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食にまつわる俗説
インスリン値の変化も指標に

3

自分流でいこう
健康は非常に個人的な問題です。
どんな食生活をし、
どんな運動を

どんな食生活を
し、
どんな運動を
習慣にするか、医
師からどんなアド
バイスを受けてい
るか、瞑想を日課
にしているか、
とい
ったように、健康
のための具体的
な取り組みの実態
は、本人のニーズ
や希望、好みによ
って、大きな差が
出てきます。
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習慣にするか、医師からどんなアドバイスを受けているか、瞑想を日課にして
いるか、
といったように、健康のための具体的な取り組みの実態は、本人のニ
ーズや希望、好みによって、大きな差が出てきます。好き嫌いは個人の嗜好で
す。世の中にあなたと全く同じという人がいないように、
あなたにとって最適
のエクササイズは他人とは異なるものであるはずです。
自分にとって有効な
方法がパートナーにも有効とは限りません。
でも、
それでよいのです。
科学的知見に基づいた健康の秘訣はたくさんありますが、
それをどのように活用するかは本人の創造性次第
です。個人の好き嫌いや願望に大きく左右されるという点では、創造的な自己表現であるアートに似ていると
も言えます。科学に基づく情報をめぐっては似た考えを持つことも多々ありますが、健康的な生活について細
部まで全く同じ考えをしている人は他にいません。
定期的な身体活動が健康によいことは科学的事実ですが、
この事実を実際の生活にどう適用するか、は本人
のセンス次第なのです。夫婦の間柄であっても、
ライフスタイル上最適な運動法について意見が一致しない
可能性はあります。そんな場合は、
自分の選んだものをそれぞれに楽しむのが互いにとって一番です。
保健科学を実際の生活に上手に応用する鍵は、自分流のやり方を見つけることにあります。友達の好むもの
ではなく、
自分の好きなヘルシーな食品を食べましょう。誰かに言われたからではなく、
自分の好みで選んだ
アクティビティを楽しみましょう。
自分にとって最適な体力づくりの方法を見つけて下さい。どんなエクササイズならやる気が持続するでしょう
か。どんな食べ物なら、ヘルシーでしかもおいしく楽しめるでしょうか。ポジティブな心構えの友人たちの、
ど
んなところに共感を持っているでしょうか。身の回りの物事や人間関係、経験、食品、
アクティビティなど、
自分
にとって好ましいものを思い描いてみてください。それがあなたにとっても健康的な暮らしです。
年齢や健康状態、嗜好はもとより、自由になる時間、経済状況、家族、友人など、健康的な暮らしと関連する要
素はたくさんあります。自分流の方法で、年を経るほどに若々しくなる、
アート・オブ・グローイング・ヤングな
生き方を築きませんか。科学がもたらす知見は自分に最も適した用法で取り入れましょう。
自分流に磨きをか
けていくと、
日々の生活のあらゆる面が改善されます。幸せで健やかな暮らしが現実になれば、
どんなことで
も達成できるように感じられることでしょう。
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最新ニュース

ブラックベリー
おいしいブラックベリーで加齢の影響に
対抗しましょう。最近の研究で、ブラック
ベリーが短期記憶の向上に役立つこと
が証明されました。
しかも、それだけで
はなく、バランス調整などの運動機能を
促進する作用もあるそうです。記憶力も
バランス調整力も、積極的に健康維持に
勤めない限り、加齢とともに衰えてしま
います。

前立腺健康に

買い物に行く時

ハーバード大学の研究チームが、よく眠
ることが健康によい理由をもうひとつ発
見したようです。
この研究は男性の睡眠
習慣に着目したもので、睡眠を司るホル
モン、メラトニンと前立腺の健康に相関
性があることが指摘されました。7年に及
ぶ調査の結果、体内のメラトニン量が豊
富な男性は、前立腺の病気を発症するリ
スクが大幅に低かったということです。
ま
た、メラトニン量の低い男性よりも、よく
眠れていることも合わせて報告されてい
ます。良好な睡眠習慣と身体の健康の関
連性については様々な研究が発表され
ていますが、最新の成果を活用しない手
はありません。

お腹の空いている時にスーパーへ買い
物に行くと、ついジャンクフードに手が伸
びたり、衝動買いしたりしませんか。身に
覚えのある方には、コーネル大学で行わ
れたある研究の成果が役立ちそうです。
買い物に出かける前は、ジャンクフード
を避けて、ヘルシーなものを軽く食べて
みて下さい。
この研究では、買い物の前
にクッキーを食べたグループとリンゴを
食べたグループを比較すると、後者のほ
うが新鮮な野菜や果物を25％多く購入し
たことが明らかにされています。体によい
ことができるだけでなく、買い物も上手
になるはずです。

食べる量を減らす
友達と食事を楽しみながら食べる量を
減らしましょう。今年ニューサウスウェー
ルズ大学で行われた研究によると、一緒
に夕食をとる人が少食であった場合、本
人が食べる量も減る傾向があることが
明らかになりました。この好ましい結論
は、心理学でモデリングと呼ばれる社会
的観察学習によるものと考えられていま
す。健康への道のりで仲間の存在が大き
な力となることがまた具体的に示された
ことになります。

テレビを消す
健康問題で悩みたくないなら、テレビを
消しましょう。米国労働統計局によると、1
週間に7時間以上テレビを見ている女性
は、テレビをあまり見ない女性と比べて、
糖尿や高血圧、高コレステロール血症な
ど健康に悪影響を及ぼすリスク因子が多
くなる傾向があるということです。
5

フィットネス
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ホリスティックなアプローチで
けがの痛みを和らげる
足首の捻挫、靭帯損傷、肉離れや骨折など、運動をしていれば一度は
けがを経験するものです。けがの種類は様々で、幅広い治療法が確立されていますが、

最先端の技術を駆使した医療もあれば、古くから受け継がれてきたものもあります。その中から
自分に合ったものを見つけるには、
どうすればよいのでしょうか。

けがの状態によっては、外科手術が絶対に
必要な場合があります。そうでない場合に
ついては、ホリスティックな手法を活用する
ことで、時間とお金を節約できる可能性があ
ります。統合医療は、アーユルヴェーダや漢
方のような長年の伝統ある医療体系から、
現代で主流となっている西洋医学やオステ
オパシーといった新しいものまで、様々な療
法を組み合わせて治療にあたります。さら
に、栄養管理や理学療法、薬効のある植物、
鍼灸、カイロプラクティック、ビジュアライゼ
ーションなどを活用することもあります。

ランナー膝（腸脛靱帯症候群）や足底筋膜
炎、膝屈曲筋のこわばり、挫傷、筋肉の微細
な裂傷などの治療に鍼の効果が期待できる
でしょう。

助けをするのも、統合医療ならではのアプ
ローチです。

統合医療で成果を出すには、関係者全員の
連携が不可欠です。複数の異なる治療法を
統合するスタイルですから、それぞれの専
門家のコラボレーションによって成り立つの
です。例えば、腰痛で困った時にかかりつけ
の医師に相談したら、カイロプラクティック
の専門家を紹介された、
というのも、統合医
療と捉えることができます。
カイロプラクティ
ックで治療計画にマッサージや鍼を取り入
れることもよくあります。

カイロプラクティックは代替療法の中でも
特に知名度が高く、よく利用されています。
カイロプラクティックでは、独自の技術で脊
椎に働きかけることで、けがそのものだけで
なく痛みやその陰に隠れている問題の治療
を試みます。

体力づくりを目指してがんばっていたのに、
けがでつまづいてしまった時は、たくさんの
選択肢があることを思い出してください。そ
して、統合医療を選ぶのであれば、医師とは
オープンに話をしましょう。それが体と心を
癒す治療計画に何が必要かを見極めるポイ
ントとなります。

統合医療ではまた、マナーある医療にとどま
らず、思いやりあふれる治療者の親身な対
運動中に筋肉を傷めた場合は、キネシオロ 応が重視されます。回復の見込みのない慢
ジーやマイオリフレックスが有用かも知れ 性的な痛みの続く病気になってしまった場
ません。いずれも非侵襲的な手法で、筋力テ 合は特に、統合医療のこのような姿勢が好
ストを利用して筋肉や関節内の障害や不均 ましく受け入れられています。一般的な診察
衡を見出します。潜在的な問題が分かれば、 よりも時間をかけて医師と向き合えるので、
他の療法を専門とする治療者にとっても、参 それだけ信頼と安心に基づいた関係を築く
考になります。
ことができるのも魅力です。

イギリスのスポーツ医学の専門誌に掲載さ
れたある研究は、
スポーツにより生じた慢性
的な傷害に幅広い分野の専門家がチーム
で管理することによって、体力と自信を取り
鍼治療は、何千年もの歴史のある治療法で、 戻すことができる、
と報告しています。
身体の特定の点にごく細い鍼を刺して刺激
を与えるものです。体内のエネルギーの流 スポーツでけがをした後は特に、復帰に向
れを調整するという理論に基づいて、東洋 けて自信をつけることが重要になります。
では古くから行われています。
自信を失ったままでいると、それまで親し
んできたスポーツが二度と楽しめなくなっ
では、現代医学において鍼はどのように位 てしまいます。こういった点では、ビジュア
置づけられているのでしょうか。 ランニング ライゼーションや瞑想をリハビリに組み込
によるけがの痛みを緩和できることは、何十 むことが効果的と言えます。手遅れになる
年か前に世界保健機関が公言しています。 前に、けがや失敗への恐怖を乗り越える手
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食にまつわる俗説
栄養はなかなか複雑な話題です。科学的根拠のある情報もあれば、いわゆる俗説という

べきものも混在しています。俗説が定着するに至ったのも、
それなりの理由があったことでしょう。
最新の知見が健康的なライフスタイルに広く取り込まれるまでには、
どうしても時間差がありま
す。時間の経過とともに新しい情報が浸透していくと、俗説は薄れていきます。
ところが、なかなか
消えないものや意図的に流布されたものもあります。流行のダイエットを強く推すためのマーケテ
ィング戦略や、特定の商品や成分の利点を強調するための企業側からのアピールなど、真偽のほ
どを見極めることなく受け入れられていく場合もありますので、注意が必要です。栄養と健康を考
える上で勘違いしてはならないポイントとして、いくつかの俗説に着目してみましょう。

炭水化物は完全に排除しなければ
ならない

脂肪はすべて体に悪い

近頃の批評家がパンに厳しいのは、炭水
化物が悪い栄養とされているためです。
ど
んな俗説でもそうですが、そもそも炭水化
物とは何なのか、をまずきちんと把握すべ
きでしょう。

脂肪すべてが同様に体に悪い、
という誤解
から、何に由来しているかを問わず排除しよ
うとする人が後を絶ちません。人工的に製
造されるトランス脂肪のように、絶対に避け
るべき脂肪があるのは事実ですが、人体に
とって必要な脂肪も存在します。

一般的に、複合炭水化物は繊維が豊富で、
満足感をもたらし健康促進に役立ちます。
複合炭水化物は精製加工されていない生
の植物性食品に含有されています。このよ
うな食材は、同時にビタミン・ミネラル類
も豊富に含んでいます。複合炭水化物は
構造が複雑なので、デンプンとして消化さ
れるまでに時間がかかります。時間をかけ
て消化するからこそ、エネルギー源として
長持ちするわけです。

無脂肪、低脂肪の流行は、体によいタイプの
脂肪が不足するという事態を招きました。そ
の影響は体型にとどまらず、精神面や全般
的な健康にも及んでいます。多くの人にとっ
て、脂肪の摂りすぎ（特に揚げ物などで酸化
した脂肪）は現実的な問題です。そのため
脂肪が悪者にされていますが、そのような
評価がそぐわない脂肪もあるのです。 あら
ゆる脂肪を区別せずに考えてしまうことも、
誤解の一因と言えるでしょう。良い脂肪は健
康維持に役立ちます。

炭水化物ばかり摂りすぎるか、他の栄養素
の摂取を怠るかしない限り、デンプンその
ものが体に害を及ぼすことはありません。
体質によっては小麦のグルテンに敏感に
反応する場合があります。グルテン過敏や
セリアック病など、炭水化物が合わない人
は確かにいますが、体質に合わないと問
題を生じる食品は他にもたくさん存在しま
すし、遺伝的要素とライフスタイルの両方
が影響しているケースも多いようです。運
動量の多い人は炭水化物を多めに摂取し
ても大丈夫です。

悪い脂肪というレッテルを貼られてしまっ
たものの中にも、健康的なライフスタイル
に欠かせない役割を担っている脂肪があ
ります。乳製品や肉類に含まれる飽和脂肪
が問題となるのは、エネルギーを消費しき
れるほどの運動量をこなしていない場合
のみです。

た。現代でも寒い地域で暮らす人々や運動
量の多い人は脂肪分を積極的に摂取するこ
とで体を維持しています。
脂肪は心臓や血管の病気のもと、
という考
え方は一般的なものになっていますが、
アク
ティブな人についてはこれは該当しません。
脂肪を完全に排除するために極端な低脂
肪志向に走るほうが、全般的な健康を悪化
させることになるかも知れません。

赤身肉はがんのもと
がんにつながるライフスタイル上の要素は
たくさんありますが、赤身肉そのものは懸念
すべきではありません。
グリルや燻製にした
肉類では、PAH（多環芳香族炭化水素）
とい
う成分が検出されることがあります。PAHは
ゲノムの損傷を生じ、これが将来的にがん
を生じる可能性があるとされています。
しか
しながら、
もっとがん化に影響力のある要素
は日常的なライフスタイルの中にたくさん
あります。

脂肪がそうであったように、赤身肉もダイエ
ット派の間で悪者扱いされてしまっていま
すが、脂肪も赤身肉（特に牧草で育った草食
動物の肉）も健康的な食生活の一部として
重要な役割を果たします。
タンパク質に含ま
かつて、田畑を耕し、水を運び、薪を割って、 れるアミノ酸は筋肉組織の基礎構造を形成
タンパク質から各種のアミノ
その日の住環境をととのえ食料を調達して する成分です。
いた時代には、重労働をこなす人々にとって 酸を得ることができないと、運動をしても、
タンパク質
飽和脂肪は欠かせないエネルギー源でし その効果が激減してしまいます。
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オメゴールド

®

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。

© 2014 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。

は植物性食品からも得られますが、肉由来の優れたタンパク質に匹
敵するものはほとんどありません。実際には、植物性タンパク質が合
っているという人もいれば、肉を食べないと調子が出ないという人
もいます。

に優れているかを示しています。ビタミン、
ミネラル、酵素、ハーブ、
サプリメントなど、栄養素の種類や摂取形態を問わず、バイオアベイ
ラビリティの高いものの方がより迅速に体内で機能し始め、身体を
サポートします。

タバコを吸わず、定期的に体を動かして、新鮮な野菜と果物の豊富
な食事をしていれば、牧草飼育の赤身肉を適量食べるのは充分に
健康的です。

食品よりサプリメントから摂取した方がバイオアベイラビリティの
点で望ましい栄養素の一例として、ビタミンKが知られています。そ
れは、植物性食品中においてビタミンKは膜構造にしっかりと結び
ついており、体に吸収されにくいからです。

卵はコレステロールが高いので健康によくない
卵、特に卵黄は、
コレステロールを含有しています。
これがむしろ良
いことなのはご存知でしょうか。食品中のコレステロールが血中に
入ることが恐れられてきましたが、以前危惧されていたほどには血
中コレステロール値に対する影響はないことが明らかになっていま
す。さらに、食品中のコレステロールが体内の高密度コレステロー
ルの産生を促進することが証明されました。
コレステロールには高
密度リポタンパク質 (HDL) と低密度リポタンパク質 (LDL) の2種類
があります。HDLは心血管系の疾患リスクを下げ、LDLはリスクを上
げる作用があります。心臓病につながる動脈硬化を起こすのは、酸
化したLDLであると考えられています。
卵が悪者ではないという科学的根拠は、数多く報告されています。
およそ12万人を対象にしたハーバード大学の研究でも、糖尿を患っ
ていない限り、卵と心臓病の間には相関性がないことが分かってい
ます。
卵の黄身は、
タンパク質をはじめ、カロテノイド類（α-カロテン、βカロテン）、ルテイン、ゼアキサンチンといった目の健康に欠かせな
い栄養素のよい摂取源です。そう考えれば、卵に対する抵抗感が薄
らぐのではないでしょうか。

サプリメントに含まれるビタミンは食品に含まれるもの
に劣る

サプリメントのビタミンと食品中のビタミンが同一の場合は特に、
どちらかが劣る、
とは言えません。一方、ビタミン類の中には、ビタミ
ンEのように、右利き型と左利き型が存在するものがあります。生体
内で使われるのは右利きの「d」型のみですが、ビタミンEを人工的
に合成すると、左利きの「dl」型が混じった状態になります。体に必要
な栄養のサポートを確保するには、新鮮な野菜と果物をたっぷりと
含む食事をしつつ、食事だけではカバーできない栄養素を生物学
的に望ましい成分のサプリメントで補給するとよいでしょう。

ダイエットをしないと痩せられない
自分の健康に関心を持っている人なら、たいていの場合、食生活に
ついて常識的な考え方をするだけで体重を落とすことができます。
高度な精製加工をした食品を避け、新鮮な野菜と果物を中心に、な
るべく本来の状態に近いホールフードを調理して食べる習慣を身
につけましょう。
生鮮食品コーナーにある新鮮な果物や野菜に代表されるホールフ
ードは、自然のままの状態であり、加工したり精製されたりしていま
せん。
これらは、間違いなく健康的な食事に最も適したものです。典
型的なホールフードとしては、有機栽培の野菜や果物、精白されて
いない穀類、天然の小魚などが挙げられます。

極端な制限や、あれは良い、
これはダメといったルールが多すぎる
と、ルールに縛られるのが嫌になって諦めてしまうことになりかねま
せん。
また、大好きな食べ物を禁止すると、諦めるのがさらに早くな
これもよく言われていることですが、実は何度も反証されています。 る傾向があります。毎日の主食としてではなく、たまのご褒美として
食品中の栄養素がよいか、サプリメントの栄養素がよいか、の争点 ほどほどの量にするのなら、ジャンクフードを食べるのも常識的な
は、詰まる所、バイオアベイラビリティの問題です。
範囲と言えます。
バイオアベイラビリティ、つまり生物学的利用能は、摂取した栄養素
が体内に吸収されて利用可能な状態になるのに、
どのくらい効率性

11
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断食健康法
健康のために断食するという方法は、遅くとも紀元前400年には存在し
ていたようです。時折食べることを控え、ごくわずかな食事にすることの利点は、
「医学の父」

と呼ばれるヒポクラテスも記述しています。
この知恵は現代でも活用できるものなのでしょうか。

起源の古い断食ですが、最新の医学的研究
においても、体によいと考えられているよう
です。それでは、現代医学が見出した事実と
可能性、
さらに正しく行うための注意事項を
見ていきましょう。
断食には、すべての飲食を完全に断つもの
から、少量の食事をとるか液体を飲むのは
よいとするものまで、いろいろな種類があり
ます。後者はしばしばデトックスを目的に行
われています。私たちの体には、体内に蓄積
された有害物質を除去したり中和したりす
る能力が備わっています。断食でデトックス
を試みる人は、食べ物とともに入ってくる有
害物質よりも多くの有害物質を体に除去さ
せることで、体の浄化が促進されると考えて
います。
食事を控える断食は体重管理に役立てるこ
ともできます。私たちの体は食べたものを
エネルギーに変換して数え切れないほどの
機能をこなしています。呼吸のように無意識
に行われるものから、
トライアスロンのよう
な複雑で困難な活動まで、いつ何をしてい
る時でも、食べ物から得たエネルギーを使
っているのです。
食事量を減らすと、食べ物から得られるエネ
ルギーも限定的となります。
このような場合
は、体内に蓄積されていた脂肪が食べ物に
かわるエネルギー源となります。脂肪をエネ
ルギーとして消費すると、体重と体脂肪率が
低下します。

断食をきっかけに、急速に体重が減ることも
ありますが、全体の健康を損ねないよう注意
し、短期間で終えなければなりません。つい
食べ過ぎてしまう癖のある人は、胃を適切な
大きさに戻すために断食を試みてもよいで
しょう。断食後、以前ほどの量を食べなくて
も満足感が得られるようになったという人
は多いようです。ただし、断食後に過食に走
らないよう注意が必要です。極端な飢餓状
態が去ると、逆に過食に陥ることがありま
す。
こうなっては本末転倒です。
断食に挑戦する理由として特に一般的なの
は、体重を減らしたい、あるいはデトックスし
たい、
というものですが、研究によると、断食
のメリットは他にもまだありそうです。2014
年に発表されたある研究では、週に1度、1日
のみ、水を飲むだけにするという軽い断食
をすると、糖尿予備軍の発症リスクが低減さ
れることが明らかになりました。

健康を害することはないと言われています。
ところが、飲食を完全に断つのは危険です。
これが長期間に及ぶとなおさらです。
短期間の断食の効果は魅力的ですが、食べ
物から得られるビタミン・ミネラル類などの
栄養素は常に体が必要としているものであ
ることは忘れないで下さい。重要な栄養素
なしには真の健康を手に入れることはでき
ません。
妊娠中や糖尿病、その他慢性疾患のある人
など、断食をしてはいけない場合もあります
ので、
この点でも注意が必要です。断食に関
心がある方は、かかりつけの医師に相談し
てから始めたほうがよいでしょう。医師を通
じて、ニーズに合った健康的な断食計画を
立ててくれる専門家を紹介してもらうのもお
すすめです。

また、
ごく最近の別の研究では、断食が免疫
系によいとされています。
これの研究は南カ
リフォルニア大学で行われたもので、2日間
から4日間程度の断食によって、古い免疫細
胞が新しいものと入れ替わり、免疫系が活
性化されたということです。
慎重な断食をたまに取り入れることの利点
は様々な研究で分かってきましたが、断食
は危険なものだと考えている人が多いのも
事実です。栄養の専門家の間では、水分補
給さえきちんとできていれば、数日の断食で
13
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カボチャ
秋と冬を彩るカボチャは、おいしくて栄養価も高い野菜です。優れた栄養がたっ

ぷりと含まれているのに、実際には飾りのようになってしまって、あまり料理には使っていないと
いう人は少なくありません。濃い黄色やオレンジ色の美しいカボチャをヘルシーでおいしい食事
に活用してみませんか。実はカボチャの用途はとても多彩で、パイやスープはもちろん、
ラビオ
リ、
リゾットなどにもよく合います。

他のナッツ類・シード類と同様、パンプキン
シードも、悪玉コレステロールのLDLを減ら
す植物ステロールが豊富です。さらに、気分
を良好にしてくれるホルモン、セロトニンの
産生に欠かせないアミノ酸であるトリプト
ファンの優れた摂取源でもあります。
より健
やかで幸せな毎日に役立つパンプキンシー
ドは、おやつとして手軽に取り入れることが
できます。パンプキンシードには、他にも、
マンガン、マグネシウム、
リン、そして豊富な
鉄分と銅も含まれています。
いくつかの研究によると、カボチャを積極的
に食べることは、この時期特に有意義と言
えそうです。カボチャは免疫系を多角的に
促進するビタミンCをたっぷり含んでいま
す。日光が不足し、かぜをひきやすくなる冬
には、カボチャのようなビタミンCの豊富な
食品をしっかりと食べて、免疫系の機能を
応援しましょう。
カボチャの鮮やかな色は、ベータカロチン
をはじめとするカロテノイドによるもので
す。カロテノイドもフリーラジカルと闘って
くれます。4,000人以上を対象とした最近の
ある研究は、天然のベータカロチンを補給
すると、脳の認知機能に大きな利点がもた

らされるとしています。脳を老化させる酸化
ストレスに対抗するツールとして、天然のベ
ータカロチンの有効性が示されたのです。
一方、華東師範大学の研究では、カボチャ
エキス中の物質が、損傷のある膵細胞の再
生を促進し、血中インスリン濃度を上げる
ことによって、糖尿病患者や糖尿になりか
けている人に有益となる可能性を指摘して
います。
パンプキンシードオイルは中欧や東欧では
一般的な食用油です。はっきりとした風味
があるので、他のオイルと組み合わせて少
量使うことが多いようです。
しかしながら、
パンプキンシードオイルには、男性の前立
腺や女性の子宮の健康に役立つ必須脂肪
酸がたっぷりと詰まっています。朝のスムー
ジーにパンプキンシードオイルを混ぜる
と、忙しくても手軽に栄養価の高い食事に
することができます。

栄養の豊富なカボチャはどこででも簡単に
手に入るうえ、幅広い料理に使えます。カボ
チャを足すだけで、より栄養価の高い食事
ができるのです。調理してつぶしたカボチャ
1カップには、ビタミンAの1日あたりの推奨
摂取量200％相当の前駆体が含まれていま
す（この前駆体はカロテノイドで、ビタミンA
が不足した時にビタミンAに変換して使える
よう、体内に蓄えられます）。視力のために
も、スープやソースなどに混ぜるなどの工
夫をするとよいでしょう。
カボチャの原産地はアメリカ大陸ですが、
南極以外のすべての大陸で栽培されていま
す。飾りものとしても人気の高いカボチャで
すが、飾っておくだけではもったいないくら
い優れた食材です。おいしくて体によい、栄
養たっぷりの食事をしたい時にはぜひ、カ
ボチャを食卓に加えてみてください。

カボチャはまた、食物繊維の優れた摂取源
でもあるので、消化器系の健康に大いに役
立ちます。ビタミンA、ビタミンC、ビタミンK
などの重要なミネラル類が同時に摂取でき
るのも魅力的です。
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インスリン値の変化も指標に

人体が食料をエネルギーとして使う過程は、炎が燃料を燃やす過程に例え
ることができます。紙やガソリンのように、すぐに燃えるものに火をつけると、非常に明るい
炎が短期間で燃え上がります。
ところが炎は長くは続かず、燃料を追加する前に完全に燃え尽き
てしまうこともあります。一方、石炭など燃焼に時間のかかるものを使うと、炎は安定した状態で
長時間燃え続けます。燃えている時間が長いので、燃料が尽きる前に補給をして、炎を維持する
のも簡単です。

私たちの体にも同じようにエネルギーを
消費しています。食品によっては、食べると
すぐにエネルギーに変わるけれどもすぐ
に尽きてしまい、その後は食事前よりも強
い疲労や空腹を感じることすらあります。
この手の食品はたいてい糖分、特に精製
された炭水化物を大量に含有しています。
満足感は長続きせず、次の食事の時間が
来るよりもずっと早く、空腹に襲われること
になります。

が、
これだけで必要な情報がすべて揃うわ
けではありません。

これと比べると、消化に時間のかかる食品
は、満足感が持続するだけでなく、血糖値
も安定した状態を維持します。つまり、安
定したエネルギー供給が長時間にわたり
持続するというわけです。これなら、次の
食事まで間食をとらなくても大丈夫です。

食品がインスリン分泌に与える影響を考
慮に入れると、グリセミック指数だけでは
見えなかったポイントが浮かびあがって
きます。グリセミック指数は血糖値に基づ
く指標ですが、血中インスリン濃度を同様
に指標化したものがインスリン指数です。
体質によっては、インスリン指数のほうが
参考になる場合もあります。それは、赤身
肉 やプロテインなど、炭 水 化 物を含 有し
てい な い の に、顕 著 なインスリン反 応を
引き起こす 食 品 が 存 在 するからで す。ま
た、炭水化物による負荷に対し、不均衡と
も言えるインスリン反 応を引き起こす食
品もあります。

このような消化と血糖値の変化を把握す
るのに、グリセミック指数が目安になると
いうことはおそらくご存知でしょう。この指
数が重要かつ有用であることは確かです

オーストラリアのシドニー大学で行われ臨
床栄養学の学会誌（American Journal of
Clinical Nutrition）に掲載されたある画期
的な研究によると、
グリセミック指数とイン

スリン指数は全体的に相関性が高いもの
の、タンパク質の豊富な食品やベーカリー
関連食品（なかでも脂肪と精製炭水化物
を大量に含むスイーツの類）は、グリセミ
ック指標よりもはるかに高いインスリン指
数を示すことが明らかにされました。以下
の例を見ると、
グリセミック指数とインスリ
ン指数の相関性の違いが表れています。
食品

グリセミック
指数

インスリン
指数

オートミール

60

40

コーンフレーク

76

75

全粒粉パン

97

96

ケーキ

56

82

牛肉

21

51

魚

28

59

レンズ豆

62

58

バナナ

79

81
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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。

© 2015 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。

インスリン指数は、食べ物が血液中のインスリン濃度にどのような
影響を及ぼすかをより正確に示しているので、糖尿病患者や糖尿病
の発症を懸念している人に特に有用です。

化しやすい状態になるので、その分インスリン指数が高くなってし
まいます。

インスリン指数には複数の要素が関連しています。同じデンプンで
健康な成人の体には血中のブドウ糖濃度を適切な範囲に保つ調整 も、
タイプが異なると消化にかかる時間も変わってきます。肉やベー
力が備わっているので、血糖値はさほど変化しません。一般的には、 カリー製品など、予想以上に高いインスリン指数を示す食品がある
若干ながら、朝食前が低く、食事の直後に高くなる傾向があります。 ことも忘れないようにしてください。迷ったときは、基本に戻りましょ
う。食品の精製度が高いほど、インスリン指数も高くなります。
ところが、血糖を調整する能力に支障をきたすと、様々な問題が生じ
ます。血液中のブドウ糖は、多すぎても少なすぎてもいけないので 高度な加工処理で精製された利便性の高い食品は、インスリン指
す。低血糖症は、血液中のブドウ
数も高いと思ってよいでしょう。逆
糖が不足している場合に発生し
に言えば、自然な状態の栄養価の
ます。低血糖になると、たいてい
高い食品ほどインスリン指数が低
の人は認知機能が低下します。
く
より健康的です。
自然な状態のま
それは、白か茶色か、食品の色で見当
また、頭痛、疲労、吐き気、震え、
ま、もしくはそれに近い食品ほど
発汗といった症状も、すべて低
望ましいと言えます。
をつけることです。白米よりも玄米、精
血糖で起こり得ます。低血糖に悩
白小麦粉よりも茶色っぽい全粒小麦粉
む人にも、インスリン指数が参考
インスリン指数の高い食品を完全
になる可能性があります。
に日常から排除するのは非常に困
のほうが、
インスリン指数ははるかに低
難ですし、現実的でもありません。
インスリン指数に関する情報は
それでも、インスリン指数の低い
くなっています。
インターネットでも検索できま
ものを中心とすることで、体重管
すが、詳細な情報がすぐに見つ
理がしやすくなり、安定したエネル
からなくても、もっと簡単に利用
ギーが得られるようになってくる
できる目安があります。それは、
はずです。そうなれば、利便性に優
白か茶色か、食品の色で見当をつけることです。白米よりも玄米、精 れているだけで、あらゆる健康問題につながる食品を避けるのも簡
白小麦粉よりも茶色っぽい全粒小麦粉のほうが、インスリン指数は 単になります。
はるかに低くなっています。従って、パスタやパン、
シリアルなどの穀
類でできた食品は、白いものより茶色のものを選ぶようにするだけ 高度な加工処理をされた便利な食べ物は大量のインスリンを必要
で、インスリン値を抑えることができます。米の場合も同じです。体内 とし、疲労、糖尿病、肥満、心臓病といった現代に蔓延する健康問題
では、玄米は白米よりもずっとゆっくりと代謝されます。
の根本的な原因となっています。小腹が空いたときに甘いものを手
に取るか、スティック野菜を食べるかを選択する際は、その一瞬の
ただし、市販の茶系のパンの一部には、耳になる部分を柔らかくす 決断が数時間どころではなく、もっと長期的な影響を体に及ぼすこ
るために酵素を添加しているものがあります。
この酵素の働きで消 とを思い出してください。
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カフェインに対する
新しい考え方
カフェインは安全な眠気覚ましなのでしょうか、それとも依存性のある危
険物質なのでしょうか。身体の健康にカフェインがどのような影響を及ぼすかについて

は、近年盛んに研究が進められています。カフェインに対しては実に様々な見解があり、それぞ
れの見解を支持する研究結果が発表されていると言っても過言ではありません。結局、カフェ
インは安全なのか、そうではないのかというと、その答えは双方の中間点にあるようです。

カフェインの摂りすぎは体によくない、
とい
う点では多くの専門家の意見が一致してい
ます。
ところが、適切な範囲であれば、よい
効果が期待できるのもまた事実です。

知られています。薬局で市販されているも
の、処方箋の必要なものも含めて、カフェイ
ンの促進効果は最大で40％にもなります。
利点の報告はまだまだあります。コーヒー
には、胆のうを刺激することにより胆石のリ
スクを低減する可能性がある、
との説もあ
ります。コーヒーが炎症を抑制し、ある種の
心臓関連の病気の予防に役立つことも示
されています。
リンパ節に及んだ（ステージ
III）大腸がんの術後、予防的に補助化学療
法を受けている人々を対象とした最近のあ
る研究では、1日4カップ（1杯あたりのカフ
ェイン含有量は80〜90mg）以上のコーヒ
ーを飲んだ場合、再発リスクが半減した、
と
いうことです。

カフェインは中枢神経系を自然な作用で刺
激する物質で、エネルギー増強、意識の覚
醒、調整能力の向上といった効果をもたら
します。現代のオフィスでコーヒーをはじめ
とするカフェイン含有飲料が必需品となっ
ているのも、
このためです。朝から好調なス
タートを切り、1日をエネルギッシュに乗り
切るために欠かせないと感じている人も多
いでしょう。すっきりとした、明瞭な気分で
仕事に取り組めるのは嬉しいものです。
『カ
フェイン大全』で知られるベネット・アラン・
ワインバーグとボニー・K. ビーラーは、著書 カフェインは様々な方法で摂取できます。
（The Caffeine Advantage）の中でその実 一般的なコーヒーや紅茶はもちろん、カフ
際的な効果を説明しています。職場で飲む ェイン入りのジュース、お菓子、エネルギー
コーヒーには、明晰な思考を可能にするだ 増強を目的とした飲料が普及しているほ
けでなく、短期記憶を向上し、集中力を維 か、朝の目覚めを助けるカフェイン入り石
持する効果があるということです。
けんまで販売されています。
カフェインが脳細胞の保護に寄与し、ひい
てはパーキンソン病などの疾患からも守る
のに役立つとの結論に達した研究も複数
あります。
カフェインはまた、頭痛などの痛みを和ら
げるとともに、他の鎮痛成分の効力を高め
る作用があるため、市販の鎮痛剤にもよく
使われています。
このような作用はカフェイ
ンに血管を収縮する性質があることに由来
します。さらに、カフェインが存在すると鎮
痛成分が体内に吸収されやすくなることも

元気に朝をスタートするためにカフェイン
の力を利用している人はたくさんいます。
しかしながら、カフェインの摂りすぎ（特に
午後になってから）は夜の睡眠障害につな
がる場合があります。カフェインは脳内に
おいてアンフェタミンやコカインと似た影
響を及ぼします。睡眠前に体は細胞の活動
を低下させて寝る準備をととのえますが、
カフェインはこれを阻害する傾向がありま
す。また、カフェインの作用で脳神経が活性
化された状態が続くと、連鎖反応によって
アドレナリンの分泌量が増えます。夜にコ

ーヒーを飲むと眠れなくなるのは、むしろ
当然の結果なのです。夜にコーヒーを飲ん
でも睡眠にほとんど影響がないという人
は、長期間カフェインを摂取したために体
のほうに抵抗力ができています。普段めっ
たにカフェインを摂取しない人が寝る前に
コーヒーを飲むと、一晩眠れずに明かして
しまうこともあります。
コーヒーの量を増やす前に、過ぎたるは及
ばざるが如し、
という言葉を思い出してくだ
さい。カフェインの摂取量が増えても、効果
が高まるとは限りません。カフェインも摂り
すぎると、神経質なほどにイライラして仕
事がはかどらなくなります。他のあらゆる物
事と同様「ほどほどに」が一番なのです。
カフェインの摂りすぎの悪影響としてもう
一点、利尿性があるために脱水症につなが
る場合があることも知っておいた方がよい
でしょう。
有名なメイヨ・クリニックでは、カフェイン
の消費量は1日あたり300mg未満にするよ
う提言しています。実際のカフェイン含有
量は飲み物のタイプ（コーヒー、紅茶、
ドリ
ンクなど）にもよりますが、朝食のお供に1
杯飲むくらいなら許容範囲でしょう。
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子供とソーシャルメディア
現代の子供たちは、親世代が経験したことがないほど、
コンピューターやテ
クノロジー、
そしてソーシャルメディアに囲まれています。親の携帯電話を手にと
り、画面をスワイプしてお気に入りのアプリで遊ぶ、
ということを、
ごく幼い子供があっという間に
覚えてしまう時代です。子供とデジタル画面の接点は、その後も増え続けます。
アメリカでは、2才児の90％以上がオンライ
ンにアクセスした経験を有するという統計
があります。さらに、5才になる頃には、50％
の子供がコンピューターやタブレットを日
常的に使用しているということです。年令が
上がるにつれて、ゲーム、メッセージ、ネッ
トサーフィン、ソーシャルメディアを使うよ
うになり、子供たちがデジタル画面の前で
過ごす時間は長くなります。ティーン世代は
平均で月3400もの携帯メッセージをやりと
りしているそうです。 画面の前に釘付けに
なっているように見えるのも不思議ではあ
りません。

ている間、子供たちの脊椎は不自然な角度
で酷使されます。

や運動能力を伸ばす機会を与えてよい、
と
する医師は少なくありません。

学期末の課題をタイピングしていたら腰や
首が痛くなった、あるいは腕が動かしにくく
なった、
というのも、画面に向かっている間
の姿勢の悪さによるものです。前かがみの
姿勢は背筋をこわばらせ、神経や血管を圧
迫し、不快な症状をもたらします。

一方、自由に遊ぶ時間も大いに有意義で
す。
この20年ほどの間に欧米の学校で注意
欠陥障害が急増していますが、遊び時間が
足りないことに関係していると考えられるよ
うになっています。フィンランドの公立学校
で、授業時間の合間を利用して1時間おき
に15分、自由時間を設けたところ、注意力
を高める刺激薬の処方がほぼ皆無になっ
たと報告されています。遊びはすべての哺
乳類の情動を活発にする基本的な要素で
あり、人間も例外ではありません。ちなみ
に、刺激薬には遊び心を阻害する作用もあ
ります。

カナダのカイロプラクティック協会による
と、頭の位置が前方に2.5センチ移動するご
とに、首にかかる負荷が4.5キロ分増えるそ
うです。何時間もコンピューターに向かっ

スポーツ活動は学齢期の子供向けという
印象がありますが、就学前の子供のための
プログラムも実施されています。6才にもな
れば、チームやレッスンに参加して社交性

コンピューターやスマートフォンは娯楽や
情報源として、素晴らしいツールとなり得ま
す。
しかしながら、あまりにも簡単に時間を
無駄遣いすることにもつながります。子供
子 供 たちが 画 面 からな か な か 離 れ な い の場合ももちろん例外ではありません。親
理由のひとつとしては、脳が未熟であるこ にとっては厄介なことですが、
ソーシャルメ
とが 挙 げられます。自己 調 整 力 が 発 達し ディアのしかけた罠に陥る子供は後を絶ち
きっていない状態で仲間からの圧力が加 ません。それでも、いくつかの工夫を取り入 家族でアクティブに楽しめる時間を積極的
わると、親としては気がかりなリスクが生 れることで、画面に向かう時間を制限し、体 に作りましょう。家族全員のスケジュールを
じます。
によい運動をするよう促すことができます。 調整して、一緒に体を動かして楽しめる活
動に取り組めるよう、親としてリードして下
デジタル画面の前で過ごす時間が長いと、 子供（だけでなくあなたも）が座りっぱなし さい。無理して数十キロのハイキングに家
ストレスや 不 安、うつ につ な がります。ま の日常に慣れてしまっているようなら、今か 族を連れ出す必要はありません。サイクリ
た、高速で刺激の過剰なデジタルメディア らでも決して遅すぎることはない、と認識 ングや草野球、水泳など、屋外で楽しく遊べ
に晒されることで、注意力が低下すること を改めて下さい。悪い癖を直すことは可能 るものを色々と試してみて、家族にそれぞ
もいくつかの研究で示されています。
です。日常的に運動をする活発な生活で健 れ好きなアクティビティを挙げてもらいまし
康状態を改善することを決心すれば、より ょう。誰かのお気に入りを順番にこなして
そして、画面に向かっている間は当然なが 健やかで幸せな暮らしへの道が開けます。 いくのも一案です。
ら運動をしていない状態が続きますから、
肥満のリスクが高まります。ところが、ソー 子供たちには無制限にあらゆるデバイス ソーシャルメディアと子供の関係を監督す
シャルメディアに釘付けになる弊害は肥満 に触れさせるのではなく、時間制限を設け るのは比較的新しい親の役割です。何世紀
だけではありません。
ましょう。そして、小さな子には自由に遊ぶ も前から親が担ってきた重要な役割も同時
機会を与えて下さい。小さな子供たちは、
ダ に果たさなければなりません。それでも子
医療界では近頃、姿勢の悪さから頭痛や腰 ンスやウォーキング、ランニング、キック、ジ 供のアクセス状況をよく見て適切な対処法
痛、首の痛みを訴える子供が増えていると ャンプなど、あらゆる動作ができるゲーム で導いてやれば、我が子の心身の発達に大
報告されています。つまり、ラップトップや が大好きです。もしも、
じっとしているか、走 きく寄与することになります。
スマートフォンに向かって長時間前かがみ り回るか、好きな方を選びなさい、と言わ
になることで、脊椎の健康に支障が出てい れたら、元気いっぱいの子供たちは当然の
るというのです。
ように正しい選択をするでしょう。
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男性のための
ヘルシーな食生活ガイド
男性的な食事というと、肉中心の重たいメニューが定番です。自炊する場合で

も、ステーキやソーセージ、ハンバーガー、チーズ、ポテトが好まれ、緑の葉野菜は見当たらな
い、
といったことはよくあります。例に挙げたような食品でも適切な分量を食べるのであればヘ
ルシーな食生活の一部となり得ますが、偏った食生活をしていると、肥満やスランプの原因とな
ります。

人は食べたものでできている、
と言われま
す。ならば、はち切れそうなソーセージ、脂
肪の少ない赤身肉、あなたはどちらに当て
はまるでしょうか。
ポークチョップに分厚いステーキ、食べ応え
のあるソーセージといった肉類ほど男性的
なイメージに合った食品はないかも知れま
せん。肉類は牧草飼育の脂肪分の少ないも
のを選び、適量を食べるのであれば、充分
にヘルシーな食生活の一要素となります。
脂肪分の少ない赤身肉は、タンパク質の優
れた摂取源です。筋肉の修復と増強にはタ
ンパク質は欠かせません。肉は確かに男性
にとって欠かせない栄養源です。
タンパク質は体重管理の面から考えても重
要です。タンパク質が消化されると、体はそ
れを感知して、満足感を伝える物質を分泌
します。牛肉にはタンパク質だけでなく、ビ
タミンBや鉄分、亜鉛も含まれています。
し
かしながら、食用肉の良し悪しは、含有する
脂肪酸の比率によって決まります。牧草だ
けで飼育された（仕上げに穀類を食べさせ
ることもしていない）動物の肉は、オメガ3と
オメガ6を健康的な比率で含んでいます。
と
ころが、穀物飼料で育てられた動物の肉は、
オメガ6にかなり偏っています。オメガ3に対
してオメガ6の比率が高い食事を続けると、
慢性的な炎症につながります。
タンパク源となる鶏肉、魚、牛肉、豚肉の類
は、1回の食事でトランプ1箱分が適切とさ
れています。ですから、お皿にのせる肉類

は、
トランプより大きくなってはいけないの
です。お皿の空いたスペースには、野菜と果
物、穀類をのせましょう。
脂肪やカロリーを消費できるだけの運動量
をこなしてさえいれば、もっと肉類を食べて
も構いません。例えば、オリンピック級の水
泳選手なら、脂肪分の多い数千カロリーも
の食事を毎日しても、健康維持に支障はあ
りません。
しかし、一般的な男性が同じよう
な食事をしていると、余ったエネルギーが
脂肪として蓄えられ、あっという間に贅肉が
ついてしまいます。
ハードな運動を日常的にしているのでなけ
れば、バッファローやビーファロ、
ラム、ベニ
ソンといった選択肢も取り入れてみましょ
う。
この手の肉類は通常の牛肉と比べて脂
肪分が低く、穀物飼料を使わない牧草飼育
に由来することが多いようです。味は牛肉と
大差ありませんし、ハンバーガーからステー
キまで、あらゆる調理法が可能です。
男の食材は肉、ならば、男の料理は直火で
豪快に焼くグリル、
と連想する方も多いでし
ょう。直火グリルは発がん性物質を生じる
可能性があると指摘されています。
しかしな
がら、最近の研究では、予め肉をマリネして
おくことで、食品中の成分が発がん性物質
に変性するのを防げるという可能性が示さ
れています。現在のところ、下味に使うハー
ブやスパイスに含まれる豊富な抗酸化物
質が変性を防いでいると考えられていま
す。肉をよりおいしく食べられるようにしつ

つ、発がん性物質の形成を防げるわけです
から、
これを利用しない手はありません。効
果を期待するなら、調理の1時間以上前から
肉を漬け込んでおくとよいでしょう。
タンパク質中に存在し、筋肉を構築する役
割を担うアミノ酸は、植物性食品からも摂
取できます。アンデス山脈原産のキヌアは、
穀類でありながら、筋肉をつける栄養素を
たっぷりと含んでいます。軽いマイルドな風
味なので、他の全粒穀物が苦手な男性でも
食べやすい食材です。用途も非常に幅広く、
付け合わせにはもちろん、米や豆の代用に
したり、オートミールのかわりに朝食のベー
スにしたりすることもできます。
しかも、
グル
テンを含んでいません。
ギリシャ風の濃厚なヨーグルトとベリー類
の組み合わせはどんな男性にもおすすめ
できる朝食メニューです。
ヨーグルトからは
筋肉量の維持に役立つタンパク質を、ベリ
ー類からは体を守る様々な栄養素を摂取で
きます。
どんな食生活をしていても、ほんのちょっと
の工夫と良識を加えることで、改善ができま
す。体重を落としたい方、先々の病気のリス
クを低減したい方、より健やかに暮らした
い方はぜひ取り組んでみてください。
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幅広い年齢層の
人と交流する利点
どんな年齢層の人でも、自分と年齢の近い人との交流が中心となりがちで
す。実際、年齢が近いと生活面の状況が似ていることが多いので、そうなるのも自然なことと言え
ます。
ところが、
同世代の人との交流に相応の限界があるのも事実です。
自分より年上の世代や若い人たちとの接点
を持ち続けることは、関係する人すべてに
利点をもたらします。世代を超えた友情は、
高齢者の孤独やうつを防ぎます。同時に、
若者は人生の先輩と話すことで、長年培わ
れた経験や知識、アドバイスを得ることが
できます。
ドイツでは、高齢者の多くが多世代住宅に
移り住む傾向があるそうです。
しかも、その
住まいは必ずしも血縁者のもととも限りま
せん。住居のタイプも幅広く、様々な年齢層
の人がアイデアを交換したり、ライフスタイ
ルの一部を共有したりできるよう工夫され
ているため、一つ屋根の下で帰属意識が生
まれ、互いを思いやるという理想的な生活
基盤ができているということです。
もちろん、わざわざ引越しをしなくても、同
様の利点を得ることは可能です。世代を超
えた交流を通じて、孤独感を解消し、新た
な生きがいを見出している高齢者はたくさ
んいます。退職後は特に、目的を失い、満た
されない日々に直面しがちです。自分より
若い世代や子供たちと、友人として、あるい
はメンターとして関わる機会ができると、
こ
のような状況は一変します。
気軽な友人関係から一歩踏み込んで、メン
ターとして頼られるようになると、真の喜び
が得られます。誰かの力になれる、
というこ
とは、素晴らしい充実感につながります。実
際に若者と関わってみれば、さほど回を重
ねなくても気持ちの変化に気付くはずで
す。次に会う機会が楽しみなのは、きっと若
者も同じです。若き友の成功は年長者の成
功でもあります。双方が自尊心を高め、幸福
感を得ることができるでしょう。

世代を超えた友情のメリットは一時的なも
のではありません。予期しなかった、あるい
は予測不可能な状況に対処することは、脳
にとってこの上なく好ましいエクササイズ
になります。人間を相手にする以上に予期
も予測もできないことは数少ないのではな
いでしょうか。特にその相手が自分とは異
なるライフステージにいて、自分とは無関
係だと思っていた新しい物事や人とのつな
がり、体験、状況をもたらしてくれる場合は
そうです。

りといった経験はあるはずです。1日であ
れ、1ヶ月、1年であれ、誰か話のできる相手
がいれば、と願ったこともあったでしょう。
世代の異なる友人がいて初めて聞ける経
験者の話は、若者にとっては貴重なもので
す。つまり、友情を介して、双方がより実りあ
る人生を楽しむことができるのです。

世代を超えた友人関係にあらゆるメリット
があることは明らかです。新しいつながりに
目を向ける気になったらぜひ、いつもとは
違う年齢層の人たちと接点を持つことを考
12年間にわたって高齢者を調査したある えてみてください。その先には、かつてない
研究では、社会的交流の機会の多い人は、 ほどの素晴らしい友情が待っているかも知
認知機能の低下現象が70％も少なかった れません。
と報告されています。複数世代の交流が長
期的な利点を生む例は、アルツハイマー病
などの精神疾患や各種の認知症を防ぐ以
外にも、まだまだたくさんあります。良好な
人間関係を維持している高齢者に、身体的
な制限や痛みに悩む例が少なく、よりアク
ティブな暮らしを楽しむ傾向があることは、
科学的にも立証されています。特に、高齢
者の地域社会への参加に着目したある研
究では、頻繁に関与する人ほど、身体障害
が軽いことが明らかにされました。身体障
害が軽ければ、それだけ自立した生活を維
持しやすくなります。
若い人たちと一緒に過ごす機会があると、
高齢者だけでいるよりも自然とアクティブ
な生活ができるようになります。
よく言われ
るように、アクティブでいれば、それだけ健
康も維持しやすくなります。
多世代にわたる友情は、一方的なものでは
ありません。得るものがあるのは、高齢者だ
けではないのです。誰でも過去を振り返れ
ば、何かを見失ったり、考えすぎて混迷した
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家族の健康
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女性にとって見逃せない食品
サーモン

サーモンをはじめ、冷たい海域で獲れる海の魚（養殖ではないもの）には、女性が必要とする栄養
素がたっぷりと含まれています。サーモンは質の高いタンパク源であるとともに、
オメガ3脂肪酸、
そのなかでも重要なDHAの優れた摂取源としてトップクラスに入っています。

店頭でサーモンを買う時は、
ラベルをきちん
と確認しましょう。養殖ものの魚は、たいて
いトウモロコシや大豆でできた混合飼料で
育てられています。
これでは、肝心のヘルシ
ーな脂肪分が得られず、
トウモロコシ飼料で
育った牛と同じような脂肪がついてしまうの
で、心臓に優しいオメガ3やDHAは期待でき
ないのです。オメガ3脂肪酸は体を守り健康
を促す様々な特性を有しています。
サーモンの他、白身魚やイワシ、ニシン、サ
バなども日常的に食べたいヘルシーな魚で
す。いずれの魚も、体を引き締めたい女性に
とって欠かせないタンパク質とオメガ3を供
給してくれます。食物連鎖の上層部に位置す
る寿命の長い大型魚は、水銀などの環境汚
染物質が蓄積されていることがあるので、避
けたほうがよいでしょう。

ニンニク

お魚のディナーのアンチエイジング効果を
高めるには、ニンニクをたっぷり使いましょ
う。加齢に伴って増加しがちなコレステロー
ルの管理にニンニクが重要な役割を果たす
ことは、多くの研究で示されています。
また、
中高齢になると気がかりな心臓病や高血圧
のリスク低減にニンニクが役立つことも知
られています。
ニンニクの仲間にあたるタマネギやネギ、
ワケギ、チャイブ、エシャロットは、いずれも
硫黄分が豊富で肝臓を助け、加齢の悪影響
につながる体内の有毒物質や発がん物質
の除去を促す作用があります。

ヨーグルト

生きたバクテリアとプロバイオティクスを含
むヨーグルトは、消化管を正常に保つのに
役立ちます。プロバイオティクスは、私たち
が食べたものを細かく分解し、体が吸収で
きる有用な状態にしてくれます。健康な腸内
細菌叢は、消化を助けるだけでなく、吸収さ
れていない栄養素を消費したり、免疫系を

サポートすることである種の病気から体を
守ったり、養分を争奪することで有害な微生
物を抑制したりします。ただし、市販されて
いるヨーグルトには、糖分を大量に含むも
のがあり、糖分に反応してインスリンの分泌
量が急激に上がって本来の健康効果が損な
われることがあるので注意が必要です。
ヨーグルトを楽しむべきもう一つの理由は、
骨を作るカルシウムやマグネシウムが豊富
なことです。若い女性は特に、カルシウムと
マグネシウムを確保できる食事をすること
が重要です。骨の形成がもっとも活発にな
るのは、10代から20代前半にかけてです。
こ
の間に骨量を意識した食生活をすることを
多くの医師が推奨しています。
「骨貯金」を積
み立てておくことで、将来骨粗しょう症や骨
折から体を守ることができます。

ベリー類

ヨーグルトにブルーベリーを加えて、栄養面
のサポートをさらに強化しましょう。ブルー
ベリーは抗酸化物質（フリーラジカルのもた
らすダメージに対抗する栄養素）の天然の
摂取源として優れているだけでなく、食物繊
維もたっぷりと含んでいます。
ブルーベリー
1カップで食物繊維5gが摂取できます。
これ
だけで、1日あたりの摂取量のほぼ4分の1に
相当します。
繊維が消化によいことは広く知られていま
すが、糖尿病、憩室炎、心臓病の発症リスク
を減らす働きもあることはご存知でしょう
か。 4万人を対象にしたハーバード大学の
研究では、繊維の摂取量を増やすことで、
冠動脈心疾患のリスクを40%も低減できる
と報 告されています。米 国 立 衛 生 研 究 所
(NIH) によると、冠動脈心疾患はアメリカの
女性にとって最大の致死リスクとなってい
るそうです。

本で行われた研究では、
ブルーベリー (と近
種のビルベリー) に含まれるアントシアニン
という成分には、暗い場所で視力を調整、向
上させるとともに、
まぶしい光を受けて一時
的に失われた視力を取り戻す速度を上げる
働きがあることがわかりました。アントシア
ニンはまた、目の疲れを和らげるとも考えら
れています。

お茶

以上の食品を楽しんだ後は、熱いものでも
冷たいものでも構いませんので、お茶を飲
んで締めくくりましょう。何千種類もの天然
化合物を含有するお茶は、幅広く健康に寄
与します。お茶もまた、強力な抗酸化物質
の宝庫です。なかでも緑茶や白茶に含まれ
る（紅茶や烏龍茶にも）抗酸化物質、ポリフ
ェノール類は、脳内の神経機能の保護に役
立ちます。また、あらゆるお茶が心臓病や
糖尿から体を守るカテキンという抗酸化物
質も含有しています。お茶の種類によって
異なるものの、カテキンは最大で茶葉の乾
燥重量の30％相当を占めます。緑茶のほう
が盛んに研究されているような印象があり
ますが、紅茶も体によい飲み物である点で
は劣りません。
お茶には、閉経後の女性の骨量維持を助
け、骨粗しょう症を食い止める働きもあると
考えられています。イギリスで行われた研究
によると、お茶を飲む女性と飲まない女性
を比べたところ、前者のほうが骨密度が高
い傾向があることが分かりました。
お茶に含まれるカフェインはエネルギー増
進に有効です。一方、同じくお茶の成分であ
るテアニンは鎮静作用のあるアミノ酸です。
お茶を飲んでほっと一息つくと元気が出てく
るのは、
この2つの成分が同時に働くからな
のです。

視力に関しては、ニンジンよりもブルーベリ
ーのほうが保護に有効です。
ヨーロッパと日
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プロアンセノルズ

®
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酸化ストレスから身を守るために！◊

プロアンセノルズ は 、5 0 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。
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子供の骨貯金を増やすには
カルシウムに注意すればよ
いですか。

専門家への質問

カルシウムは丈夫で健康な骨を作るうえで重要ですが、
子供の体が必要としている栄養素はカルシウムだけでは
ありません。
これまでの様々な臨床研究によって、カルシ
ウムは単独では筋骨格系の構造にスムーズに取り込め
ないことが判明しています。実は、ビタミンDやビタミンK
といった、吸収を補助する栄養素が必要なのです。
また、
マグネシウムや銅、亜鉛、マンガン、ホウ素、ケイ素などの
微量元素も骨の健康に重要な役割を果たしています。

DNAを守るためにできることは
ありますか。
はい、あります。
フリーラジカルは体内のあらゆる部分に蓄積して
損傷をもたらしますが、DNAも例外ではありません。有害なフリー
ラジカルの連鎖反応を防ぐには、大半の栄養士が言うように、新鮮
な野菜と果物から抗酸化物質をたっぷりと摂取するのが最善策で
す。抗酸化物質はフリーラジカルに電子を分け与えてもそれ自体
が不安定になることはないので、連鎖反応による損傷を終了させ
ることができるのです。

冬に鬱々とした気分になるのは
自然なことなのでしょうか。
冬になると気分が落ち込むという人は世界各地にたくさんいま
す。人によっては何となく、
という程度の軽いものであったり、季
節性情動障害と診断がつくほどに鬱屈してしまう人もいたりしま
す。冬に悲しみを感じやすくなったり塞ぎ込んだりしがちなのは、
日が短く日光が不足するためであることが多いようです。
この時
期に少しでも明るい気分で過ごしたいという方は、明るい光に接
する時間を増やし、ビタミンDのサプリメントを活用してみてくだ
さい。日中になるべく屋外で過ごすよう心がけ、夜も明るめの照
明を使うのも、真冬のスランプ対策の一助となります。ただし、季
節のせいというにはあまりにも症状が重いと感じる場合は、医師
の診察を受けたほうがよいでしょう。日光不足に負けず、楽しく素
敵な冬を過ごしてください。
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フォーエバーヤング タブレット

フォーエバーヤング・スキンフォ
ーミュラのタブレットには、
いきい
きとしたお肌の維持に寄与する
主要ビタミン・ミネラル類を厳選
して配合してあります。◊ 幅広い栄

養素を含む海産物エキス入りの、
とても
ユニークなサプリメントです。
さらに、軟
骨、血管、
コラーゲン生成をサポートす
るビタミンC、亜鉛、酸化ストレスから細
胞を守るのに役立つビタミンEとビタミ
ンDも含まれています。◊ フォーエバーヤ
ング・タブレットは健康的なお肌を保ち
たいあなたを栄養面から応援します！フ
ォーエバーヤング2粒に 20mg のヒア
ルロン酸を含有。

体の内側から美しくなりましょう！
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