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自分がやりやすい方法で
健康であるための道のりが困難である必要はありません。入手可能
な多くの情報があり、その情報を私たちの生活に活かすのに多くの
オプションがあります。なぜ健康的なライフスタイルを送ることをチ
ャレンジだと感じてしまうのでしょうか。それはあふれる情報によっ
て自分自身でそう判断しているからです。

私たちはソーシャルメディアで見られる情報
にてらして自分たちの人生を比べて評価して
います。これは世界中の人々に不満をもたら
す主な原因となっています。そのために、多く
の研究者はソーシャルメディアの使用とうつ
病率の関係を研究しています。オンライン上
で人々は一番良いところだけを見せています
が、私たちはそれを見て「私の人生もこうだっ
たらいいのに」と思います。モデルやセレブが
雑誌の表紙に完璧なスタイル（たいてい加工
されていますが）で掲載されるのを見ると同
じことを考えます。
私たちはこれらの画像を見て、実際に自分が
したいことに関係なく、これらの人々が健康
のためにやっていることに挑戦しようとしま
す。たとえ、その食べ物や運動がきらいでも
彼らのダイエットやエクササイズをまねしま
す。これでは失敗するようお膳立てしている
ようなものです。なぜなら好きではないこと
を健康的な日課にすることはほぼ不可能だ
からです。自分のやりたいことをやって、食べ
たいものを食べる、それによって人生をもっ
と楽にしましょう。
もちろん、その道のりは厳しいものになる場
合もありますし、予期せぬ紆余曲折が待ち
受ける場合もあります。怪我、風邪やインフ
ルエンザ、食生活の変化 その道のりには一
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時的な挑戦となるこれらの障害があるでしょ
う。しかし、健康的なライフスタイルを送る大
半の時間はチャレンジするような感じではあ
りません。チャレンジと受け止めないようにし
ましょう。
ランニングを楽しめないならランニングはや
めましょう。水泳や自転車などあなたが楽し
める他のアクティビティはたくさんあります。
ニンジンの味を我慢できないなら、食べなく
てかまいません。食料品店にはたくさんの野
菜があるので、他の食べ物に不足している栄
養素を見つけ補うことができます。
健康的な食事をし（緑黄色野菜や果物を
5～9種類含む）、定期的に体力をつける運動
をし、あらゆる面で前向きに人生を送ってい
る限り、あなたは健康であるための道のりを
たどっています。どの自然食品を選ぶのか、
何の運動をするのか、ということは必ずしも
問題ではありません。あなたにとってこの上
ないこと、好きなことを選べばよいのです。

Dwight L. McKee
Scientific Director

最新ニュース
外食は少なく

糖分の多いスナック

新しい研究では、外食の少ない人は2 型糖
尿病の発症のリスクが15%少ないと示唆し
ています。ハーバード大学の研究者は、25年
間にわたり10万人の健康と食の習慣を調べ
てきました。調査結果から、
ランチを購入す
るより、家から手作りを持っていくか、家でラ
ンチを食べる方が、糖尿病発症の確率が9
%減るということがわかりました。ほとんどラ
ンチもディナーも家で食べる人はもっと良
い結果となるでしょう。

不健康な糖分の多いお菓子を摂らないよう
にすれば、炎症による症状の予防に役立ち
ます。少量の砂糖が食事に含まれているなら
健康的といえますが、例えばチョコレートバ
ーや甘いコーヒードリンクなどのスナックか
ら砂糖を短時間で大量摂取すると私たちの
体に悪影響があります。
これらのスナックが
血糖値を急激に上げ下げすることになり、全
体にわたる炎症を引き起こします。定期的に
これらのスナックを食べていると、心臓病を
含むさまざまな病気につながる慢性炎症を
引き起すことがあります。

アーモンド

自然食品
青果コーナーや肉屋のカウンターで商品を
求める人の方が、あらかじめ作られた食品
や加工食品を買う人よりも健康的であると
言えるでしょう。世界保健機関によれば、ベ
ーコンやソーセージなどの加工肉は発癌性
がある防腐剤の影響で死亡率の増加の原
因になっているのではないか、
としていま
す。
さらに、加工度の高いジャンク フードや
加工食品に含まれている精製された炭水化
物が心臓病の増加に関連している、
としてい
ます。
これら健康の懸念を避けるためには、
全粒穀物や保存処理されていない生肉の切
り身など、
自然のままの新鮮な食材を買い
求めましょう。

一握りのアーモンドは肌を守るのに役立ち
ます。
アーモンドは酸化を防ぐ働きをするビ
タミンEを豊富に含んでいます。
これによって
太陽の紫外線を浴びることから受けるフリ
ーラジカルの損傷から肌が守られるという
わけです。定期的に摂取しないと、肌のビタ
ミンE レベルは加齢とともに減少する傾向
があります。活力を高め、健康的な肌を守り
たいなら、次から一握りのアーモンドをとり
ましょう。

前向きな考え方
新しい研究によれば、
積極的な態度によっ
て寿命が延びる可能性があるといっていま
す。
フィンランドの研究者たちが11年
間、
3,000 名の人々を調査しました。
最も悲
観的な人々は最も悲観的ではない人々より
も心臓病で死亡する可能性が2倍高かった、
としています。
他の研究では、
常に悲観的な
態度をとることは、
高血圧、
糖尿病、
他の病
気につながるということを示しています。
こ
れはいくつもの研究のなかの最新ニュース
にすぎません。
どうやって積極的な人生を送
るかが、
体を守るのに役立つのです。
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フィットネス

エクササイズとぜんそく
肺と気道に影響を及ぼすぜんそくはよくある慢性疾患で、世界中で
3億3400万人もの人々が患っています。ゼーゼーあえぐ喘鳴や呼吸困
難が特徴で、ぜんそくは生活の質を落とす原因になります。それは運
動制限に縛られるだけでなく、精神的かつ社会的な影響も引き起こ
すからです。1

ぜんそくで気道の炎症が起こると、肺に吸い
込まれ吐き出される空気の通りが悪くなり、
時に危険な状態に陥ります。症状には、咳、
喘鳴、呼吸と胸部圧迫感息切れがあります。
慢性疾患をかかえている多くの人はぜんそ
くの発作を引き起こす可能性があるので激
しい運動を避けています。
しかし、
アクティブ
なライフスタイルを維持することがぜんそく
に有効かもしれない、
という新しい調査結果
が明らかになっています。

定期的な運動は肺と心臓血管系
を強くします。
これはぜんそくを持つ人々にも違いはありま
せん。ぜんそくのある人が定期的な運動やス
ポーツを通じて症状を軽減できる場合があ
ると、複数の研究が示しています。
これはぜ
んそく患者にとってより有益なことかもしれ
ません。

ぜんそくが抑えられ、特定の運動
で悪化することがないことを確か
めるまでは注意する必要があり
ます。
常識を持って適切な医学的な指導を受けれ
ば、ぜんそくを持つ人々もぜんそくを持たな
い人と同じようにフィットネス活動を楽しむ
ことができます。
ぜんそくを持つ人にとって運動が確かに良
いかどうかを調べるために、研究者の国際的
なネットワークが、
スポーツやエクササイズ
のぜんそくへの影響を調べた参加者約700
名による19の調査を分析しました。各調査で
参加者にはエクササイズのプログラムを少
なくとも6週間続けてもらいました。調査で最
長のものは16週間続けられました。

エクササイズがぜんそくを持つ人の役に立
つだろうというのは事実ですが、特別な注
意が必要です。特に長い間、運動を避けてい
た人は注意しましょう。なぜなら、ぜんそくの
症状は身体運動によって引き起こされるこ
とがあるからです。ぜんそくのある人は新し
い運動療法を始める前に医師に相談してく
ださい。

調査で行われた運動の種類には、
自転車、水
泳、早歩きやそれらと同様の運動が含まれて
います。週に2回か3回、1回に最低20分続け
てもらいました。一言で言えば、
これは典型
的なワークアウトのプログラムと一致する内
容です。

結果は一貫していました。定期的
にエクササイズをした参加者は、
定期的な運動に参加しなかった人
よりも、参加後はぜんそくの症状
が少なくなった、ということです。
さらに、多くのぜんそく患者が恐れている、
定期的な運動が発作の激しさや頻度を増す
といった悪影響をもたらす、
という証拠は調
査の中で何も見つからなかった、
ということ
です。2
Global Asthma Report. http://www.globalasthmareport.org/
resources/Global_Asthma_Report_2014.pdf.

1
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Chandratilleke MG, Carson KV, Picot J, Brinn MP, et al.
Physical training for asthma. Cochrane Database Sys Rev
2012; (5): CD001116.

2

ぜんそくと水泳に関する別個の研
究では、水泳は18歳以下の子供た
ちの呼吸機能と心肺機能の適応
性を発達させ強くする、ということ
を発見しました。
複数の調査を統合分析する規模の大きな研
究と同じように、
この研究でも水泳がぜんそ
くに悪影響をもたらすという証拠は見つか
りませんでした。多くの子供や若者は、水の
中で楽しく遊びます。水泳やその他水上競技
はぜんそくに苦しむ子供たちにとって特に
良いオプションとなるでしょう。3

多くの研究でわかったことは、定期的な運動
はぜんそくを持つ人々の心肺機能の改善を
安全に助けることができる、
ということです。
ぜんそくを持つどのような年齢層の人も、最
初に医師に相談してから、楽しめる定期的な
運動をみつけ、生活の一部として取り入れる
こと、
これがどうやらほぼ一致した意見のよ
うです。

Beggs S, Foong YC, Le HC, et al. Swimming training for
asthma in children and adolescents aged 18 years and under.
Cochrane Database Syst Rev, 2013, 4: CD009607.

3
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特集記事

エネルギー
を蓄えるには
昨今の忙しない現代的なライフスタイル、仕事によるストレスやソ
ーシャルメディア上での友人との比較といったプレッシャー、このよ
うな環境におかれる中で、
やるべきことを全て成し遂げるために必
要十分なエネルギーを蓄えることは、叶わない目標のように思えて
きます。それでも、きちんとした食生活や運動、栄養補給など、身
近なことから生活手段を整えていくことで、様々な目標を達成する
ために必要な力を蓄えることができるはずです。
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とりわけハードな運動をする、
あるいはオフ
ィスで骨の折れる一日を過ごしたために力
尽きる、
という感覚は自分でも気付きやすい
ものです。
ところが生活の中でじわじわと絶
えずエネルギーを消費していく原因に気付く
ことは難しいのではないでしょうか。気力や
忍耐力が低下する、怒りっぽくなる、生活の
中の楽しみが減る、
あるいは色々とやるべき
ことがあるのに時間が足りないというプレッ
シャーを感じる、などといった状況は、
どれも
現代社会において、
あなたのエネルギーが
枯渇しているサインです。

日々の生活の中で体力の浪費を抑
えるために、まずは毎朝目覚まし
時計が鳴ったらすぐ、近くのカーテ
ンを開けるようにしましょう。
もし寝室に気持ちの良い自然光が入る窓が
ない場合、
あるいは夜明け前に起きる場合
は、電灯をつけて
（電球に「クールホワイト」
または「デイライト」の表示があれば最適で
す）人工的に部屋を明るくしましょう。明かり
は体内が覚醒することを手助けをしてくれま
す。夜が明けたら、
まずは外に出て直接太陽
の光を浴びましょう。
これは生物学的時計
( 概日リズム）
をセットするのにとても重要な
ことです。1
スヌーズボタンを押して寝なおしてしまうの
もいけませんが、ベッドから飛び起きるのも
またお勧めできません。ベッドから起き上が
ったら、余裕をもって朝の慣例をこなしましょ
う。慌てて朝をスタートさせてしまうと、夜の
就寝時間よりもずっと前に疲れ切ってしまう
事があります。同様に、
目を覚ましてすぐにメ
ールをチェックする誘惑に負けないようにし
ましょう。早朝から山積みになったその日の
課題をこなしていこうとすると、体が完全に
目覚める前にエネルギーを浪費してしまう
事になりかねません。
朝ゆったりと過ごすために、家族より少なく
とも15分前には起きるようにしましょう。
そう
すれば、家族が起きてくる前にシャワーを浴
びて着替えを済ませることができ、他の人た
ちが支度をしている間に朝の仕事に取り掛
かることができます。2
一日の始まりの前にウォーキングができるぐ
らい余裕を持って起きられるとしたら、
あな
たのエネルギーレベルは更に高まるかもし
れません。複数の研究によって、
ウォーキング
のような低強度の有酸素運動を週3回、朝の
運動として取り入れることで、エネルギーレ
ベルをアップすることができることが証明さ
れています。同時に、低強度運動は高強度の
運動に比べ、疲労回復の効果がより高いとい
う報告もあります。3
朝起きてシャワーを浴び準備ができたら、健
康的な朝食を摂るようにしましょう。朝食抜
きは、午後に疲れを感じてしまう最たる原因
となります。糖分の多いシリアルやペストリ
ーは避け、代わりにエネルギーが持続する複
合炭水化物とタンパク質、健康的な脂質を含
む食事を選択しましょう。良い朝食の例とし

て、
スクランブルエッグと全粒粉のトルティー
ヤ、
あるいはフルーツやナッツをトッピング
したオートミールなどが挙げられます。
このような朝の過ごし方をするだけでも、
日
中エネルギー切れを起こしにくくなります。家
の外に出た後も、
エネルギーアップのための
活動を続けましょう。今の時代、
オフィスで働
く人たちの多くは、一日のほとんどの時間を
座った姿勢でコンピューター画面に向かって
過ごしています。
しかしながら私たちの体は、
このような低活動量の生活スタイルを送るよ
うに作られていません。
エネルギーを高いレ
ベルで維持するためには、一定の活動が必
要なのです。
少なくとも一時間に一度は、立
ち上がってストレッチをしましょう。30分おき
であれば、
より理想的です。会話が必要な場
合は、電話やメールではなく、
できるだけ立
ち上がり相手のところまで行って、直接話を
するとよいでしょう。
トイレへ行く、冷水器まで
歩く、
プリンターまで足を運ぶ、
昼休みに散歩
をするなど、一日を通してできるだけ席を立
って動くようにすることです。
オフィスへの立
机の導入は、近年ますます注目されるように
なってきました。立机は立位と座位の両方で
利用できるので、
足が疲れてきたら、
しばらく
腰を掛けてまた立ち上がります。一定の間立
位で仕事をしている人のほうが、
より多くの
エネルギーを必要とするため、
それだけで1
年に12ポンド
（5キロ）
もの体重減少に寄与す
5
る、
とも言われています。
仕事は、現代社会における最も大きなストレ
スの一つとなっていますし、
ストレスはエネ
ルギーを消費する最たる原因の一つでもあ
ります。
ストレスや不安、恐れ、心配などとい
った職場で共通して感じる否定的な気持ち
は、
エネルギーレベルを低下させ、
人々の体
力、気力を消耗させます。
慢性的なストレスは、慢性的なエネルギーの
浪費と直結しています。
この起こりがちな問
題を避けるために、
自分の心と体に目を向け
ることが大切です。瞑想から運動、
あるいはヨ
ガからサッカーまで、
ストレスを解消するた
めに様々な方法があるはずです。
その中から
自分に合ったストレス解消法を一つか二つ
見つけ、
日々の生活の中に取り入れていくこ
とが大切です。

ストレスに打ち勝つためには、ポジ
ティブ思考を持つことも欠かせま
せん。
些細なことでくよくよしないようにしましょ
う。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
を信じることは大切です。
そうすれば、
自然と
笑顔が浮かんできて、元気に次の一歩を踏
み出せるはずです。
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一日が過ぎていくと、午後のスランプを経験
するのが一般的です。朝私たちを起床させ、
活動させてきたホルモンのレベルが、
この頃
になると下がってくるからです。
これに加え、
あまり健康的ではない昼食や多忙な日程
が、更にエネルギーの消費を高めてしまいま
す。たんぱく質や繊維質を豊富に含んだヘル
シーなランチを適量食べ、血糖値を理想的
に保つことで、
この午後のスランプに立ち向
かってください。
ランチの間、
あるいは午後の時間を通して、
水を飲みましょう。体が水を欲している時に
出すシグナルの一つが、疲れという感覚なの
です。今度、
これといった理由がないのに疲
れている感じがする、
という時があったら、大
きなグラス一杯の水を飲んでみて下さい。一
時間以内に、
トイレへ行くための小さな活動
意欲が沸いてくるはずです。
もし、
あなたが健康的なランチを食べ、十分
な水分をとって、更に長時間座りっぱなしで
いないように気を付けているのに、
まだ午後
の倦怠感を感じるということなら、おやつと
して一握りのナッツを食べてみて下さい。

タンパク質が豊富で健康的な脂
質を含むナッツ類は、元気を取り
戻してくれるエネルギー源の宝庫
です。
もしあなたの食事に、野菜と果物、
さらに運
動量に合った適量の脂質も含まれているの
であれば、
あなたの体はエネルギーレベル
を維持するために必要な栄養補給がされて
いるはずです。
1
Warman, V.L., D.J. Dijk, et al. (2003). “Phase advancing
human circadian rhythms with short wavelength light.”
Neuroscience Letters 342(1-2): 37-40.
2
Sole-Smith, Virginia. “How to Get More Energy.” Health.com.
Health.com, 30 May 2014. Web. 28 Mar. 2017.
3
Puetz T W, Flowers S.S, O’Connor P.J. A Randomized
Controlled Trial of the Effect of Aerobic Exercise Training on
Feelings of Energy and Fatigue in Sedentary Young Adults
with Persistent Fatigue. Psychother
Psychosom 2008;77:167-174.
4
Betts, James A., et al. “The Causal Role of Breakfast in
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もしあなたの食事に栄養素が不足している
ようなら、食事を見直すか、サプリメントを利
用することをおすすめします。マグネシウム
は、特にエネルギーを増強したい人に効果
があります。私たちの体は、糖質をエネルギ
ーに変えるなど、300もの生化学的反応の際
にマグネシウムを使っているのです。
ノースダコタ州グランドフォークスにある農
務省人間栄養研究センターによる研究では、
女性がマグネシウム欠乏に陥った場合、体を
動かすと心拍数が亢進し、
より多くの酸素を
必要とすることが報告されています。言い方
を変えれば、体が同じ行動をする上で、
より
一層の生体活動をしなければならなくなり
ます。運動量が増えるほど、
より早く疲れを感
じてしまうのは言うまでもないことです。6,7
仕事場での長い一日を終えて帰宅したら、翌
朝完全にエネルギーが回復するように、良い
睡眠習慣を身につけるようにしましょう。夜
が更けていくとともに、身体的肉体的活動を
少しずつ抑えていきます。就寝時間の少なく
とも2時間前には、翌日の準備を済ませるよ
うにすれば、何の心配もなくリラックスでき
ます。
質の良い睡眠のためには、
ナイトキャップは
お勧めできません。たとえ忙しい一日を終え
てリラックスする手助けになると思っても、
ア
ルコールには熟睡を妨げる作用があります。
良質の睡眠をとるためには、就寝の2時間前
にはアルコールを飲むのをやめるとよいでし
ょう。
アルコールで寝つきが良くなるかもし
れませんが、実際には眠りの仕組みを妨げ、
回復につながる良い睡眠が十分とれなくな
ってしまうのです。8

Energy Balance and Health: A Randomized Controlled Trial in
Lean Adults.” The American Journal of Clinical Nutrition 100.2
(2014): 539-547. PMC. Web. 28 Mar. 2017.
5
Griswold, Alison. “To Work Better, Just Get Up From Your
Desk.” Forbes. Forbes Magazine, 01 July 2012.
Web. 28 Mar. 2017.
6
Henry C. Lukaski, Forrest H. Nielsen. “Dietary Magnesium
Depletion Affects Metabolic Responses during
Submaximal Exercise in Postmenopausal Women.” Human
Nutrition and Metabolism. https://naldc.nal.usda.gov/
download/46490/PDF.

就寝の1時間前には集中力を必要
とする行動は避け、電気製品を消
すようにしましょう。
青いLEDの照明は、
テレビやコンピューター、
タブレットやスマートフォンなど様々な画面
から発せられており、松果体のメラトニン産
生を阻害するため、寝つきが悪くなってしま
うのです。9
ベッドに入る時間になり電気を消す際は、光
源が明るい時計を置かず、寝室をできる限り
暗くしましょう。電気製品から発せられる青い
光に関しては、既にお話ししましたが、睡眠
を調節する主ホルモンであるメラトニンは、
暗闇に反応して松果体から分泌されます。
そ
のため、たとえ小さな夜間灯でもメラトニン
の分泌を抑えてしまうには十分なのです。多
くのご家庭で、子供たちが不安にならないよ
うにと子供部屋に夜間灯を付けていますが、
実際にはこの習慣によって、質の良い睡眠を
妨げられてしまうことになります。10
もしあなたが、
よく食べ定期的に運動し、良
い睡眠習慣を持っているのであれば、朝すっ
きりと目が覚め、エネルギーに満ちた一日の
再スタートを切ることができることでしょう。

Leslie M. Klevay and David B. Milne. “Low Dietary
Magnesium Increases Supraventricular Ectopy.” Am J Clin
Nutr 2002 75: 3 550-554.
8
National Institutes of Health. U.S. Department of Health and
Human Services, n.d. Web. 28 Mar. 2017.
9
Tosini, Gianluca, Ian Ferguson, and Kazuo Tsubota. “Effects
of Blue Light on the Circadian System and Eye Physiology.”
Molecular Vision 22 (2016): 61-72. Print.
10
“Do You Need a Nightlight.” Sleep.org. N.p., n.d. Web. 28
Mar. 2017.
7

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。

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。
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ライフスタイル

思考の力
季節性情動障害（SAD）に苦しむ人にとって春と夏は寒い季節の鬱
屈した気分から解放される時期です。これからしばらく長く暖かい日
々が続きます。ぜひこの期間に、思考の力で人生を変える方法を学
び次の冬に備えましょう。

心身の健康維持という点において、最も強力
なツールのひとつは自分自身の心です。心に
はポジティブな面に集中するだけで健康状
態に影響を与えるほどの力があり、
それは人
生を変えうるものともなります。
ところがそう
と分かっていても、多くの人はポジティブな
こと
（健康）
よりもネガティブなこと
（病気）に
気持ちを集中させがちです。
こうした考え方
は昔から続いているもので、私たちはこの習
慣から脱し、考え方を意識的に変える努力を
しなければなりません。
私たちの人生に毎日引き寄せられてくる物
事、人、体験、状況にはポジティブなものもネ
ガティブなものもあります。精神的なエネル
ギーをどこに費やしているのか立ち止まって
考えてみなければ、人生に引き寄せるものや
それが健康に与える影響をコントロールす
ることはできません。

何かについて心配ばかりしているのではな
く、微笑んで幸せでいられるときは、人生の
ポジティブな面に意識が向いているというこ
とを意味しています。罪悪感、不安、
ストレス
を感じているときは、主にネガティブなこと
に意識が向いているということです。
自分の感情を観察し始めて、
もし人生のネガ
ティブな面に意識を向けすぎているなと感
じたら、考え方を変える時です。
まずは可能
な限りネガティブな影響を除くことから始め
ましょう。文句ばかり言っている人々からは距
離を置いて下さい。職場や友人との意味の
ないネガティブな会話にも巻き込まれない
ようにしましょう。
ネガティブな影響から距離を置くと同時に、
ポジティブな環境に身を置くようにして下
さい。

健康、幸福、安全、友人関係、
その
他様々な面において人生を自分の
望むものにするためには、思考の
プロセスに注意を払わなければい
けません。

ポジティブな状況を自分でどんどん作って
いけば、ポジティブな物事を人生に引き寄
せることができるでしょう。
じきに気分も健
康も全体的な幸福度もアップするに違いあ
りません。

とはいえ、一日を通じて心に浮かぶことすべ
てを監視する必要はありません。数が多すぎ
てそんなことは不可能です。そのかわり、
自
分の感情に注意を払うようにして下さい。一
日に数回、
自分の感情をチェックする習慣を
つけましょう。最初は練習が必要かもしれま
せんが、慣れてくれば自然とできるようにな
ります。

気分を盛り上げる音楽を聴き、イ
ンスピレーションをもらえる本を
読み、前向きな人々と付き合うの
です。
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最後に、ネガティブな感情のスパイラルに陥
るのを避けるために気持ちを整理する方法
を学びましょう。生きていると悪いことも必ず
起きます。
これはごく自然なことで、悪い出来
事を無視することがポジティブな人生観を
意味するわけではありません。ネガティブな
感情はありのままに認識し受け入れましょ
う。
そしてそればかりを考え続けるのではな
く、気持ちを違う方向へ向けるのです。

ネガティブなことに囚われていると気づいて
も自分に腹を立てないで下さい。この癖を
なくすのはとても難しいことで、腹を立てて
もさらにネガティブな物事を引き寄せてしま
うだけです。
どんな感情も真の感情なのです
から、
まずは起きていることを受け入れまし
ょう。
その上で意識的に気持ちを他へ向ける
努力をして下さい。

少し練習すれば、無意識にできる
ようになります。

気が進まないことや過去に起こった嫌な出
来事、
この先起きてほしくないことばかりを
考えて過ごしていては、
自分の望む人生につ
いて考える時間がなくなってしまいます。エ
キサイティングで真に健康的なライフスタイ
ルを可能にするため、
まずは希望する物事
や健康状態の良い面に意識を向けるところ
から始めて下さい。美しい夏の太陽が輝く
今、
こうした心の持ちようを練習しておけば、
つらく寒い時期を楽に乗り越える助けとなる
に違いありません。
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栄養

夏になると幸福感はアップする？
気温が上がり日が長くなるにつれて、多くの人が気分がよくなるのを感じま
す。冬の間気分が落ち込んでいたことにそこで初めて気づく人もいるでしょ
う。気分は春の間に着々とよくなり、夏には最高にハッピーになります。

その通り、
と思ったあなた。冬の間ビタミンD
の減少に影響される人は多いのですが、
あ
なたもその一人かもしれません。ビタミンD
は紫外線を浴びることによって体内で作られ
ます。冬季は屋外で過ごす時間が短くなるた
めこの重要なビタミンDを十分作ることがで
きません。
また、太陽の位置が低くなり日光
が大気圏を通過する距離が長くなるため地
表まで届く紫外線も弱くなってしまうのです。

ビタミンDが骨を健康に保つこと
はよく知られています。
また、
ビタミンDは脳と神経系および免疫系
をサポートし、精神状態にも影響します。
これ
はあまり知られていませんが同等に重要な
働きです。夏になるとビタミンDが体に与える
様々な効果が合わさって、多くの人が本当に
冬よりも幸福感を感じるのかもしれません。
これらの効果の重要性から、食品のさらなる
ビタミンD強化を求める専門家もいます。
ビタミンDと幸福感の関係について、多くの
医師が日照時間の減少が脳内の生化学的
バランスを崩し、2つの重要な神経化学物
質、
メラトニンとセロトニンに影響を与える
場合があると考えています。いずれも幸福感
を左右する3大要素、睡眠サイクル、エネル
ギーレベル、情緒を制御する働きを持つホ
ルモンです。1

ビタミンDが欠乏すると感染症にかかりやす
くなることも分かっています。2 研究によれ
ば、
より日照時間が少ない高緯度に暮らす人
ほど冬季に疾病が多くなるということです。
冬が長ければ長いほど私たちの体に対する
ビタミンD欠乏の影響が大きくなるのです。
冬に病気になることが多ければ、
それが気分
にも影響します。夏にビタミンDが増えて気
分も免疫系も向上すれば、健康に、
そしてハ
ッピーになります。精神状態と身体の健康状
態が関わり合っていることは以前から知られ
ています。緊張、鬱憤、悲しみといった感情が
心臓に悪影響を与えることも分かっていま
す。心と身体は密接につながっています。
そ
してビタミンDは良くも悪くも双方に影響す
るのです。
こうした要素を総合すると、多くの人が冬よ
りも夏に幸福感を感じやすいのはうなず
けます。

ビタミンDを十分得る最も簡単な
方法は、より多くの時間を屋外で
過ごすことです。時間や肌のタイ
プによって異なりますが、一定の
時間は日焼け止めを使わないで日
に当たりましょう。日が長く屋外
活動に適した天候が続く夏なら簡
単です。

心の状態と身体の健康は深く関わり合って
います。明るい気質は健康維持の助けになり
ます。同時に慢性的な健康上の問題は心を
憂鬱にし、
さらにネガティブな物事を人生に
引き寄せることにつながります。夏の間にビ
タミンDのレベルが上がると心にも体にも良
い影響を与え、多くの人がよりハッピーに感
じるのではないでしょうか。
幸福感や健康が夏と冬で大きく変わると感じ
る人は、ぜひ医師や栄養士に相談し、
日に当
たる時間の少ない冬季のビタミンD補給に
ついて話してみてください。

ビタミンD欠乏症の人、外に出るのが難しい
人、肌に問題があったり服用している薬の関
係で日光に特別敏感な人などは、
ビタミンD
のサプリメントを飲むのもよいでしょう。3

Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L,
Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter, et al.
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract
infections: systematic review and meta-analysis of individual
participant data. BMJ 2017; 356: i6583.
2
Aranow, Cynthia. “Vitamin D and the Immune System.”
Journal of investigative medicine: the official publication of the
1

American Federation for Clinical Research 59.6 (2011):
881-886. PMC. Web. 14 Mar. 2017.
Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L,
Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter, et al.
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract
infections: systematic review and meta-analysis of individual
participant data. BMJ 2017; 356: i6583.

3
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フィットネス休暇
夏はすぐそこまで来ています。つまり、夏の休暇について計画
を立てる時期がやってききたということです。
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もし、あなたが一日中ビーチで寝そべって過
ごすという昔ながらの夏休みに飽き飽きして
いるなら、
くつろぎの習慣から抜け出して体
を動かしてみるのも良いかもしれません。一
人であれファミリーと一緒であれ、フィットネ
ス休暇はアドレナリン分泌を促してやる気を
起こし、生涯忘れられない思い出を作ってく
れることでしょう。とはいえ、あなたがビーチ
やくつろげる場所でのんびり過ごすホリディ
を望むなら、それももちろん良いことです。

もしあなたがランニング、ハイキン
グ、スキー、スノーボード、水泳、ク
ロスフィット、ズンバ、乗馬、ヨガ
など、日常的に体を動かすことを楽
しんでいるなら、更なる冒険があ
なたを待っています。
フィットネス休暇の機会は世界中のあらゆる
ところにあります。既に企画されたツアーに
申し込むか、あるいは自分で格安の冒険を計
画してください。しかし、
くれぐれもこれは休
暇であって、最高の姿に変身して帰宅するこ
とを目的としているのではないことを、忘れ
ないでくださいね。
アウトドア志向で歴史マニアの方なら、アン
デス山脈を縦断して古代都市マチュピチュを
訪れるのは、何物にも代えがたいフィットネ
ス休暇になることでしょう。様々なルートや
ガイドサービスをうまく選択することで、あな
たのフィットネスレベルに合ったトレッキング
を見つけることができます。高度に体が慣れ
るよう下調べをし、数日早く準備するように
しましょう。インカトレイルからマチュピチュ
へのハイキングルートは、体力への挑戦だけ
でなく絶景や素晴らしい食べ物、またとない
経験、そして忘れがたい思い出を与えてくれ
るはずです。
もっと魅惑的なフィットネス休暇をお望みな
ら、ヨガやピラティス、ウエイトトレーニング
などのクラスの後にチョコレートムースとシャ
ンペンが供される、フランスのCamp Biche
はいかがでしょうか。リラクゼーションとブー
トキャンプフィットネスを完璧に組み合わせ
たCamp Bicheでは、それぞれの体力レベル
に合わせたフィットネス休暇を提案してくれ
ます。

クルーズがお好みのあなたには、
こんな休暇はいかがでしょうか。ノ
ルウェーを本拠とするクルーズライ
ンの一つ、Cruise Lines’ Caribbean
and European cruisesは、目的地へ
向かう船内に、運動するためのフ
ィットネス施設が豊富に用意され
ています。
ジョギングやウォーキングがお好みなら、海
上10階にあるランニングトラックを利用でき
ます。船上のスポーツコンプレックスでは、フ
ルサイズのバスケットボールコートやサッカ
ー場が用意されています。さらにより冒険好
きの旅行者のためには、高さ24フィートのク
ライミング施設が用意されている船もありま
す。もちろんプールやエリプティカルトレーナ
ー、トレッドミル、エアロバイクなども装備さ
れています。自由に参加できるヨガやピラテ
ィスのクラスについては、言うまでもありませ
ん。食事の摂取量に気を付けて、食事量が運
動で消費する量より多くならないように気を
付けましょう。このような様々な運動のオプ
ションを提供しているクルーズ船は、他にも
あります。あなたのお好みがどうであれ、どの
クルーズでもごく当たり前ののんびりしたホ
リデイをフィットネス休暇に変えることがで
きるのです。
典型的な砂浜での休暇を、真っ白な雪に置き
換えて、山でスキーやスノーシューイング、ハ
イキングなどで一週間を過ごしてみるのも一
案です。ドイツのガルミッシュパルテンキルヒ
ェンにあるDas Kranzbach Hotel & Wellness
Retreatは、健康を意識しながら、ロマンティ
ックな休暇も過ごしたいというカップルに最
適です。バイエルンで唯一、英国風カントリ
ーハウスを基調としているDas Kranzbachで
は、体力に挑戦し、また贅沢にリラックスして
疲労を回復させるアルペンルートの休暇を提
案しています。
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ブートキャンプ形式のスパ休暇は、人気が高
まり休暇を利用して参加する人が年々増えて
います。例えばイギリスのヘレフォードシャー
のTarget Fitnessでは、1日5-6時間の運動が用
意され、体を改造することができます。この
滞在には詳細な栄養とトレーニングの講習も
含まれており、身体だけでなく心も鍛えるこ
とができます。経験豊富なフィットネスの専
門家が、毎日個別にケアを行い、エアロビク
ス、体幹トレーニング、深部ストレッチなどを
組み合わせた特別なプランを作成し、フィッ
トネスのパッケージを提案します。Target
Fitnessのようなブートキャンプは消極的な人
向けではありませんが、楽しく明るい雰囲気
の中でシェイプアップができます。これらのブ
ートキャンプはとても人気があるので、インタ
ーネットで検索すればあなたのニーズに合っ
た身近なブートキャンプが簡単に見つかるは
ずです。
よりハードなフィットネス休暇を求めているな
ら、タイのプーケット島でタイムエタイの専用
施設に滞在するのはいかがでしょうか。古代
武術であるムエタイのキックボクシングを学
びながら、自分自身にチャレンジして体を鍛
えなおすことができます。宿泊施設はごく質
素なものから贅沢なものまで、ゲストのニー
ズに合わせて利用できます。トレーニングの
後まだ体力が残っているようなら、美しいプ
ーケット島を散策し、タイの歴史と文化を学
ぶこともできます。
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フィットネス休暇はお金をかける必要も、ま
たややこしい計画を立てる必要もありませ
ん。週末、森林をハイキングするのも、家族
全員が体を動かせる低コストなフィットネス
休暇の一つです。最寄りの国立公園やキャン
プ場を探して、テクノロジーやテレビを前に、
ソファーでくつろぐ誘惑から離れて、家族で
屋外での数日を過ごして見てください。

夏はビーチで過ごさずにいられない、という
あなたには、ビーチで体を動かせるアクティ
ビティを選んで、通常の休暇をフィットネス
休暇にしてしまいましょう。ただ一日中日光
浴をする代わりに、数時間は海に入って泳い
だり、カヤックやローイングなどをして体を
動かしましょう。また、バレーボール、ランニ
ング、フリスビー、サッカーなど、砂浜では通
常の平面でプレイするよりもずっと走りにくい
ため、身体により多くの負荷がかかり良い運
動になります。海岸線を数マイル散歩するだ
けでも、これまでの休暇をフィットネス休暇
に変えてしまうことができるのです。
これらは、この夏の休暇を楽しく健康的なフ
ィットネス休暇にするためのほんの一例で
す。ちょっとした創造性と計画性さえあれば、
毎年恒例の休暇を誰もが楽しめる健康的な
フィットネス休暇へと変えることは難しいこ
とではありません。きっとフィットネス休暇を
終えて帰宅したとたん、身体に活気がみなぎ
り、来年のフィットネス休暇をまたすぐにでも
計画したくなることでしょう。

森林で楽しめるのはハイキングだ
けではありません。
水泳、アウトドアヨガ、
マウンテンバイク、カヤ
ック、ラフティングなど、家族が揃って楽しめ
るアウトドアの遊びは、爽やかな環境の中で
体を動かすのに最適です。

Yummies
チュアブル・マルチビタミン グミー・ベアー

必須ビタミン・ミネラル類がたっ
ぷり入ったライフプラス® ヤミー
ズは、心も体も育ち盛りのお子
様の栄養補給にぴったりです。

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。

◊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。

© 2017 Lifeplus International
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ハーブとサプリメント

ビーツ

美しいダークレッドの色で知られるビーツは世界中で食材として使われるおいしい
根菜です。このビーツが新たな理由で注目を集めています。 独特の色で有名なだ
けではなく、次のスーパーフードになりうる証拠が次々と発見されているのです。

100gのビーツには1日に必要な葉酸の20%、
マンガンの14%が含まれています。
また、
そこ
までの量ではありませんが、繊維質、鉄、
カリ
ウム、
カルシウム、亜鉛といった栄養素も含
まれています。
しかし、ビーツが健康に良い
という主な理由は含まれる硝酸塩の多さに
あります。

ビーツは運動にも役立つ可能性がありそう
です。普段全く運動しない人やレクリエーシ
ョン程度の運動をする人について、ビーツの
摂取とパフォーマンス向上に関連性があるこ
とが分かっています。
ある研究ではビーツジ
ュースを飲んだ後のパフォーマンスに中程
度の改善が見られました。3
高地トレーニングを疑似体験できる施設で
自転車選手を対象にした別の研究では、ビ
ーツジュース70mlを飲んだ後に平均16秒、
タイムが縮んだということです。
こうした結果
は、ビーツジュースを摂取し一酸化窒素のバ
イオアベイラビリティを増加させることによ
り、高地でのサイクリングで引き起こされる
低酸素症の影響を減らせることを示唆して
います。4

ビーツを食べると硝酸塩は亜硝酸
塩へと変化し、血液とともに体内
を循環します。
酸素がより多く必要な時、
この亜硝酸塩は一
酸化窒素に変換されます。一酸化窒素には
血管拡張作用があり、血液の循環をよくし、
血圧を下げます。栄養学の専門誌（Journal of
Nutrition）に発表された研究では、
ビーツか
ら作られたジュースの摂取により血圧のわ
ずかな低下が認められたということです。1
ビーツと言えば赤いものを思い浮かべます
が、他の研究によれば白いビーツにも同様
の効果があるそうです。2

Mario Siervo, Jose Lara, Ikponmwonsa Ogbonmwan,
John C. Mathers. Inorganic Nitrate and Beetroot Juice
Supplementation Reduces Blood Pressure in Adults: A
Systematic Review and Meta-Analysis. J. Nutr. June 1, 2013,
vol. 143 no. 6 818-826.
2
Hobbs D. A., Kaffa N., George T. W., Methven L., Lovegrove,
J. A. (2012). “Blood pressure-lowering effects of beetroot juice
and novel beetroot-enriched bread products in normotensive
male subjects.” British Journal of Nutrition. 108 (11): 20662074.
1

証拠が必要ですが、研究者たちはこの結果
について、高齢者の実行機能と関連する脳
の重要な部位への局所的なかん流を改善す
るのにビーツが役立つことを示しているの
ではないかと考えています。6
ピクルス、
ジュース、ボルシチなどのスープ
等、ビーツは地域によって様々な食べ方があ
ります。ホースラディッシュソースに入れた
り、
フィンランドではロソッリと呼ばれるサラ
ダにしたりもします。

ビーツジュースだけでなく丸ごとの
ビーツでも含まれる硝酸塩のおか
げで運動能力が向上することが分
かっています。
研究者によれば、野菜が健康によいことは
証明されていますが、ベーコン、ハム、
ソー
セージといった加工肉などに添加された自
然由来ではない硝酸塩の場合は健康に害
を及ぼす可能性があるため注意が必要だと
いうことです。
ですから、運動選手はビーツ
やその他の野菜から硝酸塩を摂取するのが
賢明でしょう。5
運動能力の向上や健康的な血圧の維持だけ
ではスーパーフードと呼べないというなら、
認知機能への影響についても着目してみま
しょう。ノースカロライナ州ウィンストン・セ
ーラムにあるウェイク・フォレスト大学で行わ
れた小規模な初期研究では、ビーツジュース
を日常的に摂取すると脳の特定の部分への
血流が増加する可能性があることが分かりま
した。関連があると結論付けるにはさらなる
3
Hoon M. W., Johnson N. A., Chapman P. G., Burke L. M.
The effect of nitrate supplementation on exercise performance
in healthy individuals: a systematic review and meta-analysis.
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism.
2013;23(5):522-532. doi: 10.1123/ijsnem.23.5.522.
4
Muggeridge D., Howe D., Spendiff O., Pedlar C., James
P., Easton C. The Effects of a Single Dose of Concentrated
Beetroot Juice on Performance in Trained Flatwater Kayakers.
Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. 2013;23:498-506. doi:
10.1123/ijsnem.23.5.498.

ビーツは美味しく彩りよくヘルシー
な具材としてほぼどんなサラダに
も使うことができます。
また、ビーツジュースを低温で煮詰めてでき
るパウダーには体内で吸収利用しやすい硝
酸塩が豊富に含まれています。体内での一
酸化窒素産生を健康的に保つための栄養補
給の一環として利用してもよいでしょう。

Margaret Murphy, Katie Eliot, Rita M. Heuertz, Edward
Weiss. “Whole Beetroot Consumption Acutely Improves
Running Performance.” Journal of the Academy of Nutrition
and Dietetics April 2012, Volume 112, Issue 4, Pages 548-552.
6
Presley, Tennille D., et al. “Acute Effect of a High Nitrate Diet
on Brain Perfusion in Older Adults.” Nitric oxide: biology and
chemistry / official journal of the Nitric Oxide Society 24.1
(2011): 34-42. PMC. Web. 16 Mar. 2017.
5
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女性と男性の
トレーニングは別々に
女性と男性が異なるのは周知の事実です。目に見える表面から見
えない細胞レベルまで生理学的な男女の違いは、エクササイズの
効果を最大限にするのに必要な事柄も異なってきます。

その違いのひとつで最大の効果は、女性の
体はエクササイズをしている間により多くの
脂肪を燃焼する傾向があるということです。
同じレベルのエクササイズをしても、女性は
男性よりも多くの脂肪を燃焼し、かつ炭水化
物とタンパク質は男性ほど減少させないこと
が研究によってわかっています。
また女性
は、炭水化物を食べた後、
グリコーゲンとし
て多くを貯蔵しません。1
関連のない研究ですが、女性のタンパク質
の1日に必要な所要量は男性よりも約 10%
少ないことがわかっています。2

そうは言っても、タンパク質はエク
ササイズ後の筋肉の修復や増強
に欠かせない重要な栄養素であ
り、低タンパク質の食事はエクササ
イズの効果を減少させてしまいま
す。女性は男性よりほんの少しだ
け量を減らせばよいでしょう。
どうして女性の体は、エネルギー生成のため
に複合炭水化物から作られるグリコーゲンよ
りも脂肪に頼るのか、いくつか可能性のある
説明があります。神経系とホルモン系の違い
が、根本的な原因である可能性があります。
または、女性の体は同じ体重の男性の体より
も脂肪の割合が高いことに適応している、
と
いうことかもしれません。理由に関係なく、違
いがあるのは事実です。

Tarnopolsky MA. Sex differences in exercise metabolism
and the role of 17-beta estradiol. Med Sci Sports Exerc
2008;40:648-54. doi:10.1249/MSS.0b013e31816212ff.
2
Rand WM, Pellett PL, Young VR. Meta-analysis of nitrogen
balance studies for estimating protein requirements in healthy
adults. Am J Clin Nutr 2003;77:109-27.
3
Hunter, S. K. (2014) Sex differences in human fatigability:
1
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それらの知識を食事に取り入れる
ことで、女性はトレーニングの習慣
を最大限有効にすることができる
ようになるでしょう。3
これは女性がエクササイズの前に脂肪の多
い食品をガツガツ食べるのがよいという意
味ではありません。ただし、運動前の食事に
複合炭水化物の代わりに脂肪をとってもよ
い、
ということがいえます。脂肪の多い食事は
是が非でも避けるべきだと何十年も言われ
てきました。体のエネルギー消費量を基準と
して脂肪の摂取を気にする限り、脂肪が健康
的な食事の一部であるという新しい知識を
取り入れるのは大変かもしれません。
女性の生理機能によって多くの男性よりも有
利な立場になることがあります。女性は男性
よりも疲れにくい傾向にあるので、何度も繰
り返す動作をしばしば男性よりも上手にこな
します。
これは、同じ強さのレベルで男女を
比べても真実であることが示されています。4
さらに、女性はトレーニング1セットをこなし
た後は男性より速く回復するので、同じ量の
トレーニング量をこなした男性ほど休息が
必要ないのです。
それは直感に反するように聞こえるかもし
れませんが、女性は男性より疲れにくくて
も、女性の体は男性ほど高負荷のインター
バル・トレーニングにあまり反応しない傾向
があります。疲れにくいという生理的な利点
を女性がうまく活用するには、一定の動きを
繰り返す有酸素運動を中心に行うのがおす
すめです。

mechanisms and insight to physiological responses. Acta
Physiol, 210: 768-789. doi:10.1111/apha.12234.
4
Fulco CS, Rock PB, Muza SR, Lammi E, Cymerman C,
Butterfield G, Moore LG, Braun B, Lewis SF. Slower fatigue
and faster recovery of the adductor pollicis muscle in
women matched for strength with men. Acta Physiol Scand.
1999;167:233-239.

生理学的な違いでもうひとつ女性が有利な
ことには、エアロビクス・エクササイズでは男
性よりも女性のほうが気分が盛り上がりやす
い、
ということです。5女性は疲れにくくエクサ
サイズをより長く続けられるだけでなく、エク
ササイズの後により気分が良くなります。
トレーニングを最大限に活す女性と男性の
生理学的な差異はありますが、いくつか重要
な類似点を無視するべきではありません。
ガ
イドラインの多くは、男女の別に関わらず、エ
クササイズの2-3時間前に約600ミリリットル
の水を飲むことをすすめています。

McDowell, Cillian P.; Campbell, Mark J.; Herring, Matthew
P. “Sex-Related Differences in Mood Responses to Acute
Aerobic Exercise.” Medicine & Science in Sports & Exercise:
September 2016, Volume 48, Issue 9, p 1798-1802.

5

ウォームアップ中に200ミリリット
ルが消費され、その後10-20 分毎
にも200ミリリットルが消費され
ます。エクササイズ中は定期的に
水を補給することが推奨されてい
ます。

脂肪分や糖分の多い食べ物を摂り過ぎると
女性も男性もエクササイズ中に動きが鈍く
なってくるのを感じるでしょう。
女性と男性は、異なるニーズを持つ別の体
を持っているのです。
これらのユニークなニ
ーズをサポートする方法を理解することが、
女性のトレーニングの利点を最大限活かす
ことになります。

女性も男性もエクササイズの効果を上げる
ために、毎食、新鮮な果物や野菜をバラエテ
ィよく食べる必要があります。激しい運動に
伴ってドッと押し寄せるフリーラジカルと戦
う役割をする抗酸化物質を果物や野菜は含
んでいます。
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男性の寿命が女性に追いつく？
何百年もの間、女性は男性よりも平均して長生きでした。しかし、近
年の2つの研究で、男性の寿命が女性に近づいていくだろうというこ
とが分かってきました。この現象は何が原因なのでしょうか。男性
( そして女性も）がより長生きし、より健康的な生活を送るために、そ
こから何を学べるでしょうか。

近年の2つの研究は、男性が寿命において女
性と肩を並べる可能性があることを示唆して
います。
その一つとして、
インペリアルカレッ
ジロンドンと世界保健機構（WHO）
との共同
研究では、2030年に生まれる男性の平均寿
命は82.5歳、女性は85.3歳になることが予想
されています。
この差の2.8歳は、2001年の
4.6歳、
そして1971年の6.3歳の差よりも縮ま
っています。1

た肉であれば、健康的な食材であることが知
られています。理想的なのは、少量の肉と脂
肪に野菜をたっぷり添えた食事です。
この事
実が知られる以前には、多くの男性たちが、
高血圧や高コレステロール、肥満といった不
健康状態を導く食生活を送っていました。
し
かしこの新しい情報によって、男性も脂肪を
控えたバランスの良い食事を摂ることができ
るようになりました。

英国統計局の最近の調査によれば、裕福な
男性の場合、女性よりも長寿であるらしいこ
とが報告されています。一般女性の平均寿
命は82.4歳ですが、高収入の専門職に就く男
性は、82.5歳が平均寿命であることが明らか
になりました。2

職業の変化も寿命に影響を与える一因とな
っているようです。最先端技術やニーズの変
化により、危険な労働環境下で働く男性の数
は減少しました。座ってばかりのオフィスワ
ークにおける健康への影響は現代の問題で
はありますが、それでも地下採掘や危険な
工場で何年も携わる作業ほどの負担はない
はずです。

医学、科学技術、栄養学などが揃って進歩す
るにつれて、人の寿命も延び続けてきまし
た。2011年には出生時の平均余命が、1841
年のなんと2倍になっています。3 男女間にお
ける死亡年齢の差は長きに渡り存在してき
ましたが、近年、何が男性の平均寿命を延ば
してきたのでしょうか。どうやらその理由は
一つではないようです。

男女の寿命差が縮小した第一の
要因は、男らしさの象徴と思われ
てきた多くの悪習慣を、男性が避
けるようになってきたことです。
喫煙、飲酒、不健康な食べ物、気持ちを溜め
込むといった男性特有の行いを、現代男性
たちは慎むようになってきています。

同様に、近年は男性でも、医者や
セラピスト、
その他の医療専門家
を受診することに抵抗を持たなく
なってきているようです。
モーベンバー（前立腺がんへの意識向上の
ために、口ひげを生やすキャンペーン）に見
られるような、男性向けの健康イニシアチブ
の積極的な広報活動は、人に助けを求める
ことや自らの健康管理をすることが、弱さの
象徴ではないという意識を高めるきっかけ
になっています。男らしくあろうとする意識が
減少するにつれ、寿命が延びているのです。
食生活の変化も理由の一つです。ある研究
によると、男女の平均余命における顕著な
差は、19世紀の後半、つまり男性が肉や動
物性脂肪をより多く摂取するようになり始
めた時代に発生したということです。4伝統
的に、肉や脂肪の多い食事は男性特有のも
のでした。
現代では、肉や脂肪であっても、エネルギー
消費量に対する適量を摂取し、
フリーレンジ
や牧草飼育など最も自然な条件で飼育され

Digital, ONS. “How has life expectancy changed over time?”
VisualONS How has life expectancy changed over time
Comments. N.p., n.d. Web. 16 Mar. 2017.
2
“Statistical bulletin: Interim Life Tables: England and Wales,
2010-2012.” Office for National Statistics. N.p., n.d.
Web. 16 Mar. 2017
1
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Digital, ONS. “How has life expectancy changed over time?”
VisualONS How has life expectancy changed over time
Comments. N.p., n.d. Web. 16 Mar. 2017.
4
Beltran-Sanchez H, Finch CE, Crimmins EM. Twentieth
century surge of excess adult male mortality. Proc Natl Acad
Sci USA 2015;112:8993-8. doi:10.1073/pnas.1421942112.
3

性別間の寿命差はなくなっていくのかもしれ
ませんが、
これはあくまで包括的な数字であ
ることを忘れないで下さい。個人単位では、
まだまだ寿命を縮める悪習慣を続けている
人がいるはずです。

年齢や性別に関わらず、健康的な
生活を長く送るカギは、野菜や果
物を豊富に含む健康的な食事をと
り、身体を動かし、健康的な形でス
トレスを管理し、ポジティブな人た
ちとの関係を維持することです。
ますます多くの男性が、健康的なライフスタ
イルを積極的に取り入れようとしています
が、
そうでない男性たちも存在します。
あな
たの身近な男性たちが、ぜひこのようなライ
フスタイルの選択がどれだけ重要であるか
という事を理解し、共に健康を維持できるよ
うにしていきましょう。
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関節炎、食生活、運動
米国疾病管理予防センターは、65歳以上のほぼ半数が、関節炎に罹患し
ていると推定しています。関節炎の痛みや不快感は、高齢者の生活の質を
低下させるのに余りあるものです。私たちのうちの半数近くがある程度は
経験することになるであろうこの病気は、幸いなことに食事や運動でかな
り対処することができます。

関節炎の痛みは多くの人の行動を制限して
しまうものですが、関節炎と付き合っていく
上では定期的な運動の効果が利用できま
す。
ストレッチやヨガなどの柔軟運動は、関節
の可動域を維持するのに役立ちます。
これら
の運動を定期的に行えば、関節の柔軟性が
維持改善され、
体を動かしやすくなるため、
活動的な生活を送るための助けとなります。

歩行やジョギングなどの有酸素運
動は、心臓を強化し肺活量を向上
させます。
これらの運動は、体力をつけ、体重の調整を
する助けとなります。肥満、太りすぎは関節の
負担になるため、体重を調節することができ
れば関節炎の痛みを減らすことができます。
ウェイトやバーベルを持ち挙げる抵抗運動
は、筋肉量を改善し維持する効果がありま
す。強い筋肉は、関節炎を起こしている関節
を支え保護します。

関節炎がある人に特に適した簡単
な運動として、ウォーキングと水中
エアロビクスが挙げられます。

ウォーキングは、体にも財布にも負担の少な
い、手頃な有酸素運動の一つです。毎日何キ
ロか歩けば、血液循環の向上や体重のコン
トロールに役立ち、心血管系疾患の発症リス
クを減らす効果があると言われています。更
にウォーキングは、骨折のリスクを減少させ
るだけでなく、炎症がある関節を支える筋肉
を鍛えます。
水中エアロビクスは、関節炎があり、
これまで
あまり体を動かしていない方に、特に適して
います。なぜなら、水中の浮力が転倒や事故
を防いでくれるからです。

また、水中では関節にかかる体重
の負担が減るため、膝や股関節の
痛みに悩まされている人は特に、
より容易に体を動かすことができ
ます。加えて、水の抵抗が筋肉強化
に必要とされる自然な負荷を与え
てくれます。
これらの2つの運動は、関節炎のある高齢者
の方に最良な選択肢ですが、
これ以外の運
動でも、身体への負担の少ないものであれ
ば何であれ、
それを定期的に行っていくこと
で効果が期待できます。
関節炎の人には、定期的な運動だけでなく、
特定の食品を食生活に取り入れるのが有効
なこともあります。
その栄養素の一つに、
オメ
ガ3脂肪酸があります。関節炎財団によれば、
専門家たちは、少なくとも週3-4回、サーモ
ン、サバ、
イワシ、ニシンなどオメガ3脂肪酸
を豊富に含む冷水魚を食べることを推奨し
ています。天然ものの魚は、養殖されたもの
よりも優れた栄養素を含んでいます。
また小
型の短命魚の方が、長命な大型魚ほど環境
毒素を蓄積していないため、食材として優れ
ています。
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魚は好きではないがオメガ3脂肪酸の効果
を得たいという方には、魚油あるいは特定の
培養藻に由来した、EPAとDHAの高品質サプ
リメントを利用すれば、魚を食べることによ
って得られるものと同種の長鎖オメガ3脂肪
酸を取り入れることができます。
また、
ある種のオイル類も関節炎に効果があ
るようです。エクストラバージンオリーブオイ
ルは、心臓にとっても健康的な脂肪であるこ
とに加えて、多くの関節炎患者が疼痛管理に
使用する非ステロイド性の抗炎症薬に似た
性質を持つ化合物、
オレオカンタルを含んで
います。

また最近になって関節炎と診断された方に
は、
ブロッコリーに含まれているスルフォラフ
ァンと呼ばれる化合物の効果が期待できる
かもしれません。他のアブラナ科の野菜にも
認められるこの天然化合物は、変形性関節
症の進行を予防、
あるいは遅らせるのに効
果があることが認められています。1

Davidson, Rose K et al. “Sulforaphane Represses MatrixDegrading Proteases and Protects Cartilage From Destruction
In Vitro and In Vivo.” Arthritis and Rheumatism 65.12 (2013):
3130–3140. PMC. Web. 15 Mar. 2017.

1

あらゆる柑橘類に含まれるビタミンCもま
た、関節炎に有効です。ビタミンCは強力な
抗酸化物質で、炎症を引き起こすフリーラジ
カルを抑え込みます。加えて、ビタミンCには
関節組織の主要たんぱく質である、
コラーゲ
ンの合成を助ける働きもあります。

最後になってしまいましたが、ニン
ニクや玉ねぎ、ニラなどといったア
リル類を含む食品も、体内の軟骨
に損傷を与える酵素を制限するの
に役立ちます。

現段階で複数の研究者たちは、
アリル類の
一種である二硫化アリルと呼ばれる化合物
が、
この保護作用をもたらしていると考えて
います。
関節炎の診断を受けたからと言って、座って
ばかりの生活に縛られる必要はありません。
適切な食事療法と運動、
そして定期受診を組
み合わせていけば、多くの人が長期にわたっ
て、活動的に過ごしていくことができるはず
です。
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デジタル世代の子供たちを
もっとアクティブに
テレビ、パソコン、タブレット、スマートフォン。どれも興味
を引くものばかりで子供たちは屋内で画面にくぎ付けにな
りがちです。

外で遊んだり運動したりすることが大事だと
わかっていても、
ゲームやSNSアプリの入っ
たスマートフォンを置いて外に行かせるの
は親にとって時に至難の業です。子供たちを
テクノロジーから引き離してもっとアクティ
ブにするよい方法を考えてみましょう。
テクノロジーはこれからもずっとそばにあり
続けるものです。パソコンやスマートフォン
から完全に子供たちを隔離するのは、新た
な機器や技術にあふれる世界で育っていく
世代にとって害にもなりかねません。

画面を見ないで、体を動かして遊ぶ
ことの大切さや楽しさを強調しつ
つ、テクノロジーを安全に使い現代
社会で暮らしていくためのスキルを
教えることこそが目標であるべきで
しょう。
テクノロジー中毒の子供たちを屋外に出す
第一歩は、適度な利用の手本を見せることで
す。過剰なメディア使用は集中力、学習、睡眠
の問題や、摂食障害や肥満につながること
が研究により明らかになっています。子供た
ちは親の姿を見て学びます。画面を見過ぎる
ことによるこうした問題を避けるためにも、
親は健康的な行動の手本を示さなければな
りません。
もしも親がずっと画面ばかり見て
いては子供もそれをまねて育ちます。子供た
ちと遊んでいるときにスマートフォンでメー
ルやテキストをチェックするのも避けるべき
です。
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求められる行動、許される行動が誰にでも分
かるようにするにはルールを設定するのが
効果的です。親も子も食事の時にスマートフ
ォンを使わない、など家族のルールを決めま
しょう。寝る2時間前にはパソコン、
スマート
フォン、
テレビを切るというのも家族ででき
るよい習慣です。就寝直前に画面を見ると眠
りにつくのが難しくなります。
子供たちを画面から離すときは移行の時間
を設けましょう。
ゲームや映画に夢中になっ
ているときに急にスイッチを切るように言え
ば、子供たちは泣いたり怒ったりするかもし
れません。
あと20分、
あと10分というように残
りの時間を教えてみてください。
そうすれば
子供たちは心の準備ができ、
もしも難しいゲ
ームの最中なら後で続けられるようにその
時間内にセーブする余裕ができます。
子供たちがなぜテクノロジーを使うのか理
解することも重要です。
ストレスを発散した
り、退屈をしのいだり、友達がいない寂しさ
を紛らわせたりするためにオンラインゲーム
をする子供たちもいます。
このような場合、パ
ソコンやスマートフォンを取り上げるだけ
で、サイクリングや散歩にでかける、かくれん
ぼをして遊ぶなど、
その時間を埋める他の選
択肢を与えなければ子供たちは余計にスト
レスをためてしまうかも知れません。

親は、健全なテクノロジーの使い方
を示すのと同様に、体を動かす手
本にもなる必要があります。毎日子
供たちと一緒にアクティブに過ごす
時間を作りましょう。

子供たちが楽しめるアクティビティは何か、
一緒になって考えましょう。
スポーツチーム
に入る、定期的にハイキングをするなど様々
なオプションを示し、
それぞれの子供が自分
の好きなこと嫌いなことは何か考える機会を
作るのです。性格に合ったアクティビティを
選べば、子供も集中して楽しむことができる
でしょう。
そうでなければスマートフォンに手
が伸びてしまうかもしれません。

子供たちは単にアクセスしやすいという理由
でテクノロジーを使うことがあります。子供た
ちの遊ぶスペースを魅力的で使いやすいも
のに整理する手助けをしましょう。おもちゃ
が多すぎると気が散ってしまう子供もいま
す。子供がいれば物が散らかるのは当たり前
ということを理解したうえで、
できるだけ整
理整頓して下さい。
同時に、おもちゃは出しやすくしておく必要
があります。箱詰めにして見えなくしてしまっ
たり、届かない高いところに片づけてしまっ
たりせず、小さめのカゴやトレイに入れて低
い棚に置きましょう。選択肢が目に見え、手
が届きやすいところにあるほうが子供たちも
喜びます。

テクノロジーには様々な使い道があります。
子供たちが大人になるにつれ、
その役割は
もっと大きくなっていくでしょう。

家の中でテクノロジーを完全に禁止
するのは子供たちの将来のために
はなりません。
しかし、安全に利用するためのルールを決
め、体を動かしたり自然を楽しんだりする時
間も十分に取り入れたバランスのとれた生
活の重要性を教えることは、
この先子供たち
が心身ともに健康に育っていく助けとなるで
しょう。
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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。
© 2017 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
太陽の下で安全に運動するには
どうしたらよいですか。

食品は認知機能に影響を及ぼし
ますか。

雨や雪が降る長い冬がやっと終わり、外で活
動するのが楽しみな季節になりました。
しか
しオゾン層破壊による紫外線の増加や皮膚
がんへの不安から、運動は屋外ではなくジム
でしたいという人もいるでしょう。
そんな方
でも、簡単な対策をすれば太陽の下でも安
全に運動が楽しめます。
これは健康に必要な
ことでもあるのです。
日光を浴びると体内で
ビタミンDが作られます。ビタミンDは骨を保
護したり免疫力や循環器系、神経系の健康
を促進したりする重要な役割を担っていま
す。
また、太陽の光を浴びれば長い冬の間に
鬱屈した気分を向上させることもできます。
屋外での運動は早朝や午後遅くにするのが
安全です。

私たちが体に取り入れる食品の多くは良くも
悪くも認知機能に影響を及ぼします。体の他
の部分と同様に、脳もフリーラジカルによっ
てダメージを受け、
それが認知機能の低下
につながることが分かっています。
ですから、
ベリー類などの抗酸化物質が豊富な食品を
食べればフリーラジカルから身を守る助け
となります。
オメガ3脂肪酸も脳を守る栄養
素です。中でもDHAは脳の組織の大部分、特
に神経細胞の細胞膜を構成する物質で
す。DHAの摂取源としてベストな食品は、寒
流域で獲れる新鮮な魚です。
また、
ダークチ
ョコレートに含まれるフラバノールも高齢者
の思考力を改善することが分かっています。
ミルクチョコレートは避け、
カカオが70%以
上含まれるものを選びましょう。
フラバノー
ルが具体的にどう脳に働きかけるのかはま
だ研究途上ですが、ほんの少しのダークチョ
コレートを食べるだけでフラバノールの恩
恵を得られるということははっきりしていま
す。最後に、脳によいおやつのお供には緑茶
がおすすめです。淹れたての緑茶は認知機
能の健康を守る働きがあることが知られて
います。緑茶は特に記憶力をサポートするよ
うです。脳を守る食品はこれだけではありま
せん。一般的に、新鮮な果物や野菜をたくさ
ん食べ、健康によい脂肪分を活動レベルに
合った量だけとるヘルシーな食生活は、体に
も脳にも良い効果をもたらします。

脱水症、日焼け、熱中症などを防
ぐために真昼の屋外は避けて下
さい。
日焼け止めは汗で流れ落ちてしまわないよ
う、
スポーツ専用のものを選びましょう。
そし
て、季節や時間、肌のタイプによって異なりま
すが、一定時間日に当たってから日焼け止め
を塗ってください。春の終わりから秋のはじ
めにかけて、紫外線が弱い午前10時前か午

後2時以降に屋外で運動している人はたくさ
んいます。
この場合は30分ほどたってから日
焼け止めを塗るとよいでしょう。最後に、運動
の前後や運動中にはしっかり水分を取って
脱水症を防いでください。
こうした簡単な対
策を行えば、暖かな夏の太陽の下、安全に運
動を楽しむことができます。

「幅広い種類」の食品を食べるべ
きだとよく耳にするのですがなぜで
すか。
幅広い種類の食品を食べることには二つの大きな
利点があります。
まず、体の栄養のニーズとは複雑
なもので、数種類の食品を食べるだけではそのニ
ーズを満たすことはできません。特に好き嫌いの激
しい人は食生活にバラエティがなく摂取する栄養
素も限られてくるので必要な栄養が取れない危険
性があります。一方、幅広い種類の食品を食べてい
れば、食品ごとに含まれる栄養分も異なるため、様
々な栄養素を摂取することができます。
また、年齢
を重ねるにつれ栄養のニーズも変化していきます。
幅広い種類の食品を食べることで、いくつであって
もその時必要としている栄養素を摂取する可能性
を高めることができます。二つめの利点は食生活に
変化を与えてくれることです。
どんなに健康的な食
事であっても毎回同じものを食べていては飽きてし
まい、味覚を刺激するためにジャンクフードに手が
伸びてしまうかもしれません。
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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

◊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。

