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私たちの体は退職金に例えることができま
す。それは、今どれだけ投資しているかによっ
て、高齢になってからの暮らしぶりがある程
度決まってくるからです。若いうちから概ね
健康的なライフスタイルを維持していれば、
年を重ねてから必要になるツールが確保で
きます。

ヘルシーな食生活、定期的に運動する習慣、
ストレス解消法、ポジティブな心構え、志を同
じくする仲間など、若いうちから積み上げて
おくと将来の健康につながる要素はたくさん
あります。

骨量を蓄えておくことも同様です。体が骨を
作る機能は10代から20代はじめの時期に最
も盛んになります。子供のうちからカルシウ
ムの豊富な食事をし、ビタミンD（直射日光
を浴びるかサプリメントで）の摂取を心がけ
ていれば、将来も丈夫で健康な骨を維持して
いくことができます。逆に骨量が十分に蓄え
られていないと、後に骨粗しょう症になる可
能性が高まります。

将来を見据えた投資で利益を得られるのは
骨だけではありません。今日からでもヘルシ
ーなライフスタイルを実践すれば、将来体の
あらゆる部位をよりよい状態に保つことが
できます。そして、身体面だけでなく、精神機
能や心理状態、友達の輪にも、同じことが言
えます。

将来のための計画でも、始めてみれば、さほ
ど待たずともその成果が実感できるはずで
す。体の声に耳を傾けていると、短期間のう
ちに変化に気付くでしょう。数日あるいは数
週間、ヘルシーな食生活に時間と労力を費や
してみて下さい。きっと見た目にも気分にも
大きな変化が現れます。

夕食の献立を考えたり、明日の朝の運動の
内容を決めたりするときに、即効性ばかり考
えるのではなく、健康のためにやったことは
すべてが将来への投資になるということを忘
れないようにして下さい。今のうちにたくさん
投資すればするほど、将来はより良いものに
なります。

明日のあなたの
健康度は？
将来を計画する方法は人それぞれです。老後も快適に暮らせるように
今から投資している人もいれば、将来家を買う時の頭金にするため
に貯金に励んでいる人もいるでしょう。では、将来の健康のためには
何かしているでしょうか。
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最新ニュース
座りっぱなしのライフスタイル

糖尿病

デスクワークから離れるべき理由がまたひと
つ発表されました。最近の研究報告で、机の
前で座りっぱなしの生活をしていると不安障
害を生じる確率が高くなることが指摘されて
います。9件の関連研究の結果を分析したと
ころ、座っている時間の長さと不安感の間に
相関性が認められたということです。現代社
会でオフィス勤務している人は1日の大半を
机に向かって過ごしているので、要注意かも
知れません。立った姿勢で仕事のできるデス
クが人気を集めているのも、それが健康に
つながるからと考えられます。

グラノーラを棒状に固めたバーは忙しい朝
に人気のある食品です。しかしながら、この
手のバーには大量の砂糖とコーンシロップ、
トランス脂肪（硬化油）が入っていて、デザー
ト並みのカロリーがあることはご存知でしょ
うか。次回に買い物をするときは、成分表示
のラベルをよく確認して下さい。できれば自
分で作るとよいでしょう。

ナツメヤシ（デーツ）をもっと食べましょう。
心臓病、関節炎、糖尿病などの慢性的な炎症
疾患のある方にとって有益となる可能性があ
ります。  ナツメヤシの実から作られたデーツ
シロップには、体内の抗炎症反応を助けるポ
リフェノールが含まれているそうです。

イギリスのイーストアングリア大学の研究に
よると、心血管疾患から体を守るうえで高タ
ンパク食が役に立つそうです。この研究で
は、タンパク質に含まれる特定のアミノ酸を
多めに摂取している人に着目したところ、血
圧が低く、動脈硬化が少ない傾向が認めら
れたと報告されています。また、タンパク質
の摂取源も重要な因子として指摘されてい
ます。血圧が低い傾向は植物由来のアミノ酸
をよく摂取している人に見られたのに対し
て、動物由来タンパク質からアミノ酸を摂取
している人では、動脈硬化が少ないことが判
明したのです。よって、心血管の保護という観
点では、植物性と動物性、両方のタンパク源
を組み合わせるのが良いと考えられます。

糖尿家系の方はキノコ類を積極的に食べ
るように心がけてみるとよいかも知れませ
ん。バッファロー大学で行われたある研究
調査によると、マッシュルームを食べること
で血糖値（グルコース）に明らかな低下が
認められたということです。しかもこの効果
は女性により顕著に表れたそうですから、
体を守るヒントにするとよいでしょう。

ナツメヤシ

タンパク質の豊富な食事  

ヘルシーなはずの朝食が脂肪に
変わる？ 
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ところがトレーニングの専門家はいつもの
ルーチンを少しずつ変えていくことを推奨し
ています。それはなぜでしょうか。苦労してや
っと定着させた習慣を、どうして変える必要
があるのでしょうか。その答えは、変化をつけ
るのは良いことだからです。

今ルーチンにしている運動が体に良いこと
に疑いはありません。好みの運動が有酸素
運動であろうと、筋力トレーニングや柔軟体
操であろうと、体を動かすのは良いことです。
それでも、ずっと同じルーチンを続けること
には落とし穴があります。そこに落ちないよ
うにするためには、新しい何かを取り入れる
のが有効なのです。

運動方法に変化をつけると、飽きずに楽しめ
ます。たいていの場合、いつもと同じルーチ
ンを繰り返している限り、会う人も同じ、使う
筋肉も同じ、行く場所も同じで、さして何が変
わるということはありません。単純な話、同じ
コースでジョギングをしていたら、いずれ景
色にも退屈してしまう、と思いませんか。近
頃、運動を休む日が増えたと感じているな
ら、何か新しいことを試してみるべき時に来
ているのかも知れません。

運動しても退屈に感じるような状況を避ける
には、新しいことにチャレンジしてみるのが
おすすめです。散歩のコースを変えてみる、
ヨガ教室へ徒歩で行ってみる、といったよう
に、いつもと少し違うことを取り入れるだけ
でも、新鮮さを取り戻すことができます。新し
いアクティビティに挑戦すれば、新しい出会
いも待っています。ジョギングのクラブに入
ったり、スピンエクササイズのクラスに参加
したり、重量挙げのベンチで誰かと待ち合わ
せをしたり、といったように、社交面で新しい
展開を楽しむのもよいでしょう。

目標の体重までもうちょっとなのに、なかな
か届かないという場合も、ルーチンに新しい
何かを組み入れることで突破できるかも知
れません。同じ運動を続けていると、体が同
じ動作の繰り返しに慣れて、効率よく機能す
る方法が身についてしまいます。つまり、同じ
量の運動をこなしても、燃焼できるカロリー
は少なくなるのです。

また、いつものルーチンに新しい要素を加え
ると、けがの予防にもつながります。同じ動
作を過剰に繰り返すと同じ場所にばかり負
担がかかり、反復運動損傷というけがが発生
します。いつもと違う運動をすることで、過度
に使われた筋肉や関節、靭帯を休め、回復さ
せる機会をつくってやりましょう。毎日ランニ
ングをしているなら、日替わりでサイクリング
やストレッチを取り入れてみると、痛みの予
防や緩和が実感できるはずです。

運動方法に変化をつけると、新しい筋肉をつ
けることができます。毎日ランニングをして
いれば足の筋肉は発達しますが、上半身に
はなかなか筋肉がつきませんから、腕や胸、
背中の筋肉を鍛えるトレーニングを取り入れ
るとよいでしょう。新たに筋肉がつくられる
と、同じ量の運動をしてもより多くのカロリー
を燃焼することができるようになります。つま
り、いつもの運動でも、よりヘルシーな効果
が期待できるのです。

さらに、意外かも知れませんが、運動のルー
チンを工夫することは、脳の運動にもなりま
す。新しい活動に取り組むことは何でも脳に
とって良い運動となります。

04

自分に合った方法で運動する習慣を身につけるのはとても
意義のあることです。単純なジョギングでもほぼ毎日行え
ばたくさんのメリットがあります。

エクササイズ：ルーチンを
守るか、変化をつけるか

フィットネス

ですから、あえてルーチンに変化
を加えることで、体を甘やかさずに
働かせることができるわけです。
馴染みのない動作でいつもと違う
所に負荷がかかると、体にとってよ
い刺激になります。
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このようにルーチンに変化をつけることには
多彩なメリットがありますが、実際に何かを変
えようとすると思うようにいかないこともある
でしょう。長年同じ習慣を維持してきた方は、
徐々に新しいことを取り入れるようにしてみて
下さい。ランニング用のシューズを水泳用の
キャップと取り換えたからといって、新しいル
ーチンがすぐに機能するとは限りません。

現在の運動を全く別のものに切り替えるの
ではなく、従来の習慣を保ちつつ補助的に新
しい要素を加えたほうがよいでしょう。例え
ば、週に4日ランニングをしているなら、ラン
ニングを週3日で続けて、週に1日だけ別の運
動をやってみるのです。コツはやはり、自分
が楽しいと思えるものを見つけることです。
今はこれといったものが思いつかなくても構
いません。気に入ったものに出会えるまで、
色 と々試してみましょう。

そして、できれば、いつもの運動と全く異なる
タイプのものを見つけて下さい。現在習慣に
しているのが筋力トレーニングだけ、という

方は週に1度でよいので有酸素運動をしまし
ょう。運動方法の幅が広がるほど、全体的な
成果が向上します。

ある程度幅を広げることに成功したら、数週
間単位でルーチンを調整しましょう。これが
続けられたら理想的です。定期的にルーチン
を工夫することで、体力を向上させ、けがを
減らし、退屈せずに楽しめるようになります。

変化のあるルーチンでもっと楽しく体を動か
しましょう。それはよりよい成果と反復性の
けがの予防にもなります。次に運動するとき
から早速、自分なりに工夫してみて下さい。

こんな時はルーチンを変えてみましょう
• ジムに行っても退屈に感じる
• 成果が見えない
• 疲れや痛みが残る
• 挑戦する楽しみがなくなった
• 目標が変わった

05

日常的に新しい課題を脳に与えた
り、新たな交流の機会を広げたり
すると、認知機能の維持に役立ち
ます。
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人気の 
高まる補完代替医療
現在、補完代替医療（英略でCAMとも呼ばれる）と総称さ
れているものには、様々な療法やセラピーがあります。

特集記事

06 |    The Art of Growing Young
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いずれも古くから病気の治療を主な目的とし
て用いられてきた手段であり、伝統療法とし
てある程度広い範囲で定着した歴史があり
ますが、現代医学の台頭とともに、あまり重
視されなくなりました。それがこの何十年か
の間に再び脚光を浴びています。今、私たち
は次なる過渡期を迎えつつあるようです。

伝統的な中国医学やインドのアーユルヴェー
ダは、何千年もの間、人々の治療や健康維持
を助けてきました。最近までは偏った概念に
基づいて辺境でのみ行われるもの、という印
象で見られていましたが、かつて主流だった
医療が現代医学で網羅しきれない部分を補
完するものとして人気を集めています。これ
は現代医療が伝統療法にとってかわるように
なって以来、しばらく見られなかった傾向で
す。頼りにされなくなって久しい伝統療法が、
補完代替医療として再び人々の関心を引くよ
うになったのはなぜでしょうか。

病気に悩まされる人が増える一方で、十分な
治療費が確保できる人は減っています。ま
た、こういった要因と相まって、自ら栄養につ
いて知識を身につけ、真の健康とは何かを考
え直す人が増えてきました。

1950年代のアメリカでホールフードや栄養補
助食品が広がり始めたのも、このような変化
の現れです。単に生きるために食べるのでは
なく、食に何らかの効用を見出そうとする、
医食同源の発想が認知されるようになった
わけです。1970年代初頭までには、世界各地
の人々が文化的な経緯の異なる様々な伝統
医療にアクセスできるようになりました。1 

先進国における補完代替医療の広まりは、
現代科学に基づく医学の世界では、当初ある
種の不思議な現象と受け止められました。し
かしながら、補完代替医療の人気が高まるに
つれて、医学界の中からも関心を示す動きが
出てきて、古来の手法を研究するための予算
が組まれるケースも見られるようになりまし
た。その結果、補完代替医療の多くについ
て、有益性を示す根拠が得られました。こうし
て、医師も患者も新たな視点から補完代替
医療を捉えるようになったのです。

時間はかかりましたが、補完代替医療の手
法や理論は徐々に受容されてきました。今で
は最先端の技術を駆使する医療に幅広い補
完代替医療を組み合わせて、最大限の効果
を目指すことが可能になっています。これが
「統合医療」と呼ばれるものです。がん患者
を対象としたある調査によると、がんの治療
に1種類以上の補完代替医療を組み合わせ
ている人は全体の63％にのぼるということで
す。2 別の研究では、がんと診断されてから治
療中や予後に補完代替医療を取り入れた人
は70％いた、というデータも出ています。3 

今や補完代替医療は世界規模で340億米ド
ルが動く大きな産業となっています。この額
には、主流の現代医学に費やすお金は含まれ
ていません。4 補完代替医療はもはやヘルス
ケアの辺境の存在ではなく、主流の仲間入り
をしたことは間違いありません。

補完代替医療への関心は強まる一方です。
冠動脈疾患や動脈硬化症のある心臓病患者
では、60%以上の人々が何らかの補完代替医
療を治療計画に組み込んでいる、という報告
もあります。5 また、心血管系の病気が診断
された人と診断がついていなくとも懸念され
る人を対象に含めると、最大42％の人々がサ
プリメントを使って栄養摂取に配慮している
ということです。6 メイヨー・クリニックの心
臓外来で行われた研究では、80％強というさ
らに高い確率で補完代替医療が利用されて
いました。7  こういった報告に差があるのは、
補完代替医療の利用に関する見解の違い、
療法の種類、選択肢の数に左右されるから
でしょう。

利用者が多いということは、それだけのお金
も動くということです。補完代替医療の専門
家の診察を受けている人は、イギリスに限っ
たデータだけでも毎年500万人、8 アメリカで
は年間1500万人とも言われています。9  最も
よく利用されている補完代替医療は、リラク
ゼーションを促すもの（ヨガや瞑想、呼吸法、
マッサージなど）、生薬、食事改善、カイロプ
ラクティックです。10 

補完代替医療の人気の高まりの背
景には、慢性疾患の増加と医療費
の増大が重なった、という事情が
あります。 

それでも、補完代替医療を取り入
れるという比較的新しい傾向が顕
著に認められることは確かです。

5 Arslan IO, Ozer ZC, Kulakac O. Use of complementary and 
alternative medicine in cardiovascular diseases: a literature 
review. Health Med. 2012;6:2190–99.
6 Bin YS, Kiat H. Prevalence of dietary supplement use in 
patients with proven or suspected cardiovascular disease.  
J Evid Based Complementary Altern Med. Volume 
2011(2011), Article ID 632829, doi:10.1155/2011/632829.
7 Prasad K. Use of complementary therapies in cardiovascular 
disease. Am J Cardiol. 2013;3:339–45. doi: 10.1016/j.
amjcard.2012.10.010.

1 Berliner HS, Salmon JW. The holistic alternative to scientific 
medicine: History and analysis. International Journal of Health 
Services 1980;10:133-147.
2 Richardson MA, Sanders T, Palmer JL, Greisinger A, et al. 
Complementary/alternative medicine use in a comprehensive 
cancer center and the implications for oncology. Journal of 
Clinical Oncology 2000;18(13):2501-2504.
3 Humpel N, Jones SC. Gaining insight into the what, why 
and where of complementary and alternative medicine 
use by cancer patients and survivors. Eur J Cancer Care. 
2006;15:362-8.
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4392733/.
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補完代替医療が広く受け入れられるようにな
ったことで、本格的な予算を設けて研究を行
う機関も出てきました。米国立衛生研究所 
(NIH) には、NCCAMという補完代替医療専
門の国立研究機関が設置されています。割り
当てられる研究費は年間1億ドルを上回って
おり、補完代替医療に関する研究を行う10カ
所の大学を主に支援しています。11 米国で最
大級の補完代替医療研究機関、ランド・コー
ポレーションもそのひとつです。12 

心身の健康状態を向上させるために補完
代替医療を取り入れる患者は多く、全般的
な健康維持よりも特定の病症の治療に集
中しがちな現代の医師の間でも、心理的な
メリットが見直されるようになっています。
医師と患者が詳しい情報を共有したうえで
補完代替医療を活用するケースは、先端医
療と伝統療法を組み合わせることで最大限
の健康状態を引き出せる、という確信に基
づいています。13 

食事内容の改善指導は、体が適切に機能で
きるよう、治癒する体を栄養面から支えるこ
とに主眼を置いて行われます。

かつては、補完代替医療に目を向ける人は考
え方が偏っていて現代医学の力を軽視してい
る、と見られていましたが、それはもう過去の
話です。オーストラリアで行われた興味深い
研究では、がんと診断された高齢の女性で
補完代替医療を利用している人はそうでない
人と同じぐらいいたということです。14 

 

この結果からは、通常の医療サービスでは応
えきれないニーズを満たすために補完代替医
療に目を向ける人が多いということも読み取
れます。

医師の間でも患者の間でも、補完代替医療
がより広く受け入れられ、普及しているのは
疑いのない事実です。院内で補完代替医療
を提供する病院や、補完代替医療をカバーす
る保険も増えています。そして、より多くの医
師が補完代替医療を組み合わせるメリットに
ついて積極的に学び、包括的な最良のケアを
目指しています。

治療にストレスはつきものです。補
完代替医療は、治療中のQOL、生
活の質を改善する目的でよく用い
られています。この場合、様々な補
完代替医療の手法から、ストレス
を解消し気持ちを和らげる作用の
あるものが選ばれます。

8 Barnett H. Complementary and alternative medicine 
and patient choice in primary care. Quality Primary Care. 
2007;4:207–212.
9 Tachjian A, Maria V, Jahangir A. Use of herbal products 
and potential interactions in patients with cardiovascular 
diseases. J Am Coll Cardiol. 2010;6:515–25. doi: 10.1016/j.
jacc.2009.07.074.
10 Liu EH, Turner LM, Lin SX, Klaus L, Choi LY, Whitworth J,  
et al. Use of alternative medicine by patients undergoing 

cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000;2:335–341. 
doi: 10.1067/mtc.2000.107339.
11 Niemark J. Their numbers are growing, and so is their 
confidence: more and more respected mainstream physicians 
are blending traditional and alternative medicine. Psychol 
Today 1997; Jan-Feb: 53–69.
12 Wootton J. Directory of databases for research into 
alternative and complementary medicine: an update. J Altern 
Complement Med 1997; 3: 401–03.

13 Markovic M, Manderson L, Wray N, Quinn M. Complementary 
medicine use by Australian women with gynaecological 
cancer. Psychooncology. 2006;15:209–20.
14 Sibbritt, D, Adams J, Easthope G, Young A. Complementary 
and alternative medicine (CAM) use among elderly 
Australian women who have cancer. Support Care Cancer. 
2003;11:548–50.
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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。」

「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。

ヴィーガン オメゴールド®
ライフプラスから新発売：

© 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。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。
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性格の核となる部分は幼少期に形成されま
すが、その後様々な経験を重ねて、進化と変
遷を遂げていきます。親世代を見ていて何と
なく感じたことがあるかも知れませんが、性
格が変わるという現象は科学的にも実証さ
れています。

特に大きな変化が認められるのは20代だ
ったということです。また、同調性の変化は
ほとんどの場合30代で認められ、60代終わ
り頃まで上昇し続けていました。興味深い
ことに、寛容さについては、徐々に低下して
いく傾向がありました。年齢が高くなるほ
ど、気心の知れた少人数の仲間と過ごすこ
とを好むようになるのは、その現れと考え
られます。1 

20才から65才までの間は心理学的には成
熟期にあたり、ポジティブな性格特性が伸び
ていきます。  変化の多くは、結婚や愛する人
との死別、昇進、失業といった人生の節目と
なる出来事をきっかけに生じます。ポジティ
ブな経験が多いほど、性格のポジティブな
面が引き出されます。逆もまた真で、ネガテ
ィブな経験が多いと、悲観性のようなネガテ
ィブな面が大きくなってしまいます。

ポジティブな性格の配偶者とともに年齢を
重ねていくことができれば、明るい展望を共
有し、満ち足りたすばらしい体験を通じて、
幸せを実感しながら生きていけるでしょう。
ところが、ネガティブに傾きやすい性格だっ
たらどうなるでしょうか。性格にほんの少し
ネガティブな変化が生じただけでも、人間
関係に摩擦が生じやすくなります。

大切な人に何らかの変化を感じたら、まず
は問題の原因を見つけることから始めましょ
う。何か、変化のきっかけとなるような出来
事が最近あったでしょうか。それとも、しばら
く前からゆっくりと少しずつ変わってきてい
るでしょうか。いつもの状態を取り戻すため
に何ができるかも考えてみて下さい。 

人格的特徴は比較的安定しているもので
す。ですから、性格特性そのものの変化は、
時間をかけて緩やかに進む傾向がありま
す。変化が急激な場合は、その背景に腫瘍や
脳卒中、動脈瘤のような深刻な健康問題が
潜んでいるかも知れません。特に、昨日まで
とは別人のように感じたら、病院で診てもら
ったほうがよいでしょう。

認知症やアルツハイマー病も性格を変化さ
せることがあります。認知症を発症しても本
質的な性格は維持されますが、一部のみが
極端に誇張されることがあります。もとから
朗らかな人がより陽気になる例もあれば、普
段から血気盛んな人がより厳しく融通がき
かなくなる例もあります。

性格の変化が病気によるものでない場合
は、気付いたことについて話し合うことで改
善できる可能性があります。本人には自覚が
ないことも珍しくありません。好ましくない変
化は過食のような悪い癖と同様に考えるこ
とができます。体に悪い食習慣を改善しよう
としても、本人に自分の食習慣が好ましくな
いという自覚がなければ始まりません。性格
面の癖もまた然り、です。

10

性格特性の  
変化に対応するには

ライフスタイル

性格特性に着目したある研究で
は、仕事での成果や人間関係に関
連する誠実度は、年齢とともに高く
なることが分かっています。

年をとると頑固になる、と言われるように、加齢とともに本質的な性
格が強く現れるのはよくあることです。ネガティブな側面が顕著にな
ってくると、その影響は家族全員にまで及びかねません。

1 S. Srivastava, O. John, S. GoslingDevelopment of 
Personality in Early and Middle Adulthood:
Set Like Plaster or Persistent Change?, Journal of Personality 
and Social Psychology 2003, Vol. 84, No. 5, 1041–1053
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ちょっと困った傾向が出てきた、ということ
が認識できたら、根本的な原因に対処しまし
ょう。何か特定の要因があるとしたら、それ
は何かを考えるのです。例えば、職場で良く
ないことがあって、そのために苦 し々く怒り
っぽい気分になっているのかも知れませ
ん。話をする間はあくまでも支えるつもりで、
声色やボディーランゲージにも配慮しましょ
う。決して無理強いしてはいけません。相手
の非を責めるような反応をすると、問題をこ
じらせてしまいます。

ネガティブな性格は、しばしば望ましくない
出来事や人々、状況からもたらされます。パ
ートナーの思考をポジティブな方向へ合わ
せていけるよう、手助けをしましょう。

好ましくない性格の変化は、本人と配偶者だ
けでなく、家族全員に影響を及ぼす問題で
す。家族で助け合って原因を突き止め、一緒
に乗り越える方法を考えましょう。誰もが安
心できる温かな家庭でこそ、ポジティブな特
性をともに伸ばしていけるのです。

11

ネガティブな傾向に対抗するに
は、日々の幸せや喜びに目を向け
て、よりポジティブな思考や経験を
招き入れるのが得策です。
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とはいえ、長年定着してしまっていた望まし
くない習慣は、簡単には変えられない場合も
あります。食生活を改善し、それを長続きさ
せるためのヒントをまとめましたので、ぜひ
参考にして下さい。

何かを変えようとして失敗する敗因は、往々
にして、短時間で大きな変化を起こそうとす
ることにあります。食習慣の改善でも同じこ
とが言えます。無糖や無脂肪（実はヘルシー
とは言えないのですが）を目指す前に、大き
な変化ほど小さな目標を細かく設定しない
と達成できない、ということを理解する必要
があります。

砂糖を排除するにしても、段階的に目標を設
けて、長年慣れ親しんだ味覚を少しずつ調整
していく方が成功の確率が高くなります。

ひとつの目標に取り組んでいる間は最終的
な目標が達成できるかどうかを気にする必
要はありません。それでも、ちょっとした変化
を実現することができれば、達成までの距離
は確実に縮まっていきます。

目標を設定する上では、明確に定義すること
がポイントとなります。ヘルシーな食生活を
する、という理想は立派ですが、それだけで
は何をもって達成したと言えるかは不明瞭で
す。これに対して、毎食とも3種類以上の野菜
を含める、ファーストフードを利用する回数
を週に1回ずつ減らす、といった目標なら、は
っきりとした達成感が得られます。

不健康なものを口にした時は、なぜそれを
食べたのかを考えてみて下さい。自分の行動
を理解することで、将来の意思決定をより良
いものにする道が開けます。食事やおやつ
を選ぶ際に影響を及ぼしている要因は何で
しょうか。ヘルシーな食事ができるかどうか、
余分な間食を抑えることができるかどうかに
は、ストレス、活動量、退屈な気分、睡眠、友
人関係など、あらゆることが関与しています。
何かを口にする前に、自問する習慣をつけま
しょう。どうして自分はそれを食べるのか。空
腹だからなのか、ただ単に退屈しているだけ
なのか。本当に必要があって食べるのか、お
いしいから必要以上に食べてしまうのか。同
僚と一緒にファーストフード店に入るべきか
どうか、といったように問いかけるのです。 

このようにして、食にまつわる選択とその理
由を把握すれば、やがては食に対する考え
方が変わります。これは、食習慣の改善を長
続きさせるためには重要なことです。食に限
らず、好ましくない選択を意識すれば、それ
を避けることが可能になります。過去うまく
いかなかった時の悪い癖も、同じようにして
乗り越えられるでしょう。

変化の時期にポジティブな展望を持ち続け
ることはとても大切です。甘いものに対する
欲求も、デザートを余分に食べてしまったと
きの罪悪感も、将来の妨げになってはなりま
せん。良くも悪くも、私たちは自分が意識して
いることを引き寄せているのだ、ということ
を忘れないようにしましょう。

何かを間違えたとしてもくよくよせずに、新し
いヘルシーな食習慣が身についたときの喜
びに目を向けて下さい。幅広い種類の野菜と
果物を食べ、それぞれの食感や風味をじっく
りと味わうのです。新しいお気に入りが見つか
ったら、いつもの食事に加えましょう。ヘルシ
ーなローテーションが組めるようになれば、
飽きることなく、おいしい食事が楽しめます。

小さな目標として達成したステップの数々を
振り返るのも一案です。どんな些細なことで
も、達成感のひとつひとつが次なるステップ
へ進む力になっていることが実感できるは
ずです。

最後になりましたが、水を飲むことも忘れな
いで下さい。どんな方法でどんな食習慣を目
指すにしても、達成に至るには、毎日きれい
な水をグラス8杯分飲む必要があります。

改善は一昼夜で達成できるものではありま
せん。便利な既製品に頼ってきた場合はな
おさら、すぐにはやめられないと思われるで
しょう。それでも小さなステップに分けて具
体的な目標を設定し、ポジティブな心構えで
前向きに取り組んでみて下さい。きっと、ヘル
シーな新しい食材との出会いを楽しみなが
ら体全体を潤しているうちに、大きなゴール
にたどり着くことができます。

例えば、料理をするときに砂糖を
他の天然甘味料で徐々に置き換え
ていく、あるいは、飲み物に甘みを
加えるならハチミツにする、午後の
おやつを新鮮な果物にする、とい
ったような工夫から始めるとよい
でしょう。

13

健やかで幸せな暮らしをより長く楽しみたいのなら、食習
慣を見直してみませんか。

生活改善の  
ための新しい食習慣

栄養

小さなステップをひとつずつこなす
一方で、自分の食習慣を客観的に
見直すのもよい方法です。 

水には、代謝を補助し、食欲を抑
え、消化を助けて気分も向上する
働きがあります。ですから、新鮮な
水をしっかり飲みましょう。
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変化とともに
人生は変化の連続です。体が変化し、仕事が変わり、人
間関係も変わっていきます。家族もいつまでも同じまま
ではありません。
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一夜のうちに何もかもが変わってしまうよう
な出来事もあれば、それとは気付かないうち
に、ごく小さなことがゆっくりと時間をかけて
変わっていくこともあります。変化には、その
速度や規模に関わらず、受け入れがたい面
があります。いつもと同じ安定した状態に安
らぎを感じる人が多いのもそのためです。し
かしながら、変化がなければ成長もありませ
ん。成長がなければ、人生は停滞してしまい
ます。

昇進や転職の機会を得るというような、前向
きな変化であっても踏み出せないことがあ
るのは、変化を恐れる気持ちがリスクを回避
する行動につながるからです。心が消極的に
なってしまうのは、たいていの場合、失敗を
恐れているからです。充分な成果が出せな
いのではないか、他の人にどう見られるだろ
うか、といったような不安があまりにも強く
て、変化への一歩が踏み出せない、そんなこ
ともよくあります。変化に直面したときの反
応は様々です。頑なに拒む、目をそらす、回避
する、怒りをあらわにする、といったような、
否定的な行為や感情で抵抗している間は、
変化を受け入れることも、そこから得られる
何かを手にすることもできません。

人生に何らかの転機が訪れたとき、変化とと
もにうまく生きていけるかどうかは、変化の
もたらす影響力にどのように対処するかによ
って決まります。どうにも避けられない変化
に抗おうとすると、ストレスを悪化させ、ネガ
ティブな感情を増幅するだけです。逆に、潔
く変化を受け入れ、変化の中に良い面を見
出すことができれば、それからの人生により
好ましい変化が引き寄せられてきます。

子が誕生すれば「親」としてのアイデンティテ
ィが加わりますし、仕事が変われば出会う人
から見たアイデンティティはそれまでとは異
なるものになります。年齢もまた、アイデンテ
ィティに大きく関与します。物心ついたとき
は子供でも、やがてティーンになり、大人に
なり、シニアになっていきます。人生のあらゆ
るライフステージがアイデンティティの構成
要素を加えていく、と言ってよいでしょう。

変化とアイデンティティは密接につながって
います。自分を見失いそうになったときは、
自分のアイデンティティをほんの一部でもよ
いから手放す、という方法が有効です。一見
矛盾しているように見えますが、それが本質
的な対処法なのです。

あらゆる変化とともに生きていくには、健全
な自己認識が必要です。自己という概念を構
成する要素は、人間関係における属性、職業
上の地位、趣味、願望、体力、夢など、たくさん
あります。自分という人間を構成する要素を
理解する一方で、臨機応変に進化していく柔
軟性を持つようにしていると、変化に対処し
やすくなります。

むしろ、部分的な変化を随時受けいれること
で成長できるのです。変化をチャンスとして
最大限に活かすには、まず、もとの状態と同
じ自分には二度と戻れない、という事実を受
け入れなければなりません。そして、それが
すばらしいことだ、ということも。変化は教訓
を得る絶好の機会です。変化の真っただ中
にいるときは、こんな風に自問してみて下さ
い。「これはどんなことを教えてくれるのだろ
う、この変化から学ぶべきことは何だろう。ど
うすればここからよりよい人間に成長できる
のだろう。」

このような問いかけに対する答えを熟考し
ているうちに、変化とともに歩み、より強くよ
り優れた自分に向かって前進していることが
分かってきます。どんな大きな変化であろう
と、アイデンティティの構成要素のすべてを
一変させることはありません。強く柔軟な自
己認識があれば、変化のもたらす影響力を
しかるべき部分で受け入れつつ、変わること
のない他の部分で安定した状態を保つこと
ができます。

変化をもたらす出来事は、多少な
りとも人のアイデンティティを変容
させます。

アイデンティティの構成要素が
部分的に変わっても、全体的な
自己認識が失われるわけではあ
りません。
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生きていれば色々ありますが、重要なのはポ
ジティブな面に注目する姿勢です。変化に伴
う恐れや不安にばかり目を向けていては、ネ
ガティブな感情と体験が引き寄せられてき
て、変化そのものをネガティブなものにして
しまいます。

ポジティブな展望を維持していれば、過渡期
のストレスを軽減しながら変化に上手に対
応し、有益な経験としてその後の人生に活か
していくことができます。悲観的にならず前
向きでいることで、より好ましい機会が引き
寄せられ、あらゆる変化を通じて人生をより
豊かなものにしていけるのです。

変化の時期は悲観的な人にとってより困難
なものとなる傾向があります。それは、恐れ、
ストレス、不安といったものはすべて、変化
を乗り越える障壁となってしまうからです。心
理的な障壁が増えればそれだけ変化を前向
きに受け入れるのは難しくなります。

変化の時期に感情的になっても構いませ
ん。大切な何かを失ったときに、悼み悲しむ
気持ちになるのはごく自然なことです。ネガ
ティブなこともどうしても考えてしまうでしょ
う。これは一時的には仕方のないことですか
ら、禁じる必要はありません。ただし、いつま
でもそこから動かないようではいけません。
自分が感じたことはありのままに受け止め、
なぜそう感じるのかを理解したら、そこで立
ち止まらず、前へ進む努力をして下さい。
変化によって失われるものもあるでしょう。

でも、それでよいのです。人生を揺るがすよ
うな出来事に遭遇しても、変化を成長のチャ
ンスととらえる姿勢がある限りは大丈夫で
す。職を失うと安定した生活が失われたと感
じるでしょう。それでも、仕事が変わるという
ことは、よりすばらしいこと、やりがいのある
ことができるチャンスにもなり得ます。

変化に対する反応は人それぞれで、その人
の個性や過去の経験、心身の健康状態、家族
構成、公私の人間関係など、多くの要因に左
右されています。変化に対する健全なアプロ
ーチが早いうちから身についていれば、その
後の人生で直面するあらゆる変化に対処し
やすくなります。前向きな姿勢で変化を受け
入れた体験は、すべて将来の変化を乗り越え
る力になります。

私たちはみな、一生の間にたくさんの変化を
経験します。変化が訪れたときにどうするか
は自分の心構え次第です。その後の人生をよ
り良いものにできるように受け入れるか、変
化に対抗してストレスや不安を増大するか、
どちらかを選択しなければなりません。変化
を歓迎するということは、これまでとは同じ
でなくなるのを受け入れるということです。
新しい可能性に目を向けて、前へと進んでい
きましょう。そうすれば、変化がよりすばらし
い物事や人々、経験、状況を呼び込んでくれ
ます。

希望と成長を基盤として、変化の
中にできるだけ多くのポジティブな
可能性を見つけるのです。
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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® 
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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。

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。

© 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。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。
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新鮮なハーブには抗酸化物質や栄養素がた
っぷりと含まれていますが、乾燥させると栄
養価は多少変化します。例えば、新鮮なバジ
ル1オンス（30g弱）にはオメガ3脂肪酸が約
88mg含まれています。これに対して、乾燥バ
ジル大さじ1杯に含まれるオメガ3脂肪酸の
量は約33mgです。ところが、抗酸化作用を示
すORAC値は、乾燥前と乾燥後で変わりませ
ん。栄養価はハーブの種類によって異なりま
す。乾燥させても栄養価を維持しやすいハー
ブはインターネットで簡単に調べることがで
きます。

乾燥によって風味も若干変わることがあり
ます。

また、葉が丈夫かどうかも考えて選ぶとよい
でしょう。月桂樹（ベイリーフ）、ローズマリー、
タイム、セージのような、強い葉ほど扱いが
簡単です。なかでも月桂樹とローズマリーは
乾燥させても色や形状があまり変化しませ
ん。デリケートな質感のハーブも乾燥させる
ことは可能ですが、丁寧に扱う必要がありま
す。柔らかい葉が縮んだり細かく砕けたりし
ても、がっかりしないで下さい。実際に料理
に使うときには、その方がかえって好都合か
も知れません。

レモンバーム、ラベンダー、バジル、パセリ、
ミントもよく乾燥ハーブにされていますが、
迅速に乾燥させないとカビが生えることがあ
るので注意が必要です。

ハーブは乾燥させるとある程度風味が弱ま
りますから、風味の強まるタイミングで収穫
しましょう。基本的な目安は、花が咲く時期、
種ができる前までの間です。実際に花の咲く
前と後で食べ比べてみると、タイミングがつ
かめるでしょう。また、朝露が蒸発した後、日
中に収穫するのがおすすめです。

収穫したら、さっと水洗いしてゴミや汚れを
落として下さい。傷や色むらのある葉を取り
除く人もいますが、薬用や食用にする分には
特に気にしなくても大丈夫です。
 

乾燥の工程には、日干し、屋内干し、オーブン
使用の3通りの方法があります。好みや目的
に合わせて選ぶとよいでしょう。

日干しは色や風味に影響を及ぼしやすいと
いう点ではあまり好まれていないようです
が、手早く簡単にできるのが特徴です。刈り
取ったハーブを紐かゴムで小さめの束にま
とめ、日当たりのよい場所（強風は避けて）に
逆さに吊り下げておきます。干すこと数日で
水分がとびます。カラッと乾いたら出来上が
りです。

色や風味をなるべく失いたくない場合は、屋
内で干したほうがよいでしょう。下準備は日
干しと同じです。家の中でも涼しく乾燥した
場所を選んで吊るして下さい。太陽光の熱が
当たらないぶん、乾燥にかかる時間は長くな
ります。

オーブンを使うと最も短時間で完成します
が、見た目がずいぶん変わってしまうので、
デコレーションに使いたい場合は不向きで
す。干す方法とは違って、束にまとめる作業
は必要ありません。そのかわり、クッキングシ
ートの上に重ならないように広げてから、オ
ーブンの一番下の段に入れ、低温で乾かし
ていきます。ときどき表裏を返しながら、加熱
しすぎないように注意して下さい。こちらも
水分がとんだら完成です。

どの方法でも、ハーブの種類によって乾燥に
必要な時間は変わってきます。慣れないうち
は所要時間がつかめないので、異なる種類
のハーブを同時に処理するのは避けたほう
がよいでしょう。
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裏庭やベランダのちょっとしたスペースで育てられるハーブはとても
人気があります。新鮮でヘルシーなハーブがいつでも手に入るのは
嬉しいことです。夏から秋へと季節が変わっていく今の時期は、乾燥
ハーブ作りにぴったりです。株が枯れた後もヘルシーな食事に活用
できるよう、ストックを用意しておきましょう。

乾燥ハーブを手作りで
ハーブとサプリメント

どんなハーブを選ぶにしても、収穫
したらすぐに乾燥させるのが一番
です。キッチンに置きっ放しにする
と、湿気や埃がつきやすくなってし
まいます。 

たいていは乾燥させると風味が弱
くなるので、乾燥ハーブには強い
風味を有するセージ、タイム、オレ
ガノ、ローズマリーなどが向いてい
ます。
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自由に情報交換が行われる新しい世界で成
長するのはすばらしいことですが、子供の教
育は事実の確認のみで終わってはなりませ
ん。知識を広げ、それをあらゆる機会に存分
に活用することで、より満たされた人生を送
れるよう、知恵を授けてやりましょう。

情報は事実の寄せ集めです。オンライン辞書
のページに並ぶ箇条書きの項目も、フラッシ
ュカードに保存されるコンテンツも、素のデ
ータ、つまり事実です。例えば、1 + 1 が 2 で
あること、そして、ニンジンが体によいことも、
事実です。学校ではたくさんの情報を獲得し
ます。特に初等教育の間は、ひとつひとつの
事実を覚えていく学習の積み重ねです。テス
トも、教わったことを覚えているかどうかを
確かめるように構成されています。

ところが、インターネットが普及して情報が
無限に存在する今、簡単に答えが見つかる
一方で、実際に身につく知識は徐々に狭まっ
ているようにも見受けられます。

知識は事実を深く理解することで身につき
ます。知り得た事実そのものをよく理解する
だけでなく、数ある事実を有意に関連付ける
ことができて初めて知識と呼ぶことができま
す。ニンジンは体によい野菜である、という
事実を知ることは単なる情報の獲得です。栄
養の組成や人体における代謝などの関連情
報と結び付けて、なぜ体によいかを理解する
こと、それが知識というものです。

そして知恵は、経験を踏まえた目であらゆる
情報と知識を組み合わせ、冷静に分析をす
る能力です。ニンジンが体によいことを知っ
ている、これは情報です。なぜ体によいかと
いうと、ニンジンには様々な栄養素が含まれ
ていて、なかでも視力の保護に有益なβ-カ
ロチンが豊富だから、と理解している（知識）。

食に関連する事例をもうひとつ、パン屋さん
で考えてみましょう。パン職人は、イーストが
パンをふくらませるという情報を知っていま
す。さらに、イーストは糖を消費してガスを発
生する微生物であり、その働きによってパン
がふくらむという知識を有しています。パン
職人は、長年の経験で磨きあげた知恵を使
って、イーストを適切な温度と時間で発酵さ
せ、ふっくらとおいしいパンを焼き上げます。

こういったちょっとした例からも、情報、知識、
知恵が相まって健やかな暮らしが成り立って
いることが分かるでしょう。情報へのアクセス
が非常に簡単になったこの時代にも、知識と
知恵を養うことが重要である理由もここに示
されています。知識と知恵がないと、子供の
人生は表面的な薄っぺらいものになってし
まいます。自身についても自分を取り巻く世
界についてもより深い洞察ができたほうが、
豊かな経験ができると思いませんか。

子供たちが知識を深め知恵を身に着けられ
るように、親として分析的な行動の手本を示
しましょう。後先を考えずに物事を即断して
いませんか。それとも、何かを決める前に少
し立ち止まってよく考えていますか。子供は
親の行動を見て学んでいます。
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現代の情報化社会に生まれ育った子供たち
は、マウスを何回かクリックするだけで答えを
見つけられることを知っています。

子供に知恵を  
授けましょう

家族の健康

生のニンジンを食べたときに食感
が苦手なことに気付いたので、自
分は視力によいニンジンを他の根
菜類と一緒にローストにして食べる
ことにしている（知恵）、と積みあ
がっていくわけです。

事実は知識の基礎を築くもので
すから、大切であることは確か
です。
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親が自ら、思慮深い決断をしてみせましょう。
そして、適切な機会があれば、思考のプロセ
スを子供に分かるように説明してやって下さ
い。例えば、「今日の夕ご飯は外では食べな
いよ」というのは単なる情報の伝達です。そ
こへ「どうしてかというとね、お金は節約した
いし、家で食べたほうが体にいい栄養たっぷ
りの食事ができるからだよ」と付け加えれ
ば、子供も理由が分かり、情報と知識と知恵
をもとに決断する手本になります。

思慮に基づく行動を示す一方で、行動に出
る前に考える時間をとることも教えてやりま
しょう。その機会は、なぜ、どうして、という疑
問を投げかけるだけでつくれます。そして、
子供に考えたことや理由を説明するよう促
すのです。子供が成長したら、あなたが投げ
かけた疑問を、自分自身に問うようになるは
ずです。これは瞬間的な満足につられること
なく、自己をコントロールする姿勢につなが
ります。

謙虚な人は、自分がすべての答えを知ってい
るわけではない、ということを自覚していま
す。ですから、何かを判断する前に、自分がま
だ知らないことを探し集めて参考にします。
これもまず親が自ら実践してみることです。
そして、子供が分からないことに遭遇したら、
立ち止まってなぜかを考え、判断材料を探す
よう導いて下さい。

知恵を授かった子供の前には、たくさんのチ
ャンスの扉が待っています。心身ともに健や
かで幸せな暮らしにつながる決断ができる
よう、今から備えていきましょう。  
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もう一点、知恵を育むには、謙虚
さを教えることも大切です。
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家族の健康

父親の体重は本人だけの問題ではありませ
ん。父親の体重が健康的な範囲の家庭と比較
すると、父親が肥満であると子供たちも体重過
多に悩む確率が高いことが分かっています。1  

また、最近の報告では、未婚男性と比べた場合
だけでなく、妻と比べてみても、夫であり父で
ある男性は体重過多や肥満状態にある傾向が
認められました。多くの男性は成人期の早い
段階で父となります。この時期に体重やBMI値
で問題を生じると、糖尿病や冠動脈硬化につ
ながる重大なリスク因子となってしまいます。2  

一方、別の調査では、この時期の男性にライ
フスタイルを健康的に改善する意思がある
ことも分かっています。家族が増えるにあた
って、ヘルシーな食生活をし、運動量を増や
し、お酒を控えて、リスクを伴う行動を避ける
よう、努力はしているというわけです。3

どうしてそうなるのか、疑問に思われるかも知
れません。 その理由は簡単には説明しにくい
ものですが、父となる男性の置かれる複雑な
状況を反映していると考えてよさそうです。我
が子が誕生するまでの何ヶ月かの間、そして
生まれてからしばらくの間の混乱は、父親にな
った人なら誰もが知っていることでしょう。

ヘルシーな食事をして、しっかりと体を動か
し、悪い習慣をやめるには、ライフスタイル
を根本から変える必要があります。このよう
な改善は、時間とエネルギーがたっぷりあっ
たとしても、達成しづらいことがあります。増
してや、赤ちゃんを迎えたばかりのストレス
の多い時期となると、とうてい無理なことの
ように思えるかも知れません。

新米のお父さんお母さんなら誰もが経験す
る睡眠不足は、体重にも影響を及ぼします。
疲労状態が慢性化すると、食生活に限らずあ
らゆる場面で好ましくない選択をするように
なります。睡眠を必要とするとき、体は脂肪と
糖分を求めます。また、睡眠が足りないと、食
欲を増進するグレリンというホルモンの分泌
が促進されます。

子供の誕生はとても楽しみなすばらしい体
験ですが、同時に多大なストレスももたらし
ます。慢性的なストレスは、間食や過食のよ
うな不健康な習慣につながります。食生活の
乱れは体重に表れます。父親になったばかり
でジムへ運動に行く時間のない男性は、特
にその傾向が顕著です。

ヘルシーな食生活を続けるには、ある程度
の時間と労力が必要です。ところが、子供が
生まれたばかりの時期は、時間も労力もなか
なか思うように費やすことができません。自
宅のキッチンで体によい食事を用意するよ
り、宅配ピザを頼むほうが簡単に思えるでし
ょう。しかしながら、ファーストフードはお腹
回りのぜい肉になりやすく、血糖値や代謝ま
で悪化させてしまいます。

父親の体重が子供たちの健康に多大な影響
を及ぼすのですから、なおさら健康維持は
大切です。子供たちは親を見て模倣します。
思春期の女子を対象としたある研究では、牛
乳を飲む父親を身近に見て育った場合、カ
ルシウム摂取量が高い傾向にあることが判
明しました。4 親を模倣する子供の特性に着
目した別の研究でも、親が野菜をよく食べる
家庭では、学齢期の子供にも同様の傾向が
認められたということです。5 

逆もまた同様で、毎晩ポテトチップばかり齧
っている父親を見て育つ子供は、同じ悪習慣
を受け継ぐことになりがちです。子供はスポ
ンジのような吸収力で親の言動を自分のも
のにしていくのです。小さいうちから健康的
な行動を手本にすることができれば、子供た
ちは健康的なライフスタイルですくすくと成
長していけるでしょう。

健やかに暮らしたいと願っていても、ストレ
スや疲労の重なる新米のお父さんには、思う
ようにできないことが多々あります。

最近の複数の研究で、男性が父親になるとウエストが太くなる傾向があることが指摘され
ました。これに先行する研究で、父親になるとより健康的な生活を志すという結果が出て
いるのと比べると、興味深い報告と言えます。新米のお父さんたちは、意図するところは好
ましくとも、現実問題としてヘルシーでいることに苦労しているようです。

健やかな父 
であるために

父親として子供たちの成長を見守
っていくには健康である必要があ
ります。

1 Brophy, Rees, Knox, Baker and Thomas, 2012;  
Freeman et al., 2012.  
2 Garfield et al.
3 Garfield, Isacco and Bartlo, 2010; Guralnik, Butterworth, 
Patel, Mishra and Kuh, 2009; Ringbäck Weitoft, Burström and 
Rosén, 2004; Umberson, 1992; Umberson, Liu and Powers, 
2009; Weitoft, Haglund, Hjern and Rosén, 2002.
4 Lee S, Reicks M. Environmental and behavioral factors 
are associated with the calcium intake of low-income 
adolescent girls. Journal of the American Dietetic Association. 
2003;103(11):1526–1529.
5 Young EM, Fors SW, Hayes DM. Associations between 
perceived parent behaviors and middle school student fruit 
and vegetable consumption. Journal of Nutrition Education 
Behavior. 2004;36(1):2–8.
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ヘルシーな食事を作り置き
便利なだけの食事に頼るのを防ぐには、少
し先を見越して計画的に行動するのが最善
です。予定日の数週間、あるいは数ヶ月前か
ら、あえて余分に料理する習慣を身につけて
おきましょう。冷凍庫にすぐに使えるストック
があれば、時間がなくてもヘルシーな食事が
できます。残り物を温めるだけなら、テイクア
ウトを注文するよりも簡単で時間もかかりま
せん。

なるべく歩く
親になりたての頃は常に疲労状態でしょう。
疲れすぎて、忙しすぎて、運動らしい運動など
とてもできないと思う日もはるはずです。そ

んな時期でも運動不足のためにできる対策
はあります。エレベーターのかわりに階段を
使う、出入り口からなるべく離れた場所に駐
車する、お昼の休憩時間に散歩に出る、とい
ったように、少しでも多く歩くようにしてみて
下さい。1日で通算すると、結構な距離を歩い
たことになります。

家族の絆を大切に
健康的な食事を好むアクティブな家族を育
むには、両親が協力してヘルシーなライフス
タイルを先導する必要があります。

どんな食事を健康的とするか、ひとりひとり
にどんな運動が必要かを一緒に考え、合意
を確認しておくことも大切です。責任感と信
頼が基盤にあれば、きっとうまくやっていけ
るはずです。

ポジティブな面にフォーカスを
夕食を作って食べる時間もエネルギーもな
く、やむを得ず帰り道にファーストフード店
に立ち寄ってしまったとしても、自分を責め
てはいけません。選択ミスや失敗にいつまで
も捕らわれていると、よりネガティブな要素
を引き寄せ、不健康な行動をとるようになっ
てしまいます。今この時も、人生において幸
せな時期なのだということを思い出し、嬉し
いこと、喜ばしいことにフォーカスを合わせ
て下さい。そうしているうちに、より良い意思
決定ができる状態になります。
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そんな時に役立つヒントをいくつ
かまとめましたので、健康のために
ぜひ参考にして下さい。

お手本となるべき健康に即した行
動ができるよう、家族で助け合っ
て下さい。 
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親の立てた防壁の中から子供が出ていかな
いようにしたい、と考えてしまう人もいるでし
ょう。しかし、このように親が子にしがみつい
ていると、子供のためにも親自身のためにも
なりません。そのかわりにやるべきことは、自
立して健やかに生きていくために必要なツ
ールとして、確かな自信と自尊心、何があって
も立ち直れる力などを与えてやることです。

子供が大きくなるほど、本人が主体となった
生き方と個性のポジティブな面に着目するこ
とが重要になります。子供が学び成長してい
く様子を誇りをもって見守って下さい。夜ひと
りで寝られるようになったら、自分の気持ち
は横へ置いて、達成できたことの誇らしさに
注目しましょう。一抹の寂しさを感じるのは自
然なことで避けようはありませんが、いつま
でもそこにこだわっていてはなりません。あり
のままの気持ちを受け止めたら、意識的にポ
ジティブな思考に切り替えて下さい。

子供の成長する能力に目を向け、それを讃え
ましょう。自分で学校に登下校できた、手助
けをしなくても宿題ができた、着るものを自
分で用意できた、などなど、ひとつひとつが
祝うべきことであり、頼ってくれないと嘆いて
いる場合ではありません。子供の成長にどの
ように向き合うかによって、親自信の気持ち
も大きく変わってきます。貴重なステップアッ
プの過程をネガティブにしか見られないで
いると、自分の心にもよりネガティブな気持
ちが引き寄せられてきます。誇らしく幸せな
気持ちで見ることができれば、ポジティブな
気持ちが強化されて、親子の間にもより強い
絆が育まれます。

親は子供の成長を前向きに見守りつつ、子
離れすることも学んでいかなければなりませ
ん。子供（特にティーンから青年期）との距離
が近すぎると、子供は反発して親から早く離
れようとします。もどかしくても、失敗から学
ぶ体験を子供にさせてやりましょう。うまくい
かない時の子供をただ見ているのも辛いか
も知れませんが、失敗から何かを学び取ると
いう体験はとても貴重です。そして、親が危険
から守ろうと予防線を張っていては、この体
験はできません。それよりも、共感し、理解
し、思いやりをもって見守ってやることです。

子供が10代に入ったら、感情的な浮き沈み
が激しくなってくることを予期しておきましょ
う。ホルモンの変化の影響もあって、ティーン
エイジャーは怒りっぽくなったり過敏になっ
たりしがちです。これはごく自然なことであっ
て、親のせいでも育て方のせいでもありませ
ん。近い将来に起こりうることを想定して心
の準備をしておきましょう。その時期がきた
ら、自分の気持ちと折り合いをつけつつ、起
伏の激しい10代を乗り越えていく子供たちを
助け、導いてやって下さい。

10代はまた、新境地を開いていく時期でもあ
ります。子供たちは未来に向かって活動範囲
を広げ、新しい友人関係を築くのに忙しく、
親は置き去りにされたように感じるかも知れ
ません。

金曜の夜を親と一緒に過ごすのを嫌がるよ
うになったからといって、気を悪くしないで
下さい。子供が友達と出かけたら、親は自由
になる時間を楽しめる、と前向きに考えるの
です。ベビーシッターを手配したり、約束の
時間までに帰ることを気にしたりせずに夕方
から出かけたことなど、しばらくなかったは
ずです。

そして、自由に行動できる時間を最大限に活
用するのです。家に子供がいる間、できなか
ったことを楽しみに出かけましょう。

子供が巣立った後、目的のある暮らしが待っ
ていれば、変化の時期をより楽に乗り越える
ことができます。少し先を見越しつつ望まし
い方向にフォーカスを合わせていれば、家族
全員が愛情と思いやりのある関係で結びつ
いていられるはずです。

成長とともに個性を発揮し、世界を広げていく子供たちを見守るのは、親にとって喜ばし
い体験です。一方、すばらしいことだと分かってはいても、親を頼ってくることが少なくな
って寂しい思いをしたり、それがストレスになったりすることもあるでしょう。自分で進路
を選んで歩んでいく子供をただ見守るのは容易ではないものです。

子供たちの  
成長を見守る 
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家族の健康

子が離れていくことを恐れるので
はなく、自らすばらしい人生を切り
開いていく子によい意味で驚かさ
れながら見守っていくようにしまし
ょう。

この段階での親の役割は、こうい
った変化を温かく受け入れながら
も、決まりごとや枠組みとのバラン
スを調整することです。 

進学や就職を機に子供が家を出た
ら、急に空虚な気持ちになること
もあるでしょう。そんな時も、気持
ちを一旦ありのままに受けとめた
ら、意識的にフォーカスをポジティ
ブな方へ合わせて下さい。
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カルシウムは、丈夫な骨と歯、循環系と神経
系の健康、そして筋肉のためにも、母子とも
に必要です。メイヨー・クリニックでは、妊娠
中の女性は1日あたりの1,000mgのカルシウ
ムを摂取するべき、としています。カルシウム
を正常に消化し体に取り込むには、ビタミン
DとビタミンKが必要です。

乳製品はカルシウムの宝庫です。乳製品を
避けている場合は、ブロッコリーやケールの
ような緑の葉野菜、栄養強化されたジュー
ス、シリアルなどからカルシウムを摂取する
ことができます。骨の成長にはマグネシウム
も欠かせませんが、西欧型の食事では不足
しがちです。マグネシウムがないと正常に機
能しない酵素は300種類以上もあります。妊
娠中の女性は毎日少なくとも400mg以上の
マグネシウムが必要です。緑の葉野菜にはマ
グネシウムとカルシウムが含まれています。

成長過程のあらゆる組織で必要になるタン
パク質もまた、妊婦さんにもっと摂ってもら
いたい栄養素です。

妊娠中もアクティブな生活で体力を維持し
たいものですが、運動後の体はタンパク質を
必要とするので、摂取量を増やしておくこと
が望まれます。タンパク質は胎児の成長にも
欠かせません。タンパク質の豊富な食事をし
て、たっぷりと栄養を行き渡らせましょう。タ
ンパク源となる主な食品は、魚（水銀などの
蓄積しやすい大型のものは除く）、肉類、卵、
豆・ナッツ類などです。

妊娠中は、母体と胎児に酸素と栄養素を送り
届けるために、血液の量が50％近く増えま
す。1 血液を増産するには、それだけ多くの鉄
分が必要になります。一般的には妊娠中は1
日あたり27mgの鉄を摂取するべき、とされ
ています。妊娠前から鉄分の少ない傾向があ
った人は、摂取量をさらに増やす必要がある
でしょう。

胎児の発達上、特に重要性の高い栄養素は
オメガ3脂肪酸です。いくつかの観察研究で、
オメガ3脂肪酸のDHAを摂取すると、子供の
神経発達の向上に役立つことが明らかにさ
れています。あらゆるテストの結果を分析す
ると、妊娠中にDHAを補給していた母親から
誕生した子供のほうが優れていたということ
です。スコアのよい子の母親は、妊娠中に魚
や魚油をより積極的に食べていたことが分
かったのです。2 

アメリカの産婦人科学会 (ACOG) では、妊娠
中と授乳中の女性に1日あたり200mgの
DHA摂取を推奨しています。DHAの摂取源と
して望ましいのは新鮮な魚です。特に、寒冷
水域でとれる脂肪分の多い鮭、鯖、イワシな
どがよいでしょう。一方、マグロのような寿命
の長い大型の魚は、水銀その他の環境汚染
物質が蓄積しやすい傾向があるので、制限
すべきです。ACOGではシーフードは週あた
り340gまで（2回相当）にしておくよう推奨し
ていますが、この範囲内でも必要量のDHA
は摂取できます。水銀、PCB、その他の有害な
環境汚染物質を最低限に抑えるには、イワシ
とアンチョビのような小魚を選ぶのが得策
です。
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妊娠中には様々な栄養が必要になります。なかでも、葉酸、鉄、ビ
タミンDを積極的に摂るべきであることは大抵の女性はご存知で
しょう。この3つの栄養素が重要なのは確かですが、これから母に
なる体に欠かせない栄養素は他にもたくさんあります。

妊婦さんに必要な
栄養素いろいろ

家族の健康

タンパク質は母体の筋肉をはじ 
め、あらゆる部位の修復に不可欠
です。 

1 Hytten F. Blood volume changes in normal pregnancy.  
Clin Haematol. 1985 Oct;14(3):601-12.
2 Oken E, Bellinger DC. Fish consumption, methylmercury  
and child neurodevelopment. Curr Opin Pediatr. 
2008;20:178–183. 
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ベジタリアンの女性は、養殖藻類から抽出し
たDHAのサプリメントで毎日の必要量の
200mgを確保することができます。重要な長
鎖オメガ3脂肪酸として知られるEPAも、藻類 
(海中の食物連鎖の基盤にあり魚にとっての
脂肪酸の摂取源) から得られます。

不快な便秘に悩む妊婦さんはたくさんいま
す。新鮮な野菜と果物、非精製穀物を積極的
に食べて食物繊維を摂取すると、消化機能
を促進し、便秘や痔の不快な症状と闘う体を
助けることができます。また、食物繊維には
満腹感をもたらす作用もあります。

良好な食生活は、妊娠後期に顕著な体重増
加を緩やかで健康的なものにしてくれます。
医師の間では、妊娠中の体重増加は、前期全
体で1〜2キロ、中期から後期にかけては1ヶ
月あたり1キロ強〜2キロ以内が好ましい、と
されています。

ただし、この目安から外れたからといって思
い悩むことはありません。とても個人差のあ
ることですので、万人に必ず当てはまるわけ
ではないのです。BMI値など、様々な条件が
人によって異なるので、どの程度の増加が理
想的かも人それぞれです。気になることがあ
る場合は、かかりつけの医師に相談するとよ
いでしょう。
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妊娠中は繊維質も軽視できま 
せん。
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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

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 。

栄養の宝庫

デイリーバイオ
ベーシックス
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カロリーはエネルギーを測定する単位です。
エネルギーをどのように測るかというと、1g
の水の温度を1℃上昇させるのに必要な熱
量が1カロリーと定義されています。私たち
がカロリーを単位として使っているのは、体
が摂取するエネルギーの量と燃焼するエネ
ルギーの量を把握する必要があるからです。
呼吸するにもマラソンをするにも、私たちの
体はエネルギーを燃焼しています。活動量が
増えれば、それだけ多くのエネルギーを消費
することになります。体に必要な量を上回る
エネルギーを摂取した場合は、余分なエネ
ルギーが脂肪となって体内に蓄えられます。
これが太るということです。

炭水化物は1gあたり4カロリーの熱量を有し
ます。タンパク質も1gあたり4カロリー、脂肪

の場合は1gあたり9カロリーとなっています。
ただし、食品に含まれるカロリーが多いか少
ないか、だけでは、良い食品か悪い食品かは
断定できません。自分にとって必要なカロリ
ーをまず把握しましょう。ただ、そのためには
あらゆる要因を考慮しなければなりません。
プロのスポーツ選手であれば、力を発揮する
ためには高カロリーの食品が相当量必要に
なります。一方、座りっぱなしになりがちな高
齢者は、肥満に陥らないように、低カロリー
の食事を心がけるべきです。しかも、体重管
理はカロリーだけの問題ではありません。単
糖類はインスリンの分泌を促す作用があり、
インスリンが代謝に影響を及ぼすことが知ら
れています。カロリーの総量が同じであって
も、単糖類を制限した食事と比べると、単糖
類と脂肪の多い食事のほうが太りやすいと
いうことは、研究でも立証されています。

糖分は姿かたちを変えて、あらゆる食品に添
加されています。単に甘味を加えるだけでな
く、よりおいしく感じられるようにしたり、保存
期間を延長したりといった目的でジャンクフ
ードに多量の糖が使われています。糖類に
はたくさんの種類と名称があるので、買った
食品に大量の糖が含まれていても、それとは
気付かないこともよくあります。主に果糖か
ら成るコーンシロップは比較的判別しやす
い部類ですが、他にも様々な糖が存在しま
す。ラベルの成分表示を見てみると「糖」「シ
ロップ」のほか語尾が「（オ）ース」で終わるも
の、サトウキビなどの汁から水分を蒸発させ
た「濃縮物」などの表記があることが分かり
ます。これだけ呼び方の違う多種多様な糖が
あるわけですから、ソース類やヨーグルトの
ような食品からも、予想以上に多くの糖分を
摂取してしまう可能性はおおいにあります。
なかでも朝食用のシリアルは要注意です。よ
くよく見ると、全体の50％が糖分だった、とい
うことも珍しくありません！また、フルーツ味
のヨーグルトには、しばしば360ml缶のソー
ダ類に匹敵する量の糖が入っています。成分
表示の最初から5つ以内の範囲に何らかの
糖が記載されている場合は、ヘルシーな食
品ではなく、甘いおやつと同等に考えるよう
にして下さい。

よく眠れない夜は誰もが経験するもので
す。翌日、落ち着かない気分になったり、集
中力が落ちたりするのを感じたことがある
でしょう。たまにであれば悪影響が永続的
になることはありませんが、不眠も慢性的
になると、体に様々な支障をきたします。睡
眠障害と慢性的な睡眠不足は、心臓病、う
つ病、脳卒中、糖尿病、痩せすぎ、太りすぎ
など、あらゆる病気や不調と関連していま
す。睡眠障害がお肌の健康に影響すること
も指摘されていますから、油断してはなり
ません。睡眠が足りないと、ストレスホルモ
ンのコルチゾールの分泌が促進されます。
コルチゾールが過剰になると、なめらかで
ハリのある肌を支えるコラーゲンが破壊さ
れてしまいます。睡眠不足はまた、判断力を
鈍らせます。よって、健康上望ましい選択を
することが困難になっていきます。それは
体にあらゆる負の影響をもたらすことにな
りかねません。
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包装食品に砂糖が加えてあ 
るかどうかは、どうすれば分か 
りますか。

睡眠不足が体に悪いというのは
本当ですか。

摂取するエネルギーが体に必要
な量を下回った場合は、体内に貯
蔵されている脂肪をエネルギー源
として使います（結果的に体重が
減少します）。

カロリーとは何ですか。どうして
カロリーを単位に使っているの
でしょうか。

専門家 への質問



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！

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。

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！
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