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健康のためにはどちらが
良いか
これは私が非常によく聞かれる質問です。例えば、
「オプションAと
オプションB、私に合っているのはどちらでしょうか」といったよう
に、二者択一のパターンが本当に多いのです。ウォーキングかランニ
ングか、1日3食か小分けに4～5食か、乳製品を選ぶなら全脂肪か低
脂肪か、そもそも乳製品を摂るべきかどうか、等々枚挙に暇があり
ません。
夕方をアクティブに過ごすかカウチに座って
過ごすか、という明らかに一方が健康的で他
方が不健康な問いでない限り、私の答えは
たいてい同じ、それはご本人にしか答えられ
ない質問ですよ、というものです。自分の体
に合っているかどうかを問うなら、その相手
は体の持ち主である自分以外にはないでし
ょう。
人は誰もがユニークで、ニーズもそれぞれで
す。可能な限りオーガニックか地元産の新鮮
で栄養豊富な旬の野菜と果物をふんだんに
取り入れて、ホールフードを中心としたヘルシ
ーな食生活をすること、日常的にしっかりと
体を動かすこと、ポジティブな心構えで健全
な心を保つこと、社会的なつながりを大切に
すること、以上のような広く汎用性のある大
まかなガイドラインはありますが、真に健や
かな暮らしとは何か、の具体的な内容は十人
十色です。
ですから、ある人がランニングかウォーキン
グかと尋ねている場合に、本人のかわりに他
者が答えるということはできないのです。運
動は楽しければ続けやすいのですが、どち
らをより楽しいと感じるかは本人が決めるこ
とです。また、今のライフスタイルに適してい
るか、体に好ましい反応があるか、も本人が
判断すべきことです。問いの着目点によって
は、答えが変わってくることもあるでしょう。
それぞれのプラス面とマイナス面をよく見極
めるために、お試し期間を設けて体と心の
声に耳を傾けてから決めてもよいのです。ま
た、食事と運動、趣味の効果を最大限に引
き出すには、生活に応じた変化も意識する
必要があります。70才になる私に今必要な食
事は、40才だった頃の自分のそれとは異な
ります。
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あなたの健康も、私の健康も、誰の健康で
あっても、個々のニーズと好み、制約などに
左右されます。好きなこと、楽しいと思うこ
と、いい気分になれるものも人それぞれです
し、同じ人でも時間の経過とともに変わって
いくものです。ポイントは、食べ物にしても、
アクティビティや人間関係にしても、楽しい
体験になるものを選ぶことです。そして、楽し
い経験がより健やかで幸せな暮らしを築い
ている喜びに注目して下さい。それを積み重
ねることで判断は簡単になりますし、より健
やかで好ましい物事が自然に引き寄せられて
きます。
ランニングかウォーキングか、野菜か果物
か、お茶かお水か、就寝を早めにするか遅め
にするか、といったように私たちは日々数え
きれないほど健康に関わる選択をしていま
す。迷ったときは、少し立ち止まって自分特有
のニーズや望むところをよく見極めれば答え
が出るはずです。自分の選択に満足したとき
の気持ちを想像するのも忘れないようにしま
しょう。どんな時も、直感があなたを導いて
くれます。やがて、自分にとって最もヘルシー
な選択が自然にできるようになるでしょう。
折に触れて意識的な決断を重ねていって下
さい。力と健康と創造性はそこから生まれる
のですから。

Dwight L. McKee
Scientific Director

最新ニュース
集中力と呼吸で心を研ぎ澄ます
認知機能の改善に呼吸法と集中力が役立つ
ことは以前から知られていましたが、
このほ
どようやく科学的に立証されました。脳内の
伝達物質ノルアドレナリンは挑戦や好奇心、
興奮、集中などが刺激となって分泌されます
が、集中的な呼吸法を行うことでその分泌が
促進されることが明らかになりました。
ノル
アドレナリンは脳内に新たな経路を作る上
でも有用です。年を重ねても明晰な頭脳と心
を持ち続けたい人の味方になるでしょう。5

運動で心臓を若返らせましょう。

自然は良薬になります。
1950年代以降、花粉症や喘息、食品アレルギ
ーが世界的に増えています。
その原因は腸内
環境の不均衡かも知れません。
こういった症
例の増加と屋外に出て自然の中で過ごす時
間の減少を関連付ける研究が発表されまし
た。煩わしいという軽度のものから命に関わ
る重度のものまで具体的な症状は様々です
が、外で過ごす時間を増やすことが予防策に
なる可能性が示されています。生涯を通じて
アウトドアに親しむことが体に良い理由がま
た増えたとも言えるでしょう。3

高齢になっても運動の習慣を保ち続けてい
る人は、同年代と比べて30年以上、心肺機能
と筋力の健康状態が若いそうです。応用生
理学の専門誌に掲載されたこの新しい研究
では、75才の人でも運動習慣で心臓血管系
の健康状態を40才とほぼ同等にできる、
と
報告されています。1

炎症対策にヨーグルト
炎症に対抗するには、
ヨーグルト
（とプロバ
イオティクスが豊富な他の発酵食品）に含ま
れる善玉菌が有益なようです。
イギリスの栄
養学の専門誌に掲載された研究によると、
日
常的にヨーグルトを摂取した人に慢性炎症
のバイオマーカーの低減が認められたとい
うことです。4

のどが渇いたら水をもっと飲み
ましょう。睡眠のためにもなり
ます。
ペンシルベニア州立大学が最近発表した
研究によると、8時間睡眠の大人と比べる
と、6時間睡眠の大人は脱水状態になって
いる確率が高いということです。8時間も眠
ることができず目が覚めてだるい時は、水
を飲む量を増やしましょう。
それでより長く
より良い睡眠をとり、疲れ知らずの快い朝
を迎えられる可能性があります。2

1
Gries, Kevin J., et al. “Cardiovascular and Skeletal
Muscle Health with Lifelong Exercise.” Journal of Applied
Physiology 125, no. 5 (2018): 1636-645. doi:10.1152/
japplphysiol.00174.2018.
2
Rosinger, Asher Y., et al. “Short Sleep Duration Is Associated
with Inadequate Hydration: Cross-Cultural Evidence from US
and Chinese Adults,” Sleep, , zsy210, https://doi.org/10.1093/
sleep/zsy210.
3
Cregan-Reid, Vybarr. “Allergies: The Scourge of Modern

Life?” The Guardian. October 20, 2018. Accessed December
16, 2018. https://www.theguardian.com/society/2018/oct/20/
allergies-the-scourge-of-modern-living-hay-fever-ashtmaeczema-food-peanuts-dairy-eggs-penicillin.
4
Pei, R., et al. (2017). “Low-fat Yogurt Consumption Reduces
Biomarkers of Chronic Inflammation and Inhibits Markers
of Endotoxin Exposure in Healthy Premenopausal Women:
A Randomised Controlled Trial.” British Journal of Nutrition,
118(12), 1043-1051. doi:10.1017/S0007114517003038.

5
Melnychuk, Christopher, et al. “Coupling of Respiration and
Attention via the Locus Coeruleus: Effects of Meditation and
Pranayama.” Psychophysiology. 2018;55:e13091. https://doi.
org/10.1111/psyp.13091.
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フィットネス

運動の習慣を取り戻すには
ふと考えてみれば、しばらく運動をしていない、という方でも、アク
ティブに体を動かしていた時期の心身の爽快さは記憶に残っている
はずです。頑張っていた時期もあったのに、いつの間にか遠のいてし
まったと感じている人は少なくありません。根っから体を動かすこと
が好きな人でも、時には停滞することがあります。ごく平均的な層で
は、運動というのは一時期打ち込んでも、そのうち続かなくなるもの
であることが多いようです。

怪我や多忙、経済的事情など、背景は様々で
すが、再び運動の習慣を取り戻そうとすると、
困難が伴いがちです。
ここでは、
アクティブな
生活習慣を軌道にのせるため、動機付けに
役立つアイデアをいくつかご紹介しましょう。
おそらく最初に考えるべきは、なぜ運動をや
めてしまったかを振り返ることです。最もあり
がちなのは時間的な制約ですが、時間を作
ることは本当に無理でしょうか。忙しすぎて、
と言いながらも、優先順位の付け方次第でど
うにかできた可能性はありませんか。運動を
優先するのは確かに簡単なことではありま
せん。寒すぎる、暑すぎる、他に迫られている
ことがある、運動するより朝半時間でもゆっく
り寝ていたい、などの理由で乗り気になれな
いのは、むしろ普通でしょう。
ちょっとした負
傷で休むことになった場合は、運動を再開し
ても大丈夫か、不安になっても仕方がありま
せん。産後の女性が体重を戻すのは容易で
はなく、新生児の世話をしながら、運動する
時間とエネルギーを見つけるのは大変なこ
とです。
それでも現実と向き合って、
自分にと
って何が動機となり、何が障壁となるのかを
知ることは大切です。
つまずきの原因だけでなく、
どんな方法なら
体を動かせるかも考えましょう。
自分が楽し
いと感じられる運動は何かを見極めるので
す。若い頃はよく走っていたけれど、最近はダ
ンスのレッスンや水泳の方が楽しい、
といっ
たように、好みが変わって行くこともありま
す。楽しんでできることなら、続けられる可能
性が高くなります。
「やるべき」
ことよりも、や
りたいことを選んで下さい。体を動かしてい
る間、
そして運動を終えた後の気分が舵取り
のヒントになります。
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再開にあたっては「スマート」
の法則を柱に目標設定をしま
しょう。S.M.A.R.T. は specific（具
体的）measurable（測定可能）
attainable（達成可能）relevant（関
連性）time-bound（期限）の５つの
単語の頭文字をとったものです。
運動を習慣づけることで、何を目指すかを具
体的にしましょう。
「ジムに通う」だけでは漠
然としています。
これを、毎週月水金に45分
ずつジムで運動する、
とすれば具体的になる
だけでなく、測定可能にもなります。なお、実
際に可能な範囲で目標を定めることも重要
です。1ヶ月で10キロ体重を減らしたい、
と思
ったとしても、ほとんどの人にとってこれは
非現実的です。無理をして健康を損ねてしま
う可能性すらあります。
ちょっと努力すれば
達成できそう、
と最初から思える水準で決め
ましょう。運動が目標の達成につながってい
るかも確認して下さい。
ジムに通うとして、
そ
れが目標達成に有効かどうかを見直すので
す。
目標が10kmランの完走だとしたら、
ジム
でトレーニングするよりも、
ランニングのクラ
ブに入ったり、近所の公園でジョギングをし
たりする方が適切かも知れません。最後にな
りますが、期限は達成度を確かめるために
も必要です。10週間のダンス教室を選んだ
場合は、少なくとも計8週か9週は必ず行く、
と
してもよいでしょう。
ウォーキングを増やすな
ら、歩行時間か距離を決め、1ヶ月を節目にど
の程度達成できたかを振り返るのです。
運動を再開する場合は、ゆっくりめのペース
を心がけるのもひとつのコツです。体力がピ
ークだった頃と同じ調子で復帰しようとする
と、かえってやる気を削がれるだけでなく、最
悪の場合は怪我をしてしまいます。以前は1
時間で8kmは歩けた、
という人なら、同じ距
離を歩くのに1時間半をかけるところから再
スタートするくらいでよいでしょう。
プールで
10往復泳いでいたとしても、当面はその3分
の1程度が目標として適切です。

思い通りに行かないことを受け入れる余裕
を持つのがポイントです。2週間ほどは全身
を強化することを意識してみるのもおすすめ
です。
ランジやクランチ、
イスを使った逆腕立
てなど、1日にほんの15分でも続けることで、
体のチューニングができます。
仲間やパートナー、
身近な人たち、パーソナ
ルトレーナーなど、他の誰かに決意を明言す
るのも動機付けに有効です。
次はもう諦めないようにしましょう。運動の習
慣を取り戻すことができ、
もう大丈夫だと思っ
ても、
この先何があるかは分かりません。思
わぬ怪我で休養せざるを得なくなったり、仕
事が一層忙しくなったり、他のことで自分の
自由になる時間が減ったりする可能性はあり
ます。鍵は、
できることを継続し、やめないと
いうことです。やるかやらないか、が問題なの
ではありません。短距離短時間のジョギング
でも、やらないよりはずっと良いのです。

出かける前の20分間、
自室で体を動かすだ
けでも、運動をやめてしまわずに済みます。

膝に問題がなければ、エレベータ
ーやエスカレーターのかわりに階
段を使うようにしましょう。車は建
物の出入り口から離れた場所に止
めれば歩く機会がつくれます。日
常のちょっとした習慣を変えるこ
とで、身体活動量は増やせます。

怪我をした人、特に高齢者は理学療法士に
相談することが望まれます。治癒を促し、
負
傷箇所を長期的に守るためのエクササイズ
や、再発を防ぎながらできることを教えても
らえます。体力は使わなければ失われます。
軽くで構いませんので体を動かし続けて下
さい。健康的な認知機能を維持するために
も、運動でアクティブな生活を続けることは
大切です。
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カラーセラピー
あなたの好きな色は何ですか。これまでに、好きな色が何度か変わ
ってきた、という方はいらっしゃいませんか。特定の色に魅力を感じる
ということには、何か理由があるのかも知れません。ウェルネスの世
界では色の力に着目したカラーセラピー、クロモセラピーというアプ
ローチが知られています。
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西欧では比較的新しいトレンドですが、
その
起源は古代哲学に遡ることができます。ヒン
ドゥー教の聖典から派生したチャクラの理論
は紀元前10世紀ごろから発展してきました。
また、色の力はチベット仏教や中国道教でも
早くから活用されており、古代ギリシャやエ
ジプトでも宗教的利用があったと考えられて
います。
心理学者のカール・ユングは、色を潜在意識
への鍵とし、特に心理学との関連において、
西欧のニューエイジの流れで色の力という
概念を医療に導入していきました。1

オレンジ

オレンジもまた自信をにじませる色で、成
功、勇敢さ、社交性と関連付けられています。
赤のような力強さと、柔らかな親しみやすさ
を兼ね備えており、エネルギーを増進し、気
分を改善してくれます。
オレンジは仙骨のチ
ャクラとも言われる第二チャクラの色です。
情趣と想像力、官能性、セクシュアリティに関
わっています。

カラーセラピーは色の力でより健
やかで幸せな状態を目指そうとす
るものです。幸福や調和を促進す
るために体の波長に色で働きかけ
るわけですが、このアプローチは
芸術性と科学性の両方を持ち合わ
せていると言ってよいでしょう。
色にはそれぞれに特定の振動周波がある、
という理論をベースに、
それに対応する心理
的・情動的状態を関連付けることで改善を目
指します。2
色の科学は様々な企業やマーケティング担
当者で意識されています。
それは、消費者の
選択に影響を及ぼす可能性があるからです。
また、建築家やデザイナーも色や光、質感を
駆使して、建物や空間からポジティブな印象
を引き出します。においと同様、色にも記憶
や感情を想起させる働きがあります。

赤

火と情熱の色、赤は、
自信のみなぎるパワフ
ルな色です。攻勢、激しさ、エネルギー、運
動、刺激といった意味合いも付随します。赤
は大胆に自己主張をします。成功や達成に
つながる色であることは、研究でも明らかに
されています。3 感激、愛、強さを表すととも
に、怒りや欲望とも関連しています。チャクラ
の教えによると、赤は基盤となる第一チャク
ラの色で、大地に根ざし、
自力で立つ力を示
しています。大地にしっかりと根を張るという
ことは、地球のエネルギーに支えられて、安
定感と耐久性のある基礎を作るということで
す。身体的には、炎症を象徴します。

黄色

黄色は快活さと高揚をもたらす色で、希望に
満ちた楽観主義を促進します。
スマイルマー
クの顔が黄色であることはすぐに思い当た
るでしょう。黄色は幸福感を想起させます。
ただし、
あまり魅力的ではない側面として、
嫉妬や臆病とも関連付けられています。黄色
は胴体下部からお腹あたりにある第三チャ
クラの色です。
このチャクラは、意志の力、認
知能力、知性を象徴しています。

緑

緑というと、環境や自然が連想されるでしょ
う。
それもそのはず、緑は自然と癒し、平和、
静けさを表し、調和のとれた、落ち着いた感
じを伝える色です。反面、緑には羨望の意も
含まれています。緑は心臓のある第四チャク
ラの色です。愛情、人間関係、絆を表します。

青

緑と同様、
自然を連想する色ですが、主に水
に関連しています。信頼、確かさ、友好、忠誠
を表す色で、ひんやりとした印象と冷静さが
感じられます。
デジタル機器の画面が発する
ブルーライトは、
夕方以降や就寝前には精神
衛生上好ましくありませんが、天然光に含ま
れる青い光には、不安をやわらげる作用があ
ります。4 青のマイナス面としては、抑うつや
悲しみといった感情に結びつけられることが
挙げられます。青は喉元の第五チャクラの色
で、真実と表現、
コミュニケーションを象徴し
ています。

1
John A. Grimes (1996). A Concise Dictionary of Indian
Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English. State University
of New York Press. pp. 100–101. ISBN 978-0-7914-3067-5.
2
Azeemi, Samina T. Yousuf, and Mohsin Raza. “A Critical
Analysis of Chromotherapy and Its Scientific Evolution.”
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol.
2, no. 4, 2005, pp. 481–488, doi:10.1093/ecam/neh137.
3
Elliot, Andrew J., et al. “Color and Psychological Functioning:
The Effect of Red on Performance Attainment.” Journal of
Experimental Psychology: General, vol. 136, no. 1, 2007, pp.
154–168, doi:10.1037/0096-3445.136.1.154.
4
Minguillon, Jesus, et al. “Blue Lighting Accelerates Post-Stress
Relaxation: Results of a Preliminary Study.” Plos One, vol. 12,
no. 10, 2017, doi:10.1371/journal.pone.0186399.
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紫

リラックスしたい気分なら緑が目に入るよう
にします。瞑想やスローなヨガでマインドフ
ルに過ごすには、緑色のマットを選ぶとよい
でしょう。心穏やかな状態に至るのを助けて
くれます。
あるいは、屋外に出て、緑豊かな場
所で樹木や草原の緑を満喫するという方法
もあります。

紫は豪華で気高い色です。聖書の時代には、
支配階級を表す色とされていました。青みの
ある紫は穏やかな印象で、痛みをやわらげ
る働きがあります。紫はまた、気まぐれを表
すこともあります。紫（もしくは紺）は第六のチ
ャクラにあたり、第三の目という概念に結び
ついています。直感、
そして知恵の象徴とさ
れています。第七のチャクラは紫とも白とも
言われ、高次の意識、魂、相互関係と関連づ
けられています。

インテリアにも色を上手に使い
ましょう。客間に紫を用いること
で、高級感を引き出すことができ
ます。ソフトな緑や青を寝室に使
えば、リラックスして就寝できそ
うです。

白

白は全ての色を内包した完璧な色です。白
い光はしばしばスピリチュアルなエネルギー
や体験に関連しています。
色は気分や思考、感情に影響を及ぼします。
参考に色の力の活用例をご紹介しましょう。

エクササイズには赤を着ると、
目標に向かっ
て進む気持ちを後押ししてくれます。
また、パ
フォーマンス向上に繋がる可能性もありま
す。

就職活動の面接には濃い青がお
すすめです。青は忠誠心と信頼感
を想起させる色で、気持ちを落ち
着ける作用もあります。
雨の日や寒い季節には黄色を着ましょう。暗
くなりがちな時も明朗快活に過ごせます。パ
ーティーを主催する際はオレンジ色でフレン
ドリーな印象を演出できます。
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色の科学に絶対的な規則はありません。色
によって体験がどう変わるか、楽しみながら
試行錯誤してみて下さい。
日頃から意識して
いれば、
自分が受ける影響も分かるようにな
ってきます。

プロアンセノルズ ®

100
酸化ストレスから身を守るために！◊

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。
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。

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。

© 2019 Lifeplus International
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ライフスタイル

こまめな休憩で生産性
アップ
「決断疲れ」という状態をご存じでしょうか。頻繁な意思決定を続
けていると、時間が経つにつれて、理路整然と決断を下すことが難し
くなっていくことを指しています。職場での長い一日を終えたあと、
夕食のオプション２つからひとつを選ぶことすら億劫になっていると
したら、それは決断疲れのせいです。1

決断疲れは珍しくありませんが、回避するこ
とは可能です。小休止をこまめにとって、脳を
リラックスさせエネルギーを補給する機会
をつくるようにしましょう。優柔不断な状態に
陥るのを防ぐだけでなく、
より良い意思決定
ができるようになります。
これは上司にとって
も家族にとっても好ましいことです。
長時間にわたり同じプロジェクトに関わって
いる時も認知面の低下に休憩が有効です。
同じタスクを何度も繰り返しているうちに困
難を感じるようになっていくのは、
あなただ
けではありません。決断疲れと同様、同じ作
業の繰り返しもまた、集中力の低下を生じ、
成果が上がりにくい状態を招きます。
科学者はこの現象を持続的注意力の減退と
とらえ、細部まで配慮が行き届かなくなるこ
とを指摘しています。
しかしながら、問題は集
中力が続くかどうかではありません。肝心な
のは、脳が休憩を必要としていることに気付
けるかどうかです。脳はごく短時間でも回復
させることができます。

ちょっと席を外して冷水器に水を
汲みに行く、オフィス内を少し歩
く、お手洗いに立つなど、ほんの少
しの切り替えをするだけで、注意
力と生産性を取り戻すことができ
ます。2

自分にとって有効な方法が同僚に
も有効とは限りませんが、休み時
間におすすめの有効性の高い活
動はいくつか存在します。
課題をクリアできそうにない時や問題解決
につながる創造力に欠ける時は、休憩を入
れて散歩に出かけましょう。
ウォーキングが
創造性を飛躍的に伸ばすことは、研究により
明らかにされています。
また、
その効果はウ
ォーキングを終えた後も持続するということ
です。3近所や公園を歩いているうちに、ふと
問題の解決方法を思いつくかも知れません。
デスクに戻ってもまだ効果は持続しています
から、
アイデアがあふれてくるでしょう。
歩く場所の選択によっては、出てくる答えが
違ってくる可能性もあります。環境から受け
る影響に着目した別の研究では、
どこを歩い
たかによって脳が異なる活動をしたことが判
明しました。
自然の中で歩いた場合は、
より
気持ちが落ち着く効果が認められました。街
道を歩いた場合は、脳が覚醒し活発に働く傾
向があったということです。4頭をスッキリさ
せたい時は、
どちらも効果的な方法となるで
しょう。
どんな体験を求めるかに応じて休憩
場所を選ぶのも一案です。

短い休みも長い休みも大事です。長期休暇
の重要性を軽視してはいけません。有休を使
うことを考えられないくらいストレスでいっ
ぱいになっている人はたくさんいますが、
メ
ールや着信履歴のチェックも含めて仕事か
ら完全に離れる時間は必要です。休暇中は
オフィスとの通信自体をやめて、長時間の仕
事で疲弊した心に潤いを取り戻して下さい。
真にくつろげる休暇を過ごせば、エネルギー
も気分や認知機能も復活します。5

休憩の方法はたくさんあります。何が正しい
か間違っているか、は一概に言えません。か
かりきりになっていたタスクや問題から少し
の間離れられることなら何でもよいのです。
1
Danziger, Shai, Jonathan Levav, Liora Avnaim-Pesso.
“Extraneous Factors in Judicial Decisions.” Proceedings of the
National Academy of Sciences Apr. 2011, 108 (17) 6889-6892;
DOI: 10.1073/pnas.1018033108.
2
Ariga, Atsunori, and Alejandro Lleras. “Brief and Rare Mental
‘Breaks’ Keep You Focused: Deactivation and Reactivation of
Task Goals Preempt Vigilance Decrements.” Cognition, 2011;
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DOI: 10.1016/j.cognition.2010.12.007.
3
Oppezzo, Marily, and Daniel L. Schwartz. “Give Your Ideas
Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative
Thinking.” Journal of Experimental Psychology: Learning,
Memory, and Cognition 40, no. 4 (2014): 1142-152.
doi:10.1037/a0036577.
4
Aspinall P., Mavros P., Coyne R., et al. “The Urban Brain:

Analysing Outdoor Physical Activity with Mobile EEG” Br J
Sports Med 2015;49:272-276.
5
Fritz, C., Ellis, A. M., Demsky, C. A., Lin, B. C., & Guros,
F. (2013). “Embracing Work Breaks: Recovering from Work
Stress.” Organizational Dynamics, 42(4), 274-280.

生産性低下の落とし穴は職場の外にも存在
します。
自宅での家事など家庭における役
割を果たす上でも同じことが起こり得ます。
私たちは往々にして、家族で過ごせる時間を
最大限有意義にしたいという思いからせっ
せと働き続けます。
でも、
自分自身をケアし
ていないと、家族との時間を有効に活用で
きなくなってしまいます。量より質を重視し
ましょう。
疲労の蓄積を感じたら、
日中の可能な時に
短い昼寝をすると、
コーヒーを飲むより健康
的に回復できます。
自宅で仕事をしているな
ら検討しやすいのではないでしょうか。

5分でも15分でもよいので寝て目を
覚ましたら、生産性も健康面でも
幸福感でもずいぶん違ってくるは
ずです。
日に何度か自分のために小休止を挟むこと
はわがままではありません。
オフィスの例の
ように、
ごく短時間で休憩をとることは可能
です。長期休暇を利用して日常から自分を切
り離すのが有益であることは確かですが、ほ
んの数分良書に触れたり静かな場所でお茶
を味わったりするだけでもリフレッシュにな
ります。
その後はどんなことにも上手に対応
できるでしょう。
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栄養

ホエイプロテイン
ホエイプロテインは牛乳由来のタンパク質です。ホエイはチーズやヨーグルトを作るときに分離する液体
で、乳清とも呼ばれています。牛乳に含まれるタンパク質は8割を占めるカゼインと、2割を占めるホエイ
の2種類あります（ちなみにヒトの乳の場合6割がホエイです）。ヨーグルトの蓋を開けたときに、表面に
水分が浮いているのを見たことはありませんか。それはまさにホエイ、乳清です。チーズやヨーグルトの生
産は古くから行われていますが、工場では製造過程上不要な副産物としてホエイを廃棄することが多か
ったようです。

9種類の必須アミノ酸をすべて含有するホエ
イは、完璧なタンパク源と言われています。
ア
ミノ酸には体内で合成できるものと、食品か
ら摂取しなければならないものがあります。
タンパク源となる植物性食品は多々あります
が、必須アミノ酸をすべて摂取できるものは
ないため、不完全とされています。
また、ホエ
イには分枝鎖アミノ酸が含まれています。分
岐鎖アミノ酸は筋肉の成長をサポートし、減
量を助ける働きがあります。

液体のホエイを粉末に加工して製
品化できるようになると、チョコレ
ート味、バニラ味、ストロベリー味
など風味をつけたプロテインが広
く市販されるようになりました。
ホエイプロテインを購入する際は、原材料表
示をよく見て、不要な糖分が添加されていな
いか確認しましょう。
ホエイプロテインは加工方法で主に3種類
に区別できます。濃縮ホエイはタンパク質含
有率70％で幾分かの乳糖を含んでおり、3種
の中では一番風味のよいプロテインです。分
離ホエイはタンパク質含有率が90％と最も
高いのが特徴ですが、濃縮ホエイなら含ま
れている他の栄養素はほとんど入っていま
せん。加水分解ホエイは消化吸収しやすい
状態になっているので、膨満感が気になって
いる方は試してみるとよいでしょう。1

1
Boirie, Y., et al. “Slow and Fast Dietary Proteins Differently
Modulate Postprandial Protein Accretion.” Proceedings of the
National Academy of Sciences, vol. 94, no. 26, Dec. 1997, pp.
14930–14935, doi:10.1073/pnas.94.26.14930.
2
Fitzgerald, R. J., and H. Meisel. “Lactokinins: Whey

ホエイプロテインは毎日の食生活に簡単に
加えることができます。数十グラム程度を運
動と組み合わせることで、効率よく筋肉をつ
ける効果が期待できます。当初はボディビル
ダーに人気がありましたが、最近ではベジタ
リアンのタンパク質摂取にもよく利用されて
います。魚や牧草飼育された家畜の低脂肪
肉などで健康的にタンパク質を摂取できて
いるなら、ホエイプロテインは必要ないでし
ょう。ベジタリアンでも乳製品を可としてい
るなら、肉に頼らずとも完全なタンパク源を
確保できるのは魅力的です。
また、全世界の
人口の3分の2は乳糖を消化できない（乳糖
不耐症）
と言われていますが、ホエイプロテ
インの乳糖は微量です。ホエイプロテイン
は、野菜や果物と一緒にスムージーに混ぜ
る使い方が一般的です。重度の乳糖不耐症
の人は、乳糖が1％に満たない分離ホエイを
選んで下さい。
タンパク質の豊富な食品は、食べ過ぎを防ぐ
上でも有効です。
それは、
タンパク質をしっか
りと摂取すると、満腹感が持続するからです。
ホエイプロテインはタンパク質が豊富なの
で、朝食に取り入れて日中の間食や過食を防
いでいる人もたくさんいます。
また、昼食と夕
食の間を乗り切るために、午後に簡単なスム
ージーにして飲むという方法もあります。
と
はいえ、本誌の断食の記事で触れているよう
に、
できれば食事を減らし、食べない時間帯
をなるべく長く設けるようにした方が健康に
はよいという考え方もあります。
Protein-Derived ACE Inhibitory Peptides.” Nahrung/Food,
vol. 43, no. 3, 1999, pp. 165–167, doi:10.1002/(sici)15213803(19990601)43:3<165::aid-food165>3.0.co;2-2.
3
Frid, Anders H., et al. “Effect of Whey on Blood Glucose
and Insulin Responses to Composite Breakfast and Lunch

ホエイの利点はタンパク質だけで
なく、血圧への作用からも注目さ
れています。
ホエイに含まれるラクトキニンというペプチ
ドは、天然のアンジオテンシン変換酵素阻害
剤として作用し、
ある種の降圧剤に相当する
効果をもたらします。2
ホエイプロテインのインスリン分泌を促す
作用を血糖値のコントロールに活用するこ
ともできます。3 ただしインスリン分泌の機会
はできれば最小限にとどめたいところです。
インスリンは生命維持に必要なものであり、
ブドウ糖を細胞に届けてエネルギーとして
使えるようにするために不可欠ですが、過剰
分泌は良くありません。
風味づけをしていないホエイプロテインな
ら、野菜や果物のスムージーに混ぜる他に
も、
クリーミーなスープやソースに加えてタ
ンパク質の摂取量を増やすことができます。
バニラ味のホエイパウダーは朝のギリシヤ
風ヨーグルトと相性抜群です。全粒粉のパン
やパンケーキ、
ワッフルを焼くときに生地に
混ぜ込んでもよいでしょう。ホエイプロテイ
ンはあらゆるベーキングに導入できます。黒
豆とアーモンドプードルのブラウニーにホエ
イプロテイン、
といったようなレシピにも挑
戦してみて下さい。可能性は無限大です！

Meals in Type 2 Diabetic Subjects.” The American Journal of
Clinical Nutrition, vol. 82, no. 1, 2005, pp. 69–75, doi:10.1093/
ajcn.82.1.69.
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断食の効果とは
断食を簡単に定義するなら、一定期間食べ物を口にしない、というこ
とになるでしょう。セレブやトレンドに散見される新しい流行のように
思われていますが、断食は様々な文化圏や宗教において何世紀も前
から行われていました。
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最近では、宗教的な目的に限らず、減量のた
めに断食に挑戦する人が増えています。90
代、ときには100才を超えても健康に暮らす
人の珍しくない「ブルーゾーン」に関する研究
は盛んに実施されていて、その内容は食生活
から運動、ライフスタイルなど多岐にわたり
ます。実はそんな研究者もあまり注目してこ
なかったことですが、ブルーゾーンの多くで
（主に宗教や伝統的習慣との関連におい
て）一定期間の断食が古くから行われていま
す。健康面を調査したところ、断食が健康状
態に寄与する点がいくつかあることも明らか
になってきました。

断食のルール

宗教的なしきたりは別として、健康のための
断食には明確な規定はありません。水を飲む
ことすら禁じる例もありますが、たいていは
水その他の飲みもの（コーヒー、紅茶、ハーブ
ティー）は許容されています。
「浄化」を目的
とし、食事はしないが果物や野菜のジュース
は飲んでもよい、とするやり方もあります。各
自の目的と体質に合った、効果的な方法でや
ってみるとよいでしょう。

空腹感について

断食を始めれば、当然、お腹がすきます。そ
れでも、2〜3日も断食をしていると、空腹感
は薄れてきます。それは体の代謝が変わり、
ケトン体（体脂肪の分解により作られる）を
消費するようになるからです。断食は万人向
けではありません。特に1型糖尿病のある方
が断食をする場合は、慎重な医学的管理が
必要になります。ダイエットがカロリー削減や
ある種の食品の制限をするのに対して、断食
は一定期間中、食べるということを一切しま
せん。経験者の中には、断食期間が終わった
途端に過食に走りたくなった、あるいは食べ
物への執着が深まった、と感じた人もいるよ
うです。一方、空腹感というものを再認識し、
食への執着について考え直した、という声も
聞かれます。

宗教との関連

安全性

概して健康な成人であれば安全な断食が可
能です。ティーンや子供は、肥満の治療の一
環として医師の監督の元に行う場合を除き、
やめておきましょう。また、妊娠中、授乳中も
断食してはいけません。特に妊娠中の断食
（およびケトン体ダイエット）は胎児の発達に
有害性があります。また、摂食障害（拒食症
や過食症など）の履歴のある人も、断食は避
けるべきです。体がきちんと機能するには、
然るべき栄養素が必要です。糖尿病の服薬
をしておらず、体重が比較的健康な水準で安
定しているなら、安全な断食を体験してみて
もよいでしょう。いずれにせよ、まず最初に医
療従事者に相談することが望まれます。

減量

断食はしばしば減量の手段と考えられます
が1、体を飢えに追い込むことと混同してはい
けません。空腹に伴う体のニーズを見直し、
代謝をリセットする機会として捉えてみて下
さい。理論的には、エネルギー源としてブド
ウ糖を燃焼するだけでなく、体内に蓄積され
た脂肪も燃焼できるということを体に教える
のが断食です。体脂肪を落とすという点で
は、一般的なカロリー制限よりも断食の方が
効果的だそうです。2 とはいえ、断食後に食べ
過ぎたり、非健康的な食事に戻ってしまった
りしてはいけません。

血糖値

断食が血糖値の制御に有効に作用すること
はすでに研究で示されています。科学者の説
では、摂取カロリーが激減すると糖代謝が盛
んに行われるため、と考えられています。2型
糖尿病では、単純なカロリー制限よりも断食
の方が効果的で、空腹時血糖値においてもよ
り良好だということです。3 ,4
ただし糖尿病だと血糖値が下がりすぎる可
能性（適切な処置ができないと危険）があ
り、糖尿病の投薬管理も重要なので、医師と
緊密に連携する必要があります。

断食は、仏教、キリスト教、ヒンズー教、イスラ
ム教、ユダヤ教など、多くの宗教において行
われています。ムスリムの人々は、ラマダンの
期間中（イスラム暦により毎年時期は変わり
ます）、日の出から日の入りまでの間、断食を
します。そして、日が暮れたら、お祝いのご馳
走を食べます。よって、1日のうち2時間だけ食
べるという食事制限と同等となります。

炎症

Tinsley, Grant M., and Paul M. La Bounty. “Effects of
Intermittent Fasting on Body Composition and Clinical Health
Markers in Humans.” Nutrition Reviews, vol. 73, no. 10, 2015,
pp. 661–674, doi:10.1093/nutrit/nuv041.
2
Varady, K. A. “Intermittent versus Daily Calorie Restriction:
Which Diet Regimen Is More Effective for Weight Loss?”
Obesity Reviews, vol. 12, no. 7, 2011, doi:10.1111/j.1467789x.2011.00873.x.
3
Barnosky, Adrienne R., et al. “Intermittent Fasting vs Daily
Calorie Restriction for Type 2 Diabetes Prevention: A Review of
Human Findings.” Translational Research, vol. 164, no. 4, 2014,
pp. 302–311, doi:10.1016/j.trsl.2014.05.013.

4
Arnason, Terra G., et al. “Effects of Intermittent Fasting on
Health Markers in Those with Type 2 Diabetes: A Pilot Study.”
World Journal of Diabetes, vol. 8, no. 4, Apr. 2017, p. 154,
doi:10.4239/wjd.v8.i4.154.
5
Faris, “Moez Al-Islam” E., et al. “Intermittent Fasting during
Ramadan Attenuates Proinflammatory Cytokines and Immune
Cells in Healthy Subjects.” Nutrition Research, vol. 32, no. 12,
Dec. 2012, pp. 947–955, doi:10.1016/j.nutres.2012.06.021.
6
Aksungar, Fehime B., et al. “Interleukin-6, C-Reactive Protein
and Biochemical Parameters during Prolonged Intermittent
Fasting.” Annals of Nutrition and Metabolism, vol. 51, no. 1,
2007, pp. 88–95, doi:10.1159/000100954.

1

断食には断続的なもの、日替わりで行うもの
など様々なタイプがありますが、いずれも体
内の炎症を抑える働きがあると考えられてい
ます。ラマダン中の人々の炎症について検査
値を分析したところ、1ヶ月に及ぶ断食の間、
抗炎症マーカーが最適化されていたことが
報告されています。5, 6
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断食の方法

認知機能

断続的に行う方法では、食事をする時間帯と
しない時間帯を分けます。16:8 の割合で、1日
のうち16時間を食事しない時間帯とし（睡眠
時間を含む）、残りの8時間の間で食事をす
る方法や、5:2 の割合で、1週間のうち5日間は
普通の食事をして、続く2日間の食事を1日あ
たり500カロリー（基本的な身体機能のため
に必要）に抑える方法などがあります。1日お
きに交互に断食する場合、1日目は高タンパク
食と水だけで500カロリーを摂取し、2日目は
好きなものを好きなように食べる、というサ
イクルを繰り返します。1週間のうち、1日か2日
ほど、24時間何も食べない日を設ける、とい
う方法もあります。本格的に検討する前に、
自発的に食事を抜いてみると、入門レベルの
断食が体験できます。断食とは文字通り、食
を断つことです。

高血圧や高脂血症（高コレステロール）は心
臓に負担をかけ、脳梗塞や心臓発作のリスク
を増大しますが、定期的な断食が心臓病に
関連するリスクの低減に役立つことが立証
されました。7 具体的な機序についてはまだ
研究中であるものの、専門家の間では、断
食により摂生が身につき、ライフプラス全般
がよりヘルシーになるため、と見る向きもあ
ります。
断食が脳の健康にもたらす利点についての
研究は、これまでのところ大半が動物を対象
としたものです。それでもアルツハイマー病と
の関連で期待のできそうな研究報告はいく
つか存在します。8 研究者はある種の神経
経路の老化の過程に着目して、断食とカロ
リー制限により老化が遅延されると考えて
います。

7
Horne, Benjamin D., et al. “Usefulness of Routine Periodic
Fasting to Lower Risk of Coronary Artery Disease in Patients
Undergoing Coronary Angiography.” The American Journal
of Cardiology, vol. 102, no. 7, Oct. 2008, doi:10.1016/j.
amjcard.2008.05.021.
8
Halagappa, Veerendra Kumar Madala, et al. “Intermittent
Fasting and Caloric Restriction Ameliorate Age-Related
Behavioral Deficits in the Triple-Transgenic Mouse Model of
Alzheimer’s Disease.” Neurobiology of Disease, vol. 26, no. 1,
2007, pp. 212–220, doi:10.1016/j.nbd.2006.12.019.
9
Fung, Jason. The Obesity Code, Greystone Books, 2018.
10
Longo, Valter, The Longevity Diet, Avery/Penguin Random
House, 2018.
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断食のやり方には無限のバリエーションがあ
ります。断食について相応の理解と知識を有
する医療従事者に相談することから始めまし
ょう。加えて、自分の今のライフスタイルをよ
く見極めて、具体的なやり方を決めて下さ
い。宗教的な断食の場合、多くは1日から3日
間ほどですが、数週間、1ヶ月かけて行われる
こともあります。どんな方法をとるにしても、
断食後に食べ過ぎてはいけません。

夕方6時以降は何も食べず、朝食の時間をな
るべく遅らせるようにするだけでも、断食の
効果は得られます。1日のうち2時間だけ食事
をして、それ以外には水しか飲まない、という
方法を一定期間続けて効果を実感している
人もたくさんいます。少量を頻繁に食べる、1
日に何度も間食する、という人は多いようで
すが、これでは高インスリン状態が慢性化
し、インスリン抵抗性が誘発される可能性が
あります。インスリン抵抗性は肥満の重要因
子で、肥満が長期化するとあらゆる慢性疾患
に繋がっていきます。また、加工食品や糖分
の多い食品を口にしていると、摂食亢進作用
のあるグレリンというホルモンの働きを狂わ
せ、慢性的に食欲がおさまらない状態になり
かねません。9
断食を模倣した新しいダイエットは、5日間低
タンパク、低炭水化物で微量栄養素をたっぷ
り摂取するというものです。南カリフォルニア
大学のヴァルター・ロンゴ博士の研究による
と、3ヶ月ごとにこの5日間の断食様ダイエット
を行うと、アンチエイジングに有効だという
ことです。また、減量や2型糖尿病、広範な慢
性炎症、自己免疫異常の改善にも定期的な
継続で効果が認められ、その後は四半期ご
とに行うと維持できることも見出されまし
た。10

フォーエバーヤング
タブレット
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。◊

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。
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！

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

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

ハチミツ
甘いものの好きな人はたくさんいます。ケーキにクッキー、キャンディー、チョコレートなど、贅沢な喜びを
もたらしてくれます。産業革命前までは甘い食べ物は珍しく、採集するにも栽培するにも多大な労力を必
要とする貴重なものでした。私たちの先祖はほんの少し前まで、甘いものを今のように簡単に、しかも満
足するほど口にすることはできなかったのです。

加工精製された砂糖がどこでも簡単に手に
入るようになった現代では、
それなりの理由
があるとはいえ、甘いものが悪者扱いされて
います。糖分に偏ったおやつには栄養価は
なく、精白糖の刺激で強いインスリン反応が
生じ、脂肪の蓄積が進むと警告されていま
す。
ところが全ての糖が同じというわけでは
ありません。精白糖のかわりに、加工処理の
度合いが低い、
デーツシュガー、
メープルシ
ロップ、ハチミツを少量使うことで、はるかに
健康的な食生活が楽しめます。

なかでもハチミツの利点は特に注
目されているところで、ビタミン・ミ
ネラル類はごく微量ながら、抗酸
化物質の効能が期待できます。1
この抗酸化作用はフラボノイドや有機酸に
よるものです。マヌカハニーや蕎麦のハチミ
ツのように、色の濃い高品質のハチミツは特
に抗酸化物質が豊富です。2
ハチミツには抗炎症作用もあります。
特に糖尿病を抱えている人（もしくはその予
備軍）は、砂糖の代替としてハチミツを控え
めに使ってみるとよいかも知れません。ハチ
ミツの抗酸化・抗炎症作用によって炎症が抑
制され、血中の感染症マーカーであるC反応
性タンパクが減少することも示されていま
す。3, 4

1
Ferreira, Isabel C.f.r., et al. “Antioxidant Activity of Portuguese
Honey Samples: Different Contributions of the Entire Honey and
Phenolic Extract.” Food Chemistry, vol. 114, no. 4, 2009, pp.
1438–1443, doi:10.1016/j.foodchem.2008.11.028.
2
Gheldof, Nele, et al. “Buckwheat Honey Increases Serum
Antioxidant Capacity in Humans.” Journal of Agricultural
and Food Chemistry, vol. 51, no. 5, 2003, pp. 1500–1505,
doi:10.1021/jf025897t.
3
Al-Waili, Noori S. “Natural Honey Lowers Plasma Glucose,
C-Reactive Protein, Homocysteine, and Blood Lipids in Healthy,
Diabetic, and Hyperlipidemic Subjects: Comparison with
Dextrose and Sucrose.” Journal of Medicinal Food, vol. 7, no. 1,

とはいえ、糖分であることには依
然変わりなく、血糖値にもインス
リン量にも影響は及びます。あく
までも、同量の砂糖との比較に
おいて悪影響が少ない、と捉えて
下さい。
ハチミツに含まれるポリフェノール類、なか
でもフラボノイドは心臓に良い栄養素です。
冠動脈疾患のリスクが懸念されている人々
が高品質のハチミツを摂取したところ、状態
が改善されたという報告があります。
この研
究では、血栓リスク低下、体内の血管収縮の
緩和、悪玉コレステロール (LDL) の酸化抑制
などにハチミツの作用を認めています。5
ある種の皮膚症状や傷、火傷にも、ハチミツ
の抗菌・抗炎症作用が働きます。

子供が1才以上であれば、お休み前の咳止め
がわりにハチミツが使えます。8 ハチミツで喉
をコーティングして、後鼻漏や上気道感染に
よる粘液の刺激を抑えるというわけです。な
お、ハチミツにはボツリヌス菌が潜んでいる
場合があるため、満12ヶ月に達していない赤
ちゃんには絶対に与えないで下さい。
ハチミツは環境に優しい食品です。特に地元
産の質の良いハチミツを選ぶことは、
ミツバ
チ保全の支援になります。
様々な健康効果のあるハチミツですが、高炭
水化物、高カロリー食品であることは事実で
す。一般的な砂糖やコーンシロップよりも甘
みが強いので、分量を減らして使うようにし
て下さい。糖分の摂取を控えるのは体に良い
ことです。料理に砂糖を加える必要がある時
や、甘みなしでは紅茶が飲めない場合は、少
量のハチミツで代替するとよいでしょう。

いくつかの研究では、中間層熱傷
の治癒を助ける上では従来の標準
的な治療法よりハチミツの方が優
れていると指摘されています。
さらに、感染のある手術創の治癒を補助する
ことを示すデータもあります。6 また、乾癬に
よる肌荒れの治療にも利用できるということ
です。7

2004, pp. 100–107, doi:10.1089/109662004322984789.
4
Bahrami, Mohsen, et al. “Effects of Natural Honey
Consumption in Diabetic Patients: An 8-Week
Randomized Clinical Trial.” International Journal of
Food Sciences and Nutrition, Nov. 2008, pp. 1–9,
doi:10.1080/09637480801990389.
5
Khalil, Ml, and Sa Sulaiman. “The Potential Role of Honey
and Its Polyphenols in Preventing Heart Disease: A Review.”
African Journal of Traditional, Complementary and Alternative
Medicines, vol. 7, no. 4, July 2010, doi:10.4314/ajtcam.
v7i4.56693.
6
Jull, Ab, et al. “Honey as a Topical Treatment for Wounds.”

Cochrane Database of Systematic Reviews, Mar. 2015,
doi:10.1002/14651858.cd005083.
7
Fingleton, James, et al. “A Randomised Controlled Trial
of Topical Kanuka Honey for the Treatment of Psoriasis.”
JRSM Open, vol. 5, no. 3, Mar. 2014, p. 204253331351891,
doi:10.1177/2042533313518913.
8
“Effect of Honey on Nocturnal Cough and Sleep Quality:
A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study.”
Pediatrics, vol. 130, no. 3, Sept. 2012, doi:10.1542/peds.
2011-3075d.
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幼年期から友情を育む
幼年期の友情は大きくなってからの友情と同じくらい大切です。他者
と助け合うことや仲間意識、互いにとって喜ばしい接し方はごく小
さな頃から学んでいく、ということを考えれば、基礎づくりとなる幼
年期はより重要と言ってもよいかも知れません。

実際には、
自然にお友達を作れる子供もい
れば、
ちょっとした手助けが必要になる子供
もいます。いずれにしても、子供たちがよき
友情を学べるよう、親としてサポートすること
は、安定した健全な人間関係を基盤とした心
豊かな将来につながります。
よちよち歩きの頃から10代全般まで、体験を
通じて友情を知ることで、生涯を有意義なも
のにすることができます。
それは友達とやり
とりしながら、生きていく上で欠かせないス
キルを身につけ、健全な自信と自己像を形成
することになるからです。
初期（７才くらいまで）の友情はしばしば利
便性によってもたらされます。具体的には、
年齢が近い、性別が同じ、生活圏が近い（家
が近い、保育所が同じなど）
といった要因に
左右されます。
自分の好きなおもちゃを持っ
ている子に近づいていくなど、友達との関係
はあくまでも自己を中心としたものですが、
これは自然で正常な初歩段階です。1この時
期に親ができることは、友達と接する場と機
会をつくってやるくらいです。
７才頃からは子供なりに互恵性に気づき、
自
分の行動が他者の感情に何らかの影響を及
ぼすことを理解するようになります。友情を
通じて共感を学ぶのもこの頃からです。例え
ば「その時笑っていたお友達はどんな気持ち
だったと思う？」
「お友達はどうして泣いたの
かな？」
「もしもそれが自分だったら同じ気持
ちになったかな？」
といった問いを投げか
け、会話をすることで、思いやりのある行動を
奨励しましょう。

1
Schwartz, Paul. “Child Behavior: The Importance of
Friendship.” Hudson Valley Parent. Accessed December 19,
2018. https://hvparent.com/importance-of-friendship.
2
Friedman, Matthew; Fortier, Nicole; Cullen, James. “Crime in
2015: A Preliminary Analysis.” Brennan Center for Justice at
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スマートフォンやゲーム、
コンピューターの
普及とともに、幼なじみと接する機会が減り、
家で孤立する子供が増えています。
また、誘
拐や犯罪が増えたことを心配する親が、地元
であっても子供たちだけで自由に出歩くこと
に難色を示す傾向も見られます。実は研究に
よると誘拐事件が大幅に増えたという訳で
はありません。2
スマートフォン、
コンピューター、
ゲーム、
テ
レビ、
その他の電子機器類の使用時間を親
が制限すると、子供たちが実際に会い外で
遊ぶ時間を増やすことができます。子供どう
しで協力し、楽しい遊び方を考える中で、友
情が築かれるだけでなく、脳も刺激を受けて
発達します。3ネット上でチームを組むゲーム
では協力することは学べない、
とまでは言い
ませんが、人間関係の面でも活動としてのク
オリティでも、質が異なります。全世代の遊び
方と現代の遊び方をバランスよく楽しむこと
が望まれます。
成長するにつれて、子供は一緒に過ごす相
手を自分の意思で決めるようになっていき
ます。
この時期は健康的で気立ての良い子供
と過ごすパターンを定着させることを重視し
て手助けをしましょう。特に10代に入ると学
業面でも社会面でも、友達の影響は大きくな
ります。
その影響は好ましいものもあれば、
そうでないものもあります。
もちろん、我が子
が友達に対して影響を及ぼすという逆方向
の作用も働きます。我が子が精神的に成熟し
た優秀な生徒として育っているなら、同様の
資質の萌芽を友達にもたらすことができる
でしょう。

New York University School of Law. 2015.
3
Livingstone, Bob. “Why It Is Important for Our Children to Have
Friends.” Mental Help: Early Childhood Cognitive Development
Language Development Comments. Accessed December 19,
2018. https://www.mentalhelp.net/blogs/why-it-is-important-for-

不安に悩みがちなティーンにとっ
て、安心して互いを受け入れられ
る友達の存在は非常に重要です。
大人になっていく間にも、友達の
ネットワークに支えられていくでし
ょう。
社会的孤立が精神的健康状態の乏しさに深
く関与していることは研究でも立証されてい
ます。友達の存在があるだけで健康が維持し
やすくなるというのは、いくつになっても同じ
です。4

our-children-to-have-friends/.
4
Yang, Yang Claire, et al. “Social Relationships and Physiological
Functioning.” Proceedings of the National Academy of Sciences.
Jan. 2016. 113 (3) 578-583; DOI: 10.1073/pnas.1511085112.

年齢や友情の深まり具合に応じて、親として
手本を示したり、励ましたりしながら、有意義
な人間関係を構築できるよう子供を導いて
やりましょう。
よその親と相談して子供を一緒
に遊ばせる時間を作る、
ティーンになって友
達について話す子供の聞き役になるなど、
友情を育むために、以下のような様々な手助
けができるはずです。
• 親が自ら友達との良好な関係を手本とし
て示す。
• 我が子の友達の名前と住所を把握する。
• 我が子にとって大事な存在となる子供と
の友情を奨励する。
• 我が子の個性と好みを尊重する。
• 家庭内の電子機器類の使用を制限する。
• 我が子とその友達と一緒に対話する時間
を作る。

初めてよその子と遊ぶ時から生涯
の親友に出会い付き合いを深め
るに至るまで、私たちは様々な人
間関係を通じて諍いや逆境に対
処する方法を学びます。

我が子には幼少期から健康的で幸せな友情
の大切さを教えてやりたいものです。好まし
い友情や仲間とのつながりは、困難を乗り越
える支えとなり、喜びを分かち合う人の輪を
作ることでしょう。
その礎こそ、値段のつけら
れない、親から子への贈りものなのです。
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白髪について — ウソか本当か
恐怖が髪を白くする、喫煙者は早く白髪になりやすい…いずれにしても遅かれ早かれ誰もが白髪になるこ
とは事実ですが、果たして世に言われることは正しいのでしょうか。以下を読み進めながら偽りから真実
を選り分けて、髪を健康に保ち、
できるだけ若く見せる方法を学びましょう。

白髪は避けられない、
ウソか本当か

本当
髪の色は毛包内で自然に作られる化学物
質、
メラニンにより決まります。
メラニンを作
る色素細胞は加齢とともに死滅していきま
す。
そうすると着色の度合いが同じではなく
なるので、毛髪の色はより薄くなっていきま
す。つまり銀色、灰色、
そしてメラニンが無く
なってしまうと白色になります。

毛包でメラニンの形成が止まってし
まうと、毛髪は再び有色で伸びる
ことはなくなってしまいます。
若白髪には何かしら外的要因が働いている
こともありますが、長く生きれば誰もが最終
的に白髪になる可能性はかなり高いと言え
ます。

ダイエットは白髪の発現に影響があ
る、
これはウソか本当か

本当
多数の研究によって、栄養素が白髪を作る決
定的要因となることが分かっています。
ある
特定の研究では、ビタミンB、葉酸、
ビオチン
の不足が若白髪を引き起こすとしています。1
もう一つ、白髪に関する研究ではないもの
の、鉄分、
カルシウム、ビタミンD3といった栄
養素と白髪の関連性に言及した研究もあり
ます。2

毛包がいったん色素の形成をやめ
てしまうと、二度と元には戻りませ
ん。健康的な食事を心がけても、
恐らく髪に色が戻ることはありま
せんが、明らかに若白髪を目立た
なくすることは可能でしょう。

1
Daulatabad, Deepashree, et al. “Prospective Analytical
Controlled Study Evaluating Serum Biotin, Vitamin B12, and
Folic Acid in Patients with Premature Canities” International
Journal of Trichology vol. 9,1 (2017): 19-24.
2
Bhat, Ramesh M et al. “Epidemiological and Investigative
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恐怖を感じると白髪になる、
これはウ
ソか本当か

ウソ
毛包でメラニンが形成されなくなると、
その
ままの状態が続きます。色を変える方法は染
めるしかありません。
ストレスのたまる出来
事や強い恐怖を感じることで白髪が増えると
はよく言われますが、
それよりもむしろ、白髪
は遺伝によって現れる可能性の方がはるか
に高いでしょう。
もしあなたの両親が年齢的
に早く白髪になったとしたら、
あなたもそう
なる可能性があります。3

ストレスは若白髪の原因になる、
これ
はウソか本当か
本当
何年も手に負えない子供達の世話に追われ
て白髪が増えた、
という話は、
あながち嘘で
はありません。
トルコで行われた近年の研究
は、若白髪に関連するリスク要因が数多くあ
ることを突き止めました。
これらリスク要因
の全てに共通していることは、
もれなく体内
の酸化ストレスの増加を引き起こす要因で
あることです。4なかでも主要なのは、長期に
わたる情緒的ストレスと生活習慣病です。

ヘアダイをし過ぎると白髪になる、
こ
れはウソか本当か

ウソ
たった一回のストレス過多な出来事でも白
髪になる、
という通説と同様に、生えてくる髪
がヘアダイによってその後ずっと白髪にな
る、
ということはありません。繰り返しになり
ますが、若白髪になるかどうかは遺伝子にか
かっています。ヘアダイでも強力過ぎるシャ
ンプーでもなく、
ストレスや恐怖でもありま
せん。ただし前述のように、慢性的な酸化ス
トレスは若白髪の原因となる可能性があり
ます。

タバコは白髪を誘発する、
これはウソ
か本当か

本当
ストレスや髪の美容に関することとは異なり
ますが、
タバコは若白髪を誘発する外因とな
ります。研究によれば、喫煙者は白髪の出始
めも早い傾向にあります。

その中でもある研究では、喫煙者
は非喫煙者より2.5倍も若白髪にな
る確率が高いということがわかっ
ています。5
たった一晩で白髪になることがある、
これはウソか本当か

長期ストレスにより急増するフリー
ラジカルが色素を形成する毛包を
攻撃し、若白髪を引き起こす、とい
うのは理にかなっています。

Study of Premature Graying of Hair in Higher Secondary
and Pre-university School Children” International Journal of
Trichology vol. 5,1 (2013): 17-21.
3
“Gray Hair Facts: What Causes Gray Hair?” WebMD,
www.webmd.com/beauty/ss/slideshow-beauty-gray-hair-facts.

ウソ
頭部には10万本から15万本もの髪の毛が生
えています。一本一本それぞれに生え変わる
サイクルがあり、だいたい1ヶ月に1cmの長
さで伸びています。
さらに、頭皮から一旦伸
びた毛は、
その色が変わることはありませ
ん。一晩で色が変わるとすれば、全ての毛が
一度に抜けて、
メラニン色素のない毛が一
斉に生え揃わないといけない、
ということに
なります。

4
Akin Belli, A., et al. (2016), “Risk Factors for Premature Hair
Graying in Young Turkish Adults.” Pediatric Dermatology, 33:
438-442. doi:10.1111/pde.12881.
5
Zayed, Ayman A., et al. “Smokers’ Hair: Does Smoking Cause
Premature Hair Graying?” Indian Dermatology Online Journal
vol. 4,2 (2013): 90-2.
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爪の健康
健康について考えるとき、爪が最優先となることはおそらくないでしょう。
マニキュアやネイルケアで通
常よりも丁寧に扱っている人は少なからずいますが、一般的には、時々爪切りをすればそれでメンテナン
スになる、という程度にしか意識されていません。実は爪が皮膚や髪と同様に健康全般のバロメーター
になり得ることはご存じでしょうか。

外皮系に属する爪は（皮膚、髪もそうですが）
体を第一線で外界から守るバリアです。保護
壁でありながら、
ある程度の透過性を有して
いる点も皮膚や髪と似ています。爪は主に
α-ケラチンと呼ばれる主要タンパク質でで
きています。

爪の変色は何らかの健康問題のサ
インです。爪が青みがかってきた、
あるいは血色がなくなってきた、と
いう場合は、指先に届く酸素が減
っていることを示しています。
その原因は、貧血（鉄分か血中のヘモグロビ
ンが不足している状態）かも知れませんし、
血液循環がうまくいっていない（部分的に血
流が滞っている状態）かも知れません。
爪に白い横線が現れるのは、栄養不足の兆
候と考えられます。
タンパク質や亜鉛が欠乏
すると、
ミュルケ線という帯状の変色が認め
られます。

赤い血の色の縞は、心臓に関連
する感染症のおそれがありますの
で、すみやかに医師の診察を受け
て下さい。
ただし、
ドアに指先を挟んでしまった、
あるい
は指先を強く何かにぶつけてしまった、
とい
ったような外傷の後に赤い筋が出てきた場
合は、
さほど心配することはないでしょう。
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とくに思い当たることがないのに
爪床の下が暗い色に変わってき
たら、すぐに病院へ。皮膚ガンの
可能性がないか診てもらって下さ
い。
半月状の白い大きな斑は腎臓か肝臓の不調
に関係していることがあります。高血圧や糖
尿などの持病がある場合は特に腎臓に注意
が必要です。腎臓の問題でなければ肝臓の
病気が疑われます。
爪の黄ばみは真菌感染が原因かも知れませ
ん。徐々に悪化していくのはその可能性が高
いとみてよいでしょう。

爪の質感にも健康状態が現れま
す。縦にでこぼこした筋が出てくる
のは、たいていは加齢によるもの
で良性です。波打ったような爪は、
乾癬か関節炎によるものと考えら
れます。
爪が乾燥して脆く割れやすくなることはよく
ありますが、たいていは外的要因によるもの
です。例えば、仕事でよく手を洗う看護師さ
ん、工具や重いものを扱う大工さんがそうで
すし、趣味でガーデニングをしている人、ネ
イルサロンによく行く人でもしばしば見られ
ます。

しかしながら、甲状腺機能の不均
衡で爪が脆くなる症状もあること
は知っておいて下さい。

爪の形もまた、体の不調を示すことがありま
す。指先がスプーンを裏返したような、
ある
いは太鼓のばちのような形状になってきた
場合は、肺疾患が関連している可能性があり
ます。

指先の異変に気が付いたら、病院
で原因を調べてもらって下さい。

スプーンのようなくぼみが爪にできる匙状
爪は鉄欠乏症か貧血が原因となっていると
考えられます。

爪の健康のためには、体によいタイプの脂
肪とビオチン、
コラーゲン、硫黄、
カルシウム
の豊富な食品を選ぶことが望まれます。脂肪
分たっぷりの天然魚、
オーガニックの卵、ほう
れん草、
ブルーベリーといった食品で栄養を
確保しましょう。
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スマートフォンの健康被害
を考える
あなたも身に覚えがあるはずです。家を出た後、手元に携帯がない
だけで不安になる気持ち。郵便受けを見に行ったり、落ち葉を片付
けに庭に出たり、そんなちょっとの間でも、すぐに取りに戻ったので
はありませんか。

肌身離さず持ち歩くことが普通になり、せめ
てすぐに手の届く範囲に置いていないと、何
かが欠けているような気がしてしまうほど、
携帯電話は私たちにとって密接な存在にな
っています。
大切な人との連絡だけでなく、予定や健康の
管理までできる多機能なスマートフォンはと
ても便利です。
でも、
そのデバイスの存在が
健康を害する原因となっているかも知れま
せん。
第一、人の手よりもばい菌だらけです。バス
の中、職場、寝室、
スーパー、
そしてトイレま
で、文字通りどこにでも持っていくだけでな
く、素手のように日に何度も洗うことはない
のですから当然といえば当然です。電話を丸
ごと洗うことはできませんので、除菌ティッシ
ュなどで毎日、
あるいは数日に一度は拭くよ
うにしましょう。1

特に赤ちゃんや小さな子供、お年
寄りなど、抵抗力の弱い人が身近
にいる場合は重要な対策になりま
す。

1
Koscova, Jana, et al. “Degree of Bacterial Contamination of
Mobile Phone and Computer Keyboard Surfaces and Efficacy
of Disinfection with Chlorhexidine Digluconate and Triclosan to
Its Reduction.” International Journal of Environmental Research
and Public Health, vol. 15, no. 10, 2018, p. 2238, doi:10.3390/
ijerph15102238.
2
Sharan, Deepak, et al. “Musculoskeletal Disorders of the Upper
Extremities Due to Extensive Usage of Hand Held Devices.”
Annals of Occupational and Environmental Medicine, vol. 26,
no. 1, 2014, doi:10.1186/s40557-014-0022-3.
3
Ali, Maryam. “Frequency of De Quervain’s Tenosynovitis and Its
Association with SMS Texting.” Muscle, Ligaments and Tendons
Journal, 2014, doi:10.11138/mltj/2014.4.1.074.
4
https://www.consumerreports.org/sleeping/blue-light-filter-onphone-computer-sleep-better/.
5
https://www.sciencenewsforstudents.org/article/eveningscreen-time-can-sabotage-sleep.
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姿勢が悪くなっていませんか。携帯でメッセ
ージをやりとりしたりネットサーフィンをした
りする間は猫背になりがちです。携帯の画面
を見ている時、首の角度は不自然な状態に
なり、
これが健康に悪影響を及ぼすことがあ
ります。
ラップトップやコンピューターでも猫
背になりますが、携帯の画面を見る頻度を考
えると、筋肉や靭帯、脊椎にかなりの負担を
敷いていると言えます。背筋を伸ばすには、
フォームローラーが利用できます。
ローラー
の上に疲れの溜まった場所をのせて、
コリを
ほぐしましょう。
もしくはヨガのコブラのポー
ズや上向きの犬のポーズも効果的です。
スマートフォンの使いすぎは首や肩に負担
になるだけでなく、上半身の歪みの元にもな
ります。2 しょっちゅうメッセージをしていると
特に、痛みを生じやすくなります。3 テキスト
メッセージのかわりにボイスメッセージを使
うことも検討してみて下さい。
携帯電話は睡眠の妨げとなります。
デジタル
画面のブルーライトは、特に日没後、体に悪
影響を及ぼします。
それは睡眠の過程として
必要なメラトニンの産生と利用をブルーライ
トが邪魔してしまうからです。ヒトの体は何
千年も前から日の出、
日の入りのサイクルに
適応してきました。人工照明が普及するよう
になってからバイオリズムが若干変化したこ
とは考えられますが、
デジタル画面が発する
光はもっと体に悪いものです。
テレビやコン
ピューター、
スマートフォンなどの画面から
出る光にはブルーライトが含まれていて、
こ
れがメラトニンを阻害するのです。長期的使
用の影響が検証しきれていない強力な睡眠
薬の処方に依存している人は、広い範囲で
増えています。

波長の短いブルーライトに起因する睡眠障
害対策として、
スマートフォンやコンピュータ
ー、
スマートテレビの色設定を調整するとい
う方法が可能です。
夕方以降、青色光を減ら
し、
オレンジ色がかった光に変えて、
ブルー
ライトの影響を緩和することができます。4 ブ
ルーライトをブロックするメガネも市販され
ていて、通常使用しているメガネの上からか
けられるものもあります。効果のほどは差が
あるようですが、
夕方以降デジタル機器を使
う際に併用できます。一番望ましいのは、携
帯電話を寝室に入れないことです。枕元に置
かないだけでも違ってくるでしょう。
また、就
寝前は2時間以上、画面を見ずに過ごして下
さい。5 夜中に大事な電話が入るのが気にな
るようなら、着信音を大きめにしておけば離
しておいても聞こえます。
目覚ましには携帯
のアラーム機能ではなく、光を発しない時計
を使いましょう。
携帯電話のリスクの最たるものは、ながら運
転です。多くの自治体が運転中の携帯使用を
禁止しているのは、公衆衛生上の重大リスク
とみなされているためです。
ナビゲーション
システムさえ
（事前に設定を済ませている場
合は許容されますが）運転中に触ってはなら
ない、
としている所もあります。通話やテキス
トはもちろん、ボイスメッセージも不注意の
元となり、安全運転を妨げます。

生死に関わる大問題ですから、運転中に携
帯電話を手にしないことを自分に誓うだけ
でなく、周囲の人にもそうするよう奨励するく
らいの心構えで法令を遵守して下さい。
携帯電話使用中の無線周波エネルギーの長
期曝露が健康にもたらす影響についてはま
だ科学的に一致した知見はなく、市場の巨
大さを考慮しても、すぐに結論は出そうにあ
りません。
それでも念のため、曝露を控える
工夫として
（特に子供のために）
できることは
たくさんあります。
物理の法則としてひとつ確かなのは、可視光
線や赤外線、紫外線、
ラジオ電波、電子レン
ジ、X線、
ガンマ線などあらゆる電磁波におい
て、放射エネルギーは発生源からの距離の2
乗に反比例する、
ということです。

詳しいことは分からなくても、少し
離すだけでエネルギーの影響力は
かなり弱まる、と覚えておくとよい
でしょう。ですから電話を耳元に構
えて通話するよりスピーカー機能を
利用した方が安心です。

以上の様々な問題は、携帯電話の使用を減
らすことでほぼ解決できます。
とはいえ、
それ
が難しいと感じる人もいるでしょう。
まずは自
分がスマートフォンをどのように使っている
かをよく見直すことです。
そして、文明の利器
がもたらす悪影響に対してできることを考え
てみて下さい。
スマートフォンを安全に使うためのヒント

体に密着させないホルダーやバッグに入れ
て持ち運ぶなどすることで、携帯電話に由来
する無線周波エネルギーの長期的影響を大
幅に低減できます。子供の頭蓋骨は大人より
はるかに薄い（年齢に反比例）ので、耳元で
携帯電話を使用する危険性は大人の場合よ
りも大きなリスクが懸念されます。子供が小
さいうちから予防策を教えることが大切で
す。
また、通話の必要がない時は機内モード
に設定しておくという方法もあります。特に
夜間、寝室にしか置き場所がない場合には、
アンテナ機能をオフにして基地局との通信
を切り、無線周波エネルギーの発生を防ぐこ
とができます。

持ち運ぶときも体に密着させないこと。
通話が終わったら機内モードに設定しておく。
寝室で使わない。
長時間連続で画面を見ない。
使用時の姿勢に注意する。
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Biotic Blast

™

毎日の習慣で善玉菌をしっかり増やして、より健やかに、幸せに！ ◊

よいものをたっぷりと…

ライフプラスのバイオティックブラストは、科
学的データを精査のうえ、特性や機能の異な
る14の菌株に由来する100億もの善玉菌を配
合しています。消化酵素の正常な働きと代謝
エネルギーの産生を考慮して、カルシウムも
加えました。◊
体のバランスを調整して、より健やかで幸せ
なライフスタイルを手に入れて下さい！

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。
© 2019 Lifeplus International
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◊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。

専門家 への質問
抗酸化物質が重要な理由とは
フリーラジカルによる酸化から守る働きがあ
る抗酸化物質の摂取は健康にとって重要だ
と言えます。
フリーラジカルは大気汚染、喫
煙や飲酒、
きちんと洗っていない食べ物など
から体内に入り込みます。過度なストレス、
特に運動のし過ぎなどにより、体内でも生成
されます。
またフリーラジカルは健康的かつ
自然なものであり、代謝により必然的に派生
する副産物です。
自然に生成されたフリーラ
ジカルは、抗酸化物質の豊富な新鮮な野菜
と果物を多めにとる健康的な食事で相殺さ
れるのが理想的です。
しかし、体内で生成さ
れるフリーラジカルが、利用可能な抗酸化物
質（体内で生成されるものと食事から取れる
もの、
どちらも含む）
を上回ってしまう
と、DNA、
タンパク質や脂質をひどく損傷して
しまうことになります。
この損傷は、最終的に
は老化現象や変性疾患をもたらす大きな原
因となります。

この損傷は、最終的には老化現象
や変性疾患をもたらす大きな原因
となります。
いずれにしても私たちみんながやるべきこと
ですが、新鮮な野菜と果物をもっと多く食べ
て、
これら損傷から守ってくれる抗酸化物質

引き寄せの法則を使って健康に
なることはできるでしょうか

を増やしておきましょう。野菜と果物はアス
コルビン、
カロチノイド、ポリフェノールなど
天然の抗酸化物質の主要な供給源であるか
らです。推奨されている果物と野菜の必要
量、1日5サービングを食べているのはアメリ
カ人のたった9%と推定されています。食生
活を整えれば、健康を改善しフリーラジカル
による損傷から体を守れる可能性が高くなり
ます。1多くの議論を引き起こしていますが、
抗酸化作用のある様々な天然の微量栄養素
（特にポリフェノール）
をサプリメントで補
えば、超過した酸化ストレス
（フリーラジカル
の超過）
とのバランスをとることができる、
と
いう十分な証拠もあります。
しかし、サプリメ
ントでの栄養補給は健康的な食事の代わり
にはなりません。

引き寄せの法則であれ、
自己達成的予言や
ポジティブ思考であれ、発想は同じです。人
生のあらゆる面でポジティブな物事にフォー
カスを合わせるよう脳を訓練すると、
より好
ましい物事や人、体験、状況が引き寄せられ
てきます。
これは体力づくりや健康維持にも
当てはまります。年を重ねるほどに若々しく
生きるためには、思考が強力なツールになり
ます。ポジティブな思考パターンを作る習慣
は不可欠です。人生に望むことに意識を集め
て、ネガティブな人や状況を呼ぶような邪魔
な思考を寄せ付けないようにしましょう。健
やかで幸せな望む生き方をしたければ、
ビジ
ュアライゼーション、可視化も強力な思考ト
レーニングになります。意識を集中するため
に、ビジョンボードを利用する人もいれば、
日記で思考をたどる人もいます。
また日に何
回か、内にある感情に目を向けることを習慣
にしている人もいます。引き寄せの法則でよ
り健やかで幸せな、豊かな暮らしへ近づいて
いく上で、唯一の正解というものはありませ
ん。
目標に向かって、前向きに歩み続けられ
るという点がポイントです。
どんな自分であ
りたいかを頻繁に思い描きましょう。やがて
その通りの人になることができます。

クラッシュダイエットは安全か
クラッシュダイエットとは短期間で体重を減
らす激しいダイエットです。健康維持のた
めには最良の方法ではない、
とされていま
す。
クラッシュダイエットは健康上の不安を
もたらすリスクが高くなります。
クラッシュダ
イエットでは体重増減が起こりやすくなり、
ひいては死亡リスクを高めます。2 体重増減
とは、短期間で急に体重を落としても、反動
で以前の食習慣を取り戻し、ゆっくりと再び
体重が戻るリバウンドの現象です。
それより
も、加工していない自然のままの新鮮な食
材で調理した自家製の料理を食べ、平日は
毎日運動をする、
というような全般的にヘ
ルシーなライフスタイルを取り入れる方が
はるかに賢明です。
ライフスタイルを改善
してもクラッシュダイエットのようにすぐに
結果が出ないと言って落ち込んではいけま
せん。即効性はありませんが、持続性に優
れた方法なので、長期的には安定してより
健康になることができます。
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デイリーバイオベーシックス
ライト™
デイリーバイオベーシックス ライトは、健康を総合的
に維持する為に必要な飲み物です。

心身ともにベストな状態で1日を
過ごす為に必要な、ビタミン、ミ
ネラル、及び繊維質がバランスよ
く配合されています。
次世代型のデイリーバイオベーシックス ライ
トは、改良された繊維質の混合により、味及
び製品に素晴らしい成果を生み出しました。
新たに開発した特別な製法により、スムーズ
で、なめらか、クリーミーなデイリーバイオベ
ーシックス ライトをお楽しみください 。

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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