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自分にとって何が適しているのか、そこが実
は分からない、という人は多いのではないで
しょうか。しかしながら、それは誰のせいで
もありません。今の時代にあっては、自問す
るよりも先にメディアやニュース、広告が答え
をどんどん持ってきてしまうので、どうしても
混乱しやすいのです。

テレビやインターネットなどは情報の集中砲
火を浴びせてきます。ならば、そういった発
信元から一旦自分を切り離したうえで、自分
の内なる声に耳を傾けてみればよいのでは
ないでしょうか。日々の雑音から離れて耳を
すませれば、私たちの体は実に多くのことを
語ってくれます。

例えば、頻繁に食べていてもなお好きだと言
える食べ物は何か、その答えは他の誰でもな
いあなたしか知り得ません。友達が減量に効
果的な食べ物をすすめてくれたとしても、あ
なた自身が食べてみて好きになれなければ
同じ方法は長続きしません。また、テレビで
体力づくりの専門家がマラソンは健康によい
と語っていても、あなた自身が走ることが嫌
いだったら続けていくのは難しいでしょう。

私たちは健康面でも幅広い選択肢のある恵
まれた時代に生きています。スーパーへ行く
だけでヘルシーな食品が豊富に手に入ると

いう時代はかつてありませんでした。運動の
効果が科学的研究で正確に突き止められる
ようになったのも現代になってからのことで
す。あらゆる知識と素材、ツールを用いて実
に様々な選択が可能になっていますが、そん
な時代だからこそ、個々の特有のニーズや希
望を知ることは大切です。

食事、運動、ストレス管理、医薬品、サプリメ
ント、リラクゼーションといった豊富なオプシ
ョンを模索するのは楽しいものです。充実感
を味わいながらヘルシーな生活を目指しつ
つ、良識に基づいて判断を積み重ねていきま
しょう。

あなたという個性ある存在には、特有のニー
ズや希望、好み、目標があるのだということ
を忘れてはなりません。健やかに、しかも幸
せな気分になれる決断とは何か、その答えは
あなただけが知っています。自分の内なる声
をよく聞きましょう。それがきっとあなた自身
を健康へと導いてくれるはずです。

内なる声に耳を傾ける  
ここ最近のアート・オブ・グローイング・ヤングの記事を見直してい
て、私は、同様のメッセージが繰り返し登場することに気付きまし
た。食事や運動、マインドフルネスなど健康にまつわるトピックは多
彩ですが、第一にヘルシーな選択肢について学ぶこと、続いて自分
に適した決断をすることを推奨するという共通点が浮かびあがって
きたのです。
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最新ニュース
脳のためにお散歩を
1日わずか1マイルであっても散歩の習慣が
脳の保護に有益であることが示されまし
た。300人近い成人を9年間にわたって追跡
したある研究では、毎週6～9マイル歩くだ
けで、脳の前頭、後頭、内側嗅領、海馬領域
の質量が増加したことが分かりました。これ
は認知機能障害のリスク軽減につながる要
因となります。歩行距離を長くしたり、同等の
運動を習慣にすることができれば、さらに望
ましいと言えます。 

親に言われてきたこととは異なるかも知れ
ませんが、脂肪の摂取が必ず肥満につなが
るとは限らないようです。私達が消費する他
のすべての栄養素と同様、脂肪もまた、体に
必要な成分であり、健やかで幸せな暮らし
全般に寄与しています。脂肪の摂取で体重
が増えるという問題は、カロリーの摂取量が
運動で消費する量を上回った場合にのみ生
じます。

最新の研究によると、人間関係のもたらす毒
で寿命が縮む可能性があるそうです。身近な
人との対立が続くとストレスが増加し、精神
的に不健康になり免疫機能も低下します。逆
に配偶者やパートナーなどと好ましく親密な
関係を維持すると、より健やかに長い人生を
楽しむことにつながります。

科学者たちが幸せと発酵食品の間に相関性
があることを見出しました。ザワークラウト、
きのこ茶、テンペ、キムチなどの発酵食品は、
腸管から体内に入り込む特定の毒素や炎症
性物質を抑制することにより、うつの予防に
役立つということです。なかでも、リポ多糖エ
ンドトキシンは、一部の腸内細菌に対して抗
生物質として作用し、うつ病の症状を誘発す
ることが示されていますが、この内毒素の吸
収を発酵食品が防いでくれることが特定さ
れています。 

心臓病の予防につながる甘いおやつは
いかがですか。調査の結果、ポリフェノー
ルの豊富なダークチョコレート少量を定
期的に消費すると、血圧を下げ、心臓血管
の健康を守る働きが期待できることが明
らかになりました。被験者は毎日ダークチ
ョコレートを食べましたが、日に一度、30
カロリー相当の分量だけでした。ミルクチ
ョコレートやキャラメル入りの甘いバー
を丸ごと1本食べていては、同じ効果は期
待できません。 

毒になる人間関係

ザワークラウトで爽快に 

脂肪と肥満

心臓血管系のためのおやつ
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意識的に体を動かしていないと、年齢ととも
に筋肉量も骨量も減っていきます。このよう
な体の衰えは、腰や背中の痛み、可動域の縮
小、バランス調整力の低下、変形性関節症、
骨粗しょう症など、いっそう体を動かしにくく
する問題につながります。

運動の習慣を維持していれば、こういった老
化による筋肉量の低下を遅らせたり、筋肉を
増やしたりできます。また、骨を丈夫にし、関
節痛をやわらげ、バランス調整力を向上し、
可動性を改善することにもなります。

ひと昔前の医師は、運動の効果を得るには
激しく体を動かさなければならないとアドバ
イスしていましたが、今では私たちはみな、
年齢を問わず、ウォーキングのような中程度
の運動を30分ほどするだけでも健康によい
ということを知っています。 適度な運動が望
ましいのは確かですが、長い間ほとんど体を
動かすことなく過ごしてきた人が健康のため
に何か始めたい、という場合は、軽めの運動
から始めたほうがよいでしょう。

健康上の利点をふまえて活動をしているクラ
ブは世界中にたくさんあります。ウォーキン
グはもちろん、従来のスポーツに歩くことを
組み合わせて楽しんでいる人もいます。スポ
ーツはもはや、若者だけのものではありませ
ん。体力づくりをしたいけれど若い頃とは同
じようにはいかないということを自覚してい
る中高齢者は、従来のスポーツにアレンジを
加えて工夫しています。例えば、歩くサッカー

（ウォーキングサッカー、ウォーキングフット
ボールとも呼ばれる）は人気上昇中のスポー
ツです。身体的にある程度の制限があって
も、激しい動作や大きな衝撃を心配せず、競
技として楽しめるようになっているのが特長
です。
 
基本的なルールは通常のものと似ています
が、50才以上を対象とすることを前提として
考えてあります。ウォーキングの要素を取り
入れたこの手のスポーツでは走ると反則に
なります。ボールをとりに行くにも、次の塁や
ゴールに進むにも、歩いて移動しなければな
りません。そのため、片方の足が地面に着い
ていること、と決められています。また、公平
を期すため、走った人にはペナルティが科せ
られます。

ウォーキングスポーツを楽しむ機会はいつ
までもアクティブでいたいすべての人に開
かれています。男性も女性も体力レベルの
異なる人たちも、一緒に参加できる点も魅
力です。

また、ウォーキングスポーツのクラブに参加
すると、いきいきと暮らすうえで欠かせない
社交性も満たされます。孤独感は高齢者のう
つの大きな要因となっています。スポーツを
楽しむという目的のもとに集まる機会があれ
ば、孤独を避け、社会とのつながりを維持で
きます。また、こういった活動は脳にとっても
よい運動となります。人と関わり、スポーツを
通じて戦略的な思考をすることで、脳は常時
問題解決に取り組んでいる状態になり、認知
機能の健康維持に役立ちます。

04

年を重ねても健康でいるためには、アクティブな習慣で体力を維持
することが重要です。アクティブなライフスタイルを維持している高
齢者は、心臓病、うつ病、糖尿病、その他の病気に悩むリスクが低い
ということは研究で示されています。

いつまでもアクティブでい
ることの重要性

フィットネス

転んでけがをしたり、重症化した
りするのをさほど心配することな
く、転倒のリスクを減らすにも、日
ごろの運動が有効です。

走ってはいけないなどユニークな
ルールが設定してあるので、誰も
がほどよく体を動かせます。
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スポーツがあまり好きではないという人に
も検討しやすいウォーキング関連のクラブも
たくさんあります。競技という形式こそとりま
せんが、ウォーキングスポーツと同じ利点が
得られます。単純に体を動かしていたいとい
う人の集まりであっても、グループの一員と
いう意識があれば、アクティブに出かける意
欲が湧いてくるはずです。

アクティブでいることの大切さを知らずにい
る高齢者はたくさんいます。残念なことです
が、単に知らないというだけでそのままにし
ておくと、活動範囲は狭くなる一方で、けが
に対する恐怖心ばかり大きくなります。また、
動かずにいると筋肉が萎縮してしまいます。
そうなってしまう前にウォーキングスポーツ
を導入して、屋外に出て運動を楽しむ生活に
移行したいものです。

転ぶのが怖い、あるいは思うように体が動か
ない、といったことを気にして椅子にしがみ
ついていては、もったいないと思いません
か。歩くという動作は最も自然な運動です。し
かも、簡単で、安全で、衝撃性が低く、健康的
です。一人で歩こうと、グループ活動やスポ
ーツの一環で歩こうと、心も体も喜んでいる
のが実感できるでしょう。



|    The Art of Growing Young06

特集記事

|    The Art of Growing Young

食べ物との関係をよ
りよいものに
近頃、慣れ親しんだものとは異なる食生活を自ら選択する人が世界
各地で増えています。
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ヴィーガンやベジタリアンのほか、多少の肉
をよしとするフレクシタリアン、乳製品や卵を
認めるラクトオヴォタリアン、魚を食するペス
カタリアンなど、様々な選択が可能になって
います。その理由は、健康上の懸念、宗教的
信念、倫理的な観点からの主義など、人それ
ぞれです。ところが残念なことに、テレビや雑
誌で見聞きした情報を鵜呑みにしているだ
けの人も少なくありません。 食生活を変える
ということは、食べ物との関係性において新
たな段階に入るということです。 

人間の食生活は常に変化しています。出生
直後はミルクか（幸運なら）母乳を飲んで栄
養を摂取すること、と単純です。

人口という大きな単位で考えれば、降水量、
気温、土壌の状態といった環境的な要因を
はじめ、入手可能な食品の変化、長距離輸送
を実現する技術、大企業やマーケティングの
影響力も私たちの食事情に関わっています。

食生活を根本から変えるような変更でも、確
かな根拠と充分な情報に基づいて導入すれ
ば、自然で健康的な食生活として定着するで
しょう。ビーガンやベジタリアンを選択する
人が世界規模で増えているのは、加工食品
や食用動植物の工業的生産を拒絶し、より自
然な食生活に回帰したいといった願望の現
れと言えます。世界保健機構は先ごろ、肉類
の加工食品・保存食品をレベル1の発がん性
物質に指定しました。つまり、人体にがんを
生じる可能性のある環境物質として、最も有
害性の高い部類に属するというのです。野菜
や果物、ハーブなどが体内にどのような作用
をもたらすかは10年前よりもはるかに詳しく
分かってきています。それを把握している医
師や栄養士も、自然な食生活への回帰を望
む傾向を後押ししています。

空腹以外にもある、食べる理由

私たちが物を食べる理由は多岐にわたって
います。体が空腹というサインを出して栄養
不足を訴えるから、だけではありません。友
情を深めるなど、精神面の支え合いとして食
事をする場合もあれば、退屈だから、面白そ
うだから、など実に様々です。食べ物との関
係性を変えるには、自分が食べる理由をよく
理解するだけでなく、どんなときにどんなも
のを手にとるのか、それはなぜなのかも把
握する必要があります。

歯磨きをするにも、マラソンを走るにも、す
べての行動は食べ物の力で支えられていま
す。空腹を感じるとき、あらゆる課題をこなそ
うとしている体が燃料が足りないと知らせて
います。これは物を食べる理由としては最も
基本的かつ健康的なものです。

では、ここ数回、自分が食べ物を口にしたと
きのことを思い出してみましょう。単に空腹
のサインを受け取ったから食べたのでしょう
か、それとも別の要因が影響していたでしょ
うか。 食べ物には気分を大きく変える作用が
あります。そして、クッキーのような一部の加
工食品には、人口のある程度の割合におい
て習慣性になりやすい性質を示しています。
ストレスや感情的な何かを理由に食べ物に
手を伸ばしたことはありませんか。 気分に任
せて食べる、というのは、空腹でないときに
食べ物を口にする最も一般的な理由です。
特に強い感情はなく、退屈だっただけかも知
れません。週に何度かは、他に特にやること
がなく、手持ち無沙汰なだけでキッチンに入
り、何かつまめるものを探しているのではな
いでしょうか。 食事には社会的な理由もあり
ます。デートでレストランに出かけたり、友人
や家族と集まって食事をしたり、といったも
のがこれに当てはまります。

食とより良い関係を築きたいなら、マインドフ
ルネスの手法を取り入れて、お腹が空いたか
らなのか、それとも他に理由があるのか、とい
ったように、なぜ自分が今ものを食べている
のかを常に自問することから始めましょう。

人間と食べ物との関係は複雑で、それがネ
ガティブなものになってしまう可能性もあり
ます。口にした食べ物は存分に楽しむことを
自分に許してやりましょう。後悔や自責といっ
たネガティブな感情は、よりネガティブな要
素をあちこちから引き寄せてしまいます。

ヘルシーな食品と良好な関係を築こうとして
いるときにケーキを食べてしまったとして
も、自分に腹を立ててはいけません。そのか
わり、たまには贅沢もよいものだと考えて、ケ
ーキがもたらす豊かな風味を存分に楽しん
で下さい。その後は自分で用意するヘルシ
ーな手料理で食事をすることに集中すれば
よいのです。心配事や後悔を今後のための
決断に関わらせてはいけません。

07

成長するにつれて味覚は変わりま
すし、食品や食事を日常生活の他
の要素と関連付けて考えるように
なり、食べ物との関係は次第に複
雑になっていきます。何らかの目的
があって食生活を変えることもあ
るでしょう。私たちが口にする食べ
物は自身の健康状態を反映する
存在でもあります。
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食べ物とよりよい関係を築くなら、ポジティ
ブな姿勢が必要です。ネガティブな感情に浸
ればそれだけ、望む食生活へと移行するの
が難しくなってしまいます。新しい食生活が
もたらす食感、味わい、気分、体験などのポ
ジティブな面に着目すると、スムーズに変化
を受け入れられるでしょう。

食事のしかたもまた、食べ物との関係に影響
を及ぼします。ヘルシーな食習慣はマインド
フルな食べ方から始まると言えます。食事を
とるときは食卓につき、電子機器の類はすべ
てオフにして下さい。それは、テレビや携帯
電話に邪魔されず、食べ物に意識を集中さ
せるためです。そして、風味や食感、変化して
いく印象をじっくりと楽しむのです。家族や友
人と一緒に食事をするのも、私たちの体の食
に対する反応に影響を及ぼします。

食事が終わって1時間ほどしたら、食べたも
のを思い出し、それが体や心にどんな印象
を残したかを振り返ってみましょう。野菜と果
物をたっぷりと含む食事をした時は、加工食
品や既製品を食べた時よりもずっと快調に
感じられることが分かるはずです。

また、1回分の出し方を変えてみるのも一案
です。包装食品を袋ごと抱えて座ってはいけ
ません。気付かないうちに必要以上の量を
食べてしまいがちです。ちょっとしたスナック
程度であっても、お皿かボウルに適量を出し
て食べる習慣を身につけましょう。こうやって
手間を増やし考える機会をつくることで、ポ
テトチップ1袋がいつの間にか空になってい
た、というような勢い任せの過食を防ぐこと
ができます。

食事は完食か抜きかで語れるものではあり
ません。部分的に食べて、残り物を活用して
もよいのです。特に大盛りで出てくるレストラ
ンに行ったときなどは、お皿に乗っているも
のを無理に食べようとせず、残りを後で食べ
られるようにとっておいたほうがよいでしょ
う。

あなたの体が常に変化しているように、栄養
ニーズも変化しているということを忘れない
で下さい。今日あなたに合っている食が明日
のあなたにも適切であるかどうかは分かり
ません。変化を楽しみながら、より深く食に親
しんでいきましょう。最先端の食品業界に包
囲された今こそ、自らの体の声を聞くことは
大切です。体が健康的に機能するのを助けて
くれる食品とそうでない食品を自分の感覚
で判断することは、生きていくうえで欠かせ
ないスキルと言ってもよいかも知れません。
すべての人にとって完璧な食事というものは
存在しません。その時々で自分に適した食べ
物を自分なりにアレンジして、体の変化に合
わせていきましょう。

最後になりますが、完璧であることにこだわ
る必要などない、ということも付け加えてお
きます。自分なりに最善を尽くしているという
自覚があり、自分の感覚に従って食べ物とポ
ジティブな関係が築けていれば、それで充分
なのです。

08
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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。

© 2017 Lifeplus International

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。
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新しい事実を学ぶたび、あるいは新しい状
況に直面するたびに、脳は新しい回路を作
成します。ですから、現代の大多数の研究者
は、認知機能の健康を維持するには、新しい
もの、新しい出会い、新しい経験や状況に満
たされた暮らしをすることが重要と考えて
います。

幼少期であれば新しい人や物事に接するこ
とで、脳の発達が促進されます。 1高齢者にと
って新しい経験は、精神面の衰えを防ぐだけ
でなく、時間に関する認識を変える作用もも
たらします。大人になると、時間の経つのが
早い、とこぼすことが多くなります。これにつ
いて、『心理学原理』の著者ウィリアム・ジェー
ムズは、時間の経過が早まっていくように思
えるのは、大人になると心に残る体験をする
ことが少なくなるからだ、と考察しています。
ならば、年をとっても、積極的に新しい経験
をしてすばらしい思い出をたくさんつくるよ
うな生活をしていれば、過ぎ行く時間に憂え
るよりも、豊かで幸せな日々をじっくりと楽し
めるのではないでしょうか。

新しい経験に目を向けるようになると、人生
観も気分も随分と変わります。また、新しい試
みを通じて自己の成長を実感し目的を意識
することで、コルチゾール値が下がり免疫機
能が向上するとの指摘もあります。2 自信が
つく、退屈な日々の繰り返しから抜け出せる、
新しいスキルを身に着ける、志を同じくする
前向きな人 と々新たな友情を築く、などなど、
自ら新しい何かに関わっていくことで、人生
はよりすばらしいものになるはずです。

新しい経験は脳の運動になる、と考えてもよ
いでしょう。脳は筋肉と同様、使えば使うほど
丈夫になります。ウエイトを持ち上げるかわ
りに、問題を解決することで脳は鍛えられま
す。問題解決能力は新しい経験に対処する
にあたって重要なスキルです。

新しい経験は身近な範囲にもあふれていま
す。長距離移動を要する旅行に出かけたり、
多額のお金を使ったりしなくても、心の健康
を促進する方法はあります。例えば、利き手
とは違う手でコンピューターのマウスを操作
するというような、ちょっとしたことでも脳を
しっかりと働かせることができます。ナイフと
フォークを逆に持って使う、毎日違う道を通
って通勤する、新しいジャンルの本を読む、
博物館や美術館に行く、といった方法も気軽
に実行できる脳のエクササイズです。
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新しい経験で心を健や
かに

ライフスタイル

新しい経験の恩恵を享受するの
に、若すぎることも年をとりすぎて
いることもありません。 

レストランで食べたことのない料
理をオーダーしてみるだけでも、新
しい経験をすることのすばらしさ
に目覚めるかも知れません。その
喜びを共有できる仲間と楽しく語
り合えたら、なお良いでしょう。

かつては一旦成熟に達した脳は成長を止め、以後新たな脳細胞や回
路をつくることはない、とされていました。ところが今では、大人の
脳も生涯を通じて新しい回路（と脳細胞）をつくれるということが知
られています。
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長年慣れ親しんだルーチンから離れて新し
い何かにチャレンジするには、勇気が要りま
す。でも、自分の中にそんな勇気が見出せた
なら、それ自体が嬉しい驚きとなるはずで
す。そこからは成長あるのみです。やがて、よ
り大きな挑戦やスリリングな体験を求めるよ
うになるでしょう。

小さな一歩から始めたい場合は、身近なとこ
ろに着目してみてください。居心地のよい自
宅に居ながらできる趣味などいかがでしょう
か。新しいレシピを試してみたり、楽器を学
んだり、新しいヨガのポーズをマスターした
り、コンピュータのプログラミングを覚えたり
と、できることはたくさんあります。

自信がついてきたら、自分だけの世界から外
に出ましょう。地元のクラブやボランティア活
動、チャリティに参加したり、旅行に出たり、、
お食事をともにするクラブをつくったり、とい
ったように、どこに住んでいようと、近場で新
しい体験をする機会はいくらでもあります。

可能性は無限です。もっともっと、多くの生き
がいを味わいながら暮らしましょう。新しい
レストランに食事に行くくらいの小さなこと
であれ、遠方に旅に出るような大掛かりなこ
とであれ、いつもと違う世界に踏み出すたび
に、その体験が脳を健康にしてくれます。
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1 Yirka, Bob.“Study Shows How Newborn Neurons 
Associated with New Experiences Are Integrated into 
Existing Networks.” Medical Research Advances and Health 
News.Medical Xpress, Oct. 28, 2016.Web.Dec. 5, 2016.
2 Marcus, Gary. “Learn Something New - Your Brain Will 
Thank You.” CNN, May 10, 2012. Web. Nov. 5, 2016.
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運動には筋肉の働きが不可欠です。筋肉量
を増やすつもりがあるかどうかは関係ありま
せん。筋肉をサポートする食事をせずして、
最大限の成果は望めません。筋肉組織の基
本的な構造材料はタンパク質に含まれるア
ミノ酸です。

質の高いタンパク質の健康的な摂取源とし
ては、牧草飼育の牛肉、卵、乳製品などがあり
ます。ベジタリアンかビィーガンであれば、ナ
ッツ、穀類、マメ類を組み合わせたり、大豆や
キノアを食べることでタンパク質が得られま
す（タンパク質は様々な野菜にも含まれてい
ます）。

筋肉の修復再生にはタンパク質が必要です
が、運動中にエネルギー切れにならないた
めには、複合炭水化物が有効です。マラソン
やトライアスロンといった持久力の求められ
るスポーツではそれでもエネルギーが足り
なくなります。すると、体は体内に蓄えられた
脂肪を燃焼します。炭水化物には様々な種類
があるので、何を摂取源とするかもポイント
になります。パフォーマンスを向上するもの
もあれば、妨げるものもあることを知ってお
きましょう。

単純炭水化物は急速にエネルギーに変わり
ますが、試合が終わるよりずっと早くに燃料
切れになってしまいます。ところが複合炭水
化物は血中に持続的に糖を供給するので、
長時間にわたって安定したエネルギーが利
用できます。炭水化物が体内で消化吸収さ
れるまでの時間は食品によって差があり、そ
の速度はグリセミック指数で示されます。複
合炭水化物はグリセミック指数の低い成分
です。本番に備えて全粒小麦のパスタや玄米
のようなグリセミック指数の低い食品を食べ
ると、エネルギーを最大限有効に使うことが
できます。

最高のパフォーマンスを引き出す栄養の組
み合わせは、運動のタイプや個人の体質によ
ってそれぞれ異なります。午後の長距離ラン
ニングや本格的な筋力トレーニングと比べる
と、朝の散歩や短距離のサイクリング、数分
程度のヨガのような軽い運動をする場合は
さほどエネルギーを必要としません。

また、運動後はたっぷりと水分をとりましょ
う。次の食事が何時間か先になる場合は、タ
ンパク質を豊富に含むものを軽めに食べて
おくとよいでしょう。

各種の必須アミノ酸をバランスよい割合で
含有するプロテインも、運動後の疲れた筋肉
を癒すうえで便利です。 

運動後は大量のフリーラジカルから体を守
らなければなりませんので、新鮮な野菜と果
物を日頃からしっかりと食べて抗酸化物質を
取り込んでおきましょう。そうすることで、靭
帯や軟骨の修復と柔軟性、バランス調整力
を維持するために必要なビタミンやミネラ
ルも摂取できます。

正しい食生活の利点を得られるのは、プロの
スポーツ選手やボディビルダーに限ったこと
ではありません。年齢、体力レベル、運動方
法は違っても、回復とパフォーマンスを助け
る好ましい食事は体を動かすすべての人を
サポートしてくれます。

濃厚なヨーグルトや全粒穀物のク
ラッカーにチーズを挟んだものを
少し食べるだけでも、筋肉に必要
な栄養が摂取できます。

試合当日やしっかりと運動をした
い日は、3～4時間前にヘルシーな
食事をしておくと栄養面から体を
サポートするのに有益です。
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大会に向けてどんなにトレーニングに励んでも、パフォーマンスに必
要なエネルギーが体内になければ最大限の成果を引き出すことはで
きません。トレーニング中の食生活、そして出場前に食べたものは、
本番のパフォーマンスを左右します。

スポーツと栄養の重要性
栄養

食事から充分な量のタンパク質が
摂取できていないと、運動後の筋
肉の修復再生ができません。
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消化器系の健康
特集記事

人類は何千年もの間、天然の食品をほぼ丸ごと食べて暮らして
きました。ところが前世紀に入ってからは食事情が大きく変化し
ました。特に第二次世界大戦後の加工食品業界の発展はめざま
しく、工場で大量生産された加工食品が急速に普及しました。

|    The Art of Growing Young
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1 “Nutrition and Healthy Eating.” Dietary Fiber: Essential  
for a Healthy Diet—Mayo Clinic. Mayo Clinic, n.d. Web.  
Dec. 14, 2016.

2 US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 
Data tables: results from USDA’s 1994-96 Continuing Survey 
of Food Intakes by Individuals and 1994-96 Diet and Health 
Knowledge Survey. ARS Food Surveys Research Group, 1997.

そういった変化が私たちに及ぼした影響はウ
エスト周りを見れば明らかです。また、その影
響は外見だけでなく体の内部にまでも及んで
いるはずです。 現代の食生活が私たちの消
化器系の健康にどのような影響を及ぼしてい
るか、考えてみたことはありますか。 私たち
はより健康になっている、と本当に言えるで
しょうか。 昔と変わらず、意気揚 と々生きて
いるでしょうか。 子供たちは少し前と同等の
体力を維持しているでしょうか。改めて考え
てみると、興味深いと思えてきませんか。

消化器系の病気は増加傾向にあります。セリ
アック病、クローン病、過敏性腸症候群など、
様々な症状が露見しているのは、現代の食生
活が消化器系に負担をかけているからです。
膨満感や下痢、おなら、胃痛、胸焼け、けい
れんなどに度々悩まされているなら、食事内
容を見直すべきかも知れません。

それは人それぞれに特有のニーズがあるから
です。全般的に望ましい方針はあるものの、
自分自身の体が発するメッセージに耳を傾け
るのを忘れてはいけません。体が消化しづら
いと訴えてくる（不快感、倦怠感、膨満感な
ど）食べ物がないか、よく観察してみましょ
う。これを食べると膨満感が残る、といった
ような食品が特定できたら、それを抜いたメ
ニューにするか、組み合わせや代用品で工夫
できないか、考えてみるとよいでしょう。消化
を助けてくれるものを一緒に食べるだけで改
善するということもよくあります。

制限やルールの厳しいダイエット方法に頼る
より、こういった常識的な方法で消化器系の
健康を改善するほうが簡単で長続きします。
あまりにも制限が多いと、多少の不快感を我
慢してでも放棄したくなるものです。

体の声を聞くことを学び、体に合わない食品
を避けることで、自分に適した健康への道が
開けます。一方、消化器系の健康を考えるに
あたっては、ほぼすべての人に必要な要素が
いくつか存在します。

消化器系の問題は主に消化管、すなわち胃、
小腸、大腸のどこかで生じます。消化管の長
さは成人でおよそ9mほどになり、内部には
何兆とも言われる腸内細菌が存在し、微生
物叢を形成しています。 腸内細菌は健康促
進に寄与する微生物であり、食べたものの消
化吸収を助けるという人体にとって欠かせな
い役割を担っています。また、体に悪い影響
を及ぼす細菌を繁殖させないように働きかけ
ることで、消化器系の問題の不快な症状から
体を守ってくれています。

このような微生物の活躍は、科学者が特殊
な顕微鏡で観察し確認しています。技術が未
発達だった古代では、サワーミルクや発酵食
品を用いたヒーリングで胃腸の改善を試みて
いました。発酵食品は冷蔵庫のなかった時代
に保存食として発達したものです。当時は発
酵食品に含まれる微生物の活動など考えも
及ばなかったはずですが、経験的にこれが
有効であることが見出されていたのでしょ
う。ケフィア、ヨーグルト、キムチ、ザワークラ
ウト、その他の発酵食品には健康によい微生
物が含まれています。かつては多くの食文化
で欠かせない存在でしたが、今日では無菌
状態で凍結された既製品や手軽なファースト
フードが取って代わるようになっています。 

体内の腸内細菌叢を健康的な状態に維持す
ると、消化機能が正常に働くだけでなく、様
々な機能がうまく調整されるようになりま
す。消化管内で有益な働きをする細菌はおよ
そ3万種ありますが、最先端の研究施設でも
そのうちのごくわずかなものしか培養するこ
とはできません。体に有益なプロバイオティ
クスのうち、特に重要なのはビフィズス菌と
乳酸菌です。この種の細菌がないと、繊維質
は消化できません。繊維はプロバイオティク
スの発酵作用で分解され、短鎖脂肪酸をも
たらします。短鎖脂肪酸は腸管で吸収され、
腸管内膜を形成する細胞で燃料として使わ
れます。

こういったプロバイオティクスの働きで私た
ちの体は食べたものからより多くの栄養を取
り込めるわけです。また、活発なプロバイオ
ティクスが餌となる成分を体に悪い菌から奪
ったり、免疫系を保護したりといった作用も
あります。
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まず始めに理解すべきは、万人に
有効な特定の食事方法は存在し
ない、ということです。
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消化器系の健康を考えるうえでもうひとつ重
要なのは、食物繊維の摂取です。簡単に言え
ば繊維とは植物性食品の消化できない部分
です。消化吸収できないものをなぜ食べる必
要があるのか不思議に思われるかも知れま
せんが、繊維は腸管内でいくつもの重要な役
割を担っています。

繊維質は満腹感をもたらすことで食欲をコン
トロールし、体重管理を助けてくれます。ま
た、繊維は消化の過程で余分な脂肪や炭水
化物を絡め取ってくれます。繊維そのものは
大半が体に吸収されずに排出されるので、繊
維と結合した脂肪と炭水化物も一緒に排出
され、結果的に体重管理を助けてくれるとい
うわけです。さらに、この作用は心臓病の予
防や血糖値の安定化にも役立ちます。繊維は
ある種の有害物質と結びつく性質もありま
す。体に吸収される前に繊維と結合した有害
物質は繊維と一緒に排出されます。繊維は
腸内細菌にとっては最も望ましい栄養源で

す。プロバイオティクスの餌になるという観点
から、繊維はプレバイオティクスとも呼ばれ
ます。

食物繊維には、お通じをととのえ、便秘を防
ぐ作用もあります。食物繊維の摂取量を増や
すだけでお通じが楽になるという利点は多く
の人が経験しています。

私たちは本来なら毎日摂取していたはずの繊
維をほとんど口にしなくなっています。それ
は利便性を重視して大量生産された食品か
ら、ほとんどの繊維が除去されているからで
す。食物繊維の1日あたりの摂取量は性別や
年齢によって若干の差はありますが、25
～38g とされています。1 ところが食物繊維の
摂取量を調査した研究によると、現実にはほ
とんどの人が必要量の半分も摂取できてい
ないそうです。2つまり、良質の繊維を補給す
ることで改善が望めるということです。

他の栄養素の場合と同様、食物繊維も幅広
い食品から摂取することで最大限の利点が
得られます。水溶性繊維と不溶性繊維はそれ
ぞれに重要な役割を果たすので、両方を摂取
するよう心がけることも大切です。

消化は食べ物を口に入れた瞬間から始まり
ます。あらゆる消化酵素が食品に働きかけて
細かな成分に分解し、栄養として吸収できる
形に変えていきます。消化酵素は主に膵臓と
腸でつくられています。酵素の働きなくして、
体じゅうの組織や期間、細胞で利用できる栄
養を食べ物から得ることはできません。

酵素には、食品から得られるものもありま
す。特に、加工されていない生の食品に酵素
が含まれています。既製品や加熱した食品か
らは貴重な酵素は得られません。生の果物
や野菜をたっぷりと含む昔ながらの食事を
すれば、酵素をしっかりと摂取することがで
きます。繊維と同じように、酵素も幅広い種
類のものを補給することを検討する価値が
あります。

消化の仕組みはとても複雑ですが、健康維
持に欠かせない働きをしているのは確かで
す。自分が口にしている食べ物とその後の体
調について改めて考え直してみませんか。自
分の体に合った食事が分かり、ずっと快適に
過ごせるようになるはずです。

16

食物繊維は非精製穀物、青果類
（皮つき）、豆類、ナッツ、種子な
どから摂取できます。ところが現
代の食生活には、皮をむいて加工
した缶詰や精白小麦のパン、パス
タ、シリアル、白米が多用されてい
ます。



2017 年３月/４月    |

www.naturalii.lifeplus.com
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。

© 2017 Lifeplus International

17

ナチュラリィのクレンジング、スクラブ、化粧
水、保湿を毎日のお手入れにシリーズでお使
いください。お肌に必要な栄養を補給しなが
ら、リフレッシュできます。

アボカドオイル、アサイヤシの天然粒子、カモ
ミール、アロエベラ、シナモン、ローズヒップと
いった天然素材を組み合わせた丁寧な配合
で、お肌をやさしくケアします。

ライフプラスのオーガニックスキ
ンケアシリーズでお肌に必要な
たっぷり栄養を与えて、リフレッ
シュしませんか。

ナチュラル、ピュア、真心こめて
栄養たっぷり、ライフプラスの 自然派オーガニック
スキンケア
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脂肪を摂るな、と言われ続けて数十年になる
ので、不可欠な脂肪なんてあるのかと疑問に
思われるかも知れません。真実は単純です。
私たちが間違っていたのです。すべての脂肪
が悪者というわけではなく、体に良い脂肪と
いうのも存在したのです。なかでもオメガ3
は最も優れた脂肪と言えます。

オメガ3脂肪酸には、 EPA (エイコサペンタエ
ン酸)、DHA (ドコサヘキサエン酸)、ALA 
(α-リノレン酸)の3種の多価不飽和脂肪酸が
あります。ALAは植物性の短鎖脂肪酸です。
魚類に多いEPAやDHAと違って、ALAは植物
の種から得られる油に豊富に含まれていま
す。摂取源としては亜麻仁油が最適ですが、
植物性の油ならある程度は含まれていると
考えてよいでしょう。

私たちの体内にはALAを使ってさらに体によ
いEPAやDHAを作る働きがありますが、でき
る量はごく限られています。イワシ、サケ、ニ
シンなど脂肪分の豊富な魚はEPAの、サバ、
サケ、マグロといった寒冷水域の魚はDHAの
良い摂取源となります。ただし、サメ、メカジ
キ、オオサワラといった大型で寿命の長い魚
は水銀などの毒素が蓄積されている確率が
高いので、避けたほうがよいでしょう。

オメガ3を含む魚を買うときは、持続可能な
方法で捕獲された天然魚を選んでください。
養殖魚はトウモロコシや大豆の飼料を与え
られているので、オメガ3の含有量は期待で
きません。オメガ3は藻類が生成します。オメ
ガ3は藻類を食べた小魚の体内で濃縮され、
食物連鎖でより大型の魚へと取り込まれて
いきます。サケくらいの大きさになると、人間
にとって体によい脂肪酸の優れた摂取源と
なります。ところが養殖魚はこのような自然
の生態系に属していないため、オメガ3脂肪
酸の含有率が天然ものとは異なります。

オメガ3脂肪酸の由来は以上です。では、そ
れが私たちの体によい理由を確認しましょ
う。オメガ3脂肪酸と冠動脈の健康に相関性
があることは確かな根拠をもとに立証され
ています。

現在の定説では、この優れた脂肪酸が体内
のコレステロールとトリグリセリドの量を健
康的な水準に保つのに役立っているという
ことです。1 また、炎症に対する正常な反応を
促進する作用もあります。心臓病、がん、認知
症など、多くの変性疾患の根本に慢性的な
炎症があることは周知のとおりです。

オメガ3の中でも特にDHAは脳の健康を守
るうえで不可欠です。それは脳そのものの形
成はもちろん、認知障害（アルツハイマー病
など2）の予防や気分の高揚にも関与してい
るからです。3 実に脳組織の脂質の4分の1を
DHAが占めているわけですから、驚くほどの
ことではないのかも知れません。また、DHA
が多い部位は脳に限らず、神経系全般にも
DHAが多量に存在します。

オメガ3脂肪酸に炎症に対する反応を正常
に維持するよう助ける働きがあること、そし
て、慢性的な炎症が心血管疾患、糖尿病、自
己免疫疾患など多数の慢性疾患に関連して
いることについては、多くの研究者が確信を
もっています。少なくとも1つの研究におい
て、オメガ3脂肪酸の摂取が血中の炎症マー
カーを減少に導いていることが明らかにさ
れています。 4

これほどの情報があってもオメガ3脂肪酸の
摂取量を増やす気になれないなら、オメガ3
脂肪酸が不足すると、目の乾燥やかゆみ、皮
膚の乾燥、湿疹、記憶障害、疲労、体重管理の
困難といった問題につながる可能性がある
ことも考えてみて下さい。

脂肪はもはや敵ではありません。オメガ3脂
肪酸のように健康に大きく寄与するものもあ
るのです。（アボカド、ココナッツのミルクと
オイル、オリーブ、オリーブオイルなども体に
よい脂肪を含有しています。) 適量（たいてい
の医師、栄養士は毎週1～2サービング以上
の魚を推奨）の必須脂肪酸を摂取すれば、体
を多方面から守ることになります。利点の多
い脂肪を食生活に積極敵に取り入れない手
はありません。
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オメガ3脂肪酸は必須脂肪酸の一種です。体が正
常に機能するうえで欠かせない脂肪酸であり、しか
も体内では作ることができないので、食品から摂
取しなければなりません。

オメガ3脂肪酸
ハーブとサプリメント

EPAとDHAの摂取が冠動脈性心
疾患のリスク低減に関与している
ことも数多くの研究で示されてい
ます。

1 Miller P.E., Van Elswyk M., Alexander D.D. “Long-
chain omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and 
docosahexaenoic acid and blood pressure: a meta-analysis 
of randomized controlled trials,” American Journal of 
Hypertension. 27 (7): 885–96. doi:10.1093/ajh/hpu024. 
PMID 24610882.
2 Mazereeuw G., Lanctôt K.L., Chau S.A., et al. “Effects 
of omega-3 fatty acids on cognitive performance: a meta-
analysis.” Neurobiol Aging. 33 (7): e17–29. doi:10.1016/j.
neurobiolaging.2011.12.014. PMID 22305186.
3 Perica M.M., Delas I. (August 2011). “Essential fatty 
acids and psychiatric disorders.” Nutrition in clinical. 
doi:10.1177/0884533611411306. PMID 21775637.
4 Kelei Li, Tao Huang, Jusheng Zheng, et al. Effect of Marine-
Derived n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on C-Reactive 
Protein, Interleukin 6 and Tumor Necrosis Factor α: A Meta-
Analysis. PLoS One. 2014; 9(2): e88103. Published online 
Feb. 5, 2014. doi:10.1371/journal.pone.008810. 
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糖尿病には2種類の型があります。1型糖尿
病はインスリン依存型糖尿病、あるいは若年
性糖尿病とも言われたもので、食事や生活
習慣の改善で防ぐことはできません。自分自
身の免疫系がインスリンをつくる膵臓の細
胞を壊すという自己免疫性の疾患なので、体
内でインスリンがつくれないために血糖値
をコントロールする治療が日常的に必要に
なります。 1 糖尿病全体のうち、この1型はわ
ずか5％程度（アメリカ糖尿病協会調べ）だと
いうことです。

大半を占める2型糖尿病は体にインスリンに
対する抵抗性ができてしまうというもので、
十分な量のインスリンが分泌できないか、分
泌したインスリンがうまく機能しないために
問題が生じます。糖代謝の慢性的な問題は
やがて、心臓血管系の異常や足、目、腎臓、そ
の他の部位にまで損傷を及ぼしていきま
す。2 1型とは異なり、こちらのタイプはほとん
どの場合完全に予防が可能です。

2型糖尿病にはいくつものリスク因子があり
ますが、子供たちに最も深刻な影響を及ぼし
ているのは、過体重、脂肪の蓄積、運動不足
の3つで、いずれも食事と生活様式上の選択
に直結しています。3

大人の場合と同様、子供の食生活と日常生
活はこの数十年の間に大きく変化しました。
食べ物では利便性が重視され、体に悪いも
のを日常的に消費しています。また、体を動
かす遊び方をしなくなり、テレビやコンピュ
ーター、ゲームなど画面の前で長時間座りっ
ぱなしになっています。

これでは糖尿病も過体重も肥満も増えると
いうものです。体内に脂肪組織が多いほど、
細胞レベルのインスリン抵抗性が強まりま
す。平均体重が世界的に上昇した今、何をも
って健康な体と認識するかの基準にずれが
生じています。世の親は、我が子が肥満ある
いは太り過ぎだと思ってもみないことでしょ
う。ところが、子供の体重が健康的な範囲か
どうかについて、親が適切に判断できていな
いことは研究で明らかになっています。4 

糖尿病（およびある種の心血管疾患）を予防
するという観点からは、体脂肪のつき方にも
注意が必要です。主にお腹周りに脂肪がつく
体質は、お尻や太ももといった他の部分に脂
肪がつく人と比べると、糖尿病の発症リスク
が高い傾向にあります。

運動不足と体重増加は車の両輪のような関
係にあります。運動不足と糖尿病のリスクも
同様に関連しています。運動は体重管理に
有効です。体を動かすと糖が燃料として消費
されるので、インスリン反応を良好な状態に
保てます。

食事、運動、体重、糖尿、この四者の相関性は
明らかです。どれをとっても、他の要素の影
響を受けることになるというのは想像に難く
ありません。幸いなことに、日常生活のなか
でほんの少しでも改善を取り入れれば、子供
の健康に大きく寄与することができます。

子供たちの2型糖尿病発症リスクを提言し、
健康でいられるように、以下のような工夫をし
てみましょう。 

水分補給をしっかりと
糖分の多いソーダ類やジュース、スポーツド
リンクは多くても週１回を限度としましょう。
いずれも想像以上に多量の砂糖が使われて
いて、栄養価などないに等しいのにカロリー
ばかりを過剰摂取するもとです。喉が渇いた
ら、水か甘味料なしのハーブティーを飲むよ
う促して下さい。

おやつもヘルシーに
午後のおやつはポテトチップやジャンクフー
ドではなく、新鮮な果物か野菜にしましょう。
ブドウ、人参スティック、りんごなど、ヘルシー
なものを手の届く場所に用意しておけば、難
しいことではありません。
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かつては糖尿病患者というとほとんどが50才以上の層でした。特に
2型糖尿病は成人がなる生活習慣病と認識されてきましたが、今日
では小児や青少年の間でも増えつつあります。

小児の糖尿病

家族の健康

子供の2型糖尿病の増加にライフ
スタイルの変化が関連しているこ
とについては専門家の間でも意見
が一致しています。 
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食事は家族そろって
生の食材をたっぷりと使った料理を一緒に
準備して、家族で食卓を囲みましょう。仕事帰
りにファーストフードやピザを買いたくなっ
ても、誘惑に負けてはいけません。家庭料理
の恩恵は家族全員にもたらされます。

もっとアクティブに
家族で体を動かすアクティビティを楽しみま
しょう。サイクリング、自然散策、ハイキング、
ビーチ遊び、公園へのお出かけなど、家族全
員の健康促進に役立つアクティビティは無
限にあります。

画面を見る時間を制限する
画面の前で過ごす時間に上限を設けましょ
う。これは、テレビ、コンピューター、ビデオゲ
ーム、タブレット、携帯電話のすべてを対象と
するべきです。画面を見ている時間はすなわ
ち体を動かしていない時間です。できるだけ
外に出て遊ぶよう導いてやって下さい。

子供に増えている若年性糖尿病は予防ので
きる病気です。健康的な行動を励ますこと 

（模倣できるよう手本も示すこと）は、糖尿病
をはじめとする多くの慢性疾患から子供たち
を守ることにつながります。
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1 Staff. “Preventing Type 2 in Children.” American Diabetes 
Association. American Diabetes Association, n.d. Web.  
Dec. 3, 2016.
2 Teresa A. Hillier, Kathryn L. Pedula. Complications in Young 
Adults With Early-Onset Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 
November 2003; 26(11): 2999-3005.
3 Staff. “Type 1 Diabetes.” Type 1 Diabetes Causes. Mayo 
Clinic, n.d. Web. Dec. 3, 2016.
4 James Black, MinHae Park, John Gregson, et al. Child 
obesity cut-offs as derived from parental perceptions: 
cross-sectional questionnaire. doi:10.3399/bjgp15X684385. 
Published April 1, 2015.
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一般的には、摂食障害と負のボディイメージ
に基づく自己像の形成は男性の問題とは見
られない傾向がありますが、摂食障害による
死亡率は女性よりも男性のほうが高いこと
が研究で示されています。 1 そんなリスクが
男性にもあることを認識する必要があること
は明らかです。

自己否定的なボディイメージに悩む女性の
ほとんどが痩せたいと強く願っているのと比
較すると、男性の場合は減量したい場合と増
量したい場合に二極化しています。 2  男性が
比較例とする典型的な体型は、筋肉のしっか
りとついた見るからに体力のありそうなもの
です。男性モデルやスターたちの引き締まっ
た腹筋や隆 と々した上腕二頭筋を見て、男性
は体重を減らしたい、あるいは筋肉量を増や
したい、と考えるようです。

しばしば目に入ってくるイメージの落とし穴
に入らないようにするには、いかにもボディ
ビルダーといった風体の発するメッセージ
を批判的に見る方法を学ぶ必要があります。
現代の文化では逆三角形の筋肉質の体型が
理想とされています。雑誌や映画、テレビの
広告などを見ていると、筋肉増強や体の引き
締めをうたった商品が満載です。そこに登場
する男性は自信に満ちあふれた幸せそうな
スポーツマンそのものですから、完璧な体を
手に入れることが幸せの鍵であると思ってし
まうのも無理はありません。

視聴者の男性はそういったメッセージから
意識的であれ無意識的であれ何らかの影響
を受けています。落とし穴は、非現実的なス
テレオタイプ（その大半がデジタル加工され
た実現不可能なものであるにも関わらず）を
比較の対象にしてしまうというところにあり
ます。人間の体は人それぞれ大きさも形も違
う、という基本を改めて認識するべきでしょ
う。唯一絶対の正しいサイズも正しい体型も
存在しません。あなたの体を他の誰かと同じ
ようにする必要はありません。むしろ、そこに
こだわってはいけないのです。自分という個
性あるユニークな存在の数ある様相のひと
つとしてとらえるよう考えてみて下さい。

また、男性のボディイメージはしばしば、体
重よりもコントロールの問題と直結していま
す。日々の生活で思うようにならない側面が
あると、その不安を補填するかのように別の
側面にのめり込むことがあります。それが筋
肉への過度のこだわりとなって現れる場合
があるのです。

仕事や家庭、人間関係などで感じているプレ
ッシャーについて、誰かに語ることに抵抗の
ある男性は少なくありません。それよりも、ジ
ムで発散させるほうが合っている、と考える
男性は多いようです。運動は確かに優れたス
トレス解消法ですが、体を鍛えることに夢中
になるあまり、ストレスの根本的な原因に対
処するのを忘れてしまいがちです。

ボディイメージのようなプライベートなこと
を話題にするのは性別を問わず簡単なこと
ではありませんが、体重管理について話すの
は男性にとってはいっそう難しいことのよう
です。その背景には、社会が求める「男らし
い」姿を子供の頃から教え込まれてきたこと
があると言ってよいでしょう。

身体以外の個性的な資質を伸ばすことに注
力していれば、内面が充実して価値ある存在
として自分を認められるようになるはずで
す。そうなれば、外見だけを理由に自分を卑
下することもなくなります。男性のアイデンテ
ィティや真価は、外見で決まるものではあり
ません。

完璧な筋肉を身につけることにこだわらず、
自分の長所を大切にすることを学んだ男性
は、心身ともにより健康でいられます。その先
にはさらに充実したヘルシーな日々が待っ
ています。
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ボディイメージを話題にするとき、通常は映画のスターやトップモデ
ルと自分を比較する女性について語られることがほとんどです。とこ
ろがボディイメージにまつわる不満やストレス、障害を抱える例は女
性と同様、男性にも存在します。

男性とボディイメージ

家族の健康

ぜひ、自分のボディイメージを自信
をもって受け入れることを学んで下
さい。

男性のボディイメージはストレスと
も密接に関わっています。

1 Raevuoni, A., Keski-Rahkonen, Hoek, H. A review of eating 
disorders in males. Current Opinions on Psychiatry, 27-6, 
426-430, 2014.
2 Drewnowski, A; Yee, D K. Men and body image: Are males 
satisfied with their body weight? Psychosomatic Medicine: 
November/December 1987.
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自分の食べたものが自分の健康状態に関与
している、ということなら誰もがすでに知っ
ているでしょう。ところが、その影響が遺伝子
レベルにまで及ぶ、となるとどうでしょうか。
食生活は個々の人間の基礎をなすDNAに作
用し、それが子供たちへと受け継がれていき
ます。ですから、今日食べたものが将来の子
供たちに関わっていく、というのはさほど不
思議なことではありません。あなたが今日ど
んな食事をするかが、次世代以降の体内の
状態や外的環境に何らかの作用を及ぼすと
いうことを改めて考えてみましょう。 

また、いずれ父親となる男性も、間接的なが
ら子供たちに対して同じくらい重要な責任を
負っています。家族が増える以前に男性が食
べていたものが、子供の誕生後の状態に影
響を及ぼすことを立証した研究もあります。1 

1930年代の初めごろ、フランシス M. ポッテ
ンジャー博士は栄養状態が猫の複数の世代
に及ぼす影響について10年間に及ぶ調査を
行いました。その結果博士は、栄養価の劣る
餌を与え続けた場合、わずか1世代で子猫に
栄養障害が生じることを認めました。さらに3
世代目以降では、すべての個体が繁殖能力
を失ったということです。人間と猫とでは代
謝に大きな違いはあるものの、この研究はあ
る世代の栄養状態が次世代、さらには複数
世代にわたって多大な影響を及ぼすという
ことを示しています。さらに詳しく知りたい方
は、博士の名前（Dr. Pottinger）で検索してみ
るとよいでしょう。

この有名な研究は栄養の欠如に着目したも
のですが逆の例も観察されています。

健康的な食事をしていれば、子供や孫もそ
の恩恵を享受することができます。日ごろか
ら家族がそろって食卓につき、健康的な食事
を一緒に食べる家庭で育った子供は、ずっと
後になってからも同じように健康的な生活
を実践する可能性が高いと言えます。

外的要因という点では、健康的な食事をする
うえで環境に配慮することが将来の世代の暮
らす世界に影響を及ぼすと言えます。第二次
世界大戦後、窒素、リン、カリウムといった爆
薬の余剰物が農産物の収穫量を飛躍的に増
やす肥料となることが見出され、以後の農畜
産業は急速な発展を遂げました。さらに品種
改良や遺伝子操作が加えられて、現在の農業
は人類の体や環境が慣れ親しんできたそれ
とはまったく異なるものになっています。 

巨大企業と化した生産者は最大の利益を出
すため持続不可能な慣行を常態化させまし
た。一方では、これに反して、より自然な食料
の生産方法に回帰しようとする文化も広まり
つつあります。合成殺虫剤、除草剤、肥料を使
用せず、持続可能な有機農法を実践する地
元の生産者を見つけましょう。
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今日のあなたの食生活が、子々孫々の体や彼らの生きる世界にまで
影響を及ぼしていることをご存じですか。後天的な遺伝子制御の変
化から環境の持続可能性に至るまで、良くも悪くも、あなたの食が来
るべき世代に影響を与えていくのです。

次世代以降にも及ぶ食生活の影響

家族の健康

妊娠中の母親は胎児に直接影響
を送る立場にあるので、特に健康
的な食事をする必要があります。

子世代が家族で健康的な食事を
する習慣を大切にしていれば、そ
れは孫にも受け継がれていくでし
ょう。

好ましい食生活が赤ちゃんの健康
に好影響を及ぼすことは、複数の
研究で示されています。
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こういった生産者が出荷する肉や野菜、果物
は価格が高めになる傾向がありますが、この
ような食事を選ぶ人が増えれば、需要と供給
のバランスで価格も下がってくるでしょう。ま
た、環境に優しい食材にこだわる人が増えれ
ば、子供たちにより健やかな状態で地球を引
き継ぐことができます。

人は食べたものでできている、とよく言われ
ます。 さらに一歩踏み込んで、子も孫も自分
の食べたものでつくられる、と考えるべきか
も知れません。 持続可能な方法で生産され
た健康的なものを食べて、次世代以降の健
康と彼らの住む世界に貢献しましょう。
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耕地と牧草地を回転させる昔なが
らの方法で土壌の栄養状態を回
復させるなど、同じ場所で肥料を
まき続けるよりも持続可能性に優
れた農業をしているところがある
はずです。

1 Gunnar Kaati, Lars Olov Bygren, et al. “Transgenerational 
response to nutrition, early life circumstances and longevity.” 
European Journal of Human Genetics (2007) 15, 784–790; 
doi:10.1038/sj.ejhg.5201832.
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心血管系の疾患は、酸素を豊富に含んだ血
液を心臓に運ぶ動脈の内側に、脂肪やコレ
ステロール、カルシウムがプラークという塊
を形成することで引き起こされます。動脈硬
化は、このプラークが影響を及ぼし始めた状
態です。

プラークがさらに厚みを増して血流が悪化
すると、胸の痛みや不快感を訴える狭心症が
発生します。これを治療せず放置してしまう
と、プラークの堆積物が崩れて血栓を形成
し、血流を完全にブロックしてしまいます。こ
れは、心臓発作の原因として最も一般的な症
状です。

心臓病の罹患率が驚くほど高くなったのは、
比較的最近のことです。ひと昔前、デスクワー
クが今より少なく、子供たちは屋外で遊び、
既製品の食べ物がまだ普及していなかった
頃は、ライフスタイルそのものが予防策とな
っていたため、今ほど心臓病は多くありませ
んでした。

多忙を極める現代の女性にとって、当時のラ
イフスタイルに戻ることは不可能です。スー
パーや市場へ買い物に行くにも、自宅で家族
のために手料理をするにも時間がなくて、帰
り道に簡単に買えるもので済ませている人
は多いのではないでしょうか。それでも、日々
のほんの少しの工夫の積み重ねがどれほど
健康に影響を及ぼすか、心血管系の罹患リ
スクを低減して若 し々い心臓を維持すること
につながるかを理解することは大切です。

健康的な食事、定期的な運動、ストレス解消
法は、いずれも心臓の健康維持に役立ちま
す (同時に他の変性疾患やがんのリスクも低
減します)。

心血管疾患の増加は、利便性の高い食品の
普及と直結しています。ほんの数世代前まで
は、家庭菜園や近所の店先に並ぶ地元産の
農産物を使って、各家庭で調理したものを食
べて暮らしていました。今日は便利にこそな
ったものの、不健康極まりない食べ物があふ
れています。それは、味と保存期間を重視す
る一方で、栄養面が考慮されていないから
です。結果的に、ビタミンやミネラルといった
栄養価は低いのに、運動量に見合わない大
量の脂肪と糖分を供給する食事が一般的に
なってしまっています。 

なお、定期的に食べる野菜と果物の量と心
臓病の発症リスクが反比例の関係にあるこ
とは科学的研究で示されています。 1

心臓を守るうえでは食物繊維も重要なツー
ルです。繊維は消化の過程で脂肪と結合し、
体内に吸収される脂肪の量を減らす作用が
あります。ひいてはコレステロール値を制御
し、余剰分が動脈内に蓄積するのを防ぐとも
考えられます。

心臓を守りたいなら、運動量を増やすという
ライフスタイルの改善も価値ある選択です。
仕事と家庭をやりくりしながら週5回もジム
に通える女性などいません。 でも、そんな無
理はしなくてよいのです。研究によると、1日
に1万歩を歩くだけで充分体のためになると
いうことです。1万歩は距離にするとおよそ
8kmになります。腕時計型の歩数計を身に着
けていれば、日々の生活の中で目標の達成
を目指すのに便利です。
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米国立衛生研究所の調べによると、女性の4人に1人は心臓病
で亡くなっているそうです。アメリカ全土で最も多い心臓病は冠
動脈心疾患で、これは男女両方の死因の1位となっています。

若 し々い心臓を維持す 
るには

家族の健康

心血管の疾患から体を守るうえで
有効なライフスタイル上の選択肢
はたくさんあります。

心臓病に負けたくない女性にとって
最も簡単で栄養面で価値ある工夫
は、新鮮な野菜と果物を中心とし
た食生活を心掛けることです。
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1万歩といっても、1日の歩数の累計で考えれ
ばよいので、一度に歩き切る必要はありませ
ん。駐車場の遠いところに車をとめて歩いた
り、ランチライムに散歩したり、エレベーター
のかわりに階段を上り下りしたりすることで
歩数はどんどん増やせます。ちょっとした工
夫で運動量を増やせば、1万歩は意外と簡単
に達成できることが分かるでしょう。 2

3つめのライフスタイル改善のポイントは、ス
トレス度を意識して健康的な方法で管理す
ることです。現代女性の毎日はストレス満載
です。自分のことだけでなく、子供たちや配
偶者のためにも奔走しています。ストレスの
重なる状態が続くと長期間緊張状態でいる
ことになります。

そんな女性こそ、定期的にストレスを解消す
る方法を身につけておく必要があります。落
ち着いた気持ちになれるなら、どんな方法で
も構いません。マッサージを受ける、熱いお
風呂にゆっくり入る、本を読む、音楽を鑑賞
する、瞑想する、その他様々な選択肢から自
分に合ったものを見つけておきましょう。

ヘルシーな食事を選び、少しでも多く歩くよ
う努め、ストレスを解消していれば、世の女
性陣は若 し々い心臓を守りながら暮らしてい
くことができます。

27

1 Bazzano L.A., Serdula M.K., Liu S. Dietary intake of fruits 
and vegetables and risk of cardiovascular disease. Curr 
Atheroscler Rep. November 2003; 5(6):492-9.  
2 Tudor-Locke C., Bassett D.R. Jr. How many steps/day are 
enough? Preliminary pedometer indices for public health. 
Sports Med. 2004; 34(1):1-8.
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EPA と DHA は、心臓の正常な働きを支えま
す。◊さらに DHA には、脳の働きや視力を正
常に保つ効果もあります。◊ライフプラスが提
供する藻類由来の ヴィーガン　オメゴールド
は、動物成分を含む食事を召し上がらない
菜食主義の方が、オメガ 3 脂肪酸を手軽に摂
取することができるようにサポートします。

◊ヴィーガン　オメゴールド が今日からあな
たの健康と幸福をサポートします。」

「オメガ 3 脂肪酸は、いくつかの
重要な体の働きを維持する上で
非常に役に立ちます。

ヴィーガン オメゴールド®
ライフプラスから新発売：

© 2017 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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私たちは主に牛肉、豚肉、鶏肉、魚といった
動物性食品からタンパク質を摂取していま
す。動物性タンパクは組成に不足がなく、栄
養源として理想的です。一方、植物性食品か
らは得られないアミノ酸がいくつかあるた
め、タンパク源としては不完全です。それでも
組み合わせを工夫すれば足りないアミノ酸
を補うことはできるので、菜食にこだわるな
ら正しいタンパク質の摂取方法を学ぶべき
でしょう。必須アミノ酸は一口ごとに揃ってい
なければならないわけではありません。前の
食事で得られなかったものを次の食事の機
会に摂取するようにしても構わないのです。
今日の栄養士は幅広い植物性食品を組み合
わせて食べればそれだけ多くのアミノ酸を
摂取できると考えています。それでも全種類
のアミノ酸を確保する工夫は必要です。 豆類と米、ピーナツバターと全粒小麦のパ

ン、豆腐入りの野菜いためとご飯といった相
性のよい組み合わせを活用しましょう。卵、牛
乳、チーズ、その他の乳製品が食べられるな
ら、優れたタンパク質が摂取できます。厳格
なヴィーガンであれば、穀類と豆類を積極的
に食べるとよいでしょう。キヌアと大豆は、ベ
ジタリアンやヴィーガンにも、肉を食べる人
にもおすすめしたい良質の植物性タンパク
源です。

もちろんです。知らないうちに、体がすでにそ
のように働いている可能性もあります。疲れ
るまで運動したときがまさにそうです。体内
のエネルギーは、アデノシン三リン酸(ATP)と
いう分子として蓄えられています。運動をす
るとこのエネルギーが放出され、力となって
消費されます。ATPはミトコンドリアと呼ばれ
る非常に小さな細胞小器官内のひとつひと
つに貯蔵されています。体内のミトコンドリ
アの量は運動量に比例します。運動をすれば
するほど体内のミトコンドリアも増え、より多
くのエネルギーが細胞内に蓄えられるよう
になります。その逆もまた同様で、座りっぱな
しで動かずにいると、それだけ体内のミトコ
ンドリアが減り、体内に蓄えられるエネルギ
ーの量も減ってしまいます。エネルギーの総
量を高めていくには、軽度から中程度の運動
を長時間続けるのがおすすめです。エネル
ギーが増量すれば、より激しい運動もこなせ
るようになります。

朝食が重要な食事であることは確かです。
しかしながら、他の食事と比べて優劣で考
えられるものではありません。朝に食べた
ものは1日の栄養とエネルギーの基盤とな
りますが、だからと言ってお昼過ぎまでお
腹が空かないほど大量に食べる必要はあ
りません。人それぞれ、特有の体のニーズ
というものがあります。1日に4～5回、小分
けに軽い食事をしたほうが体重や健康、
気分が管理しやすいと感じる人もいれば、
従来どおりの1日3食で順調だという人も
います。また、3食に加えて1～2回おやつ
を口にする習慣のある人もいるでしょう。
自分に合った食べ方には、代謝率、運動
量、年齢、気分、好んで選ぶ食べ物など、様
々な要素が関与しています。減量のために
食事を抜くのは絶対にやめましょう。1日に
何回食事をするにしても、それぞれが同等
に大切です。
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エネルギーの貯蔵能力を向上す
れば、より長時間体を動かせる
ようになりますか。

朝食は一日のうちで最も重要な
食事と言われますが、それは本
当ですか。

例えば穀類と豆類は足りないアミ
ノ酸を相互に補完し合うことがで
きるので、両方をしっかりと食べる
ことが推奨されています。

ベジタリアンは何をタンパク源
にすればよいでしょうか。 

専門家 への質問

ヴィーガン オメゴールド®



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

© 2017 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。


