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編集者として私は『アート・オブ・グローイン
グ・ヤング』の記事が、勇気をもって踏み出そ
うとしている世界中の人たちの後押しとなれ
ば、と願っています。初めて食べるものの栄
養面について調べようとしている人にも、新
しい運動習慣を身に着けるコツを探している
人にも、本誌で知り得たことを自信の糧にし
ていただきたいのです。変えようとしている
ことがささやかでも大がかりでも、知識が増
え、自信がついてくれば、変化のハードルは低
くなります。

変化を起こすことにどの程度の怖れを感じる
かは、変化のとらえ方によって違ってきます。
物事を概ねポジティブにとらえる人なら、変
化を起こすことにさほど困難を感じないでし
ょう。逆に、ネガティブな面にとらわれて悲観
的になりがちな人だと、必要以上の困難を感
じとってしまう可能性があります。

物事や人、経験、アイデアのポジティブな面に
着目して、改善には変化が不可欠と受けとめ
ることができれば、あらゆる状況に適応しな
がら、より良い生き方を重ねていけるのでは
ないでしょうか。

科学が続 と々新たな知見を発表していること
もあって、私たちは人間の体と心、そのつな
がりについて、より多くを学ぶ機会に恵まれ
ています。学んだことを活かして心身ともに
より望ましいライフスタイルに適応しない手
はありません。年を重ねるほど若 し々く生き
ること、生涯学び続けること、ポジティブな姿
勢を保つこと。そのすべてが変化にともなう
不安を消し、より自然に変わっていくあなた
を助けてくれるでしょう。

自然に変わっていくために
変化はすばらしいものです。健康によい面もあれば、時に困難に感
じられたり、勇気が求められたりすることもあります。変化について
のとらえ方は様々で、それぞれに真実が含まれています。年を重ねる
ほどに若 し々くいたいなら、変化は有益なツールです。変わり続ける
ことで、最高の自分になることができます。ところが、生活や内面は
簡単には変えられない場合が多々あります。それは、勇気を振り絞っ
て乗り越えなければならないときがあるからです。
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最新ニュース

水を飲んで長生き

最新のある研究で、糖度が高い炭酸飲料や
ジュースは、これまで考えられていた以上に
健康を脅かす可能性があることが示唆され
ています。17,000人以上のアメリカ人を対象
に行われたこの研究によると、水などの無糖
飲料を飲む人は、炭酸飲料、ジュース、また
は砂糖入りのお茶やコーヒーを飲む人より
寿命が長い傾向があるということです。

近年行われた約50万人を対象にした研究
で、筋力と認知機能の健康との関連性が明ら
かにされました。イギリスで行われたこの研
究によれば、手の握力で測定された筋力が、
脳の健康の指標にもなるとしています。現段
階ではまだその関連性について解明ができ
ていませんが、加齢に伴って適切な筋肉量
を維持することの利点をはっきりと示してい
ます。

先ごろ、肥満による炎症が味蕾の数を減少さ
せ、さらにその再生を阻害する可能性がある
という研究結果が発表されました。言い換え
れば、健康的な体重を維持すれば、食べもの
をよりおいしく味わえるということです。さら
にこの研究では、肥満した人の場合、健康的
な体重の人と同じだけの満足感を得るため
に、より多くのカロリーを摂取してしまう可能
性についても指摘しています。

ダークチョコレートが脳に及ぼす影響を調
べた初の臨床試験で、カカオのフラボノイド
が、認知、内分泌系、心臓血管系の健康に役
立つことが明らかになりました。カカオの含
有量が70%以上のチョコレートを少量食べる
ことで、ストレスの軽減や気分の高揚に加
え、記憶の改善、炎症の軽減にも効果が認め
られています。ポイントは他のあらゆる物事
と同様「ほどほどに」ということです。キャンデ
ィバーを毎日一本平らげていてはとても健
康的とは言えませんが、夕食後につまむひと
かけらのダークチョコレートは、あなたの脳
を守る手助けをしてくれます。

イギリスで成人を対象に6年半をかけて行
われた調査によれば、夜型の人は就寝時
間が早い人に比べ、若くして命を落とす可
能性が10％高いということが明らかになり
ました。研究者たちは、頻繁な夜更かしの
習慣が若年死亡率を上げる原因であると
判断するにはさらなる研究が必要であると
していますが、それと同時に、かつて行わ
れた研究において体内時計の乱れと糖尿
病、高血圧、うつ病などとの関連が既に明
らかになっている、と指摘しています。健康
的な睡眠習慣を大切にすることが、全身の
健康と長生きの秘訣のようです。

健康維持で味覚を鋭敏に

気分を高めるおすすめのスイーツ

脳を鍛えて健康に

良く寝て長生き
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運動を一緒にやって習慣化する
世界中で子供の肥満率が上昇し、結果的に
若年層が不健康に陥っています。今日の子供
たちは一世代前よりも座りがちな生活に大き
く偏っています。健康とはいろいろな要素か
ら成り立つものですが、それを維持する上で
重要なのは、体を動かす運動やアクティビテ
ィです。

これは、子供たちに運動の習慣化が大事で
あることを示すだけでなく、自分自身やパー
トナーにとっても好ましい習慣づけになりま
す。

充実した時間を過ごし絆を深める
家族でフィットネスを楽しむ時間は、テレビ
やコンピューター、毎日の家事、やらなけれ
ばいけない事や邪魔なものから抜け出す時
間ともなります。私たちが体を動かしている
間は今現在により深く関わっており、その一
瞬、一瞬が思い出を紡いでいくのです。	

家族のコミュニケーション
家族の繋がりは、ユニークかつポジティブな
方法でお互いがコミュニケーションをとる機
会と関係してきます。チームとして一緒にプ
レーをしている場合は、目標を達成し試合に
勝つためにコミュニケーションが不可欠で
す。単純に一緒に体を動かす場合でも、意図
的に時間を作ってお互い心を開き、人生の
出来事についてより親密に話を共有する機
会とすることができます。

安価なエンターテイメント
家族で一緒に映画を見に行くと、100ドル以
上になる可能性があります。テーマパークへ
行くなら数百ドルはかかるでしょう。外食も
またお金がかかります。しかし、家族で運動
するならオプションがいくつもあり、その多く
が無料です！

ふざけて遊ぶ
人生のほとんどは責任にがんじがらめにさ
れています。それだからこそ、子供にとっても
大人にとっても、単純に楽しく遊ぶことが大
切です。

家族で楽しむフィットネスのアイデア
前述した多くの理由で、家族で一緒にエクサ
サイズすることが良いことはお分かりでしょう。
とはいえ、具体的に何を一緒にやるか、となる
と、時にちょっとしたアイデアが必要になりま
す。ここにいくつかアイデアをご紹介します。

家族でブートキャンプ
家族で3つ、ないしは4つのエクササイズ（ダ
ンスの動き、ジャンピング・ジャック、格闘技の
ような動き、もしくは腹筋や腕立て伏せのよ
うな一般的なエクササイズなど）をピックア
ップしましょう。それを紙に書き留めておくの
も一案です。家族みんなで散歩やジョギング
に出かけ、途中で選択したエクササイズのど
れか1つを1分間行います。そして、また散歩
やジョギングに戻り、途中で別のエクササイ
ズ、と組み合わせていって下さい。
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体を動かすアクティビティを家族で一緒に楽しめば、家族の絆が強
まるだけでなく、心身にも良い影響が期待できます。何かを一緒に
することは楽しくもあり、モチベーションを高めることにもつながりま
す。また、将来のために、子供に良い習慣を教えることもできます。

家族でフィットネス

フィットネス

私たち大人は子供たちに運動する
よう口で言うことはできますが、子
供たちと一緒に、特に家族みんな
で運動した方が、その大切さを分
かってもらえるでしょう。	

家族で運動すれば、日々の活動で
は起こり得ない、お互いの繫がり
が生み出されます。

肯定的な方法で一緒に時間を過ご
し、体を動かし、ふざけて笑うこと
はエンドルフィンの分泌を促進し、
気分を向上させてくれます。
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ダンスパーティー
簡単でシンプルな雨の日のオプションです。
家族一人ひとりが数曲を選んで、プレイリス
トを作り、順番に曲をかけ、リビングルーム
で存分に踊りましょう。

庭や公園で鬼ごっこ
いたってシンプル！公園、もしくは十分な広
さがあれば庭で走り回りながら鬼ごっこをし
ます。

家族でウォーキング
上記のアクティビティを家族みんなで楽しく
やろうと思っても、やる気を起こすのが大変
なこともあるでしょう。その場合は、日課に新
しい何かを取り入れることを考えてみて下さ
い。

例えば、家族でウォーキングなどいかがでし
ょうか。夕食前や夕食後など家族に最適な時
間を選びましょう。早起き家族なら、週末の
朝、朝食後の散歩が良いオプションになりま
す。そうすれば、体を動かすエクササイズに
もなり、毎日（または週末）の新たな日課とし
て続けられるでしょう。ウォーキングにちょっ
とした楽しみを加えるなら、季節に合った宝
探しやクイズなどを組み合わせることをおす
すめします。春には、チューリップやライラッ
ク、野花を探すことができます。秋には、赤い
カエデの葉や、落葉した一枚の葉も残ってい
ない木を探しながら歩きましょう。
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温度の高低差：利点をもたら
す環境ストレス
一説によると、私たちの体には健康的な食事と運動に加えて、ある種
の環境ストレスが必要なのだそうです。低温と高温にさらされること
で、体が本来の機能をフルに発揮できるというのです。

特集記事

|    The Art of Growing Young
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この理論では、数百年前までさかのぼって、
私たちの祖先が暑い夏も寒い冬も、性能の
よい空調設備を室内で使うという贅沢をして
こなかったことに着目しています。そして、何
世代にもわたって環境に適応して乗り越えて
きた結果、むしろ温度差を経験することで利
点が得られる体に進化した、と考えるに至っ
たのです。この説は実際に温度差の利用を
体験した人からも支持されているようです。

科学的な考察においては、エネルギーをつく
るミトコンドリアの働きと関連付けられてい
ます。ミトコンドリアは体細胞内にある小器
官で、エネルギー産生を助けています。人間
の体内に存在するミトコンドリアの総数は1
京5000兆とも5京とも言われています。

人体が充分な量のエネルギーを効果的に得
るには、ミトコンドリアを更新する必要があ
ります。

ミトコンドリアを新しく作る働きを促進する
方法はいくつかあります。そのひとつが高温
環境と低温環境を交互に体験して、体を極端
な温度変化にさらすことです。

ストレスはしばしば人体に害をもたらします
が、短時間に限ってあえて体にストレスをか
けることで回復力が引き出せる、とするホル
ミシスの概念も適用されています。

低温刺激の作用
体は冷えや寒さを感じると自力で温まろうと
します。その主な目的は低体温症を防ぐこと
です。この時、体内ではノルアドレナリン（ノ
ルエピネフリン）というホルモンが産生され
ます。ノルアドレナリンには、血管を収縮させ
ることにより熱を逃しにくくする作用があり
ます。また、前述のミトコンドリアを増やすよ
う、細胞（特に脂肪組織内）に信号を送りま
す。つまり、体により多くのエネルギーをつく
るよう指示するわけです。エネルギーをつく
ると、熱が発生します。

同時に、次に寒冷環境にさらされた時のた
めに、体が準備を整えます。

ですから、寒さにさらされる回数が多いほど
脂肪細胞内のミトコンドリアが増え、より活
発に働いてくれる、というわけです。また、ノ
ルアドレナリンには集中力を高める働きもあ
るため、抗うつ剤のように気分を高揚させる
作用が期待できます。さらに、抗炎症作用が
あることも利点と言えます。

なかなか我慢しにくいかも知れませんが、上
がった後の爽快感はすばらしいものです。

高温刺激の作用
温度の急上昇を感じた体は、細胞内で熱ショ
ックタンパク質を増やし始めます。熱ショック
タンパク質は、血管内にプラークが蓄積しな
いよう働きかけます。熱ショックタンパク質は
長寿に貢献していることでも知られていま
す。

運動は熱によるストレス反応の好例です。運
動をすると、深部体温が上昇します。最初に
起こるのは炎症反応です。
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つまり、古いものを新しいものに
置き換えて、活躍させなければな
らないのです。

この過程がもたらす利点のひとつ
は、脂肪を分解、代謝して、エネル
ギーと熱に変えることです。

意図的に低温刺激を受ける簡単な
方法は、シャワーの最後に数分間
冷水を浴びることです。

運動後、1時間ほどすると抗炎症反
応が始まります。.	



|    The Art of Growing Young

深部体温を上げる他の方法では、熱いお風
呂やサウナ、スチームルームなどが一般的で
す。体を高温と低温に交互にさらす民間療法
は世界各地の文化圏に存在します。

韓国や韓国系移民のいる欧米都市では、チ
ムジルバン（蒸気房）というスパが人気です。

金、アメジストといった鉱物や炭を組み合わ
せて工夫をしたサウナもよく見かけられま
す。韓国風スパは健康と美容に良いだけで
なく、リラックスできる社交の場としても活用
されています。また、マッサージ、垢すり、トリ
ートメントなどのサービスも提供されていま
す。大規模なところでは、館内にレストラン、
映画館、ヘアサロン、ネイルサロン、カラオケ
まで併設しています。

ロシアの北極圏の村では、バーニャという蒸
し風呂を使った温冷浴が行われています。サ
ウナ内の温度はおよそ100度に保たれてお
り、しばらく座った後、外に出て体を冷やすの
ですが、近くにある湖や池、海に飛び込む村
人もいます。

蒸し風呂はアメリカ大陸各地の先住民族に
も伝わっています。インカ帝国のあったアン
デス山脈にはチュラ・チャカ、マヤ帝国のあ
ったメキシコ、グアテマラのテマスカル、カ
ナダからアメリカ北部の平原に住む先住民
ラコタ族のイニピなど、いずれも清めの場と
して蒸し風呂小屋を使ってきました。文化的
にはそれぞれに独自の解釈がありますが、熱
い蒸し風呂で血行を促進し発汗することで
不純物や毒素を体外に排出できるという点
に着目しているところは多くに共通していま
す。また、ユーカリ、セージなど、アロマセラ
ピーのようにハーブや薬用植物と組み合わ
せたものもしばしば見られます。

トルコのハマムも有名な蒸し風呂です。典型
的な浴場は広 と々清潔で、大理石造りの立派
な建物の中で提供されています。順路に沿っ
て進むうちに温度が上がって行くようになっ
ており、廊下の先は、湯浴みをする石室と、プ
ロのマッサージが受けられる寝台のある部
屋に分かれています。

垢すりをしてもらったり、石鹸で体を洗った
り、時々冷水をかけたりしてスッキリしたら、
程よい温かさの蒸気が満ちた部屋でリラック
スして終了となります。庶民からスルタンま
で、トルコ文化では全ての人にとって欠かせ
ないハマムは、トルコを訪れるなら見逃せな
い体験です。

ちなみに、やり過ぎを防ぐには、熱や冷たさ
を感じているときの体の声に耳を傾けるの
が一番です。温度の刺激を健康法として利用
するのであって、我慢や自虐の限界を試す大
会ではないのですから、あまりにも極端な挑
戦をしてはいけません。やり過ぎは危険です
し、時には命に関わります。ですから、最初は
ゆっくりと様子を見ながら始めて、不快に感
じる場合は（冷水に驚いて湯船で温まりたく
なるという程度ならともかく）適宜調整して
下さい。
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健康ランドのような複合施設とな
っているものが多く、プールや風
呂、サウナ、スチームルームなどが
楽しめます。
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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

© 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。
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大笑いしたことを思い出すたびに気分が明
るくなりますし、笑いで痛みが和らいだり、免
疫系が強化されたり（リラックスしつつ活力
の元になるホルモンが分泌されるため）、ス
トレス性の損傷が軽減したりすることもあり
ます。

大人になると真面目に生活することが中心
となって、ユーモアや笑いに触れる機会が減
ってしまいがちです。笑う機会を意図的に増
やす簡単な工夫を取り入れて、健康促進に
役立てましょう。

笑いは優しさと同様、そして残念なことに怒
りや攻撃性とも同様に、伝染する性質があり
ます。笑いには周囲に及んで人間関係を構
築する力もあります。大笑いしている人の輪
には加わりたくなるものです。人間の行動や
思考プロセスの解明に挑む神経科学は複雑
な分野ですが、今世紀に入ってから発見され
た比較的新しい知見によると、	このような心
情はミラーニューロンによるものだというこ
とです。1

笑いは他者との結びつきを育みます。その繋
がりはやがて、強い絆と信頼になるでしょう。
友情と信頼関係を深めつつ、時にはおどける
こともできるような、ゆとりのある間柄が望
まれます。困難な状況で防御に固まった気持
ちも、憤りや決めつけ、批判で感傷的になっ
たときも、笑いの力で和らげることができま
す。

笑いのエネルギーを世界に放ち、より多くの
人にユーモアの贈り物を届けることは、機知
に富んだ気軽なやりとりを対人関係に求め
るのと同じくらい大切です。

それがストレス反応を低減し、血流を向上し
て、全身に酸素を送り届けます。特に横隔膜
の活発な動きがポンプのような役割を果た
し、リンパの循環が促進されます。

細胞レベルでは、笑うと免疫系を助けるエン
ドルフィンが分泌されます。最近の研究で
は、笑いが内因性オピオイドの効果を引き出
し、疾病予防や疼痛管理を手助けする仕組
みが示されました。2	別の研究では、心から笑
う活動に参加した人と単なる気晴らしを与え
られた人とを比較したところ、前者でナチュ
ラルキラー細胞の活性（病気に対する免疫
反応の一部）が高まったことが明らかになり
ました。3

個人の成長という観点から考えると、笑いは
立ち直る力を育てます。何事にも生真面目な
人は、しばしば周囲への負担に気を使いすぎ
て重苦しい気持ちになることがあります。言
ってはいけないことを言ってしまったらどう
しよう、自分はどんな風に見られているのだ
ろう、という不安がつきまとうこともあるでし
ょう。一方、ミスや失敗を、避けようのないネ
ガティブなものとしてではなく、生きていれ
ば自然に経験する物事の一部として捉えら
れる人は、回復力に優れている傾向がありま
す。

10

笑い飛ばそう：笑いが最高
の良薬になる理由

ライフスタイル

誰かが微笑みかけてきたら、自
然と微笑みで返すでしょう。笑い
もその延長にある、というわけで
す。	

笑いは免疫機能の向上にも役立
ちます。それは、笑うことで体内を
循環するストレスホルモンの量を
減少し、免疫細胞が活性化するか
らです。笑いは筋肉の収縮を伴い
ます。

子供の頃は1日のうちに何十回も笑
っていたはずですが。

笑いの効果が健康全般に及ぶことはご存知でしょうか。笑いは瞬間
的な楽しみ以上のものをもたらしてくれます。

1 Acharya, Sourya, and Samarth Shukla. “Mirror Neurons: 
Enigma of the Metaphysical Modular Brain.” 
Journal of Natural Science, Biology, and Medicine, 
Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., 2012,
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510904/.
2 Manninen, Sandra, et al. “Social Laughter Triggers 
Endogenous Opioid Release in Humans.” Journal of 
Neuroscience, Society for Neuroscience, 21 June 2017, 
www.jneurosci.org/content/37/25/6125.
3 Bennett, M P, et al. “The Effect of Mirthful Laughter on Stress 
and Natural Killer Cell Activity.” Alternative Therapies in Health 
and Medicine., U.S. National Library of Medicine, 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12652882.
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とはいえ、ユーモアや笑いに満たされる機会
は子供の頃ほどはなくなっているのが現実
です。面白い映画やインターネットの動画を
見て笑う、楽しい人たちと過ごす、笑える本を
読む、といった方法は定番と言えるでしょう。
日常的に笑う機会を増やすための方法は他
にもいろいろと考えられます。

友人を誘ってコメディや即興ショーに出かけ
るのも一案です。人気上昇中の笑いヨガに
挑戦してもよいでしょう。最初は不自然な気
がしたり、間抜けに思えたりするかも知れま
せんが、先入観をちょっと脇へ置いてやって
みると、お腹を抱えて笑う体験ができます。

あるいは、月に1回、自宅でゲームナイトを企
画して、簡単に楽しめるインタラクティブな
ゲームで友人と遊ぶという方法もあります。

すぐにでも笑える状態を身につけるのもシ
ンプルながら有効です。特に何がなくとも、
無表情ではなく、微笑み顔でいるようにしま
しょう。子供がいるなら、子供と同じ目線で楽
しく明るく一緒に過ごす時間を増やすことを
おすすめします。

11

回復力があれば、困難な状況に陥
った時も、平常心を失わずに乗り
越えることができます。
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腸の働きは世界各地の健康法で長きにわた
って注目されてきましたが、現代医学でも主
流のトピックのひとつとして認識されていま
す。なかでも体内の微生物叢を理解しより良
い状態に導こうとする動きが焦点となり、プ
ロバイオティクスが重視されています。

私たちの腸の内部には、驚くほど幅広い種類
の微生物がいます。そして、栄養の消化吸収
や免疫機能、果ては脳の機能まで、体内のあ
らゆる活動に関与しています。

プロバイオティクスのもたらす利点は、多く
の研究で立証されています。体内で自然に発
生するものもありますが、ちょっとした後押し
が必要になるときがあります。細菌叢は腸内
の環境を形成しています。プロバイオティク
スが体に悪い細菌を追い払い、尿路や膣の
健康に寄与することも知られています。1,2	細
菌性膣炎や再発性尿路感染症に悩んでいた
ところ、プロバイオティクスを使うことで大幅
に改善されたという患者さんはたくさんいま
す。メカニズムまでは十分に解明されていな
いものの、プロバイオティクスがアレルギー
体質の改善に有用であることも指摘されて
います。3	腸内細菌叢を整えることで、にきび
や日焼け、加齢現象などの皮膚の状態に好
ましい影響が期待できることも、いくつかの
データで示されています。	4

近頃では脳腸相関について研究が進んでい
ます。脳腸相関は、消化管内の微生物叢が、
記憶力や集中力、学習能力、不安、うつ、スト
レスを司る神経系の健康をサポートしてい
る、とする概念です。		

プロバイオティクスの補給が強く望まれる状
況はいくつか知られていますが、特に抗生剤
を使用しているときは投薬で失われた微生
物をプロバイオティクスで修復する必要があ
ります。抗生剤は体に良い微生物まで殺して
しまうことがありますので、なるべく早くプロ
バイオティクスを補充して本来の環境を取り
戻したいところです。

旅先でなくとも、食あたりが心配なときにプ
ロバイオティクスを足しておくと、体に悪い
菌の繁殖が抑えられます。また日ごろから胃
腸障害に悩んでいる人にもプロバイオティク
スが有益です。膨満感や下痢のような比較
的軽い症状から炎症性腸疾患、クローン病、
大腸菌やピロリ菌の感染といった重篤にな
る可能性のある病気まで、あらゆる状況でプ
ロバイオティクスが役に立ちます。

プロバイオティクスにはたくさんの種類があ
り特質もそれぞれに異なります。実は、プロ
バイオティクスの菌株のうち、多くが胃（口の
次の消化が行われるところ）の酸や胆汁に耐
えられません。

腸に届くプロバイオティクスにもたくさんの
種類がありますが、その大半は乳酸菌かビフ
ィズス菌の仲間です。ラクトバチルス・アシド
フィルスは乳酸菌の一種、ビフィドバクテリ
アム・ビフィダスはビフィズス菌の一種です。
さらに、それぞれの種の中に系統の異なる
株があり、ラクトバチルス・アシドフィルス
DDS-1	といったような名前がつけられてい
ます。株の区別まで記載しているサプリメン
トはほとんどありませんが、系統が異なれば
目的も違ってくる場合があるので、把握でき
たほうがよいでしょう。

一般的な目安としては、7系統以上の株を50
億CFU（コロニー形成単位）以上含むサプリ
メントが好ましいと言えます。加えて、生きて
いる状態で腸までたどりつき、そこで繁殖で
きるよう作られたプロバイオティクスでなけ
れば真の効果は期待しにくいことも知ってお
きましょう。製造段階で生きている状態の微
生物を配合したサプリメントは一般的です
が、摂取時の生存状態まで保証していない
ものが多いので注意が必要です。また、冷蔵
保存する必要があるか、常温で保管できるか
を確認するのも忘れないようにしましょう。
最も重要なのは、品質に申し分のない信頼
できるメーカーから購入することです。
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プロバイオティクスのサプリメントを摂取すべき理由、適切な製品の選び方、効果を確かめる方法とは 。

全身に影響する腸内環境

栄養

また、海外旅行に出る場合は、食
事を通じて持ち込まれる病気を寄
せ付けないよう、出発前から始め
て旅行中もずっと、プロバイオティ
クスを摂取しましょう。

胃で生き残れない微生物は当然、
その先へ進んで活躍することもで
きません。それでは、有効性のある
プロバイオティクスはどのように摂
取すればよいのでしょうか。

プロバイオティクスは体に良い微
生物で、サプリメントや食品から摂
取でき、体内でコロニーを形成（腸
内に群生、増殖、共存）します。

1 Cribby, Sarah, et al. “Vaginal Microbiota and the Use of 
Probiotics.” Interdisciplinary Perspectives on 
Infectious Diseases, Hindawi Publishing Corporation, Mar. 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662373/.
2 Falagas, M E, et al. “Probiotics for Prevention of Recurrent 
Urinary Tract Infections in Women: A Review of the Evidence 
from Microbiological and Clinical Studies.” 
Drugs, U.S. National Library of Medicine, 2006, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16827601.
3 Yang, Gui, et al. “Treatment of Allergic Rhinitis with Probiotics: 
An Alternative Approach.” North American Journal of Medical 
Sciences, Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784923/.
4 Kober, Mary-Margaret, and Whitney Bowe. 
“The Effect of Probiotics on Immune Regulation, Acne, 
and Photoaging.” International Journal of Women’s 
Dermatology, Elsevier, 20 May 2015, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352647515000155.



|    The Art of Growing Young14

ビタミンB12
特集記事

コバラミンとも呼ばれるビタミンB12は「エネルギーのビタミン」と
して知られています。ビタミンB12には、気分を高め覚醒させる作用
があります。実際、ビタミンB12の含有量が高い食品やサプリメント
を就寝直前に摂取すると、寝つきが悪くなるという声が多く聞か
れています。
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またビタミンB12は、心臓血管系や皮膚、爪の
健康を促進することが分かっています。さら
に、認知機能を高めたり認知症のリスクを軽
減したりするなど、神経系の健康においても
重要なビタミンとされています。1	ビタミンB12
は、髄鞘、骨髄、DNA合成と調節、造血作用、
神経系の健康、アミノ酸や脂肪酸代謝など、
より複雑な体内プロセスにとっても不可欠な
ビタミンです。

ビタミンB12はあらゆるビタミンの中で構造
的に最も大きく複雑で、体内における作用機
序の多くはいまだ明らかにされていません。
このビタミンは土壌と水に存在する細菌によ
って合成されます。私たちが肉や卵、牛乳と
いった製品を得るために飼育している家畜
は、これらの細菌が存在する土壌で育てられ
ています。

しかしながら、大量生産のために行われてい
る工業的畜産では、家畜たちには土壌から直
接餌を摂取する機会がほとんどありません。
よって、本来取り込まれるはずのビタミンB12
が期待できなくなっています。

ビタミンB12が体内で活用される過程は、少
々難解で複雑です。食物やサプリメントから
摂取されたビタミンB12は、まず胃で生成さ
れるタンパク質と結合する必要があります。
喫煙で体内に取り込まれる化学物質は、ビタ
ミンB12の吸収を妨げます。また食品を電子
レンジで加熱すると、ビタミンB12が損なわれ
てしまいます。

服用中の薬が各栄養素の吸収に何らかの影
響を及ぼすこともありますので、かかりつけ
の医師や薬剤師に聞いてみるとよいでしょ
う。ビタミンB12は、メトホルミン（糖尿病に
使用される一般的な薬物）、抗てんかん薬、
特定の胃酸分泌抑制剤（プロトンポンプ阻害
薬）、制酸剤を服用している場合、その吸収
を阻害されることがあります。1	腎機能に問
題がある人にもビタミンB12の吸収障害が起
こる可能性があります。また、悪性貧血と呼
ばれる自己免疫疾患を有する人にも、ビタミ
ンB12の吸収不良が認められます。

ビタミンB12には主に、シアノコバラミン、ヒド
ロキソコバラミン、メチルコバラミン、アデノ
シルコバラミンという4種類があります。後者
3つの形態のビタミンは、穀物、ビタミン飲
料、ビーガンミルクおよび代用肉などの食品
のビタミン強化に使用されるシアノコバラミ
ンから、体内で合成することができるもので
す。皮肉なことにこれらのビタミン強化剤は、
工業型農業の普及に伴って、家畜や養殖魚の
飼料にも添加されています。

メチルコバラミンは活性型ビタミンB12で、体
内でより利用されやすいと言われています
が、他のビタミンに比べ高価で、また不安定
な形態であるという欠点もあります。活性型
ビタミンの方がより優れているようにも思わ
れますが、実際に平均的な健康体の人にはシ
アノコバラミンでも十分に作用します。腎不
全や喫煙習慣がない人であれば、必要なビタ
ミンB12はシアノコバラミンで十分補うことが
できます。

毎日推奨される摂取量は年齢（子供は体が
小さいことから各年齢に応じて投与量が異
なります）によって異なります。また妊娠や授
乳の段階によっても、その量は異なってきま
す。

米国国立衛生研究所では、男性と、妊娠中あ
るいは授乳中ではない女性は、毎日2.4マイク
ログラム（mcg）を摂取することを推奨してい
ます。妊娠中の女性には少し多めの1日
2.6mcg、授乳中の女性は2.8mcgの摂取が推
奨されています。1	英国国民保健サービス
は、成人に対してやや少なめの1日1.5mcg、
	2また欧州食品安全局は毎日4mcgを推奨し
ています。

ベジタリアンやヴィ―ガンの人は、ビタミン
B12欠乏症を発症する危険性が最も高いと言
えます。なぜならこのビタミンは、動物由来
の食品に最も利用可能な形で含有されてい
るからです。ベジタリアンやヴィーガンの人の
ビタミンB12摂取量の多くは、ビタミン強化さ
れた穀物に由来します。ベジタリアンである
か否かに関わらず、推奨摂取量のビタミン
B12をとるためには、サプリメントの利用が最
良の選択肢かもしれません。

15

細菌は家畜の生体内に取り込まれ
るため、私たちはこの動物たちを
通してビタミンB12を摂取すること
ができるというわけです。

ビタミンB12欠乏症の症状として
は、極度の疲労や体力の低下、局
所的な体の痺れ、大球性貧血（赤
血球が異常な大きさになる貧血）
筋力低下、認知障害、うつ病など
があげられます。

1 “Office of Dietary Supplements—Vitamin B12.” NIH Office of 
Dietary Supplements, U.S. Department of Health and Human 
Services, 2 Mar. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
HealthProfessional/#h7.
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補給用のサプリメントに加え、ビタミンB12は
様々な食品、主に動物由来の食品に含まれて
います。万人向けの食品ではありませんが、
ビタミンB12を最も豊富に含んでいる食品は
牛レバーです。牛レバーは85gになんと71mcg
のビタミンB12を含有しています。

牛レバーに次いでビタミンB12を豊富に含ん
でいるのは、これもまた好き嫌いが分かれる
海産物です。

サバ（85gに16mcg）、イワシ（85gに8mcg）
にも、ビタミンB12が豊富に含まれています。

牛肉やラムなどの赤身肉やサーモンなどで
あれば、もう少し日常的に夕食に登場させる
ことができそうです。牛肉には85gあたり約
5mcg、サーモンには4mcgのビタミンB12が含
まれています。

また牛乳とヨーグルトには、1カップあたり
1mcgが含まれています。これらの馴染みがあ
る食品であれば、より日常的に摂取できるの
で、ビタミンB12摂取の確実で実行可能な食
品の選択肢と言えるでしょう。

ビタミンB12が強化された大豆製品（野菜バ
ーガーや大豆からできた肉代替品）やシリア
ル類、穀類もまた、ビタミンB12を取り入れる
ことができる食品です。そのまま食べられる
シリアル類（店頭で手に入る箱や袋入りのも
の）には、通常1カップあたり約5mcgのビタミ
ンB12が含まれています。大豆製品やビタミン
が強化された穀物は、1食分あたりの量によ
ってビタミンの含有量も異なります。

ニュートリショナル・イーストはパン酵母やビ
ール酵母とは異なるものです。栄養価の高い
この酵母はナッツやチーズのような風味があ
り、ポップコーンに振りかけたり、スープに混
ぜたり、サラダに加えたり、パルメザンチーズ
の代わりにしたりと幅広く使えます。しかしい
くつかの研究では、ニュートリショナル・イー
ストは栄養補助食品としては不十分であるこ
とが示唆されています。3一方で、日本の海藻
の一種であるノリやその近縁にあたる藻類
は、植物由来のB12の豊富な供給源であると
いうことが証明されています。4徐々に人気が
出てきているスピルリナ（冗談で緑色の池の
濁りに例える人もいますが）も、ビタミンB12
の含有量で注目されています。しかし複数の
研究では、シアノバクテリアとして知られてい
るスピルリナや同網の藍藻類に多量に含まれ
ているのは、人の体内で利用されない不活
性の擬似ビタミンB12であることが報告され
ています。一方、クロレラとして知られている
真核藻類は、利用可能な活性型のビタミン
B12を相当量保持することが可能です。しかし
ながら、その含有量にはクロレラの菌株やそ
の培養条件によって大きな差があり、100gあ
たり最大数百mcgの活性ビタミンB12を含有
することもあれば、ビタミンB12を全く含まな
いものもあります。4	
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ムール貝は85gに20mcgのビタミ
ンB12を含んでいます。

ヴィーガンのビタミンB12の摂取源
としては、ニュートリショナル・イー
スト、海藻および藻類などがあげ
られます。
2 “B Vitamins and Folic Acid: Vitamin B12.” NHS Choices:  
Your Health, Your Choices, NHS, 3 Mar. 2017,  
www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-b/.
3 Donaldson, M S. “Metabolic Vitamin B12 Status on a Mostly 
Raw Vegan Diet with Follow-up Using Tablets, Nutritional Yeast, 
or Probiotic Supplements.” Annals of Nutrition & Metabolism, 

U.S. National Library of Medicine, 2000,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11146329.
4 Watanabe, Fumio, et al. “Vitamin B12-Containing Plant Food 
Sources for Vegetarians.” Nutrients, MDPI, May 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4042564/.
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酸化ストレスから身を守るために！◊
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「スーパーフード」という言葉は、近年安易
に使われ過ぎています。しかし、アボカドに関
してはビタミンなどの栄養素や食物繊維、健
康に良い脂肪分がたっぷりで、その上おいし
いのですから、言い過ぎではないかも知れ
ません。定番のワカモレや流行りのアボカ
ド・トーストといった食用だけでなく、フェイ
スマスクやコンディショナーなどいろいろな
用途に使えるのも魅力です。

見た目の似た「睾丸」を意味する語から来て
いると考える古代言語学者もいます。その後
スペイン人がこの名前をよりスペイン語らし
い「アワカテ」に変え、現在もスペインとラテ
ンアメリカではこの名が最も一般的に使わ
れています。

一般的にメキシコ料理の印象が強いアボカ
ドですが、ペルーでもその一種が昔から栽
培されており、インカ帝国の末裔であるケチ
ュア族の言葉に由来する「パルタ」という名
で呼ばれています。

アボカドは世界中に広まり、今では東南アジ
アやインドの一部でも栽培されています。そ
のバターのような果肉から「バターフルー
ツ」、「森のバター」などと呼ばれ、人気を集め
ています。

アボカドにはビタミンKと葉酸が多く含まれ、
それぞれ1日の推奨量の26%と20%にも及び
ます。また、バナナよりもカリウムを多く含
み、ビタミンC、B6、Eも豊富です。食物繊維も
多く、85g食べれば1日の推奨量の25%以上
を摂取することができます。

アボカドは高脂肪食品で、そのカロリーの
75%以上が脂肪分です。脂肪が悪者だった
時代は過去のもの。現在では体に不可欠な
健康に良い脂肪が注目されるようになり、ア
ボカドはその代表格です。アボカドにはオレ
イン酸と言う一価不飽和脂肪酸が多く含ま
れています。これはオリーブオイルの主成分
でもあります。オレイン酸には炎症を抑える
働きがあります。1	アボカドオイルは発煙点
が比較的高く、熱せられることによる酸化に
強いため、調理に適しています。とは言え、ど
んなオイルでも温度はできる限り低く抑えま
しょう。

アボカドの食べ方には一番人気のワカモレ
以外にもたくさんのオプションがあります。

スムージーにして飲むのもおすすめです。流
行りのアボカドトーストも試してみましょう。
ベーカリーのおいしいパンをトーストして、
アボカドのスライスを乗せたり、マッシュし
たものを塗ったりすれば出来上がりです。塩
とオリーブオイルを振りかければ一層おいし
くなります。鮭のような脂肪分の多い魚にも
よく合います。スライスして上に乗せたり、ア
ボカドドレッシングをかけたりしてみましょ
う。フルーツサラダにアボカドを加え、刻んだ
ミントとライムのヴィネグレットをかけるとい
うアイデアもあります。

食べるだけでなく、スキンケアにも利用して
みましょう。アボカドオイルは肌の保湿に役
立ちます。肌にアボカドを塗り、約15分放置
した後、洗い流します。シャワーを浴びても、
ただぬるま湯で流すだけでもいいでしょう。
やけど、特に日焼けの後のケアにも役立ちま
す。少量を優しく患部に塗り込んで下さい。ア
ボカドにはアミノ酸と抗酸化物質が含まれ
ており、100%天然成分のフェイスパックとし
て利用できます。アボカドとヨーグルト、少量
のハチミツを混ぜて顔に塗りましょう。

髪の保湿にはつぶしたアボカドをそのまま、
あるいはオリーブオイルと卵を混ぜて直接
髪に塗り、20分置いてから洗い流します。少
し温めてから塗ればトリートメント効果が高
まります。アボカドは頭皮の保湿にも効果が
あります。ティーツリーの精油を数滴混ぜて
頭皮をマッサージすれば、頭皮の乾燥やフケ
を抑えることができます。

食べてもよし、髪や肌に塗ってもよし。アボカ
ドは私たちに与えられた素晴らしい自然の
恵みなのです。

サイコロ状に切ってサラダに加え
れば、クリーミーな食感が出せま
す。

19

アボカドの人気がここまで高まったのは、栄養価と健康効果の高さ、そして幅広い用途のおかげです。

アボカドの驚くべき効果

ハーブとサプリメント

アボカドはアメリカ大陸原産です。
この名前はナワトル語（アステカ人
として一般的に知られるメキシコ
の原住民ナワ族の言語）の「アー
ワカトル」に由来しています。

英語では色の濃いごつごつとした
皮と洋ナシのような形から、アリゲ
ーター・ペアー（ワニナシ）とも呼
ばれています。	

1 Yoneyama, S, et al. “Dietary Intake of Fatty Acids and Serum 
C-Reactive Protein in Japanese.” Advances in Pediatrics., U.S. 
National Library of Medicine, May 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17545695.
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例えば、家族そろって食卓を囲み、バランス
のよい食事を楽しみながら、冗談を交えて笑
顔で会話が弾む、といったように。あるいは、
子供たちは親が手作りした料理ですくすくと
育っていく、といったように。食も家族で過ご
す楽しいひと時の一部ととらえ、時には生産
者直売の市場に出かけて珍しい野菜や果物
を見つけ、持ち帰って自宅で食べてみたいと
考えた方、友人の子供たちがグリーンピース
をお皿の端に寄せたり、チキンナゲットやフ
ライドポテトばかり欲しがったりする様子を
目にして、自分の子はそうはさせないと誓っ
た方もいたはずです。

幅広い食品を揃えても、実際に口にするのは
トースト、麺、シリアルだけ、というのが癖に
なってしまうこともよくあります。せっかくお
皿の半分を野菜にしても、でんぷん質や糖質
に偏った食事しかしてくれない、と嘆く親は
たくさんいます。

かつて料理界を席巻した雑誌『Gourmet』の
有名なエディターだったルース・レイシェル
ですら、小学生の息子が白いものしか食べ
ず苦心したことを記事にしています。

どうにもいかないときは、親は現実を受け入
れるしかないのかも知れません。大きく深呼
吸をして、日々必要な栄養をマルチビタミン
のサプリメントで補うことも考えてみましょ
う。

ビタミンやミネラル、その他の栄養素を食品
から摂取すべきであることは専門家も同意す
るとおりです。しかしながら、子供はもちろん
大人にとっても、毎日の食事だけでは摂れな
い栄養素があることもまた確かな事実です。

また、質の良い食事ができていても、消化器
系や免疫系に慢性的な病症のある子供に
は、サプリメントを検討する価値があります。

ベジタリアンやヴィーガンの子にもマルチビ
タミンか、最低でもカルシウム、鉄分、ビタミ
ンB群の補給手段を考える必要があります。
ビタミンB群は活発に遊ぶ子供たちにとって
重要な栄養素です。

ビタミンDの補給は特に寒い季節、子供だけ
でなく大人にとっても望ましい選択です。ビ
タミンDとカルシウムは骨量を増やす時期に
ある子供たちに欠かせない重要な栄養素で
す。
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「親になるまで、私は完璧な親だった」という面白い言い回しを聞い
たことはありませんか。思わずクスっと笑った人、まさに同感だと思
った人はたくさんいらっしゃるでしょう。親とはこうあるべきだとい
う信念は、親になる前から心の中にあるものです。世の親御さんた
ちも、子供との関わり方、日々の活動、そして食事の様子など、ある
程度のイメージを持っていたことでしょう。

虹色の食事が難しいときは	

家族の健康

ところが、現実は思ったようにはい
きません。バランスの取れた食事
を用意し、きちんと食べさせ褒め
るように努めても、好きなものし
か食べたがらない子供は後を絶ち
ません。

新鮮なホールフードたっぷりのバ
ランスのよい食事をしていない子
どもや好き嫌いの激しい子どもに
は、マルチビタミンのサプリメント
が有効です。	

健康のために必要な栄養を摂取さ
せようと親がどんなに最善を尽く
しても、食卓での抗争は避けられ
ないのかも知れません。離乳食に
始まり、学童期、ティーンと成長し
ていく間ずっと、一筋縄ではいかな
い可能性があります。
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育ち盛りの子供たちの体と心はたくさんの
栄養素を必要としています。幅広い種類の果
物や野菜を食べていても、すべての需要が
満たされているとは言い切れません。マルチ
ビタミンのサプリメントは、不足しがちな栄
養を補うように作られています。ただし、あく
までも足りないものを部分的に補うもので
あって、健康的な食事と組み合わせて用いる
ことが前提となっていることは忘れないで下
さい。

昨今では、プロバイオティクスと抗酸化物質
も子供にとって重要な栄養素として注目され
ています。免疫系の健康に不可欠なので、マ
ルチビタミンと一緒に配合したサプリメント
であっても、別口であっても構いませんので
考えてみましょう。免疫系の強化には、ビタミ
ンCとビタミンAも重要な役割を担っていま
す。

ビタミン等の栄養を補給するサプリメントと
お菓子をきちんと区別して、甘いものに手を
伸ばさないよう習慣づける必要があります。
サプリメントが体の健康にどう働きかけるの
か、配合されている栄養が本来どんな食品に
含まれているのか（例えばビタミンAなら、マ
ンゴーやニンジンから摂取できることなど）
も言い聞かせましょう。こうして栄養につい
て学んだことは、やがて健やかな生活習慣に
つながっていきます。
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最後になりますが、毎日サプリメン
トを与える機会を利用して、健康
的な生活について会話をして下さ
い。
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加齢そのものは避けられませんが、後々の人
生がどのようなものになるかは、遺伝的な要
素よりも、健康的な選択をするライフスタイ
ルにかかっています。誰しも年はとります。そ
れでもポジティブな姿勢で若 し々い心を保
ち、ヘルシーな食事をして運動の習慣を維
持すれば、加齢の影響を軽減することができ
ます。

テロメアはまた、靴紐の端にあるプラスチッ
クの部分にもよく例えられます。先端部を守
るものが破損したり摩耗したりすると、紐本
体がほどけて短くなっていきます。テロメア
と染色体の関係もこれに似て、テロメアが破
壊されると細胞が劣化し始めます。その結
果、老化が進むというわけです。テロメアが
短いと老化のリスクが大きく、心臓病などラ
イフスタイルに関連する健康問題を抱えや
すくなります。

長いテロメアを維持している人は、日常的に
体を動かすアクティブな暮らしをしていま
す。大規模な研究により、座りっぱなしの生活
をしている人は細胞レベルで老化が早いこ
とが見出されています。2ストレスが重なった
り、慢性化したりすると、その影響でテロメア
が短くなります。3	質の高い睡眠を充分にとる
ことも忘れてはいけません。子供が生まれる
前後の自分の写真を見比べて驚いた人は少
なくないでしょう。

数年間のこととはいえ、乳幼児（と赤ちゃん返
り）の生活リズムに合わせていると、睡眠不
足になってしまいます。睡眠不足が長期的に
なると、細胞の状態にまで影響してしまいま
す。4	

細胞の状態は見た目の若さに大いに関係し
ています。テロメアの短縮は、老化、ストレ
ス、慢性炎症、皮膚の加齢を促進します。前
述のデンマークの研究では、2,000人近い双
子の写真を使い、どちらが年上に見えるかを
たくさんの人に聞くという調査を行いまし
た。対象となった双子については10年近くに
わたって健康状態や生活、死亡などの状況
を追跡しました。その結果、年上に見える方
が早く亡くなる可能性が高いことが判明しま
した。見た目の老化が早いと、罹患率、死亡
率とも高くなったというのです。老けて見え
る方は若く見える方よりも身体的に不調が多
く、記憶力の低下やテロメアの短縮も認めら
れました。つまり、不健康なライフスタイルが
見た目の老化を招き、それが寿命にも影響
することが示されたのです。

アンチエイジングを目的とした製品やセラピ
ーはたくさんありますが、大半が対症療法的
なもので、根本的な原因を改善するもので
はありません。しわとりによいという高価なク
リームを買ってきて塗りこんでも、皮膚のた
るみ、目の下のクマは隠せません。美白効果
のある化粧品を使っても、しみを隠すにはお
化粧でカバーするしかありません。ボトック
スやフィラーのような美容外科で治療を試
みる人もいるでしょう。

すでに挙げたように、第一の大敵はストレ
ス、続いて睡眠不足です。従来より30分か1時
間早く就寝するだけでも、ずいぶん違ってく
る可能性があります。また、毎日12分程度の
瞑想で、神経系を休め、記憶力を維持し、テ
ロメアの長さを保つことが期待できます。5、6	
野菜と脂肪質の魚を中心に、きちんと食べる
ことも大切です。

表面上だけでなく、内側からも若 し々く美しく
あろうとすることが大切なのです。
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長寿と美と、あなたにとってより重要なのはどちらですか。デンマークで双子を対象に行われた大規模な
研究で、美しさが健康長寿を補完することが科学的に示されました。1ボトックスやフィラー、フェイスクリ
ームなど、表面的な加齢現象に対抗する方法はいろいろとありますが、若 し々く健康でいたいと考え、行
動に移すという姿勢こそ、より健やかに長生きするポイントだ、ということが立証されたのです。

長生きしたいですか、	
若く見られたいですか？

家族の健康

細胞レベルでは老化の鍵はテロメ
アと呼ばれる部分にあります。テロ
メアは染色体のブックエンドのよう
なものです。

ところが本人の心身の健康に働き
かけない限り、真の対策にはなり
ません。

最善の食生活ができていないと思
うなら、ビタミンその他の栄養素を
バランスよく確保できるよう、サプ
リメントで補給することを考えると
よいでしょう。

睡眠不足は見た目の若さを損なう
もとです。

1 Christensen, Kaare, et al. “Perceived Age as Clinically Useful 
Biomarker of Ageing: Cohort Study.” British Medical Journal, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792675/.

2 Tucker, L A. “Physical Activity and Telomere Length in U.S. 
Men and Women: An NHANES Investigation.” Preventive 
Medicine, U.S. National Library of Medicine, July 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450121.
3 Mathur, Maya B., et al. “Perceived Stress and Telomere 
Length: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Methodologic 
Considerations for Advancing the Field.” Brain, Behavior, and 
Immunity, U.S. National Library of Medicine, May 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5590630/.
4 Tempaku, P F, et al. “Telomere Length as a Marker of Sleep 
Loss and Sleep Disturbances: A Potential Link between Sleep 
and Cellular Senescence.” Sleep Medicine, U.S. National Library 

of Medicine, May 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25890781.
5 Thimmapuram, J, et al. “Effect of Heartfulness Meditation on 
Burnout, Emotional Wellness, and Telomere Length in Health 
Care Professionals.” Journal of Community Hospital Internal 
Medicine Perspectives, U.S. National Library of Medicine, 
31 Mar. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28634520.
6 Newberg, A B, et al. “Meditation Effects on Cognitive Function 
and Cerebral Blood Flow in Subjects with Memory Loss: A 
Preliminary Study.” Journal of Alzheimer’s Disease, 
U.S. National Library of Medicine, 2010, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20164557.
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健康的でバランスの取れた食生活、定期的
な運動、十分な水分補給、質の良い睡眠がセ
ルフケアに欠かせないことはよく知られてい
ます。瞑想やヨガは、取り入れやすく優れた
セルフケア法として、多くの人に支持されて
います。また、ペディキュアやマッサージなど
贅沢な楽しみに時間を割くことも大切だと言
われます。

セルフケアには様々な方法がありますが、必
要不可欠かつ簡単にできること、それは一人
の時間を持つことです。オンラインでのやり
取りすらしない、完全に一人だけの時間で
す。それはただ一人、心を落ち着け、気持ちを
整理する時間でなければなりません。瞑想の
練習も、何の技能もお金も必要ありません。

一人でいる時間には深く物事を考えることが
でき、これは私たちの心にも良い影響を与え
ます。

自分の中にこんな気持ちがあったのか、とい
う発見の機会も与えられるでしょう。一人で
いると、より自然にリラックスでき、体も心も
休めることができます。

人間関係にも良い影響が期待できます。ミシ
ガン大学社会調査研究所では、結婚生活の
始まりから長期間にわたり調査を続けるプロ
ジェクト（The	Early	Years	of	Marriage	Project）
で興味深い研究を行っています。この縦断研
究では1990年から継続的に夫婦を分析して
おり、結婚生活の成功には一人の時間を持
つことがセックスよりも重要であることを突
き止めました。また、結婚生活においては女
性の方が一人になれる時間が少ないことも
分かりました。

親密な関係の中でも一人の時間を持つこと
で、それぞれが違った趣味や興味のあること
を追求できます。すると個人としてだけでな
くカップルとしても暮らしに変化が生まれま
す。感情や関わり方について考える余裕がで
きるぶん、夫婦間のコミュニケーションがよ
りスムーズになります。また、自立心が育まれ
るので、人間関係において息苦しさの原因と
なりうる満たされない感覚が軽減されます。

より意図的に一人の時間を作るために、考
慮すべきポイントがあります。いつ、どのくら
いの時間一人で過ごすのかを相手に具体的
に伝えましょう。「一人になりたい」だけでは、
相手を拒絶している、あるいは相手からただ
離れたがっているように聞こえかねません。
代わりに「毎週45分間一人で散歩をしたい」
という風に伝えましょう。

こうすることで信頼が生まれ、会話もはずむ
に違いありません。
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近頃、セルフケアという概念が流行っています。その重要性が雑誌、ニュースやポッドキャストで取り上げら
れ、研究の対象ともなっています。多くの企業や医療機関でもこの概念を受け入れるようになってきまし
た。

セルフケア：一人の時間を大切に

家族の健康

一人の時間を持つことは、脳に良
い影響を与えます。職場や家庭、
社会生活において常に他者とやり
取りをしていると、邪魔をされない
で思考する隙がありません。	 「逢わねばいや増す恋心」という

古いことわざにもある通り、それ
がほんの1時間の散歩や20分のガ
ーデニングであっても、それぞれ一
人になることで相手への思いが深
まり、次に会うのが楽しみになり
ます。

一人でいることは心にも良いこと
です。誰かのために気を張ってい
なくてもよいので、リラックスする
ことができます。

何をする予定なのか正直に伝え、
戻ったら相手にその間のことにつ
いて話しましょう。
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ちょっとした一人の時間を作る方法として
は、職場のオフィスのドアを閉める、お昼の
休憩を近くの公園で一人で過ごす、家族より
30分早く起きて静かに過ごす、などがありま
す。テクノロジーから少し離れるのもおすす
めです。

子供たちにも一人の時間が必要です。一人
で自由に遊ばせることは、問題解決能力を高
め、想像力を育み、親とは別の個人として成
長する助けとなります。
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セルフケア：一人の時間を大切に

1日に15分間携帯の電源を切り、散
歩したり、横になって深呼吸した
り、庭に座って雲や鳥を眺めたりし
ましょう。
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皮膚の健康について長期的に考えるなら、シ
ワの予防や保湿だけでなく、紫外線対策や
ほくろのモニタリングにも目を向けるべきで
す。

基礎知識
太陽はすばらしいものです。気分を高めてく
れるだけでなく、私たちの体が大いに必要と
しているビタミンDをもたらしてくれます。一
方、後の人生に混乱を招きかねない光線も
含まれているので、注意が必要です。紫外線
A波	(UVA)	と紫外線	B波	(UVB)	は、地球の大
気を通過してくる強い太陽光線です。いずれ
も皮膚に過剰に浴びると日焼けするだけで
なく、加齢が進んでシワが増えます。日光の
浴びすぎは、皮膚がんの要因の50%以上を
占めるとも言われています。

日光に含まれる紫外線が特に強いのは、温
帯域の場合、春から夏にかけての午前11時
から午後3時までの時間帯です。この間は、長
袖シャツ、帽子、日焼け止めで皮膚を露出し
ないように工夫しましょう。

なお、日焼け止めは2時間ごとに塗りなおす
のが基本ですが、汗をかいたとき、泳いだと
きはすぐに塗りなおして下さい。外を歩く場
合は日陰に入り、公園のベンチで休憩する場
合も木陰にあるものを選びましょう。夏にビ
ーチや湖へ出かける場合は、日よけになる大
きなパラソルを持参すべきです。ハイキング
や散歩をするなら、首や顔を覆うつばのある
帽子をかぶって下さい。

ほくろの状態を監視するのもよい習慣です。
ほくろは医学的には母斑と呼ばれるものの
一種で、茶色のメラニン色素を含む細胞、メ
ラノサイトが集まってできています。メラニ
ンは皮膚の色として現れる体内色素で、メラ
ノサイトで作られています。

ほくろの数と大きさは日光の影響を受けると
言われています。ほくろの変化にも日光が関
与しています。

少なくとも年に一度は全身のほくろの状態を
チェックしましょう（背中やお尻など自分で見
えにくい場所はパートナーに手伝ってもらい
ましょう）。その際、紙に人型を描くか、適宜プ
リントアウトして、目立つほくろやできもの、
茶色い斑のある場所に印をつけ、それぞれ
の色と大きさ、特徴をメモして下さい。文明
の利器を使って、画像を保存しておくと後に
比較するときに役立ちます。気になることが
あって皮膚科に行くときには、こうして蓄積し
たデータを持参し、医師に相談することをお
すすめします。

セルフチェックのポイント 
皮膚がんの予防対策として、英語のアルファ
ベットの最初の5文字、A、B、C、D、E	の法則を
覚えておくとよいでしょう。

A は asymmetry, 非対称です。
良性のほくろは左右対称ですが、非対称のほ
くろや茶色の斑点、できものは要注意です。

B は border, 境界線です。
境界がはっきりしているものはさほど心配は
要りません。
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美貌は表面的なものに過ぎないとよく言われますが、皮膚の健康状
態まで上辺だけの問題ととらえていませんか。近年、多くの化粧品メ
ーカーが男性消費者をターゲットにしたスキンケア用品を開発して
います。たいていは女性向けのものに少しアレンジを加えて、男性ら
しいウッディーな香りに仕上げてあります。

表皮の健康

家族の健康

ビタミンDを得るには、日焼け止め
なしで全身に20分ほど直射日光を
受ければ充分です。それ以上に日
光を浴びる必要はありませんので、
顔や手など露出が多い部位を中心
に良質の日焼け止めを塗って下さ
い。

境界線が不明瞭、凹凸がある、切れ
込みが入るなど、いびつな形状にな
っている場合は精査が必要です。

ほくろは出生時にはほとんどなく
ても、乳児期から青年期、成人期
へと生涯を通じて出現していきま
す。
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C はcolor, 色です。
良性のものは単色です。ひとつのほくろや斑
で色合いにばらつきがある場合は、診察して
もらったほうがよいでしょう。注意が必要な
のは茶褐色や黒だけではありません。

D はdiameter, 直径です。
一般的なほくろは小さいものが多く、有害性
のあるものは直径6ミリ以上と大きい傾向が
あります。ただし、これは大まかな目安に過
ぎず、6ミリに満たない悪性のものも存在し
ます。

最後のE はevolving, 進行です
（古い情報ではelevation,	隆起とするものも
あります）。ほくろやできものに何らかの変化
が現れたら病院へ行きましょう。

出血、かゆみ、ごわつきも何かの予兆かも知
れません。以前には気付かなかったほくろが
目についた、という場合も、診察してもらいま
しょう。
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時には、赤、白、青などの斑で気を
つけなければならないものもあり
ます。

色、大きさ、形、その他、以前と違
う様子に気が付いたら相談するべ
きです。
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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
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私たち人間には決して止めることのできな
い老化現象が多々あります。老化の副産物と
して避けられない健康上の問題も然り、です
が、そのうちの相当数が実はフリーラジカル
の攻撃（酸化ストレス）の仕業であることが明
らかにされつつあります。抗酸化物質の摂取
量を増やすだけでも、フリーラジカルによる
酸化ストレスから身を守ることができます。

よく知られている抗酸化物質はビタミン
C、A、EそしてKですが、オリゴメリック・プロア
ントシアニジン（OPC）のように、はるかに強
力なものも存在します。OPCの効力はビタミ
ンEの50倍以上、ビタミンCの20倍以上もあり
ます。OPCはほぼすべての食用植物に含まれ
ています。なかでもブドウ種子と松の樹皮に
は豊富に含まれており、サプリメントとしてよ
く市販されています。抗酸化物質の関連しな
い老化現象については、健康的な食事、定期

的な運動、前向きな考え方を心がけることが
鍵になります。この先何年にもわたって健や
かで幸せな暮らしを送れるように工夫しまし
ょう。

ポジティブ思考、精神の集中、ビジュアライゼ
ーションといった手法は、現在、私たちの人
生を形作るための強力なツールになると考
えられています。体とその機能を超える計り
知れないパワーを持っている心のありよう
は、私たちの人生のあらゆる領域に影響を
及ぼす有用なものです。ポジティブな心構え
を維持し、目標を達成するよう定期的に時間
を作って自らを振り返れば、考えているより
も早く目標を達成することができる、というこ
とに私たちはしばしば気付かされます。意識
の向け方と人生に引き寄せられてくるものと
の間には、密接な関係があります。達成した
いこと、体験したいことといったポジティブな
物事に重点を置き、ビジュアライゼーション
することに注力すればきっと、人生にポジテ
ィブな物事が引き寄せられてきます。

脂溶性か水溶性か特性の違いによって、栄
養素は体のどの部分に効果的に吸収され
るかが決まってきます。体内に既にある脂
肪	(脂質とも呼ばれる)	の助けを借りないと
体内に吸収できないビタミンやミネラルは
脂溶性です。栄養素が吸収されるのに水を
必要とする場合は、水溶性に分類されます。
余分な脂肪は体内に蓄積され、余分な水分
は排泄されるため、脂溶性の栄養素は体内
に長く残る傾向があります。体が正常に機
能するために必要な栄養をもれなく補給す
るには、脂溶性と水溶性の両方の栄養素を
一緒に摂らなければなりません。ですから、
新鮮な果物や野菜と共に、きれいな水と健
康的な量のオイル（費やすエネルギー量に
対して適切な範囲で）を食事で摂取するこ
とが望まれます。
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ビジュアライゼーション（可視
化）は実際に役に立ちますか

脂溶性ビタミンと水溶性ビタミ
ンの違いは何ですか。

専門家		への質問

果物や野菜、スパイスを豊富に食
べて、体に必要な全ての抗酸化物
質を確実に摂取すれば、酸化スト
レスの予防に役立ちます。

老化は避けられないのでしょうか



新しいナチュラリィ　ヘアー
シリーズで毎日髪の毛をい
たわりましょう。

自然の恵みで、すべすべ
としたシルクのような手
触りに導きます。
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