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哲人の名言に「親切でありなさい、なぜなら
あなたが出会う人は皆、それぞれに厳しい戦
いのさなかにあるのだから」というものがあ
ります。どんな戦いに挑んでいるかは人それ
ぞれです。雨露をしのぐ屋根の下で暮らすた
め家賃を稼ぐことかも知れませんし、締め切
りに間に合うよう仕事を片付けることかも知
れません。癖になってしまったジャンクフード
をやめようとしている人、甘いもの、お酒、タ
バコ、薬物を断とうとしている人もいるでしょ
う。思い通りにいかなくとも、立ち向かわな
ければならないことは日々いくらでもありま
す。ところが、自分の周囲にいる人、身近な人
もそうだということを意識することはほとん
どないのではありませんか。どんな小さな戦
いでも大きな戦いでも、誰かの親切は助力
になります。

友人や家族、同僚といった人たちとの接点で
何かを感じ取るとしたら、親切、無関心、粗
末な扱いのどれがいいと思いますか。答えは
もちろん、親切でしょう。それは相手の立場
でも同じことであるはずです。

自ら親切な行いをすることで、自分の思考や
感情をポジティブな波長に保つことができま
す。それが、よりポジティブな思考や感情、人
間関係、体験をあなたの人生に引き寄せま
す。他人に親切にすることは、自分に親切に
することです。親切心は人生を形作るツール
の中で最も重要なものと言ってもよいかも知
れません。

他の人がどんな戦いに挑んでいるか分から
ないこともあれば、自分が挑んでいる戦い
がどんなものか分からないこともあるでしょ
う。それでも私たちがほんの少しでも親切心
を行動にすれば、そのポジティブなエネルギ
ーは地球上の全ての人にプラスになるに違い
ありません。

親切心を行動に 
アート・オブ・グローイング・ヤング本号には、ポジティブ思考のも
たらす健康上のすばらしい利点に関する記事が掲載されていま
す。善行と親切、ポジティブな考え方に対して生じる反応には目を
見張るものがあります。思考の力と焦点の置き方でよりよい人生
へと変えてゆく方法については記事本文に譲るとして、私はここ
で親切が親切を引き寄せることに着目したいと思います。
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最新ニュース
ビタミンDで呼吸を楽に
喘息を抱えている方は、日光浴やサプリメン
トで体内のビタミンDを増やせば呼吸が少
し楽になるかも知れません。最近の研究で、
ビタミンDに呼吸器系ウイルスに対する免
疫反応を高め、気道の炎症を抑える役割が
あることが分かりました。いずれも喘息患者
にとっては重要なポイントです。 

三次喫煙はこれまでに考えられていた以上
に有害な可能性があります。三次喫煙とはカ
ーテンや布地、衣服、家具などに残留するタ
バコの有害物質を吸入することを指します。
カリフォルニア大学リバーサイド校の研究
で、カーテンや家具の布張りなどに残った有
害物質がマウスに与える影響を調べたとこ
ろ、1ヶ月のうちに、マウスの血液と肝臓にお
ける炎症分子が約50パーセント増加したと
のことです。炎症は様々な病気や健康問題を
引き起こす大きな原因となります。

オーストラリアで行われた新しい研究による
と、定期的な運動が将来のうつ病を防ぐこと
につながるようです。10年にわたる調査で、
週に1～2時間以上運動する人はその後の人
生においてうつ病を発症する可能性が低く
なることが分かりました。 

屋外で遊ぶことが後の視力低下を防ぐかも
しれません。ある新しい研究によると、両親
がともに近視であっても、その子供たちは週
に約14時間外で遊ぶことで近視の遺伝リス
クをほぼ完全に相殺できるとのことです。 

お茶に含まれる栄養素が腸内細菌叢の働き
を向上することで減量効果が得られるかも
知れません。学術雑誌『ヨーロピアン・ジャー
ナル・オブ・ニュートリション』に発表された
研究によると、紅茶を飲むと腸内菌の代謝産
物が変化することで肝臓におけるエネルギ
ー代謝も変化し、それが健康と減量につなが
る可能性があるということです。この効果は
紅茶だけでなく緑茶にもあるようです。 

運動と長寿の関わりについての最新の研
究から、家の掃除に長時間を費やしている
方に朗報です。健康維持のために、ジョギ
ングやスイミング、ジムでのワークアウトを
する必要はないことが分かりました。心臓
の健康を守り長生きすることを目的とする
のであれば、掃除機をかけたり床を磨いた
りといった家事でも十分な運動になるとの
ことです。世界保健機関では成人を対象に
週150分以上の適度な運動を推奨していま
す。掃除機をかける程度の体力を使う家事
なら運動時間として計算に入れることがで
きます。 

未来の幸せのためにも運動を

日光が視力を守る

お茶でダイエットの成功率アップ

こまめに掃除機をかけて寿命
を延ばす

喫煙者と喫煙者が集まる場所を
避けましょう
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複数の研究によれば、自分一人で何かするよ
りもグループで何かをする方がずっと良い
効果があるということです。グループ・エクサ
サイズには、フィットネスを楽しみたい仲間
が集まる気軽な同好会や、インストラクター
が指導するより本格的なクラスなどがありま
す。ここでは、仲間で集まるパワーを利用して
新年の体力づくりの目標を達成する方法を
ご紹介します。

社交を兼ねて楽しむ
グループ・エクササイズは大人にとっても楽
しいアクティビティです。他の人と一緒に体
を動かし、日常の動き（デスクワークなど）と
は違う動きをし、人と交流しながら充実した
時間を過ごせます。

実際、研究では人と一緒にエクササイズをす
れば、一人でエクササイズする時よりも、運
動後により落ち着いた気分になる、と示され
ています。1 

グループ・エクササイズに参加していると、
何か新しいこと、楽しいことにチャレンジした
いという気持ちになる傾向があります。多く
の人はエクササイズを諦める一番の理由に
退屈さを挙げています。グループで楽しむエ
クササイズは、思い切って一歩を踏み出し、
新しいクラスにチャレンジする勇気を与えて
くれます。仲間の存在が、違うゴールを目指
したり、違う方法を試したりする後押しにな
ります。

ダンスやワークアウトのクラスでは、ダンス
パートナーが変わったり、いくつか異なるタ
イプのダンスに挑戦したり、といった変化が
人々を惹き付ける場合があります。ヨガのク
ラスでは、インストラクターが動きの順番を
変え、様々なポーズや難易度のものを取り入
れています。

生理学的な効果 
オックスフォード大学の認知・進化人類学研
究所では、ボート競技のチームメンバーの生
理学的差異について調べました。メンバーを
2つのグループに分け、1つはエクササイズを
一緒にやるように、他方は一人ひとり個別に
同じエクササイズをするように設定し、エク
ササイズ後の血圧測定時に苦痛の度合いに
ついて聞き取り調査を行いました。その結
果、チームメイトと一緒にエクササイズをし
たグループは、個別にしたメンバーと比べ、
苦痛に耐える力が2倍に上ることが明らかと
なりました。研究者によると、チームメイトと
一緒にトレーニングしたメンバーは「個別に
するトレーニング方法と比べ、エンドルフィン

（幸福ホルモン）が急上昇」したのだろうと
しています。その作用は、踊り、食事や笑い、
といった人々に幸福をもたらす日常の活動
と似ているということです。 2

英国のイースト・アングリア大学の医学部に
よる研究でスポーツ医学誌「ブリティッシュ・
ジャーナル・オブ・スポーツ・メディスン」に発
表された内容によると、グループで屋外ウォ
ーキングをしている大人は、安静時の心拍数
が低めで、血圧値は最適範囲により近く、体
脂肪が少ない傾向にある、という結果が出て
います。3 

意欲と目標
私たちの思考や感情は行動と相互に関わり
合っています。意思や思考が行動を起こし、
それが現実に影響してきます。健康について
ポジティブな変化を積極的に受け入れるア
クティブな大人に囲まれていれば、同様に自
分自身にも意欲が湧いてくるようになるでし
ょう。このような人々は、さぼりたくなる気持
ちを防ぎ、ゴールを見失わず、ベストを尽くそ
うと思うように導いてくれます。4 

04

人間は生れながらに人と交流し集団で生活をする生き物です。小
さい頃から、行動や思考、習慣に集団の仲間から影響を受けて育
ちます。

チームワーク：一緒に運動
して、一緒に健康を保ちま
しょう

フィットネス

言葉を換えれば、若返ったような
気持ちになる、大人にとっての遊
びとも言えるでしょう。

例えば、ジョギングやランニングの
グループなら、長距離をゆっくり1日
で走ることもあれば、短距離を全
速力で走ることもあるでしょう。

1 Plante, Thomas G., et al. “Does Exercising with 
Another Enhance the Stress-Reducing Benefits of 
Exercise?” SpringerLink, Kluwer Academic Publishers-
Plenum Publishers, July 2001, link.springer.com/
article/10.1023/A:1011339025532.

2 Cohen, Emma E. A., et al. “Rowers’ high: behavioural 
synchrony is correlated with elevated pain thresholds.”  
Biology Letters; Oxford University, The Royal Society, 
15 Sept. 2009, rsbl.royalsocietypublishing.org/content/
early/2009/09/14/rsbl.2009.0670.
3 Hanson S., Jones A. Is there evidence that walking groups 
have health benefits? A systematic review and meta-analysis. 
Br J Sports Med. Published Online First: 19 Jan. 2015. doi: 
10.1136/bjsports-2014-094157.

4 Irwin, B. C., Scorniaenchi, J., Kerr, N. L., Eisenmann,  
J. C., & Feltz, D. L. (2012). Aerobic exercise is promoted when 
individual performance affects the group: A test of the Kohler 
motivation gain effect. Retrieved from http://krex.ksu.edu.
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人は他者とつながっていると感じるときや、
自己にとどまらず他者に対しても責任を負っ
ていると感じるとき、実際に行動を起こす可
能性が高くなります。朝のウォーキンググル
ープに合流する予定で目覚ましをかけてい
ても、二度寝したくなる日はあるでしょう。で
も、皆がお互いの存在を頼りにしているとい
う意識があれば、行こうという気になれるも
のです。ある研究では、配偶者と一緒にジム
に通う場合、断念する確率はほんの6.3％、別
々に通う場合は43％に上ることが立証され
ました。5

別の研究では、体幹を強化するプランクの姿
勢を一人でやるか、バーチャルパートナーと
続けるか、実在のパートナーと取り組むかを
選んで実行してもらいました。この3つのオプ
ションで一番長く続けられたのは実在のパ
ートナーがいる場合で、一人でやるよりも1分
20秒長く姿勢を維持できました。6 

前述のボート競技の研究では、グループのエ
クササイズがより多くのエンドルフィンを誘
発する理由として、ゴールを共有し、仲間意
識を持つことが鍵になる、という説が提唱さ
れています。人は仲間と共通したゴールを目
指して努力するとき、一人でやるよりも達成
しやすいと感じるそうです。言い換えれば、
他者に対する責任を実感することで目標が
より明確になり、自己の意欲へとつながって
いくということです。

つまるところ、人間は社交的な生き物です。
何かを成し遂げるなら、一人でやるより集団
で一緒にやる方が良いという具合に、私たち
はできているのです。何か新しい習慣を身に
つけようとしている時も然り、です。体に悪い
ことをやめ、健康維持に役立つことを続けた
いと願っている人にとって、仲間の支えは大
きな助力となります。近頃の研究でも明らか
になっているように、仲間意識には、良薬に
匹敵するパワーがあるのです。

5 Wallace, J. P., et al. “Twelve month adherence of adults who 
joined a fitness program with a spouse vs without a spouse.” 
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.  
U.S. National Library of Medicine, Sept. 1995, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/8775648. Accessed 1 Sept. 2017.
6 Feltz Deborah L., Forlenza Samuel T., Winn Brian, and  
Kerr Norbert L. Games for Health Journal. April 2014, 3(2):  
98-105. https://doi.org/10.1089/g4h.2013.0088.
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季節性情動障害を自然
な方法で克服するには
冬はエネルギーの低下を感じやすい季節です。いっそ冬眠してしまいたい、
という気分になることもあるでしょう。寒く暗い日々が続くと、季節性情動
障害（SAD）に悩む人が増えてきます。冬に抑うつや悲しみを感じやすくな
る人は珍しくありません。

特集記事
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SADはうつ病の一形態で、日照時間の少な
い時期、つまり秋と冬に生じやすい傾向があ
ります。それは、日光を浴びる時間が減ること
で概日リズム（体内時計）に狂いが生じ、抑う
つや不安を誘発するため、と考えられていま
す。日光が不足すると、体内のセロトニン（気
分に関連する脳内物質）とメラトニン（睡眠
と免疫系の機能において重要な役割を果た
すホルモン）が減少します。  

SADに対処するには、晴れた日になるべく屋
外で過ごすのが有効です。医療機関によって
は、日光に近い光を用いる光療法を実施して
いる所もあります。心の内に安らぎをもたら
し、SADの影響を軽減する方法はたくさんあ
ります。なかでも欠かせないのは、意識的な
ポジティブ思考の力です。

私たちは日々の生活を通じて、様々な人や体
験、状況に関わっています。そこにはポジティ
ブなものもあれば、ネガティブなものも存在
します。そういった雑多な物事に対してどう
反応するかは、私たちが思っている以上に、
自力でコントロールできるものです。感情、
思考、行動には複雑な相関性があります。そ
の仕組みを理解すれば、ひとつを操作するこ
とで他の２つを変えることができるようにな
ります。

SADの症状にとらわれないようにするには、
思考パターンにマインドフルネスの要素を
取り入れるのがよいとされています。自分の
思考をより意識的に把握すれば、それだけ日
々の暮らしに引き寄せられる物事をコントロ
ールしやすくなります。

私たちは社会生活の中で自己を省み気に病
むことを覚えますが、ここでは自他の評価か
ら離れて単純に観察することに集中してくだ
さい。ネガティブな感情が多いことが分かっ
たら、思考を再構成する練習をしましょう。そ
して、それが習慣になるまで繰り返すので
す。最初のうちは、携帯のアラーム機能を使
って、定期的に自分の思考をチェックすると
よいでしょう。

新しい運動や楽器、その他一般的な習い事
と同様に、練習を重ねれば、ポジティブ思考
のコツもつかめてきます。思考の転換が習慣
になるまで続けてください。

このスキルはSADの生じやすい冬の間は特
に重要です。実際に始めてみると、セルフチェ
ックと思考の転換は、鬱 と々した日の多い冬
ほど頻繁に必要なことが分かってきます。ア
ラームの頻度を増やすなり、日記をつけるな
りして、観察を続けられるようにしましょう。

他にも、愚痴の多い人と接する機会を減ら
す、瞑想を始める、といったことも有益です。
夕食や就寝前、家族で過ごすひと時に、会話
のなかで感謝の気持ちを伝えたり、その日あ
った楽しかったこと、嬉しかったことを話題
にしたりするのもおすすめです。

ただし、これは自分の人生の中にある望まし
くない物事を無視すべきという意味ではあ
りません。そんな時こそしっかりと向き合っ
て、ネガティブな要素をポジティブに転換す
るか、好ましくない状況に置かれても何か良
いことを見出すことに力を注いでください。
簡単に言うなら、物事の良い面に着目する、
それだけのことです。

生きていれば望ましくないことにも遭遇しま
す。ポジティブな展望を保つためといって、
困難から目を背けてはいけません。問題は
問題として認識し、何が問題なのか、それに
ついて自分がどう感じているかをきちんと見
てください。ネガティブな感情もありのまま
に認識したうえで現実的に対処することが重
要です。また、ネガティブをこじらせてもいけ
ません。認識ができたらそこから離れて、次
のステップに進むことにエネルギーを注ぐ
べきです。

07

まずは自分の思考を観察すること
から始めましょう。自分の思考を
批判したり、ネガティブな思考を
持つ自分を恥じたりしてはいけま
せん。

気持ちが軽くなり、満たされて不
安や心配から開放されているとき
は、物事のポジティブな側面に意
識が集中できている状態と言え
ます。

ネガティブな思考に気づいても、そ
んな自分に温かく寄り添って、思
考を見つめてください。しっかりと
向き合ったうえで、ポジティブな視
点から見られるように誘導するの
です。
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意識的な転換に加えて、より多くの日光、自然
光を浴びるようにするといったような、シン
プルな方法も実践する価値があります。部屋
のカーテンを開き、ブラインドを上げ、可能
なら朝一番に外に出て太陽の光を浴びてく
ださい。長めの散歩に出かけたり、公園でラ
ンチをとるのもおすすめです。日中は日光の
入る窓辺で過ごすという方法もあります。自
宅にいる間もなるべく明るい場所にいるよう
工夫してみてください。植物園を訪れ、温室
のベンチで寛いでもよいでしょう。曇り空の
日でも外に出て自然光に接するだけである
程度の効果が期待できます。美しい緑に囲ま
れればなお良いでしょう。

長めの散歩は一石二鳥です。自然の光を浴
びながら、体を動かせるのですから、効果が
あるのは不思議なことではありません。健や
かな暮らしに運動が不可欠であることは広く
知られていますが、精神面、情動面でも運動
は非常に重要です。マインドフルネスの導入
を兼ねるという意味でも好ましい運動はヨガ
です。なかなかやる気が出ないという人は、
夜寝る前と朝起きたときにごく簡単なストレ
ッチを行うだけでもSADの症状が改善でき
ます。

ビタミンDもまた気分の高揚に働きかける栄
養素ですが、寒く日照時間の減る時期には体
内量が減少しがちです。ビタミンDは日光を
浴びると体内で産生されます。SADの傾向が
あるなら、ビタミンD不足にならないよう注
意が必要です。医療機関によっては、冬に強
い悲しみを訴える人の血液検査をしてビタミ
ンD量を調べています。

ビタミンB-12についてはまだ明らかになって
いない部分もありますが、不足状態とうつの
症状に関連性があると考えられています。ビ
タミンB-12は免疫反応やエネルギーの増強
にも役立つ栄養素です。

季節性の抑うつ感が押し寄せてきたら、気分
を高めるために自分と向き合う時間を作りま
しょう。おそらくは季節が変われば改善する
一時的なものと受け止めつつ、できることか
ら始めてゆっくりと対策を進めてください。こ
こで提案したことの全てを同時にこなせなく
ても、ひとつでもポジティブな影響の感じら
れるものが見つかれば、楽になるはずです。
感情と思考と行動は互いに関連しあってい
ます。ポジティブな気持ちになることを思い
ながら眠りにつけば、感情面で変化が生じる
でしょう。あるいは朝起きて5分間ストレッチ
をすることで、新しい一日に好ましい違いが
出てくる可能性もあります。

思考であれ、感情や行動であれ、ちょっとし
た変化を起こすことに成功すれば、引き寄せ
られてくる物事も変わります。季節が人々の
内面に困難をもたらす時期こそ、この考え方
は重要です。途方もなく大きな課題に取り組
む必要はありません。ポジティブな方向へ進
むのに役立つことなら、どんな小さな変化で
も意味があります。
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栄養面では、オメガ3脂肪酸のよう
な気分の高揚に関連する栄養素を
確保することを心掛けてみましょ
う。この体に良い脂肪に気分を高
める作用があることは、多くの研
究で示されています。
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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。

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。

© 2018 Lifeplus International
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しかしながら、新しい年の始まりに決意を新
たにすることには建設的な変化を起こす力
があります。達成可能な目標を設定し、仲間
と一緒に責任感を持って取り組んでみませ
んか。ポジティブな姿勢を維持していれば、
人生により好ましいことが引き寄せられ、全
体的に満たされた生き方ができるようにな
ります。1 

目標を達成したいなら、自分にとって大切な
こと、自分のライフスタイルに密接している
こと、そして現実的に達成可能であることを
目標にするのがポイントです。医療関係の調
査プロジェクトでよく使われる、スマートの法
則に従って目標を設定してみません
か。S.M.A.R.T. は specific（具体的）
measurable（測定可能）attainable（達成可
能）realistic（現実的）time-bound（期限があ
る）の５つの単語の頭文字をとったもので
す。2  例えば「ヘルシーな食事をしよう」では
曖昧ですが、「夕食の半分はお野菜にする」
とすれば具体的になります。しかも、半分、と
いう計測可能な要素もここで明確にされて
います。

スタートする現時点の状況をよく把握して、
段階的に進歩を確かめられるように工夫し
ましょう。夕食に野菜料理などしたことがな
い、という人は、毎晩１つ野菜を加える、とい
った目標から始めた方が現実的で達成可能
と言えます。

冬が終わるころ、春の目標を改めて設定する
なり、達成できそうな目標を付け加えたりす
ればよいでしょう。期限を意識することで、責
任感が生まれます。

やり遂げようという気持ちを維持するには、周
りの人たちの力を借りるのも良い方法です。
グループで目標を共有すると、外部のポジテ
ィブな力を活用して達成へ進んでいくことが
できます。新年の計を立てたら、身近な人た
ちに伝えましょう。折に触れて、進み具合を訊
ねてくれるはずです。

仲間に加わってもらって、一緒に目標に取り
組むことができればなお良いでしょう。週に
３回、決まった距離のウォーキングをこなすこ
とにしたのなら、そのうち１回は地元のクラ
ブ活動を兼ねても良さそうです。こうして目標
を共有し、仲間と一緒に取り組むことでポジ
ティブな繋がりができ、達成を目指す意志が
強化されます。念のため、仲間の誰かに頼ん
で、進捗を確認してもらうのもおすすめです。
また、ソーシャルメディアに目標や進展を投
稿するのも一案です。3,4   応援やお祝いのコメ
ントがもらえると、励みになります。
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新しい年、新たな目標、
達成への新しい道

ライフスタイル

次に、野菜を多めに盛り付けるこ
とについてどう思うかは別にして、
現実的に達成可能かどうかを考え
る必要があります。

期限、あるいは時間枠に関しては、
「週に３日は夕食の半分を野菜に
する」「冬の間は夕食に緑の葉野
菜を添える」といったように決める
ことができます。
 

年が明けるとよく話題になるのは、新年の計です。そして、どのみち続
きやしないのだから、立てもしなかったよ、と笑い話になるのもまた
よくあることです。まさに自分がそうだ、という方もいらっしゃるでし
ょう。

1 “Motivation through conscious goal setting.” Applied  
and Preventive Psychology, Elsevier, 2 Mar. 2005,  
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962184996800059. 
Accessed 2 Sept. 2017.
2 Shahin, Arash, Mahbod, M. Ali (2004). “Prioritization of key 
performance indicators: An integration of analytical hierarchy 
process and goal setting.” International Journal of Productivity 
and Performance Management. Emerald. 56 (3): 226-240. 
doi:10.1108/17410400710731437. Retrieved 2 Sept. 2017.

3 DeBar L. L., Dickerson J., Clarke G., Stevens V. J., 
Ritenbaugh C., Aickin M. (2009). Using a Website to build 
community and enhance outcomes in a group: Multi-
component intervention promoting healthy diet and exercise in 
adolescents. Journal of Pediatric Psychology, 34, 539-550.
4 “Harnessing Social Media for Health Promotion and Behavior 
Change.” Health Promotion Practice, 10 May 2011, journals.
sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524839911405850#
articleCitationDownloadContainer. Accessed 2 Sept. 2017.
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他者からの肯定的な言葉は目標達成の後押
しとなり、考え方や気持ちを前向きにしてく
れます。思考、感情、行動は相互に影響を及
ぼしあう関係にあります。どれかひとつに進
展があれば、他の２つにも可能性が広がりま
す。考え方が変われば、行動も変わるのです。
物事のポジティブな面に注目していると行動

（と健康）にも好ましい影響が及ぶというこ
とは、研究でも示されています。5  実際に達
成できると確信して目標に取り組んでいる
と、達成に至る確率も高くなります。また、ポ
ジティブな姿勢で自分に対して寛容でいれ
ば、思い通りにいかないことがあっても（例え
ば、週３回のウォーキングが２回しかできな
かった場合など）、そこで諦めず次に向かっ
て前進できる可能性が高くなる、ということ
も指摘されています。6 つまり、ポジティブに
考える力を育めば、しっかりとした道筋を進
んでいけるということなのです。

健康的な目標を設定すること自体にも得る
ものはありますが、ポジティブな変化を実現
するには、時折時間をとって振り返ってみる
ことも必要です。目標をしっかりと見据えつ
つ、途中経過を確認する機会も設けましょう。
カレンダーを使って毎週日曜日の夕刻に５
分間、目標に向けてどのくらい進めたかを考
える時間をとってみましょう。この１週間でで
きたこと、そして、次の１週間でできることに
思いを巡らせるのです。あるいは、自分にご
褒美を用意する、という方法も利用できま
す。大好きなデザートを手作りして味わう、マ
ッサージやエステに行くなど、ストレスを解
消していい気分になれることを決めておくと
よいでしょう。

新しい年の訪れは、過ぎ去った年を振り返る
よい機会となります。今年はやってみる前か
ら敗北を認めるのではなく、健康によい目標
を立ててポジティブな変化に向かっていきま
しょう。望むことを明確にして、仲間と力を合
わせて取り組むのです。成功した自分を思い
描いて前進すればきっと達成できます！
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5 Fredrickson, Barbara L. et al. “Open Hearts Build Lives: 
Positive Emotions, Induced Through Loving-Kindness 
Meditation, Build Consequential Personal Resources.” 
Journal of Personality and Social Psychology 95.5 (2008): 
1045–1062. PMC. Web. 2 Sept. 2017.
6 Tugade, M. M., and B. L. Fredrickson. “Resilient individuals 
use positive emotions to bounce back from negative 
emotional experiences.” Journal of Personality and Social 
Psychology, U.S. National Library of Medicine, Feb. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14769087.  
Accessed 2 Sept. 2017.
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特に、呼吸器感染症など時期的に多い病気
にならないよう、冬を元気に乗り切るために
役立ちそうなものをまとめてみましたので参
考にして下さい。1 

ショウガ
ジンジャーブレッドとオートミールのクッキ
ー、リンゴとカボチャとショウガのスープ、オ
レンジとショウガで風味をつけたマルドワイ
ンなど、寒い冬の日にぴったりの食べ物に
は、しばしばショウガが使われています。陽射
しが弱まり日照時間が少なくなったら、ショ
ウガで体を温めましょう。冬のメニューがお
いしくなるだけでなく、免疫系を強化すると
いう重要な役割も果たしてくれます。

ショウガは主に消化器系と胃腸の症状改善
に使われてきた歴史がありますが、体内の炎
症に対抗する作用も認められています。体を
内側から温めるので、冬の寒い時期に流行
しやすい風邪やインフルエンザに伴う痛み
を和らげてくれます。

ショウガの作用については様々な研究が行
われており、重要な免疫反応を呼び起こすこ
とにより体内のフリーラジカルに対抗してく
れることが指摘されています。さらに、ショウ
ガの成分で活性化されたT細胞の活躍で、病
気のもとになる微生物が撃退されることも示
されました。2,3 

ウコン
鮮やかで深みのある黄色のスパイス、ウコン
はターメリックとも呼ばれます。特にインド
料理で好んで使われてきましたが、健康志向
の人々の間で近年人気が急上昇しています。
ある調査報告では、ウコンには抗酸化作用、
抗炎症作用、抗菌・抗真菌作用など多くの健
康効果があることがまとめられています。4 

乾燥粉末でも生でも、スムージーに混ぜた
り、炒め物やカレーに入れたり、冬野菜のロ
ーストに振りかけたり、パンに練りこんだりと
様々な使い方ができます。ウコンは食品中の
脂肪分と相性が良く、脂肪と一緒に摂取した
ほうが体内への吸収も良くなります。スムー
ジーに脂肪を減らしていないヨーグルトを入
れたり、炒め物にゴマ油を使ったり、冬野菜
のローストにオリーブオイルを回しかけたり
すると相乗効果が期待できます。5 

カイエンペッパー
カイエンペッパーは辛みの強い唐辛子です。
南米の小国、フランス領ギアナの首都にちな
んで名づけられました。辛みだけでなく味に
深みをもたらすこのスパイスは、あらゆる料
理に使われています。しかも、免疫系を強化
する成分を含んでいます。栄養面でも健康上
の利点がたくさんあり、ビタミンA、B-6、E、C
を含有しています。また、リボフラビン、カリ
ウム、マンガンのよい摂取源ともなります。6 

カイエンペッパーには他に、代謝を活発に
し、体重調整を助ける働きもあります。冬の
休暇中は食べる量が増え、運動量が減る傾
向にあるので、太ることを心配している方は
たくさんいるでしょう。そんな冬に嬉しいカプ
シエイトがカイエンペッパーに含まれていま
す。カプシエイトは辛み成分とは異なる栄養
素で、あらゆる健康問題に関連する炎症を抑
える働きがあります。7 

オレガノ
イタリア料理に欠かせないオレガノは、メキ
シコでもよく使われています。この香り高い
ハーブが優れた抗酸化作用を有することは
あまり知られていませんが、実はORAC値の
非常に高い植物です。

ORACとは酸素ラジカル吸収能の略称で、米
国農務省が食品の抗酸化能力を測定するた
めの指標として開発したものです。ORAC値
が高いほど、抗酸化物質を豊富に含んでい
ます。つまり、フリーラジカルの攻撃による酸
化のダメージに強力に対抗するということに
なります。肉を焼くと自然発生的に酸化が起
こりますが、オレガノを使うことで、酸化に関
連する悪影響を低減することができると考え
られています。
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数ヶ月に及ぶ長く暗い冬、誰もが温かく快適に過ごしたいと願うもの
です。毎日のお料理に何種類かのスパイスを取り入れることで、おい
しくて免疫系のサポートにもなる食事ができます。ショウガ、ウコン、
カイエンペッパー、オレガノといった植物は、何世紀も前から治療に
使われてきました。現代になって、そういった薬効のあるものがどの
ように健康に寄与するかが明らかになりつつあります。

暮らしにスパイスを！

栄養

1 Mourtzoukou, E. G., and M. E. Falagas. “Exposure to cold 
and respiratory tract infections [Review Article].” Latest TOC 
RSS, International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease, 1 Sept. 2007, www.ingentaconnect.com/content/
iuatld/ijtld/2007/00000011/00000009/art00002. Accessed 1 
Sept. 2017.
2 “Ginger prevents Th2-Mediated immune responses 
in a mouse model of airway inflammation.” 
International Immunopharmacology, Elsevier, 8 Aug. 
2008, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1567576908002270?via%3Dihub. Accessed 1 Sept. 2017.
3 Tripathi, Sudipta, et al. “Ginger extract inhibits LPS 
induced macrophage activation and function.” BMC 
Complementary and Alternative Medicine, BioMed Central, 3 
Jan. 2008, bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1472-6882-8-1. Accessed 1 Sept. 2017.

4 Prasad S, Aggarwal B. B. Turmeric, the Golden Spice: From 
Traditional Medicine to Modern Medicine. In: Benzie IFF, 
Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and 
Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/
Taylor & Francis; 2011. Chapter 13.
5 Staff. “Curcumin.” Mary S. Easton UCLA Alzheimer 
Translation Center, UCLA Neurology, alzheimer.neurology.ucla.
edu/Curcumin.html. Accessed 1 Sept. 2017.

6 “Nutrition Facts: Spices, pepper, red or cayenne.”  
Nutrition Data. Condé Nast Digital. 2011. Retrieved 13  
July 2011.
7 Macho, Antonio, Concepción Lucena, Rocio Sancho,  
Nives Daddario, Alberto Minassi, Eduardo Muñoz, and 
Giovanni Appendino. Non-Pungent Capsaicinoids from  
Sweet Pepper; European Journal of Nutrition 42, no. 1 
(February 01 2003): 2-9.

ショウガと同様、ウコンもまた根と
いうよりは根茎、地下茎を用いま
す。一般的な食料品店で乾燥ス
パイスの状態で販売されています
が、生の根茎を提供している店も
あります。
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毎日笑顔で過ご
すために

特集記事

健康のための栄養摂取や身体の健康状態と比べると話
題になることが少ないものの、口腔衛生はとても大切で
す。口腔は体の内部にありながら外界と接触する最大の
部位です。

|    The Art of Growing Young
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歯と歯茎、粘膜は清潔かつ健康な状態に保
たなければなりません。広く一般に好まれて
いる飲み物でも、コーヒーや赤ワインなど、
種類によっては歯に汚れがつきやすく、歯の
表面を守っているエナメル質にダメージを与
えるものがあります。呼吸や飲食の出入り口
となる開口部に優しい習慣や食べ物を知っ
て、上手にケアしましょう。口腔衛生の重要
性を示す研究は続 と々発表されています。細
菌、真菌、ウイルスといった口腔内の微生物
叢と、歯と歯茎の健康は、全身の健康状態と
直接関係しています。なかでも、心血管系と
脳神経系の健康との相関性は注目を集めて
います。

リンゴ
1日1個のリンゴで歯科医院に行く回数を減ら
せるかも知れません。年に2回の健診とクリ
ーニングに置き換えることはできないもの
の、リンゴは天然の歯ブラシとして古くから
親しまれてきました。リンゴの皮と果肉は繊
維質が豊富で、咀嚼する間に歯の表面が優し
く磨かれます。リンゴジュースは繊維も栄養
も損失しており、大量の砂糖が追加されてい
るので、生のリンゴと同様の作用は期待でき
ません。1 お口の健康を考えるなら、青リンゴ
のグラニースミスなど、糖分の少ない品種を
選ぶのがよいでしょう。

ナシ
果物には酸を多く含むものがたくさんあり、
酸は歯を覆うエナメル質にダメージを与えま
す。ところが、ナシは水分が非常に多く、果肉
に繊維質がたっぷり含まれているので、歯が
優しく磨かれます。

ニンジン
リンゴやナシと同様、ニンジンも繊維質が豊
富です。歯ごたえのあるニンジンを噛み砕く
ことにより、口腔内を保護する唾液の分泌が
促進されます。ニンジンは果物よりも糖分が
少ないので、リンゴやナシ以上に優れた利点
をもたらします。

シュガーレスガム 
無糖タイプのチューインガム（キシリトールの
ような天然甘味料使用）は食後に有効です。
口腔内を潤し、虫歯予防に寄与してくれま
す。シュガーレスガムを噛むことで唾液線が
刺激され、より多くの唾液が分泌されて、酸
化が始まる前に細菌が洗い流されます。キシ
リトール入りのシュガーレスを選ぶのがポイン
トです。2 

チーズ
カルシウムを含むチーズは骨に良い食品とし
て知られていますが、歯との関係に着目した
研究では、チーズの好きな方にとって嬉しい
結果が報告されています。3  

水
透き通った水の力を忘れてはいけません。甘
味料や添加物を混ぜていない水をたっぷり
と飲むことは口腔衛生上でも重要です。それ
は浄化作用が働くからです。レモンやライム
を加えると風味は良くなりますが、酸がエナ
メル質を弱くしてしまうので、歯のことを考え
るなら避けた方がよいでしょう。

歯磨き、フロス
年齢を問わず、朝と夜、そして糖分や酸を含
むものを口にした後に歯磨きをする必要があ
ります。フロスも毎日の習慣にしてください。
子供がいる方はできるだけ早くから望ましい
習慣を定着させるようにしましょう。歯が生
えてくる前の赤ちゃんの時から馴染ませてい
ってもよいくらいです。歯磨きは正しく行えば
2、3分で済みます。歌1曲分を目安にしてもよ
いでしょう。
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会員が相互に査読している臨床歯
科の専門誌（General Dentistry）に
掲載された研究によると、チーズ
を食べた被験者の口腔内ではpH
値が上昇し（酸が減り）、虫歯が抑
えられることが認められました。

1 “Apples and the Teeth—‘Nature’s Toothbrush’ Reappraised.” 
British Medical Journal 1.6069 (1977): 1116. Print.
2 Mickenautsch, Steffen et al. “Sugar-Free Chewing Gum and 
Dental Caries—a Systematic Review.” Journal of Applied 
Oral Science 15.2 (2007): 83-88. PMC. Web. 2 Sept. 2017.
3 Ravishankar Lingesha Telgi, Vipul Yadav, Chaitra Ravishankar 
Telgi, Naveen Boppana. In vivo dental plaque pH after 
consumption of dairy products. General Dentistry, 2013 
May;61(3):56-59.
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屋外で過ごす時間を増やす
日光と歯の健康は一見相関性がないように
思われますが、健康な歯を維持するにはビタ
ミンDが欠かせません。ビタミンDを確保する
最善の方法は直射日光を浴びることです。温
帯域であれば、春、夏、秋と太陽の下に出る
だけでビタミンDが得られます。日の短い冬
はサプリメントの併用を検討してみましょう。
ビタミンD3と相性の良いビタミンK2を一緒に
摂取すると、カルシウムを軟組織に留めず歯
や骨まで届けるように働きかけることができ
ます。

糖分を避ける
好ましくないものを避けるのは、ヘルシーな
習慣を取り入れるのと同じくらい重要です。ア
イルランドのデンタルヘルス・ファウンデーシ
ョンによると、虫歯の最も重大な原因は糖を
大量に含む食品・飲料を日常的に口にしてい
ることだそうです。最悪なのはソフトドリンク
で、大量の糖が虫歯のリスクを増大するだけ
でなく、強い酸性によりエナメル質を脆くして
しまいます。

お買い物をするときも成分表示を確認しまし
ょう。包装済みの食品には予想以上に多量
の糖分が含まれています。

とてもヘルシーな食品であっても、糖分や歯
にダメージを及ぼしうる成分を含んでいるこ
とはあります。例えば、新鮮な果物には天然
の果糖が含まれています。しぼりたてのジュー
スでも、砂糖と同じくらい歯を傷める可能性
はあります。レモン、オレンジ、その他酸味の
ある果物は酸性度を上げ、口腔内のpHバラ
ンスを崩します。そのままにしておくと細菌が
プラークを増やしていってしまいます。ですか
ら食後は（食事内容がヘルシーであっても）
必ず歯磨きをすること、寝る直前に飲み食い
しないことが大切です。

入念なケアに：オイルプリング
より入念にお口の健康に取り組みたい方は、
オイルプリングを試してみてはいかがでしょ
うか。オイルプリングはインドでは古くから行
われてきた健康法です。欧米では馴染みがな
かったもので、アメリカにはウクライナの医師
（F. Karach, MD）が紹介したと言われていま
す。複数の研究を系統立てて精査したとこ
ろ、プラークの形成とプラークに由来する歯
肉炎の予防に有効であることが示されまし
た。4,5 ココナッツオイル、マカダミアオイル、そ
の他風味のよい良質のものなら手持ちのオ
イルでも利用できます。

大さじ1杯ほどのオイルを口に含んで、数分
間、オイルで歯をしっかりとゆすぎます。使
用済みのオイルで排水管を詰まらせないよ
う、ペーパータオルなどに吐き出してごみ箱
に捨ててください。これで口腔内の毒性物質
が除去できる、というわけです。その後は水
でよくすすいで、いつものように歯磨きをして
ください。

健やかで美しい笑顔はすばらしいもので
す。適性な食事をし、歯磨きとフロスをきち
んとしていれば、輝くような笑顔を維持しつ
つ、心臓や脳の健康を守っていくことがで
きます。
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輝くような笑顔を手に入れたい、歯
医者にはなるべく行きたくない、と
思うなら、ソーダ類や甘い飲み物、
甘いおやつは制限するべきです。

4 Peedikayil, Faizal C., Prathima Sreenivasan, and Arun 
Narayanan. “Effect of Coconut Oil in Plaque Related 
Gingivitis—A Preliminary Report.” Nigerian Medical Journal: 
Journal of the Nigeria Medical Association 56.2 (2015):  
143-147. PMC. Web. 2 Sept. 2017.
5 Shanbhag, Vagish Kumar L. “Oil Pulling for Maintaining 
Oral Hygiene—A Review.” Journal of Traditional and 
Complementary Medicine 7.1 (2017): 106-109. PMC.  
Web. 19 Sept. 2017.
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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®

EPA、DHAとオメガ3 脂肪酸

© 2018 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。



|    The Art of Growing Young18 |    The Art of Growing Young



2018 年1月/2月    |

ビタミンCは靭帯、軟骨、腱、骨、血管、皮膚と
いった結合組織の形成と維持を助けます。健
康で若 し々い肌を保つ上で重要なコラーゲ
ンの生成にも関わっています。また、傷の治
癒にも欠かせません。そのため、ビタミンC
は皮膚の健康に不可欠な栄養素だと考えら
れています。ビタミンCと強力な抗酸化物質
であるオリゴメリック・プロアントシアニジン

（OPC）は、特に腱、靭帯、皮膚、爪や髪といっ
た結合組織を維持するという役割において、
高い相乗効果を発揮します。OPCによってビ
タミンCの効果が数倍に高められるのです。

ビタミンCは、皮膚の健康に加え、心臓病に
も有効で、悪玉コレステロールや中性脂肪
を減らすのに役立ちます。また、食事やサプ
リメントで摂取した鉄分の体内への吸収を
助ける働きもあります。

ビタミンCの最も重要な働きのひとつに抗酸
化作用があります。抗酸化物質は特定の食
べ物や飲み物に含まれ、酸化剤（フリーラジ
カル）を中和する役割を担っています。実際、
過去には科学界においてフリーラジカルに
対するビタミンCの効果を最大限にするため
に1日の推奨摂取量を引き上げようという議
論もありました。 2

風邪の予防におけるビタミンCの役割につ
いては継続的に研究や議論が行われていま
す。数多くの研究結果を最近見直したところ、
平均的な人がビタミンCの摂取量を増やすと
増やしていない人より1日ほど早く風邪から
回復することが分かりました。

激しい運動を行うと体内でフリーラジカルが
急増するため、この結果はビタミンCの抗酸
化作用によると考えられています。3 

ビタミンCは柑橘類や野菜に多く含まれてお
り、マルチビタミンのサプリメントにも入っ
ていることが多いため、欠乏症になることは
先進国ではまれです。しかし、多くの人が軽
い欠乏症になっていることをうかがわせる証
拠もあります。ビタミンC欠乏症の症状には
疲労感、体の痛み、脱力感、歯ぐきからの出
血、足の発疹などがあります。ぱさついて切
れやすい髪、歯肉炎、乾燥肌、傷が治りにくい
肌も欠乏のサインです。壊血病はビタミンC
の継続的な欠乏が引き起こすまれな疾患で
す。4 しかし、食事環境の悪い高齢者が実際に
発症することもあります。ところが、この病気
は過去のものだと思われているため、最近
の医師がこれを疑ったり検査をしたりするこ
とは多くありません。

ビタミンCと聞いて最初に思い浮かべる食べ
物はオレンジなどの柑橘類でしょう。これら
の果物にはビタミンCが豊富に含まれていま
す。興味深いことに、赤ピーマンは最もビタミ
ンCの多い食べ物のひとつです。ハンガリー
の科学者アルベルト・セント=ジェルジが最
初にビタミンCを発見したのはピーマンから
でした。彼はこの業績によりノーベル賞を受
賞しています。

この他に、ベリー類（ラズベリー、ブルーベリ
ー、ブラックベリー、クランベリー）やメロン類

（スイカ、カンタロープ、ハネデューメロン、
エアルーム種）、キーウィ、パイナップル、マン
ゴーといった果物もビタミンCが豊富です。

野菜では、ブロッコリー、キャベツ、葉物野菜
（ほうれん草、ケール、チャード、カブの葉、
コラード）といった、濃い緑色の野菜に多く
含まれています。緑の野菜に加え、ニホンカ
ボチャ、ドングリカボチャ、エアルーム種など
の冬カボチャもビタミンCが豊富です。そし
て、野菜か果物かの議論が絶えないトマトも
素晴らしいビタミンCの摂取源です。

ビタミンCは光と熱に弱く、調理中に壊れて
しまいます。そのためビタミンCの豊富な果
物や野菜は生で食べるか軽く調理するにと
どめるのがベストです。 5

米国立衛生研究所（NIH）では成人女性の
場合1日75mg以上、妊婦なら85mg以上、
授乳中の場合は120mg以上の摂取を推奨
しています。また、成人男性の推奨摂取量
は1日90mgとしています。さらに、喫煙者は
非喫煙者より1日35mg多く摂取するように
勧めています。子供の場合は、年齢に応じ
て50～75mgを目安に摂取しましょう。6 薬を
処方されている方はビタミンCと一緒にとる
ことで副作用が出るものもあるため、医師に
相談することが重要です。一般的に、薬とサ
プリメントは胃の中での相互干渉を最小限
に抑えるため、2時間以上あけて服用するの
が賢明です。

この考察では、体を酷使したり非
常に寒い環境にいたりする運動選
手や兵士の間ではビタミンCが風
邪の罹患率を50%低減したとして
います。
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ビタミンC、別名アスコルビン酸は健康に不可欠なものです。多く
の野菜や果物から容易にとることができ、体内で生成できる動物
もいますが、人間は食事やサプリメントから摂取しなければなりま
せん。1  ビタミンCは水溶性ビタミンのひとつで、水に溶けて体内の
組織に運ばれます。脂溶性の栄養素と違い、体内に蓄積すること
はできません。

ビタミンC
ハーブとサプリメント

1 Li Y, Schellhorn HE. New developments and novel therapeutic 
perspectives for vitamin C. J Nutr 2007;137:2171-84.
2 Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary 
allowance for vitamin C based on antioxidant and health 
effects in humans. Am J Clin Nutr 1999;69:1086-107.

3 Hemila H, Chalker E. Vitamin C for preventing and 
treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 
2013;(1):CD000980. PMID: 23440782. www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23440782.
4 “Vitamin C (Ascorbic acid).” University of Maryland Medical 

Center, 16 July 2013, www.umm.edu/health/medical/altmed/
supplement/vitamin-c-ascorbic-acid.
5 “Vitamin C.” MedlinePlus Medical Encyclopedia, 7 Jan. 
2017, medlineplus.gov/ency/article/002404.htm.
6 “Office of Dietary Supplements—Vitamin C.” NIH Office of 
Dietary Supplements, U.S. Department of Health and Human 
Services, 11 Feb. 2016, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-
HealthProfessional/.
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冬の病気に対抗する第一の策は、きちんと手
を洗うことです。冬は呼吸器系の病気で入院
する人が増える季節です。1 興味深いことに、
病院にいても感染症にはかかります。その主
な原因は、くしゃみをしたり鼻水を拭いたり
した後に手を洗わない人がいるからだとい
うことです。せき、くしゃみを介して病気がう
つることは一般にも知られていますが、身体
接触でも感染は広まります。挨拶のときに握
手をした、あるいはドアノブに手をかけた、
それだけでウイルスを拾ってしまうことはよ
くあります。とはいえ、冬の間中、全く人と接
触せずに過ごすわけにもいきません。

ですから、正しい手洗いを徹底することが大
切なのです。2 手を水で濡らし、石けんをつけ
て20秒以上、両手を擦り合わせます。その後
流水でしっかりとすすいで下さい（研究によ
ると正しい手洗いができていない人は95％
以上に上るということです）。3 手拭きタオル
はこまめに清潔なものに取り替えましょう。

手で顔に触れる頻度の高い人が呼吸器系の
病気になりやすいという相関性は科学的に
示されています。4 無意識のうちに口や鼻、目
に手が行ってしまうことはよくあります。だか
らこそ、手洗いが肝心です。

手洗いを適当に済ませてしまう理由として、
肌荒れを挙げる人が多いことが明らかにさ
れています。5 対策として、たっぷりのハンド
ローションで手肌を保護しましょう。古来、皮
膚の治療に使われてきたアロエベラやシア
バター、アーモンドオイル、オレンジ精油、ご
ま油、ローズヒップシードオイル、アボカドオ
イルなどの天然保湿成分や、カモミール花エ
キス (フラボノイド類、ルテイン、アピゲニン、
ケルセチン、ビサボロール、マトリシンなどを
含有) を配合したものがおすすめです。乾燥
肌には、ヒアルロン酸を含むローションやサ
プリメントで保湿力を高めるのも有効です。

ビタミンDは免疫系で重要な役割を担ってい
ます。ビタミンDが欠乏すると、免疫系は本来
の力を発揮できなくなります。冬は多くの人
がビタミンD不足に陥ります。それは日が短
く太陽光が弱い上に、寒くて屋内にこもりが
ちになるからです。ビタミンDは直射日光を
浴びることにより皮膚内で産生されますが、
温帯域の冬の日光には、ビタミンDが作れる
ほどの短波長紫外線が含まれていません。

太陽から紫外線を受け取らないと、私たちの
体はビタミンDを作れないのです。日光の弱
い冬は大気中の紫外線も少なくなります。こ
のようにして生じるビタミンD不足はどのよ
うにして解決すればよいでしょうか。不足し
た分を補うにはサプリメントが便利です。高
品質の天然ビタミンD3（できればビタミンK2
とオメガ3脂肪酸を一緒に配合したもの）を
利用するとともに、なるべく外で過ごす時間
を作るようにしましょう。お天気のよい日は屋
外や自然の中で温かな日差しを楽しんで下
さい。（しかも、日光とビタミンDには、冬の気
分を高める作用があります。）
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どんよりとした寒い日が続くと、体調を崩すことは避けられないよう
な気がしてくるものです。のどの痛み、関節の痛みや腫れ、鼻風邪、
皮膚の乾燥、ヘルペスなど、冬になると何かと調子が悪い、という人
は少なくありません。中高齢の方が簡単に取り入れられる冬を元気
に過ごす方法をまとめてみましたので、参考にしてください。

冬に病気 にならないために

家族の健康

また、衛生上、手で口元に触れない
ようにすることが望まれます。

ところが中高齢になると手を洗う
と皮膚に負担がかかります。

1 Mourtzoukou, E. G., and M. E. Falagas. “Exposure to cold 
and respiratory tract infections.” The International Journal 
of Tuberculosis and Lung Disease: the official journal of the 
International Union against Tuberculosis and Lung Disease., 
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2007,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17705968.
2 “Handwashing: Clean Hands Save Lives.” Centers for 
Disease Control and Prevention, 27 Jan. 2016,  
www.cdc.gov/handwashing/.
3 Borchgrevink, C. P., et al. “Hand washing practices in a 
college town environment.” Journal of Environmental Health, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2013,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23621052.

4 Nicas, Mark, and Daniel Best. “A Study Quantifying the 
Hand-To-Face Contact Rate and Its Potential Application 
to Predicting Respiratory Tract Infection.” Journal of 
Occupational and Environmental Hygiene, vol. 5, no. 6, 2008, 
pp. 347-352., doi:10.1080/15459620802003896.

5 Chassin, M. R., et al. “Improving hand hygiene at eight 
hospitals in the United States by targeting specific causes of 
noncompliance.” Joint Commission Journal on Quality and 
Patient Safety, U.S. National Library of Medicine, Jan. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976719.
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お日様の下でウォーキングをすると、冬の病
気の予防に一石二鳥となります。運動は免疫
系にとって親友のようなものです。17の試験
について系統的レビューを実施した結果、運
動すると免疫系が強化されるという効果が
特に中高齢者に顕著に認められました。6  

それは風邪の予防にも繋がります。

ある研究チームが調査したところ、睡眠時間
が５、６時間程度の人と比べると、７時間以
上ぐっすりと眠っている人は圧倒的に風邪を
引きにくいことが明らかにされました。これ
は全ての被験者の鼻に風邪のウイルスを吹
き付けた上で睡眠との関連を追跡した結果
です。睡眠時間の短い人は、睡眠の足りてい
る人より４倍も高い確率で風邪を発症しま
した。よく眠っている人では発症率が17％、
これに対して睡眠が6時間未満の人は39％
だったのです。さらに５時間未満の統計で
は、発症率が45％に上りました。

睡眠時間が長いことが保護能力にどのよう
に作用しているかまでは明確になっていな
いものの、睡眠が不足すると慢性的な炎症
が進み、免疫系の正常な機能が妨げられる
ためではないかという仮説が立てられてい
ます。7 

冬は心身に様々な課題をもたらします。健
康と衛生のために推奨されている一般的な
習慣を守り、この季節を元気に乗り切りまし
ょう。
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天候のすぐれない冬の日は、布団
の中で丸まっていたいという気分
になるものですが、睡眠をしっかり
ととることは重要です。 

6 Haaland, Derek A., et al. “Is Regular Exercise a Friend or Foe 
of the Aging Immune System? A Systematic Review.”  
Clinical Journal of Sport Medicine 18.6 (2008): 539-48. Print.
7 Prather, Aric A. et al. “Behaviorally Assessed Sleep and 
Susceptibility to the Common Cold.” Sleep 38.9 (2015):  
1353-1359. PMC. Web. 5 Sept. 2017.
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ビタミン、ミネラルと体の関係はタイミング
だけで語れるものではないものの、知識が
あれば体内でより有効に吸収利用できるよ
うにすることができます。タイミングを工夫
すれば摂取したサプリメントが体内で代謝
吸収される過程を最大限有効にできるとい
うことは、数多くの研究で示されています。

ビタミン類は水溶性と脂溶性に分かれます。
つまり、水か油脂のいずれかに溶け込むこと
で、効率よく利用される性質があります。具体
的には、ドレッシングを作るときの様子を想
像してみると分かりやすいでしょう。お酢とオ
リーブオイルを振り交ぜると、細かい粒にな
って混じりますが、酢は酢、油は油であって
互いに溶け合うわけではありません。ところ
が、お酢を水に混ぜると溶け合って、酢と水
を区別することはできなくなります。これは
酢が水溶性であることを示しています。

これを応用すると、ビタミン類は食べ物と一
緒に摂取したほうがよいものと、胃に内容物
のない状態で摂取したほうがよいものに分
けて考えることができます。ビタミンの多くは
脂溶性です。

ビタミンCとB群は脂肪が介在しなくても取り
込める、例外的なビタミンです。ビタミンB群
は代謝に欠かせない栄養素で、空腹時の摂
取が理想的です。とはいえ、食べ物と一緒で
もきちんと吸収はできますし、空腹時にサプ
リメントを摂取すると胃に不快感が生じる人
は、水溶性ビタミンでも食事と一緒に摂取し
たほうがよいでしょう。

では、マルチビタミンとして各種の栄養素が
一緒になっているものはどうすればよいの
か、と疑問に思われるかも知れませんが、わ
ざわざ分割する必要はありません。食事のつ
いでにマルチビタミンを飲むなら、食事中の
脂肪分が適切な範囲内を超えないように気
をつけるとよいでしょう。また、水溶性ビタミ
ンのサプリメントを朝起きてすぐに摂るのも
一案です。 

カルシウムとマグネシウムはいずれも人体
に不可欠なミネラルで、鎮静作用がありま
す。寝る前にホットミルクを飲む習慣は古く
からありますが、この点では理にかなってい
ると言ってよさそうです。ただし体は一度に
大量のカルシウムを吸収できません。ですか
ら、専門家は1回につき500mg以内で数回に
分けて摂取するのが良い、としています。1 カ
ルシウムもマグネシウムも別々に摂取したほ
うが吸収率は向上しますが、自然と双方を同
時に摂取するのは珍しいことではありませ
ん。タイミングを分割するのは手間ですし、
一緒に摂取しても多少効率が落ちるとはい
え体は吸収するように働きます。

亜鉛については、食前の摂取が最適です。ま
た、カルシウムや鉄分とは一緒に摂らないほ
うが受容体部位の奪い合いを避けることが
できて良いとされています。ただし、空腹状
態で数ミリグラムを超える亜鉛を摂取すると
胃腸の調子を崩すことがあるので、食事と一
緒に摂ることも検討してください。鉄分もま
た、カルシウムとは別に空腹時に摂取するこ
とが望まれますが、鉄分のサプリメントで胃
腸障害が生じることがあります。ビタミンCに
は鉄の吸収を助ける働きがあるので、かんき
つ系の果物やビタミンCの豊富なジュースと
一緒に摂取するとよいでしょう。2

脂肪分を含む食事をする場合、プロバイオテ
ィクスは食事の30分前に摂っておきましょ
う。3 それは、体内で消化が始まると様々な相
互作用が活発に生じ、プロバイオティクスが
圧倒される可能性があるからです。言い換え
れば、プロバイオティクスを先に入れておく
ことで、腸内細菌との連携を開始し、細菌叢
がより健康的に活躍できるよう準備ができる
わけです。

栄養の吸収を阻害する要因は、カフェイン、
アルコール、ストレスといった、ある種おなじ
みの悪者です。カフェインは鉄の吸収を最大
80％も阻害します。4 とはいえ、朝のコーヒ
ー、紅茶をやめる必要はありません。

驚くほどのことではありませんが、マルチビ
タミンをお酒で飲んではいけません。適度な
範囲を超えたアルコールの摂取は消化管の
粘膜を損傷し、消化酵素を減少させます。5 ス
トレスにさらされると体は戦闘か逃避に備
えます。体がストレスに対処しようとしている
時には、消化は正常に進みません。6 こういっ
た情報をもとに実際に試しながら、自分の体
に合った食べ方、そしてサプリメントの使い
方を見つけて下さい。
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英語のことわざに、馬を水際に連れて行くことはできても、水を飲ま
せることはできない、という言い回しがあります。サプリメントと体の
関係も似たようなものかも知れませんが、チャンスを活かせるかは
本人の意思次第というよりはタイミングを知っているかどうかにかか
っていそうです。

24時間健康でいるために：サプリメントの
効果を最大限に引き出す 

家族の健康

ビタミンA、D、E、Kは少量の脂肪と
一緒に摂取すると吸収が良くなり
ます。食品としては、脂肪をカット
していないヨーグルト、脂肪分の
ある魚、オリーブオイルでソテーに
した野菜などと相性が良いという
ことになります。

カフェインの摂取とサプリメントの
利用に1時間以上の時間差を設け
ることで回避できます。

1 Straub, Deborah A. “Calcium Supplementation in Clinical 
Practice: A Review of Forms, Doses, and Indications.” 
Nutrition in Clinical Practice, vol. 22, no. 3, 1 June 2007, pp. 
286-296., doi:10.1177/0115426507022003286.
2 “Taking iron supplements.” MedlinePlus Medical 
Encyclopedia, 3 May 2015, medlineplus.gov/ency/
article/007478.htm.

3 Tompkins, T. A., et al. “The impact of meals on a probiotic 
during transit through a model of the human upper 
gastrointestinal tract.” Beneficial Microbes, U.S. National 
Library of Medicine, 1 Dec. 2011, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22146689.
4 Garrison, Robert H., and Elizabeth Somer. The nutrition desk 
reference. Keats Pub., 1997.
5 Somer, Elizabeth. The essential guide to vitamins and 
minerals. Harper Perennial, 1995.
6 Mindell, Earl, and Hester Mundis. Earl Mindell’s new vitamin 
bible. Grand Central Life & Style, 2011.
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走って、走って、走りまわりましょう。ランニン
グと言えば、運動場やランニングマシン、公
園、積雪のない歩道を探さなければ、と考え
るかも知れませんが、要は、すばやく心拍数
を上げ、汗をかく効果的な方法を見つければ
良いのです。そういった意味ではランニング
はいろいろな方法で可能で、小さなアパート
メントでもできることはあります。「ダルマさ
んがころんだ」をアレンジして、その場で足踏
みしながら止まったり動いたり、もしくは階段
を駆け上がったり、駆け下りたりするのをゲ
ームにしてみましょう。大きな家に住んでいる
なら、廊下で駆けっこをしましょう。同じ走る
にしても、膝を前に上げながら走ったり、うさ
ぎのようにジャンプしたり、スキップしたり、様
々な方法を組み合わせることができます。

ダンスパーティーを催すのも手です。DJごっ
こで子供に好きな曲を選ばせてあげましょ
う。

子供たちの笑いを誘うなら、途中でフリーズ
を織り込むのが効果的です。曲が流れている
間に、ランダムにストップボタンを押し、音楽
が止まったらその場で動きを止める、という
ルールにしておきます。ボタンを押すラッキ
ーな役も子供たちに回してやりましょう。椅
子取りゲームに似せて、音楽が止まったら踊
りをやめて椅子に座る、という遊び方もでき
ます。他にも、映画やミュージックビデオのダ
ンスを真似して再現するという方法もありま
す。動きをきっちり真似する必要はありませ
ん。ただ、プロの踊りをちょっと面白い動きに
変えればよいのです。

ヨガマットかブランケットをかけて、小さなト
ンネルをくぐり抜けるようにしたり、フラフー
プを置いてジャンプで入ってジャンプで出る
ようにしたり、輪投げを組み合わせたりでき
ます。ゴール付近にテープで囲った枠を作
り、お手玉を投げ入れるという課題を追加し
てもよいでしょう。ジャンプや開脚、宙返り、
逆立ちなど体操競技のようなイベントもスペ
ースさえあれば屋内で開催できます。床に貼
ったテープを平均台に見立てて、落ちないよ
うに（はみ出ないように）歩くのもゲームにな
ります。卓球は屋内向きです。ラケットがなけ
れば手を使えばいいのです。ダイニングテー
ブルの上で卓球とハンドボールを組み合わ
せたピンポンをプレーしましょう。小さなボ
ールと大きなゴミ箱があればバスケットボー
ルができます。泡立て器をオリンピックの聖
火にして、アルミホイルや毛糸で即席のメダ
ルを作るのも良いアイデアです。道具を作っ
たり、使い方を工夫したりすることは、子供の
脳を鍛えることにもつながります。

高度な技能を期待されそうなオリンピックに
こだわらなくても構いません。親世代が子供
時代に雨の日に遊んだ昔ながらのゲームを
提案してみましょう。犬と追いかけっこ（危害
にならない程度に）すれば「鬼ごっこ」になり
ます。犬がその気になってくれなくても、子供
たちだけ地下室へ行って鬼ごっこができま
す。懐中電灯の光を使えば、タッチしない鬼
ごっこができます。軽くタッチされたら、その
ままの状態でフリーズするというようにアレ
ンジしてもよいでしょう。

もしくは、お気に入りの動物のぬいぐるみを
おんぶする役を与えても喜びそうです。鬼ご
っこはチーム対決でも楽しめます。「船長さん
の命令」や「ツイスター・ゲーム」、「馬跳び」も
おすすめです。廊下にテープを貼れば「けん
けん遊び」のコートの出来上がりです。いとこ
や近所の子供たちが来て人数が集まったら、
ハンカチ落とし（もしくは英語バージョンのダ
ックダック、グース）をやってみましょう。
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猛吹雪に耐えたことのある人なら誰でも、キャビン・フィーバー（屋内に長期間
閉じ込められることによって生じるストレス）は本当にある、と言うはずです。学
校から戻って家でくつろいだり、毛布を被ってソファに寄りかかり、ホットチョコ
レートをすすったり・・・最初は心地良くても、しばらくすると抑圧感がやってき
ます。特に元気いっぱいの小さな子供たちにとっては窮屈な状態になりかねま
せん。ここでは、屋内で多くの時間を過ごす長く寒い冬に、子供たちをアクティ
ブかつクリエイティブに活動させる楽しい方法をご紹介します。

屋内でも家族でアクティブに

家族の健康

ダンスは体に良いだけでなく、子
供を音楽の魅力に親しませるのに
も役立ちます。  

小さな子供たちには、おんぶだけ
でもバランスを取るために腹筋を
使う運動になります。

ときには趣向を変えて、屋内オリ
ンピックを開催してみませんか。競
争心を煽るよりも、クリエイティブ
な工夫をするのがポイントです。箱
や椅子を使って障害物コースを作
りましょう。 
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思い切り遊んだ後は、ヨガをしてみるのもよ
いかもしれません。窮屈な冬の生活に心を
解き放つ方法を学ぶ良い機会になるでしょ
う。インターネットには動物のポーズをした
り歌を歌ったりする子供用のヨガクラスのビ
デオがたくさん紹介されています。家族が交
代で５分ずつ、ヨガを教えあうのはどうでし
ょう。「船長さんの命令」とヨガをミックスした
感覚で楽しめそうです。

いよいよアイデアが尽きたら、魔法瓶に温か
いアップルサイダーを入れて、みんなで長い
散歩に出かけましょう。ひょっとすると、屋内
のアクティビティに付き合っているうちに大
人の方が疲れ切っているかも知れません。そ
れでも、子供の喜ぶアクティビティは大人に
も同様に有効ですから、一緒に遊ばない手
はありません。子供と一緒に充実した時間を
過ごしてください。
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屋内でも家族でアクティブに

仰向けで後ろに手をついて、はい
はい歩きをする「カニ歩き」とい
うのもあります。想像を働かせ
れば、ゲームの種類は限りなくあ
ります。 
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近年、特に健康志向の女性の間でジュース
やスムージーが大流行しています。栄養を液
体で摂取できるスムージーのみを扱う店が
チェーン展開している国もあります。体内の
クレンジングをうたう流行りのダイエットは、
健康法の提唱者からセレブまで多くの人に
もてはやされています。そして果物や野菜を
ジュースにするキッチン用品の売り上げも世
界的に増加しています。1  

普通のスーパーにさえ特別なジュース売り
場があり、ジュースバーが併設されているこ
とすらあります。多くの役割をこなす忙しい
女性なら、ジュースやスムージーを飲んで食
事の代わりにしたくなったり、野菜やフルー
ツをとって体にいいことをしているような気
分になったりするのも無理はありません。

噛むという行為は、食べ物に含まれる栄養素
を体が消化、代謝するプロセスを始める手助
けをします。口に入った食べ物は歯で噛み砕
かれて細かくなり、消化しやすくなります。噛
むことが消化管を助けているのです。消化プ
ロセスの最初の時点でよく噛めば噛むほど、
後の胃腸の仕事は楽になるわけです。また、
よく噛むと食べ物からより多くの栄養素を体
内に取り込むことができます。よく噛んで細
かくした食べ物に比べ、サイズの大きなもの
は腸内を進むのに時間がかかります。すると
細菌が増殖する余地を与えることになり、ガ
ス溜まりや不快感の原因にもなります。

歯が食べ物を小さくするのに加え、唾液も重
要な役割を果たします。唾液には唾液アミラ
ーゼと呼ばれる酵素が含まれており、まだ食
べ物が口内にあるうちから脂肪や複合炭水
化物の消化を始めます。さらに、唾液には酸
を中和する働きがあるほか、抗菌作用を持
つ物質が含まれていて、体が細菌と戦う手助
けもします。食べ物を長く噛めば噛むほど唾
液の量も多くなります。

よく噛むには時間がかかります。そしてその
間に体と脳が満腹感の度合いについて情報
を交換します。噛んでいる間に、食べ物の摂
取量を管理するのに重要な物理的・化学的
信号が脳に送られます。脳はどのくらい噛ん
だかをチェックすることで食べた量を知るわ
けです。噛む時間が長いほど食事の量は減
る傾向にあるため、研究者たちは、食事中に
より長く噛むことが体重管理の助けになると
考えています。 2 

例えば、170gの鶏の胸肉を食べるところを想
像してみて下さい。まずはフォークとナイフ
を使って一口サイズに切り分けなければな
りません。そしてそれを一つずつ口に入れ、
数秒噛んでから飲み込みます。何口かごとに
水を飲むかも知れませんし、全て食べ終わる
までに約15分、あるいはそれ以上かかるでし
ょう。次に170gのスムージーを飲むところを
想像してみましょう。一口飲むのに1分もかか
らず、おそらく3、4口で飲み終わるでしょう。
鶏の胸肉を食べているときは、体内の適切
な化学物質が脳にメッセージを送りカロリー
と栄養素を取り込んでいることを知らせるの
に十分な時間があります。ところが、単に飲
むだけでは短時間で済んでしまい、満腹感を
伝える信号が脳まで届かない可能性があり
ます。よく噛んでゆっくり食べることが体重管
理に役立つというのは、そういうことです。

26

噛むべきか噛まざるべきか、それが問題です。

飲むか、食べるか

家族の健康

努力をしたなら結果を得たいもの
です。健康的な食生活を意識して
暮らしているのに、十分に噛まない
でせっかくの栄養素を逃してしまっ
てはもったいないと思いませんか。

運動の後にタンパク質の多いスム
ージーを飲むのは素早く栄養補給
ができて良いのですが、人間という
ものは生物学的に健康のためにも
喜びのためにも噛むようにできて
います。

1 Harvard Health. “Juicing—Fad or Fab?” Harvard Medical 
School, Harvard Health Publishing, July 2015, www.health.
harvard.edu/healthy-eating/juicing-fad-or-fab.
2 “Increasing the Number of Chews before Swallowing 
Reduces Meal Size in Normal-Weight, Overweight, and Obese 
Adults.” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 
Elsevier, 9 Nov. 2013, www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S2212267213013750. Accessed 2 Sept. 2017.
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ある研究では、被験者を2つのグループに分
けてピザを食べてもらう実験が行われまし
た。一方のグループには一口につき15回、も
う一方のグループには40回噛むように指示
されました。すると、40回噛んだグループで、
空腹感と食べ続けたいという気持ちが共に
減少しました。3 事実、噛むことは食べ物の摂
取量にとってとても重要な要素で、ある調査
ではガムを噛むだけで間食の量が減ること
が示されています。4 噛む回数が少なかった
り、食べるのが早かったりする子供は、大人
になってから肥満になる率が高いことを発
見した研究もあります。5

いろいろな科学的事実を紹介しましたが、噛
むということは楽しいことでもあります。食べ
物を噛むと様々な風味や歯ごたえが楽しめ
るので、おいしいものを時間をかけて味わう
ことができます。スムージーも一気に飲むの
ではなくじっくりと味わうのであれば、悪いも
のではありません。

ブレンダーで液状にしてあるので噛む必要
はありませんが、少しずつ口に含んで、その
都度15～20秒ほど味わってから飲み込めば
満腹感がアップするとともに、唾液と混ざり
合うことで酵素が複合炭水化物の消化を始
め、消化プロセスの助けとなります。スープ
でも同じです。よく味わって、飲み込む前に唾
液と混じりあうように工夫すれば、満腹感に
つながり全体的な摂取カロリーの量を減ら
すことができます。

多くの女性は家庭と仕事を両立させるため
忙しい毎日を送っています。時間をかけて食
事を味わう、それだけで贅沢に近いものがあ
るでしょう。それは体だけでなく心にもよいこ
となのです。ぜひやってみて下さい。
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3 “Effects of chewing on appetite, food intake and 
gut hormones: A systematic review and meta-
analysis.” Physiology & Behavior, Elsevier, 15 July 
2015, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0031938415300317#s0035. Accessed 2 Sept. 2017.
4 “Short-term effects of chewing gum on satiety and afternoon 
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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® 

100

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。
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脳に良いオメガ3脂肪酸を摂取するには週
に2、3回は魚を食べると良い、と結論づけた
研究は山ほどあります。一方、汚染や有害物
質に関する報道を頻繁に見聞きする今、そん
なに魚を食べても良いのだろうか、と疑問に
思う人が出てくるのも不思議ではありませ
ん。それでも、適切な魚を選んで適量を食べ
れば、体に良いことは確かです。

サバでも大型のもの、カジキ、ヒウチダイ、そ
の他寿命の長い魚は水銀の蓄積量が多い傾
向があるので避けて下さい。また、養殖魚は
天然ものとは餌が異なるため、同じ栄養価は
期待できません。それでも魚を食べることに

抵抗がある場合は、高品質の魚油を分子蒸
留したサプリメント（真空低温の無酸素状態
で油脂を揮発させたもの）を利用するとよい
でしょう。体にとって望ましいオメガ3脂肪
酸、DHAの入っているものを選んで下さい。

コレステロールはたくさんの人にとって憎悪
の対象となっています。しかしながら、コレス
テロールには大きく分けて２種類あり、その
うちの一方は体に良い「善玉」です。高密度リ
ポタンパク質、HDLは心血管系の疾患リスク
を下げる作用があります。こちらが健康に寄
与する良いコレステロールです。一方、低密
度リポタンパク質、LDLは心血管系の疾患リ
スクを上げる作用があります。つまりLDLは

「悪玉」コレステロールで、酸化したLDLが
動脈硬化を起こすと考えられています。幸い
なことに、ビタミンA、C、Eやβカロチン、補酵
素Q-10、セレンなど、LDLの酸化を防ぐもの
はたくさんあります。サンザシ、ニンニク、ショ
ウガ、ウコン、ローズマリーといったハーブの
エキスの力も借りることができます。HDL（多
い方が望ましい）を増やすには、定期的に運
動をすること、小麦粉や砂糖のような精白済
みの炭水化物を避けることが有効です。

ジムは器具やクラスが豊富ですし、アクティブでいるための
動機づけなどにも工夫が凝らしてあります。でも、ジムに行か
ないと体力づくりができないわけではありません。ご質問の
件について最近行われた研究では、階段を使う、冷水機にこ
まめに水を汲みに行く、家中に掃除機をかける、出入り口か
ら少し離れた場所に駐車する、といったように、日常の動作を
少し広げるだけで、ジムに通う以上に健康状態が向上する、
と報告されています。さらに、アクティブな人ほど、ひとつ手前
のバス停で降りて歩く、あるいは自転車で通勤するといった
ような、ちょっとした工夫を積み重ねていることも指摘されて
います。運動量は一日で通算して考えることができます。いつ
もの生活にちょっとした変化を加えることで体を動かす機会
を少しずつ増やせば、１時間分の運動量はすぐに達成でき
ます。  また、万歩計のように運動量を数値で記録できるデバ
イスがあると励みになります。1日1万歩（平均的な歩幅で
8km程度）を目安にすると、日々の達成度がよく分かります。
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コレステロールに「善玉」がある
というのは本当ですか。

健康になりたいならジムに通うべきでし
ょうか。

買い物に出たら、イワシ、アンチョ
ビ、サーモン、オヒョウ、サバなど、
冷水域の鮮魚を求めましょう。

魚は食べた方がよいのでしょう
か、それとも毒性を考えて避ける
べきでしょうか。

専門家 への質問



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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