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新年の抱負を語るのが楽しいのは、この時
期なら何でも可能に思えるからかも知れま
せん。それもそのはず、現実的な目標を立て、
そこから目を逸らさなければ、どんな内容で
あれ達成できるというのは本当なのですか
ら。ただし、実際に目標を達成できるかどう
かは、自分の姿勢と集中力次第です。ですか
ら、新たな年に新たな目標を設定するなら、
妨げとなる過去は手放し、この一年の可能性
にのみ集中することを自分に誓いましょう。

目標を定めたら、達成すること自体はもちろ
ん、達成できたときにどんな気分になるか
にも目を向けましょう。そして、その気分を心
の中でしっかりと味わって下さい。達成感に
導かれて前進していけば、成功の機会はより
多く引き寄せられてきます。2019年は新たな
気持ちで、より健康的でポジティブなライフ
スタイルに取り組んでいきましょう。健康的
に、ポジティブに。それだけを目標にしても構
いません。

どんな目標でも、よりポジティブな掲げ方を
するようにして下さい。例えば、ソーダ類を
飲まないようにする、と宣言するかわりに、
積極的にお水を飲む、と言った方が前向きで
す。体に良いことをしている、と思うその気持
ちが自分にとって支えになるはずです。何か
を禁じることを目標にすると、目標に向き合
うたびに避けたい物事が心に去来することに
なってしまいます。

2019年をポジティブに歩み始めるにあたっ
て、今ほんの少しの時間を割いて、2018年の
嬉しかったこと、楽しかったこと、愛しさに満
ちた素晴らしい思い出を振り返ってみて下さ
い。そして、そのポジティブな気持ちで新しい
年に向かえば、成功に至るチャンスが広がっ
ていくでしょう。

2019年に、ようこそ！
新年の計はもう立てましたか。私は未だに決めかねています。周囲の
友人も似たようなものですが、尋ねてみれば、減量する、週何回か決
めた日数ジムに通う、デザートを減らす、といった声が聞かれました。
食事のたびに1種類は野菜を食べることにした、という女性もいるよ
うです。
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最新ニュース
しっかり眠って上機嫌
孤独を感じることはありますか。それなら早
めに就寝しましょう。よく眠ることで明るい気
分になり、孤独感を遠ざけるだけでなく、死
亡リスクを低減できる可能性があります。最
近発表されたある論文によると、睡眠不足は
神経系と行動パターンに作用し、社会的嫌悪
感の信号を脳に送るということです。愛する
人との関係に絆を感じられない時も、まずは
昼寝をしてみてはいかがでしょうか。3

カナダ内科学会の発行した医学誌に掲載さ
れた新しい研究によると、週に１回以上家庭
用消毒剤を使用する世帯の子供に肥満にな
りやすい傾向が認められたそうです。殺菌消
毒をやり過ぎると、乳幼児の腸内細菌に影響
を及ぼし、肥満やアレルギーに関連する、と
報告されています。1		

ヨーロッパ7都市の計8,800人以上を対象と
した研究で、自転車が健康に最大限の利点
をもたらす移動手段であることが報告され
ました。日常的に自転車に乗っている人は、
全般的にも精神的にも健康状態が良好で、
孤独に苛まれることが少ないとまとめられ
ています。論文中でも、体のためには可能
な限り自家用車や公共交通のかわりに自
転車で移動するのが一番だ、と強調されて
います。5

汚い家は健康な家

自転車でもっと健康に

1 Tun, Mon H., et al. “Postnatal Exposure to Household 
Disinfectants, Infant Gut Microbiota and Subsequent Risk of 
Overweight in Children.” Canadian Medical Association Journal, 
vol. 190, no. 37, 2018, doi:10.1503/cmaj.170809.
2 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Alessandro Gialluisi, Mariarosaria Persichillo, Chiara 
Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni de Gaetano, and 
Licia Iacoviello. “Mediterranean Diet and Mortality in the Elderly: 
A Prospective Cohort Study and a Meta-Analysis.” 

British Journal of Nutrition 120, no. 8 (2018): 
841–54. doi:10.1017/S0007114518002179.
3 Simon, Eti Ben, and Matthew P. Walker. “Sleep Loss Causes 
Social Withdrawal and Loneliness.” Nature Communications, 
vol. 9, no. 1, 2018, doi:10.1038/s41467-018-05377-0.
4 Legrand, Fabien D., et al. “Brief Aerobic Exercise Immediately 
Enhances Visual Attentional Control and Perceptual Speed. 
Testing the Mediating Role of Feelings of Energy.” Acta 
Psychologica, vol. 191, 2018, pp. 25–31., 

doi:10.1016/j.actpsy.2018.08.020.
5 Avila-Palencia, Ione, et al. “The Effects of Transport Mode 
Use on Self-Perceived Health, Mental Health, and Social 
Contact Measures: A Cross-Sectional and Longitudinal Study.” 
Environment International, vol. 120, 2018, pp. 199–206., 
doi:10.1016/j.envint.2018.08.002.

地中海風のメニューが好きな方にさらなる
朗報です。魚、ナッツ類、生野菜、オリーブオ
イル、果物をたっぷりと使う地中海風の食事
は、健康的なライフスタイルとの相関性でこ
れまでにも注目を集めてきました。イギリス
栄養学誌は、65才以上の人が健康的な地中
海風の食事を続けると、死亡リスクを25％低
減できると結論付けています。2

長寿のためになる食事

長い一日を何とか終えてリラックスしたいと
きは、静かに過ごすより活発に動いた方が効
果的です。有酸素運動は短時間でも気分を
良好にする効果があります。同じ15分間で
も、くつろいで過ごすより運動をした方が元
気になれるということが研究で示されていま
す。4

走ってリラックス
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体力づくりの過程において、今現在の位置か
ら前へ進んでいこうとしているのなら、パーソ
ナルトレーナーの助けが必要かも知れませ
ん。では、その選択が自分に合っているのか
はどのようにして見極めればよいのでしょう
か。パーソナルトレーナーをつけることを選
んだとして、セッション中にどんなことに注意
すれば最大限の効果が得られるでしょうか。

パーソナルトレーナーを検討する場合、以下
のような点について考えてみて下さい。

まずは、自分のゴールは何か、を明確にしま
しょう。マラソンを走れるようになりたい、あ
るいは、何らかのスポーツをしているけれど
適切な柔軟性を身につけたい、といったよう
な具体的な目標を定めて下さい。ジムが退
屈になってきたから励みになる工夫が欲し
い、といったものでも構いません。

また、達成までの期限や時間枠を予め決め
ておくのも一案です。

パーソナルトレーナーのノウハウは、自分に
ない知識をもたらしてくれます。特にジムに
初めて通う人、いつものルーチンに新しい何
かを加えたい人には、得られるものが大きい
でしょう。ジムに馴染みがなく、何となく気が
引けると思っていても、トレーナーと一緒な
ら心理的なハードルは下がります。これか
ら、全身を引き締めるために週2回ジムで運
動する、と決めたとしましょう。一歩入ると見
たことのないマシンがずらりと並んでいます
が、パーソナルトレーナーに自分に合ったも
のを選んで使い方を教えてもらえば、スムー
ズに始められます。運動は続けているけれど
退屈になってきた、という人は、パーソナルト
レーナーに相談してみると、やりがいを実感
できるよう調整を加えてもらえます。

自分がパーソナルトレーナーに期待している
ものが、ガイダンスなのか、動機付けなのか
も理解しておくとよいでしょう。自分にどの程
度の動機があって、目標に対してどれだけ力
を注ごうとしているのかを直視することも大
切です。一般的にパーソナルトレーナーは、
運動量を少しずつ増やし、自己記録を更新し
ていけるように指導します。単純に、体を動
かすのに仲間が欲しい、と考えている場合
は、友達を誘ったり、クラスに参加したりする
方が合っているでしょう。
	
また、どの程度の予算をかけるかもポイント
となります。それは、パーソナルトレーナーが
思わぬ出費となる可能性があるからです。目
標を明確にするのは、経済的な面でも重要
です。始めの2回ほど付き添ってもらい、その
後は月1回のペースで調整をしていくことが
できる場合もあれば、計2回が限度というこ
ともあるでしょう。後者なら1回目で目標の再
確認とプログラムの作成をして、2回目でフォ
ームやテクニックを調整し、疑問点を解決す
るという要領が想定されます。

04

健康的な生活は総じて、健康にどう投資するかをよく考えて決め、意
図的に行動することで成り立つものです。そういった投資の一環とし
て、パーソナルトレーナーの指導を受けて運動することに時間とお
金を費やす、という方法もあります。

パーソナルトレーナー	

フィットネス

目標は具体的であることに加え、
何らかの指標で測定可能（時間、
耐久性、重量など）な項目を設定
することが望まれます。

しばらく体を動かしていなかった
人なら、運動の習慣を身につける
のを手伝ってもらったり、特別な道
具を使わず家でも簡単にできる運
動を含めたプログラムを組んでも
らったりするとよいでしょう。
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パーソナルトレーナーとの時間を最大限有効
に活用するには

プログラム全体を一通りこなすことよりも（そ
れは次の機会から自分でやればよいことで
す）、プロから学ぶことに集中するのが賢明
です。腰痛対策として体幹を鍛えるにはどう
すればよいか、ランニングのタイムを縮める
ためのクロストレーニングの方法は、といっ
たように、特定の目的に合わせたエクササイ
ズを教わるようにしましょう。また、エクササ
イズに応じた負傷を最小限にする方法も聞
いておくことをおすすめします。この点では
正しいフォームを習得することがポイントと
言えます。きちんとしたフォームは、けがを防
ぐだけでなく、筋肉を適切に鍛える鍵ともな
ります。

予算が許すなら、パーソナルトレーナーのも
とで運動する機会を増やすと、個人特有のニ
ーズに合わせて実現可能な目標を随時設定
してもらえます。トレーナーは個人にぴった
りのプランを作成できるだけでなく、ライフ
スタイルに応じて変化をつける方法や代替
となる運動法も提案できます。

健康のために何かを選ぼうとするとき、自力
でリサーチし、自分のペースで続けることを
決意すれば事足りるかも知れませんが、誰か
他の人の手を借りたほうがよい場合もありま
す。専門的な訓練を受けたプロに助けを求
めることで、より多くを学び、やる気を増すの
も時には必要です。
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人と環境衛生 

特集記事
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個人の健康と環境の間にはどのような関係が
あるのでしょうか。また、その関係性を変える
ことはできるのか、考えてみたことはあります
か。
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私たちを取り巻く世界で起こっている環境破
壊について見聞きする機会は毎日のように
あります。気候変動によってもたらされる自
然災害のニュースも後を絶ちません。一方、
住んでいる町や道端にゴミが落ちている風
景も、大気汚染について警告する天気予報
も、珍しいものではなくなりました。こういっ
た状況のすべてが私たちの体と社会の健全
さに影響を及ぼしています。問題の全体像が
大きすぎて、改善のために人ひとりができる
ことなど、はるかに超えているのでは、と思う
かも知れません。

それでも、私たちの一人ひとりの選択と意識
の向け方が環境の健全性のかなりの部分に
深く関わっていることは確かです。家の中や
庭先ならコントロールできる範囲と認識でき
るでしょう。その小さな世界の中で、多少の
改善が健康に大きく寄与することを、私たち
は知っています。そんなポジティブな変化を
皆で結束して起こすことができたら、と想像
すれば、明るい未来が描けるはずです。

はじめの一歩はシャワールームから

最近、環境や健康に負担となる化学物質や
保存料がアメニティやケア用品に多々含ま
れていることが話題になっています。パラベ
ン防腐剤、合成着色料、合成香料、フタル酸
エステル類、トリクロサンホルムアルデヒド、
ホルムアルデヒド様化合物（縮毛矯正用品
に多い）、トルエンといった成分を含まない
製品を選びましょう。

パラベン、あるいは何とかパラベン（ブチル
パラベン、プロピルパラベンなど）と記載され
る成分は、ケア用品に広く使用されている防
腐剤です。EUは、人体のホルモンかく乱に関
連する懸念の高まりを考慮して、2012年にパ
ーソナルケア用品におけるパラベン類の使
用を禁止ました。公衆衛生のために活動して
いるグループは、アメリカでも食品医薬品局
に同様の措置をとるよう働きかけています。1		

毒性のない洗剤を使いましょう
掃除の行き届いた家は、身体的にはもちろ
ん、精神的な健康にも好ましいものです。巷
には様々な抗菌成分入りの製品があふれて
いますが、自然に優しい掃除用品として水の
力を見直してみませんか。抗菌、殺菌成分を
含むものは健康維持に役立つ菌まで殺して
しまいます。高価な自然派クリーナーに大金
をつぎ込む必要もありません。スプレーボト
ルに水を入れ、エッセンシャルオイルとお酢
か重曹を少量混ぜると、シンプルかつ低価格
で効果的な掃除用品になります。また、3％
の過酸化水素も、汚れ落としや野菜・果物の
洗浄に広く使われています。手拭きには清潔
な布を使いましょう。掃除をしている間、手は
洗剤よりも頻繁に汚れに接します。手をよく
洗い、清潔な布で拭くようにしましょう。

プラスチックのかわりにガラスを
プラスチック製品をどのように使っている
か、改めて考えてみましょう。特に質感の柔ら
かい使い捨てプラスチック製品には、フタル
酸エステル類やビスフェノールA（BPA）のよ
うな可塑剤が必ず使用されています。一年
間で全世界の海に流入するプラスチックは
500万トンとも1200万トンとも推定されてい
ます。2食品、化粧品、洗剤、衣類など、ありとあ
らゆるものがプラスチックで包装されてお
り、プラスチックのストローや食器も大量に
廃棄されています。地域によってはプラスチ
ック製のレジ袋を禁止したり、有料化したり
といった措置をとっている所もありますが、
世界のプラスチック消費量は増える一方で
す。BPAに対する懸念が強まったのは10年近
く前のことです。以来、徐々にプラスチック製
品に何が含まれていて、健康にどのような影
響があるのか、ということを消費者が考える
ようになりました。最近では、哺乳瓶や子供
用のコップ、食品保存容器などに、BPA不使
用と表記されたものがよく見かけられます
が、実はBPAのかわりに類似の化学物質を使
っているだけです。可塑性のあるプラスチッ
クならどんな容器であれ、飲み物や水分のあ
る食べ物を入れておくと何らかの可塑剤が
溶け込み、飲食を通じて人体に入ってきま
す。高密度ポリエチレン	(HDPE)	のように可
塑剤を必要としない硬質プラスチックは軽く
て丈夫なうえ、ガラスと同等の不活性物質で
す。それでも、適切なリサイクルを徹底しな
いと、水路や海を汚染し、やがて飲料水に間
接的な影響を及ぼすことになります。

ストローは最近、繰り返し利用できるシリコ
ン製のものが出回っています。車やカバン、
ポケットに入れておくと、レストランで使えま
す。飲み水をガラス製のボトルに入れて持ち
運ぶ人も増えてきました。アメリカでは多く
の自治体がレジ袋のリサイクルをしていな
いので、環境に関心のある市民は自発的に
再利用可能なビニール袋や布製の買い物袋
を使うようにしています。また、ボトル入りの
製品は大きめのものを買うと、パッケージの
廃棄量が減らせます。

空気を浄化しましょう
家の中の空気の質が屋外の空気よりも悪い
と知ったら驚くでしょうか。屋内の空気は、美
化にも役立つ植物で浄化することができま
す。国立航空宇宙局	(NASA)	では、30年間を
かけて室内の空気浄化に最適な植物を探る
研究が行われました。科学者たちは、国際宇
宙ステーションの空気の質を改善する方法
を見つけることを目的としていました。研究
に対して、実験室と実際の生活環境の違いか
ら疑問視する向きは当初からありました。実
験室で有効性が認められても、それが複雑
な家庭内の環境にも当てはまるかは分から
ない、というわけです。ところが、その後さら
に研究が進んでくると、土壌中の微生物が人
間の健康に大きな影響を及ぼしていること
が明らかになりました。3		
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1 “Should People Be Concerned about Parabens in Beauty 
Products?” Scientific American. https://www.scientificamerican.
com/article/should-people-be-concerned-about-parabens-in-
beauty-products/.
2 Jambeck, Jenna R., Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. 
Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, 
and Kara Lavender Law. “Plastic Waste Inputs from Land into 

the Ocean.” Science. February 13, 2015. 
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
3 Orwell, Ralph L., et al. “Removal of Benzene by the Indoor 
Plant/Substrate Microcosm and Implications for Air Quality.” 
SpringerLink, Humana Press, link.springer.com/article/10.1023/
B:WATE.0000038896.55713.5b.
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NASAの研究では好ましい植物として、シンノ
ウヤシ、ボストンタマシダ、オリヅルラン、アグ
ラオネマ、セイヨウキヅタ、アンスリウム、ベ
ンジャミンが挙げられています。他にも、キャ
ンドルはワックス製（通常は石油由来）では
なく蜜ろうや大豆ワックスを使ったものに切
り替える、竹炭や木炭を袋に入れて置き、不
純物を吸収させる、といった方法についても
言及されています。

EMF露出量に注意しましょう	
EM…	とは一体何のことかと思われたでしょ
う。EMFは英語の	Electromagnetic	fields	つ
まり電磁場の略称です。目には見えません
が、電気と磁気のエネルギーが働いている
場で、地球を包む大気から電子機器まであら
ゆるものに起因します。また、人体の神経系
や筋肉にも電磁場は存在します。電線が張り
巡らされ、携帯、ワイファイ、ラップトップ、台
所の家電、その他の電子機器がすっかり普及
した現在、人体は過剰に電磁場に露出され
ています。携帯電話で通話する際は、スピー
カーホン機能を利用するか、頭部から少し離
して使うようにして下さい。また、体と至近距
離で保管せず、使っていないときは機内モー
ドにしておきましょう。夜寝る前にはワイファ
イをオフにするのも一案です。電磁波をブロ
ックするように作られた製品もありますの
で、こちらも検討してみて下さい。

玄関で靴を脱ぎましょう
外で付着した化学物質や有害物質は室内に
持ち込みたくないものです。帰宅したら上履
きやスリッパに履き替える習慣は海外でも
推奨されるようになっています。靴底は公共
の場で拾ったばい菌や道路沿いに溢れる車
がらみの化学物質など、体に悪い様々なもの
と接触します。一方、スーパーや公衆トイレ
など、不特定多数が利用する屋内設備の床
は、殺菌成分を含有するクリーナーで清掃さ
れています。

こちらは聞こえは良いかも知れませんが、弱
い菌が死滅した後、耐性のある強い菌だけ
が生き残り、それまで以上に繁殖してしまう、
という問題があります。そうして発達した菌
は、いつしか私たちに害を及ぼすことになる
でしょう。そういった意味でも、靴を脱いで玄
関から先へ望ましくないものを入れないこと
は大切です。

環境に優しい洗剤を選びましょう
「環境に優しい」「ナチュラル」とラベルに書
けば、その実態がどうであれ、流行に乗って
いるように見せることができます。残念なが
ら、消費者は自己責任で調べて選択をしな
ければなりません。環境ワーキンググループ
のような団体が運営しているウェブサイトに
は、あらゆる製品の成分データを元に有毒性
に関する情報が掲載されています。メーカー
のウェブサイトも開いてみましょう。信頼に値
する情報が提供されているか、が購入を決め
る鍵となります。自然派をアピールしている
製品でも、原材料を知り、自分の目で実態を
見極めることは大切です。
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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® 

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。

© 2019 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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ポジティブな仲間に囲まれていると、物事に
楽観的でいられたり、親切や感謝の気持ちを
心の糧としたりすることができます。

ポジティブな力にもネガティブな力にも伝染
する性質があり、その余波は現実世界、仮想
世界を問わず広がります。そのような現象に
着目したある研究では、フェイスブックの投
稿とそれぞれの居住都市の雨との関係を分
析しました。1	雨の降っている都市にいる人
たちが、どんな気持ちになったかをソーシャ
ルメディアに投稿すると、そのメッセージは
雨の降っていない都市にいる人にも伝わり
ます。

そして、オンライン上のソーシャルネットワ
ークは、グローバル規模で感情的な同調を
強める可能性がある、と結論づけられてい
ます。	

文化的行動規範はマクロな保健事情と深く
関わっています。例としては、アメリカに肥満
が蔓延していること、オランダにサイクリング
が定着していること、魚をよく食べる北欧や
日本の人は心臓血管系が良好な傾向がある
ことなどが挙げられます。話のスケールはぐ
んと小さくなりますが、ライフスタイルの改
善や健康のための新しい工夫を個人が取り
入れようとする場合、身近にそれを楽しんで
いる人がいると適応しやすいことが分かって
います。2	国や地域単位の文化は簡単には変
えられなくても、各自がそれぞれの生活圏内
でポジティブな健康志向の人たちと積極的
に関わるようにすると、個人の健康は向上し
ます。

日本の沖縄には、若いうちからポジティブな
集団を作り、会合を積み重ねていく習慣があ
ります。これは模合（もあい）と呼ばれ、5人程
度のグループで助け合いながら長く付き合
いを続けていきます。小さな子供にも親が先
導して同じ年頃の子供たちの模合を作って
やることがあるそうです。世界でも健康長寿
など特に好ましい傾向の見られる地域はブ
ルーゾーンと呼ばれ、研究を元にした啓発活
動も行われています。その一環として、健康
増進に繋がる共通の目標を有するグループ
を作り、協力し合って取り組むという活動が
進められています。具体的には、10週間にわ
たり、ウォーキングや菜食などの体に良いア
クティビティをグループで一緒に実行する、
というものです。

あなたの仲間内では、金曜の夜遅くまでパー
ティーで遊んで土曜の午前中は寝て過ごす
でしょうか、それとも金曜の夜はリラックスし
て土曜の朝からランニングに出かけるでしょ
うか。いずれにせよ、一緒に過ごす人たちの
影響をあなたが受けやすいことは確かです。
実は運動には社会的に伝染する性質がある
のです。	その点、先述のグループ活動は理に
かなっていると言えます。3

ネガティブな感情は体調を乱す元です。スト
レス、怒り、抑うつ、不安といった感情は、ホ
ルモンとエンドルフィンに直接影響を及ぼし
ます。これはライフスタイル上の選択に現れ
ます。ネガティブな感情に自分一人で対処す
るのは難しいものです。ネガティブな感情が
自分にとって身近な人によって助長されると
なおさらです。体調不良とネガティブな感情
の関係性は、科学的研究で詳しく報告されて
います。

10

ポジティブな人々 の力	

ライフスタイル

研究者は情報とともに感情がどの
ように伝播するか、を追っていきま
した。予想されたように、雨の地域
から発信された感情は、晴れてい
る地域の人の感情にも少なからぬ
影響を及ぼしていました。

類は友を呼ぶ、と言われるように、どんな人かをある程度推し量るに
は、仲間を見ると分かります。この格言は日常的な行動や社会的な
評判など、様々な方面に当てはまりますが、自身の健康もまた、周囲
の人々の影響をしばしば受けています。

1 Coviello, Lorenzo, et al. “Detecting Emotional Contagion 
in Massive Social Networks.” PLOS ONE, Public Library 
of Science, Mar. 2014, journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0090315#abstract0.

2 Centola, Damon. “An Experimental Study of Homophily in the 
Adoption of Health Behavior.” Science, American Association 
for the Advancement of Science, 2 Dec. 2011, science.
sciencemag.org/content/334/6060/1269.

3 Aral, Sinan, and Christos Nicolaides. “Exercise Contagion in a 
Global Social Network.” Nature News, Nature Publishing Group, 
18 Apr. 2017, www.nature.com/articles/ncomms14753.
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ポジティブな姿勢が活力を増進するという
重要な研究もあります。4	この研究では、ポジ
ティブでいること自体が健康を強く後押しす
るという点に加えて、社会的な繋がりの必要
性も示されました。ハーバード大学の研究者
が成人7,000人を対象に研究したところ、社
会的な関係の少ない人は9年間の死亡率が
2倍になると算出され、注目を集めたのです。
別の研究では、呼吸器系疾患の病原ウイル
スに露出した被験者の中で、社会的に活発
でポジティブな繋がりのある人は、発症に至
りにくい傾向があると報告されています。5	

自分の気持ちを確かめる習慣が身につくと、
驚くような発見があります。習慣が定着する
までの間にもきっと、あらゆる発見に価値が
見出されることに気づくでしょう。自分の中
にネガティブな感情があるのを見つけたら、
何であれポジティブなことを考えて、意識の
方向性を変えて下さい。この転換がどれほど
有用なことか、やってみるとよく分かるはず
です。

11

ポイントは、自分の感情をよく観察
することです。

4 Rimer, Sara, and Madeline Drexler. “Happiness & Health: The 
Biology of Emotion—And What It May Teach Us About Helping 
People to Live Longer.” The Nutrition Source, 
Harvard School of Public Health, 19 Feb. 2014, www.hsph.
harvard.edu/news/magazine/happiness-stress-heart-disease/.
5 “Do Social Ties Affect Our Health?” National Institutes of 
Health, U.S. Department of Health and Human Services, 8 Sept. 
2017, newsinhealth.nih.gov/2017/02/do-social-ties-affect-our-
health.
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医師、医療関係者だけでなく、有名人も声高
に菜食への移行を推奨するようになったの
は、ここ数年のことです。菜食へと方向転換す
る理由は人によって異なります。減量のため
という人もいれば、大病をしたから、あるい
は、環境や動物福祉を考えて、という人もい
ます。また、健康のために一定期間だけ菜食
主義に挑戦する人も、生涯にわたる長期的
な選択として決断する人もいます。

厳格な菜食主義は、動物性の食品を一切飲
食しません（衣服や住居にも動物性素材を
使わない主義もあります）。ベジタリアンは
流派にもよりますが、卵や牛乳、ヨーグルト、
バター、ハチミツを食します。これに対してヴ
ィーガンは動物に由来するものは一切食べ
ません。

菜食志向にすることで、健康面で大きな利点
を実感できる可能性は充分にあります。ヴィ
ーガンの食生活は幅広い種類の野菜と果物
が主体となります。従って、加工精製されてい
ないホールフードから様々な栄養を得やす
くなります。

よく考えて菜食をすれば、大半の栄養素を確
保できます。栄養素によっては主に動物性食
品に含まれているものもありますので、菜食
を続けるなら、ビタミンB12やカルシウム、脂
肪酸（オメガ3など）、ビタミンDをサプリメン
トで補給するとよいでしょう。2	菜食をする上
で最大の難題は、糖分です。ハチミツを除い
て、糖分は植物に由来します。精白糖の摂り
すぎはもちろん、メープルシロップ、パームシ
ュガー、果糖、甘蔗糖など、糖類を長期間に
わたり過剰摂取すると、健康をむしばむこと
になります。

菜食主義の環境効果を計算した場合、1人の
人間が1ヶ月間ヴィーガン食を実施する
と、12.5万リットル近い水と30もの動物の命
を消費せずに済み、二酸化炭素の排出量を
270kg以上削減できるそうです。3事実、国連
環境計画では、食用動物の飼育がもたらす
環境の悪化を懸念し、人類が菜食中心へ移
行する必要性を呼び掛けています。4

また、アメリカ人全員が1日ベジタリアン食（ヴ
ィーガンではなく）を実行した場合について
は次のように算出されています。5 

				3785億リットルの水を節約

				6.8億kgの飼料作物が不要となり、その
分の農地が他の目的に利用可能になる

				輸送に使われる2億6500万リットル近い
ガソリンを節約

				水路や大気を汚染している家畜の排せ
つ物を450万トン削減

インターネットでグルメ系のブログを検索
し、お気に入りをひとつかふたつ、見つけま
しょう。そこには、菜食を楽しむレシピや献立
のアイデアが満載です。料理雑誌をめくって
みたり、ベジタリアンやヴィーガンに対応し
た食事プランを提供するサービスに登録し
たりといった選択肢もあります。家族や友人
を誘って、一緒に挑戦してもよいでしょう。

手始めに、1日に1食は肉なしの食事をするよ
うにしましょう。年明けに1ヶ月のクレンジン
グ期間を設定して、肉と乳製品を食べないよ
うにするのも一案です。南インド、イスラエ
ル、台湾といった異国の食文化や、セブンス
デー・アドベンティスト教会ほか他の宗教に
伝わる料理を参考にすると幅が広がります。6		
お友達とヴィーガン料理のクラスに参加す
る、ベジタリアンの集まる公民館や寺院の持
ち寄りパーティーに行く、といったアイデアも
あります。

ここまで読んで、菜食に切り替えるのは相当
大変なこと、と思われたかも知れませんが、
実は動物性食品を完全に排除する必要はあ
りません。植物性食品を中心とするだけで、
ライフスタイルに大きな利点がもたらされ
るという点が重要なのです。1ヶ月のうち1週
間だけ、あるいは1年のうち1ヶ月だけヴィー
ガン食にする、という方法でも構いません。
年末年始はご馳走を食べる機会が多いの
で、普段よりもボリュームのあるローストや
バターたっぷりのクッキー、甘いデザートな
どをよく口にしたことでしょう。そんな冬休み
が終わった時こそ、菜食でデトックスをする
絶好のタイミングです。極端な方向転換で完
全菜食主義を貫いていく、というのは多くの
人にとって現実的ではありません。全ての人
にとって絶対的な正解と考える必要もありま
せん。そういう食事のしかたがあり、目を向け
る価値があることを視野に入れるくらいで良
いのです。常識的な範囲で取り入れて、体調
に注意していれば、それが何らかの改善に
繋がったかどうかは体が教えてくれます。い
ずれにせよ、野菜をたっぷり食べることはと
ても大切です。
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植物性食品を基本とした食生活の利点は何十年も前から喧伝されていますが、最近までは菜食主義は
主流とはほど遠い周縁的な概念とされてきました。

野菜をたくさん食べましょう！
栄養

また、ヴィーガン流の食事をするこ
とで、心臓血管系の疾患や肥満、2
型糖尿病のような病気から体を守
ることもできます。1  

植物性食品を主体とした食事に興
味があるなら、楽しく実行できる
方法はたくさんあります。

すでに多くの家庭がそうしている
ように、あなたの家庭でもきっと、
動物性食品なしでも1週間の食生
活が成り立つようになります。	

1 Le, Lap Tai, and Joan Sabaté. “Beyond Meatless, the Health 
Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts.” 
Nutrients, U.S. National Library of Medicine, June 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073139/.
2 Craig, and Winston J. “Health Effects of Vegan Diets.” 
The American Journal of Clinical Nutrition, Oxford 
University Press, 11 Mar. 2009, academic.oup.com/ajcn/

article/89/5/1627S/4596952.
3 “The Vegan Calculator.” thevegancalculator.com/#calculator.
4 United Nations Environment Programme. Sustainable 
Consumption and Production: A Handbook for Policy 
Makers, 2015, sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/1951Sustainable Consumption.pdf.
5 Freston, Kathy. Veganist: Lose Weight, Get Healthy, Change 

the World. Weinstein, 2011.
6 Sawe, Benjamin Elisha. “Countries With The Highest Rates Of 
Vegetarianism.” World Atlas—Maps, Geography, Travel, World 
Atlas, 1 May 2017, www.worldatlas.com/articles/countries-with-
the-highest-rates-of-vegetarianism.html.
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水

特集記事

水分補給が健康的な生活の一翼を担うことは誰もが知っていま
す。240ml（8オンス）の水を毎日8杯飲むことの重要性を強調する啓
発キャンペーンは、様々な公衆衛生機関で実施されています。ところ
がアメリカで行われた調査によると、実際には平均でせいぜい4杯程
度であることが分かっています。1 ヨーロッパでは1人あたりの飲料水
の摂取量が最も多いのはノルウェーで、ポルトガルとギリシアが続く
ということです。2  
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1日8杯の目安は広く適用できますが、それで
も不足する場合があることを示すデータはい
くつも発表されています。全米アカデミー
（NASEM）では、食品飲料中から摂取する水
の推奨量を、女性で2.7L、男性で3.7Lとしてい
ます。3	また、妊娠中・授乳中の女性について
は、血流増加や母乳の生産のため、さらに多
めに水を飲むことが望まれています。

水は腸の働きを助けてくれます。消化を適切
に行うにも、水が必要です。水の力で便秘や
お腹の張りを防ぐことができます。便に柔ら
かさが足りないように思うなら、水を飲む量
を増やすだけで不快感が解消するかも知れ
ません。

また、水を飲んで食欲をコントロールするこ
ともできます。食事の前に水を飲んでおくと、
食事の量を減らしても満足感が得られるよう
になります。4	,5	お腹が空いたと思ったら、試
しに水を飲んでみて下さい。意外にもそれで
満足できる可能性があります。空腹感は体が
水を必要としているサインかも知れません。
また、食事のときは最初にだしのきいた軽い
スープを食べると、満腹感が得やすくなりま
す。6,7	健康的な体重を維持するうえで水が役
立つ理由は他にもあります。水は代謝におい
て重要な役割を果たしています。しっかりと
した食事をとる30分前に半リットル（17オン
ス）の水を飲むと、代謝効率を最大限に高め
ることができます。8	水を積極的に飲むと体
内に水がたまってしまうと思っている人は多
いようですが、事実はその反対です。理解し
にくいかも知れませんが、余分な体液を排出
するためには充分な量の水を飲む必要があ
るのです。

水は痛みや不快感の軽減にも有用です。水に
は筋肉痛やけいれんを起こす乳酸を流す働
きがあります。激しい運動（短距離走や重量
挙げなど）をすると、体内の酸素が減少して
嫌気状態になります。その過程で乳酸は副産
物として産生されます。筋肉中に蓄積する乳
酸は痛みの一因となります。水を飲むことで
乳酸の排出が促進されると痛みが軽くなる、
というわけです。

一般的な頭痛の軽減にも水が利用できま
す。科学的に原因の分からないタイプの頭痛
はたくさんありますが、脱水状態と関連して
いるものが多いことは知られています。9		

痛みといえば、尿路感染症や腎臓結石には
鋭い痛みが伴います。いずれも日頃から水分
補給を心がけることで予防できる病気です。
腎臓、膀胱、尿道といった器官は体に不要な
有害物質を排出する機能を担っています。水
の摂取量が足りずうまく流せないでいると、
毒素や病原性細菌が体内にたまってしまい
ます。

水の摂取量とがんの予防の相関性に着目し
た研究もいくつか発表されています。ある研
究で4万8,000人の男性を10年間にわたり追跡
したところ、水の摂取量が多い人は膀胱がん
の発症率が低いことが明らかにされまし
た。10	別の研究でも、大腸がんと水の摂取量
の関連性が指摘されています。11ただし、他に
は統計的に関連性があるとは言えないとの
結論に至った研究もあります。12,13		
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頭痛を感じたら、すぐに鎮痛剤を
手にとるかわりに、半リットル程度
の水を飲んで様子を見てみましょ
う。

1 Sebastian RS, Wilkinson Enns C, Goldman JD.  
Drinking Water Intake in the U.S.: What We Eat In America,
NHANES 2005-2008. Food Surveys Research Group Dietary 
Data Brief No. 7. September 2011. Available from:
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Drinking Water and Waste Water Sectors.” DANVA, EurEau The 
European Federation of National Water Services, 2017,  
www.danva.dk/media/3645/eureau_water_in_figures.pdf.
3 “Dietary Reference Intakes: Water, Potassium, Sodium, 
Chloride, and Sulfate.” The National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, 19 Aug. 2015, nationalacademies.
org/hmd/Reports/2004/Dietary-Reference-Intakes-Water-
Potassium-Sodium-Chloride-and-Sulfate.aspx.
4 Davy, B M, et al. “Water Consumption Reduces Energy Intake 
at a Breakfast Meal in Obese Older Adults.” Journal of the 

American Dietetic Association, U.S. National Library of Medicine, 
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1170-1177, 1998.
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women..Am J Clin Nutr 70: 448-455, 1999.
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in a large free-living sample of Chinese adults: exploring the 
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intakes..Eur J Clin Nutr 55: 349-359, 2001.
8 Boschmann, M, et al. “Water-Induced Thermogenesis.” The 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14671205.
9 Blau, J N, et al. “Water-Deprivation Headache: a New 
Headache with Two Variants.” Headache, U.S. 
National Library of Medicine, Jan. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14979888.
10 Michaud DS , Spiegelman D , Clinton SK , Rimm EB , Curhan 
GC , Willett WC , Giovannucci EL. .Fluid intake and the risk 
of bladder cancer in men..N Engl J Med N Engl J Med 340: 
1424–1426, 1999 and 340: 1390-1397, 1999.
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interaction in colorectal adenoma etiology..Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev 6: 79-85, 1997.
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では、水の摂取量を増やすにはどうすればよ
いのでしょうか。1日8杯の公衆衛生キャンペ
ーンが功を奏したのか、最近では水を飲むよ
う努める人は世界中で増加傾向にあり、ブリ
ーフケースや通勤バッグ、リュック、おむつ入れ
などに入れて持ち運べるトレンディなデザイ
ンの水筒が市販されています。講演会や授業
で、講師が手元に水を置いて話をすることは
珍しくありません。ベーシックな自家用車に
もカップホルダーは標準装備されており、後
部座席でも水が手に取れるようになっていま
す。まずは使い勝手のよい水筒を見つけまし
ょう。できればガラス製で、落とした時に割
れないようにゴム質のカバーで包まれている
タイプがよいでしょう。

飲んだ水の量を正確に知りたい場合は、目盛
り付きの水筒が便利です。さらにテクノロジ
ーの力を借りて、携帯アプリを導入してもよ
いでしょう。フィットネスや食生活に関連する
アプリを既に使っている人は、その中に水の
消費量を記録する機能が含まれている可能
性がありますのでチェックしてみて下さい。1
日に飲む水を朝いちばんに容器に入れて用
意しておくという工夫もあります。水に飲みに
くさを感じている人は、少量のレモンかバル
サミコ酢を入れておくと飲みやすくなって頻
繁に口にできるかも知れません。体に水分が
足りているかどうかを判断する簡単かつ有効
な方法は、尿の色を見ることです。通常、尿
は淡い黄色です。濃い黄色やオレンジ色、褐
色に近い色になっている場合は体が脱水状
態にあると考えてよいでしょう。体内に水分
が足りないと、腎臓ができるだけ多くの水を
再吸収しようと働き、その結果尿が濃縮され
ます。ただし、例外的に、ビタミンB群のサプ
リメント（特にリボフラビン）を摂取したか、
栄養酵母を食べたために尿が鮮やかな黄色
になることがあります。

味がないから、あるいは習慣がないから、と
いった理由で水を積極的に飲む気になれな
い方は、水に新鮮な果物を入れてみましょ
う。定番のレモンのスライスのほか、キュウリ
やイチゴなど旬のもので工夫すると、楽しく
飲めるようになります。ミントやカモミールな
どのハーブティーもおすすめです。水を食べ
る、という選択肢もあります。キュウリ、キャ
ベツ、葉野菜、トマトといったみずみずしい野
菜は水分を豊富に含んでいます。オレンジ、パ
イナップル、メロンも水分がたっぷりです。

先進国の水道水は概ね安全に飲めますが、
一歩踏み込んで、浄水設備を導入してもよい
でしょう。

居住している国や地域の環境規定によって
異なりますが、一般的には、砂ろ過や凝集
沈殿など薬品を使った処理が施されてい
ます。

水道水の場合、水道管の老朽化により、鉛や
六価クロム、カドミウムなど危険な金属が漏
出していることがあります。また、水道管に亀
裂が入ると、細菌や寄生虫による水質汚染が
懸念されます。

浄水処理には、フィルターによるろ過、沈殿、
消毒、凝固、凝集、逆浸透など様々な過程が
あり、消毒の際にフッ素や塩素を加えるかど
うか、どんな手順で浄水するかは施設によっ
て異なります。

前述したプロセスのすべてが必要とは限りま
せん。それは水源の質や行政規格の定める
水準が異なるからです。家庭用浄水器は、塩
素（処理場で殺菌のために加えられます）を
はじめとする化学物質（他者の体を通じて排
出された医薬品が混じることもあります）な
ど、地域の上水処理場では除去しきれなかっ
たものを取り除いてくれます。

ボトル入りの水をわざわざ買わなくても、きれ
いな水の恩恵を受けることはできます。市販
されている水はプラスチックの容器に入って
いるので、健康と環境のためにはむしろ望ま
しくありません。家庭用の浄水器を導入する
のが一番です。家庭用浄水器には様々な種
類があります。塩素を除去して美味しく健康
にも良い水にするものもあれば、高濃度では
神経毒となり、甲状腺機能を抑制するフッ素
を除去するものもあります。同じく神経毒と
なりうる鉛は必ず除去したい物質です。浄水
器を選ぶ際に性能をチェックして下さい。

家庭用浄水器の仕組みも、炭ろ過、逆浸透、
紫外線照射など様々です。また、家庭用浄水
器を購入するなら、米国国家規格協会	(ANSI)	
や	NSFインターナショナルなどの認証を受け
ているかもポイントになります。
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水道水は貯水池や川、湖を水源と
し、地域の上水処理場で消毒され
ています。	
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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

© 2019 Lifeplus International

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。
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喫茶店の抹茶ラテや抹茶スムージーから一
流レストランのデザートまで、抹茶は近年の
欧米でも様々な方法で取り入れられ、人気を
博しています。日本から広まった抹茶は仏教
との関わりが深く、何世紀も前から受け継が
れてきました。茶葉は緑茶と同じ、椿の一種
（Camellia	sinensis）から摘みとりますが、栽
培、収穫から独自の基準で扱われます。

抹茶の起源は7世紀の中国に遡ることができ
ます。当時は輸送しやすいように、蒸した茶
葉をレンガのような形状に固めていました。
そして、茶葉を炒って粉状に砕いてから飲ん
でいたそうです。後にお茶が日本に伝わって
から、中国とは異なる栽培法が開発されまし
た。

抹茶にする場合、茶葉収穫の30日前から木
に覆いを被せて直射日光を遮ります。これに
より抗酸化成分がより良い状態で維持され
ると言われています。

そして抹茶の色、香り、成分を保つため、空気
と光を遮断する容器に入れて出荷されます。

伝統的には少量の抹茶にお湯を足し、お茶
を点てて飲みますが、最近は様々な飲み方
で親しまれています。流行の最先端を行くド
リンクメニューで見かけるほか、朝のスムー
ジーや温めたココナッツミルクに混ぜて飲
む人もいます。抹茶のカフェイン含有量は緑
茶よりも多く、コーヒーとほぼ同等です。ま
た、抹茶に含まれるアミノ酸、L-テアニンの作
用により、カフェインのエネルギー増進効果
は持続的に発揮されるうえ、コーヒーでしば
しば起こるような感情的な変動もないと言
われています。

抹茶はカテキンという強力な抗酸化物質も
豊富です。1抗酸化物質の豊富なスーパーフ
ードとしては、ダークチョコレート、アサイー、
オレガノ、クローブ、ペパーミント、ス―マック
などが知られていますが、抹茶も特に優れた
抗酸化食品に入ります。緑茶もまた、抗酸化
物質の貴重な摂取源です。緑茶のパワーが
凝縮された抹茶は、フリーラジカルと戦う体
を守るため、強い味方となってくれることでし
ょう。2,3	

体内で解毒を司るのは肝臓ですが、抹茶が
肝臓の解毒機能を良好に保つうえで役に立
つことも示唆されています。15件の研究の分
析調査では、緑茶を飲むと肝臓病のリスクを
低減できると報告されています。4先述しまし
たが、抹茶は緑茶よりも濃度の高いお茶で
す。

女性被験者が抹茶を飲んで30分間の早歩き
をしたところ、体脂肪の燃焼率が上がったと
いうことです。5	

また、糖尿や心血管病の心配な方にも朗報
があります。抹茶に「悪玉」コレステロールの
LDLを減らす作用があるそうです。6	さらに、
血糖値を下げるにも役立つとのことです。7	9
件の研究をもとに、20万人近い対象中の計
4,378例の脳梗塞についてメタ分析をした結
果、1日3杯のお茶（紅茶でも緑茶でも可）を
飲むと脳梗塞の予防に効果がある、とまとめ
た報告もあります。8	

体に良い抗酸化物質の摂取量を増やす簡単
な方法として、抹茶を日々の食生活に加えて
みましょう。行事や会食の多い年末年始が過
ぎた頃合いに、抹茶のデトックス作用で体を
リセットするのは名案です。健康的にエネル
ギーを増進し、元気に冬を乗り越えましょう。

収穫後、蒸して乾燥させ、葉柄や
葉脈を除いてから、石臼で細かい
粉末にします。

19

抗酸化作用、解毒作用、エネルギー増進作用と三拍子揃った抹茶は、新しい年を健やかにポジティブに
歩み始めるのにぴったりの飲み物です。

抹茶 

ハーブとサプリメント

最近、抹茶の飲用と運動を組み合
わせた場合の脂肪燃焼に対する
影響に関する研究が行われまし
た。

1 Weiss, D J, and C R Anderton. “Determination of Catechins in 
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Journal of Chromatography A, U.S. National Library of Medicine, 
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2 Xu, P, et al. “The Effects of the Aqueous Extract and Residue of 
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in Mice Fed a High-Fat Diet.” Food and Function, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2016, 
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子供の問題行動には様々な原因があります
が、一般的に知られているものよりも、子供
がいつ何を食べたかの方が深く関わってい
ることがしばしばあります。

加工食品、糖分の摂りすぎ、精白済みの炭水
化物、ジュース類は問題行動につながる食品
です。多くの食品に使用されている防腐剤、
添加物、着色料も、問題行動との関連性が指
摘されています。1	

低血糖は体内のストレス反応を引き起こす
ので注意が必要です。血糖値が低下すると、
体内でアドレナリンが増加し、副腎がストレ
ス性ホルモンのコルチゾールを分泌します。
コルチゾールの作用により、体はエネルギー
源、すなわち随所に蓄えてあったブドウ糖を
確保しようと働きます。それがストレスとな
り、筋肉や脳、心臓などに負担をかけます。こ
れが時折起こる程度ならよいのですが、頻繁
になると問題です。ストレスに晒され続ける
子供の体に、ダメージが及んでしまいます。

親（および教員、世話役）は子供が低血糖にな
っていないかどうか、以下のような点に注意し
て下さい。

				好きなタスクでもすぐ放り出してしまう

				年齢相応の能力で注意して聞くことがで
きない

				すぐに気がそれる

				怒りっぽい、イライラしている

				動揺した後なかなか気持ちが落ち着か
ない

				適切に休んでいるはずなのに疲れてい
る

こういった症状を未然に防ぐには、食事と食
事の間の血糖値を安定させる工夫が必要で
す。糖分の多いものや加工精製された食品
は、血糖値を急激に上下させます。デザート
を食べた後に倦怠感がやってくることはよく
あります。ケーキのひとつでも食べてすぐは
良い気分ですが、すぐにエネルギーが減退し
てしまいます。

血糖値については、アルプスの山々のような
険しい稜線ではなく、トスカーナ地方の丘陵
地のように緩やかな曲線を描き続けること
を目標として下さい。

精白された炭水化物や糖を使ったものは、
特別な機会に食べるものとして制限しましょ
う。日常的な選択肢としないため、家に置くこ
と自体をやめて下さい。子供たちは大抵、精
白された炭水化物が大好きです。見てしまっ
たら、なかったものとすることはできません。

子供たちには緑の野菜と低脂肪の肉を食べ
させたいのに、現実として子供が欲しがるの
はパスタやパン、ジャガイモばかり、という話
はよく聞きます。パンなら、アーモンド粉やコ
コナッツ粉を使い、ナッツ類、種子類を混ぜ
込んだものを用意しておきましょう。それだ
けでも単純な小麦のパンより腹持ちが良く
なります。また、ジャガイモをサツマイモで代
用するのもおすすめです。
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子供が食事を抜いたり望ましくないものを食べたりすると、行動の
変化となって現れます。子供が低血糖状態にあるか保護者としてど
う見極めればよいのでしょうか。低血糖を予防するにはどうすれば
よいのでしょうか。

子供がお腹を空かせたら：
低血糖は不機嫌の元

家族の健康

食べ物の影響については、色 と々
分かってきたことがあります。

次の食事まで、間食を必要としな
いような食事を心がけましょう。

1 Harrington, Rebecca. “Does Artificial Food Coloring Contribute 
to ADHD in Children?” Scientific American, 27 Apr. 2015,  
www.scientificamerican.com/article/does-artificial-food-coloring-
contribute-to-adhd-in-children/.
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全乳のギリシア風ヨーグルトにカカオを振り
かけたり、地元産の新鮮なハチミツを少量加
えたりして食べるとよいでしょう。朝食には、
チーズとほうれん草、ターメリックを入れた
スクランブルエッグがぴったりです。おやつ
の時間も野菜を中心に考えて下さい。果物
は与えすぎないよう注意が必要です。果物に
は天然の糖分として果糖が含まれていて、子
供のうちから大量に摂取していると、脂肪肝
になる可能性があります。

「ナチュラル」「エコ」といったようなキーワー
ドに踊らされないことも大切です。その実態
にそぐわないマーケティング目的の表示は
少なくありません。野菜や果物を手軽なパッ
クで飲めるようにしたものも市販されていま
すが、たいていは大量の果糖が加えてありま
す。ケール入り、ほうれん草入りとパッケージ
に書いてあっても、原材料表示を見ると最後
に近いところに並んでいたりします。また、ジ
ュース類も避けた方がよいでしょう。それは、
糖分ばかりで栄養価が低いからです。糖の吸
収を緩やかにする働きのある繊維質は、ジュ
ースにする途中の工程で除去されています。
パッケージに入っている食品を購入するとき
は必ず栄養成分表示を確認しましょう。最も
重要な情報がそこに記載されています。
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集中力をサポートするには、タンパ
ク質が重要です。



|    The Art of Growing Young

大人になってしばらく経つと、体に必要なビ
タミンやミネラルは、若者の場合と若干違っ
てきます。

ビタミンB群
ビタミンBのサプリメントは通常、B群に属す
る8種の複合体を含んでいます。ビタミンB群
はフリーラジカルに対抗し、エネルギーを増
強し、細胞の健康を維持することで体をサポ
ートしています。なかでもビタミンB-12は中
年以降、胃内因子のタンパク質合成との関連
で重要性を増す栄養素です。胃内因子はビ
タミンB-12の体内吸収を助けています。胃内
因子の合成は加齢によって衰えるため、ビタ
ミンB-12の吸収量も減っていきます。これを
補充するには、サプリメントや栄養強化食品
が有用となります。1	ビタミンB-12の摂取源と
しては牛レバーや貝類、乳製品、その他の動
物性食品が優れています。

カルシウム 
中年以降は、体内のカルシウム消費量が吸
収量を上回るようになります。カルシウムが
足りないと骨に貯蔵してあるものを取り出し
て使うので、骨が弱くなります。カルシウムは
骨密度を支えるだけでなく、心臓の健康や筋
肉の収縮においても重要な役割を果たして
います。牛乳を飲んだり、ヨーグルトを食べた
りすることで、カルシウムを積極的に摂りまし
ょう。イワシやサケの缶詰も骨ごと食べられ
る点で優れています。

ビタミンD
ホルモンとして機能するビタミンDは食品か
らの摂取が難しいことで知られていますが、
免疫系に欠かせない栄養素です。2	また、吸
収効率を考えて、カルシウムと一緒に摂取し
たい栄養素でもあります。ビタミンD添加牛
乳は、カルシウムの吸収を高めることを目的
としているわけです。ビタミンDの最善の摂
取源は食品でもサプリメントでもなく、日光
を浴びるのが一番です。実際には、思うよう
に日光の下に出られない人は多く（特に冬の
間）、直射日光が肌にもたらすダメージも気
になるところでしょう。
	
マグネシウム
マグネシウムは、シニア層に限らず、生涯を
通じて不足しがちなミネラルです。それは、
土壌中のマグネシウムが枯渇傾向にあるた
めです。

経口摂取も有効ですが、ビタミンDと同様、
皮膚から吸収するほうが効率的です。ローシ
ョンやバスソルトで局所利用できるマグネ
シウムも検討してみましょう。

メラトニン
メラトニンはホルモンの一種で、ビタミンで
もミネラルでもありませんが、睡眠と覚醒の
サイクル調整に不可欠です。また、あまり知ら
れていないようですが、フリーラジカルの攻
撃から体を守る作用もあります。残念ながら
加齢とともにメラトニンの分泌量は減少して
いきます。3		睡眠は7時間から8時間程度が推
奨されていますが、年を取るにつれてそんな
に眠れなくなった、と感じている人は少なくあ
りません。

睡眠が足りないとメラトニンも減り、また睡
眠が不足して健康維持が難しくなる、といっ
た悪循環に陥る可能性もあります。研究によ
ると、食を通じてメラトニンを増やし、よく眠
れるようにするには、サワーチェリーのジュ
ースが効果的だそうです。4

プロバイオティクス
体が必要とするビタミン、ミネラル、その他の
栄養素を消化吸収するには、腸が健康でな
ければなりません。

上記の栄養素を確保するには、加工精製を
していないホールフードと飲み物を活用す
ることが望まれます。それでも諸事情から不
足することはありえますので、サプリメントや
栄養強化食品を利用して不足分を適宜補充
するよう心がけましょう。
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年令を重ねるにつれて、体に必要な量の増えていくビタミンやミネラルは何種類か知られています。野菜
と果物を中心に、幅広い食品を食べることは常に重要ですが、どんなにがんばっても、必要な栄養素を
完璧に摂るのは難しいものです。年をとると、若い頃ほど体が効率的に機能しなくなりますので、サプリ
メントを上手に活用して、栄養上のギャップを埋めるのが得策です。

40才からのビタミン、ミネラル、栄養素

家族の健康

その他、アーモンド、豆類、種子類、
チーズなども摂取源となります。

マグネシウムは神経系を落ち着か
せ、消化を助け（特に便秘に悩む
方に有効）、睡眠の質を向上する
働きがあります。

腸に良いプロバイオティクスは、ヨ
ーグルトやザワークラウトといっ
た発酵食品に含まれています。た
だし、食品中のプロバイオティクス
は、高品質のサプリメントに比べる
と、株の多様性で劣る傾向があり
ます。

Dietary Supplements, U.S. Department of Health & Human 
Services, Sept. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-
HealthProfessional/.
3 Karasek, M. “Melatonin, Human Aging, and Age-Related 
Diseases.” Experimental Gerontology, vol. 39, no. 11–12, 2004, 

pp. 1723–1729, doi:10.1016/j.exger.2004.04.012.
4 Howatson, Glyn, et al. “Effect of Tart Cherry Juice (Prunus 
Cerasus) on Melatonin Levels and Enhanced Sleep Quality.” 
European Journal of Nutrition, vol. 51, no. 8, Dec. 2011, pp. 
909–916, doi:10.1007/s00394-011-0263-7.

1 “Office of Dietary Supplements – Vitamin B12.” NIH Office 
of Dietary Supplements, U.S. Department of Health & Human 
Services, June 2011, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
Consumer/.
2 “Office of Dietary Supplements – Vitamin D.” NIH Office of 
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感染症と戦う体や傷を直そうとする過程で生
じる炎症は、人体の自然かつ健康的な反応
のひとつです。夕食の支度をしている時に指
を切った、あるいは転んでひざを擦りむい
た、といった経験は誰にでもあるでしょう。傷
口にあふれる血液の中では、すぐさま体の免
疫反応が働いて、治癒に向かってやるべきこ
とを開始します。炎症は免疫反応の一種で
す。傷口が腫れるのも炎症と関連してよく見
られる現象ですが、ごく普通に、自然に起こ
る正常な免疫反応です。このように治癒を進
めるために生じる炎症は「良性」です。

炎症が問題となるのは、慢性化した場合で
す。大量の糖分を摂取したり、カロリーばかり
で栄養のない食品を食べたりしていると、炎
症が慢性化しやすくなります。グルテン、レク
チンなど炎症を生じやすいタンパク質を含
む食品でも同様です。さらに運動をしないで
いると、慢性的な炎症に陥る可能性は高まり
ます。慢性炎症が厄介なのは、体を攻撃し続
け、ストレスを持続させるからです。免疫系
は働きっぱなしで、休むことができなくなって
しまいます。

お腹周りの脂肪や内臓を囲む脂肪は、心血
管系の疾患とホルモンの混乱を招きやすい
ため、炎症との関連で考えると特に悪質と言
えます。しかも困ったことに、脂肪が炎症を起
こし、炎症が脂肪の燃焼を難しくする、という
悪循環に取り込まれてしまう可能性もありま
す。

血中のC反応性タンパク	(CRP)	量は炎症反応
の強さを示す指標で、血液検査の項目として
もよく知られています。例えば、呼吸器系に急
性ウイルス疾患があると、CRP値が高くなり、
体が感染症と戦う炎症反応が起こっているこ
とが分かります。ある研究では、CRP値を追跡
することにより、欧米型の食事と運動不足が
炎症リスクとなっていることが指摘されてい
ます。1		体内で続く炎症の連鎖を抑制するに
は、減量して脂肪細胞を正常な大きさに戻し
てやるのが有効であると考えられています。2		

慢性炎症に起因する健康問題は、胃腸障害、
腸漏れ症候群、慢性疼痛、関節痛など、多岐
にわたります。慢性炎症に繋がる要因も、慢
性ストレス、睡眠不足、環境ストレス源への
暴露（汚染、職場の危険物など）その他様々
ですが、肥満との関連では特に不健康な食
生活が要注意です。慢性炎症は時間をかけ
て体内に蓄積します。これを抑えるにも、相
応の時間をかける必要があります。

炎症を軽減するには、食事内容を見直してみ
るとよいでしょう。肥満あるいは体重過多と
された300人以上の中高年層を対象に行わ
れたある研究では、被験者がカロリー摂取量
を減らし運動量を増やすプログラムを実行
しました。結果、CRP値を下げることに着目し
た場合、運動よりもカロリー制限の方が効果
的だった、と報告されています。3		運動に効
果がなかった訳ではありませんが、健康的な
食生活が鍵となることが示された、と解釈す
ることができます。

普段から抗酸化物質を豊富に含む食品飲料
を積極的に摂るよう心がけましょう。抗酸化
物質は、慢性炎症の主な要因となるフリーラ
ジカルの攻撃と戦う体を助けてくれます。緑
茶を飲み、緑の葉野菜とベリー類をしっかり
食べる、といったように、抗酸化作用・抗炎症
作用のあるものを選ぶようにして下さい。

抗酸化物質の豊富な食品は抗炎症作用も期
待できます。抗炎症作用のある食品として
は、アンチョビ、イワシ、サーモン、オヒョウな
ど、脂肪分の多い天然ものの魚もおすすめ
です。また、生のナッツ類・種子類、アボカド、
でんぷん質の少ない野菜も有用です。ザワ
ークラウト、ケフィア、キムチ、きのこ茶などの
発酵食品も抗炎症作用があります。ウコン、
生姜、オレガノといったスパイスやハーブに
も抗炎症作用があるので、積極的に活用しま
しょう（スパイスはほぼ全種類が抗酸化物質
を豊富に含み、慢性炎症に対抗する成分や
抗がん性のある化合物も含有しています）。
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ある種の食品で炎症が生じ、それが体重を増加させるという話を聞いたことはあ
りますか。
一年の始まりほど、多くの人が自分の体重に疑問を抱き、より健康な体を作るために一歩踏み出す時期
は他にないかも知れません。野菜と果物を中心に最善の食品をきちんと食べ、毎日運動するという、ラ
イフスタイル全体の根本的な改善と比べて、一時的なダイエットの成功率がふるわないのは当然です。そ
れを承知のうえで健康的な体重を目指すなら、目に見えない敵に向き合う必要も出てきます。

炎症と体重増加の関係
家族の健康

1 Thompson, Amanda L., et al. “Weight Gain Trajectories 
Associated With Elevated C‐Reactive Protein Levels in Chinese 
Adults.” Journal of the American Heart Association, vol. 5,  
no. 9, Sept. 2016, doi:10.1161/jaha.116.003262.
2 Yatsuya, H, et al. “Changes in C-Reactive Protein 
During Weight Loss and the Association with Changes in 
Anthropometric Variables in Men and Women: LIFE Study.” 
International Journal of Obesity, vol. 35, no. 5, May 2010,  
pp. 684–691., doi:10.1038/ijo.2010.200.
3 Nicklas, Barbara J, et al. “Diet-Induced Weight Loss, 
Exercise, and Chronic Inflammation in Older, Obese Adults: A 
Randomized Controlled Clinical Trial.” The American Journal 
of Clinical Nutrition, vol. 79, no. 4, Apr. 2004, pp. 544–551., 
doi:10.1093/ajcn/79.4.544.
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ナッツ類やアボカド、オリーブオイル、ココナ
ッツオイルといった良質の脂肪は避けずに
摂取しましょう。避けるべきは、高度な加工に
より精製された植物性油脂です。

良質のプロバイオティクスは腸と消化器系
の健康維持に役立ちます。夜はしっかりと睡
眠をとってストレスを管理しましょう。過度に
体を傷めつける必要はありませんが、自分の
限界に挑むくらいの運動をすることも望まれ
ます。運動は、足りなくてもやり過ぎても、炎
症に対する効果が期待できません。

やらなければならないことが随分とあるよう
に思えるかも知れませんが、全てにこだわり
過ぎる必要はありません。

心がけを改め、都度最善を尽くせばそれで
良いのです。完璧を押し通すのも狂信的に没
頭するのも、ストレスを増やし炎症の元にな
ります。健康に勝る富はありません。変性疾
患や心血管病、悪性疾患、自己免疫疾患とい
った現代病を防ぐためにも、慢性炎症への
対策について考え直してみましょう。
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アルコールと糖の摂取量を制限
し、カフェインも睡眠の妨げとなら
ない範囲に抑えて下さい。
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時季的にも最近は、加工食品に頼ったり、甘
いものやデザートに手を伸ばしたり、陽気に
お酒を飲んだりすることが多かったのでは
ないでしょうか。クッキーやケーキ、カクテル
を片手に賑やかなひと時を過ごすのは楽し
いものですが、その代償が肝臓にかかってい
るかも知れません。		

消化器系において肝臓は、胆汁その他の消
化液の産生を助けるほか、血液の凝固やろ
過に必要なタンパク質の産生、薬の代謝、体
内に入った有害物質の解毒などを受け持っ
ています。

1月に入ると、前回運動したのがいつだった
か、あるいは野菜たっぷりの食事をしたのが
いつだったか、思い出せなくなっているので
はありませんか。ひと回り肥えて疲れやすく
なったと感じているなら、デトックスでエネル
ギーを回復すべき時です。

一日の始まりには、お湯にレモンの絞り汁を
混ぜて飲むとよいでしょう。本気で抗酸化物
質の摂取量を増やすなら、さらにウコンを加
えてみて下さい。朝食はきちんと食べ、午前
中は緑茶を飲みましょう。午前中のおやつに
は、ベリー類とヨーグルトがおすすめです。

ごちそうの続いた後の消化器系の調子を戻
すためにも、プロバイオティクスの豊富なヨ
ーグルトは望ましい食品です。ザワークラウ
ト、お味噌汁、キムチ、コンブチャ（きのこ茶）
といった発酵食品もプロバイオティクスたっ
ぷりですので積極的に取り入れましょう。

具体的には、肝硬変、つまり慢性的な肝臓の
瘢痕化と損傷の発症リスクを低下させるとい
うことです。2

少量から中程度のアルコール摂取に起因す
るダメージから肝臓を守るには、オオアザミ
の成分が利用できます。オオアザミは地中海
地方のハーブの一種で、マリアアザミ、ミルク
シスルとも呼ばれる、ヒマワリやヒナギクと
同じキク科の植物です。
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冬休みが終わっても、その余波がしばらくの間体に残ることはよくあ
ります。

肝臓のデトックス

家族の健康

肝臓に良い食べものとしては、アー
ティチョーク、グレープフルーツ、ブ
ドウ、クランベリー、葉サボテンな
どがあります。1	また、スピルリナや
クロレラのような藻類も肝臓保護
に役立ちます。1

抗酸化物質は健康全般の味方です
が、宴会続きの日々が終わった後
のデトックスにも有用です。	

肝臓は大変な作業を黙 と々こなす
臓器です。脳や心臓が頻繁に話
題になるのには、それなりの理由
がありますが、健康維持の舞台裏
で肝臓は不可欠な役割を担ってい
ます。

つまり生命維持に欠かせない重要
な存在なのです。

毎朝のコーヒーを楽しんでいる方
はたくさんいらっしゃるでしょう。
幸いなことにコーヒーも肝臓の健
康に良いそうです。

2 Chen, Shaohua, et al. “Coffee and Non-Alcoholic Fatty Liver 
Disease: Brewing Evidence for Hepatoprotection?” Journal of 
Gastroenterology and Hepatology, vol. 29, no. 3, Mar. 2014, pp. 
435–441., doi:10.1111/jgh.12422.

1 Madrigal-Santillán, Eduardo. “Review of Natural Products with 
Hepatoprotective Effects.” World Journal of Gastroenterology, 
vol. 20, no. 40, Oct. 2014, p. 14787., doi:10.3748/wjg.v20.
i40.14787.
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白い葉脈の走った光沢のある葉を有し、ピン
クががった紫色のぼんぼりのような花をつ
けます。

シリビニンの作用にはまだ分からないこと
もありますが、肝細胞と毒素の結合を防ぐバ
リアの役割を果たすと考えられています。3		
また、抗酸化物質、抗炎症物質としても働き、
肝臓を守ることで、解毒に寄与することも指
摘されています。		

キノコ中毒の解毒にオオアザミの成分を静
脈注射するという治療はヨーロッパ各地で
行われており、アメリカでは、キノコ中毒患者
の治療にオオアザミ由来の成分で解毒を試
みる臨床試験が進められています。	5

27

オオアザミに含まれるシリビン、あ
るいはシリビニンは、肝臓に良い有
効成分です。

化学療法を受けている間にオオア
ザミを摂取した患者さんについて、
肝臓の状態を示す指標を分析し、
肝臓の健康に良い効果が認められ
たとする研究はいくつか存在しま
す。4	

3 Abenavoli, Ludovico, et al. “Milk Thistle in Liver Diseases: Past, 
Present, Future.” Phytotherapy Research, vol. 24, no. 10, Oct. 
2010, pp. 1423–1432., doi:10.1002/ptr.3207.

4 Siegel, Abby B, and Justin Stebbing. “Milk Thistle: Early Seeds 
of Potential.” The Lancet Oncology, vol. 14, no. 10, Sept. 2013, 
pp. 929–930., doi:10.1016/s1470-2045(13)70414-5.
5 “Intravenous Milk Thistle (Silibinin-Legalon) for Hepatic Failure 
Induced by Amatoxin/Amanita Mushroom Poisoning—Full 
Text View.” ClinicalTrials.gov, National Institute of Health—U.S. 
National Library of Medicine, clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00915681.
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まずビタミンDがなぜ大切かを確認しましょ
う。ビタミンDは免疫系を守ります。呼吸器系
の病気を追い払うのは、免疫の力です。ビタ

ミンDには、白血球を増やし、炎症を鎮める
働きもあります。いずれも特に冬の間に重要
性の高い作用ですが、今の時期は日光を浴
びる機会が減り、屋内で過ごしているうちに
病原菌を受け渡ししがちです。体内でビタミ
ンDを作る唯一の方法は、皮膚に直射日光を
浴びることですが、寒い冬は1日の推奨量を

確保することが難しくなります。「太陽のビタ
ミン」を少しでも多く摂取するためには、ビタ
ミンDを含む、サーモンやニシンのような脂
肪分の豊富な魚、キノコ類、卵、栄養強化し
た牛乳・オレンジジュース・シリアルといった
食品を積極的に食べることも考えるとよいで
しょう。とはいえ、食品による摂取は、皮膚に
直射日光を浴びて体内で産生する場合と比
べると微々たるものであることも事実です。
ビタミンDが足りているかを知りたいなら、
最近どのくらい太陽の下で過ごしたかを考え
てみると目安になります。充分な量のビタミ
ンDを得るには、直射日光を20分ほど浴びる
必要があります。冬の間は日光が弱いうえ、
皮膚を覆う服装をしていることが多いので、
長めにしたほうがよいでしょう。もちろん、ビ
タミンDのサプリメントも有用です。病院で
年に2回ほど血液検査をして、血中のビタミ
ンD（25-ヒドロキシビタミンD）量を調べ、そ
の結果に応じて医師と相談することをおす
すめします。

生活している間には、汚染に由来する
化学物質、洗浄の行き届いていない
食品、副流煙などから様々な毒素が体
内に入ってきます。幸いなことに、私た
ちの体にはすばらしい機能が備わっ
ていて、体をサポートする適切な栄養
を摂取していれば、大半の有毒物を除
去することができます。食べて消化吸
収するものだけでなく、吸収しないも
のにも着目することは大切です。デト
ックスに良い食べ物は、繊維質の豊富
な食品です。食物繊維は消化管を通
過する間に、有害物質をからめとりま
す。野菜や果物をきちんと洗っていな
いと（種類によっては洗っていても）殺
虫剤や除草剤が残留したまま食べて
しまうことになりますが、これも食物
繊維と結合させれば、体内に取り込む
ことなく排出できます。肝臓を守るこ
ともデトックスにつながります。肝臓
は体内に入ってしまった有害物質を除
去するために常に働いています。研究
によると、オオアザミのエキスには、肝
臓の細胞の内部にまで有害物質が入
り込むのを防ぎ、肝臓を守る作用があ
るそうです。1	オオアザミは地中海沿

岸域のハーブで、ヒマワリと同じキク
科の植物です。肝臓が健康で最適な
水準で機能できていれば、体に不要な
廃棄物の除去が着々と進みます。肝臓
に良い食品としては、アーティチョーク
（アザミの近縁種）、グレープフルー
ツ、ブドウ、クランベリー、葉サボテン
などがあります。2	
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体のデトックスはどのようにす
ればよいでしょうか。

ビタミンDが足りている状態かど
うか、どうすれば分かりますか。

1 Faulstich H, Jahn W, and Wieland T. Silibinin inhibition of 
amatoxin uptake in the perfused rat liver. Arzneim-Forsch 
Drug Res 1980;30:452–4.
2 Madrigal-Santillán, Eduardo. “Review of Natural Products 
with Hepatoprotective Effects.” World Journal of 
Gastroenterology, vol. 20, no. 40, Oct. 2014, p. 14,787, 
doi:10.3748/wjg.v20.i40.14787.

専門家		への質問



さらに、軟骨、血管、コラーゲン生成をサポー
トするビタミンC、亜鉛、酸化ストレスから細
胞を守るのに役立つビタミンEとビタミンDが含
まれています。◊	フォーエバーヤング・タブレ
ットは健康的なお肌を保ちたいあなたを栄養
面から応援します！フォーエバーヤング2粒に	
20mg	のヒアルロン酸を含有。

体の内側から美しくなりましょう！

幅広い栄養素を含む海産物エキ
ス入りの、とてもユニークなサプ
リメントです。

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

フォーエバーヤング	タ
ブレット
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