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地産地消で
栄養確保
今回のアート・オブ・グローイング・ヤングのテーマは環境と持続可
能性です。私たちは栄養のあるヘルシーな食事をしていますが、我
が子やその子孫が同じようにその利点を享受していけるようにする
には、
今から持続可能性に配慮した生活をしていかなければなりま
せん。現在のライフスタイルが世界規模でどのような影響を及ぼして
いるのかを改めて考えて、地産地消が見直されているのもそのため
です。
世界各地の大規模な農場で行われている農
業は持続可能なものではありません。化学
合成物質を投入した土壌での栽培に始まり、
輸送されて店頭に並ぶまでの間に、大量の
燃料が消費されています。輸送にかなりの時
間を要することを考慮して、時には遺伝子操
作も使って品種改良された農作物は、見た
目のよさと保存性重視で、栄養と風味は二の
次です。
こういったデメリットは、地元の小規模農家
が作ったものを選ぶことで避けられます。
夏になると、近場の農場でとれたばかりの野
菜や果物が露店に並びます。そんな季節の味
を集めてまわるのは、この季節ならではの楽
しみです。地元の農家や裏庭でできたもの
は、ひときわ味わい深いと思うのです。

とがあります。また、冬間でも、これまでにあ
まり口にしたことのなかった旬のものを取り
入れると、食の楽しみを広げることができま
す。ケール、芽キャベツ、カブ、カボチャなど、
おいしい冬野菜はたくさんあります。冬の野
菜コーナーに並ぶトマトは、温暖な地域から
運ばれてきたものです。
健康への道のりは決して孤独なものではあ
りません。私たちひとりひとりの選択が他の
人にどんな影響をおよぼしているかを考え、
皆で力を合わて行動すれば、そのポジティブ
な余波は直接会うことのない人のところにま
で広がっていくはずです。あなたも今日から
地産地消を始めませんか。自分の体のために
も、私たちが共有する環境のためにも好まし
い選択をしましょう。

私は近場の農場の収穫期が過ぎても、旬の
国産品を選ぶように心がけています。なるべ
く近い範囲の小規模農家から食材を集めて
いる生協のような販路も活用したいもので
す。一般的なスーパーでも、表示をよく確認
すれば、身近なところが産地になっているこ

Dwight L. McKee
Scientific Director
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最新ニュース
デスクワーク

肩から腰の痛みを和らげる

机にばかり向かっている仕事は、体に悪いだ
けでなく心にも同じくらい悪いようです。公
衆衛生の専門誌 BMC パフリックヘルスに掲
載された新たな研究によると、事務仕事など
で座りっぱなしになっている人は、勤務時間
が長くなるほど不安感に悩まされる傾向が
強いということです。現代人がデスクワーク
の落とし穴にはまらないようにするには、1時
間に1回、ほんの2、3分でも席を立つとよいそ
うです。
これは、給水機やお手洗いに頻繁に
行くようにすれば、簡単に達成できるでしょ
う。
その場を離れられなくても、立ち上がって
伸びをするだけでも随分と違いがあるはず
です。
もっと望ましいのは、立った姿勢で仕
事のできるスタンディングデスクを導入して、
座位と立位のバランスをとることです。立っ
ている間は座っているときよりも多くの筋肉
を使います。なるべく立って仕事ができるよ
うにすると、平均的な体重の人であれば、運
動や食事の習慣を変えなくても4.5kgから
5kgくらい減量できるということです。

肩や腰の痛みに悩んでいる人は、携帯電話
を手にしないようにするだけで驚くほど良く
なる可能性があります。携帯の画面を長時間
見ているといつの間にか前かがみの姿勢に
なっています。
これは肩や腰の痛みに深く関
与しています。必要があって携帯を長時間見
ていることになる場合は、背筋を伸ばし、姿
勢を正してから、
目と同じ高さに携帯の画面
を合わせるようにして下さい。

なかなか寝付けないときは

精白済みの炭水化物について

携帯電話はリビングに置いて寝室に入りまし
ょう。携帯電話やノートパソコンなどの電子
機器は、
ブルーライトと呼ばれる光を発して
います。就寝前の1時間から2時間ほどの間
は電話やコンピューターといった電子機器
を使わずに過ごしてみて下さい。
それだけで
天井を眺めて眠りの訪れるのを待つ時間を
減らすことができる可能性があります。

精白処理された炭水化物を避けるべき理由
がまたひとつ発表されました。精白済み炭水
化物の摂取量の多さと、
うつの発症リスクに
関連性があることが明らかになったのです。
臨床栄養学の専門誌（The American Journal
of Clinical Nutrition）に掲載されたある研究
では、閉経後の女性のうつ発症に着目したと
ころ、GI値の過度に高い食事と相関性がある
と報告されています。 GI、すなわちグリセ
ミック指数は、食品中の糖分が体内に吸収さ
れる速さを示すものです。
ジャンクフードは
グリセミック指数の極めて高い食品の代表
格です。
うつの予防には、
ジャンクフードを避
けるのが賢明です。

朝食を抜いていませんか
朝食を抜くことが習慣になっている男性
は、朝ほんの少しでも時間を割いてエネル
ギーを補給する男性と比べて、心臓病を発
症しやすいことが判明しました。ハーバー
ド公衆衛生大学院の研究によれば、1日の
最初の食事を抜いてしまうと、冠状動脈性
心臓病の発症リスクが27%高まるおそれが
あるということです。同研究ではまた、夜遅
くに食事をしていると、冠動脈疾患のリス
クが55%も高まることも明らかになってい
ます。食事を抜いたり空腹に任せて大量
に食べたりするのをやめて、適度な頻度と
量で健康的な食事をすることの重要性がさ
らに強調されたと言えるでしょう。
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フィットネス

長期的な目標を
運動で達成するには  
何か目標を決めて運動する場合、短期間であればたいていの人は達
成することができます。数ヶ月間で体重を数キロ落とす、という程度
なら、比較的達成の確率の高い短期的目標と言えるでしょう。

ところが、20キロ以上の減量や、高齢になっ
ても自由に動ける体を維持するといった目
標となると、話は違ってきます。長期的な目標
は達成が難しいという印象があります。
それ
でも、
ちょっとした工夫で計画的に取り組め
ば、最初は遠く見えた目標にも必ず手が届く
ようになります。
運動で長期的な目標を達成する秘訣は、到
達点から逆算して今後の計画を立てることで
す。

最終的な目標の全体像を把握し
たうえで、
そこに至るまでの段階を
組み、ステップアップしていくので
す。
全体像を明確にするには、達成の先に自分
が何を望んでいるのかを具体的に書き出し
てみるとよいでしょう。健康を実感したい、外
見をすっきりさせたい、
コレステロール値を
下げたい、新しいドレスが着られるようにな
りたい、入賞したい、などなど、何であれ誤答
にはなりませんから、思いつくままに書き出
して下さい。
この作業をすることで、
自分の動機がよりは
っきりとしたものになります。
また、朝の6時
にベッドを離れて運動する気分になれない
とき、
リストを見れば、
自分が本当に望んで
いることを再確認できます。長期的な目標を
達成するには、相応のモチベーションを維持
する必要があります。
そのために、
このリスト
を何度でも見ることになるでしょう。
何を得たいのか、
その理由は何か、が明らか
になったら、具体的な目標が設定できます。
何をどう達成するかを明確にしましょう。例と
しては、2018年12月1日までに24キロ減量し
て、七号のドレスが着られるようになる、
ある
いは、
自分に自信が持てるようになりたいか
ら、6ヶ月以内に週4日、15キロのランニング
を習慣にする、
といったように決めるとよい
でしょう。
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そこからは逆算で計画を立てます。1年後、8
ヶ月後、6ヶ月後、
といったように、
それぞれの
段階で達成すべきことを考えて下さい。有効
な計画を立てるには、何度か手直しが必要
かも知れません。例えば、1年で24キロ減量し
ようとするなら、単純に計算して毎月2キロず
つ、
あるいは毎週0.5キロずつを目安に体重
を落としていかなければなりません。
この目
標は達成可能か、
タイミングなど見直すべき
ことはないか、再確認しましょう。
月2キロ、
あるいは週0.5キロといったように、
小さめの具体的な目標に分割できたら、
どう
やって到達に至るかを考えやすくなります。
目標は、
ちょっとがんばれば達成できる範囲
に設定するのが望ましいでしょう。
とうてい
達成できないような非現実的な目標を設定
してしまうと、挫折しやすくなります。小さな
目標が達成できないと、大きな目標の達成
には至りません。
最終的な目標を思い出すきっかけになるも
のを身近なところに置いておくのもおすすめ
です。到達点のイメージに合った写真を財布
に入れている人がいるのは、
そうすれば少な
くとも1日に1回は方向性を確認することがで
きるからです。
また、ビジョンボードを活用し
ている人もたくさんいます。

ビジョンボードとは、ポスターや大判のボー
ドに、達成時の自分をイメージした写真や絵
を貼った、いわば夢のコラージュです。

好きな言葉や励みになるフレーズ
を加えてもよいでしょう。
目につきやすい場所にこの夢のコラージュ
を掛けておいて、毎日数分でもボードの前に
立ち、
この道のりの先に何が待っているかに
意識を向けるのです。

長期的な目標を達成するためのヒント

小さな目標を達成したら、大きな目標に向か
って前進した喜びをしっかりと味わって下さ
い。成功体験を認識することは大切です。

1. 逆算で考える
2. 最終的な到達点の全体像をつかむ
3. 達成可能な小さめの目標に分割する
4. それぞれの目標とその達成に必要なこと
を書き出す
5. 方向性を見失わないよう、
ビジョンボード
を作る
6. 小さなことでも達成できたらお祝いをする
7. 必要に応じて調整を加えてもよい
8. 何よりも、ポジティブな姿勢を維持すること

ちょっとしたご褒美などで喜びを
実感できれば、
その後の数週間、
そして数ヶ月を乗り越える動機に
もなります。
小さな目標をひとつひとつ達成する一方で、
最終的な目標に至る過程を見直し、適宜調
整することも必要です。最終的に達成するこ
とが多少変わっても、達成に予定より時間が
かかっても、大丈夫です。ポジティブな行動
で目標に向かって進んでいることに違いはあ
りません。加減をしたからといって、引け目を
感じたり、
自分を責めたりしないで下さい。

ポジティブな姿勢を崩さず、
あきらめず、大き
な目標へと前進あるのみです。
また、達成を
目指すだけでなく、成し遂げたときにどんな
気分になれるかを想像するのも忘れないよ
うにしましょう。ポジティブな気持ちがきっ
と、
あなたを導いてくれます。計画に沿って
行動を起こし、ポジティブな気持ちを持ち続
けていれば、
どんなことでも達成できるでし
ょう。
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特集記事

脂肪ではなく
砂糖のせい
医師や栄養士が低脂肪食を推奨し始めたの
は1970年代の終わりごろのことでした。脂肪
の摂取をやめればウエストがすっきりし、心
臓病が減ると誰もが期待しましたが、現実は
正反対の方へ動いていきました。
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人々の体の中で何が起こったのか、今でこそ
説明がついているものの、30年ほど前の人
々はずいぶんと驚いたものでした。食生活の
最大の敵として脂肪が名指しされたとたん
に肥満が流行したのは、実は偶然ではありま
せんでした。
それは、脂肪に関する根本的な理解が欠け
ていたために、健康問題の悪化が増幅され
た結果だったのです。
日常生活の中で熱量と
して消費しきれないほど脂肪を摂取してい
ると太るのは確かですし、健康問題につなが
る可能性ももちろんあります。揚げ物や既成
の加工包装食品に由来する酸化した脂肪が
体に良くないことも事実です。低脂肪にまつ
わる混乱は、脂肪と糖が人体にどのような影
響を及ぼしているかをきちんと把握していな
かったことに起因しています。
さらに誤解に
拍車をかけたのは、
あらゆる脂肪をひとまと
めに語ってしまったことです。
そのため健康
に役立つ脂肪まで悪評を被りました。
最近の研究では、脂肪が冠動脈心疾患の発
症リスクに関与する度合いは、従来考えられ
てきたほどでもないことが明らかになってい
ます。1 では何がいけなかったのかというと、
あらゆる食品に潜んでいる大量の糖分と人
工化学物質であることが近頃の研究で示さ
れています。2
食事で摂取する脂肪の量を減らしたこと自
体は肥満の原因ではありません。脂肪を減ら
す一方で、糖分の摂取が増えたことが問題な
のです。脂肪をカットすると風味が落ちます。
それでは売り上げが落ちてしまいますので、
食品メーカーはその風味を補うために糖分
を使っています。低脂肪タイプの食品の成分
表示をよくご覧ください。少なくともひとつは
糖分が記載されているはずです。

スーパーでは、パンやシリアル、
マ
ヨネーズ、ピーナツバター、ケチャッ
プ、スパゲティーソースといった食
品が日常的によく売れていますが、
今例にあげた食品のすべてに砂糖
が使われています。
そうとは気付かないままに糖分を過剰摂取
する人は後を断ちません。

糖、なかでも精白された砂糖（主にスクロー
ス）は化学構造が単純なため体内に吸収さ
れやすく、血糖値を急激に上昇させます。

瞬間的に爆発的なエネルギーがあ
ふれ出しますが、持続性はないの
で消滅後は疲労倦怠が顕著に現
れます。
しかも単に不愉快な気分になるだけでなく、
急激な血糖値の上昇を受けて、脂肪を溜め
込む作用のあるインスリンが体内で分泌さ
れます。
弊害にはまだ続きがあります。時をほぼ同じ
くして世界的な規模になった健康問題のひ
とつに、
アルツハイマー病があります。
ある
博士による研究は、
インスリン
（血糖値）の乱
れによってアルツハイマー病になる可能性
を指摘しています。同研究ではまた、糖分の
摂取を控えた栄養価の優れたヘルシーな食
事で、
その影響を大幅に低減できることも示
されています。4
現代の食生活にはたくさんの糖分が隠れて
いるため、摂取量を適切な水準に下げるの
は簡単ではありません。数十年ほど前は各家
庭で食事の支度をして食べるのが普通で、
砂糖の摂取量は明確に分かっていました。
と
ころが、
それはもう過去の話です。温めるだ
けの冷凍食品、
ファーストフード、
ジャンクフ
ードなど、大量の糖分を含む既成の加工包
装食品が普及し、家庭に食卓にまで上る時
代になっています。
また、大量の砂糖を投入しながらヘルシー
なイメージで売られている、たちの悪い食品
も増えています。砂糖を入れればおいしく感
じられる、
というのは食品業界では定石で
す。
また、
メーカー各社は、
そこそこ健康を意
識している消費者が砂糖を控えようとしてい
ることも知っています。
ですから、砂糖と同類
には見えないように異なる名前で記載して
いる例も多々あります。糖蜜、果糖、乳糖、
ブド
ウ糖、
ショ糖はともかく、
コーンシロップ、
フル
クトース、
ラクトース、
デキストロース、マルト
ース云々となると、糖分として認識されない
よう、
あるいは糖分過多に気付かれないよ
う、わざと分かりにくくしているのではと疑い
たくなるほどです。

糖尿病、心血管疾患、虫歯など、糖分が引き
起こす問題はたくさんあります。
また、研究の
結果、一般的に脂肪の摂りすぎと関連付けら
れている健康問題について、真の黒幕は糖
分の過剰摂取だったと明らかにされた例も
少なくありません。3

1
Virtanen J, Mursu J, et al; Dietary fatty acids and risk
of coronary heart disease in men: the Kuopio Ischemic
Heart Disease Risk Factor Study; Arterioscler Thromb
Vasc Biol. 2014 Dec;34(12):2679-87. doi: 10.1161/
ATVBAHA.114.304082. Epub 2014 Sep 25.
2
Z. Harcombe, J. Baker and B. Davies, “Food for Thought:
Have We Been Giving the Wrong Dietary Advice?,” Food and
Nutrition Sciences, Vol. 4 No. 3, 2013, pp. 240-244. doi:
10.4236/fns.2013.43032.

3
R Johnson, M Segal, et al; Potential role of sugar (fructose)
in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic
syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular
disease; Am J Clin Nutr October 2007
vol. 86 no. 4 899-906
4
Kurt Mosetter, Anna Cavelius; Zuckerkrankheit Alzheimer;
Riemann, 2016;
ISBN: 978-3-570-50194-8
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場合によっては、ハチミツやソルガムなど、
体によさそうな印象のある甘味料がアピー
ルに使われていますが、
どれも糖分であるこ
とに変わりはありません。例えばハチミツが
ヘルシーな食生活に組入れることのできる
天然の食品であることは確かですが、
それで
も過剰摂取で逆効果をもたらしかねません。

隠れた糖分に騙されないようにするには、
で
きるだけ生の素材を使って自宅で食事を用
意するのが一番です。新鮮な野菜と果物、
魚、鶏肉などを買ってきましょう。風味付けの
ソースやミックス、
スープ類、
レンジで温める
だけのものは生の素材ではありません。
でき
るだけ素材の状態から料理していけば、実際
に摂取する糖分はきちんと把握できます。
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家で料理をしていても、甘みをつけたり、
イ
ーストを発酵させたり、酸味を和らげたりす
るためにしばしば砂糖を使います。
よりヘル
シーな方法に置き換えることを学ぶと、糖分
摂取の制限がうまくいきます。

甘味料には様々な種類がありま
す。糖というと、白いさらさらとし
た砂糖がまず連想されますが、糖
分もまた、すべてが一様ではない
のです。
体によい糖も存在します。牛乳に含まれるガ
ラクトースは体内の様々な制御過程に不可
欠な成分で、砂糖のようなインスリン反応を
引き起こしません。
トレハロースは糖尿病患
者の間では広く知られている糖です。味は砂
糖に似ていますが、ゆっくりと時間をかけて
少しずつブドウ糖に分解されていくため、血
糖値をほとんど変化させません。

南米で食用にされているヤーコンのシロッ
プは、臨床試験によって、減量を促進する作
用があることが分かっています。5 欧米型の
食生活をしている人にとっては馴染みのな
い風味なので、ヤーコンシロップに慣れるま
では少し時間がかかる可能性があります。
ヤーコンより砂糖に味の近いものとしては、
ステビアがあります。
ステビアという植物か
ら抽出される甘味料の甘みは通常の砂糖の
約300倍と言われています。砂糖の代替にな
るものでは最も強い甘みを持ちながら、
カロ
リーとグリセミック指数は無視できるほどで
す。
よって、血糖値を急激に上下させること
も、倦怠感を招くこともありません。
ですか
ら、食欲をコントロールし、エネルギー水準
を維持しつつ、食後の倦怠感を防ぎたい方
は使ってみるとよいでしょう。
脂肪分さえ少なければ健康的な食事をして
いることになるわけではありません。肥満の
蔓延という現象の背後には、座りっぱなしの
ライフスタイルと、糖の摂取量の増加という
本当の原因が隠れていたことを忘れないよ
うにして下さい。

5
Genta S, Cabrera W, et al; Yacon syrup: beneficial effects
on obesity and insulin resistance in humans; Clin Nutr. 2009
Apr;28(2):182-7. doi: 10.1016/j.clnu.2009.01.013. Epub 2009
Feb 28.
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ライフスタイル

日々の暮らしで
責任を果たす
責任をもって生きるということは、自分の生活が他者に
どのような影響を及ぼしているかをよく考えて行動する
ことです。日々の暮らしであなたが選択するひとつひと
つの物事は、世界に何らかの影響を及ぼしています。
オーガニック食品を購入するという選択をす
れば、農薬や殺虫剤、化学肥料に頼らない農
家を支援するとともに、環境に貢献すること
になります。
コーヒー1杯でも、
フェアトレード
を選べば、地球の反対側にいる人々が適正
な収入をもとに生計を立てることにつながり
ます。
また、
自転車通勤は環境によいだけで
なく、公的医療費を抑えることができます。
自
分自身の健康促進を通じて、世界にも波及す
る効果が得られるのです。

責任をもって生活するということ
は、負荷を最小限にするライフス
タイルを実践するということです。
天然資源を節約し、廃棄物を削減
し、環境に優しい事業を支援する
ことで、次世代以降を担う人々によ
り良い暮らしを継承していけます。
この世界に生きる者として責任あ
る行動をしませんか。
より良い未来のためにできることは、
日々の
暮らしの中にたくさんあります。

買い物で意識したいこと

最も簡単に始められるのは、買い物に出か
ける時に再利用できる買い物袋を持ってい
くことです。埋め立てゴミになる過剰包装を
避けるには、量り売りを利用するのがおすす
めです。再利用できる容器を持参すればな
お良いでしょう。
ガラスのビンや密閉容器は
洗えば何度でも使えるので理想的です。
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最近ではイギリスのアンパッケージドや
SESI、
アメリカのグリーン11、
シンプリー・バ
ルク・マーケットなど、量り売りに積極的なス
ーパーが進出しています。
ドイツをはじめ、
包装による無駄を無くす工夫をしている店
はたくさんあります。環境に優しい方法で買
い物をしたいと望む消費者は世界各地で増
加しています。
地元産の旬の食材を中心に購入するのも日
常生活の中でできる責任ある行動です。季節
外れの食材は遠くから輸送されてくるので、
店舗に届くまでに膨大な量の化石燃料を消
費しています。

住まいで果たせる責任も

冷暖房にいくら出費しているか、見直してみ
ましょう。暖炉や空調設備を使っている間は、
地球の天然資源を消費しています。温度調節
をほんの数度ゆるめるだけでも、地球への
負担を減らしつつ、出費を抑えることができ
ます。

日々のエネルギー消費量を意識す
ることもまた、責任を果たすことに
つながります。
住まいやライフスタイル全般のエネルギー
効率をよく考えてみて下さい。部屋を出ると
きは消灯していますか。冷蔵庫を開けたま
ま、何を食べようか考えたりしていませんか。
水道の蛇口やトイレの給水管、
シャワーヘッ
ドなどに節水設備を導入するのも一案です。
お湯の使用量を減らせば、水を温めるエネ
ルギーを削減することができます。

環境に優しい移動を

かつての親世代では燃費の悪い車を走らせ
るしかないことも多々ありましたが、技術の
進化と都市計画のおかげで、交通手段の選
択肢が広がっています。
どうしても車が必要
な場合は、ハイブリッド車や電気自動車を選
ぶとよいでしょう。バスや鉄道などの公共交
通を利用すると、汚染を減らすのに有効です
が、最も理想的なのは、健康増進と排出ガス
の削減が同時に達成できる自転車通勤です。

全体的なアプローチで健康に取り
組む

広く使用されている抗生物質やホルモン剤、
精神安定剤、
その他の医薬品の痕跡が、私た
ちにとって身近な水道水にまで残っているこ
とはご存知でしょうか。水に混入した薬物が
魚や動物の体内にまで入っていると報告し
ている研究もいくつかあります。
できれば、薬
物療法に頼る前に病気を未然に防ぎたいも
のです。
それには全体的なアプローチで健
康維持に努めることが有効です。

新鮮な野菜と果物の豊富なヘルシ
ーな食事をし、運動を習慣にして
アクティブなライフスタイルを維持
し、自然な方法でストレスを解消で
きるようにしていれば、健康な状態
を維持しやすくなります。

シンプルに暮らす

シンプルな生活はとても有効です。急がず慌
てず、無駄な買い物をしないように心がけて
いると、すっきりとしたシンプルな日常の中
に喜びを見出せるようになります。雑多なも
のの存在は邪魔になるだけでなく、環境にも
負荷をかけています。今ある携帯電話が問題
なく使えているのなら、最新モデルに買い換
える必要は本当にありますか。家具を新調す
るのは、使い勝手が悪くなったからですか、
それとも来客に自慢したいからですか。

私たちが暮らす社会は世界とつながってい
ます。子や孫が将来も豊かな自然に恵まれ
て健やかに暮らしていけるよう、世界全体の
ことを考えて生活しましょう。
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栄養

不適切な栄養摂取で起こること
世界保健機関の定義によると、栄養失調には大きく分けて2つの種類があります。ひと
つはいわゆる栄養不足です。飢餓などで栄養が欠乏し、発育を妨げられたり、低体重
に陥ったり、栄養が適切に取り込めない状態になったりします。もうひとつはあまり知
られていませんが、体重過多、肥満、その他食習慣に関連する非伝染性疾患（栄養の
偏りに関連する変性疾患）に由来する栄養不良です。

栄養失調は体に様々な悪影響をもたらしま
す。中程度の栄養失調でも、免疫系を弱め、
感染症のリスクを増大させてしまいます。1 健
康的な食事をしないでいると、ビタミンが欠
乏して、壊血病やくる病を発症することがあ
ります。

肥満で栄養失調に陥ると、冠動脈
心疾患、糖尿病、脳卒中など、太り
すぎによる様々な病気につながっ
ていきます。
発展途上国では、5歳未満の子供が年間30
万人も栄養失調で亡くなっています。米国疾
病管理センターによると、栄養失調は、間接
的な例も含めると、小さいうちに亡くなる世
界中の子供たちの半数以上に関与している
そうです。
栄養不足は世界各地の開発途上の地域で顕
著に認められます。
これに対して先進国、特
に欧米では、食生活に由来する体重過多、肥
満、変性疾患（非伝染性）が目立っています。
栄養失調の背景にはたくさんの要因があり
ます。発展途上国に慢性的な栄養失調が多
いのは、適切な栄養源となる食べ物が不足し
ており、手に入りにくいためです。先進国で
は、偏食や精神疾患、食品価格の値上がり、
流通上の問題、授乳率の低下など、様々な要
因が絡んで栄養失調が広まっています。病気
や投薬の影響で栄養失調が悪化するケース
もあります。

実は世界有数の裕福な国でも、特定の地域
では、食べ物が手に入りにくいという発展途
上国と同じ理由で栄養失調が生じています。
これは過去数十年間の社会経済的な変遷の
結果、健康によい食品が局地的に行き渡ら
ない「食の砂漠」ができてしまったためです。
食の砂漠は低所得世帯の多い地域に見られ
ます。徒歩で行ける範囲内の店舗には、
ソー
ダ類やジャンクフードをはじめとする利便性
ばかりで体に悪い食品しか並んでいません。
食事ができないわけではなくとも、ヘルシー
な選択肢がないことが問題となっているの
です。野菜や果物を口にせず、脂肪や糖分に
偏った食事をしていると、体が健康でいるた
めに必要な栄養素が摂取できないまま体重
ばかりが増え、肥満や糖尿など様々な病気に
つながっていきます。
栄養失調のリスクは社会問題の中にも潜ん
でいます。食の砂漠にいるかどうかに関わり
なく、高齢者など自由に動きにくい人々は、体
によい食品を手に入れようにも、出かけるこ
と自体が大変です。
これは社会全体で取り組
むべき問題です。
自分の祖父母や隣人はもち
ろんのこと、友人、仕事仲間など気にかける
範囲を広げていくとともに、手助けを必要と
している人々のために活動している組織に
貢献することも考えたいものです。

新鮮な野菜と果物をたっぷりと含
むヘルシーな食事をし、糖分、塩
分、酒類と人工的な加工食品の摂
取を控えるだけで、栄養失調は防
げます。

家族全員が栄養を適切に摂取できるよう、
しかるべき食材を選んで自宅で食べるよう
にしましょう。食物繊維は多めに、糖分は少
なめに、そして脂肪分は活動量に見合った
量を摂取するのがポイントです。買い物に
出た時や献立を考える時は、幅広い種類の
野菜と果物を使えるよう工夫して下さい。種
類が多いほど摂取できる栄養素の幅も広が
ります。多彩な栄養素を摂ることは年齢を問
わず大切です。
家庭でヘルシーな食事をするだけでなく、
ジ
ャンクフードや既製品、
ファーストフードは
避けましょう。
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、栄養価は非常に乏しい傾向に
あります。
健康に配慮した食事を選び、
日常的に体を
動かし、社会との接点を維持していれば、栄
養の不足や偏りで困ることはなくなるはず
です。

1
Eileen Stillwaggon; “Race, Sex, and the Neglected Risks
for Women and Girls in Sub-Saharan Africa”; Feminist
Economics; 14 (4): 67–86. doi:10.1080/13545700802262923
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持続可能な医療
を考える
現代の病院では、
できるだけ迅速に、かつ可能な限り多くの患
者を診察するのが通例となっています。そのため、なるべく時間
とお金をかけずに捌こうとしているとも見受けられます。これで
は患者に非人間的な扱いを受けたという印象を残しかねませ
ん。このような医療モデルは、人々の健康はもとより、環境全般
にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
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持続可能性に配慮した新しい医療モデルに
ついて、考えてみる価値はあるはずです。持
続可能な医療とは、全体的療法のすばらしい
利点を取り入れつつ、持続可能性の観点を健
康管理と治療のすべての面に適用していくも
のです。
世界医師会も持続可能性に関連した声明を
発表し、効果的な医療を実施するには、医
師および医療機関がともに個人と集団の健
康に関係する環境問題に目を向けるべきで
あり、その必要性は増している、と言及して
います。1
持続可能性に配慮した新しい医療モデルの
根本には、人々の健康は環境と密接に関わっ
ており、一方が悪化すると他方も悪化する、
という考えがあります。

よって、これを基盤とする医師は、
長期的な健康管理について患者
が知識を身につけられるように導
き、持続可能な方法で医療を提供
し、
しかるべき関係を築き、自らも
環境に配慮して行動することにな
ります。
環境に優しい医療を実践するには、医師が自
ら手本を示すことで、環境維持の重要性を患
者に伝える必要があります。安全性に優れた
電子カルテを導入すれば紙の節約になるだけ
でなく、関連医療機関との通信も簡単にでき
るようになります。事務室ではシュレッダー
にかけた紙をリサイクルにまわしたり、請求
書をeメールで送信したりといった工夫がで
きます。経過観察や次の診察のタイミングを
決める際も、環境への配慮があれば、患者さ
んに本当に病院に来てもらう必要があるの
かよく考えて、可能であれば看護師が電話で
フォローするといったように、移動による環
境負荷を抑えることもできるでしょう。また、
診察の機会に話題に盛り込むことで、患者さ
んの意識を環境と持続可能性に向けるのも、
リーダーとして望ましいアプローチです。

人間が薬を服用すると、ある種の化学物質
は体内にとどまらず排出されます。それが下
水を通じて外界に放出され、排水処理場か
ら貯水池、河川、湖へと循環していくことに
なります。ところが、通常の治療では、そのよ
うな化学物質を除去することは考慮されて
いません。AP通信社が行った調査によると、
医薬品の痕跡の認められる飲用水は、アメ
リカ全土で少なくとも4100万人に供給されて
いるということです。2上水道に関する同様
の研究結果は世界各地で報告されていま
す。多くの研究者が現状の把握と解明に取り
組んでいるにもかかわらず、どの程度の医療
廃棄物が蓄積され、環境にどのような悪影
響を及ぼしているかは今のところよく分かっ
ていません。
新鮮な野菜と果物を基本とする健康的な食
事をし、日常的に運動し、ストレスを管理し
て、良好な人間関係を築き、ポジティブな姿
勢を維持する、といった生活をしていれば、
薬を必要とする機会は少なくなります。つま
り、健康的な習慣を奨励することは、医薬品
による環境負荷を減らすことにつながるの
です。
現代では残念ながら、食習慣や運動量を変
えるよりも、病院でコレステロールを下げる
薬をもらうことを選ぶ人が多いようです。し
かしながら、持続可能な医療の普及を望むな
ら、患者の立場にある人は、自分の行動に責
任を持たなければなりません。

自分ひとりの体のことだけでなく、
環境によって影響を受ける可能性
のあるすべての人々の健康に責任
を負っているのだ、と自覚する必
要があるのです。
ですから、健康と栄養、運動、自己実現、精
神面のバランス、その他ライフスタイルにま
つわる諸々の知識をすべての人が身につける
ことはとても重要です。それは薬を服用する
のと同じくらい、そうでなければ薬の存在以
上に大切なことです。

持続可能な医療では、病気の治療のみにこ
だわらず、予防的処置や患者への教育・啓
発、病気の早期発見など、様々な方法を組み
合わせて最良の健康状態を引き出せるように
します。また、抗生物質や鎮痛薬、向精神薬
などを投与する場合は、慎重に分量を決め、
こまめに再検討をします。

“WMA Statement on the Role of Physicians in Environmental
Issues” World Medical Association Inc.; http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/d5/
2
J DONN, M MENDOZA, J PRITCHARD; “PHARMAWATER I
Pharmaceuticals found in drinking water, affecting wildlife and
maybe humans”; http://hosted.ap.org/specials/interactives/
pharmawater_site/day1_01.html
1

3
R Bascom, P Bromberg, D Costa, et al; (1996). Health
effects of outdoor air pollution. American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine, 153(2), 477-498.
4
A Moudon; “Real Noise from the Urban Environment: How
Ambient Community Noise Affects Health and What Can Be
Done About It”; American Journal of Preventive Medicine;
Volume 37, Issue 2, August 2009, Pages 167–171
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私たちの行動が環境に影響を及ぼすのと同
様に、環境もまた私たちの健康に影響を及ぼ
します。環境汚染は、様々な病気に関与して
います。汚染された土壌や空気中に鉛が多く
含まれていると、成人の高血圧から神経系の
疾病まで、あらゆる病症につながることが知
られています。3 騒音公害でさえも健康を損
ねる原因となります。過度の騒音に長時間さ
らされると、不愉快な気分にさせられるだけ
でなく、本来の力が発揮できなくなったり、攻
撃的になったり、深刻な例では心筋梗塞のリ
スクが増大したりします。4
持続可能性という言葉は、実に広範な意味
を包含しています。環境の良し悪しはたくさ
んの人々の健康に直結します。ですから、環
境のためになる行動は、人々の健康を守る行
動にもなります。地球上のすべての人が環境
を意識し、リサイクルを実行したり、化石燃料
をなるべく使わないようにしたりするように
なれば、自然も私たちの健康状態もよみがえ
り、豊かになるはずです。
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良好な関係を築くのもまた、持続可能な医療
において重要な要素のひとつです。大規模な
医療機関や救急施設では丁寧な医療は困難
です。資源の面で無駄が多いだけでなく、医
師にとっても患者にとっても、充実感が得に
くい状態にあります。
地域に密着した小規模の医療組織には、医
師と患者が信頼に基づく長期的な関係を築
きやすいという利点があります。

医師と患者の信頼関係は、不要な
検査や急患の搬送を減らすことに
もつながります。医師は地域の人々
と家族ぐるみで長く付き合ってい
きます。
そこでは患者を単に医療に疎い素人として扱
ったりしません。代替療法の提案も含めた治
療の選択肢について利点とリスクをきちんと
説明したうえで、医師と患者が一緒に最善の
選択をします。つまり、住民にパートナーとし
て参加してもらうことで、持続可能な医療モ
デルの構築を目指すわけです。

持続可能な医療では、保健や公衆衛生のシ
ステムにも新しいモデルが必要です。主な課
題は、より効果的に、簡単にアクセスできる、
低コストのケアをどのように提供していくか、
でしょう。例えば、ビデオチャットを使って医
師と話ができるようにすれば、通院の回数を
減らし、移動に伴う二酸化炭素排出量を削減
することができます。
このように、持続可能な医療は、医師、患者、
代替補完医療の専門家、看護師、助産師、医
療機関、NGO、研究者、国際機関、政府、意
思決定機関、資金調達のプロバイダーまで巻
き込んで、ともに環境保護に貢献していくも
のなのです。
真に持続可能な医療制度は、人々の健康に
も環境にもポジティブな変化をたくさんもた
らします。全体を視野に入れた包括的なアプ
ローチでこそ、健康を害する汚染に対抗する
ことができます。持続可能な医療は目の前に
いる患者さんだけではなく、世界規模のコミ
ュニティをより健やかにしていくでしょう。

ライフプラスから新発売：

ヴィーガン オメゴールド

®

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

オメゴールド が今日からあな
たの健康と幸福をサポートします。」

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

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

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

採集の利点を現代に
現代社会に暮らす私たちは主にスーパーなどの物流を通し
て野菜や果物、ハーブ類を入手しています。改めて考えてみる
と、自然の恵みの詰まった新鮮な食材を食卓に載せるのに、
これほど非効率的な方法はないかも知れません。

大規模な農場で栽培・収穫され、梱包と輸
送、保存の過程を何度か経て店に並んだも
のを購入しているわけですが、
もっと簡単で
良い方法があってもいいと思いませんか。
先進国では採集を見直す動きが出てきて
おり、食料品店のかわりに、公園や森林、時
には道端で食べられるものを見つける人が
増えています。マッシュルームやたんぽぽ、
果物、ベリー類といった植物性食品は、私た
ちが知らないだけで、あちこちで生育して
います。

採集の魅力は、バラエティの豊かさにありま
す。地球上にある植物のうち、食用になるも
のは12万種もあります。
これに対して、欧米
の典型的な食料品店で扱っているのはせい
ぜい120種程度です。
しかも、
日常的に消費
されているのはそのうち30種に過ぎないと
いうことです。採集を始めると、
自然がもたら
す新たな味わいを見つける楽しみが増えま
す。農薬に耐え、見栄え良く店舗で長持ちす
るように改良された農作物とは全く異なる
風味に出会えることでしょう。

採集は適切に行えば持続可能な調達方法で
す。
成長過程にある草木は将来のために手を
つけないようにして、
十分に成熟しているもの
から収穫しましょう。
また、
周囲に同じ植物が
生えていない場合も、
そのままにしておくべき
です。
実をつけ、
種を落とし、
次の世代が育っ
てくるまで待って下さい。
また、
収穫する場合
も少なくとも半分は残すようにしましょう。

ただし、採集に出かける前に必要
な知識を身につけておかなければ
なりません。

まずは植物を識別する必要があります。熟練
した人でも、
じっくりと時間をかけて見極め
ています。

それは食用にならない植物や強い毒のあ
る植物もあるからです。植物の識別に役立
つ携帯アプリもありますが、慣れないうちは
詳しい図版や写真のついた解説書と照らし
合わせるのが賢明です。
また、実際の植物
が図や写真と完全に一致しない場合もある
ので注意が必要です。自治体の公園や森林
で食用になるものと毒になるものを解説す
るツアーが催行されていたら、ぜひ参加し
てみて下さい。

あなたも、茂みで見つけた実や公園に生え
ていたハーブを口に入れてみたことがあり
ませんか。思い当たることがあるなら、採集
食の経験者と言えます。

少しでも疑いが残るときは手をつけないこ
と、
そして採集が許可されているかどうか自
治体に確認することも忘れないでください。
環境保全を理由に、一切の採集が禁止され
ているところもあります。場所選びは採集の
重要なポイントのひとつです。都市部で採集
をしている人もいますが、環境汚染のリスク
があることは意識しておくべきです。安全性
を考慮し、特に道路から30m以内の範囲や
農薬散布の行われている農場付近では採集
しないよう気をつけましょう。

採集の主なポイントは以下のようにまとめら
れます。

識別

時期

植物の種類を特定したら、収穫に適した時期
かどうかを考えましょう。
そうすることで識別
を再確認できるだけでなく、
どの程度の栄養
価が期待できるかも分かります。
また、旬で
ないものは食べてもおいしくありません。

環境

植物の生育環境は望ましいでしょうか。道路
が近いと汚染されている可能性があります。

処理

収穫した後の適切な処理について学びまし
ょう。同じ種類の食品でも、農場で栽培され
たものとは味や食感が異なることはよくあり
ます。
また、皮をむいたり、水に浸したり、下
ゆでしたりと、手を加えないと食べられない
ものの扱い方を知っておきましょう。
採集は万人に適しているわけではありませ
ん。
それでも、一度はやってみる価値があり
ます。裏庭に出てみるだけでも、
これまでと
は全く違う味や食感、栄養と出会い、新しい
世界が開けるかも知れません。

2016 年11月/12月 | 19

家族の健康

男性の流儀と
持続可能性
先進国を対象に行われた研究によると、環境に配慮する意識は男性
よりも女性の方が高い傾向があるということです。オーガニック食品
を選ぶ、リサイクルに協力する、エネルギー効率の高い電球を使う、
エネルギー効率の高い家電を購入する、といった決断をするのは、
主に女性なのだそうです。
男らしさにこだわりのある男性にも、環境の
ためにできることはたくさんあります。
日々
のちょっとした工夫で、
より持続可能なライ
フスタイルにしていきませんか。少しずつで
も環境を意識することで、男性も世界に貢
献できるのです。古風な男性でも、実際に始
めてみれば、すぐにやりがいを感じられるは
ずです。
どんな男性にも簡単にできる工夫のひとつ
は、
エクササイズを屋外で行うようにするこ
とです。ハイキング、
カヤック、サイクリング、
森の中でのジョギングなどをしている男性
は、特に意識していないかも知れませんが、
環境に優しい運動をすでに実行しているこ
とになります。

外で体を動かしている間は、電力の消費量
が削減されます。屋外なら、電灯をつけたり、
トレッドミルの電源を入れたりする必要はあ
りません。
ジムでは扇風機を回したり、音楽
を流したり、大画面テレビや電力を要する機
器が使われたりと、何かとエネルギーが消費
されています。
より多くの男性がジムを出て
自然の中で運動するようになれば、
それだけ
省エネになります。
古来男性の流儀で行われてきたことでも、ほ
んの少しの工夫で環境に優しい方法ででき
るようになります。例えば、豪快な男の料理と
いえば直火のバーベキューですが、
プロパン
ガスではなく天然ガスを熱源に選ぶだけで、
環境に貢献できます。燃焼性に優れた天然
ガスは、
プロパンガスよりも汚染の少ない、
クリーンなガスです。
ちなみに、
どちらのガス
も石炭より環境に優しい選択肢です。

肉の量を減らして、
そのぶん野菜を
増やすのもまた、男性におすすめ
したい環境に優しいい工夫です。
肉は一人にトランプひと組ぶんもあれば、適
切な量のタンパク質が摂取できます。大きな
肉ばかり焼くのは、環境にも体にもよくあり
ません。
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また、持続可能な農業技術を採用している
牧畜業者から肉を購入するのもポイントで
す。持続可能性を重視する農場では、大気や
土壌、水の汚染が少ないだけでなく、放牧で
のびのびと育った家畜の肉は（工業製品のよ
うに生産されたものと比べて）動物性脂肪と
カロリーが少なめで、
オメガ３脂肪酸、ビタ
ミン、
その他の重要な栄養素がより豊富に含
まれています。
しかも、成長促進ホルモン剤
や、治療を目的としない抗生物質、
その他の
化学物質が投与されていません。
自然にな
るべく近い状態で飼育された家畜の肉は風
味も優れています。男性も実際に食べてみれ
ば分かるはずです。

昔から男性は女性よりも車に関心が強く、
レ
ースやカーショー、
ガレージは主に男性の集
まる場所となっています。
これまでは、車に関
わることと環境への配慮はそぐわないもの
でした。特にパフォーマンス重視のレース仕
様車は、環境汚染を引き起こす化石燃料を
消費します。

ところが選択肢の豊富になった昨
今では、二酸化炭素の排出量を削
減しながらも、男性にとって魅力
的な車が増えています。

次に車を買い替えるときには、環境に優しい
タイプも検討してみましょう。
ガソリン代も安
くはありません。
ガソリンを節約して、
そのぶ
んのお金を他で使えるなら嬉しいと思いま
せんか。
このように、男性の流儀と持続可能性は決し
て相容れない概念ではありません。毎日の暮
らしの中でほんの少し環境に配慮して行動
すれば、男性も周りの世界に大きな影響を及
ぼすことができます。

ハイブリッド車や電気自動車の供給は家族
向けの小型車から始まりましたが、
その後の
進化によって、男性なら誰もが憧れるような
スポーツカーが電気式でも手に入るように
なっています。
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グリーンな暮らしを
いつまでも
持続可能なライフスタイルの実態は、年齢とともに変わっていきま
す。例えば、車のかわりに自転車で通勤するといった選択肢はある
程度若いうちのほうが取り入れやすいと言えます。

60代、70代と高齢になってくると、体力的に
可能な範囲は限られてきますが、時間はたっ
ぷりありますし、
この年代だからこそできるこ
ともたくさんあります。
シニア層では小さめの住まいに引っ越して
環境負荷の少ない暮らしをする人が増えて
います。子供たちが成長し、巣立っていった
あとには空き部屋が残ります。家全体の空
調をひとまとめにしてあると、使っていない
部屋まで冷暖房をすることになってしまい
ます。

小さめの家やマンションに住み替
えれば、高齢者世帯で化石燃料を
無駄遣いせずにすみます。
引っ越しをしなくてもシニア世代にできるラ
イフスタイルの工夫はまだまだあります。
ソ
ーラーパネルを導入する、窓まわりを一新す
るといった大掛かりな改修をする人もいれ
ば、節水機能つきの蛇口に交換するなど小
さな工夫を取り入れる人もいます。お住まい
の国や地域の自治体によっては、省エネ対策
に節税制度を設けている場合もあります。
貯蓄を退職後の生活費にしている場合は当
然、出費に慎重になります。環境に配慮する
生活はお金を節約する生活でもあります。消
費する資源が少ないぶん、光熱費として出て
いく金額も減るというわけです。
自宅のエネ
ルギー消費量に注意していると、
ちょっとし
た工夫から大きな節約につながることがよく
分かります。
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自宅でも施設でも、ちょっとした行動の積
み重ねを大きな変化につなげることは可
能です。

時間のゆとりは仕事や子育てで日々奮闘し
ている世代にはなかなか確保できないもの
です。退職した人々こそ、持続可能性の改善
にじっくりと取り組めるはずです。公園やビ
ーチの清掃ボランティアに出かけたり、庭で
野菜や鶏を育てたり、
リサイクルに勤しんだ
り、移動に公共交通機関を使ったり、
これか
らを担う世代により美しい地球を受け継い
でもらえるよう、
できることは色々とあります。

部屋を出るときに消灯を忘れな
い、電球や家電を省エネタイプに
する、温度設定を少しゆるめる、
といったことをするだけでも、二酸
化炭素の排出量を減らし、光熱費
を節約できます。

社会の高齢化が進んでいる今、高齢者は独
自の役割を担う立場にあります。多くの高齢
者がより健やかな環境を持続できるよう考え
て行動すれば、
それだけ大きな変化を起こす
ことができるのです。大規模なプロジェクト
からちょっとした修理まで、
あらゆる方法で
環境により優しいライフスタイルは実現でき
ます。子々孫々に美しい世界を継承するため
に、
自分にできることを考えてみて下さい。

自立生活に区切りをつけて生活支援付きの
施設に移る際も、持続可能性を考えて運営さ
れているところを選ぶようにしましょう。環境
に優しい施設の需要が増えれば、供給する
側もそれに応じて変わってくるはずです。

プロに依頼して住居の気密性や配管の状態
を調べてもらい、エネルギーの無駄遣いに
つながる不具合がないかチェックするのも
一案です。必要な修理をすれば、長期的には
大きな節約ができるでしょう。
もっと大きな視点から、
自然採光や太陽光発
電、緑の屋根、地熱暖房を取り入れたり、雨水
を溜めて庭に使ったり、環境に優しい建材を
採用したりと、
自然と調和した住まいや施設
づくりに高齢者と住宅会社が協力できるよう
な枠組みを作るのもよいかも知れません。

January/Febuary
2016 | 23
2016 年11月/12月

家族の健康

持続可能性の教育
我々がこの世界をどんな状態にしようと、子供たちはそれを継承する
ことになります。これからの世界を形作り、後の自然を守っていくの
もまた、子供たちです。世界を守っていけるよう、持続可能な暮らし
について教え導くことは、親としての重要な務めのひとつです。

まずは自分からお手本を示しましょう。
「大人
の真似なんかしないで、言われたとおりにや
りなさい」
と押し付けるのは最も無責任な方
法です。子供は無意識のうちにも親の行動を
まねるものです。単純な模倣に過ぎなくと
も、
あなたがすることは子供もする、
と思って
間違いありません。
これは喫煙のような悪い
習慣にも、
リサイクルのような好ましい習慣
にもあてはまります。

持続可能性について学ぶ体験は、
楽しいものでなければなりませ
ん。
特に子供が小さいうちは、長々とした説明や
面白みのないドキュメンタリーは退屈に感じ
られ、すぐに興味を失ってしまいます。好まし
い習慣を重々しい義務にしてしまうのも、関
心の芽をつぶす結果に終わりがちです。
楽しく学べるようにするコツは、子供の好き
なことに絡めて教えることです。動物好きの
子供なら、一緒に動物園に出かけて、会話の
中に環境を守ることの大切さを織り込むとよ
いでしょう。
ただし、いつどこで話題にするにしても、
この
世の終わりというニュアンスで語るのは避け
て下さい。環境問題の大切さは伝えるべきで
すが、
そのために子供を怖がらせる必要はあ
りません。既に損なわれてしまった環境や持
続可能性を妨げるライフスタイルの悪影響
など、ネガティブな面ばかりを強調しても、子
供のためにはなりません。
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子供に話しかけるときは、持続可
能性を考えた暮らしが世界にどの
ような良い影響を及ぼすのか、ポ
ジティブな面に焦点を当てるよう
努めましょう。
具体的な例を挙げて、分かりやすくするのも
ポイントです。
また、子供の許容能力も予め考えておきまし
ょう。環境に配慮した生活に熱心な親であっ
ても、意気込みに任せて短期間に大量の情
報を与えようとすると、子供の許容能力を超
えてしまいます。認識の範囲であれ、感情面
であれ、子供が自分では抱えきれないと感じ
てしまうと、
その手の話題からは距離を置く
ようになります。
持続可能性につながる行動は、
日常生活の
一部として定着させたいものです。たいてい
の子供には、親の手伝いをしたがる時期が
あります。
これを積極的に利用して、
「ママは
リサイクルごみを出すのよ。お手伝いしてみ
る？」
「パパがお庭に種まきするよ。

お手伝いできるかな？」といったよ
うに誘うとよいでしょう。家庭菜園
は自然とともに暮らすことを学ぶ
絶好の場となります。

庭の手入れをしている間、
自然を話題にした
り、
自然を守るために自分たちのできること
について語りあったりする機会はいくらでも
あります。
絵本や読み聞かせの好きな子供には、地球
に優しい心を育てる本を探してやり、
そこか
ら少しずつ意義深いメッセージが伝わって
いくようにする、
という方法があります。持続
可能な暮らしの重要性が増すにつれて、
あら
ゆる年齢層の読者に適した良書も増えてい
ます。

親子でボランティア活動に参加することも検
討してみましょう。地元コミュニティの情報誌
や掲示板には、子供と一緒に貢献できる環
境ボランティアの求人が掲載されています。
家族でボランティア活動に参加すると、親が
手本を示すことになるだけでなく、様々な人
と状況を通じて得た体験が将来役に立つこ
とが期待できます。

定期的に楽しくボランティア活動を
取り入れていれば、いずれ子供が自
分の家庭を持つようになったとき
も、同じように日常生活の一貫とし
て地球に優しい活動に勤しむこと
でしょう。

持続可能性について教え、責任ある行動の
できる子供に育てることは、
とても大切です。
子供たちは近い将来、
この地球を受け継ぐ
存在になるのです。好ましいポジティブな姿
勢を親自らしっかり示して、全人類に貢献で
きる、環境に優しい生活を身につけさせまし
ょう。
それは親から子へのすばらしい贈り物
となるはずです。
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家族の健康

オーガニックの魔法
今日の女性の多くが化粧品選びに新たな基準を設け
るようになっています。それは、食べても安全なものし
か肌につけない、というものです。

その理由は、
アレルゲンを避けるためであっ
たり、環境保護を考えてのことであったり、効
果にこだわった結果であったりと人それぞれ
ですが、
そんな女性たちが着目しているのが
オーガニック化粧品の力です。
正真正銘のオーガニック化粧品は、農薬や
除草剤、殺虫剤を使わずに育てた天然素材
から作られています。

オーガニック化粧品は環境に優しいだけで
なく、お肌に負担をかける合成物質や人工的
な着色料が添加されていないため、炎症が
起こりにくいという利点もあります。
また、
オ
ーガニック化粧品は香料も天然にこだわっ
ており、エッセンシャルオイルを使った自然
な香りが魅力的です。

ですから、オーガニック化粧品はお
肌に優しいだけでなく、環境にも優
しい製品です。
従来の化粧品はほとんどが石油系成分を使
用したものです。成分表示を見ると、人工的
な化学物質の名前が延々と連なっています。
石油やアルミニウムなどの鉱物は肌に負担
をかけるだけではありません。原材料は地中
から掘り出さなくてはなりません。安価に入
手できる原材料の産地ではしばしば、美しい
景観が損なわれたり、生態系のバランスが崩
れたりしています。
オーガニック製品を選択
するということは、望ましくない慣例で成り立
っている会社の製品を避け、環境負荷の軽
減に貢献するということです。

1
Trasande L, Spanier AJ, Sathyanarayana S, Attina TM,
Blustein J. Urinary Phthalates and Increased Insulin
Resistance in Adolescents. Pediatrics. September 2013.
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3
Gasser P, Lati E, et al; Cocoa polyphenols and their influence
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Int J Cosmet Sci. 2008 Oct;30(5):339-45. doi:
10.1111/j.1468-2494.2008.00457.x.
4
T Thring, P Hili and D Naughton; Anti-collagenase, antielastase and anti-oxidant activities of extracts from 21 plants;
BMC Complementary and Alternative Medicine 2009, 9:27.
doi:10.1186/1472-6882-9-27.
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従来型の化粧品には、お肌の敏感な人にと
っては刺激の強すぎるものが少なくありませ
ん。体に入ると有害となる物質が使われてい
る化粧品もあります。例えば、パラベンとフタ
ル酸エステル類はよく化粧品に使われる物
質ですが、いずれも2型糖尿病をはじめ様々
な疾病との関連性が指摘されています。1接
触を避けるべきとして、
アメリカ合衆国環境
保護庁が警告している物質 をわざわざ肌に
つけたいと思う女性はいるでしょうか。

天然成分だけを使ったオーガニック化粧品
は肌に優しく、長期的な効果も期待できま
す。
それはココアバターのようにお肌にとっ
て天然の栄養となる成分がよく使われてい
るからです。
ココアバターを使ったオーガニ
ックのリキッドファンデーションには、なめら
かで若々しいもち肌に導く作用があります。3
他にも、白茶、
アプリコット、
ざくろなど、抗酸
化物質を豊富に含む植物がよく使われてい
ます。お肌が老化してきめが粗くなったり弾
力がなくなったりするのは、
フリーラジカル
の攻撃を受けるからです。

これに対抗する抗酸化物質はお肌
の味方です。4

ところで、数あるオーガニック製品の真偽を
見極めるにはどうすればよいか、
ご存知です
か。イギリスの Soil Association、
イタリアの
ICEA、
フランスの Cosmebio、
ドイツの
Natrue、
アメリカの USDA など、
オーガニック
を認定する仕組みは世界各国にあります。お
住まいの地域で指針となるものを確認してく
ださい。COSMOS では、
あらゆるオーガニッ
ク認定機関が世界規模の基準を定めるべく
取り組んでいます。
認定機関そのものが複数あると、何を基準に
すればよいか混乱するかも知れません。
です
から、
自分で作るのが一番確実と考える女性
もいます。

例えばボディローションは以下のようにして
作ることができます。

自家製ローションのレシピ

精製水 1/4 カップ
重曹 小さじ 1/8
オーガニック オリーブオイル 1/4 カップ
オーガニック ココナッツオイル 1/4 カップ
ビーズワックス
（削ってあるもの） 大さじ3

ガラス容器に温めた水を入れ、重曹を溶か
します。別のガラス容器でオリーブオイルと
ココナッツオイルを混ぜ合わせ、水を張った
鍋の中に置きます。
オイルにビーズワックス
を加え、鍋を中火にかけて温めます。
ワック
スが溶けオイルとよく混ざるように時々かき
混ぜて下さい。続いて、
オイルをかき混ぜな
がら少しずつゆっくりと水を加えていきます。
よくなじむまで混ぜ合わせ、清潔な保存容器
に入れたら出来上がりです。
ある程度温度が
下がるとローションらしい質感になります。
適量を肌に塗り広げてお使い下さい。
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ライフプラスから新発売：

ボディスマート・ソリューションズの
ヴィーガンプロテインシェイク、登場！
ボディスマート・ソリューションズのヴィーガンプロテインシェイク は
毎日の栄養補給におすすめです。
一切の動物性食品を避けている方に安心してご利用いただけるよう、エンドウ豆と
玄米に由来する消化吸収のよい高品質のタンパク質を配合しています。

このおいしいシェイクは、
減量中も、パフォーマ
ンス向上を目指してい
るときも、体にとって
理想的なサポートとな
ります。
エネルギー源となるタンパク質が豊富な
うえ、低脂肪、低炭水化物です。スポーツ
やエクササイズのレベルアップには、筋肉
の成長と維持を支えるタンパク質が不可
欠です。
純植物性にこだわりつつ、ボディスマー
ト で体を引き締めたい方のための、低
脂肪、高タンパク質でおいしいドリンク
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。
© 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
ネガティブな感情が体に悪いと
いうのは本当ですか。

食物繊維を摂取する必要が
あるのはなぜですか。

怒り、憤り、不安、
その他の否定的な感情は直
接的にも間接的にもあなたの健康に影響を
及ぼします。
ストレスの重なる日が1週間ほど
続いて、
ぐったりとしたことはありませんか。
それは、ネガティブな感情が体と気力に負担
を強いたためです。
負の作用のある感情が
積み重なったり長期化したり、極度に強かっ
たりすると、体に様々な悪影響が及びます。
心配ごとばかりにとらわれていてもそうで
す。
ちょっとした胃の不調や頭痛から細胞レ
ベルの損傷、ひいては大きな病気まで、
あら
ゆる問題が生じかねません。気持ちがネガテ
ィブに傾くのもよくありません。身の回りにネ
ガティブな物事や人々が引き寄せられてき
て、いずれは体に影響が出てきます。
でも、大
丈夫です。

食物繊維は消化過程でいくつかの重要な役
割を果たしています。
まず、繊維は腸管内の
不要物をスムーズに運び出せるようにしてく
れます。繊維が不足すると便秘の不快な症状
が出てしまいます。次に、繊維はある種の毒
素と食品中の脂肪をからめ取り、体内に吸収
されにくくします。
これは体重管理はもちろ
ん、脂溶性の有害物質が体に取り込まれる
のを防ぐにも有益です。水溶性繊維は満腹
感をもたらしますので、間食の予防と体重管
理に役立ちます。不溶性繊維（消化されにく
い繊維）は腸内のpHバランスを整え、
プロバ
イオティクス、つまり腸内細菌叢にとって快
適な環境をつくってくれます。大腸にいる細
菌が繊維を使って生成する短鎖脂肪酸（酪
酸など）は、腸管上皮細胞の主なエネルギー
源となっています。
さらに繊維の豊富な食事
は消化系の不調を防いだり、悪玉コレステロ
ールを減らしたり、血糖値を調整したりとい
った効果も期待できます。
これだけ理由があ
れば、繊維を摂る必要性はお分かりいただ
けるでしょう。

幸せや喜びといったポジティブな
感情にも影響力があります。

良くも悪くも、強い感情や長期間持続する感
情には、健康を左右する力があるのです。ネ
ガティブな感情に引きずられないようにする
には、
きちんとリラックスできる方法をいくつ
か身につけておくこと、
自力ではコントロー
ルできない物事に執着しないこと、
そして体
のことを考えて質のよい抗酸化物質とビタミ
ンB群、様々な微量栄養素を摂取できる食事
をすることが有効です。
また、体に好ましい
影響をもたらす幸せや喜びといったポジティ
ブな感情を過小評価せず、味方につけましょ
う。ポジティブな感情に焦点を合わせるよう
意識していれば、心と体の健康維持は驚くほ
どうまくいくはずです。

プロバイオティクスとは一体何
のことでしょうか。
プロバイオティクスとは、私たちの体内で
消化を担っている細菌のことです。細菌とい
うと私たちは汚い有害なものという印象を
持っていますが（確かにそういう細菌も存
在します）
、実は私たちが健康でいられるよ
うに助けてくれている細菌もたくさんある
のです。
プロバイオティクスと総称されてい
る腸内細菌には様々な種類があり、
アシド
フィルス菌やビフィズス菌といった乳酸菌
がよく知られています。いずれも乳酸、過酸
化水素、酢酸などの有機物を合成し、主に
大腸内の酸とアルカリを健康的なバランス
に調整することで、健康促進に役立ってい
ます。消化管内にプロバイオティクスがな
いと、私たちは食べたものに含まれる栄養
を効率よく消化吸収することができません。
プロバイオティクスはまた、免疫系を助け
る物質を生成したり、健康上望ましくない
微生物や有害な細菌を殺すことによって、
天然の抗生物質として働いたりしてくれま
す。
プロバイオティクスは、ザワークラウト、
ヨーグルト、キムチ、
ケフィア、
きのこ茶など
の発酵食品に豊富に含まれています。
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デイリーバイオ
ベーシックス
栄養の宝庫

全身の健康をサポートするなら、
栄養たっぷりのデイリーバイオ
ベーシックスがおすすめで
です 。
心身ともにベストな状態で１日を過ごすため
に必要な、ビタミン、ミネラル、食物繊維がバ
ランスよく配合されています。画期的な独自
のブレンドで、スムーズ、なめらか、クリーミー
な栄養ドリンクをいつでもお楽しみいただ
けます

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

◊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。

