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カロリーを気にしていると
本質を見失う理由
運動をした後だから、という理由でデザートを食べたことはありま
せんか。あるいは、ヘルシーと程遠い食事をしてしまったことを理由
に、ランニングに出てカロリー消費を試みたことはないでしょうか。
心当たりのある方はたくさんいらっしゃるはずです。私たちはしばし
ば、何カロリー摂取したら何キロ走らなければならない、といったよ
うに、カロリーと運動量を計算問題のように考えています。
食事と運動に対する考え方として、これは最
善とは言えません。まず、私たちが頭で考え
る消費カロリーには誤算がつきものです。そ
して、カロリーを消費できるだけの運動量に
ついても正しく計算できていません。つまり、
計算は始めからずっと間違っているわけで
す。私たちは自分で思っている以上に食べて
います。そして、余分なカロリーを燃焼できる
ほどの運動はしていないものです。
また、食事と運動は相反するものではなく、
互いに補完する関係にあるべきです。ヘルシ
ーな食事とは、運動量に見合った必要なカロ
リーと脂肪、その他健康に必要な栄養素を
確保できる食事です。運動と同様、食事も健
康増進にプラスになるものであって、
マイナス
として考えるべきものではないはずです。
食事を良いか悪いかで判断し、運動を脂肪
を燃焼する手段としてとらえるかわりに、ライ
フスタイル全般を視野に入れて考えてみませ
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んか。そうすれば食事も運動も、活力を与え
てくれて、健康維持に役立つ、快い暮らしの
一環となるはずです。
カロリーを数え上げることを止めると、たま
の贅沢も消費方法を気にせずに楽しめます。
そして、食べることと体を動かすことを反対
に位置付ける考え方から離れられます。
食事と運動は助け合って働くパートナーで
す。こうやって関係性を改めることで、カロリ
ーの足し算引き算から解放されます。体によ
いものを食べて、エネルギーを増進する運動
を楽しんで、相乗効果で心身ともに健康な毎
日を謳歌しましょう。

Dwight L. McKee
Scientific Director

最新ニュース
夜ぐっすりと眠るには

いつも前向きな気持ちで

夕刻なるべく早くにスマートフォンとタブレ
ットの電源を切っておくと、夜の睡眠の質が
上がります。電子機器が発する青い光、
ブル
ーライトは、
メラトニンの分泌を妨げ睡眠障
害につながると指摘されています。LEDを使
用しているデバイスから出る波長の短い光
は日光のそれと似ていて、体は目を覚まして
いなければならないと錯覚します。携帯やタ
ブレット、
コンピューターといった人工物は
寝室にあるだけでも睡眠のパターンに悪影
響を及ぼします。夜ぐっすりと眠りたいなら、
日没後は電子機器を使うのをやめ、光源に
なるものは寝室から取り除きましょう。LED
の普及率が高くなった昨今では、
できるだけ
消しておくのが得策です。LED電球もブルー
ライトを発します。購入する前によく下調べ
をしましょう。従来の白熱電球に近い、黄色
っぽいソフトな印象の光のものなら、寝室に
使用できる場合があります。

生きがいを持つことは健やかに年を重ねる
ことにつながります。精神医学の専門誌に掲
載された新たな研究によると、
自分の人生に
意義や目的、確かな方針を実感している人
は、
それが直接的に身体機能と自立した生
活の維持につながっているということです。
前向きな生き方が健康に重要な役割を果た
すことの根拠がまたひとつ発表されたことに
なります。

甘い飲みもの vs. 水
ソーダ類やスポーツ飲料、甘いジュースをや
めて水を飲むべき理由がまたひとつ増えま
した。特に夕食のテーブルでは気をつけた
方がよさそうです。
タンパク質は、筋肉組織
の構成に欠かせないなど、最大限健康でい
るために必要な栄養です。
ところが、研究の
結果、砂糖とタンパク質を一緒に摂取する
と、体は発熱（熱生産）
を抑え、燃焼カロリー
を減らしてより多くのエネルギーを脂肪とし
て蓄えるように働くことが分かりました。

屋外で体を動かして心も
健やかに
研究によると、気温の低い時期も寒さに負け
ず、外で歩いたり走ったりすると、
うつの予防
になるそうです。運動習慣に関する系統的レ
ビューの結果、
自宅やジムよりも屋外で運動
をする人は、
よりポジティブにリフレッシュで
き、緊張や混乱、怒り、抑うつが軽減されるこ
とが明らかにされました。

糖とうつ
ロンドン大学がこのほど発表した研究に
よると、砂糖の過剰摂取はうつ病や不安
症につながる可能性があるということで
す。8,000人を超える被験者について調査
をしたところ、
スナックやソーダ類などの
甘い飲み物で大量の糖分を摂取してい
る人は、
うつや不安に陥る可能性が23%
も高かったそうです。
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フィットネス

ダンスのメリット
ダンスは年齢を問わず心身ともに健康でいたい方にぴったり
です。音楽をかけて、リズムに乗って体を動かしましょう。

公民館でゆったりとしたワルツを踊っても、
テンポの早い音楽の流れるクラブへ繰り出
しても構いません。
ダンスをする機会を定期
的にもつことで、心身に様々な利点がもたら
されます。
ダンスなら、
どんな年齢層でも楽しく体を動
かせます。
しかも、幅広い健康上のメリットが
期待できます。
ダンスが体に良いことは明ら
かです。筋肉を引き締め、バランス調整能力
を鍛え、心臓血管系を健康にし、体重管理を
助けてくれます。
また、見た目には分かりにく
いかも知れませんが、空間認識、気分、
自信、
精神機能などの向上にも寄与します。1,2

ダンスは脳にも好ましい運動で
す。加齢による変性から大脳白質
を守ったり、気分を高揚させたり、
認知面の柔軟性とスピードを向上
させたりといった働きがあります。
ダンスは認知機能、身体機能、社交性の3つ
の要素を同時に鍛えてくれるので、心身に良
い効果が期待できるということは、研究でも
指摘されています。3,4

Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. Influencing
Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance
Intervention: A Randomized Controlled Trial. JAMA Pediatr.
2013;167(1):27–31.
2
Jimison, Robert. Why dancing is good for your health. CNN.
Cable News Network, 08 June 2017.
3
AZ Burzynska, Y Jiao, AM Knecht, et al. White Matter
Integrity Declined Over 6 Months, but Dance Intervention
Improved Integrity of the Fornix of Older Adults. Front. Aging
Neurosci., 16 March 2017.
4
Coubard, Olivier A. et al. Practice of Contemporary Dance
Improves Cognitive Flexibility in Aging. Frontiers in Aging
Neuroscience 3 (2011): 13. PMC. Web. 14 Aug. 2017.

また、踊った後の気分の変化を調査した研
究では、
ダンスによってポジティブな感情が
誘発されることが明らかにされました。
ちな
みに、
その効果は競技目的でダンスをしてい
る人よりも、
ダンスを趣味として楽しんでい
る人の方が大きいそうです。競技となるとス
トレスが生じるせいかも知れませんが、運動
のため、
あるいは単純に楽しむためにダンス
フロアに出ていける人なら誰でも、身体的に
も精神的にも良い効果が得られると言えそ
うです。5

音楽が止まったからといって、ポジ
ティブな気分がそこで終わるわけ
ではありません。ダンスフロアを離
れてからも、良好な気分に意識を
向け、存分に味わって、よりポジテ
ィブな感情や行動を引き寄せまし
ょう。
ダンスが認知機能の健康に良い理由として、
新しい社会的経験をもたらす点も見逃せま
せん。
ダンスをすると新しい出会いのチャン
スに恵まれます。脳を使う機会として、新たに
出会った人々との会話ほどすばらしいものは
ありません。体を動かすためにダンスに出か
けたら、同じような目的でやってきた人と出
会う確率はかなり高いはずです。ポジティブ
な心構えを共有できる人と出会い、一緒に過
ごすことで、人生に喜びややりがいがもたら
されます。

踊っている間はずっと体を動かしているの
で、心血管系をしっかりと働かせることができ
ます。
難しいポーズや動作、
ジャンプは、筋肉
に負荷をかけるトレーニングになります。
ダ
ンスの動きは、足からお尻とお腹にかけてを
中心に、筋肉を引き締め強化してくれます。

1
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ダンスは筋肉の引き締めや強化に
効果的で、持久力、バランス能力、
全体的な体力も大幅に向上できま
す。その効果は年齢を問わず、どん
なタイプのダンスでも得られます。
また、運動量の多いダンスほど、
効果は大きくなります。

5
Marcin Zajenkowski, Konrad S. Jankowski, Daria Kołata.
Let’s dance – feel better! Mood changes following dancing in
different situations. European Journal of Sport Science
Vol. 15, Iss. 7, 2015.

ダンスには、
片足でバランスをとったり、いつ
もと違う方向にステップを踏んだり、バラン
ス感覚と集中力を要する姿勢を維持したり、
といった動きがしばしば含まれています。
様々なダンスに挑戦して正しいフォームを練
習すると、全体的に姿勢が良くなって、猫背
や腰の衰えを予防できます。正式なレッスン
を受けなくてもダンスの効果は得られます
が、
インストラクターに指導してもらった方が
効率よく正しいフォームや動きを覚えること
ができ、効果を最大限に引き出しやすくなり
ます。

ヨガや太極拳と同様に、ダンスは
バランスと柔軟性を改善するため
の方法として非常に有望です。

ダンスを始めるにあたっては、
どんな理由で
どんなダンスを選ぶかをよく考えましょう。体
力づくりのため、柔軟性や調整力を高めるた
め、気持ち良く踊りたい、などの動機がある
はずです。ゆったりしたものとペースの早い
もの、
どちらが好みでしょうか。
グループに参
加したいか、
プライベート・レッスンが良いか
も自分に問いかけてみて下さい。
どの質問に
も正解も誤答もありませんが、
自分の動機や
願望、
目標を明確に意識している方が、習慣
として身につきやすくなります。
ダンスは一人でもパートナーと一緒でも、
グ
ループでも楽しめるエクササイズです。場所
も自宅、
クラブ、
ジム、
ステージなど、様々で
す。健やかで幸せな暮らしをずっと続けてい
きたいなら、
ダンスに適した靴を見つけて踏
み出しましょう。

2017 年11月/12月 | 05

特集記事

全般的な健康と
腸内微生物叢の役割
私たちは通常、細菌を病気の原因という負の印象で捉えています。と
ころが、実際には善玉菌と呼べるものもたくさんあります。あえて意識
したことなどないかも知れませんが、あなたの体の中にも細菌が生
態系を形成していて、体を健康に維持するのを助けてくれています。
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私たちの消化管の内部には、10兆とも100兆
とも言われる微生物細胞がいて、複雑なコミ
ュニティを作っています。腸内細菌叢と総称
されるこの微生物の存在は、人体の消化器
系機能を正常に維持し、代謝を調節し、免疫
機能を高め、肥満と戦い、全身を健康に保つ
上で非常に有益な働きをしています。一説に
よると、腸内細菌叢は私たちの脳にまで影響
を与えているそうです。1,2
健康な腸は肥満によって大きく変化します。
また、体重の減少に対しても腸内細菌叢は
敏感に反応します。むしろ、人体の代謝が腸
内細菌叢に影響される、
と言えるでしょう。具
体的には、腸内細菌叢の健康状態によって、
炎症やインスリン抵抗性、脂肪によるエネル
ギー貯蔵が変わってきます。
この３点はいず
れも肥満に関連する重要な領域です。

肥満対策として、健康的な食事と
ライフスタイルの改善によって健
康的な腸内細菌叢を取り戻すのが
望ましいことは研究でも示されて
います。3
最近では腸内細菌叢と脳の相関性が注目を
集めており、脳と腸の間で相互に生化学的な
信号伝達が行われているとする
「脳腸相関」
さらには「脳-腸-微生物相関」が提唱されて
います。脳と腸を結ぶ軸には、神経内分泌
系、神経免疫系、
自律神経系、
その他の部位
も関与しているということです。腸と密接に
関わっている神経系はたくさんあります。
で
すから、腸内細菌叢の健康状態が悪化するこ
とで伝達系統に何らかの支障が生じ、脳機
能に悪影響を及ぼすことは想像に難くありま
せん。
相関性の発見以来、
その確かさを立証する
根拠は続々と発表されてきました。数多くの
研究で、腸内細菌叢の健康状態を改善する
と、
ストレスやうつから自閉症のような遺伝
性疾患に至るまで、
あらゆる症状に好ましい
影響があることが指摘されています。腸内細
菌叢を健康にすれば深刻な精神的症状が治
るというわけにはいかないものの、脳機能へ
の影響力とその可能性を示す証拠は、
ます
ます多くの科学者を探求へと向かわせてい
ます。4,5

1
Guinane, Caitriona M., and Paul D. Cotter. Role of the Gut
Microbiota in Health and Chronic Gastrointestinal Disease:
Understanding a Hidden Metabolic Organ. Therapeutic
Advances in Gastroenterology 6.4 (2013): 295–308.
2
Hsiao, Elaine Y. et al. The Microbiota Modulates Gut
Physiology and Behavioral Abnormalities Associated with
Autism. Cell 155.7 (2013): 1451–1463.
3
Ley R. (2010) Obesity and the human microbiome. Curr
Opin Gastroenterol 26: 5–11
4
L. Desbonnet, L. Garrett, G. Clarke, B. Kiely, et al. Effects
of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal
separation model of depression. Neuroscience, Volume 170,
Issue 4, Pages 1179-1188.
5
Mulle, Jennifer G., William G. Sharp, and Joseph F. Cubells.
The Gut Microbiome: A New Frontier in Autism Research.
Current psychiatry reports 15.2 (2013): 337.

健康的な腸内細菌叢は免疫系と助け合って
不要な微生物を体から追い出すべく働いて
います。腸の健康に良い微生物は、生息域を
広げて養分を奪うことで病原体から体を守っ
てくれます。つまり、不健康な細菌を餓死さ
せるのです。腸内細菌叢には、病気の元にな
る困った微生物を阻害したり殺したりする物
質を分泌するものもいます。6
私たちは腸内細菌叢無くして食べたものを
有効に活用することはできません。一部の腸
内細菌は、
でんぷんや食物繊維、
オリゴ糖な
ど特定の栄養素を分解するのに必要であり
ながら、人間の体では作れない酵素を産生
しています。7
好ましい腸内細菌を増やすには、生きた菌
や酵母などのプロバイオティクスを積極的に
摂取するのが有効です。善玉菌が繁栄する
と、
それだけ多くの資源を使います。一方、悪
玉菌の利用できる資源は少なくなるので、結
果的に体を健康に維持することになります。
プロバイオティクスは発酵食品に存在しま
す。乳製品では、生きた菌で発酵させたヨー
グルトやケフィアがおすすめです。
スパイシ
ーな食べ物が好きならキムチがよいでしょ
う。野菜を乳酸発酵させているので、
プロバ
イオティクスたっぷりです。キャベツを発酵
させたザワークラウトも同様です。腸のため
を思うなら、菌の生きているものを選びまし
ょう。
その他、
テンペ、サワーブレッド、味噌、
発酵豆乳などもプロバイオティクスの豊富
な食品です。

また、飲み物でプロバイオティクス
を摂取することもできます。1日1杯
のコンブチャ（紅茶キノコ）で腸に
プロバイオティクスを安定供給して
いる人もいます。
コンブチャはわずかに酢のような酸味と発
泡性のある発酵飲料です。
ロシアで愛飲され
ている発酵飲料、
クワスを試してみてもよい
でしょう。

Yoon MY, Lee K, Yoon SS (2014). Protective role of gut
commensal microbes against intestinal infections. J Microbiol.
52 (12): 983–9.
7
Clarke G, et al. (Aug 2014). Minireview: Gut microbiota: the
neglected endocrine organ. Mol Endocrinol. 28 (8): 1221–38.
6
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ライフスタイルもまた腸の健康に影響を及
ぼします。必須とはいえない状況で抗生物質
を何度も処方されたことはありませんか。鎮
痛剤（非ステロイド性抗炎症薬）
を常用して
いる人も多いでしょう。
また、抗菌石鹸や疑
似食品が普及し、農薬や除草剤の残留も珍し
くなくなりました。一方では殺菌を徹底した
食品も過剰なほど出回っています。
こういっ
た状況はすべて、腸内細菌叢のバランスを
崩す要因になっています。
グローバル規模で社会がより高度に進化す
るにつれて、細菌の存在に関する人々の認識
も高まり、無菌の清潔な環境を手に入れよう
という動向が強まってきました。確かに、世
界には適切な衛生管理ができず、有害なバ
クテリアやウイルスとの接触から病気や炎症
に苦しむ人の絶えない地域があります。
しか
し、抗菌石鹸や殺菌洗剤ですべての菌を根
絶しようとする先進国の文化は逆方向へ行
き過ぎているかも知れません。
皆さんも、
「あなたの家で最もばい菌に汚染
されているもの トップ10」
といったような、恐
怖心をかきたてるタイトルの記事を目にした
ことはあるでしょう。一読してしまったら、家
全体を
（食材も含めて）消毒したくなるのは
仕方がありません。

菌といっても、すべてが悪者ではな
いということを心にとめておきまし
ょう。菌との共存がなければ、私た
ちの体は不健康な病原菌に対して
もっと脆弱になってしまいます。
幅広い種類の野菜と果物とともに発酵食品
を積極的に食べ、
きれいな水をたっぷりと飲
み、抗生物質や抗菌洗剤の使い過ぎを避け
て、腸内細菌叢が繁栄できる環境を体内に
整えてください。善玉菌を守ってやれば、善
玉菌があなたを守ってくれます。

プロバイオティクスの豊富なザワーク
ラウト 自作レシピ
材料:
新鮮なキャベツ 2.2キロ
塩 大さじ3杯
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キャベツの芯をとり千切りにし、塩 大さじ3杯
を計量しておきます。大きな鍋にキャベツと
塩を交互に入れ、
しっかりと押さえて層状に
詰めていき、一番上の層が塩で終わるように
してください。清潔な布巾を5分間煮沸消毒
します。鍋の上に布巾をかぶせ、布巾の上に
平たい皿を、皿の上に水を入れた瓶を置い
て重しとし、1日置いておきます。1日経ったら
水の上がり具合を確認します。キャベツが完
全に浸るほどの水が出ていなかったら、水1
カップに塩小さじ1杯半を溶かして鍋に注い
でください。
さらに1日か2日ほど置いて、表
面に白いかすが浮いたら掬って捨て、布巾と
皿を清潔なものに取り替えます。
この手順を
2週間毎日繰り返します。少し辛抱して待って
いる間に、キャベツはプロバイオティクスの
豊富な発酵食品になっていきます。2週間後、
表面に泡が出なくなったら、ザワークラウト
の出来上がりです。

このほどライフプラスにボディケア・コ
レクションが加わりました。自然の恵み
をできるだけピュアな状態で取り入れ
た栄養たっぷりの新製品で、頭のてっぺ
んからつま先まで、全身をいきいきと
した潤いのあるお肌にしましょう。

ピュアなオーガニック素材の魅力が詰まったナ
チュラリィのボディケア用コレクションは、栄養
を浸透させるボディローション、爽やかなボディ
ウォッシュ、手を優しく洗い上げるハンドウォッ
シュ、手肌をいきいきとよみがえらせるハンドク
リームの4種類。
ライフプラスがお届けする栄養たっぷりのオー
ガニックボディケア製品をぜひ、毎日の特別なひ
と時にお役立てください。

ボディケア用新製品のラインナップについて、詳しくはウ
ェブサイトwww.naturalii.lifeplus.comをご覧ください。
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利他主義: 人助けが
自分を救う
中国にはこんな格言があります。
「1時間の幸福が欲しければ昼寝を
しなさい。1日の幸福が欲しければ釣りに行きなさい。1年の幸福が
欲しければ遺産を受け継ぎなさい。一生の幸福が欲しければ、他の
誰かを助けなさい。」
過去の偉大な思想家の多くが同様に、他者
を助けることに幸福を見出しています。
そし
て、
その概念は現代の科学によって検証さ
れ、利他主義、つまり私利私欲を離れて他の
人々を助けることが健康を守ると考えられる
ようになっています。
利他主義、思いやり、共感、お世話、手伝いと
いった行為やそうしたいと望む気持ちは、全
般的な健康と長寿に深く関わっているそうで
す。圧倒的な課題がプレッシャーにならない
限り、共感に基づいて行動するとき、
それは
自分のためにもなっているということです。1

具体的には、他人を助けるという
行為で、日々の生活にストレスがも
たらす負の影響がある程度打ち消
されると考えられています。
1年以内にストレスのかかる出来事を経験し
た人を対象に、友人や家族に何らかの具体
的な手助けをしたかどうかを調べたところ、
自分の時間や能力を他の人に分け与えてい
た人々は調査期間中の死亡率が明らかに低
かったことが報告されています。2
利他的な生き方にこのようなメリットがある
のは何故なのでしょうか。要因として考えら
れることはいくつかあります。
まず、誰かを助
けた後のポジティブな感情は、エンドルフィ
ンに起因するものであり、内因性カンナビノ
イドも関与している可能性があります。いず
れも運動中に分泌される快感物質と同じで
す。運動は自分の体のケアにつながる行為
であり、
それに対する報酬としてこの物質が
快さをもたらすのですが、他の誰かを助ける
ことでも同様のことが起きると考えられます。

利他的な行動の後に生じる化学
物質には、多幸感をもたらし痛み
を緩和する作用があります。利他
的な行動でいわゆる「ヘルパーズ・
ハイ」になるというわけです。
また、手助けをする立場になると、
自分がす
でに手にしている物事への感謝の気持ちが
湧いてきます。何かと所有物で比べられる時
代だからこそ、感謝の気持ちを大切にするこ
とに深い意義を感じられるのではないでしょ
うか。感謝の気持ちで満たされれば、欲望を
手放して、今この瞬間をより自由に生きるこ
とに幸せを見出せます。
人助けをしている間は、
自分自身が抱えてい
る問題から離れていられます。誰かの役に立
つことに意識が向くので、
自己の内部でネガ
ティブな思考が空回りしたり、
自分の問題で
頭がいっぱいになったり、
といった状況から
脱することができます。研究によると、何らか
の病症を抱えていても、似たような病症に悩
んでいる人の相談に乗っていると、
自分の苦
痛や障害も和らぐように感じる傾向が認めら
れたということです。3
助け合いと思いやりのある生活から生まれ
る幸福感は、特別なものです。
カリフォルニ
ア大学ロサンゼルス校とノースカロライナ大
学は、革命的な研究でこの点を浮き彫りにし
ました。科学者は幸福感と炎症の関連性に
着目し、がんや他の慢性非感染性疾患の根
本に関与しているのではないかと考えまし
た。炎症はストレス度の高い生活をしている
人により多く見られます。
このようにストレス
と炎症が連携しているのなら
「幸せ」に暮ら
す人は炎症を起こしにくい、
と予想されるで
しょう。
ところが事実は少し違いました。

Carter, Sherrie Bourg. Helper’s High: The Benefits (and
Risks) of Altruism. Psychology Today. Sussex Publishers, 04
Sept. 2014. Web. 13 July 2017.
4
Fredrickson, Barbara L. et al. A Functional Genomic
Perspective on Human Well-Being. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America
110.33 (2013): 13684–13689. PMC. Web. 13 Aug. 2017.
3

Post SG. Altruism, happiness, and health: it’s good to be
good. Int J Behav Med. 2005;12(2):66-77.
Poulin, Michael J. et al. Giving to Others and the Association
Between Stress and Mortality. American Journal of Public
Health 103.9 (2013): 1649–1655.

1

2
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自分にとって喜ばしいことから幸せ（快楽追
求型の幸福）
を感じている人には高率で炎
症が認められました。
これに対して、利他的
な善行に幸せ（徳の高い幸福）
を感じている
人は炎症レベルが低いことが分かりました。4

私たちは折に触れて、他人を助け
ていい気分になるのは良いこと
だ、と認める必要があるかも知れ
ません。
それは決して自分勝手なことでも間違いで
もなく、いい気分を存分に味わって良いの
だ、
と肯定するべきです。
あなたの行動が、他
の誰かの暮らしをより良いものにしたのな
ら、
それはすばらしいことです。
その喜びを
実感するのに罪悪感を意識する必要はあり
ません。

罪悪感にとらわれず、ポジティブな
感情に意識を向けることで、あな
たの人生によりポジティブな物事、
人々、アイデア、経験が引き寄せら
れてきます。

単におやつをもらった子供より
も、他の誰かにおやつをあげると
いうタスクを実行した子供の方が
より大きな幸せを実感したという
ことです。5

利他的行動とポジティブ思考の利点は連携
して、人生をよりすばらしい体験と幸せな気
持ちで満たされたものにしてくれます。

これはまさに私たちに人助けの欲求が備わ
っていることの証です。人助けに喜びを感じ
ることに、何ら問題はないのです。人の役に
立ちたいという気持ちは善意であって、
自分
勝手な理由で行動に出ている訳ではありま
せん。実行して良い気分を味わえるのは、
ちょ
っとした役得というものです。

研究によると、他者の力になりたいという欲
求は人間に生まれつき備わっているそうで
す。せっかくですから、
そのまま受け入れまし
ょう。
ブリティッシュ・コロンビア大学の科学
者は、利他主義の恩恵はわずか2歳の子供で
も享受できることを明らかにしました。

Aknin LB, Hamlin JK, Dunn EW. Giving Leads to Happiness
in Young Children. PLOS ONE 7(6): e39211. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0039211.

5
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栄養

冬の恵みを食卓に
気温が下がって日が短くなってくると、気分も活力も健康状態も低下しがち
です。冬こそ食べるものをきちんと選んで、家族全員の健康と幸せを守りま
しょう。この季節に積極的に取り入れたい食材をいくつかご紹介します。

カボチャ

カボチャはビタミンAとカロテノイドが豊富
です。いずれも、免疫機能、視力、細胞の成
長、皮膚の健康に関わっている栄養素です。
また、食物繊維の摂取源としても優れていま
す。血糖値を安定させたい、腸の健康を促進
したい、
コレステロール値を健康的な範囲
に維持したいといった方に有用です。1

キャベツをコールスローにすればどんな食
事にも付け合わせとして出せますし、
レタス
の代用にもなります。
また、炒めものやスー
プにも適しています。

ビーツ

濃い赤のビーツはほんのり甘い素朴な風味
の根菜です。
カリウム、ビタミンA、ビタミンB
複合体（特に葉酸）
、ビタミンC、
そして変性疾
患に対抗する抗酸化物質が豊富です。3,4

サラダに加えると鮮やかな彩りと栄養素を足
すことができます。
レンズ豆の料理や根野菜
ローストにもよく合います。他にも、ハマスに
混ぜたり、
グリルで焼いたり、
スープやマッシ
ュ、
スライス、漬物にしたりと様々な使い方が
できます。
ビーツで単調になりがちな冬の食
卓に色を添えつつ、硝酸塩の摂取量を増や
しましょう。硝酸塩は体内で一酸化窒素に変
換されます。一酸化窒素は、血圧と血液循環
を正常な範囲に維持する上でシグナル伝達
分子として重要な役割を果たしています。

タマネギ

冬のカボチャは甘みがあるので、お子様向け
にも活用できます。寒い夜の食事には、
ロー
ストしたカボチャを添えると良いでしょう。
カ
ボチャはスープやソースに簡単に混ぜ込め
ますので、
好き嫌いの激しい人に栄養価の高
い食事をとってもらいたい時にも便利です。

キャベツ

キャベツは冷涼な気候でよく育つので、冬の
葉野菜として活躍してくれます。強力な抗酸
化作用があり、免疫系を強化するビタミンC
をたっぷりと含んでいますので、風邪やイン
フルエンザの流行しやすいこの時期にぜひ
取り入れたい食材です。キャベツは硫黄分
の良い摂取源です。硫黄は生きている細胞
の全てが必要とするペプチド、
グルタチオン
の産生に欠かせません。
グルタチオンは体内
で産生される抗酸化物質の多くの働きを助
けています。キャベツと近い種であるブロッ
コリーやケール、芽キャベツなども冬に嬉し
い栄養たっぷりの野菜です。

栄養価のある野菜としてよりも、刻んでいる
と涙が出てくることで知られているタマネギ
ですが、実は冬の健康を助けてくれる様々な
栄養素を含有しています。
タマネギには、抗
発がん作用のある化合物や、抗生物質、抗喘
息作用のある物質、抗血栓性のある化合物
などが含まれています。
また、
タマネギの油
分は、悪玉コレステロール (LDL) を減らし、
善玉コレステロール (HDL) を増やすことが
示されています。5,6

普通のタマネギと紫タマネギでは栄養成分
が異なります。両方を取り入れて、
より幅広い
栄養を確保しましょう。
タマネギはとても使
い勝手の良い野菜です。
スープ、サラダ、パス
タ、
ローストなど、
どんな料理でもおいしく食
べられます。
タマネギを使えない料理はない
と言っても過言ではありません。

オレンジ

オレンジ、
ライム、キンカン、文旦、
グレープフ
ルーツ、みかんなど、冬は柑橘類の旬です。
柑橘類がビタミンCの宝庫であることは皆さ
んもご存知の通りです。
さらに、食物繊維、葉
酸、
カリウム、ビタミン、
ミネラル、健康増進に
役立つフィトケミカルなど、たくさんの成分
が含まれていることはご存知でしょうか。7

柑橘類の果物はおやつにぴったりです。サラ
ダに和えたり、
グリルで焼いたりして食べる
方法もあります。絞り汁と削った皮（皮には農
薬が残留しやすいので、ピールにしたい場
合はオーガニックを選びましょう）は、サラダ
のドレッシングやマリネ、
ソース類に加えるこ
とができます。柑橘類の爽やかな風味で、暗
い冬の夜の食卓を明るいものにして下さい。

1
Office of Dietary Supplements—Vitamin A. NIH Office of
Dietary Supplements. U.S. Department of Health and Human
Services, n.d. Web. 02 Aug. 2017.
2
Kataya, Hazem A. H., and AlaaEldin A. Hamza. Red Cabbage
(Brassica Oleracea) Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats.
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine:
eCAM 5.3 (2008): 281–287. PMC. Web. 2 Aug. 2017.
3
Joseph Kanner, Stela Harel, and Rina Granit. Betalains—A
New Class of Dietary Cationized Antioxidants. Journal of
Agricultural and Food Chemistry 2001 49 (11), 5178-5185.
DOI: 10.1021/jf010456f.
4
Wang M1, Goldman IL. Accumulation and distribution of free
folic acid content in red beet (Beta vulgaris L.). Plant Foods
Hum Nutr. 1997;50(1):1-8.
5
Griffiths, G., Trueman, L., Crowther, T., Thomas, B. and Smith,
B. (2002). Onions—A global benefit to health. Phytother. Res.,
16: 603–615. doi:10.1002/ptr.1222.
6
Vidyashankar, S., Sambaiah, K., and Srinivasan, K. (2008).
Dietary garlic and onion reduce the incidence of atherogenic
diet-induced cholesterol gallstones in experimental mice.
British Journal of Nutrition, 101(11), 1621-1629. doi:10.1017/
S0007114508118748.
7
Nutritional and health benefits of citrus fruits1. Food, nutrition
and agriculture 24 Nutritional and health benefits of citrus
fruits1. N.p., n.d. Web. 02 Aug. 2017.
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運動後の
栄養を考える
運動をした後は、エネルギー補給、筋肉増強、損傷
の修復、
そして運動中に急増したフリーラジカルか
ら体を守ること、以上4つを栄養面で考える必要が
あります。
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具体的には、1点目については水分とグリコー
ゲン、2点目と3点目についてはタンパク質、4
点目については抗酸化物質を摂取すること
が鍵となるでしょう。
これで主なニーズは満たすことができます
が、運動後の食事で気をつけるべきこととそ
の理由にはもっと深いものがたくさんありま
す。運動後の食事を適切にすれば、筋肉の痛
みを和らげ、体脂肪を効率よく燃やし、全体
的なエネルギー水準を高め、早期回復を促
進し、免疫系を強化することができます。

エネルギー

人間の体内では、エネルギーはグリコーゲン
として蓄えられています。グリコーゲンはでん
ぷんに似た複雑な分子ですが、ブドウ糖のよ
うな単純な構造の糖（体にとって有用な主要
炭水化物）で構成されています。運動すると
きはどんな動作でもグリコーゲンの力が発
揮されます。体を激しく動かすと、それだけ多
くのグリコーゲンが消費されます。ですから、
かなりの運動をした後は、エネルギー源を取
り戻さなければなりません。体は食事から得
られる複合炭水化物を使って体内のグリコー
ゲンを望ましい水準に戻します。1

複合炭水化物は持続性に優れたエ
ネルギー源として知られています。
つまり、運動の前にも後にも望ま
しい栄養なのです。

運動すると汗をたくさんかきます。発汗で水
分を失うと、疲労につながります。運動を始
めて30分もすると、軽度の脱水症状が生じま
す。これがやがて、頭痛、疲労、過敏反応の
原因となります。長時間の運動や激しい運動
をすると、体重の6～10%もの水分を発汗で
失う可能性があります。2
脱水による疲労を防ぐには、運動前、運動
中、運動後に水をたっぷりと飲むことが重要
です。

筋肉の修復と成長

運動（特に筋力トレーニング）をすると、ミク
ロのレベルで筋肉組織に損傷が生じます。損
傷と言っても、筋肉量を維持し増やしていく
上では自然で健康的な過程にすぎません。
運動後の体は自力で修復をしなければなり
ません。
筋肉組織の修復と再構築は、損傷した古い
タンパク質を分解し、新しいタンパク質を合
成することによって進みます。これはタンパク
質のターンオーバー（代謝回転）と呼ばれま
す。ターンオーバーを行うには、タンパク質を
摂取する必要があります。3
質の高いタンパク質の摂取源としては、低脂
肪の肉、卵、乳製品などがあります。ベジタリ
アンやビーガンの方も様々な食品からタンパ
ク質が摂取できます。ただし、タンパク質に
なるアミノ酸を全種類含んでいる植物性食
品はほとんど存在しません。レンズ豆やピー
ナッツなどの豆類と玄米や全粒小麦などの
穀類を組み合わせて、タンパク質のもとにな
る栄養を確保してください。
例えば、全粒穀物のパンにピーナッツバター
を塗ったものは、筋肉作りに役立つ手軽なお
やつになります。他にも、黒豆と玄米、全粒
粉のピタパンとハマス、豆のスープとクラッカ
ー、ナッツとシードのローストといった組み合
わせもおすすめです。4

複合炭水化物は、オートミール、玄米、キヌ
ア、ジャガイモ、豆類、全粒穀物に含まれてい
ます。精白されていない穀類から作られる
（全粒小麦に限りません）パン、シリアル、パ
スタも、複合炭水化物が豊富なので、エネル
ギー補給用の食品として適しています。

Jentjens R, Jeukendrup A. Determinants of post-exercise
glycogen synthesis during short-term recovery. Sports Med.
2003;33(2):117-44.
2
Fit Facts. Healthy Hydration. American Council on Exercise.
2008.
1

必須アミノ酸や分岐鎖アミノ酸を
単独（遊離）状態で摂取できるス
ポーツ飲料なら、筋肉中のタンパ
ク質の再構築に必要な栄養がスム
ーズにとり込めます。

Andrews, Ryan. All About Post-Workout Nutrition. Precision
Nutrition. N.p., 05 July 2016. Web. 15 July 2017.
4
Shereen Lehman. Vegan? Learn How to Best Combine
Proteins. Verywell. N.p., n.d. Web. 15 July 2017.
3
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また、就寝前にタンパク質の豊富な軽食をと
ると、さらに筋肉の回復に有益なことも明ら
かになっています。運動した日の夜は体を回
復させるチャンスです。寝る直前に少量のタ
ンパク質を摂取すると筋肉のタンパク合成が
促進され、全身のタンパク質がバランスよく
調整されるそうです。5
激しい運動をした翌朝は、タンパク質の豊富
な朝食で体をサポートしましょう。タンパク質
を追加すると、筋肉の回復と成長をさらに助
けるだけでなく、前日の運動の「ご褒美」とし
て食べ過ぎてしまうのを防ぐことができます。
しっかりと体を動かした後は、不健康なおや
つや大量の食事で気持ちを満たしたくなるか
も知れません。
「これくらいなら大丈夫」
「同
じくらいのカロリーは消費済み」といったよう
に心の中で正当化するのも、運動後なら簡単
です。タンパク質の豊富な朝食をとっておけ
ば、一日の食欲を上手に抑えて、ご褒美と称し
て余分なものを食べるのを防げます。6

抗酸化活性

体内のフリーラジカルは運動中に急増し、酸
化ストレスで体内に損傷をもたらします。酸
素フリーラジカルや各種の活性酸素は、運動
に起因する酸化ダメージの根本に関与してい
ます。このような損傷を防ぐには、運動後に
抗酸化物質をたっぷりと摂取するのが賢明
です。
フリーラジカルは本来対になっているべき電
子の一方を失った不安定な分子で、反応をお
こしやすい性質があります。失われた電子を
取り戻すため、フリーラジカルは別の原子や
分子から電子を盗み、新たなフリーラジカル
を生みます。その連鎖反応はタンパク質や細
胞膜など敏感な構造部に損傷を与えます。抗
酸化物質は安定した状態を保ちつつ電子を
分け与えることにより、フリーラジカルの連
鎖反応を終わらせます。

たいていの果物や野菜には多少
なりとも抗酸化物質が含まれてい
ます。概して、色の鮮やかな食材ほ
ど、抗酸化物質の含有量は高い傾
向にあります。
ブドウ、ブルーベリー、チェリー、濃い緑色の
葉野菜、サツマイモは特に抗酸化物質が豊富
な食品です。淹れたてのお茶も抗酸化物質が
たっぷりです。
時間にして連続で45分間以上、ウエイトトレ
ーニングやインターバルトレーニング、持久力
強化エクササイズをした後は、栄養面の対策
が必要になります。近所で犬と散歩する、自
転車でちょっとした買い物に出かける、とい
った身体活動はずっと軽いものですので、集
中的なトレーニングほどの栄養ニーズはあり
ません。ここを混同しないことも大切です。

研究によると、筋肉のタンパク合成率は、筋
力強化トレーニングの4時間後に50%、24時
間後に100%以上に達するということです。運
動後はなるべく早くタンパク質を摂取して、寝
る前にも軽く足しておくことで、運動の成果
を最大限に引き出しましょう。7
Res PT1, Groen B, Pennings B, et al. Protein ingestion
before sleep improves postexercise overnight recovery. Med
Sci Sports Exerc. 2012 Aug;44(8):1560-9. doi: 10.1249/
MSS.0b013e31824cc363.
6
Leidy, Heather J. et al. Neural Responses to Visual Food
Stimuli After a Normal vs. Higher Protein Breakfast in BreakfastSkipping Teens: A Pilot fMRI Study. Obesity (Silver Spring, Md.)
5
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19.10 (2011): 2019–2025. PMC. Web. 8 Aug. 2017.
MacDougall JD, Gibala MJ, Tarnopolsky MA. The time course
for elevated muscle protein synthesis following heavy resistance
exercise. Can J Appl Physiol. 1995 Dec;20(4):480-6.
8
LiLi Ji. Oxidative stress during exercise: Implication of
antioxidant nutrients. Free Radical Biology and Medicine
Volume 18, Issue 6, June 1995.
7

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。

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

ペリウィンクル － ヒメツル
ニチニチソウ
記憶力を改善したい、老化現象から脳を守りたい、そんな方に、小さ
な紫色の花が役立つ時が来るかも知れません。

ヨーロッパ中部・南部原産のペリウィンクル
は、園芸に人気のある植物です。葉は通年緑
で、地面を効率よく覆い、春と夏に次々に花
を咲かせ、雑草を防いでよく育つので、世界
中で好んで植えられています。
日本ではヒメ
ツルニチニチソウと呼ばれています。冬も美
しい緑を保ってくれるだけでなく、古くから
民間療法に使われてきた歴史もあり、近年で
は認知機能の保護という観点から研究が進
められています。
ペリウィンクルの作用は他の様々な薬用植物
と同様、昔の薬師によって見出されてきたも
ので、記憶力を補助し脳の健康をサポートす
ると考えられています。
その他、下痢や扁桃
炎、むくみ、腸の痛みなど、
あらゆる症状の改
善を目的に使われてきました。

収れん性のあるハーブとして、
マン
サクと同じように口に含んで口内
炎の痛みを和らげる、といった使
い方も知られています。
現代の研究では、ペリウィンクルには50種類
以上のアルカロイドが含まれていることが明
らかにされました。1 なかでもビンカミンとい
う成分から合成できるビンポセチンは、脳の
健康に関する研究で、脳卒中などによる損傷
から脳を守る働きが注目されています。

Khanavi, M.; Pourmoslemi, S.; Farahanikia, B.;
Hadjiakhoondi, A.; Ostad, S. N. (2010). Cytotoxicity of
Vinca minor. Pharmaceutical Biology. 48 (1): 96–100. PMID
20645762. doi:10.3109/13880200903046187.
2
Bönöczk P, Panczel G, Nagy Z. Vinpocetine increases
cerebral blood flow and oxygenation in stroke patients: a near
1

ペリウィンクルの有効成分に関する有力な
研究は、ビンポセチンに焦点を当てたもの
が大半ですが、ビンカミンにも認知機能を促
進する向知性作用を目的とした用途があり
ます。

予備研究によると、いずれの成分
も、認知症、アルツハイマー病や短
期的な記憶喪失に悩んでいる人々
に利点をもたらすと考えられます。
慢性的な脳血管虚血（脳の特定の部分で血
流が不十分になる）のある人々を対象に行
われたある小規模試験では、14日間ビンポ
セチンを摂取した後、血流の改善が最も必
要な脳領域で認められました。2 同等の被験
者を対象としたより大がかりな研究でも、16
週間のビンポセチン補給後に認知能力検査
の結果が向上したことが報告されています。3
健康な状態にある脳を保護する、
という観点
からは、2005年に3ヶ月にわたる試験が実施
されました。
その結果、ビンポセチンは認知
機能に影響を及ぼさず、血管の直径を広げ
る作用があることが確かめられました。4

その他の研究の成果も受けて、ペリウィンク
ル関連のサプリメントが普及するようになっ
ています。花を使ったお茶は苦味があるの
で、蜂蜜やその他の天然甘味料を加えて飲
まれています。
血流を妨げるダメージが脳に生じると、認知
症や記憶障害が起こりやすくなります。

ペリウィンクルに含まれる化合物
に、血流を復活させたり改善した
りといった作用があるなら、
その紫
色の花が秘めた力を貸してくれる
かも知れません。
ペリウィンクル (Vinca minor, ヒメツルニチ
ニチソウ) にはマダガスカル原産のもの
(Catharanthus roseus ニチニチソウ) があり
ますが、混同しないよう気をつけてください。
後者は生薬の長春花や、がんの化学療法に
使われる強力な化合物ビンクリスチンと、
そ
の誘導体であるビンブラスチン、ビンデシ
ン、ビノレルビンの原材料になっています。
名前も見た目もよく似ていますが、別種の植
物で、含有している成分も違います。

ペリウィンクルから抽出した成分をサプリメ
ントで摂取すると、様々な形態の認知症のあ
る人々で認知能力や日常的な行動の改善が
認められたことも、複数の研究で示されてい
ます。5

infrared spectroscopy and transcranial Doppler study. Eur J
Ultrasound. 2002 Jun;15(1-2):85-91.
Hindmarch I, Fuchs HH, Erzigkeit H. Efficacy and
tolerance of vinpocetine in ambulant patients suffering
from mild to moderate organic psychosyndromes. Int Clin
Psychopharmacol. 1991 Spring;6(1):31-43.

3

Kemény V, Molnár S, Andrejkovics M, et al. Acute and
chronic effects of vinpocetine on cerebral hemodynamics and
neuropsychological performance in multi-infarct patients. J
Clin Pharmacol. 2005 Sep;45(9):1048-54.
5
Nagy Z, Vargha P, Kovacs L, Bonoczk P. Meta-analysis of
Cavinton. Praxis. 1988 September 15;7(9):63-8.
4
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四本足の親友
人類の最良の友と充実した時間を過ごすと、気分や健康状態、社会
生活に好ましい影響が期待できます。ペットとして生活をともにする
犬やその他の動物たちは偽りのない仲間です。ペットとの関係がも
たらす健康上の利点は、あらゆる男性にも享受できるものです。

まず、犬は散歩が必要です。
そして、
あなたも
体を動かす必要があります。現在一般的に推
奨されている運動量は週あたり2時間半程度
ですが、犬を飼っている人たちは犬と散歩に
出かけることで比較的容易に達成できる場
合が多いようです。1日2回、短い散歩でも、続
ければ結構な量になります。散歩を長めにし
たり、出かける回数を増やしたり、
あるいはペ
ースを上げてランニングを兼ねたりすると、
犬も飼い主もよりよい効果を得ることができ
ます。1,2

老年学の専門誌には、犬の散歩を続けてき
た高齢者は、ボディマス指数が低めで、
日常
生活を制限する要素が少なく、医者にかかる
回数も少なめで、
より頻繁に運動を行ってい
る、
という調査結果が掲載されています。毛
むくじゃらの友の世話という単純な習慣に
3
は、
こんなにもたくさんの利点があるのです。
以前ほど出かける機会のなくなった高齢男
性にとって、ペットは幸福感や満足感を与え
てくれる忠実ですばらしい仲間となります。
最近のハリス世論調査によると、飼い主の
95%はペットを家族の一員と認識していま
す。
その親近感は、良好な家族関係と同様の
利点をもたらします。
若い独身男性や妻と死別した中高年の男性
は孤独や抑うつに陥りがちですが、ペットと
いう仲間がいれば、話しかけたり抱っこをし
たりして、落ち込まずに済みます。

また、飼われている動物は、食事
や散歩、コミュニケーション、
しつ
けなどで常に飼い主を頼りにして
います。よって、ペットの存在は飼
い主に責任を意識させます。

日々の散歩の積み重ねはさらに大
きな利点をもたらします。ペットの
世話をしてこなかった男性と比べる
と、長年犬と歩いてきた男性は、70
代や80代になっても体の動きが良
好で、全般的な健康状態もより優
れている傾向があるそうです。
How Much Physical Activity Is Needed? Choose MyPlate,
United States Department of Agriculture, 21 June 2016, www.
choosemyplate.gov/physical-activity-amount.
2
Sturt, Kristen. The 10 Health Benefits of Dogs (And One
Health Risk). The Huffington Post, TheHuffingtonPost.
com, 23 Sept. 2016, www.huffingtonpost.com/entry/
the-10-health-benefits-of-dogs-and-one-health-risk_
us_57dad1b8e4b04a1497b2f5a0.

誰もが仕事のストレスに苛まれている現代、
四本足の友達に寄り添うだけでも嬉しい効
果があります。ペットを撫でるという行為は、
血圧を下げ、
リラックスした状態に導くホル
モンの分泌を促進し、
ストレス性のホルモン
を低減させる作用があります。

犬はしばしば独身男性が人と交流する機会
を増やしてくれます。犬を飼っている人なら
ご存じのように、犬と散歩に出ると、歩道や
公園で人とちょっとした話をすることがよくあ
ります。
ペットとの暮らしには、
ウエスト周りが健康的
になったり、
よりエネルギッシュに良好な気
分でいられたり、
ストレスを減らしたり、血圧
やコレステロール、
トリグリセリド値を下げ
たりと、心臓血管系の健康に好ましい、心臓
発作のリスク低減につながる要素がいっぱ
いあるのです。心臓発作にみまわれたとして
も、犬をかっている人のほうが予後がよいと
いう驚くべき報告もあります。4

1
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Angela L. Curl, Jessica Bibbo, Rebecca A. Johnson. Dog
Walking, the Human–Animal Bond and Older Adults’ Physical
Health. The Gerontologist, gnw051.
4
Staff. Owning a Pet May Protect You from Heart Disease.
3

Heart.org, American Heart Association, 2 May 2017, www.
heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/Owning-a-Pet-MayProtect-You-from-Heart-Disease_UCM_453586_Article.jsp#.
WZMc3YiQzIU.

犬は少年のよき友ともなり得ます。研究によ
ると、犬のいる家庭で育った子供は大人にな
ったときのアレルギーの発症率が低い傾向
にあるということです。両親にアレルギー症
状がある家庭でこそ、検討してみる価値があ
るかも知れません。

相応の責任も伴います。決してよく考えずに
飼い始めてはいけません。動物を飼うことは
自分のライフスタイルに合っているでしょう
か。ペットの世話を適切にするだけの時間と
エネルギーはありますか。
イエスと答えられ
るなら、ペットの里親を探している団体はた
くさんありますので、問い合わせてみましょ
う。毛皮を着た家族を迎え入れる余裕がな
い場合は、動物を保護しているシェルターで
ボランティアとして活動すると、ペットを飼う
のと同じくらい有意義な経験ができます。

また、青少年は犬の世話を通じて、
責任感を持ち、思いやりや共感を
学ぶこともできます。5

5
Bernd Holscher, Christian Frye, H. Erich Wichmann, Joachim
Heinrich. Exposure to pets and allergies in children. Pediatric
Allergy and Immunology, 2002 13:334–341.

ペットとの暮らしはすばらしいものですが、
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中高年の体力づくり

中高年にヨガがよいことはよく知られています。ヨガの他にも、太極
拳やウォーキングクラブ、水泳、瞑想などを検討している方もいらっ
しゃるでしょう。年配の方にとってヨガは負荷が軽く効果の高い運
動方法ですが、ヨガが唯一の解決策とは限りません。

老化のプロセスを止めてしまうことはできま
せんが、定期的な運動と適切な食事、支え合
える社会的な関係、そしてポジティブな展望
を心掛けることで、老化を大幅に遅らせるこ
とは可能です。5,000人以上の成人を対象に
したある研究では、定期的に運動している
人は、座っていることが多くあまり動かずに
生活している人よりも、細胞レベルまで若い
ことが突き止められました。染色体の端を守
るテロメアは、定期的に運動する人のほう
が顕著に長いのだそうです。
また、テロメア
が短いと10年分の加齢が現れるとも推定さ
れています。1

好きなことをして楽しむ、
それだけのことで1
日幸せな気分でいられるという利点もありま
す。
また、
体を動かすと、気分を良好にする物
質が体内で生成されます。
よって、
人生に対す
るポジティブな姿勢にふさわしい気分や考え
方が維持しやすくなります。年齢を重ねるに
つれて、ポジティブ志向を維持しにくくなるの
はよくあることです。特に、運動をせず、体が
弱ってしまうと気持ちが望ましくない方向に
向かいがちです。
体力づくりを心掛け、
心身共
に健康的でいられるようにしていれば、
より
ポジティブな感情や体験が引き寄せられてき
ます。
この原則に年齢は関係ありません。

テロメアは、靴ひもの両端にある小さなプラ
スチックの鞘に例えることができます。
その
役割は、靴ひもが端から擦り切れてしまわな
いよう、守ることです。
それでも時間の経過と
ともに摩耗し、やがて靴紐はその役割を終え
ます。私たちの体内では、
テロメアが劣化す
ると細胞の老化が進んで細胞死に至ります。
これが加齢現象のもとになっています。
テロ
メアの短さは、脳卒中や心血管疾患、がんな
ど、加齢に伴って生じる傾向のある様々な病
気との関連性が指摘されています。

最大限の成果を有効に得るには、数種類の
アクティビティをルーチンにするのがおすす
めです。異なる動作をこなせば、全身を存分
に動かすことができます。中高年になってか
らの体力づくりに向いている楽しいアクティ
ビティの例をいくつかご紹介しましょう。

定期的な身体活動は、細胞の老化
に対抗する以外にも、多くの利点
をもたらします。
運動は筋肉量の維持を助けてくれます。
ま
た、蓄積された脂肪を減らし、エネルギーを
高め、気分を向上させます。
さらに、可動域の
維持、痛みの軽減、
自信の向上、転倒防止な
ど、たくさんの効果が期待できます。つまり、
アクティブでいれば、
シニア層になっても、好
きなことを楽しみながら生きていけるという
わけです。
自分の目標や個性に合ったアクティビティを
見つけることは大切です。
ヨガを楽しいと思
えないなら、毎日クラスに通うことは困難で
す。お友達と一緒に近所をウォーキングする
ほうが楽しいと感じるのであれば、
ヨガにこ
だわらず楽しい方を選べばよいでしょう。
自
分で選んだアクティビティを楽しんでいれ
ば、長続きする可能性が高くなります。
Larry A. Tucker. “Physical activity and telomere length in
U.S. men and women: An NHANES investigation.” Preventive
Medicine, July 2017, Vol. 100.
2
Lomas-Vega, R., Obrero-Gaitán, E., Molina-Ortega, F. J. and
1
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太極拳

太極拳は動作がゆっくりしている点と衝撃性
が低い点でヨガに似ています。たいていは指
導者のいるグループで行われています。
ヨガ
も太極拳も、バランス維持能力と筋肉強化に
有効です。いずれも高齢になったときの可動
性維持と転倒防止の鍵となる要素です。研究
によると、
日常的に太極拳を実践することで、
転倒のリスクのあるシニアが50％近くもその
リスクを低減できたということです。太極拳
は、
自力で立てない、
あるいは歩けない高齢
者にもアレンジして楽しめるエクササイズで
す。2

ウォーキング

ウォーキングは、足に合った靴さえあれば他
に特別な道具を必要とせず、
どこででも楽し
める簡単で効率の良い運動です。
ウォーキン
グ・クラブに参加すれば血液の循環が良くな
ります。
これは脳の活動にも有益です。
また、
他の人たちと一緒に歩けば、思わぬ事故が
あっても助け合えるので安全性が高まりま
す。加えて、気が乗らないときでも、仲間が待
っていると思えば出かけようと思うものです。
歩きながら友人と話をするのは、脳に良いこ
とです。人との会話は健康的な認知機能を維
持する最善の方法のひとつなのです。社交を
兼ねたウォーキング・クラブの活動は、孤独
を防ぎ、気分を全般的に高めてくれます。

エクササイズ用の機器

サイクリングは好きだけれど路上を走るには
不安だという方は、エアロバイクを試してみ
て下さい。
自宅やジムの安全な環境で、転倒
の心配なく同等のエクササイズができます。
思わぬところに突然現れる穴や障害物を気
にする必要もありません。
スキー、階段昇降、
ジョギング、
ローイングも固定器機を利用し
て楽しめます。屋外で体を動かすのと同じく
らいの運動ができるだけでなく、大抵の機器
に手すりや心拍モニターなどの安全装置が
付いています。

重量挙げ

一般的に成人は30代後半から40代にかけて
加齢による筋肉の損失が始まります。
アクテ
ィブとはほど遠い生活では、10年ごとに5%
の筋肉が失われていきます。何の対策もせ
ずにいると、可動性が制限されたり、バラン
ス調整がうまくいかなくなったり、転倒のリス
水泳
クが高まったりします。加齢に伴う筋肉の減
水泳、水中歩行、水中エアロビクスといった
少を防ぎ、失った筋肉を取り戻すには、筋肉
エクササイズは、転倒のおそれがあるシニア
に負荷をかける運動が必要です。
ジムでウェ
にぴったりの選択肢です。水中では浮力が働
イトトレーニングや水泳をしてもよいです
くので、安全な環境で筋肉を動かすことがで
し、食料庫にある缶詰をウエイトのかわりに
きます。
また、水の抵抗があるため、筋力を強
上げ下げしても構いません。高齢になってか
化し筋肉を増やす効果も期待できます。水泳
らでも、筋肉をつけることはできます。
また、
は有酸素運動と筋力トレーニングを兼ねた
効率的な運動方法です。衝撃性が低いので、 すでにバランス調整に不安があり座っている
ゴムバンドの抵抗を利用
関節炎や関節痛のある方にもおすすめです。 ことが多い人でも、
したエクササイズなら気軽に筋力トレーニ
ングを始めることができます。3

Del-Pino-Casado, R. (2017). “Tai Chi for Risk of Falls. A Metaanalysis.” J Am Geriatr Soc. doi:10.1111/jgs.15008.
3
Sarcopenia With Aging. WebMD, www.webmd.com/
healthy-aging/guide/sarcopenia-with-aging#1.
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家族の健康

子供の目線から
子供たちの世界観と関わり方は大人のそれとは異なります。私たち
大人は子供時代とは違った物事の見かたをするようになって久しい
のではないでしょうか。時には子供の目線について改めて考えてみる
ことで、適切な節度や期待値が見えてくるかも知れません。

13歳くらいまでの子供は、物を見る能力が未
完成の状態です。大人にとって当然のことで
も、子供たちはひとつひとつ学び、身に着け
ていかなくてはなりません。例えば、大人は
影のつきかたで物の凸凹を判断できます。
ま
た、判断材料や特別な理由のない限り、光は
真上から当たっているものと想定します。
と
ころが子供はそのような予測はしません。
日
光や電灯の光が通常上方から照らしてくると
いう事実と結び付けて考えたりもしません。1
子供たちにはまだ、
こういった仮説は立てら
れませんが、事象の起こる理由については非
常に強い好奇心を持っています。
その好奇心
は大人にも恩恵をもたらしてくれるかも知れ
ません。

子供たちは好奇心の力で学び、成
長していきます。大人になったから
といって、学習と成長を止めてしま
う必要はありません。学び続ける
べき理由はたくさんあります。子供
の好奇心の強さを取り入れると、
脳を保護し、認知機能の低下を防
げる可能性があります。
子供と一緒に好奇心を躍らせて、親子でその
利点を享受しましょう。子供は世界の仕組み
についてより深く理解できるようになります
し、親は認知能力を保護することができま
す。親子で世界を探り学ぶ体験は、家族の絆
を強め、すてきな思い出をたくさん作ること
にもつながります。2

例えば、子供が子供部屋にいない間におも
ちゃの配置を変えてみます。
そして、子供が部
屋に戻ったら、何がどう変わったか探す遊び
をします。
また、今の配置のほうが好きか、
そ
れはなぜか、
といった問いかけをするのも効
果的です。

どこにいても周囲の世界に興味を
示すということを、自らお手本とな
って子供に見せてやりましょう。
外へ散歩に出かけたら、樹木や建
物、車、
その他目にする様々なもの
について子供に質問をしてみて下
さい。
「どうしてあの木は葉の色が変わっているの
かな」
「れんが造りの家と木造の家はどっち
が好きかな」
といったように、
オープンな問
いかけをすることで好奇心を引き出すことが
できます。
「～についてはどう思うかな」
「～
は好き？」
もよく使える質問です。
イエスかノ
ーかの単純な返答で済んでしまうような質
問のしかたは避けて下さい。
外にいる間は子供の関心をヒントにすると
よいでしょう。子供たちは興味をひきつけ、想
像力が広がるようなアクティビティを通じて
多くを学びます。

好奇心が強い子ほど、
より多くを学びます。子
供の好奇心を育むと、生涯にわたって学ぶこ
とを楽しむ姿勢が身に付きます。
ごく簡単な
ことでも、
好奇心を刺激する体験にできます。

子供が音楽に興味を示すなら、ダ
ンスや歌、楽器を演奏するといっ
た体験を一緒にすればよいです
し、自然が大好きな子なら、キャン
プに出かけたり、森の中でじっくり
と散歩をしたりするのです。

Pascal Mamassiana, Michael S Landy. Interaction of visual
prior constraints. Vision Research Volume 41, Issue 20,
September 2001.
2
Sajeev, Gautam; Weuve, Jennifer; Jackson, John W; et
al. Late-life Cognitive Activity and Dementia: A Systematic
Review and Bias Analysis. Epidemiology. 27(5):732-742,
September 2016.

幼少期に人を信じてはならないと思うような
体験をしていない限り、子供は基本的に相手

1
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を信頼します。
その信頼感を損なわず育む
ためにも、一貫性のある対応をし、約束を守
って、信頼に値する行動の見本を示すのは
親の大切な役割です。
もちろん、子供は常に
親の引いた境界線に挑んできます。特に親
の目の離れた時はそうです。
これは発達上、
ごく自然で健康的なことです。

親の目を盗んで何か好ましくない
ことをした時は、親が見ていなく
てもやってはならない理由を冷静
に説明し、一貫性を示すチャンス
として下さい。

子供たちは周囲の影響を受けやすい性質が
あります。子は親を見て生き方暮らし方を学
んでいきます。人生について不平不満ばかり
を口にする否定的な親を見て育てば、子供も
また自分の心や思考を人生の負の側面に向
けたまま生きていくことになります。
ところ
が、親が健やかで幸せな行動と思考パター
ンの手本を示す家庭なら、子供たちはポジテ
ィブな思考でよりよい生活を築いていくでし
ょう。

子供にとって、世界は不思議と謎に満ちた場
所です。親として、身近な大人として、私たち
は子供たちに安全で安心できる環境を確保
し、のびのびと不思議と向き合えるようにし
てやる責任があります。
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家族の健康

冬の集中スキンケア
個人のニーズにぴったり合ったスキンケアはお肌に栄養を行き渡ら
せ、生き生きとした健康的な状態を保ちつつ冬を乗り切れるよう助
けてくれます。

日々のお手入れの習慣で、老化の兆候を軽
減したり、すべすべとしたしなやかな若々し
い印象を維持したりできます。冬の寒さと乾
燥はカサつきや痒みをもたらしますが、
それ
を防ぐにもお手入れは欠かせません。

あなたのお肌は、あなた自身と同様
にユニークな存在です。つまり、あ
なたのお肌を可能な限り健やかに
保つには、他の誰とも違うニーズを
満たす必要があります。

洗顔後は皮脂と水分が除去されているので、
保湿を忘れてはいけません。高品質の保湿
剤を毎回使って、すべすべとした若々しいお
肌を保ちましょう。
ここで手を抜くと、乾燥し
たキメの荒い肌になってしまいます。
お肌の健康を考えた食事は季節を問わず実
行できる対策です。ただ、寒く乾燥しやすい
冬に、積極的に摂取したい栄養素もいくつか
存在します。

女性なら誰しも、
自分のニーズに合った組み
合わせを見つけるのに試行錯誤しつつ、
自
分流のルーチンでお手入れをしていることで
しょう。一般的には毎日の洗浄と保湿でお肌
を良好な状態に保てます。
ただし、体を洗うのと同じ石鹸を洗顔に使う
のはおすすめできません。冬の洗顔は朝晩1
回ずつ、ぬるま湯とお肌に優しいノンアルコ
ールのクレンザー（スクラブなし）
を使うのが
基本です。空気が乾燥しやすい冬はお肌も
乾燥しやすくなっています。
アルコール成分
の入っているクレンザーは余計にお肌を乾
燥させてしまいます。
乾燥や炎症が気になるときは、
スクラブやピ
ーリングは避けて下さい。
それでも余分な角
質を落としたい場合は、酸を塗布するような
外用剤よりも、柔らかいブラシなどで物理的
に除去する方がよいでしょう。

Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400–8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2
Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymic
and non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis
of human skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122–4. doi:
10.1111/1523-1747.ep12371744.

お肌に優しい栄養素である、オメガ
3脂肪酸、ヒアルロン酸、ビタミンC
やコエンザイムQ10 (CoQ10, 補酵素
Q10とも呼ばれる) 、
その他の抗酸
化物質は、冬の間多めに摂っておく
と恩恵があります。

ビタミンC、
コエンザイムQ10、OPC (オリゴメ
リック・プロアントシアニジン) は皮膚内にフ
リーラジカルが蓄積しないよう働いてくれま
す。なかでもコエンザイム Q10 は、他の化合
物とともに皮膚にバリアを作り、
フリーラジ
カルの侵入を防ぎます。
そしてビタミンCは、
皮膚の主要な結合組織であるコラーゲンの
3重らせん構造を安定させる作用がありま
す。1,2
オメガ3脂肪酸は皮膚の保護をはじめ、健康
増進に多方面で役立ちます。乾癬、皮膚炎、
にきび（冬に悪化する人も少なからずいま
す）
といった冬の肌トラブルに対抗するにも
助けとなることが立証されています。
オメガ3
脂肪酸は寒冷水域の海でとれる鮮魚や一部
の藻類に豊富に含まれています。3,4

1
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Balbás, G Márquez, M Sánchez Regaña, and P Umbert Millet.
Study on the Use of Omega-3 Fatty Acids as a Therapeutic
Supplement in Treatment of Psoriasis. Clinical, Cosmetic and
Investigational Dermatology 4 (2011): 73–77. PMC.

3

Meagen M. McCusker, Jane M. Grant-Kels. Healing fats of
the skin: the structural and immunologic roles of the ω-6 and
ω-3 fatty acids. Clinics in Dermatology, Volume 28, Issue 4,
Pages 440-451.

4

ヒアルロン酸は人間の体内に存在する物質
ですが、冬の間はヒアルロン酸の補充を意
識したいところです。細胞外の隙間に水を取
り込んで保持することで、
しっとりしたしなや
かな肌を保つことができます。保湿はふっく
らとした密度のある肌の鍵なのです。
最後になりましたが、水をたっぷり飲むこと
も忘れないで下さい。汗をかきやすい夏は
水を飲むよう注意していますが、冬でも水分
をしっかりと補給することは重要です。

水を飲む量を増やすだけでお肌の
状態が良くなった、と感じたことの
ある女性はたくさんいます。
これからお手入れをという方は毎日続くか
心配かも知れませんが、ほんの数分のルー
チンです。
それで若々しく内側から輝くような
お肌を一年中維持できるなら、頑張ってみる
価値があるはずです。
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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
寒いと病気になるのはなぜ
ですか。

カフェイン切れの脱力感を改善
するには

風邪がライノウイルスによって引き起こされ
る病気であることが広く知られるようになっ
たにもかかわらず、温かくしていないと風邪
を引くという昔ながらの認識は根強く残って
います。
それはおそらく、気温が下がると鼻水
が出やすくなり
（体内で起こっていることは風
邪とは全く異なりますが）
、風邪の症状と混同
されるからでしょう。
また、風邪やインフルエ
ンザが寒い季節に流行しやすいのも事実で
す。
そういった理由はあるものの、寒さそのも
のは風邪の原因ではありません。私たちの免
疫系の働きは季節によって変化しますが、
こ
れは気温とは無関係であって、
日光を浴びる
量によるものです。居住地域の緯度が高くな
るほど冬に浴びることのできる日光の量が減
り、免疫機能の変化もより大きくなることは、
科学的に立証されています。
日光は体内のビ
タミンD生成を誘発します。免疫系が正常に
機能するには、
ビタミンDが不可欠です。

中程度以上のカフェインを摂取した後、数時
間経過すると、
カフェインの作用が切れて脱
力感にみまわれることがあります。１日をLサ
イズのコーヒーで始めると、昼下がりにスラ
ンプがやってきて仕事が捗らなくなるのもそ
のせいです。
コーヒー、紅茶、
ソーダやエナジ
ードリンクなどでカフェインを摂りながら１
日を乗り切っている人はたくさんいらっしゃ
るでしょう。実は、エネルギー増強という点で
は、
カフェイン入りの飲み物よりも、エネルギ
ー効率の高いものを食べる方が得策です。
まずは朝食から見直しましょう。エネルギー
を持続させるために、ヘルシーな脂肪と複
合炭水化物を含むものを選んで食べて下さ
い。急いでいるときは、全粒小麦のトルティ
ーヤにスクランブルエッグを包むと持って出
ることができます。昼食にも同じ原則が適用
できます。糖分の多い加工食品ではなく、エ
ネルギー密度の高い食品を食べ、水をたっ
ぷり飲むのです。午後もうひと頑張りしたい
ときは、一握りのナッツかりんごのスライス、
スプーン1杯のピーナッツバターでエネルギ
ーを補給しましょう。
カフェイン入りの飲料を
飲む代わりに適切な食べ物でエネルギーを
補給すれば、満足感を長持ちさせることがで
き、
カフェインや砂糖が切れた時の脱力感か
ら解放されます。

従って、日が長い時期はより多く
の太陽光に露出されて免疫力を
高めるビタミンDが盛んに生成さ
れます。

冬はサプリメントを利用したビタミンD補給
を検討しても良いでしょう。特に緯度の高い
地域では冬の日光は弱く、体に必要なビタミ
ンDを作れるほどの紫外線を浴びることがで
きません。顔が隠れるほどマフラーを巻いて
いれば、温かくて鼻水も出ることはないでしょ
う。
ですが、冬を元気に乗り切るための対策
にはなりません。冬こそ屋外に出て少しでも
多くの日光を浴びるか、適量のサプリメント
でビタミンDを補給して、25-ヒドロキシビタ
ミンDの血中濃度を維持する方が有効です。
また、手洗いうがいをきちんとするといった
衛生習慣も忘れないで下さい。

気にしすぎかどうか、どうやった
ら自分で分かるでしょうか。
心配事からくるストレスは誰もが経験
するものです。
ストレスは行動を起こす
モチベーションになることもあれば、頭
痛や気分のむら、無気力のもとになるこ
ともあります。
どの程度でストレスを感
じ、
どれくらいで心配事の抱えすぎにな
るのかは、人によって異なります。気に
病みすぎているかどうかを判断できる
のは自分自身だけです。１日に何度か、
自分の感情を意識的に観察してみて下
さい。
自分がどんな気分でいるかを見
るのです。満たされた幸せな気持ちでし
ょうか、
それともストレスや不安を感じ
ているでしょうか。後者に偏っているよ
うなら、心配のしすぎだと考えてよいで
しょう。
その場合は好みの方法でリラッ
クスできる時間を作ることをおすすめ
します。マッサージ、瞑想、
スポーツ、運
動、読書など、
どんなアクティビティでも
構いません。ポジティブな思考、感情、
経験で自分自身を取り戻せるなら何で
も、有効なストレス解消法になります。
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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
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