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今日からは、あなたも....自分の心を大切に

前向きな心構えでいれば、本心から成し遂げたいと思っている
ことにエネルギーを集中しやすくなりますし、明るい見通しを持
っていれば、不慣れな状況や困難な境遇でも対処しやすくなり
ます。こうした心がけは自信を高めることにもつながります。そ
して、地に足をつけ、この先訪れるチャンスを見つけて臨機応変
に生きていける、と思えるようになるでしょう。

私たちが「自分時間」を重視する理由
ウェルビーイング、つまり、全体を視野に入れたホリスティック
な健やかさの鍵は、安定した健康的な心と感情を養うことにあ
る、と私たちは強く信じています。穏やかな気持ちで内省に集
中する時間は、常に有意義なものです。

自分の心に目を向けることはウェルビーイングの本質に関わるポイ
ントです。何をどんな風に考え、どんな気持ちを感じるかは、日常
生活のあらゆる場面に大きな影響を及ぼす可能性があります。
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心のケアは、バランスのとれた暮らしを支えるとても大切なも
のです。

より幸せで前向きな自分になるための手段はたくさんありま
す。自信と意欲に満ち、堂 と々邁進していく、そんな未来を描い
てみませんか。

健やかな心を保つことがどれほど大切かを
知るためにも、以下ぜひご一読下さい。

www.lifeplus.com

今日という一日を精一杯体感しつつ、自分
の意識がどんな物事にどのように向かって
いるのかを注視して下さい。思考をポジテ
ィブな方向に合わせていれば、どんなに些
細なことであろうと、よりポジティブな気持
ちや行動、体験があなたの人生に引き寄せ
られてきます。集中力とは、とても強いもの
なのです。
Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus

ホルモンバランスを上手に調整...............................11

目次
ウェルビーイング - 幸せの鍵 ............................................4

心を養う食品 ....................................................................6

活力を呼び覚ます ............................................................7

睡眠 - 生活にバランスを ..................................................8

シャープな頭脳を保つには ............................................10

調和のとれた働き方 ......................................................12

ホルモンバランスを上手に調整.....................................11

https://bit.ly/2WLBs1a


0504

運動の習慣

経済的な 安定

やりがいのある 仕事

親しい 友人との関係 

栄養ある 食事

良好な睡眠

現実的で 達成可能な
目標

心を支える 信条・信仰

楽しめる 趣味

幸せな 人間関係

目的意識  帰属感

気持ちの乱れや心の不調は誰にでも起こり得ます。それは純然
たる事実であり、ほとんどの人が生きている間に経験すること
です。それほど一般的なのに、皆が意識をよそへ向けているの
が実情です。私たちはしばしば自分の気持ちが発するメッセー
ジを無視し、状況が変わればどうにかなる、と思いがちです。
身体の健康づくりや健康維持には努力が必要ですが、心の健
康にも同じことが言えます。

ウェルビーイングの観点から考えると、生活のあらゆる側面が
相互に関係し、重なり合って全体的な健康を構成していること
が見えてきます。心の健康にも実に多くの要素が影響しあって
います。ですから「自分」の優先度を上げる努力が不可欠なの
です。楽観的な人の方が悲観的な人より長生きする傾向にあ
ることは複数の研究で示されています。これもまた、ポジティ
ブな生き方を追求する意義を強調しています。

メンタル・ウェルビー
イング - 幸せの鍵 
メンタル・ウェルビーイング、つまり心の健やかさは、満た
された幸せな暮らしと密接に関連しています。幸せを育む
ことは健やかな心の一要素ですが、メンタル・ウェルビーイ
ングはそれだけではなく、自己を信じること、人とのつなが
りを（バーチャルでもその他の方法でも）確かめること、生
きがいとやりがいを感じること、ストレスに対処し、変化に
応じられる力をつけることなど、様々な要素で構成されて
います。

ご存じですか
イギリスのNHSによると、自己肯定感を高める最善の
方法は、大切な友人に接するときのように、ポジティブ
かつ誠実に自分を扱うことだそうです。1 

1 www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/feel-better-and-happy/
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1 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
2  www.psychologytoday.com/us/blog/prime-your-gray-cells/201109/have-

you-fed-your-brain-today
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117398/
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心を養う食品

心を良好な状態に保つのに良い食品とは
ウェルビーイングの向上には、オーガニックで栄養の豊富な非
加工食品を幅広く食べ、糖質と脂質を低量に抑えるのが有益で
あると報告されています¹。心身のバランス調整に必要な栄養素
（ビタミン、アミノ酸、タンパク質など）をたっぷりと摂取できる
食事をしましょう。

より健やかな心のためにできること
好ましい食生活は、燃料補給を目的とした食事だけでは成り立
ちません。私たちは食べたものから心身に必要なエネルギーを
得て日々を生きています。目指すパフォーマンスを達成するに
は、規則正しく食事をして体に必要なエネルギーを補給するこ
とが大切です。加えて、心のためには、水分を補給し、カフェイ
ンを摂りすぎないように気をつけることも重要です。

利用できるサプリメント
心身の正常な機能には、微量ながらも鉄、カルシウム、ビタミン
A・C・D・Eなどの必須栄養素が不可欠です。バランスの良いヘ
ルシーな食事を心がけつつ、上記のビタミン類、ミネラル類を含
むサプリメントで補うとよいでしょう。

メンタル・ウェルビーイングに役立つ
栄養素2

     炭水化物 
適量の範囲内であれば、セロトニンという気持ちを
落ち着ける体内物質の分泌が促進されます。

タンパク質の豊富なもの
ノルアドレナリン、ドーパミン、チロシンといった、
注意力を支える物質を増やします。

野菜と果物
気分を調節する脳内化学物質に影響を与えるもの
を含めて、体のあらゆる細胞に働きかける様々な
栄養素が詰まっています。ファイブ・ア・デイと言
われるように、1日に5皿分以上を目安に摂取しま
しょう。

ビタミンB群の豊富な食品
レバー、生のオレンジジュース、牛乳、チーズ、鶏肉
や赤身肉などの食品が精神機能の正常な働きを助
けます。 

プロバイオティクス 
味噌、ヨーグルト、ザワークラウト、キムチといった
プロバイオティクス食品については、消化管を助け
る働きが研究で明らかにされています3。怒りや不
安、悲しみ、高揚感などの感情が腸に何らかの症
状を引き起こすことも知られています。

ローフード 
火を通さずに食べられるものを生で食べると、
感情面の健康改善に役立つことが示されていま
す（ニンジン、リンゴ、ホウレンソウその他の緑
の葉野菜など）。 

ご存じですか
鉄欠乏症は世界で最も一般的な栄養不良で、少なくと
も25億人の生活に影響が及んでいます。鉄欠乏症の
初期の兆候は神経系に現れることが多く、疲労感や頭
がぼんやりするといった症状を訴える例がよく見られ
ます。

栄養価の高い食事は体に良いだけでなく、心にも不可欠であることを
示す科学的な研究が続 と々発表されています。一連の新しい知見は 
「栄養精神医学」という概念を生み出しました。

活力を呼び覚ます

どんな運動をするべきか
有酸素運動と筋力トレーニング、2種類の異なる運動を組み合
わせて、心臓と筋肉を活発に動かすのがポイントです。選択肢
はジムに通う以外にもたくさんあります。例えば、屋外で運動
をする、あるいはオンライン通信を利用して友達と一緒にチャ
レンジするという方法はいかがでしょうか。お天気の良い日な
ら、ウォーキング、ジョギング、サイクリングといった運動が体
力維持にぴったりです。

利用できるサプリメント
年齢を重ねるにつれて元気な状態を維持しにくくなることがあ
りますが、それは多忙なライフスタイルのせいだけではないか
も知れません。細胞レベルの体内エネルギー産生に必要な天
然物質が充分に作れなくなってきた可能性もあります。補酵素
Q10（コエンザイムQ10、Co-Q-10とも呼ばれる）はブドウ糖
をエネルギーに変換する際に必要なもので、代謝においても、
心臓をはじめとする重要な臓器でも、いわば原動力となってい
ます。現在ではサプリメントとして普及しています。

ご存じですか
カナダのブリティッシュコロンビア大学で高齢の女性を対
象に実施された最近の研究では、有酸素運動（ノルディッ
クウォーキングなど）を定期的に行うことにより、言語記憶
と学習に関与する脳領域である海馬が大きくなると考えら
れています2。

運動が精神面に及ぼす影響

幸福感
状況に応じてあらゆる動きをこなす身体活動には「快
感」物質であるエンドルフィンやセロトニンの分泌量を
増やす働きがあります。

元気が出る
運動の方法や活動量を問わず、少しずつでも体
を動かしていると積極的になってきます。

ストレス軽減
運動をすると、ストレス管理に
役立つ化学物質、コルチゾー
ルが分泌されます。

どんなに年齢を重ねても、体が機能するにはエネルギーが必要です。仕
事、運動、家庭や社会生活のためであろうと、バーチャルな場面であろう
と、その事実は変わりません。メンタル・ウェルビーイングに寄与する多面
的な要素を確認しておきましょう。 
運動によって脳内で生じる科学的変化は、気分に好ましい変化を起こすのに有効であると考えられています。また運動には、自己
肯定感や自制心を高め、困難に立ち向かう力をのばす働きもあります。

睡眠の改善  
どんな形態の運動で
も、睡眠の質の向上と
睡眠時間の確保に役立
ちます。

1 www.businessinsider.com/best-exercises-slow-aging-2018-4?r=US&IR=T
2 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24711660
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睡眠 - 生活にバラ
ンスを
健康にとって睡眠は食べたり飲んだり、呼吸をしたりするのと同じくらい重要で
す。寝ている間、多忙な日常から離れる時間ができるだけではありません。脳
が記憶を統合し、情報を処理するためには、睡眠による回復が不可欠です。
一晩よく眠れなかっただけでも、翌日ずっと倦怠感に悩まされることになりか
ねません。新たな研究¹によると、これは脳細胞の疲労が原因で、物忘れが増え
たり、注意力散漫になったりする傾向も指摘されています。

睡眠の重要性とは
睡眠不足はストレスの蓄積や不安感、集中力の低下、疲労感を
招きます。一晩に何時間寝る必要があるか、は頻繁に話題にな
りますが、実際に得られる睡眠の質も重要なポイントです。科
学者の間では、睡眠の質の低さは心臓病や早期老化の原因に
なり得ると考えられています2。
人は眠っている間、数段階の睡眠サイクルを経験します。睡眠
には大きく分けてレム睡眠（急速眼球運動を伴う睡眠）とノン
レム睡眠の2種類があり、眠ってしばらくの間はノンレム睡眠で
すが、その後短時間のレム睡眠に入ります。5段階で図示した睡
眠サイクルは、およそ90分ごとに繰り返されます。

睡眠習慣を改善する方法
ライフスタイルを見直して…

寝る前のルーチンを通じて心身を落ち着かせましょう。通常、
成人に必要な睡眠時間は毎晩6～9時間程度です。

運動しましょう – ほんの10分だけでも有酸素運動（ウォーキ
ングやサイクリングなど）をすると、睡眠の質（量も）が飛躍的
に向上します3。

夕食に望ましい食品を – 温めた牛乳やアーモンド、レタス、チェ
リーなど、ある種の食べ物や飲み物には睡眠サイクルの制御に
役立つ成分が含まれています4。

…リラックスしましょう 
       お風呂に浸かって、休養に適した体温にしましょう。
       音楽を聴いたり読書をしたりするのも有効です。
        エコセラピーも活用できます – 自然とのつながりを確かめる

ことで気分を改善し、感情面の回復力を高めることができま
す5。

       ソフロロジーの呼吸法を睡眠の改善に役立ててみましょう。
        ヨガでストレスを解消し、神経系を穏やかに整えるのもおすす

めです。
       寝る前に瞑想をしてマインドフルネスを体感しましょう。
        デジタル・デトックスはいかがですか - 画面を見ている時間を

制限しましょう。

2 www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/sleep

1 www.livescience.com/60875-sleep-deprivation-sluggish-brain-cells.html

5 www1.lifeplus.com/wellness-centre/wpslug/exploring-ecotherapy/outputtype/article

3 www.sleep.org/articles/exercise-affects-sleep/
4 www.medicalnewstoday.com/articles/324295.php

ご存じですか
ソフロロジーは多大なストレスの負荷が予測される状
況で、心のコンディションを調整するために活用され
ています。例えば、スイスやフランス、スペインの病院
では、出産前の準備に実施されています。また、ラグ
ビーのフランス代表チームが前回のワールドカップで
トレーニングに導入していたという報道もあります。

**深睡眠は免疫機能を高め、心臓血管系の健康をサポートし、ストレスや不安のコントロールに役立ちます。

第1段階  
身体機能がゆっくりと落

ち着き、筋肉が緩む

睡眠のサイクル

第5段階
脳が活動し夢を見る

第2段階  
体がさらに落ち着いた状
態になり、脳波の振幅が

低下

第3段階
深睡眠の開始 
（徐波睡眠） 

第4段階 
心拍、呼吸、脳波の動

きが最低水準に*

www.lifeplus.com
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ホルモンバランスを
上手に調整

1 www.everydayhealth.com/pms/supplements-that-may-ease-pms-symptoms.aspx
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影響力のあるホルモン
甲状腺ホルモン
甲状腺ホルモンは代謝や体温をコントロールしています。
また、脳の化学反応においても重要な役割を果たしていま
す。40代の女性には甲状腺の健康状態が低下している人が少
なくありません。これにより、ストレスや不安、抑うつ、気分の
変動が生じることがあります。
副腎（皮質・髄質）ホルモン

副腎から分泌されるホルモンは、気分を制御するとともに、脳
内の化学物質のバランスを保つうえで大きな役割を果たして
います。ですから、不安やうつのリスクを減らすためにも、適
量が分泌されているかどうかを確認したほうがよいでしょう。

インスリン
血糖値の変化は気分を大きく左右します。糖分の多いものや
精白された炭水化物を食べると、インスリンの働きで血糖値の
バランスが崩れます。1日を通じて何度もジェットコースターの
ように血糖値が上下すると、活力レベルに影響が及び、不愉快
な気分になることがあります。

ホルモンバランスを取り戻すには
1. 天然のホールフードをふんだんに使った食事が望まれま

す。糖分の多い加工食品やテイクアウトは避けて下さい。
この手の食品に含まれるトランス脂肪や糖分は、血糖値の
バランスに悪影響を及ぼします。それよりも、ヘルシーな
脂肪（アボカド、脂ののった魚、ナッツ・シード類）をたく
さん食べて、ホルモンバランスを整えるようにしましょう。

2. 運動をするとエンドルフィンが増えて、気分が高揚します。
特に激しい運動でなくて構いません。ウォーキングやサイ
クリング、ゆっくりとしたヨガでも、リラックスして自分を取
り戻すことができます。

3. 気分が落ち込んでいるときや感情的になっているときは特
にセルフケアが重要です。マグネシウム塩の入浴剤を使っ
てお風呂に入る、本を読む、友達と会ったり話をしたりす
るなど、自分が幸せに感じる何かをする必要があります。

4. バランスを取り戻すのに役立つサプリメントを利用してみ
ましょう。

時期によってホルモンバランスの乱れが気分に影響することはあるもので
すが、身体、精神、感情など健康のあらゆる面で次 と々不調を招くことのな
いよう、バランスを保つ工夫をしましょう。

ホルモンとは
ホルモンは体内でメッセンジャーの役割を果たす化学物質で
す。ホルモンは血流に入って組織や臓器へ移動し、代謝や性機
能、生殖、気分などを司る、あらゆるプロセスに影響を及ぼし
ます。

ご存じですか
証拠は予備的ではありますが、ビタミンEの補給が女性
のPMSに有効である可能性が示されています。最近で
はある研究で、ビタミンEのサプリメントが月経周期に
関連した乳房の痛みを和らげるのに役立つことが明ら
かにされました¹。

ご存じですか
専門家の説によると、私たちの頭の中に去来する思考
の数は1日あたり5万から7万に及ぶそうです2。

シャープな頭脳を保
つには
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脳は人体でも極めて強力で重要な器官であり、私たちの言動のすべてを指
揮、決定しています。ですから、職場や家庭で何かに真剣に取り組みたい
ときも、試験や面接など知性を試される機会に最高の状態で臨みたいと
きにも、脳に燃料を送り届けておくことが大切です。

脳の働き
数十億個の神経細胞が集まる脳には、思考、感情、行動、運
動、感覚など特定の調整を担う領域が配置されています。脳
の各部は特定の機能を果たしつつ、他のあらゆる部分と協働
しています。心拍数から気分まで、すべてがこのようにコント
ロールされています。

脳にとって食事が重要な理由
脳はエネルギーを大量に消費する器官で、カロリーの約
20%は脳で消費されています¹。ですから、集中力を1日保つ
には、充分な栄養が必要です。私たちが口にする食品は、脳
の構造と健康に大きな影響を与える可能性があります。食べ
物は、短期的にも長期的にも脳機能をサポートしているので
す。また、脳を健康に保つため、必要性の得に高い栄養素も
いくつかあります。脳の正常な機能をサポートするオメガ3系
脂肪、ドコサヘキサエン酸（DHA）はよく知られています。

脳の健康のためにできること
アクティブな生活を心がけ、新しいことを学んだり、物事に積
極的に挑戦したりして、脳を活発に働かせましょう。具体的に
は、読書や書き物、パズル、運動のほか、講義や生涯教育に
参加するなど、たくさんの方法があります。

脳に燃料を与えると
脳を活発な状態に保つことは、脳細胞間の連携を守り、新し
い脳細胞の成長にも役立つと考えられています。人間は社交
性の組み込まれた生き物ですので、社会面でもアクティブな
生活が不可欠です。社会的なつながりもまた、脳細胞（ニュー
ロン）間の強い連携を保つのに役立つという説があります。外
出できない場合でも、インターネットのおかげで、人とつなが
ることができます。

利用できるサプリメント
チアミン、リボフラビン、パントテン酸などのビタミンB群は、
食べ物をエネルギーに変えるうえで重要な役割を果たしてい
ます。また、脳に酸素を運ぶ赤血球の発育を促進する働きも
あります。一方、ビタミンEには抗酸化作用があります。脳には
疲労軽減に役立つ鉄分も必要です。イチョウ葉のようなハー
ブ、そしてオメガ3脂肪酸のサプリメントも重要な役割を果た
すと期待されています3。

1 www.pnas.org/content/99/16/10237
2 www.huffingtonpost.co.uk/shahilla-barok/did-you-knowyou-have-betw_b_11819532.html
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10890330

http://bit.ly/2TkRRYq
http://bit.ly/2OL3Xva
http://bit.ly/2TfU9Ic
http://bit.ly/2GVKWzX
https://bit.ly/2WLBs1a


あなたの健康はあなたのもの - ウェルビーイ
ングを通じて達成できることに制限はありま
せん。自分がどう感じるかはウェルビーイング
の根本的な要素です。あなた自身の感性は、
パフォーマンスにおいても最大の影響力とな
り得ます。
ライフプラスはホリスティック・ヘルスのオピニオンリーダーとして、心を大切に
したい方のお手伝いをしています。

どのような状況であっても、明るい展望に目を向けていれば、自分に合った物事
が見えてくるはずです。自分の心の状態に気を配りながら、食事やサプリメント、
運動にも意識的に取り組んで、潜在能力を開花させましょう。きっと、より健や
かで幸せな人生へとつながっていきます。
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調和のとれた働き方

小さくとも重要なステップの先には、ウェルビーイング
とクオリティ・オブ・ライフの向上が待っています。詳
しくはwww1.lifeplus.com/web-page/about-
lifeplus/our-lifeplus-formulaをご覧下さい。

心から健やかに
前向きな姿勢を取り戻し、ベストな状態でいることに集中するには。

サプリメントで栄養補給
バランスのとれたライフスタイルを支えてより良いものに。

いつまでもアクティブに
内に快く、外へはつらつと。

きちんと食べる
優れた栄養を体に行き渡らせて、その利点を実感しましょう。

ライフプラス・フォーミュラは、視
野を全体に広げるホリスティック
なアプローチでウェルビーイング
の理念に迫ります。

いわゆるホリスティック医療は、医薬品の必要
性を回避するだけのものではありません。きち
んと食べ、ポジティブな心構えを保ち、アクテ
ィブに暮らすこと。それはまさに、健康のため
にライフプラス・フォーミュラを取り入れ実行し
ている方々のやっていることなのです。すでに
始めている方は、生活全般を視野に入れたア
プローチで、より健やかで幸せな自分を発見さ
れています。そして、より楽観的な希望にあふ
れ、心を開き自信を持って生きていることを実
感していらっしゃいます。

Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus

13www.lifeplus.com

https://bit.ly/3CgJ7I0
https://bit.ly/3keHCE8
http://bit.ly/3oVHmwi
https://bit.ly/2WLBs1a
https://bit.ly/3nCsceD
https://bit.ly/3nCsceD
https://bit.ly/3kaRKh1
https://bit.ly/3kbd31N


目標は人それぞれにユニークなもの 
ですが、他の人たちと関わる中で、 
モチベーションや励ましが得られます。
だからこそ、あなたにもライフプラス 
ファミリーの一員であることを実感して
いただきたいと願っています。

facebook.com/lifeplus

@lifeplus.official

@lifepluscorp

          vimeo.com/lifeplusinternational 

   

オンライン・コミュニティにご参加下さい

フォローしましょう 

フォローしましょう

ご登録下さい

ご登録下さい
youtube.com/lifeplusinternational #wearelifeplus

いいね！はこちらから
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http://bit.ly/2X2WyYj
http://bit.ly/2SyRxrB
https://ww1.lifeplus.com/uk/en/web-page/lifeplus-stories
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