
病気でなくても、手っ取り早く治したくて、抗
生物質の処方を医師に依頼する人はたくさん
います。ところが、抗生物質の効かないウイル
ス性疾患に抗生物質を投与すると、体にとっ
て有益な微生物叢が損傷されてしまいます。
ウイルスから体を守る免疫機能には、この微
生物叢が深く関与しています。つまり、ウイル
ス性の病気なのに抗生物質を投与されると、
回復が遅れてしまうことになるのです。
このような場合、抗生物質の処方は避けられ
るのでしょうか。また、どうすればそれは可能
になるのでしょうか。

抗生物質の多用を避ける最善の方
法は、抗生物質を必要とするよう
な病気を予防することです。
言い換えるなら、健康維持こそが秘訣です。
もちろん、生きていれば時に病気になること
はありますし、治療のために薬を必要とする
こともあります。臨時的に抗生物質を使うの
も、必要な範囲でなら良いでしょう。問題は、
抗生物質を頼る機会が多すぎる場合です。
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幸いなことに、免疫系をしっかりと
働かせ、健康を維持するためにで
きることはたくさんあります。
日常的に運動する習慣を身につけ、新鮮な
野菜と果物をたっぷりと含むヘルシーな食
生活をするだけでも、健康維持に効果的で
す。体が健康であれば免疫系も丈夫になりま
すし、手術を要する状況になることも少なく
なるでしょう。
また、善玉菌の力を借りて悪玉菌と闘うのも
大切なポイントです。細菌というと、抗生物
質で退治しなければならない病原菌を真っ
先に思い浮かべるかも知れませんが、すべて
の菌が悪者というわけではありません。避け
てはならないだけでなく、積極的に経口摂取
すべき体によい細菌もたくさんあるのです。
人間の消化管と細菌の間には、実に複雑な
関係があります。単に食べたものを分解する

だけでなく、あらゆる役割を果たすために、
私たちは微生物の力を必要としているので
す。あまり知られていないことですが、消化
器系の担う重要な役割のひとつに、免疫系を
刺激し正常な機能と強化を促す、というもの
があります。

腸内の善玉菌の量とバランス、健康状態が体
に及ぼす影響は、栄養成分の吸収能力をは
るかに上回ります。発酵食品を食べて体内に
プロバイオティクスを取り込むと、
下痢の予防
になるだけでなく、免疫系をサポートし、炎
症に対抗することにもなります。

腸内には有益な菌も有害な菌も入ってきま
す。食生活や病気、食物汚染その他の理由
で、体によい菌と悪い菌のバランスが変化す
ると、体調を崩してしまいます。

一方、外で過ごす時間を増やすのも病気の予
防、ひいては抗生物質の低減に役立ちます。
それは、紫外線を含む日光を浴びると、免疫
系の正常な機能に寄与するビタミンDが体内
で産生されるからです。風邪やインフルエン
ザの流行しやすい今の時期こそ、日光を浴び
ることは重要です。あるいは、サプリメントで
ビタミンDを補給してもよいでしょう。日光の
弱まる高緯度地域の人ほど風に病気になり
やすいことは、研究でも明らかにされていま
す。

人体に有益な細菌は200種ほどありますが、
特に重要性が高いのは、ビフィズス菌と乳酸
菌です。プロバイオティクスの代表格とも言え
るこの菌類も、それぞれに多様な働きをして
います。より有用な栄養素（健康維持に必
要）が得られるのも、有害な微生物が養分を
奪われて減少するのも、免疫系が補助される
のも、様々な健康問題（抗生物質に起因する
下痢など）に対処できるのも、すべてプロバ
イオティクスの活躍あってこそ、なのです。

ヨーグルト、
ザワークラウト、キムチ
などの発酵食品は健康維持と病気
の予防に寄与する良い細菌をたっ
ぷりと含んでいるので、免疫系の
保護に役立ちます。
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抗生物質は、時に命を救います。抗生物質な
くして手術や出産を安全に管理することはで
きません。ところが、畜産の利益を上げるた
め、あるいは風邪を治すため、といったよう
に、生死に関わる問題でなくとも、必要不可
欠でなくとも、使われているのが現状です。
抗生物質に頼りすぎないよう、自分にできる
ことを今一度考え直してみませんか。

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が含
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！

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 <http://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

トウガラシ
このほど、辛い食べ物の好きな人にとって嬉しい研究結果が報告さ
れました。

スパイスの生物活性成分がもたらす健康効
果については、
これまでにもあらゆる研究で
証明されてきましたが、
日常的にスパイシー
な食事をすることと死亡率の相関性に着目
したコホート研究は最近まで例がありませ
んでした。

トウガラシが食欲を抑制し、エネ
ルギーの過剰摂取を防ぐことは既
に知られています。

話題の研究1は中国で行われたもので、辛い
食べ物の習慣的な消費量は、他の死亡リス
クに関係なく、特定の死因（がん、虚血性心
疾患、呼吸器疾患）および総合的死因による
死亡率と反比例の関係にある、
と結論づけて
います。

一方、舌が燃えるような過剰な辛さのトウガ
ラシについては、効果よりも、
胃を傷めるな
どの悪影響が懸念されています。
ところが、
一般的なイメージに反するようですが、
トウ
ガラシそのものもカプサイシンも潰瘍を生じ
る原因とはなりません。むしろ、事実は逆で
あることが判明しています。辛みに抵抗がな
ければ、
トウガラシは潰瘍の予防や治癒にお
おいに役立ちます。
カプサイシンは胃壁を侵
食するのではなく、
胃酸の分泌を抑制し、
ア
ルカリ性物質と粘液の分泌を促進します。酸
が抑制されると、
胃内部の環境が変わって、
潰瘍の主因となるピロリ菌が生息できなくな
ります。

つまり、辛い料理をよく食べる人
は、
トウガラシの働きで体を守って
いる、ということが明らかにされた
のです。
中国各地10カ所の計50万人近い人々につい
て追跡したところ、辛いものをよく食べる人
ほど、
そうでない人と比べて全体的にも特定
の病症についても死亡率が低く、
しかもこの
相関性は他の死亡リスク因子とは関係なく
認められるそうです。
中国ではトウガラシが広く使われていますの
で、
このような研究調査には最適です。
トウガラシが健康効果をもたらす理由はた
くさんあります。

カプサイシンにはサブスタンスPと呼ばれる
物質を阻害する強力な作用があります。サブ
スタンスPとは11個のアミノ酸残基が鎖状に
連なった神経ペプチドで、炎症の過程に関与
しています。炎症は多くの病気に認められる
症状です。
トウガラシの健康効果の根本に
は、
このカプサイシンの作用があると考えら
れます。

よって、心臓病や糖尿病、脳卒中、
その他の
病気の主要リスク因子である肥満を防ぐの
に役立つと言えます。
乾燥トウガラシなどのスパイス類に抗菌活
性があり、腸内細菌叢の健康に寄与すること
も、臨床試験で示されています。
これは、糖尿
病、心血管疾患および肝硬変のリスク低減に
つながります。
また、
スパイシーな料理を積極的に取り入れ
ることで、
ある種の癌を予防できる可能性が
あることを明らかにした研究もあります。2
トウガラシの辛み成分であるカプサイシン
の効能は幅広く、古くから伝わるアーユルヴ
ェーダでも、有効成分を抽出して用いる最先
端の医療でも活用されています。
トウガラシ
が体によい食べ物であることは、何度も証明
されています。

一般的には、
トウガラシは辛みが強いほどカ
プサイシンが豊富です。
カプサイシンの含有
量が多いものでは、ハラペーニョが一般的で
す。ハバネロやスコッチ・ボンネットは極めて
辛みが強いことで知られています。マイルド
な品種では、ピメント、
アナハイム、チェリー
ペッパーなどがあります。
どの品種を使うに
しても、
スパイシーな料理を取り入れること
で健康に寄与することができます。

[Jun Lv, Lu Qi, Canqing Yu, et al, “Consumption of spicy
foods and total cause specific mortality: population
based cohort study,” BMJ 2015;351:h3942 | doi: 10 .113 6/
bmj.h3942]

1

[Jun Lv, Lu Qi, Canqing Yu, et al, “Consumption of spicy
foods and total cause specific mortality: population
based cohort study,” BMJ 2015;351:h3942 | doi: 10 .113 6/
bmj.h3942]

2
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小さな変化が
大きな結果に
家庭や友達付き合い、キャリアなど多方面で活躍する現代の女性
は、かつてないほど多忙になっています。

自分のために時間を作ってリラックスするこ
とを忘れてしまっている方も多いのではな
いでしょうか。仕事を終えた後にジムに寄る
ことは難しくなる一方ですし、
自宅でヘルシ
ーな食事を調理するよりも、
ファーストフード
で簡単に済ませたいと思ってしまいがちで
す。
それでもより健やかで幸せな毎日を生き
るために、
ささやかながらも変えていけるこ
とはたくさんあります。
簡単ではないものの効果のある小さな工夫
として、女性の皆さんには「ノー」
と断る機会
を増やすことをおすすめします。世の女性の
多くが、四方八方から引っ張られているよう
に感じているはずです。職場、友人、子供、パ
ートナーなど、周囲の誰もがあなたに何かを
求めている、
と思ったことはありませんか。手
を貸してほしい、
あるいは夜出かけよう、
とい
った要求にノーと答えるのは容易なことでは
ないでしょう。
それでも、
どこかでノーと言わ
ないと、
あなたの毎日はすぐにパンク寸前に
なってしまいます。

慢性的なストレスを減らすには、
自分の限界を知り、ほどほどに収
めるコツを学ぶことが有効です。
ストレスの慢性化は心身に悪いだけでなく、
公私の目標の達成も困難にしてしまいます。
建設的な方法でストレスに対処できること
は、現代を生きる女性に不可欠な資質です。
慢性的なストレスとその弊害に負けないよう
に、
リラクゼーションでストレスを解消する習
慣を身につけましょう。
ストレスの負荷が増
える前にヨガや瞑想などのリラクゼーション
法を実行して、
ストレスが限度を超えないよ
うにしましょう。すでにストレス性の症状が
出てしまっている人でも、
リラックスすること
を体に教え込むのに遅すぎるということはあ
りません。多忙な1日のうち、ほんの2,3分で
も構いません（もっと長くとれるならなお良
いでしょう）
。心身をほぐしストレスを洗い流
すことを習慣にして下さい。静かな部屋で15
分ほど、心の休まる音楽を聴いてみましょう。
あるいは、
目を閉じて、心休まる風景を思い
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描くという方法もあります。
その際、豊かな色
彩も想像して下さい。静かな環境で心を落ち
着かせるだけでもストレスを低減することは
できます。仕事を自宅に持ち込むことほど、

仕事は職場に置いて帰り
ましょう。
ストレスと緊張を加速させる方法はありませ
ん。
スマートフォン、
タブレット、eメールなど
が普及しているため、24時間仕事から離れら
れない人が増えています。
これは予想以上に
重大な問題です。仕事のメールをほんの少
しチェックする程度でも、
その間は愛のある
温かな環境から自分を引き離し、
ストレスに
さらされていることになります。特に休暇中
は、せっかくの時間を台無しにしかねない行
為です。誰しも、時に日常のすべてから離れ
ることは必要です。頻繁に電話を手にしたり
仕事のメールをチェックしたりしているよう
では、休みが休みでなくなってしまいます。
職場と家庭でそれぞれにけじめをつけて、仕
事中は最善を尽くしていることを上司に示
し、
自宅や旅行先ではしっかりと休んで英気
を養って下さい。家族と過ごす時間を増や

し、充実感に満たされて仕事に復帰すれば、
新鮮な気持ちで業務に取り組めます。
公私の区別をはっきりとすることの利点は、
心の充電だけではありません。
フラミンガム
心臓研究によると、休暇をとる頻度が6年に1
度かそれ以下の女性は、年に2回以上休暇を
とる女性と比べて8倍近い確率で冠状動脈性
心臓病を発症している、
ということです。
ランチを毎日外で買っている方は、
自宅で用
意したお弁当を持参するようにしてみましょ
う。
これも大きな結果につながる工夫です。
簡単なものでも家で予め用意した方が安上
がりでヘルシーですし、お昼休みになったら
すぐに食べられます。
そして、
日中に少しでも
時間に余裕ができれば、
ちょっとした用事を
済ませたり、近所でウォーキングをしたり、一
人になってリラックスしたりと、
より有意義な
過ごし方ができるようになります。

また、一見逆説的なようですが、一度の調理
でまとまった量を作るのもおすすめです。疲
れやストレスで夕食の支度などとてもする気
になれない日は誰にでもあるものです。
そん
な時は持ち帰りや出前に頼りたくなります
が、冷凍庫にヘルシーなものがストックされ
ていたら助かると思いませんか。
あえて必要
量より余分に作っておくと、残り物をお弁当に
したり、本当に忙しいときのために冷凍庫に
入れておいたりと活用できます。利便性のみ
の不健康な食事を避けるうえでも有効です。
さらに食事に関連する話題が続きますが、研
究によると、体重管理の鍵は朝食にあると考
えられるそうです。時間がないから、
あるい
は、
ダイエット中だから、
と言って朝食を食べ
ない女性は少なくないようです。朝起きてす
ぐは空腹状態になっています。朝食は1日の

活動に必要な燃料を得る最初の機会です。
と
ころが、体重を減らしたくて摂取カロリーを
抑えるために朝食を抜くと、体の中では飢餓
に備えた準備が始まります。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。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。つまり、朝食抜き
は逆効果になるというわけです。
小さな変化を大きな結果につなげる方法は
他にもたくさんあるでしょう。
ストレスを減ら
し、規則正しい健康的な食生活をして、優先
順位を考えて適宜丁寧に断ることを学べば、
すべての女性がより健やかで幸せな暮らし
に近づいていけるはずです。
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筋肉の疲れを癒すには
健康志向の生活をしていると、時に筋肉の疲れや痛みに対処する必要が
出てきます。
マラソンの記録を更新したくてジムでつい無理をしてしまっ
た、などなど、筋肉痛は様々な理由で起こります。

直接の原因となった行為がどのようなもの
であれ、根本的な問題はたいてい、過剰な
反復運動か脱水症状、あるいは偶発的な緊
張です。幸いにも、運動の前後の手順次第
で、筋肉の疲れや痛みを軽くすることができ
ます。

健康状態を維持するためにも、実
力を発揮するためにも、激しい運
動をする前の適切な水分補給は不
可欠です。筋肉には、大量の水分
が含まれています。水が足りていな
いと、運動中と運動後に筋肉に支
障が出てしまいます。
運動後の筋肉痛の心配を別にしても、実力
を発揮するには、適切な水分補給が必要
です。
運動後の筋肉を癒したい場合は、サワーチェ
リーのジュースを飲んでみるとよいかも知れ
ません。少し前にイギリスで行われた研究
で、サワーチェリーの濃縮果汁ジュース30ml
弱を毎日2回飲むと、運動後の回復が早まる
ことが突き止められました。
しかも、
その効果
は飲み始めて2週間足らずで現れたというこ
とです。

ることで、
より自由な動作を促し、筋肉の過度
な緊張を防ぐことができます。
他の運動と一緒でなくとも、柔軟体操は筋肉
の痛みを未然に防ぐうえで有効です。柔軟体
操は、安定性のよい関節を維持し、筋肉を柔
軟に保ち、バランス調整能力を向上させる働
きがあります。単純なストレッチから複雑な
ポーズのヨガまで様々な方法がありますが、
いずれも生活全般に良好な影響を及ぼしま
す。靴紐を結ぶにも、本棚から本を取るにも、
可動範囲の広い体が必要です。
運動科学の専門誌（Journal of Strength and
Conditioning Research）に掲載されたある研
究では、筋肉痛を和らげる最善の方法のひと
つとして、筋肉を使うことを挙げています。研
究はデンマークの女性20人を対象とした小
規模なもので、肩の運動をしてもらい、
その2
日後に片方の肩に10分間のマッサージを施
術し、他方の肩では同様のエクササイズを10
分間実施しました。すると、
どちらの肩もほぼ
同等にほぐれた、
ということです。

血流が促進されると損傷した筋肉
へ栄養素が送り届けられて、組織
の弾性が高まり、可動範囲が広が
ることは、
それ以前の研究でも判
明しています。これは痛みを緩和す
ることにもつながっています。

この研究における考察では、サワーチェリー
にがっぷりと含まれている抗酸化物質の作
用で、通常より迅速に炎症に対応でき、運動
に誘発された筋肉の損傷を軽減することが
できる、
とされています。

痛む筋肉を動かすのは逆効果のように思え
るかも知れませんが、血流を良くする確実な
方法は動かすことなのです。

一方、運動の20分前に複合炭水化物を摂取
して、安定した長持ちするエネルギーを体に
取り込んでおくと、運動中の筋肉で起こるタ
ンパク質の分解を抑えることができます。
ダ
メージが軽ければ、
それだけ運動後の体の
回復も早くなります。

一方で、酷使された筋肉を休め、
リラックス
させるスポーツマッサージも有用です。
自分
に合った方法が分からない場合や数日たっ
ても痛みがおさまらない場合は、かかりつけ
の医師か理学療法士に相談した方がよいで
しょう。

また、
どんな運動をする場合でも、
ストレッチ
を組み込むことは重要です。いつもの運動に
ストレッチなど柔軟性を高める体操を合わせ

22 | The Art of Growing Young

炎症を抑える働きのあるショウガなどの食品
も傷みの緩和に役立ちます。
ショウガに含ま
れるジンゲロールは炎症に働きかけ、運動
後の筋肉の痛みを和らげてくれます。MSM（
メチルスルホニルメタン）
を運動の前後に 1
～2g 摂取すると、遅発性筋肉痛を大幅に軽
減できることが判明しています。
筋肉痛は運動の前後のちょっとした対策で
和らげることができます。
自分の体やライフ
スタイルに合った方法を見つけるとよいでし
ょう。
どんな選択をするにせよ、痛む体を癒
すことができれば、すぐにでもまた運動が楽
しめるようになります。
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シニアに適した運動量とは
シェイプアップを始めるのに遅すぎるということは決してありませ
ん。高齢になってからも健やかで幸せな自立した生活をしていくため
には、活発に身体活動をする習慣が不可欠です。

残念ながら、現状では、
そのような意識がな
いばかりか、けがを恐れてなるべく動かない
ようにしている高齢者が少なくありません。
動かずにいると筋肉は萎縮し、いっそう動か
しにくい体になってしまいます。思うように動
けないと、足元が滑ったりつまづいたりして
転びやすくなり、
さらに恐怖心が増して、健康
上の問題につながっていくという悪循環に陥
ります。

座りっぱなしの生活は身体的な健
康だけでなく、認知能力にも影響
を及ぼします。
体を動かすことが認知機能によい理由はご
存知でしょうか。脳に対する運動の作用はた
くさんありますが、
ここで注目に値するのは、
血流の向上により脳血管系の健康が促進さ
れることです。
また運動は、新たなニューロ
ンの成長を刺激するBDNFのような神経栄養
因子の産生を促進します。
さらに運動によっ
て糖と脂質の代謝も促進され、脳に栄養がよ
り良く行き渡るようになります。
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校ベッ
クマン研究所で行われた比較的新しい研究
では、身体活動と脳白質の微細構造の間に
肯定的な相関性が確認されました。
白質の
統合性は脳の各領域間の神経伝導の迅速化
と優れた認知能力に関連している、
というの
です。

[Vidoni ED, Johnson DK, Morris JK, Van Sciver A, Greer CS,
Billinger SA, et al. (2015) “Dose-Response of Aerobic
Exercise on Cognition: A Community-Based, Pilot
Randomized Controlled Trial,” PLOS ONE 10(7):
e0131647. doi:10.1371/journal.pone.0131647]

1
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脳の健康を維持する目的で運動をするなら、
どのくらいの量が望ましいのでしょうか。
そ
の答えを聞くと、意外に思われるかも知れま
せん。最近の研究1に、座りっぱなしの生活を
している65才以上の高齢者101人を対象とし
て運動量が認知能力に及ぼす影響を調べた
ものがあります。
有志が集まった被験者集団は4つのグルー
プに分けられ、
それぞれ週あたり0時間から
225時間までの間でグループごとに指定され
た運動をこなしました。
さらに、認知能力と思
考能力を測定する試験を実施した結果、全く
運動をしなかったグループを除くすべてのグ
ループに向上が認められました。
興味深いのは、運動量がほんの少しだった
グループと最大限の運動（週あたり75〜225
時間）の間に大きな差異はなかったというこ
とです。

つまり、精神面の健康促進という
点では、運動量がある程度に達し
ていれば、どれほど増やそうと大
差ない、ということになります。し
かしながら、身体能力（気分や自
信にも関連する）に着目すれば、ア
クティブに過ごした時間が長いほ
ど改善が顕著であったこともまた
事実です。

さらに同じ研究で、
よく運動した人ほど持久
力が向上していることも示されました。
こち
らはむしろ当然と言えるでしょう。要は、
自分
が何を目標にするかによっては、運動量を増
やせば増やすほどよいとも限らない、
という
わけです。マラソン大会に出場する目的でト
レーニングをしている人と、体力と認知機能
の現状維持を目的としている人とでは、
どの
程度を適切とするかは異なります。
どんな運動でも、体を動かすと気分が良くな
ります。
それは活発に動いていると体内で気
分を自然に向上させる物質が分泌されるか

らです。
シニア世代でも、
アクティブに暮らす
ことで心身ともに良好な状態でいられます。
いい気分でいれば、
アクティブなライフスタ
イルの好ましい点に注目するのも簡単です。
ポジティブな気持ちを持ち続けるために運
動をしよう、
と思うなら、運動量を増やせば効
果も増大すると考えてよいでしょう。

一方、筋肉量と免疫系の直接的な関連性を
示す根拠も発表されています。体を鍛えるこ
とであらゆる健康効果が得られるだけでな
く、生涯を通じて筋肉量を維持することで健
やかに年齢を重ねていける、
というのです。
筋肉に負荷をかけるトレーニングをすれば
するほど、筋肉は成長します。
しかも、ボディ
ービルダーのような体にならなくとも、
その
利点はおおいに享受できます。繰り返しにな
りますが、適切な運動量は個々の目標によっ
て異なります。

そして、運動を始めるのに、遅すぎることはあ
りません。
アクティブな暮らしが心身にもた
らす様々な効果を考えると、今日から始めな
い理由などありません。
どうしても年齢的に
不安な場合は、かかりつけの医師や理学療
法士に相談してみるとよいでしょう。
きっとあ
なたの目標にぴったりの運動計画を立てて
くれます。
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読み聞かせ
のメリット
子供に本を読んで聞かせるのは何才ごろからがよいかと質
問したなら、たいていの小児科医はいつ始めても早すぎる
ということはない、と回答するでしょう。

早期から頻繁に読み聞かせをすることの利
点を指摘する研究報告は増加の一途にあり、
それだけ重要視されているとも言えます。
自
分ではあまり読書はしない、
という人も、子
供たちの将来の可能性を開くために、本を
積極的に手に取ってみませんか。
2015年9月発行の小児科の専門誌
（Pediatrics）によると、
ある研究で、就学前に
家庭で読み聞かせを楽しむ機会に恵まれた
子供たちは、
そうでない子供と比べて、想像
力と談話理解を司る脳の領域がより活発な
状態にあることが報告されました。

また、米国小児科学会は、日常的に
親子で読み聞かせを楽しんでいる
と、脳の発育に最適な刺激が与え
られる、と述べています。
読み聞かせには、子の発達の重要な時期に、
親子の絆を深めるという利点もあります。
さ
らに、言語能力、識字能力、社会的情緒的能
力といった生涯役に立つ力を育むにも有効
です。
物語を子供に読んでやるという単純な行為が
（子供が自分で文字を読めるようになって
からであっても）脳の意味論的言語処理領域
を活性化することは、科学的に証明されてい
ます。

生まれたての赤ちゃんから、読書の
楽しみに触れさせてやることはでき
るのです。
将来、読書家になる可能性はどんな子供に
もあります。
あらゆる年齢層の子供たちを本
の世界に引き込むためのヒントをいくつか
まとめましたので、参考にして下さい。

一貫して継続する
毎日一緒に本を読む習慣を定着させ、読書
を日常の一部にしましょう。子供を膝に乗せ
たり一緒に寝そべったりして本を開けば、絆
も深まります。子は親の声に耳を傾け、親の
匂いに安心し、言葉の響きに馴染んでいき
ます。

かみくだいて表現する
物語にコメントを加えたり、子供に質問を投
げかけたりしてみましょう。例えば、犬が登場
していたら、
「この茶色いわんちゃん、かわい
いね。
もしもうちで飼うんだったら、
どんな名
前をつけたい？」
といったような会話を挟む
ことができます。

前向きに楽しむ
たとえ仕事で忙しくて疲れた日であっても、
読み聞かせの時間に、いかにも面倒な義務
に付き合っているといった態度を見せては
いけません。一緒に本を読む時間をどんな
に楽しみにしていたかを言葉にしましょう。
子供も同じように思うはずです。一方、機嫌
が悪く落ち着いていられない子供に強制す
ると逆効果になることがあります。わが子の
限度を把握して対処して下さい。

演出を加える
声色や調子を変えて登場人物の個性を演出
しましょう。音や鳴き声、セリフを自分で表現
する機会を子供に与えるのも一案です。
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快適な環境で
邪魔の入らない快適な環境をととのえましょ
う。携帯電話の電源は切っておくこと。マナ
ーモードで振動だけにしてあっても、小さな
子供の集中力を途切れさせるには十分で
す。枕やクッション、毛布などをたっぷり用意
して、居心地の良い快適な雰囲気にして下
さい。

子供に読み聞かせをするのに、早すぎること
も
（これからでも）遅すぎることもありませ
ん。初めのうちは幼児には難しい言葉も出て
くるかも知れませんが、
それで読み聞かせの
メリットがなくなるわけではないのです。親
と一緒に本を開く時間はあらゆる年齢の子
供にとって貴重なものとなります。丈夫で健
康な脳の発育を促すためにも、家族の絆を
深めるためにも、生涯を通じて良書と出会う
楽しみを教えてあげて下さい。

褒める、励ます
子供に威圧感や不快感を与えてはいけませ
ん。文字や単語を理解し始めたばかりの段
階で間違いを批判するのは論外です。一緒
に音読するように促し、何度も褒めることで、
読書の時間を楽しく安心できるものにして下
さい。
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OMEGOLD

®

DHAとEPAをたっぷり配合した、独自のオメガ3脂肪ブレンド

オメゴールドは脂溶性の抗酸化
物質各種を豊富に含む画期的な
オイルサプリメントです。植物か
ら抽出した特製オイルを独自の
配合でブレンドし、DHAとEPA、
オメガ3系脂肪酸のほか、ビタミ
ンDと一緒にソフトカプセルに詰
めました。
ご家族の全般的な健康のサポートのために、
安全かつ効果的なオメガ3補給の方法をお探
しなら、オメゴールドがおすすめです。
オメゴールドで健康的な食生活に欠かせな
いオメガ3系脂肪酸をたっぷり摂りましょう。

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 <http://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
繊維をもっと摂れるように食事を
改善する必要はあるでしょうか。

子 供には果物のかわりにフル
ーツジュースを与えてもよい
ですか。

繊維が消化を助け、お通じのリズムを保つの
に役立つことは広く認識されていますが、繊
維の働きは他にももっとたくさんあります。
繊維は腸内細菌の発酵作用を受けることに
より、短鎖脂肪酸に分解されます。短鎖脂肪
酸は体にとって燃料となる物質です。
また、
繊維が栄養素の吸収を促進したり、心臓病
や糖尿病の発症リスクを低減する働きがあ
ることも立証されています。植物性食品に含
まれる繊維は、食べても完全には消化されま
せん。食物繊維には、水溶性と不溶性の2種
類があります。

消化過程において、
それぞれに異
なる役割を担っているので、私た
ちの体には両方の繊維が必要で
す。豆類や全粒穀物は、食物繊維
の優れた摂取源です。

野菜や果物の皮、殻、種子も繊維が豊富で
す。食物繊維の摂取量を増やす簡単な方法
は、
あえて皮むきをしないことです。
リンゴ、
ナシ、
ジャガイモなど、皮付きのまま食べるよ
うにしましょう。
また、パンやパスタを白い色
のものから100%全粒粉使用のタイプに切り
替えるのもおすすめです。白米のかわりに玄
米を使うようにすると、
さらに食物繊維の摂
取量が増やせます。

子供たちはおいしいフルーツジュースが大
好きです。果物からできているジュースなら、
と好意的に思っている親は多いでしょう。確
かに、100%天然果汁と明記されているジュ
ースなら、ヘルシーと言ってよいでしょう。
ジ
ュースはビタミンの摂取源になりますが、欠
点がないわけではありません。
ジュースの製
造過程では繊維をはじめとする重要な栄養
素が除去されてしまいます。
また、健康上望
ましくない砂糖その他の甘味料などが添加
されることもしばしばです。虫歯のもとにな
る細菌はこの類の糖分を好みます。
しかも
「ジュース」
として売られているものの大半
が人工的に甘みと風味をつけた水とさして
変わらない代物です。天然果汁のみのジュー
スの場合は、水分も果物由来です。ビタミン
補給にたまに与えるくらいなら構いません
が、本物のフルーツに及ばないということは
意識しておくべきです

シェイプアップを目指せるのは
何才くらいまででしょうか。
単刀直入に答えましょう。年齢に上限はあり
ません！現在の年齢や身体状態に関係な
く、運動を習慣とするアクティブでヘルシー
なライフスタイルは多くの利点をもたらし
てくれます。むしろ、年齢が上がるほど運動
の重要性は増すと言えるかも知れません。
定期的に身体を動かしていないと、筋肉量
も柔軟性も低下していきます。やがて体の
動きが制限され、
自信も損なわれてしまい
ます。
ですから、高齢期を健康に過ごすに
は、
アクティブな生活で筋肉量の維持に努
めることが重要です。残念ながら、現状で
は、
そのような意識がないばかりか、けがを
恐れてなるべく動かないようにしている人
が少なくありません。
しばらく運動をしてい
なかった人は、念のため医師や理学療法士
に相談してから始めたほうがよいでしょう。
専門家に聞けば、ニーズや能力に応じた適
切なトレーニングの方法を提案してもらえ
ます。高齢者の運動に特化したパーソナル
トレーナーもいます。注意深く、ゆっくりとで
も始めましょう。すぐに楽しくなってくるは
ずです。
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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。

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 <http://www.lifeplus.com> をご覧ください。
© 2016 Lifeplus International
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