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健康にまつわる特性が最も身近な人々から
獲得される傾向にあることは研究でも明ら
かにされていますが、その理由は何なので
しょうか。人間は社会的な生き物です。私
たちは常に、周囲で起こることに適応して
います。良くも悪くも、人間は周囲の人の特
性を取り込むようにできているのです。例え
ば、パートナーの片方が健康的なライフス
タイルを実践していると、他方のライフスタ
イルも健康的なものになっていくことはよく
知られています。

ポジティブでヘルシーな理想に向かって考
え、行動していれば、自分だけでなく、周り
にいる人々にもより好ましい物事がもたら
されます。そして、その逆も真です。忌まわ
しい過去の経験にとらわれ、ジャンクフード
ばかり食べていると、周りの人にも悪影響
が及びます。

私たちの思考や行動が一個人の生活の範囲
を超えて、はるかに広い範囲へと波及するこ
とを考えると、その影響力を意識せずにい
られなくなるはずです。日々多くの時間をと
もにする人たちをよく見てみましょう。接す
ることで生じる変化はポジティブなものです
か、ネガティブなものですか。また、自分は
相手にどのような影響を及ぼしているでしょ
うか。

ヘルシーでポジティブなエネルギーに波長を
合わせようと決意する人が増えれば、それだ
け多くの家族、地域社会、ひいては世界まで
もがよりよい暮らしを築いていけるようにな
るでしょう。

ひとりの健康はみんなの健康
私たちの暮らしは、周囲の人たちの暮らしと密接に関わりあっていま
す。ひとりの行動が家族や友人、同僚に様々な影響を及ぼします。ま
た、自分も周囲の人たちの行動から影響を受けています。私たちは
日々、道行く見知らぬ人にも影響されています。
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最新ニュース
野菜の栄養成分を最大限に活か
すために、脂肪を足しましょう

肥満対策の鍵は水にあり

食品科学および人間栄養学の教授が行った
新しい研究で、サラダを食べる時に脂肪分
を少し足すことが推奨されています。脂肪を
含むドレッシングを使うと、野菜に含まれる
アルファカロテン、ベータカロテン、ルテイ
ン、リコピンほか計7種類の栄養素の吸収効
率が高まります。これはまた、脂肪を完全に
除去した食事が一般に考えられているほど
健康的ではないことも示しています。

アボカドを乗せたトーストはトレンディなカ
フェやレストランの朝食によく登場します
が、心臓に優しい1日のスタートを切るにも
好ましい選択肢のようです。最近のある研究
で、カリウムの摂取量が減ると大動脈壁硬化
が進行し、心臓発作につながる可能性がある
ことが示されました。アメリカ疾病予防管理
センターの統計によると、毎年4人に1人は心
臓発作で亡くなっているということですが、
バナナやアボカドなどカリウムの豊富な食
品を積極的に食べることで、心臓病から身を
守れる可能性があります。

インディアナ大学医科大学院の研究グルー
プは、認知能力の一種である処理速度が長
期的な認知症の予防に結びつくことを明ら
かにしました。被験者に1時間のトレーニン
グセッションを10回受けてもらったところ、認
知機能に働きかけるトレーニングをしなかっ
た対照群と比べて、30％近くも認知症の発生
リスクが低くなっていた、ということです。

お昼の休憩時間に水を飲むように推奨
すると、子供と大人の肥満率を大幅に低
減できることが発表されました。小中学
校1,200校を対象にした初期研究では、
校内のカフェテリアに給水機を設置する
だけで子供たちの水の摂取量が3倍に
なり、肥満リスクも低下したということで
す。

認知症予防に脳トレを

おいしくて心臓によい朝食にな
る、アボカドのトースト
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綱渡りはサーカスのプロの曲芸師の技とい
うイメージがありますし、ロープを張って遊
ぶというと、くぐったり飛び越えたりする子供
たちが連想されるでしょう。ところがこの新し
いスポーツには一般成人が大勢魅了されて
います。それには理由があります。スラックラ
インは、体幹強化、バランス調整力の向上、
姿勢の改善、精神面の明晰さといった健康
上の利点をもたらしてくれるからです。

まず、スラックラインの身体的な作用に
ついて確認してみましょう。

スラックラインは、主だった筋肉群全てを駆
使する運動です。1本の線の上に立って歩く
という動作をこなすには、体幹を正しく使っ
て四肢を安定させなければなりません。赤ち
ゃんが歩き出すまでの様子を思い浮かべて
みてください。両腕を広げ、お尻やお腹を突
き出したり引っ込めたりしながら、全身全力
で脚を前に進めているでしょう。歩行は脚力
によるところが大きいとはいえ、体幹や腕の
使い方にも慣れなければなりません。

スラックラインは全身運動です。あらゆる筋
肉群を調和させ、バランスよく機能させる必
要があります。不安定なラインから落ちない
ようにするために、全身の筋肉群を集中的
に駆使することになります。常に揺れるライ
ンの上に立っているだけでも、かなりの調整
力が求められます。バランスは日常生活のあ
らゆる場面で重要です。スラックラインがバ
ランス調整能力を鍛えるのに有効であること
は研究でも明らかにされています。1 

しかしながら、体幹を強化しないことにはバ
ランスをうまく調整できません。スラックライ
ンを続けていると、体幹も鍛えられてきます。
主に力がかかるのは脚ですが、ラインから落
ちないように上半身と下半身を連携させる
のは体幹の役割です。ライン上を歩くため、
腕や脚を体の中心に引き寄せるたびに体幹
が引き締まります。

体幹が強くなると、姿勢が良くなります。スラ
ックラインの運動は腹筋も背筋もよく使うの
で、脊椎がしっかりとした筋肉で包まれます。

スラックラインのトレーニングに参加した被
験者のグループで姿勢の安定性が大幅に改
善されたことも科学的研究で報告されてい
ます。2 ちなみに、対照群では改善は認めら
れませんでした。また、別の研究ではスラック
ラインのトレーニングが高齢者にも非常に
有益で、転倒の予防に寄与するとされてい
ます。3  

では次に、精神的なメリットに着目してみ
ましょう。

ヨガや太極拳と同様、スラックラインの愛好
家は、このスポーツに瞑想のような効果を感
じているそうです。瞑想では、呼吸や体の動
きなどを意識することで煩雑な思考から離
れ、今現在の瞬間に集中します。

スラックラインには今現在の瞬間に意識を
集める、瞑想に似た作用があります。しかも、
内面的に集中したエネルギーは身体運動で
即時に発散されます。

このように、精神的な集中力と意図的な身体
運動が組み合わさった活動は、煩雑な思考
から解き放ってくれます。不安定なラインの
上を歩きながら、あれこれと考えを巡らせる
余裕はないはずです。スラックラインの練習
を日課にすれば、集中力が磨かれて、ライン
上を歩くとき以外でも集中力を活かすことが
できるようになるでしょう。

集中力がつき、意識的な思考の集め方がで
きるようになると、記憶の機能も向上します。
ある研究では、記憶力や空間学習能力を司
る脳の部位、海馬の柔軟性を向上するにあ
たり、構造面でも機能面でもスラックライン
が寄与したことが示されています5 。
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私たちは皆、心身にバランスと集中力、強さを持ち合わせたいと願っ
ています。そして、ある新しいスポーツがその良い鍛錬になるとして注
目を集めています。スラックラインと呼ばれるものですが、ご存知でし
ょうか。幅のある丈夫なテープの上で立ったり歩いたりしながら、楽し
く体を動かしつつ集中力を高めるアクティビティです。

スラックラインに挑戦
フィットネス

さらに、パーキンソン病の患者を
対象に進めた研究では、スラック
ラインで姿勢を安定させることに
より、転倒を予防できるという重
要な利点が見出されました。4 

1 Dordevic, M, et al. “Improvements in Orientation and Balancing 
Abilities in Response to One Month of Intensive Slackline-
Training. A Randomized Controlled Feasibility Study.” Frontiers in 
human neuroscience, U.S. National Library of Medicine, 
10 Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28239345. 

5 Hüfner, K, et al. “Structural and functional plasticity of the 
hippocampal formation in professional dancers and slackliners.” 
Hippocampus, U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20572197.

2 Keller, M, et al. “Improved postural control after slackline 
training is accompanied by reduced H-Reflexes.”  
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,  
U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385217.
3 Thomas, M, and M Kalicinski. “The Effects of Slackline Balance 
Training on Postural Control in Older Adults.” Journal of Aging 
and Physical Activity, U.S. National Library of Medicine,  
24 July 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26583953.
4 Santos, L, et al. “Effects of supervised slackline training on 
postural instability, freezing of gait, and falls efficacy in people 
with Parkinson’s disease.” Disability and rehabilitation, 
U.S. National Library of Medicine, Aug. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27416005.
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最後に、他にもいくつか嬉しい特典があるこ
とを付け加えておきましょう。科学的な検証
はさほどなされてはいませんが、いい気分に
なれることは見逃せません。

スラックラインは通常屋外で行われます。科
学的な根拠をというなら、屋外で日光を浴び
ることによってビタミンDが得られるという
利点が挙げられますが、単純に言っても外で
過ごすのは気持ち良いものです。特に朝の
太陽の光を受けるアウトドア活動では、免疫
系が活発になり、気分を高揚させるホルモン
が分泌されます。外で楽しく過ごす喜びを再
発見するのは、精神的にとても良いことなの
です。

ある有名な研究では、被験者を2つのグルー
プに分け、それぞれにストレスを誘発する困
難な作業をこなしてもらいました。その後、
一方のグループには自然の、他方のグルー
プには都市の写真を見せました。すると、自
然の写真を見たグループは、楽しい、フレン
ドリーといった幸せな気持ちになり、都市の
写真を見たグループは悲しみを感じたと報
告されています。6  

 

スラックラインはグループで行いますが、競
争は目的ではありません。また、仲間がいれ
ば継続しやすいという利点もあります。それ
は、アクティビティを通じて社会的な交流が
生まれ、より積極的になれるからです。スラッ
クラインはまだ珍しく、練習している人を見
かける機会はあまりありません。近くの公園
などでやってみると、質問されたり加わりた
い人が集まってきたりするでしょう。自分から
近所の人たちを誘っても良いかも知れませ
ん。ユニークなアクティビティに興味を示す
人は必ずいるはずです。

しかもスラックラインは比較的安価です。普
及度の低いアクティビティはお金がかかる印
象がありますが、スラックラインに必要なの
はライン１本です。専用のスラックラインは
オンラインで数千円程度で入手できます。あ
とはラインをかける手頃な木が2本と、木を
保護するパッドがあれば楽しめます。特別な
服や靴などの装備は必要ありません。レッス
ン代やジムの会費もかかりません。

新しいことに挑戦するには多少の勇気が要
るかも知れません。それでも、スラックライン
はシンプルで楽しく、心身にメリットのある趣
味になり得ます。やってみれば、気持ちがスッ
キリし、体が丈夫になるでしょう。
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屋外で行うアクティビティに参加す
ることで、ストレスが軽減できると
いうわけです。大地とのつながりを
実感するのは社会全般のためにも
良いことです。

6 Ulrich, Roger S. “Natural Versus Urban Scenes.” 
Environment and Behavior, vol. 13, no. 5, 1981, pp. 523–556, 
doi:10.1177/0013916581135001.
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気の持ちよう
ストレスや抑うつ、不安が身体の機能にどれほど影響を及ぼすか、
ご存知でしょうか。

特集記事

|    The Art of Growing Young
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ストレスは生きていれば誰もが経験するごく
普遍的なものです。ストレスには好ましいも
のもあり、動機づけとして働いて、物事を進
めたり成長の後押しをしたりするという側面
があります。個人の私生活でも社会全般で
も、よりよい行動、よりよい変化につながる原
動力になるというわけです。1 しかし、あまり
に頻繁で慢性的なストレスが日常の一部と
化してしまうと、不安や抑うつ、体調不良を招
きかねません。

ストレスの増大が不安感を強め、病気を悪
化させることもあれば、健康を損ねたことで
心身にかかるストレスが増し、抑うつや不安
に悩まされることもあります。2 つまり、関係
性は一方的なものではないのです。不安感、
心配ごと、恐れといった感情は、負のストレス
と相関しています。恐怖や苦悩を避けられな
い状況におかれると、ストレスが生じます。ス
トレスが生じると、恐怖や苦悩にとらわれて
しまいます。困難な経験や状況、人間関係に
ついて、心の中で何度も反芻したり思い悩ん
だりするのは、一般的な形態のストレスと言
えます。

ネガティブなストレスには、急性的なもの 
（瞬間的、一時的で薄れていく）と慢性的な
もの（長期的に続く）があります。例えば、同
僚が数週間の入院になった場合、療養中の
仕事の負担が増えて一時的なストレスとな
るでしょう。これに対して、職場環境そのもの
に有害な要因（物理的、心理的、社会的に害
をもたらすもの）がある場合は、持続性のあ
るストレスが慢性化する可能性があります。
微量のストレスはやる気につながりますが、
慢性的なストレスは健康に響いてきます。

ストレスが体に悪いのはなぜなのでしょう
か。ストレスは単なる気持ちや感情ではあり
ません。ストレスは、存亡の危機に対する身
体的反応です。私たちの体には、ストレスに
直面したとき、瞬時に「戦うか、逃げるか、隠
れるか」で応じる仕組みが備わっています。
副腎からホルモンのコルチゾール、アドレナ
リン (エピネフリン) とノルアドレナリン (ノル
エピネフリン) が分泌されるのもストレス反
応です。3 ストレスにさらされる期間が長す
ぎたり、頻度が多すぎたりすると、ストレス反
応の繰り返しによって体内の細胞や組織が
損傷することがあります。

人体の神経系に刻み込まれたこの仕組み
は、身体能力を最大限に引き出すようになっ
ているわけですが、現代社会においてはスト
レス反応と体を動かすことが直結するケー
スはむしろ稀になっています（例えば車を運
転している間に目の前で無理な割込みをさ
れた時など）。アドレナリン、もしくはエピネフ
リンには、心臓の拍動をより速く強くする作
用があります。これにより、血圧が上昇しま
す。一方コルチゾールは、正常な容量を想定
した血管機能を阻害します。4 これが組み合
わさることで、脳卒中（脳発作とも言われ始
めている）や心臓発作の危険性が高まりま
す。5 循環器内科医のグループによって行わ
れた大規模かつ長期的な研究では、ストレ
スが恐怖感を司る脳の領域を酷使すること
により、心臓発作のリスクが増大することが
突き止められました。6 ストレス反応が生じる
ごとに集中的な身体活動がこなされていれ
ば問題ないはずなのですが、現代人の生活
では本来あるべき連動性が断たれてしまっ
ています。

喘息や慢性閉塞性肺疾患を持病とする人は
特に、こういったストレスに起因する呼吸パ
ターンの変化に敏感です。パニック発作の最
中に不安感から過呼吸が引き起こされるこ
ともあります。7  

脳とお腹には密接な関連性があります。興奮
したときや神経質になっているときに、胸騒
ぎが胃に達するような感じがしたことはあり
ませんか。あるいはもっと深刻な状況で、胃
がよじれるように感じたり、あまりにもひどい
知らせに吐き気をもよおしたりしたことがあ
るかも知れません。

07

抑うつと不安、ストレス、体調不良
は複雑に絡み合っており、雪だる
ま式に悪影響をもたらす可能性が
あります。

この手のホルモンはまた、呼吸器
系にも影響を及ぼします。呼吸の
頻度が上がって速くなり、 より深
く大きく呼吸するように働きかけ
ます。 

ストレス反応は全力で戦うか、逃
げるか、隠れるかという身体的運
動を最大限有効に行うために、
体の準備をととのえるためのもの
です。

1 Kirby, E D, et al. Acute stress enhances adult rat hippocampal 
neurogenesis and activation of newborn neurons via secreted 
astrocytic FGF2. U.S. National Library of Medicine, 
16 Apr. 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23599891.
2 Wang, S, et al. “Job Stress in Young Adults Is Associated 
with a Range of Poorer Health Behaviours in the Childhood 
Determinants of Adult Health (CDAH) Study.” 
Journal of Occupational and Environmental Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, Nov. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29166291.
3 Richard P. Dum, David J. Levinthal, Peter L. Strick. Motor, 
cognitive, and affective areas of the cerebral cortex influence 
the adrenal medulla. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 2016; 201605044 DOI: 10.1073/pnas.1605044113.

4 Henry, James P. “Biological basis of the stress response.” 
SpringerLink, Springer-Verlag, Feb. 1991, 
link.springer.com article/10.1007%2FBF02691093?LI=true%3Fxid.
5 Workman, Edward A., and John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Chapter 2,  
“Mental Stress and the Cardiovascular System.” CRC, 1998.
6 Tawakol, A, et al. “Relation between resting amygdalar activity 
and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study.” 
Lancet (London, England), U.S. National Library of Medicine,  
25 Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088338.
7 Workman, Edward A., and John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Chapter 3,  
“The Effects of Stress on the Respiratory System.” CRC, 1998.
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さらに、不安、抑うつ、ストレスによって、消化
管内の細菌叢に好ましくない変化が生じるこ
とも知られています。9 

抑うつ、不安、慢性的なストレスは内臓だけ
でなく、ウエスト周りにも影響を及ぼします。
先ほどから話題になっているホルモン、コル
チゾールは、しばしば食欲を増進し、高カロ
リー食品に対する欲求を強めます。健康的な
食事から遠ざかり、欲を満たすだけのものを
食べていると（健康な先祖がしていたように、
くたくたになるまで体を動かすこともないと
余計に）お腹に脂肪がつくばかりです。放置
していると、現代に蔓延する心血管疾患、癌、
関節炎、認知症、自己免疫疾患といった、あら
ゆる非感染性疾患のリスクが増大します。

ストレス性のホルモンは免疫系にも影響を
及ぼします。体は何らかの脅威を察知する
と、呼吸器に侵入したウイルスのような物理
的なものであれ、仕事を失いそうという感情
的なものであれ、ストレス反応を起こしてス
トレス性ホルモンを分泌します。このホルモ
ンには病気の予防と治癒を助ける働きがあ
るので、そのプロセス自体は悪いものではあ
りません。

問題なのは、抑うつや不安が続いて、体がず
っと非常時モードになってしまうことです。免
疫系はいつも健康維持を支えていますが、抑
うつや不安、ストレスが強い負荷をかけつづ
けると、病気になった時にうまく機能しなくな
ります。またコルチゾールには免疫系を抑制
する作用があり、病気や炎症のリスクが増大
します。10 

ストレス、抑うつ、不安は、性機能不全や脱毛
症、ニキビ、身体の痛み、頭痛、疲労、物忘れ、
気分のむらにもつながる可能性があります。

ストレスも不安も悲しみも、生きている限り
避けることはできません。仕事が順調でも、
家族生活が円満でも、経済力があっても、ス
トレスのかかる困難な時期というものに必
ず直面します。脳や体のため、健康全般のた
めには、ストレスや悲しみ、不安のもとにな
る体験にうまく対処し、穏やかな心と思いや
り、自制心を取り戻す術を身につけることが
大切です。様々な事象を脅威としてではなく、
課題と受け止めて付き合い、乗り越えていく
ようにしましょう。

抑うつやストレス、不安から自分を守るポイ
ントは、心の力にあります。心と体の結びつ
きを意識して、その力を活用しましょう。スト
レス反応が闘う、逃げる、隠れるといった瞬
発的な行動と直結する他の哺乳類と違って、
高次思考の可能な人間は、状況を分析して
切り抜ける方法を見つけることができます。
昔からある「気の持ちよう」という言い回しに
も、それなりに重みがあると思いませんか。

ヨガやダンス、ピラティス、瞑想効果のある武
道は心を落ち着けるのに役立ちます。抑うつ
や不安から解放されたい場合は、マインドフ
ルネスに着目した瞑想を取り入れて心をす
っきりとさせるのも一案です。瞑想には血液
中のコルチゾールを低減する働きがありま
す。11  同様の作用はヨガにもあり、いくつか
の研究でうつに対抗する強力なツールとな
り得ることが示唆されています。12  少しずつ
筋肉を弛緩させるエクササイズや誘導イメ
ージ療法も、今現在を生きることに意識を集
め、将来への不安や過去について思い悩む
状態から離れる機会をもたらしてくれます。13  

ここでもまた、ホルモンが重要な役割を果た
しています。愛情ホルモンという俗称もある
オキシトシンは、社会的な絆を深く感じると
きに分泌されます。相手は人間でなくても構
いません。ある研究では、愛犬や愛猫の目を
じっと見つめたり体を撫でてやったりしてい
ると、血液中のオキシトシンが増加すること
が実証されています。
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8 Konturek, P C, et al. “Stress and the gut: pathophysiology, 
clinical consequences, diagnostic approach and treatment 
options.” Journal of Physiology and Pharmacology : 
an official journal of the Polish Physiological Society, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314561.
9 Lyte, M, et al. “Stress at the intestinal surface: catecholamines 
and mucosa-bacteria interactions.” Cell and tissue research, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20941511.

10 Segerstrom, Suzanne C., and Gregory E. Miller. 
“Psychological Stress and the Human Immune System: 
A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry.” Psychological 
bulletin, U.S. National Library of Medicine, July 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/.
11 Turakitwanakan, W, et al. “Effects of mindfulness meditation 
on serum cortisol of medical students.” Journal of the Medical 
Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724462.
12 Thirthalli, J, et al. “Cortisol and antidepressant effects of yoga.” 
Indian Journal of Psychiatry, Medknow Publications 
& Media Pvt Ltd, July 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768222/.
13 Lolak, Sermsak, et al. “Effects of Progressive Muscle 
Relaxation Training on Anxiety and Depression in Patients 
Enrolled in an Outpatient Pulmonary Rehabilitation Program.” 
Psychotherapy and Psychosomatics, Karger Publishers, 
25 Jan. 2008, www.karger.com/Article/Abstract/112889.

慢性的な不安や抑うつにさらされ
ると、消化器系の機能が低下して
消化不良を起こしたり、お通じが
悪くなったりします。8

気分が沈みがちなとき、不安感が
強いときは、前向きな人々 と交流
したり、ペットと触れ合ったりする
と落ち着いてきます。
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ソーシャルメディアでは #treatyourself （自分
へのご褒美）が人気のハッシュタグとなり、マ
ニキュアの写真やフェイスマスクをしたセル
フィーなどが投稿されています。職場や家庭
で他者の世話をしなければならない人にと
って、一歩下がって自分自身に意識を向ける
のは難しいかもしれません。マッサージやス
パトリートメントは自分へのすばらしいご褒
美ですが、かかる時間とお金を考えると躊躇
してしまうでしょう。今すぐに泥風呂やレイキ
ヒーリングを予約する必要はありません。そ
の代わりに、毎日のちょっとした行動で心身
ともにより健康になるための下地を作って
みませんか。

毎晩最低8時間ぐっすりと眠ることが最適で
あるのは広く知られています。しかし成人の
多くは約6時間しか眠っておらず、人口の圧
倒的多数が睡眠不足だと言えます。睡眠不足
はうつ、不安、判断力の低下、情緒不安定と
いった心の問題だけでなく、食欲増加、体重
増加などの体の問題の原因ともなります。体
は自身を修復するために長い熟睡を必要と
しているのです。

医療とセルフケアの世界には「睡眠衛生」と
いう概念があります。 これには毎晩同じ時間
に就寝し、同じ時間に起床することが含まれ
ます。季節、潮の満ち引き、月の満ち欠けな
ど、自然界には様々なリズムやサイクルがあ
ります。人間の体も同じです。規則的な生活
を送ることで体はいつ休んで自身を修復す
るかを知るのです。寝る前の数時間はパソコ
ン、携帯、テレビの画面やカフェイン、甘いも
のといった刺激を避けるというのも睡眠衛
生に含まれます。

日中十分な運動を行う人は夜よく眠れると
言います。ですから、セルフケアのためにも
アクティブに過ごしましょう。運動がストレス
や悲しい気持ちを和らげることはよく知られ
ています。特にストレスのない生活を送って
いる場合でも、定期的な運動は大切なリフレ
ッシュの時間だと言えます。

一人の時間が元気の源になる人もいます
が、内向的な人でも有意義な人間関係を築く
ことでそこからポジティブなエネルギーを得
ることができます。ここで重要なのは「有意義
な」人間関係です。希望、愛情、新鮮なアイデ
アを受け取れる人間関係は、心にモチベーシ
ョンと栄養を与えてくれます。しばらく連絡が
ない友人がいれば、自分から電話をかけて
みましょう。誰かが辛い時期を過ごしている
なら、中立的な立場で話を聞いて、乗り越え
る手助けをしましょう。人間関係を築く時は
電話やメールよりも、できるだけ直接会うよ
うにしてください。人間は大昔から面と向か
ったやり取りで関係を築いてきました。短い
メールや電話になったのはほんの最近のこ
とです。友人とお茶をしたり、公園でのんびり
と散歩したりしましょう。

10

小さくともポジティブな変化が
幸福感に大きく貢献

ライフスタイル

セルフケアで最も重要なのが睡眠
です。

ベッドに入る前の1時間は、照明を
暗くしたり、ゆっくりと呼吸しなが
らストレッチをしたり、お風呂に入
ったり、カモミールティーやラベン
ダーティーを飲んだりと、リラック
スして過ごしましょう。

最近よく耳にする「セルフケア」は、日常生活を送る上で欠かす
ことのできないものとして注目が高まり、健康の分野で人気の
テーマになっています。では具体的にどういうことをすればよい
のでしょうか。そしてどうやってその時間を作ればよいのでしょ
うか。
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人に親切に、そして寛大になってください。
社会正義のためにボランティアや募金をす
るのはすばらしいことですが、この世界を維
持しているのは謙虚さや思いやり、利他の
気持ちを示す日々の行動です。スーパーの
レジでは携帯電話をしまって店員と話した
り目を合わせたりしましょう。清掃員やゴミ
収集員には感謝の気持ちを伝えましょう。自
分の家の前を雪かきしたら、隣家の前もや
ってあげましょう。一見他者だけのために見
えるちょっとした行動が自分の心のために
もなるのです。

最後に、人生のあらゆる面において、意識的
に感謝の気持ちを持つように心がけましょ
う。無理して色々な人に感謝を述べる必要は
ありません。一日の終わりに自分がどんなに
恵まれているか静かに考える時間を作って
はどうでしょうか。感謝の日記をつけるのも
おすすめです。

小さな行動は大きな変化につながります。雪
の結晶は小さくはかないものです。しかしそ
れがたくさん集まれば吹雪になります。セル
フケアも同じことです。取るに足らないよう
に見える行動が人生にポジティブな花吹雪
をもたらしてくれます。

11

毎日、その日にあった感謝すべきこ
とを短く記すのです。何年も続けれ
ば、過去にどんなことに感謝して
きたか複数年にわたって振り返る
こともできます。
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ところが近頃、青空市場やレストランで注目
度が急上昇しているのは、青や紫、黒に近い
ほどの濃い色の青果類です。視覚的にユニ
ークなだけでなく、ちょっと特別な食材という
印象もあるためと思われますが、実は濃い色
の野菜や果物は、栄養面でも他にない特長
があります。

青や紫の部分には、アントシアニンというフ
ラボノイドの一種が多量に含まれている傾
向があります。アントシアニンは植物に存在
する色素そのもので、赤や青、紫の発色の元
になっています。1,2 アントシアニンの健康上
の利点については多数の研究があり、その多
くが健康を強力に後押しする成分であると
の結論に達しています。

アントシアニンは体内で抗酸化物質として
働き、免疫系の活性化や心臓病に対抗する
体を助けるなど、健康に寄与します。3 他の
研究では、視力（特に暗所での視力）、認知
機能、記憶、加齢に伴う神経機能の劣化など
に対して改善の効果を示したと報告されて
います。フラボノイド摂取による諸々の効果
は、抗酸化作用によると考えられています。
単体でも、他の物質との相互作用でも、体に
有害なフリーラジカルに対抗してくれる、と
いうわけです。4, 5

また、代謝を高めることで体重管理を助け、
血糖を安定させて糖尿病のコントロールを
補助する、といった効果でも期待されていま
す。6  アントシアニンを含む食品は食物繊維
も豊富で、満腹感が長続きしやすいという利
点もあります。高脂肪食を与えたマウスを使
って、アントシアニンの痩身効果を確認した
研究もありました。7  アントシアニンを多く摂
取したマウスでは体重の大幅な減少（20%も
の変化）があっただけでなく、コレステロー
ル値と低血糖も改善したということです。

紫や青の食品といえばまずはブルーベリー
ですが、ブラックベリー、イチジク、プラム、ブ
ドウなどの果物も当てはまります。

紫色の食品を手軽に取り入れるなら、朝のス
ムージーにベリー類を加えるとよいでしょう。
いつも使っているキャベツを紫色のタイプ
にするのも簡単です。カリフラワーのステー
キ風仕立ても人気があります。

紫芋は角切りにしてココナッツオイルをから
め、オレガノ、ローズマリーと一緒にロースト
してみましょう。ヨーグルトには、新鮮なイチ
ジクとプラムのスライスがよく合います。 

食料品店や市場で買ってくるだけでなく、家
庭菜園で特別な食材を育てるのも楽しいも
のです。紫色のパプリカやニンジンの種か苗
を園芸店で探し、庭に植えてみましょう。紫色
のトマトは夏野菜のサラダにぴったりです。
インディゴローズやチェロキーパープルとい
った品種が市販されています。

青や紫の青果類にはたくさんの利点があり、
食べ方やアレンジの方法も多彩なので、毎日
の食生活に楽しく取り入れることができま
す。しかも、おいしいだけでなく見た目にも
映えるので、おもてなしにも良い演出になり
ます。
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野菜は最も多様で彩り豊かな食品群です。マッシュ、ロースト、ソテー、ピュレ、蒸す、焼く、生のままで、な
どなど、食べ方はいくらでもあります。ヘルシーな食生活にどんどん組み入れましょう。ごく一般的な野
菜といえば、緑のブロッコリー、オレンジのニンジン、赤いトマト、薄黄色のたまねぎ、オレンジ色のカボチ
ャなどが思い浮かびます。また、果物では、りんご、オレンジ、バナナあたりがお馴染みでしょう。

虹の端にあるような、 
青や紫の食品を食べましょう 

栄養

紫色のカリフラワーを買ってきて
真ん中で縦半分に切り、切り口に
平行に包丁を入れて厚めのスライ
スにします。それにオリーブオイル、
塩、コショウをふりかけて、オーブ
ンで焼きます。

野菜では、紫キャベツ、茄子の皮、
紫ニンジン、紫タマネギ、紫芋、そ
してカリフラワーやパプリカ、トマ
トにも紫色のものがあります。

1 He, J, and M M Giusti. “Anthocyanins: natural colorants with 
health-promoting properties.” Annual review of food science and 
technology, U.S. National Library of Medicine, 2010, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22129334.
2 Lila, Mary Ann. “Anthocyanins and Human Health: An In 
Vitro Investigative Approach.” Journal of Biomedicine and 
Biotechnology, Hindawi Publishing Corporation, 1 Dec. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082894/.
3 Konczak, Izabela, and Wei Zhang. “Anthocyanins—More Than 
Nature’s Colours.” Journal of Biomedicine and Biotechnology, 
Hindawi Publishing Corporation, 1 Dec. 2004, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC1082903/.
4 Prior, R L. “Fruits and vegetables in the prevention of cellular 
oxidative damage.” The American Journal of Clinical Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12936951.
5 Joshi, R, et al. “Anthocyanins-enriched purple tea exhibits 
antioxidant, immunostimulatory and anticancer activities.” 
Journal of Food Science and Technology, U.S. National 
Library of Medicine, June 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28720952.

6 Jankowski, A, et al. “The effect of anthocyanin dye from 
grapes on experimental diabetes.” Folia Medica Cracoviensia, 
U.S. National Library of Medicine, 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339016.
7 Wu, T, et al. “Anti-obesity effects of artificial planting blueberry 
(Vaccinium ashei) anthocyanin in high-fat diet-treated mice.” 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26899872.
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より良い健康を 
目指してデザインする 

特集記事

健康づくりに環境が役立つことはご存知でしょうか。正しい
生活を送るよう心がけ、その一環として環境も選択すれば、
健康を促進し幸福感を高める手助けとなります。

|    The Art of Growing Young



2018 年３月/４月    |

設計の世界では「ウエルネス・アーキテクチ
ャ」というコンセプトがあります。時に「バイ
オフィリック・デザイン」や「エンライテッド・
デザイン」と呼ばれることもあります。屋内空
間の活用と人との関係性に着目したこの基本
概念は、今話題のトピックとなっています。健
康への影響を考えるにあたり、体内に取り込
むものだけでなく、周辺の取り巻く環境をも
要因として考慮に入れるわけです。ウエルネ
ス・アーキテクチャが主に注目する分野は、空
気、水、照明、フィットネス、快適さ、そして心
の健康と多岐にわたっています。

ウエルネス・アーキテクチャの照明を例にとっ
てみましょう。照明の場合、概日リズムを模倣
することによって1日の自然のサイクルを守る
ことに重点を置いています。

午後遅くや夕刻は、やや赤味のある柔らかい
照明で、沈む太陽のような感じにします。朝
は光のスペクトルの青を強調します。青みのあ
る光が刺激となり活動状態に導くからです
が、睡眠ホルモンのメラトニンの分泌を減少
させる作用があるので、夕刻には青を減らし
て赤を強調し、 睡眠を誘発するようにしま
す。一般的なテレビ、コンピューター、携帯電
話の画面からは青色の光が発せられていま
すが、夜の時間帯に画面からスペクトルのこ
の部分を取り除くソフトウェア・プログラムが
開発されています。

オフィスでは、できるだけ多くの自然光が入る
ように窓の配置を決めます。太陽の動きをと
らえ、影の利用も考えて戦略的に窓をデザイ
ンします。科学研究では、自然の中に身を置
いてより多くの日光を浴びると、病気が早く癒
えるということが実証されています。1 また、
活動もより生産的になり、より多くを達成で
きるようになります。2 

ある研究では、オフィスの窓近くに座ってい
ない、自然光を浴びる機会の少ないスタッフ
は、窓近くにいるスタッフに比べて平均して睡
眠時間が短いという結果が示されています。3  
短いといっても少しではありません。窓際に
座るスタッフより平均して46分も短かったので
す。しかも、定量化可能な睡眠時間だけでな
く、睡眠の質も浅くなっていました。さらに、
睡眠不足のスタッフは、勤務する平日だけで
なく 休みの日にも睡眠が浅くなったというこ
とです。明確な理由は特定できなかったもの
の、活力レベルに関係していることが推測さ
れ、自然光を浴びるスタッフの方が元気で、休
みの日にもアクティブに屋外で活動していた
のではないか、と考えられています。

クリエイティブな発想をあれこれと活かして、
光を有効に取り入れるスペースの使い方を考
えましょう。デスクやワークスペースを窓の近
くに移すか、サンルームのような自然光がどこ
からも入るような部屋があれば、1年のうちい
くらかの期間はそこで仕事をするよう検討し
てみて下さい。窓のない仕事場で働くなら、ラ
ンプに調光可能な電球を付けるか、プログラ
ム可能なタイマーを付けてライト点灯の時間
設定をすることも考えましょう。これらがうま
くいかなくても、年間を通じて日中に使用で
きるサンライトランプが市販されています。(季
節性情動障害の治療に使われるSADランプと
も呼ばれています) 。

ウエルネス・アーキテクチャでは建物やスペー
スの設計に空気や水も重要な自然の要素と
位置付けます。水について言えば、必要不可
欠な自然の力とそのスペースにいる人々 とを
つなげる試みがなされています。具体的に
は、泡が出るような小さな噴水から、大きな
水のアートまで色々なものが使われます。公
共の建物にあるトイレでは、単に大量の水を
蛇口から流すのではなく、自然の水が流れる
ように（渓流や泡の立つ小川などを想像して
みてください）デザインしてシンクや蛇口を配
している例もあります。
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日中はより強い電球をつけて明る
くし、五感を目覚めさせるようにし
ます。

日中に歩きながら自然光をより多
く浴びると、直観では分からない
かもしれませんが、夜よく眠れるよ
うになります。

1 Ulrich, R S. “View through a window may influence  
recovery from surgery.” Science (New York, N.Y.),  
U.S. National Library of Medicine, 27 Apr. 1984,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6143402.
2 Plympton, P.; Conway, S.; Epstein, K. “Daylighting in Schools: 
Improving Student Performance and Health at a Price Schools 
Can Afford: Preprint.” | National Technical Reports Library - 
NTIS, Aug. 2000, ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/
titleDetail/DE00757089.xhtml.
3 Boubekri, M, et al. “Impact of windows and daylight exposure 
on overall health and sleep quality of office workers: a case-
control pilot study.” Journal of Clinical Sleep Medicine : JCSM : 
official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, 15 June 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24932139.
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空気については、空気の質を重視していま
す。一部の専門家は、室内の空気は屋外の汚
染よりもひどいと考えています。ウエルネス・
アーキテクチャでは内気の循環と有害物質を
取り除く空気清浄に重点を置いています。 接
着剤、塗料や防腐剤など、有毒ガスを排出し
ない自然な素材を使ったものを選ぶ努力も
なされています。

窓を開け天井のファンを回して部屋の空気を
入れ替えたりできるようにすると言った工夫
も可能です。

ウエルネス・アーキテクチャは、体を動かすフ
ィットネスも奨励しています。先進国で常態化
した座りっぱなしの生活に、世界的な懸念が
高まっていることは周知の通りです。公衆衛
生の専門家は、喫煙と同様の取り組みが必要
な社会的問題だと指摘しています。建築設計
に限らず過去数十年の間、 社会は利便性を
優先し（それは確かに重要ですが）人の流れ
や動きにアクセスの簡略化を意識してきまし
た。近年は、駐車場で玄関口に近い場所を確
保しようとぐるぐる走っている車を見かけま
す。ほんの数十メートル余分に歩くだけで、十
分なスペースがあるのにも関わらずです。しか
し近代的な建物は日常生活により多くの動き
を取り入れるようにはできていません。今ま
で2階や3階へ階段で上がってみようと思って
も、気持ちがくじけて結局エスカレーターや
エレベーターに乗ってしまったことはありませ
んか。

当然のことながら、ウエルネス・アーキテクチ
ャでは、よりアクティブな動線をデザインする
だけでなく、体を動かしたくなるように仕向け
ます。運動量を増加させる方法の一例は、 階
段を戦略的に配置し、見た目にも上りたくな
るように造ることです。

エレベーターの代わりに階段を使おうと思う
かどうかをテーマにしたある研究では、不便
な所にある見た目の悪い階段と、エレベータ
ーと同じくらい目につきやすい場所にある立
派で華やかな階段を比較しました。4  最近訪
れたオフィスビルや病院を思い出してみてく
ださい。

エレベーターを避け階段を使ったでしょう
か。たいていの階段は見つけにくい所にあり
ます。重い鋼製のドアの後ろに隠れているこ
とも多く、階段自体がただのコンクリートのブ
ロックで、照明も足りず、汚くてじめじめして
暗かった、という印象を持った方もいるでしょ
う。表面的な問題にするつもりはありません
が、このように階段の見た目が悪いだけで
も、無意識のうちに使用を思いとどまってし
まうことは否めません。

これは階段 vs エレベーター、エスカレーター
に限った問題ではありません。廊下もまた往
往にして照明がお粗末で、単調なくすんだ茶色
やつまらないベージュに塗られています。ウエ
ルネス・アーキテクチャでは曲線と自然の動き
を取り入れたアイデアでこれに対抗します。自
然界で直線を見ることはほとんどありません。
樹木や河川、花 を々思い浮かべてください。露
出した美しい木目や不規則な美しいラインが
表面に見られる大理石、岩石も然りです。

ウエルネス・アーキテクチャでは廊下は水のよ
うに蛇行する曲線で設計されます。多くの場
合、自然光が入るようにしたり、自然を取り入
れたデザインの人工光で照らしたりします。ウ
エルネス・アーキテクチャの建築家は、植物を
貼り付けたリビング・ウォールや、毒素を吸収
する建築材料・塗料を使用するといったこと
に重点的に取り組んでいます。

既存の家屋やオフィスビルでもできることは
あります。スペースを整理整頓する、雰囲気や
色の異なる様々な観葉植物を床や机の上に
置いたり吊るしたりして飾る、座らず立ったま
ま仕事ができるデスクに切り替える、木や石
のような自然のままの質感や材料を選ぶ、心
を落ち着かせるアースカラーの色を塗る、窓
を開けて新鮮な空気を入れる、簡単に開けら
れるカーテンにして朝一番に全開にする、で
きるだけ屋外の環境を屋内に持ち込む、など
の工夫ができるはずです。

16

植物や空気清浄機を使って空気
の浄化を図ったり、もっとシンプル
に 。

つまり、階段と人の動きをスムーズ
に結びつけるだけでなく、歩いた
り、上ったりするのが楽しくなるよ
う、工夫をするのです。

4 Bassett, D R, et al. “Architectural design and physical activity: 
an observational study of staircase and elevator use in different 
buildings.” Journal of Physical Activity & Health, 
U.S. National Library of Medicine, May 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22975419.
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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。

© 2018 Lifeplus International

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

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。



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



2018 年３月/４月    |

この伝統的なインドのスパイスには抗酸化、
抗炎症、抗菌、抗真菌といった作用があり、免
疫力を高め、減量やアンチエイジングにも役
立ちます。1 

南アジアでは何世紀にもわたりアーユルヴ
ェーダでウコンの治癒作用が重宝されてき
ました。現代の研究者たちは、ウコンの健康
効果の大部分は植物性栄養素クルクミノイ
ドの一つであるクルクミンの効果だと考えて
います。ウコンの鮮やかな黄色もクルクミン
によるものです。

炎症は肥満や体の痛みから早期の老化や免
疫力の低下までとても多くの問題を引き起こ
します。関節炎にはこのウコンの抗炎症作用
が特に役立ちます。関節炎やその他の痛み
を伴う炎症性疾患の治療におけるウコンの
効果を調べた研究のメタ分析によると、通常
の治療薬との併用を推奨するに十分な証拠
があるとのことです。 3

ウコンは消化器系の健康と体重管理にも大
変役立ちます。インドでは伝統的に胃潰瘍や
胃腸炎の治療にウコンが使われてきました。
現代の研究では、ウコンに含まれるクルクミ
ンが体内の脂肪組織の増加を抑える効果が
あるため減量に役立つことも分かってきまし
た。4

また、胆汁の分泌を促して消化不良を改善し
ます。さらには血糖値を下げる働きもあるた
め、糖尿病患者にも役立ちます。5 

ウコンは抗菌、抗ウイルス、抗真菌特性を持
つスーパーフードです。実際に、ウコンの使
用が特定のウイルスを退けることを証明した
研究があります。6 また、複数の研究を再考察
した結果、胃潰瘍の原因となるピロリ菌のよ
うな一部の細菌感染の治療の一環としてウ
コンが効果を示したことも分かっています。
さらには、その抗真菌作用がカンジダ症の治
療にも一役買っています。7 

ウコンに含まれるクルクミンにはフリーラジ
カルの攻撃から体を守る働きがあります。そ
のため温かいウコン茶やウコンのチンキは
アンチエイジングに役立つと言えます。フリ
ーラジカルに対する抗酸化作用だけでなく、
細胞レベルでDNAを修復する働きがあるこ
とを示す研究結果もあります。 8

健康的に歳を重ねていくためには、前向きな
気持ちや心と体のつながりが欠かせません。
そのため、情緒の安定と心の健康は生き生
きとして充実した人生には必要不可欠なの
です。中国のトップクラスの大学における研
究では、ウコンの抗うつ作用や感情を安定さ
せる効果が示されています。 9

ウコンの粉末を温かいお茶やスムージーに
加えれば、簡単に普段の食生活に取り入れる
ことができます。温かい状態で、体によい脂
肪や黒コショウとともに摂取するとより効果
があるため、スムージーならココナッツオイ
ルをスプーン1杯、お茶なら低脂肪ではない
普通の牛乳を少し加えるとよいでしょう。この
ほか、溶かしバターに混ぜ入れて野菜にか
けたり、スクランブルエッグに振りかけたり、
新鮮なものをすりおろしてサラダの上に乗
せたり、あるいはショウガと黒コショウと一緒
にハチミツに混ぜて甘味料とするのもおす
すめです。そしてもちろん伝統的な使用法、
カレーもあります。カレー粉として売られて
いるものの中にはすでに多くのウコンが含
まれています。

19

今やインド以外の家庭でもおなじみのスパイスになりつつあるウコンは、内部がオレンジ色をした生姜
のような根茎で、粉末は赤みをおびた鮮やかな黄色をしています。 ウコンは根ではなく地下茎で、最近
ではスターバックスのラテやハーブティー、焼き菓子、ドレッシングに使われたり、サプリメントとして販
売されたりしています。人気が高まっている背景にはウコンの健康効果があります。

ウコン

ハーブとサプリメント

ウコン茶やウコンのチンキを摂取
すると、脂肪が細胞内に蓄積する
のを防ぐことで代謝を助けます。 

クルクミンの最も重要な効能は強
力な抗炎症作用と抗酸化作用で、
これは科学的にも証明されていま
す。2

1 Prasad S, Aggarwal B B. Turmeric, the Golden Spice: From 
Traditional Medicine to Modern Medicine. In: Benzie IFF, 
Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and 
Clinical Aspects, 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/
Taylor & Francis; 2011. Chapter 13.
2 Aggarwal, B B, et al. “Curcumin: the Indian solid gold.” 
Advances in experimental medicine and biology, 
U.S. National Library of Medicine, 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17569205.
3 Daily, James W., et al. “Efficacy of Turmeric Extracts and 
Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical 
Trials.” Journal of Medicinal Food, Mary Ann Liebert, Inc., 

1 Aug. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5003001/.
4 Ejaz, A, et al. “Curcumin inhibits adipogenesis in 3T3-L1 
adipocytes and angiogenesis and obesity in C57/BL mice.” The 
Journal of Nutrition, U.S. National Library of Medicine,  
May 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297423.
5 Nabavi, S F, et al. “Curcumin: a natural product for diabetes 
and its complications.” Current topics in medicinal chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26088351.
6 Narayanan, A, et al. “Curcumin inhibits Rift Valley fever virus 
replication in human cells.” The Journal of Biological Chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 28 Sept. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22847000.
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Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin.” 
BioMed Research International, Hindawi Publishing Corporation, 
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8 Krishnaswamy, K. “Traditional Indian spices and their health 
significance.” Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition,  
U.S. National Library of Medicine, 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18296352.
9 Liu, Chia-Yu, et al. “Antidepressant-like activity of turmerone  
in behavioral despair tests in mice.” BMC Complementary
and Alternative Medicine, BioMed Central, 1 Nov. 2013, 
bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
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自分自身を見つめるため、他者と積極的に
関わり合うためにはオンラインの世界との接
続を切る必要があります。なぜこれが重要な
のでしょうか。そしてどのように実行したらよ
いのでしょうか。

姿勢を改善
スマートフォンを見る姿勢は背中に重りを乗
せているようなものです。携帯電話の使用と
姿勢との関係を物理的に分析した研究によ
れば、携帯電話を見る時の一般的な姿勢は
首に60ポンド（約27kg）の負担がかかってい
るのと同じだということです。1 

よりアクティブに
当然のことながら、テクノロジーの使用が減
れば減るほど体を使った活動が増えることは
数々の研究で証明されています。2 テレビを
消して、あるいはチャットをやめて外に出か
ければ、体の違う部分を動かすことにつなが
ります。スーパーに出かけたり、ただ庭での
んびりするだけでも、親指でスワイプするだ
けよりは多くの運動になるでしょう。

より質の高い睡眠
日没後に浴びる光は全て人工的な光です。
日没後に一切照明器具を使わないというの
は現実的ではありませんが、夕食後や床に就
く数時間前からデジタル機器の使用を控え
るのは睡眠にとってよいことです。デジタル
機器の使用は特に男性に睡眠障害を引き起
こすという研究結果もあります。3

これらの機器から発せられるブルーライトと
呼ばれる光を浴びると、睡眠を促すホルモ
ン、メラトニンの生成が妨げられるのです。あ
る研究では参加者グループに1週間山の中
でキャンプさせ、この間電子機器を一切使わ
せませんでした。浴びた光は自然光だけで
す。その結果、参加者の体内時計が日の出、
日の入りのリズムに合ってきたとのことです。 

人との関わり
自分の愛する人 と々しっかり向き合いましょ
う。スマートフォンが初めて登場した時のこ
とを覚えていますか。当時は人と話している
時に携帯電話を見るのは失礼なことだと考
えられていました。今では講義やミーティン
グ、食事の間に静かに座って、あるいは人の
話を半分聞きながら携帯電話の画面を見て
いるのが普通になっています。しかし、オンラ
インの世界との接続を切れば、対人関係に
おいてより機知に富んだクリエイティブな自
分になることができます。会話はより自発的
に、創造的になるでしょう。誰かが、例えば 

「あのバンドのボーカルは誰だったっけ？」
と問いかけた時、グーグル検索してすぐに答
えを出す代わりに、間違っていてもみんなで
大笑いできる面白い答えが飛び出すかもし
れません。

ストレスの軽減
当然のことながら、テクノロジーの使いすぎ
はストレスの増加につながります。  そしてそ
れは多くの場合、自分では気づかないような
レベルでのストレスです。米国で行われた調
査では、テクノロジーがストレスの原因にな
っていると答えたのは対象者の4分の1以下
でした。しかしスマートフォンの使用によって
唾液内のコルチゾールが増えるということは
科学的に証明されています。  同様に、先に
述べたような睡眠不足、有意義な人間関係
の減少、運動不足、身体的負担などは一つだ
けでも十分な問題であり、複数そろえばかな
りのストレスとなります。

ネットで使われる「IRL」とは「in real life（現実の世界では）」という意味です。 これはオフラインで起き
ること、直接体験することを指し、オンラインの世界は完全に本物というわけではないことを示唆して
います。

デジタルデトックスで心身ともに健康に

家族の健康

テクノロジーのスイッチを切ること
で生身の人間同士ならではの関わ
り方ができるのです。
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clock to the natural light-dark cycle.” Current biology : 
CB, U.S. National Library of Medicine, 19 Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910656.
5 Thomée, S, et al. “Computer use and stress, sleep 
disturbances, and symptoms of depression among young 
adults–a prospective cohort study.” BMC psychiatry, 
U.S. National Library of Medicine, 22 Oct. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088719.
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では、どうすれば良いのでしょうか。調べ物も
娯楽も、インターネットに頼ることに慣れてし
まっている私たちにとって、接続を断つのは
大変難しいことですが、まずは毎日のちょっ
としたことから始めましょう。朝起きたらスト
レッチをしてシャワーを浴びるまでは携帯や
ラップトップを見ない、などです。

もっと集中的にデトックスをするなら、月に1
回携帯を持たずに（あるいは車に置いて）長
距離のハイキングに出かけてはどうでしょう
か。毎月、あるいは毎週、携帯、パソコン、テレ
ビを一切使用しない日を設けるという方法
もあります。努力なくしてできないことであ
り、その時は辛く感じるかもしれませんが、自
分自身や人間関係をよくするものだと思えば
きっとがんばれるでしょう。

食事中は例え一人きりだとしても手
元に携帯を置かないということを
検討してみてください。友達やパー
トナーと出かけるときは携帯を置
いていきましょう。

6 Choi, S, et al. “Real-time measurement of human salivary 
cortisol for the assessment of psychological stress using a 
smartphone.” Sensing and Bio-Sensing Research, Elsevier, 
Dec. 2014, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S221418041400021X#s0040.
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骨粗しょう症は、体が骨を再構築する過程が
骨量の減少に追いつかなくなったときに発
生します。スポンジの穴の部分が広がって、
本体が痩せていくような状態、と言ってもよ
いでしょう。

骨の健康は生涯大切にしたいものです。骨
は老後資金にも例えることができます。

骨粗しょう症を引き起こす要因はたくさんあ
ります。栄養面では、カルシウム、ビタミンD、
ビタミンK（特にビタミンK2）、マグネシウムと
いった基本的な栄養素の不足が関連します。
微量ミネラルでは、銅、亜鉛、マンガン、ホウ
素、ケイ素など、加工食品に不足しがちな成
分が充分に摂取できないでいると骨粗しょう
症につながる可能性があります。過度の飲
酒、喫煙、運動不足、さらには、コルチコステ
ロイドなど一部の処方薬も要因となり得ま
す。がんの治療薬もエストロゲンやテストス
テロンなど基本的なホルモンを阻害するタ
イプがあり、結果的に丈夫な骨の維持を難し
くしてしまいます。

女性ホルモンのエストロゲンは骨の健康に
深く関わっているため、閉経後の女性は合併
症に注意が必要です。男性もまた、加齢によ
って骨粗しょう症に悩まされる可能性があり
ます。女性の場合は、更年期の間に急激に骨
量が減少しますが、いずれは男性とほぼ同
等になります。 1

すでに高齢に達している場合は、バランスの
よい食事を心がけましょう。

たっぷりの野菜（特に緑の葉野菜）とヘルシ
ーな乳製品から、天然の栄養素をしっかりと
摂取してください。

骨の健康に着目する場合にまず気になるの
は、骨粗しょう症対策になるカルシウムのこ
とでしょう。もちろん、カルシウムは最も重要
な栄養素のひとつです。骨をつくるにも維持
するにも、カルシウムは欠かせません。カル
シウムの豊富な食品を毎日少なくとも3サー
ビングは食べましょう。食事では足りない場
合や、骨粗しょう症になった人、なりそうな人
には、サプリメントが役に立ちます。

ただし、カルシウムは単体では機能しませ
ん。ビタミンDの助けがないと、体はカルシウ
ムを吸収できないのです。ビタミンDは皮膚
を日光にさらすことで体内で産生されるホ
ルモンの一種です。一般的には、体内のビタ
ミンDのうち食品に由来するものはおよそ
10%程度です。とはいえ、緯度の高い地域で
暮らす人や、屋内にいることが多い人は、サ
プリメントでビタミンDを補給することを検
討したほうがよいでしょう。2 

骨粗しょう症の対策に有益でありながら、あ
まり知られていない栄養素もいくつかありま
す。骨の健康上は、ビタミンKとマグネシウム
も、カルシウムと同じくらい重要です。ビタミ
ンKは緑の葉野菜に最も豊富に含まれてい
ます。3マグネシウムはレンズ豆、豆腐、アーモ
ンド、ブロッコリー、ほうれん草から摂取でき
ます。4 こういった食品の多くがカルシウムの
良い摂取源ともなっていることにお気づきに
なったでしょう。 

それから、しっかりと体を動かしてください。
栄養が骨の健康に大きな役割を果たす一方
で、骨粗しょう症対策には加重トレーニング
が欠かせません。5 

骨が弱くなっていくことを考慮すると、転倒を
未然に防ぐことは重要です。ウォーキングや
軽いスクワット、足を大きく踏み出す屈伸運
動、ウエイトリフティングなど様々な方法で
体を動かしましょう。ヨガは関節にさほど負
担をかけることなく体を強化するので、すば
らしい選択肢と言えます。

さらに、ストレスを減らすようにしましょう。ネ
ガティブなストレスは私たちの体に様々な損
傷をもたらします。なかでも内分泌系（大半
のホルモンを司る）を刺激してコルチゾール
を分泌させるのが厄介です。コルチゾールは
俗にストレスホルモンとして知られており、
骨の健康にも害を及ぼします。6ですから、自
分に合ったセルフケアで心の健康を守るこ
とが体の健康につながります。

22

骨粗しょう症は骨が弱く脆くなる病気です。骨の構造自体が変わっ
て、 ひび割れ、穴だらけになった海綿やスポンジのようになってしま
います。

骨粗しょう症への自然な対処法 

家族の健康

若いうちから、骨の健康のための
努力を積み重ねていくことが重要
です。

健康のための多くのアドバイスの
基盤となっている食生活は、骨の
健康においても重要です。

筋力と柔軟性を高めるエクササイ
ズは、バランス調整能力につなが
ります。

1 Gennari, C. “Calcium and vitamin D nutrition and 
bone disease of the elderly.” Public health nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2001, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11683549.
2 Sunyecz, John A. “The use of calcium and vitamin D in the 
management of osteoporosis.” Therapeutics and Clinical Risk 
Management, Dove Medical Press, Aug. 2008, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2621390/.
3 Higgs, J, et al. “Nutrition and osteoporosis prevention for the 
orthopaedic surgeon: A wholefoods approach.” EFORT open 
reviews., U.S. National Library of Medicine, 23 June 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736622.
4 Welch, A A, et al. “Dietary Magnesium May Be Protective for 
Aging of Bone and Skeletal Muscle in Middle and Younger Older 
Age Men and Women: Cross-Sectional Findings from the UK 
Biobank Cohort.” Nutrients, U.S. National Library of Medicine, 
30 Oct. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29084183.
5 Han, L, et al. “Effects of weight training time on bone 
mineral density of patients with secondary osteoporosis after 

hemiplegia.” Experimental and therapeutic medicine, 
U.S. National Library of Medicine, Mar. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450926.
6 Chiodini, I, and A Scillitani. “Role of cortisol hypersecretion 
in the pathogenesis of osteoporosis.” Recenti progressi in 
medicina, U.S. National Library of Medicine, June 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18710063. 
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どんな子供にも、何かに集中したり熱中した
りすることはありますが、子供をもの静かで
考え深い存在とみなす大人はあまりいませ
ん。ところが現実には、物怖じしない子や気
性の荒い子もいれば、産まれながらに引っ込
み思案な子もいて、それぞれに異なる性質
を持ち合わせています。

子供は小さな科学者のようです。外の世界を
興味深く観察し、どのように機能するのかを
考えています。子供には面白くそそられる物
事に完全に集中する能力があります。

何かに集中し専念することは、子供が自信と
自己の健全な感覚を培い、学び成長する手
助けになります。

集中力は、大人にとってもマインドフルネス
（今現在の瞬間に集中して研ぎ澄まされて

いる状態）と同等です。この力は練習して育
む必要があるものです。マインドフルネスと
集中力は、喜びの感情で満たされる、学業の
成績が上がる、ストレスが減るなど、身体的
にも精神的にもすばらしい効果をもたらし
ます。 

それでは集中力を養う方法を具体的に
考えてみましょう。

子供には時間と空間の両方を与える必要が
あります。3歳児に自分で服を着ることや、大
人と同じ時間内に外出の準備を終えるのを
期待することはできません。期待する内容が
年相応の発達能力の範囲を超えないよう留
意しましょう。大人の目には集中力に欠ける
と映ることも、子供にとっては全くもって普通
であるということを忘れないで下さい。幼児
が手を使う作業をする場合、集中できるのは
5分から15分だと専門家は述べています。楽
しいことや慣れた作業と比べると、何かを克
服するような作業に集中できる時間は短め
になります。

マルチタスクは最小限に。一度にできること
は1つだけと思った方が良いでしょう。今日、
子供はテレビやコンピューターの画面、おも
ちゃの点滅するライトや大きな音にさらされ
ています。まるで社会が複数のタスクを同時
にこなす能力を子供にまで求めているかの
ようです。問題なのは、現代の大人がマルチ
タスクを求められていること、かつ、マルチタ
スクをこなす人は有能だと思われていること
です。言うまでもなく、研究ではマルチタスク
は集中力をそぎ、成果を妨げるということが
示されています。子供は大人がすることを観
察しながら多くを学んでいるので、時間があ
ちこちに分散し集中力が散漫になる様子を
目にしてしまうことは避けられません。あな
たは集中力がどのようなものかを子供に正
しく示せていますか。宿題のようなやるべき
課題がある場合は、意図的に時間と空間を
設けてみましょう。大きな作業や課題の場合
は、一つ一つ区切りをつけて進める工夫が必
要です。

子供といえば、たいていは嬉 と々して公園で走り回っている様子を思
い浮かべます。自分の子や孫なら、豊かな想像の世界を生き生きと
語り、何時間も遊ぶであろうことが手に取るように分かるでしょう。

集中力を養う

家族の健康

幼児が新しいおもちゃを信じられ
ないほど集中してチェックしている
のを見たことがありませんか。 

例えば、靴紐の結び方を学ぶ時
は、ひもを交差させて結ぶ、最初
のステップを練習することから始
めます。
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ひとつめの結びができるようになったら、次
に片方のひもで輪を作ってもう片方を下に
通す、といったように残りのステップに進み
ます。作業を一度に1つに制限するか、小さ
なステップに区切って進めれば、（大人にも
言えることですが）子供は重荷に圧倒される
ような感覚にならずにすみます。さらに、達
成可能な課題にしっかりと集中することによ
り生じる、小さな達成感や成功に注意を向け
させることになります。

エネルギーを発散する休憩も必要です。子
供の集中力に問題を感じてしまうのは、大人
が子供に多くを要求し過ぎて、適度な休みを
与えていないせいかも知れません。スカンジ
ナビア諸国で成果をあげているユニークな
アプローチをご紹介しましょう。

(思いがけない利点は、子供が外で遊んでい
る間、大人も後ろで同時に休憩できることで
す。終日交代しながら遊んでいる子供たちを
見守ることができます。)生徒たちは学校にい
る間このスケジュールに従い、顕著な結果が
示されています。教師なら知っていることで
すが、45分の授業の初めには子供は話しを
よく聞きますが、終わりに近づくと集中力が
散漫になります。それ自体はフィンランドの
子供に限ったことではありませんが、北米と
英国でこのアプローチを採用した研究で、肯
定的な結果が得られました。2 

生徒の認知能力は向上し、学校の環境にもよ
りうまく溶け込んでいました。フィンランド式
の導入により、ADDやADHDの治療に使用さ
れるメチルフェニデートなどの精神刺激薬
の処方が大幅に減ったことも報告されてい
ます。

ゆっくりと深呼吸をするのも有益です。息を
吸うこと、吐くことに意識を集めれば、次から
次へとせわしなく思考が動くのを抑えて、落
ち着いた気持ちを取り戻すことができます。
この方法を子供に教え、奨励しましょう。楽し
くない課題に直面しても、集中して取り組む
手助けとなります。不安を静めて、今現在、目
の前にあることに集中できるようにしてくれ
るでしょう。

フィンランドの公立学校では、45分
間の授業の後、ストレス解消のた
めの休憩時間を15分間、スケジュ
ールに組み込んでいます。1  

1 Walker, Timothy D. “How Finland Keeps Kids Focused 
Through Free Play.” The Atlantic, Atlantic Media Company, 30 
June 2014, www.theatlantic.com/education/archive/2014/06/
how-finland-keeps-kids-focused/373544/.

2 “The Role of Recess in Children’s Cognitive 
Performance and School Adjustment.” Educational 
Researcher, Jan. 2005, journals.sagepub.com/doi/
abs/10.3102/0013189X034001013?journalCode=edra.
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特定の体形や身体的特徴が単一の美の基準
とされた時代は過ぎ去りました。時の変遷と
ともに、女性は健やかさを中核に置きつつ、
美を複合的にとらえるようになっています。

変化はおそらく一部の大都市のヘルス＆ウ
ェルネス・スパから始まったと考えられます
が、その流れは各地へ広まり、地方でも人
気を博しています。また中国の鍼のように、
健やかさの真髄を世界の伝統から見出し、
美容に活用する動きも一般的になってきま
した。 

内なる精神を養い、エネルギーの循環を理
解し、ストレスを減らすといったコンセプト
も、美容に取り込まれています。内面の美と
いう概念は今や、化粧品や美容業界内でも
重視されています。従来の美容業界の在り方
は、美への希望を瓶に詰めて消費者に売る
というものでした。昨今の消費者がより全体
的なアプローチを望んでいることをメーカー
も認識しています。

体形についても同様に、単に痩せ細るので
はなく、引き締まった健康的な体をボディイ
メージに選ぶ女性が多くなっています。つま
り女性は、美は健康から生まれると信じ始め
ているのです。

美と健康が結びつくことは、誰もが直観的に
知っているはずです。女性にとって美を望む
気持ちは健康的なライフスタイル維持のよ
い動機となります。にべもない言い方です
が、虚栄心があってこそヘルシーな行動を起
こす気になるものであって、ヘルシーな行動
そのものに対する欲求はたかが知れていま
す。1とはいえ、美と健康を重視することはナ
ルシシズムとは大きく異なります。美しさは目
に見えるものだけではありません。音の響き
や触れた感触など、単なる外見を超えた要素
が複合的に関わって様々な感性に訴えて認
識されるものです。ウィンストン・チャーチル
が言ったように、虚栄心は欠点でありながら
多くの長所を伸ばすものにもなり得ます。

また、別の研究では、日光による加齢現象の
進んだ人々の写真を見せると、日焼け止めを
正しく使おうという気持ちにつながることも指
摘されています。3 こちらの研究では、皮膚が
ん予防に関するディスカッションをした場合と
も比較しており、見た目の問題の方が強い動
機付けになったことが明らかにされています。

ただ、美の探求が健康への意欲につながる
か、羞恥のメカニズムに変わってしまうかは
紙一重です。あくまでも現実的であるよう心
がけましょう。芸能人やインターネット上のち
ょっとした有名人に憧れることはあるかも知
れません。しかし、彼らの現在の立ち位置と
自分のスタート地点はそもそも一致してい
ないということを忘れてはいけません。

Instagram、YouTube、Pinterest などの投稿
は健康や美容に役立つアイデアとなり得ま
すが、理想と比較することで自分が劣ると感
じたり、達成不可能な目標を掲げてしまった
りと言った弊害が生じる可能性もあります。

26

美しさは内側から出てくるもの、とは古くから言われていることです
が、現代の化粧品、ヘアケア、スキンケア業界におけるマニフェストと
なりつつあります。これは、世界中の多くの女性が健康とヘルシーな
生活を美の概念と同等に結び付けて考えていることを示していると
も受け止められます。

内側も外側もヘルシーに

家族の健康

ある研究では、健康的な外見を望
む気持ちが、野菜や果物の摂取量
を増やす主な動機となっているこ
とが分析されました。2  

昨今のインターネットの普及で、フ
ィットネスの目標をネット上の誰か
に重ねる人が増えています。4

不健康な肌を化粧品で覆い隠す
よりも、肌そのものを健康にした
い、健やかな髪のためにビオチンや
MSM（メチルスルフォニルメタン）
のサプリメントを使ってみよう、そう
いった考え方をする人が増えてい
ます。  

1 Pan, W, and J Peña. “The Exposure Effects of Online Model 
Pictures and Weight-Related Persuasive Messages on 
Women’s Weight-Loss Planned Behaviors.” Journal of Health 
Communication, U.S. National Library of Medicine, 
Oct. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29020539.
2 Whitehead, R D, et al. “A randomized controlled trial of an 
appearance-based dietary intervention.” Health psychology : 
official journal of the Division of Health Psychology, American 
Psychological Association, U.S. National Library of Medicine, 
Jan. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23527517.

3 Tuong, W, and A W Armstrong. “Effect of appearance-based 
education compared with health-based education on 
sunscreen use and knowledge: a randomized controlled trial.” 
Journal of the American Academy of Dermatology, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24508292.
4 Simpson, C C, and S E Mazzeo. “Skinny Is Not Enough: 
A Content Analysis of Fitspiration on Pinterest.” Health 
communication, U.S. National Library of Medicine, May 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27326747.
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適度な範囲で道筋をつけるには、美容と健
康の両面に着目するアプローチが良さそう
です。喫煙者を対象としたある研究では、口
腔衛生と見た目の両面から喫煙を見直す試
みが行われました。5

誰かをお手本にしたい場合は、まず自分の
価値観と目標をよく把握してから、考え方や
目指しているものの似た人を一人か二人見
つけると、有用な発想が得られる可能性があ
ります。現実的な範囲で、自分にもできる、と
いう気持ちになれることがポイントです。目
標を共有できる人の成功体験を身近に目撃
すれば、自分もより美しく、健やかに暮らすこ
とができると思えるでしょう。

27

その結果、禁煙に対する意欲がよ
り明確になったことが報告されて
います。 

5 Semer, N, et al. “Development and evaluation of a tobacco 
cessation motivational program for adolescents based on 
physical attractiveness and oral health.” Journal of dental 
hygiene : JDH, U.S. National Library of Medicine, 2005,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16297311.
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新たな配合で加わったヒアルロン酸は、結合
組織を構成する重要な成分で、コラーゲンお
よびエラスチンとともに軟骨を形成し、関節
に伝わる衝撃を和らげ、関節の動きを滑らか
にする働きがあります。

ライフプラスのジョイントフォー
ミュラは、市販されているグル
コサミン関連商品の中でも、最
もユニークで完成度の高い製品
です。

関節を曲げ易く、自由に動かせるように！

ジョイント フォーミュラ
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脂肪との戦いが始まってから肥満が増え続
けているのは偶然ではありません。脂肪を食
べると体内に脂肪が蓄積される、という理論
は（今ではすっかり古びていますが）かつて
は定説でした。消費できるエネルギーを上回
る熱量の脂肪を摂取すれば確かに太ります
が、これは他の食品でも言えることです。とこ
ろが実際には脂肪を減らそうとするあまり、
バランスのとれたヘルシーな食事ができて
いない人が大勢います。

魚、アボカド、オリーブオイル、ココナッツオ
イル、フラックスオイル、紅花油、オーガニッ
クチーズ、ナッツ類といった食品は、健康的
な脂肪の優れた摂取源です。ただし、室温で
液体になっている油は、加熱しすぎないよう
注意が必要です。高熱になる調理にはココナ
ッツオイルか、バターやギーといった動物性
脂肪のみを使いましょう。飽和脂肪は酸化ス
トレスに強く加熱しても炎症を起こしにくい
安全な脂肪です。ただし、飽和脂肪を摂取す
るなら、そのエネルギーを消費できるアクテ
ィブなライフスタイルを実践していることが
前提となります。加熱するお料理にオリーブ
オイルを使うのは間違いです。室温で液状の
油（不飽和脂肪酸を含む油）は加熱すると急
速に酸化し変質してしまいます。 

脂肪との戦いを機に体重増加が広まったの
は、脂肪を除去し始めるとともに、何らかの
方法で風味を高めなければならない、と食品
メーカーが判断したためです。たいていは風
味を補うために砂糖が使われました。今では
あらゆる食品に種類や形態の異なる様々な
糖が使われています。体重過多で問題になる
のは、往々にして大量の糖分です。特に砂糖
と脂肪が組み合わさり、さらに塩が加えられ
ると、依存性の強いトリオになってしまいま
す。いわゆるジャンクフードは、糖分、脂肪分、
塩分が組み合わさった典型的な「くせにな
る」食品です。体重を管理したいなら、低脂肪
タイプの食品は避けて、ホールフードと精製
されていない炭水化物を活用し、日常的に体
を動かすアクティブな生活をしましょう。

ビジョンボードは自分の人生に望むことにフ
ォーカスを合わせるためのツールです。実際
にどんなものになるかは人それぞれで、特に
決まりごとはありません。雑誌の切り抜きを
コラージュにする人もいれば、黒板いっぱい
にポジティブな言葉を書く人もいます。コン
ピューター画面の壁紙を利用しても構いま
せん。どんな媒体でどのように表現するかは
自由ですが、手に入れたいもの、成し遂げた
いことにつながるメッセージでいっぱいにし
てください。健やかで幸せな暮らしをしたい
と願うなら、可視化は心理面のよい鍛錬にな
ります。ビジョンボードは、本当に望むことに
意識を集める画像や言葉を日に何度も目に
する場所に置くことで、気持ちがぶれないよ
うにするためのものです。ポジティブな方向
性を確かめる、その繰り返しが目標の達成へ
と導いてくれます。日常の思考をポジティブ
な方向性に合わせていくには、過去のすばら
しい経験を思い出させてくれるものも有効
な小道具になります。最高の休暇を過ごした
旅の搭乗券や、自然の美しさを思い出させて
くれる押し花も、あなたのビジョンを支えて
くれるでしょう。

セルフケアは自分の心と体と精神をケアす
ること、およびその方法や習慣を指す広い
意味を含む言葉です。あらゆる課題をこな
さなければない多忙な現代人にとって、セ
ルフケアはとても重要です。セルフケアその
ものを課題にしようとするのではなく、心地
よい気分になれる何かを習慣にする、とい
うつもりで始めるとよいでしょう。忙しくて
も週に一度1時間のマッサージを受けるの
をセルフケアにする人もいれば、いつもよ
り30分ほど早めにベッドに入って、心の落
ち着く本を読みながらゆっくりと体を休ま
せるのをリラクゼーションとしている人もい
ます。あるいは、会えば自分についても肯定
的な気持ちになれる、そんな友達と過ごす
時間をつくることもセルフケアになります。
セルフケアに絶対的な正解はありません。
自分がよい気分になれることなら、何でも
構わないと言えるくらいです。身体的にも精
神的にもより良い状態を実感できることが
ポイントです。仕事や家事で忙しい一週間
を過ごした後は、ちょっとしたセルフケアで
充電して、ポジティブな生き方を持続できる
ようにしましょう。 
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ビジョンボードとは何ですか。

セルフケアとは何ですか。どうす
れば自分にもできますか。

専門家 への質問

人体が最大限有効に機能するに
は、脂肪が必要です。 

太ってしまうのは脂肪のせいでし
ょうか、糖分のせいでしょうか。



アルギニンを主成分とするエクセ
ルは、体内の一酸化窒素が健康
的な水準で産生されるようサポ
ートし、アンモニアと乳酸の除去
を助けることにより筋肉疲労を
和らげ、免疫系の健康を支えつ
つ、酸塩基平衡を維持し、抗酸
化物質による保護作用も得られ
るよう考慮した配合になっていま
す。◊ 手軽に使えるパウダータイ
プで、無糖ながら柑橘系の風味
でおいしくお飲みいただけます。
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血液循環の促進に◊

エクセル™


