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例えば、幅広い種類の新鮮な野菜と果物を
食べることの大切さ。	今この文章を読んで
いるあなたなら、数えきれないほど見聞きし
た言い回しでしょう。体内のあらゆる機能を
最大限に働かせるには、多種多様な栄養素
が必要です。多様性の利点は食生活上でも見
逃せません。

この雑誌が楽しいのも、幅広いトピックを網
羅しているからです。これもまた、多様性の成
せる業と言えるのではないでしょうか。	この
雑誌ができるまでに関わる人々も実に多様
です。原稿を書く人、編集をする人、印刷を担
当する人などなど、一連の流れの中に様々な
人が関与しているからこそ、優れた出版物が
完成するのです。もしもたった一人の人間が
作ったとしたら、トピックの幅も読者層も限
られたものになったことでしょう。

一方、私自身は個性を堂 と々は出しにくいタ
イプです。他とは違う存在として目立つこと
に気後れしますし、居心地悪く感じてしまい
ます。しかし、そこでがんばってみる価値が
あることも確かです。誰かに言われたからで
はなく、自分で何かを達成したときの充実感
は、ひとしおです。

本誌の編集会議にも、個性豊かな人たちが
集まります。そして、ひとりひとりがユニーク
な存在でありながら、同じ情熱を共有してい
ることを感じます。全員がそれぞれに際立つ
存在であれば、誰か一人が悪目立ちするこ
とはありません。さらに、誰もが個性を発揮
できる場では、何でも成し遂げられると思う
のです。10ページの記事にあるように、あな
たも自分らしい個性の花を咲かせてみませ
んか。

多様性について考える
今回掲載した記事には、自分らしさの重要性と多様性の利点をテーマ
にしたものがあります。この記事を読みながら、多様性について私も
自分なりに考えてみました。ありのままの自分を表現できることが重
要なのはもちろんそうですが、多様性の意義は生活のあらゆる面に当
てはまると思うのです。
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最新ニュース
ランニング

筋肉増強

ランニングはお腹周りの贅肉を減らすだけ
でなく、悪玉コレステロールの量も減らして
くれるそうです。クーパー・クリニックのエア
ロビクス・センターにおける縦断的研究とサ
ウスカロライナ大学公衆衛生アーノルド校
で行われた研究を分析した結果、1週間あた
り、中程度の運動なら150分間、激しい運動
なら75分間をこなすと、加齢に伴うLDLの増
加傾向を遅延できることが明らかになりまし
た。平日に30分のウォーキングを習慣とする
だけでも、この老化現象を15年も遅らせるこ
とができるということです。	

食習慣の健康度は誰と食事をするかによっ
ても変わってくるそうです。ニュー・サウス・ウ
ェールズ大学の最近の研究によると、一緒に
食事をする相手が小食だと、本人の食事の
量も減る傾向があるということです。これは、
心理学でモデリングと呼ばれる社会的観察
学習によるものと考えられています。	

お腹が空いて仕方がない時に何か食べるな
ら、	ナッツがおすすめです。小さな実には、
体によい脂肪と繊維、タンパク質がぎっしり
と詰まっていて、過食のもとになりがちな強
い空腹感を抑えてくれます。ピスタチオなど
のナッツ類は心臓の健康によい抗酸化物質
が豊富で、空腹を抑えつつ体を守る栄養が
摂れる、おいしいおやつになります。

夜の歯磨きは何時ごろにしていますか。	信じ
がたいかも知れませんが、新しい研究による
と、毎晩、寝る前の衛生習慣を一定に維持し
ている高齢者は、時間を特に決めていない
場合よりも良質の睡眠がとれていることが分
かりました。年を重ねるほど睡眠の質は落ち
ていく傾向がありますが、好ましい習慣を維
持することが毎日のリズムを整えます。

筋肉をつけたいなら、ウエイトリフティング
にこだわらないほうが良いかも知れませ
ん。科学雑誌	PLOS	ONE	に掲載されたある
研究では、循環系を鍛える運動が筋肉増強
を促進すると報告されています。一種類の
運動ばかり続けるのではなく、タイプの異
なる運動をバランスよくこなすほうが体に
よい、という説がまた裏付けられたと言え
るでしょう。

ちょっとしたおやつには

睡眠の質

誰と食事をするか
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水をかいたり蹴ったりする動作は、柔軟性を
高め、体重をコントロールし、スタミナを強化
するなど様々な効果があります。さらに水中
で働く浮力は、けがや腰痛、関節の痛みに悩
んでいる方、バランス調整に自信のない方、
年齢に伴う健康問題を抱えている方にかか
る負担を軽くしてくれます。

健康のために泳ごう、という時はたいていプ
ールへ向かうことでしょう。ところが、行って
みたらお金がかかるわりに混んでいて思うよ
うにいかなかった、ということもあります。

プールとは異なる環境に馴染みのない方
も、海や川、湖へ出かけてみませんか。天然
の水場に不安を感じる場合は、一旦その原
因と向き合って、克服する準備をするところ
から始めるとよいでしょう。自然の中で泳ぐこ
とについてどう感じるかは人それぞれです。
正直、怖いと感じる方ももちろんいらっしゃる
でしょう。ではその原因は何か、よく考えてみ
て下さい。

岸から遠いところで溺れてしまうことを想像
して恐怖を感じるのか、	足元から下の様子
が分からないのが不気味なのか、	海草に触
れたときの感触が苦手なのか、	具体的に挙
げて、解決策を考えましょう。

水面下に何がいるか分からないことが不安
なら、想像力を使うこんな方法があります。遊
泳できる範囲では、水中で最大の生物は人
間です。他の生き物はすべて自分より小さく
て、人間からは逃げたいはずです。	理屈で分
かっても、すぐには安心できないかも知れま
せんが、何度も繰り返して自分に言い聞かせ
るうちに馴染んでくるはずです。そして、不安
を乗り越える心の準備がととのってきます。

どの段階でも、水中に立った状態で、リラック
スできるようにして下さい。そして、いつも通
りに呼吸を続けながら、周囲の環境を把握し
ます。これなら安心して落ち着いていられる、
というような呪文を決めておいて、水中にい
る間に繰り返すのも一案です。先を急ぐこと
なく、各ステップにじっくりと時間をかけて、
心から楽しめる状態になってから次へ進む
のもポイントです。数時間で慣れる人もいれ
ば、ひと夏たっぷりかかる人もいますが、肝
心なのは、自分に合ったペースを守ることで
す。

泳いでみよう、という気になったら、自分のい
る位置を視覚的に把握する方法を覚えましょ
う。水面から顔を上げて周囲を見渡し、視認
できるものを目印にするわけですが、泳ぎな
がら確認する習慣をつけておくと便利です。
現在地が把握できている、という意識は自信
にもつながります。
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水泳は夏におすすめの効果的なエクササイズです。水泳は有酸素運
動になるだけでなく、水のもたらす自然な圧力が加わるので、循環系
も筋肉も同時にバランスよく鍛えることができます。

自然の中で		
泳いでみましょう

フィットネス

一度、入場料のかからない自然の
中で泳いでみてはいかがでしょう
か。	水流や波の力がかかるぶん
筋力が増強される、塩素その他の
化学物質に触れなくてすむ、日光
を浴びることでビタミンDをたくさ
ん得られる、といった利点もあり
ます。

水に入るときは、小さな目標から
段階的に進んでいきましょう。始
めの何回かは、ビーチに出かけて
足首が浸かるくらいの浅い場所を
歩く程度で構いません。これが快
適に楽しめるようになったら、ひざ
の深さに挑戦し、続いて、腰まで、
胸まで、と変えていくのです。
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仲間と一緒に泳ぎに行くのもおすすめです。
一緒に、と言っても、隣で泳いでもらう必要
はありません。ライフガードのいない場所で
は特に、ビーチにいる友達が見守っていてく
れることが安心につながります。

また、泳いでいる間も心の準備をしている時
も、常に呼吸を意識して下さい。呼吸を調整
することで、体と思考をコントロールできま
す。人は恐怖を感じ始めると、呼吸が早くな
る傾向があります。ペースの早い浅い呼吸は
運動に望ましくありません。特に水泳ではそ
の逆が適切です。ゆっくりと安定したペース
で深い呼吸をして、全身に酸素を行き渡らせ
つつ、精神的なストレスに対抗しましょう。

心と体の調整はもちろんですが、適切な用具
一式を揃えておくことも大切です。裸で泳い
でしまう人もいるかも知れませんが、水着と
ゴーグル、キャップなどは用意しておきましょ
う。水温が低めの場合はウエットスーツが役
立ちますし、ゴーグルがあると視界が確保し
やすくなります。

プール以外で泳いだことがない場合は、快
適に泳げる夏から始めるとよいでしょう。初
心者には内陸部の湖や川が適しています。さ
ほど深い場所でなくとも、水泳の効果は得ら
れます。休憩が必要になったらすぐに休める
ように、岸に近い、いつでも足のつく深さの
場所で泳ぎましょう。ほんの短い時間でも自
然との一体感を味わえば、単なるエクササイ
ズを超えた効果が得られるはずです。遠い昔
から人々がそうしてきたように、自然の一部
となることを楽しんで下さい。
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静寂に耳を傾ける
私たちは今、携帯端末から音楽やビデオ、会話が無限に流れてくる時
代に暮らしています。コンピューターの前に座っている時に限らず、タ
ブレットや携帯電話、衛星ラジオなど、様々なデバイスが身近に存在
しています。電車やバスに乗って周囲を見回すと、イヤホンを着けてい
る人の多さに気がつくはずです。

特集記事

|    The Art of Growing Young
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プラグを繋げば繋ぐほど、人との実際に接す
る機会は減っているように見受けられます。
見知らぬ人とのちょっとした会話も、大切な
人と過ごす意義ある時間も、機器類に向かっ
ている間は成り立ちません。

私たちは日々様々な音の中で生活していま
す。意識的に音の壁の内側で過ごすこともあ
れば、自分ではどうしようもない音、意識すら
していない音にさらされていることもありま
す。家の中の電子機器類のスイッチをすべて
オフにしたら、何が聞こえると思いますか。	
ひっそりと静まっているでしょうか、それとも
外を通る乗り物や近所の人が見ているテレ
ビの音がするでしょうか。	どこかから音楽が
流れてきているかも知れません。	あなたは
真の静寂がどんなものだったか思い出すこ
とができますか。

		

不必要な音とストレス増大の関連性はいくつ
もの研究で指摘されています。近所の車のア
ラームが鳴りっぱなしになっているときや、
早朝にどこかで工事が始まって眠れなくなっ
てしまったときの苛立ちが、騒音によるストレ
スに直結するのは言うまでもありません。

しかしながら、低レベルの騒音でも、健康上
の問題につながることが示されています。不
要な音の存在は、睡眠障害、認知機能障害、
心血管疾患に関連しているのだそうです。も
ちろん、聴覚を損なうリスクもあります。

不要な音による害は、騒音公害と呼ばれてい
ます。交通のもたらす騒音は、騒音公害の大
部分を占めています。世界保健機関は、騒音
を深刻な公衆衛生問題として認識していま
す。EU圏では、交通騒音の経済的な影響は
年間400億ユーロを超えると推定されていま
す。毎晩、ヨーロッパ全域の5人に1人が健康
に甚大な被害をもたらすレベルの騒音にさ
らされている、というデータからも、交通騒音
の被害がどれほど広範かがうかがえます。
	

環境心理学の専門誌（Journal	of	
Environmental	Psychology）には、騒音を低
減した教室では読解能力の向上がより良好
だった、という興味深い研究報告が掲載され
ています。

私たちは静寂に飢えている反面、無音状態
を恐れてもいます。私たちは低量でも常に騒
音の存在する状態に慣れています。実際にし
んと静まり返った環境に置かれると、威圧感
や不快感を感じてしまうのです。それでも、
静寂には健康上の利点がたくさんあります。
ひっそりとした中で落ち着いて過ごす習慣は
いつの間にか失われてしまいました。子供た
ちの世代ではなおさら、それを生きる技術と
して身に着けることは難しくなっていると予
想されます。

携帯電話に毎日充電が必要であるように、私
たち人間も静寂に身を置いて精神面の充電
をする必要があります。	デューク大学が毎日2
時間を静寂の中で過ごす実験を行ったとこ
ろ、被験者の脳細胞の発達が促進されまし
た。なかでも、感覚を伴う記憶を形成する領域
で細胞の分化が活発だった、ということです。

毎日少しずつでも騒音から離れる時間をと
ることで、ストレスを軽減し、より健やかに暮
らせる可能性があります。また、静寂は心に
安らぎをもたらします。静かな世界で心に見
出した平安は、騒音に満ちた日常に戻ってか
らもあなたを支えてくれます。
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静寂に耳を傾ける
沈黙は金、という古い諺が今ほど
重みのある時代はかつてなかった
かも知れません。そう思えるくらい
に、静けさは貴重な存在になりつ
つあります。
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私たちは行く先々で騒音に囲まれます。そん
な暮らしの中で静寂を見出すにはどうすれ
ばよいのでしょうか。	手始めは小さな工夫で
構いません。テレビは見ていない間は消し、
携帯電話も使っていない間は電源をオフに
しましょう。メッセージや電子メールの通知
音は、貴重な静寂を台無しにしてしまいま
す。

数分程度の静寂ならいつでもどこでも工夫
次第ですが、一番効果的なのは、リラクゼー
ション専用のスペースを作ることです。ラジ
オ、コンピューター、テレビなど、邪魔になる
ものの一切ない空間にして下さい。できれ
ば、騒音の入りがちな窓やドアからも離れた
場所が理想的です。郊外に住んでいる場合
は、外に出て草原や森林で過ごすという方法
もあります。

1日5分、静かな環境に身を置くことから始め
て、一人で静かに過ごすことに慣れてきた
ら、より長い時間を充てるようにしましょう。

静かに過ごすための場所を確保できなくて
も、いつもの生活パターンに少し工夫を加え
ることは可能です。皿洗いや片付けをしてい
る間、他の音を消すだけでも、静かな空間は
できあがります。

心静かに過ごす時間を家庭生活の一部にし
ましょう。携帯電話を含めてすべての電子機
器の電源を30分間オフにするだけで構いま
せん。家族全員が家で静かに過ごすことに慣
れるようにするのです。静かに座って、心の内
側と向き合って下さい。じっとしているのが難
しい年齢の子供には、本を黙読させたり、宿
題を片付けたり、お絵かきや塗り絵をしたり、
といった課題を与えるとよいでしょう。

家の近くに高速道路があるなど、常に周囲か
ら騒音が入ってくる環境であれば、静かな場
所に出かけるのがおすすめです。地域の公
園や図書館は無料で静かな時間を楽しめる
絶好の場所です。

私たちは常に音のある環境に慣れているの
で、あまりに静かすぎる場所では逆に落ち着
かないかも知れません。自分と真正面から向
き合うしかない、という状況を避けたい気持
ちもあるでしょう。そうだとしても、そんな自
分の弱さを受け入れるよい機会です。居心地
が悪い、と感じる自分をそのまま認めて下さ
い。静寂に慣れてくると安心感が出てきます
し、続けているうちに、静けさに親しみつつ
心身をよみがえらせる習慣が定着するはず
です。	
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森へ散歩に出かけたり、お風呂の
時間を静かに過ごしたりしてもよ
いでしょう。特にお風呂に入ると
き、電灯を消してキャンドルを使う
と、とてもリラックスできます。
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酸化ストレスから身を守るために！◊

プロアンセノルズ® 

100

主成分の「リアルOPCｓ」は、ブドウの種子と
南仏に自生する特定の品種のマツの樹皮か
ら抽出されています。

プロアンセノルズは、50年に及ぶ
研究をもとに編み出された
本物の抗酸化物質をたっぷりと
含む高品質のサプリメントです。

© 2016 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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ライフスタイル

一般的な型を踏襲したいという欲求を打ち
破ることは容易ではありませんが、不可能な
ことでもありません。自分らしさを発揮する
ことは、より自由な発想で健康によい工夫を
取り入れ、自分に合った方法を見つけること
につながります。

一般的に、十代の子供たちにとっては級友
たちとの調和がすべてであり、それを逸脱す
ることは望みません。違いにこそ誇りを見い
だせるはずなのですが、大人になるまでは
それは分かりにくいものです。

学校の中では標準の範囲内に適合すること
がある種の文化となっています。そんな中で
個性的な存在になるには、相当の自信が必
要です。しかし、勇気をもって立ち上がって
初めて得られる自由と自己肯定があるのも
事実です。子供達に将来、自分で考えて決断
できる大人になって欲しいと願うなら、親と
して自信と自己肯定を育んでやりましょう。

やりたくて始めたことは上達しやすいもので
すが、素質のあることなら一層の伸びが期
待できます。どんなことであれ、ひとつでも
得意なことができれば、これが成功のモデ
ルになります。何かを達成した人がいると、
周囲の人たちはその成果に注目するととも
に、励まされることにもなります。	

自己像を意識するのも大切なことです。自分
がどんな人間かを理解していない状態で、
自分らしさを発揮することはできません。テ
レビのコマーシャルを見て、画面のモデルと
同じような格好で同じような暮らしをしてい
る自分をすぐに想像する方は、一度自己像と
きちんと向き合ったほうがよいかも知れま
せん。コマーシャルや広告は、商品を買って
もらうために、膨大な時間とお金をかけて作
られています。ですから、その商品を手に入
れた自分を想像するのは無理もないことで
す。しかしながら、想像の裏にある自分の考
えがきちんと分かっていないと、いつまでた
っても自分の暮らしに心から満足することは
ないでしょう。

自分と向き合うこと、それ自体が課題と言っ
てよいかも知れません。ポイントは、自分の
感情をよく観察して、ポジティブな感情に目
を向けることです。幸せや喜びを心にもたら
す物事に意識を向ければ、望ましい思考や
感情、体験に導かれて、自己を確立すること
ができるようになります。

小さな子供に自己像の何たるかを語って
も、難しくて理解できないでしょう。それで
も、自己像をテーマにした語りかけは大い
に有意義です。特に個性の強い子供には、愛
されているという実感が持てるような工夫
が必要です。

私たちが暮らす社会には、外見や食べ物、着る物、行動に至るまで、
どうあるべきかを訴えてくるメッセージがあふれています。ところが、
こういったメッセージから離れて、個性あるひとりの人間として自己
を確立すると、かつてない自由を満喫することができます。

個性の花を開くには

自分らしさを発揮できるようにす
るには、まずは短所よりも長所に
着目することから始めるとよいで
しょう。
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一風変わったファッションにこだわりのある
子なら、	独自のセンスを褒めてやりましょう。
本を読むことが好きな我が子の周囲に外遊
びの好きな子供が多くいたら、外遊びに慣
れるよう仕向けるかわりに、本の世界により
広く深く入っていけるような特別な時間を作
るとよいでしょう。

多感な十代は特に、個性的な人間として自
立への道を踏み出すには勇気が要ります。
それでも、その先には計り知れない喜びが
待っています。ありのままの自分を解き放っ
たときの晴ればれとした気持ちは、かつて
味わったことのないものとなるはずです。

この世界が美しいのは、多様性に満ちてい
るからです。背景や文化、考え方、外見、好
みなど、それぞれに異なる人々が集まるか
ら、学校でも社会でも家庭でも人との結び
つきが生まれるのです。ひとりひとりの個性
が花開くことで、世界はさらに美しさを増す
でしょう。

11

他の子たちとは違う点を親が誇り
に思っているということをしっかり
と伝えれば、長所として大切にして
よいのだ、と分かるはずです。
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加工食品の何がいけないのでしょうか。	どん
な栄養が欠けているのでしょうか。	そもそも
加工食品とは何なのでしょうか。加工食品が
悪い理由をきちんと把握してから、食品のス
トックを見直しましょう。

ミンチはひき肉の形状にするために、肉屋
や精肉部門で機械的に処理されています。チ
ェリーは木から摘み取り、茎や種を取り除く
処理が行われます。オリーブオイルは、オリー
ブの実から油分を抽出する技術があるから
こそ手に入るものです。チーズ、ヨーグルト、
牛乳といった乳製品はすべて加工処理され
ています。

栄養面で最悪の加工食品は、包装済みの既
成食品です。電子レンジで温めるだけのもの
や、缶詰スープ、ファーストフード、ポテトチッ
プス、ソーダ類、キャンディ、クッキー、その他
「ジャンクフード」に属する加工食品はすべ
て望ましくないとされています。

加工食品が体に悪い理由のひとつは、防腐
剤、香料、着色料、増粘剤といった添加物が
使われていることです。添加物には、天然成
分を用いるものと、合成科学物質を使ったも
のがあります。

防腐剤は、保存期間を長くするために添加さ
れています。加工食品が過去数十年間で急
速に普及したのは、防腐剤の功罪です。手軽
さとスピードが求められる時代の風潮に乗
って、簡単に手に入り、保存や消費も楽な食
品が盛んにアピールされています。防腐剤は
そんな需要に応える加工食品にうってつけ
の添加物なのです。

加工食品に使われる最悪の防腐剤はトラン
ス脂肪です。トランス脂肪は、一価不飽和脂
肪酸や多価不飽和脂肪を部分的に硬化（水
素を添加）して作られた異性体です。不飽和
脂肪を飽和状態にすることで、保存期間を延
長し、風味を良くすることができたのですが、
その実態は非常に不健康な性質の脂肪でし
た。アメリカでは、部分硬化、あるいは水素添
加された油脂は栄養表示に明記するよう定
める方向へ向かっていますが、それでも
499mg以下の微量であれば「端数切り捨て」
で0gと表示することが許されています。

香料は加工食品の風味をよくするために使
われます。加工食品は本来の姿からかけ離
れた状態のものを原材料として作られてい
るため、おいしく食べられるようにするには
様々な成分を足さなければなりません。例え
ばラザニアのようなオーブン料理を電子レ
ンジで5分の調理で済ませたらどうなるでし
ょうか。手作りでちゃんとした材料を使ったと
しても、	オーブンでじっくりと焼いたものと
比べると、かなり味気ないものになってしま
うはずです。ところが、スーパーの冷凍コー
ナーで買ってきたラザニアなら、電子レンジ
に5分も入れれば、充分に食べられる状態に
なります。この差が何を意味するか、お分かり
でしょうか。	香料、人工調味料その他の添加
物で埋め合わせてある、ということなのです。

加工食品には、塩分、飽和脂肪、防腐剤、人工
調味料	(グルタミン酸ナトリウムなど)	、砂糖
が多量に使われている傾向があります。それ
は、こういった体に悪い成分に、風味を足し、
保存期間を長くする働きがあるからです。い
ずれも摂りすぎると様々な健康上の問題を
生じる可能性があるものばかりです。

着色料は色を足すだけの添加物です。自分
でヘルシーな食事を用意するときに、おいし
そうに見えるようにするために着色料を使っ
たりするでしょうか。	そんな必要はないはず
です。着色料に関しては様々な研究が行われ
ています。大半は特に問題ないようですが、
ものによっては発がん性など体に長期的な
悪影響の可能性が指摘されています。こうい
ったことも踏まえて、買い物の際には成分表
示をきちんと確認することが大切です。鮮や
かな黄色のクルクミンのように、天然色素に
は健康に役立つ栄養素としての役割を兼ね
備えたものもあります。一方、これまでに使わ
れてきた着色料には、後になって発がん性が
あることが判明した例がいくつかあります。
そうでなくとも、他の成分との組み合わせで
何か起こるか、という観点からの検証は不十
分です。欧米では3,000以上の食品添加物が
許可のもと食品製造会社によって使用され
ています。いずれも個別には安全性が確認
されていますが、加工食品において実際に
行われているような組み合わせの結果につ
いては調査されていません。最近の研究で
は、動物実験の結果、単独では発がん性なし
とされているものでも、最少で4種の物質に
補完されるだけで、発がんリスクを生じる可
能性のあるものが存在することが明らかに
なっています。

12

私たちが普段消費している食品の
大半は何らかの加工がなされたも
のであり、必ずしもその全てが不健
康というわけではありません。

加工食品 について考える
欧米型の食事には、何か月も保存可能な加工食品が多用され
ています。いつでも手軽に利用できる「奇跡」の食べ物は身の
まわりにあふれていますが、この手の食べ物こそ避けるよう、
医師や栄養科学者の多くが進言しています。

栄養

12
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増粘剤など食感を改良する添加物も消費者
の印象をよくするためのものです。自宅で天
然の食材を使って料理をする場合は、ごく当
たり前の調理をするだけでしかるべき食感
になりますので、添加物で改良する必要はあ
りません。また、削った状態で売っているチ
ーズには、固まってしまわないように添加物
が入れてあります。

概して加工食品は望ましくない添加物がよく
使われており、体に良い成分が少ない傾向
があります。ヘルシーだと思って日常的に使
っているものにも、余分な糖や脂肪、化学物
質が大量に入っているものがあります。シリ
アルを固めたバーもその一例です。シリアル
やグラノーラには、ヘルシーな食品というイ
メージがあります。しかしながら、棒状に固め

て売られているものには、砂糖や単純炭水化
物、脂肪が大量に使われています。ヘルシー
な食品として陳列されているフルーツ味のヨ
ーグルトにも、よく見ると精製済みの糖がソ
フトドリンクに負けないくらい入っているこ
とがあります。しかも、有機さとうきびエキス
乾燥物など、砂糖とは異なる名前で表記され
ていることもしばしばです。

ポップコーンはシンプルで手軽なおやつとし
て人気があります。自分で作る場合は、トウモ
ロコシと少量の植物油があれば事足ります
が、電子レンジに入れるだけの状態に加工し
ているもののラベルを見ると、どれほど余分
なものが使われているかに驚くはずです。あ
る大手メーカーのものでは、全粒ポップコー
ンのほか、部分硬化大豆油、塩、天然・人工香
味料	(ミルク)	、着色料、没食子酸プロピル防
腐剤と記載されています。

単純なはずのポップコーンでこのような状
態ですから、食事全体をスーパーの冷凍食
品で間に合わせた場合と天然素材から自宅
で料理した場合の差がどれほど大きなもの
になるかは想像に難くありません。この何十
年かの間に手料理を放棄し、加工食品に頼
る人がずいぶんと増えてしまいましたが、便
利さを手にしたかわりに、長期的な健康リス
クを負っていることに気づいている人はどの
くらいいるのでしょうか。ヘルシーな食材を
集め、おいしく料理して食べる習慣は生命維
持に必要な基本的スキルなのです。できる限
りのことを次世代の子供達にも教えて、毒性
の広がりゆく世界でも健やかに人生を謳歌
できるように育ててやりましょう。
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課題の多い栄養士

特集記事

健康でいたいか、不健康な状態がよいか、と聞かれたら、 おそらく誰
もが健康でいたい、と答えることでしょう。

|    The Art of Growing Young
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誰もが健康を望んでいるならば、より健康に
なれるよう栄養面から改善を助ける、という
栄養士の仕事は簡単なものであるはずで
す。ところが、実際にはそうはいかないよう
で、現実はむしろ正反対です。

栄養科学の中核は、人体が食べ物にどのよう
に反応するかを究明することです。栄養士
は、分子生物学、生化学、遺伝学などを学
び、食品の生化学的組成がどのような仕組み
で体内の代謝や生理学的反応を生じさせる
のかを探求しています。

ごく単純に言えば、栄養士に相談すれば、ドー
ナツよりもニンジンを食べたほうがヘルシーな
理由もきちんと説明してもらえますし、専門知
識をもとに、個 の々活動量やストレス度、味覚、
居住地、家族の病歴など、あらゆる要素を考慮
に入れた食事計画を提案してもらえます。

微積分や物理学、その他の確立された科学
と比べると、栄養学はまだ始まったばかりで
す。数々の研究で多くの事実が明らかになり
ましたが、まだ判然としないこともたくさん
残っているので、これも栄養士にとっての課
題となり得ます。

だからこそ栄養学は面白いとも言えるわけ
で、日々新たな発見があり、私たちの考える
健康はどんどん変容しています。ただ、情報
の洪水は時として混乱を招きます。専門家の
研究が人々の暮らしを一変するような大発見
につながるのは理想的な進歩です。ジャッ
ク・マスケリエ博士がフリーラジカルに対抗
する史上最強の植物性抗酸化物質、OPCを
発見したのはその好例と言えます。

これに対し、解明しきれていない新しい知識
が悪用されるという非常に望ましくないケー
スも後を絶ちません。その目的は、詐欺まが
いの怪しい商品をもっともらしく売りつける
不健康な流行のダイエット法を宣伝する、必
要以上に不安や恐怖を掻き立ててヘルシーな
選択肢から人々 を遠ざける、など様々です。

現代のテクノロジーがもたらす悪質なデータ
が過剰に消費されているという現実もまた、
日々奮闘する栄養士に敵対しています。イン
ターネットを使えば何でも見つかる時代で
す。実際に誰もが気軽にインターネットを使っ
ています。どんな見解の持ち主であろうと、ネ
ットで検索すれば、わずか数秒で自分の考え
を支持する「証拠」を見つけることができま
す。卵を食べるとコレステロールは増えるの
か、減るのか。	コーヒーは体に悪いのか。	
塩分はどれだけの量で摂りすぎになるのか。	
こういったトピックはサイバースペースのあり
とあらゆる場所で何度も論争の的になってお
り、信憑性の疑わしい情報源にリンクされて
いる例も多々あります。体の健康と食品の複
雑な関係をきちんと理解するために、時間を
割いて栄養士と綿密に話をするよりも、イン
ターネットの検索機能を使うほうがずっと手
軽なので、致し方無いのかも知れません。

何年か前、世界中のニュースである種の抗酸
化物質が肺がんを引き起こすという見出しが
躍ったことがありました。これに大騒ぎした
人々 は、栄養補助食品の会社を槍玉に挙げま
した。ところが、問題の研究は、喫煙などの
他の様々な要因とともに人工的に合成され
た抗酸化物質についても調べた、というもの
であり、報道が掲げた警鐘はそういった背景
を全く無視したものであったことが明らかに
なったのです。

報道を真に受けて驚いた人、だまされていた
のかと怒りをあらわにする人を前に、誤解を
解くべく同じ話を何度も繰り返すことになっ
た栄養士のいらだちは想像に難くありませ
ん。

15

栄養士は様々な課題に直面してい
ます。その理由を理解するには、ま
ず、栄養士とは何かを考える必要
があります。
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栄養学は発展の一途にあり、栄養が体に及
ぼす影響についての一般的な理解も広がり
つつあります。同時に私たちの食習慣も変化
していますが、残念ながら、必ずしも、人と
食品のより健康的な関係に役立つ科学的発
見が反映されて変わっているのではないよう
です。

一般の人々の食生活は、産業革命を境にがら
りと変わりました。さらに、農業の工業化、フ
ァーストフード・チェーンの進出、刺激の強い
広告キャンペーンの躍進、グローバル経済や
勤務時間の増加など、私たちの食に影響を
及ぼす要素はいくらでもあります。今挙げた
のはほんの一部に過ぎませんが、それでも栄
養士の前にある課題の多さはよく分かるは

ずです。食べ物の選択肢は確かに豊富になり
ましたが、真にヘルシーなものが占める割合
は小さくなる一方です。食品として流通してい
るものを把握し、ヘルシーと言えるものかど
うか分析するのも栄養士の役目です。トラン
ス脂肪は市場に出るとすぐに人気を集め、味
も持ちも優れた奇跡の食品として絶賛されま
した。当然、既成食品のメーカーはこぞってト
ランス脂肪を採用しました。

今では誰もが知っていることですが、実はト
ランス脂肪はこの上なく健康に悪いものだっ
たのです。栄養科学者が各方面にその事実
を通知すると、メーカー各社は材料や製法を
見直しました。ところが、健康面を考慮して
改善するついでに、業界から規制機関に圧力
をかけ、栄養上望ましくない成分でも低量で
あれば非表示でよい、とする許可を取り付け
ました。

「食の砂漠」も栄養士を悩ませています。工
業化が進むにつれて、都市の規模は拡大し続
けてきましたが、社会経済上の諸事情が重な
って、大都市の一部の地域から健康によい食
品を扱う店舗が姿を消すという現象が起こっ
ています。つまり、居住地によっては望ましい
食べ物が手に入らない環境になっているので
す。体によい食べ物が身近になければ、食生
活の改善もままなりません。	

栄養士がどんなに時間をかけて健康的な食
事計画を練り上げたとしても、必要な食材が
手に入らなければ何の役にも立ちません。健
康的な食事に必要な知識は、改善策の全て

ではありません。条件が揃って実行できてこ
そ、意味をなすものです。都市によっては住
民が空いている公有地で野菜や果物を栽培
する活動を行っていますが。そうでもしない
と、新鮮な農産物は手に入らないのが現状
なのです。

栄養士にとって最も厄介な問題は、意外かも
知れませんが、栄養に関する理解の浅い医
師の存在です。患者から見れば、健康と医学
の専門家である医師なら、栄養の専門知識
も当然持ち合わせているものと思われます。
しかしながら、栄養科学は比較的新しい分
野です。現代医学の主な関心は新薬、診断、
手術にあり、栄養科学の最新の知見を取り入
れるにはどうしても時間がかかってしまいま
す。標準的な医療モデルは健康維持より病気
の治療に主眼をおいて構成されています。栄
養科学の進展を受けて、少しずつ変わってき
てはいるものの、栄養士が患者と医師の両方
を教育する必要性を痛感していることに変わ
りはありません。

栄養は一言では語れない複雑なものです。世
の栄養士は、遺伝学や微生物学、農業技術、
調理方法など、他分野に関連する栄養科学
を修得するだけでなく、専門外の様々な問題
にも直面する立場にあります。実は、全体像
は複雑ながら、核心はシンプルです。ある栄
養ジャーナリストは次のようにまとめていま
す。	「食べるべきものをほどほどに食べるこ
と。植物を主体にしましょう。」	

16
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このおいしいシェイクは、
減量中も、パフォーマ
ンス向上を目指してい
るときも、体にとって
理想的なサポートとな
ります。
エネルギー源となるタンパク質が豊富な
うえ、低脂肪、低炭水化物です。スポーツ
やエクササイズのレベルアップには、筋肉
の成長と維持を支えるタンパク質が不可
欠です。

純植物性にこだわりつつ、ボディスマー
ト	で体を引き締めたい方のための、低
脂肪、高タンパク質でおいしいドリンク
です！

ボディスマート・ソリューションズのヴィーガンプロテインシェイク は
毎日の栄養補給におすすめです。
一切の動物性食品を避けている方に安心してご利用いただけるよう、エンドウ豆と
玄米に由来する消化吸収のよい高品質のタンパク質を配合しています。

ライフプラスから新発売：

ボディスマート・ソリューションズの	
ヴィーガンプロテインシェイク、登場！

© 2016 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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ミネラルという栄養素は、私たちが食べたも
のから得ている無機化合物です。その大半は
植物性食品から摂取されています。植物は土
壌中のミネラルを根から吸収します。その植
物を野菜や果物、豆類、穀類、ナッツとして食
べることで、私たちの体はミネラルを取り込
んでいるわけです。

米国立衛生研究所は、栄養素としてのミネラ
ルを多量ミネラルと微量ミネラルに分類して
います。その名の示すとおり、多量ミネラル
は比較的多量に必要な類のミネラルで、微
量ミネラルは少量が必要とされるものです。
多量ミネラルには、カルシウム、リン、マグネ
シウム、ナトリウム、カリウム、塩素、硫黄など
があります。一方、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、
亜鉛、コバルト、ホウ素、モリブデン、ケイ素、
セレンといった元素は、微量ミネラルに属し
ます。さらに少量ながら必要なものとして、ビ
スマスやストロンチウムなどの超微量ミネラ
ルもあります。栄養科学は今も発展の途上に
あり、生化学的な役割の全容が判明していな
いミネラルも少なくありません。

ひとつひとつのミネラルが体内で特有の役
割を果たしているだけでなく、いくつもの役
割を兼ねている場合もたくさんあるので、
どのミネラルも欠かせない存在です。	体内
の代謝過程で活躍する重要な酵素のほと
んどが、必要なミネラルが介在しないと働
けなくなってしまいます。例えば、マグネシ
ウムというたったひとつのミネラルに着目
しても、これがないと正常に機能できない
酵素（体内の温度条件で行われる生化学反
応を促進する複雑な構造の触媒）は300種
以上もあります。

緑の葉野菜もカルシウムのよい摂取源となり
ます。カルシウムには、けがの後の血液凝固
を助けたり、神経伝達に役立ったり、筋肉の
収縮に関与したりといった働きもあります。

微量ミネラルは必要量こそ少ないものの、栄
養素としての重要性が軽微なわけではあり
ません。わずかな元素を巧みに活用する体
の仕組みはすばらしいものです。例えばマン
ガンは骨や結合組織、ホルモンの形成を助
けるほか、脂肪や炭水化物の代謝、カルシウ
ムの吸収、血糖値の調整にも使われていま
す。脳神経を正常に機能させるにも、マンガ
ンが必要です。

さらに、マンガンについては、体内の酸化と
フリーラジカルの攻撃に対抗するある種の
酵素（活性酸素分解酵素、スーパーオキシド
ジムスターゼ）の構成要素となっていること
も知られています。これだけ列挙すれば、マ
ンガンがどれほど重要かは疑いようもない
でしょう。しかしながら、同じマンガンでも、
体に利用できない形態で大量に取り込んで
しまうと毒となり、パーキンソン病のような
神経変性疾患に関与することも明らかにさ
れています。ですから、健康のためには、適量
を正しく摂取することが大切です。

体内で多様な働きを担うマンガンは、病気の
予防や健康補助の観点でも幅広い可能性を秘
めています。マンガンの作用に着目した研究
は、骨粗しょう症、月経前症候群、糖尿病、関節
炎、てんかんなど多方面で進められています。

1日にわずか2mg程度が適量とされるこの1
種類のミネラルの影響力は甚大です。その
他の微量ミネラルも同様に、体内で様々な活
躍をしています。

ミネラルが果たす役割の幅広さと複雑さは
ビタミンに劣るものではありません。例とし
てカリウムを挙げると、神経伝達、筋肉のけ
いれんの予防、栄養素を細胞に取り込む過
程、健康的な水準の血圧調整など、重要な役
割をたくさん担っています。カリウムのよい
摂取源になるのは、サツマイモ、バナナ、豆
類などです。

また、ビタミンについては他の栄養素と組み
合わせることでより強い効力が引き出される
ことが知られていますが、これはミネラルに
も当てはまります。体にとって必要な各種の
ミネラルをしっかりと確保する最善の方法
は、幅広い種類の新鮮な野菜と果物を食べ
ることです。過去60〜70年にわたる農業の工
業化と化学肥料（窒素、リン、カリウム）の使
用が相まって、私たちが口にする農産物が栽
培されている世界中の表土において、クロロ
フィル（植物の光合成に不可欠なミネラル）
の中心物質であるマグネシウム、亜鉛、セレ
ン、クロム、マンガン、モリブデン、ケイ素な
ど、あらゆる多量ミネラルと微量ミネラルが
枯渇傾向にあります。土地の健康はそこで育
つ農産物の、そしてそれを食べる私たちの体
の健康につながっています。ですから、昔か
ら行われてきたように、生ゴミを堆肥にし、
被覆作物を植え、多様な作物を輪作し、土壌
中の微生物の活動に影響を与えないよう除
草剤や殺虫剤の使用を最小限に抑える、とい
った土を良好に保つための工夫が大切なの
です。オーガニック栽培は産業革命前の農業
活動とも言えます。食べ物の育つ環境から重
要なミネラルが不足している今こそ、先人た
ちが築いた知恵をこれからの健康のために
生かす時なのかも知れません。

カルシウムの働きで最もよく知ら
れているのは、丈夫な骨と歯をつ
くることです。カルシウムが摂取で
きるよう、牛乳やヨーグルト、大豆
といった食品を子供に食べさせる
親が多いのも、そのためです。
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ビタミンとミネラルは互いに連携して働きます。ヘルシーな食事が話
題になるとき、私たちは主にビタミンに注目しがちです。これと比べ
るとミネラルが語られることは少ないようですが、ミネラルもまた重
要な栄養素です。

ミネラル
ハーブとサプリメント

人体は、神経系機能、細胞内反
応、構造系、酵素機能、ホルモン
機能など、ありとあらゆる目的に	
ミネラルを使っています。
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次世代以降は異文化や外国語に直接触れる
機会が今よりさらに多くなることでしょう。こ
れからの時代、バイリンガルとして育つ子供
達は、率先して新しい局面を開いていくこと
になりそうです。

第二言語を習得することには、グローバル化
の進む社会に適合しやすくなる以外にも、様
々な利点があります。

２つの言語を自由に操る脳は、活発かつ柔
軟に働いています。複数の研究において、バ
イリンガルの子供は数学の理解度も良い傾
向があると示されています。1	

バイリンガルの子供が言語以外の分野でも
優れているのは、異なる言語を操ることで脳
そのものが鍛えられ、より柔軟な思考で問題
にアプローチできるからではないか、と考え
られています。また、成績の良し悪しにつな
がる抽象的思考についても、バイリンガルの
子供が優秀であることも分かっています。2	

全米科学アカデミーの論文集に掲載された
別の研究では、バイリンガル環境の家庭で育
った子供は認知能力の発達が促進されてい
る、とも報告されています。

また、高齢化と心理学の専門誌には、簡単な
認知能力テストの結果を分析すると、単一言
語で育った子供よりも複数の言語で日常的
に会話をしている家庭の子供のほうが大幅
にスコアが高かった、と記載されています。

外国語を早くから学ぶことで授業でも有利
になるのは明らかです。また、学業以外にも
利点があります。

グローバル化が進むにつれて、自分のルー
ツを確かめる意味は増していきます。言葉を
通じて自分の家系の歴史や文化に親しむこ
とができますし、外国で暮らすことになった
なら、現地の言葉を学びながら友人や仕事
仲間とのつながりを深めることができます。

公私の人間関係に着目すると、バイリンガル
の人の方が問題解決能力に優れているとす
る研究が少なくともひとつは発表されていま
す。生きていれば様々な問題に直面します。
そんな時、効果的に円満に解決できる能力
を子供に与えられるとしたら、それはすばら
しい贈り物となるでしょう。3	

健やかな認知能力で発想を生かすことがで
きる人は、友達や家族、仕事仲間に恵まれ、
職場でも家庭でもその他の場所でも、助け
合いのネットワークに守られるはずです。過
去何世紀もの間、単一言語で問題なく社会
生活が成り立ってきましたが、時代とともに
状況が変わりつつあります。未来に生きる子
供達には、早いうちから外国語に親しむ機会
を儲けるのが賢明かも知れません。

健康上の利点が立証されていることからも、
世界がどんどん身近になっていることからも、
小さいうちから外国語になじませると生涯役
に立つスキルになると言ってよさそうです。

	

20

世界はどんどん小さくなっています。インターネットが広がり、長距離
の航空便も割安になって、あらゆるものが手を伸ばせば届く範囲に
入ってきました。

バイリンガル の利点

家族の健康

子供の頃から外国語を学ぶこと
に認知能力上の様々な利点があ
ることは、多数の研究で指摘され
ています。まず単純ながら、新し
い言語を学ぶということは、年齢
を問わず、脳にとってよいトレーニ
ングになる、という点について見
てみましょう。

外国語の習得は学校や職場で役
立つだけではありません。複数の
言語に通じていると、高齢になっ
たときの認知症のリスクが低減す
る可能性があるとする研究もいく
つかあります。
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親にバイリンガルがいれば、子供の第二言
語習得は自然な方法で早くから導入できま
す。子供はみな、最初に親から言葉を学びま
す。親が複数の言語を使っていれば、子供も
同じようにします。	

外国語は苦手、という方も、恐れる必要はあ
りません。子供の手助けをする方法は他にも
たくさんあります。就学前から高等教育に至
るまで、あらゆる機関でバイリンガル教育が
行われています。インターネットや保護者の
ネットワークを利用して探せば、何か有益な
情報が見つかるでしょう。

すでに学校で外国語を習っている場合でも、
家族で一緒に学習に参加することで、言語能
力を高めることができます。手伝いながら一
緒に学んだり、教室で机を並べたり、ノート
の見直しや宿題をしながら自分でも挑戦し
たりして、外国語に触れる機会を増やすとよ
いでしょう。

	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	

出典	1	(Zelasko,	N.	&	Antunez,	B.	[2000].If	your	child	
learns	in	two	languages.National	Clearinghouse	for	
Bilingual	Education.)
2	(Diaz,	R.	[1985].The	intellectual	power	of	
bilingualism.In	Southwest	Hispanic	Research	Institute,	
Second	Language	Learning	by	Young	Children.
Albuquerque,	New	Mexico:	University	of	New	Mexico.)
3	(Albert	Costa,	Mireia	Hernández,	Núria	Sebastián-
Gallés.“Bilingualism	aids	conflict	resolution:	Evidence	
from	the	ANT	task,”	Cognition,	Volume	106,	Issue	1,	
January	2008,	Pages	59–86.)
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慢性疾患に悩む高齢者が多いことは研究調
査でも明らかにされていますが、驚くほどの
ことではないと思われるでしょう。年を重ね
れば体は衰え、ゆっくりと活動するようにな
るのはむしろ自然なことです。だとしても、加
齢に伴う変化はすべて避けようがない、とい
うのは本当でしょうか。

寿命が長くなれば、それだけ発症リスクの高
まる傾向にある病気が存在することは事実
です。それでも、様々な危険因子を大幅に低
減するために、早いうちからできることはた
くさんあります。健やかで幸せな暮らしを長
く続けていく鍵は、健康維持とポジティブな
姿勢です。

とはいえ、改善に遅すぎる、ということはあり
ません。健康でアクティブな習慣を取り入れ
て、QOL（クオリティ・オブ・ライフ、生活の質）
の高い暮らしを続けられるようにしましょう。

生活全般のクオリティは、主に、食事と運動、
精神的な刺激、不健康な習慣の回避を見直
すことで向上できます。高齢になったときの
ことを考えると、事故を未然に防ぐための安
全対策は有益です。

アクティブな生活を目指すのに、今現在の年
齢も体形も関係ありません。運動	(有酸素運
動、筋力トレーニング、柔軟運動)	は筋肉を強
化し、可動域の広い、安定性に優れた体をつ
くります。特性の異なる3つの運動を網羅す
ることで、事故のリスクを大幅に削減できま
す。体が引き締まってくると、自信がついて、
よりアクティブに自由に体を動かすことを楽
しめるようになります。積極的に外出して日
々楽しく過ごすことは、QOLの柱となります。

手始めは、1日に数分の散歩で充分です。専
門家はほぼ毎日、30分以上の運動をすること
を推奨していますが、シニア層なら、近所を
散歩するだけでもその目標は簡単に達成す
ることができます。

世界保健機関によると、高齢者は栄養失調
に陥りやすい傾向があるそうです。また、高
齢によるものとされている病気の多くが、長
年の食生活に起因している、とも指摘されて
います。

加工済みの既製品に頼らないヘルシーな食
生活を続けることは、どの年齢層でも栄養失
調の予防に効果的です。幅広い種類の新鮮
な野菜と果物をたっぷりと食べて、体に必要
な栄養素を行きわたらせ、あらゆる機能がよ
く働くようにしましょう。

年をとると代謝効率が落ちてきますので、高
齢者が日々の活動で消費できるカロリーは
自然と少なくなっていきます。ですから、年齢
を考慮に入れて、活動量と代謝効率に見合っ
た食事をする必要があります。脂肪とカロリ
ーを制限し、循環系疾患につながる体重超
過を防いで下さい。

望ましい食生活と運動をして体重を健康的
な水準に維持すれば、アクティブな生活がい
っそう続けやすくなります。健やかに年を重
ねていくのは楽しいものです。好ましい習慣
を取り入れると、生活のあらゆる面に効果が
波及するという秘訣を最大限に生かしましょ
う。健康的な食事をすると運動が効果的にで
きます。それが自信につながり、より自由な楽
しみ方を探すようになります。嬉しいことは
その先にもたくさん待っています。健康的な
暮らしに踏み出すちょっとした工夫が、どれ
だけ大きな効果を生み出すか、見てみたくあ
りませんか。

自由に動ける健康な体があれば、シニアは
まだまだ地域社会で活躍できます。外に出て
友人と交流していれば、より質のよい生活が
できるだけでなく、うつの予防にもなります。

筋肉が負荷を受けて鍛えられるように、アク
ティブな心が脳を維持します。精神面が活発
であればあるほど、利点が多いのです。脳に
とってよい刺激となる活動でも特に望ましい
のは、人と関わることです。友達とトランプを
する、読書クラブに所属する、近所の人と一
緒に朝食をとるなど、人に会って言葉を交わ
す機会をもつことで、精神面に好ましい刺激
がもたらされます。

現代人のQOLは、ライフスタイルに大きく左
右されています。年齢を問わず、健康的な選
択をすることで、よりよい生活を実現すること
ができます。

22

産業化が進んだ現代、平均寿命は着実に延び続けています。長生き
するとはどういうことなのか、健康状態や自立生活、暮らしそのもの
の質という観点から考えたことはありますか。

QOLの	高い生活をするために

家族の健康

高齢になってからも充実した日常
生活を楽しむには、若いうちから
健康的な習慣を身に着けておく必
要があります。
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ただし、この選択には欠点があります。それ
は、小さな子供の育児と老いた親の介護が
重なる可能性がある、ということです。

昔から家事育児は女性の役割でした。現代
になって家族の役割が流動的になってきた
とはいえ、実際には家の中の世話役は主に
女性が担っています。家族のスケジュールを
調整したり、学校のボランティア活動を手伝
いに行ったり、子供が病気になったら家で看
病をしたり、といったような場面では、たいて
い母親が活躍しています。

育児はそれだけでフルタイムの仕事に相当
します。高齢の両親の介護もそうですが、今
日では女性がフルタイムで働きながら育児
と介護をし、さらに友人や夫と過ごす時間も
何とかして見出そうとしているケースが少な
くありません。そして、多方面で頑張り過ぎた
結果、共感疲労に陥る女性が後を絶ちませ
ん。共感疲労とは心理的な疲弊が進んで、共
感力がすり減ってしまった状態です。しかし
ながら共感力の衰えは自覚されにくく、自分
は力不足だ、もっと頑張らなくては、と自分を
追い込んでしまう人が少なくありません。周
りの人のケアに多大な時間を費やすばかり
で、自分のケアまで手が回らない状態が続く
と、エネルギーが燃え尽きてバーンアウトに
なってしまいます。

共感疲労やバーンアウトの予防や回復には、
本人が自分のケアをする方法を身につける
のが有効です。具体的には、熱いシャワーを
ゆっくりと浴びるというようなシンプルなこと
から、週末に女友達だけで小旅行に出かけ
るといった計画を要するものまで、様々な方
法が考えられます。上手に息抜きをしなが
ら、母として家族のケアをしつつ、元気で幸
せな毎日を過ごして下さい。

共感疲労に負けないためには、自分の中に
ネガティブな感情が積もってきたら、それに
気づくことができるようにしておく必要があ
ります。1日のうちほんの数分でも、自分の心
の中を観察する習慣を身につけましょう。3
分か5分ほど、静かに自分と向き合うだけで
構いません。

体調はどうか、心の状態はどうか、自分に問
いかけてみて下さい。1日や2日くらいは思う
ように行かないときもあるでしょう。それはご
く自然なことです。しかしながら、長期的な問
題を抱えていることが見えてきたなら、共感
疲労につながる要素がないか、日常を見直
したほうがよいでしょう。注意すべき兆候とし
ては、体重の増減、好きだったことに興味が
薄れる、睡眠のパターンの変化、体調を崩し
やすくなる、自分や相手に対する怒りや苛立
ち、友人や家族との関わりが希薄になる、と
いったものが挙げられます。

心の疲れに対抗するには、体のケアも欠か
せません。困難な状況を乗り切るには、ヘル
シーな食事をして、持ちのよい健康的なエネ
ルギーを取り込む必要があります。体に必要
な栄養素を行き渡らせないと、最高の状態
で対処できません。定期的に体を動かすの
も、エネルギーと自尊心の維持に有効です。
運動には自然と気分を向上する働きがあり、
ストレス管理にも効果的です。

健康的な体力があるだけでも有利ですが、
共感疲労に陥らないためには心のケアも大
切です。リラックスできる活動で緊張をほぐ
し、気持ちを落ち着けるよう心がけて下さ
い。リラクゼーションには様々な方法があり、
適した方法は人それぞれに異なります。例え
ば、ガーデニングでリラックスできる人もい
れば、ハードな汚れ仕事にしかならないと考
える人もいます。でも、それでよいのです。共
感疲労と闘うのに、万人に有効な唯一の方
法はありません。ポイントは、自分に合った
方法を見つけて、毎週（可能なら毎日でも）実
践することです。
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近年、子供を持つ時期をあえて遅めにするカップルが増えています。
家庭を持つということは非常にお金のかかることですので、少しでも
経済的な基盤を固めてから子育てをしたい、と考えるのも無理はあ
りません。

共感疲労を乗り越える 

家族の健康



2016年5月/6月    |

逆に、会うたびに気疲れしたり、頭にきたり、
動揺させられたりする人には、関与を最小限
にする工夫が必要です。人生に引き寄せられ
てくるものは、意識の向かっている方向から
やってきます。ですから、ポジティブな気持ち
を損なうことなく、より豊かにしてくれるよう
な関係に意識を向けるべきなのです。

自分の気持ちをよく観察して、自分に合った
方法で息抜きをしましょう。また、ケアする相
手が違えば、有効なリラクゼーション方法も
異なるということは多々あります。健やかに
幸せに暮らせるよう自分のケアをして、必要
に応じて周囲に助けを求めて下さい。家族の
ケアをする立場にある人も含めて、誰一人、
孤独でいてよい人間はいないのです。
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最後にもう一点、毎日ポジティブな
会話を楽しむことも付け加えてお
きましょう。話題の中心はネガティ
ブなものであってはいけません。	

親しい友人や家族と楽しく語らった
後は、満たされた気持ちで元気に
なっているはずです。
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模範的な男性像の変化には、職場環境が変
わったことも関係しています。仕事をとりまく
環境は一世代前と比べても随分と変化しま
した。経済的に自立した女性が増え、女性が
主な稼ぎ頭になっている家庭もあります。そ
して男性も女性も、仕事により多くの時間を
費やすようになっています。そこに子供の世
話が加わると、担う役割はさらに複雑になり
ます。

現代において、父親は妻子を養う稼ぎ手であ
るという誇りにのみ拠って立つ存在ではあり
ません。女性との関係も婚姻による夫婦関係
に限らず、シングル、事実上のパートナーな
ど、様々です。オフィスに通勤する人もいれ
ば、自宅を仕事場にしている人、仕事はパー
トナーに任せて主夫業に専念している男性
もいます。

そして、父親と子供たちの間にあった距離は
どんどん縮まってきています。これも喜ばし
い変化です。心理学の研究で、子育てに父親
がより深く関与することで、子供の社会的・情
動的発達が促進されることが明らかになっ
ています。

家族から見て歓迎すべき変化が起こってい
る一方で、このような変化に適応することに
抵抗を感じている男性がまだまだいることも
事実です。特に、従来型の模範的な父親を尊
敬して育った男性には、すんなりと受け入れ
がたいことがあるようです。

父親として子供達と積極的に関わることに気
持ちがついていかない男性もいるでしょう。
でも、男性はもっと子育てに自信を持ってよ
いのだ、と示すデータがあります。3万組近い
親を対象としたメタ分析によると、子育てに
おける7つの重要な分野で、父親と母親の間
で有意な差は出なかったということです。温
かな心、愛情のこもった世話、要求への対応
などに男女差はなく、子供たちは等しく育ま
れていた、というわけです。

昔ながらの父親像に慣れ親しんだ男性は、
仕事上の自己実現をアイデンティティの柱と
する反面、いざ家庭での役割を満たそうとす
ると、どのような立場からどう振る舞うべき
か、戸惑ってしまうようです。
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従来から模範とされてきた男性像は、頑強で働き者の大黒柱、とい
うものです。このようなステレオタイプ通りの人は少なくなってきてい
ますが、健康に悪影響を及ぼしかねない側面のある男らしさから離
れつつあるという意味で、好ましい傾向と言ってよいでしょう。

模範的な父親とは

家族の健康

男女を問わず現代社会に応じた新
たな関係性へと移行している今こ
そ、より健やかで幸せな暮らしのた
めの模範を見直すべき時かも知れ
ません。
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伝統的な父親像は男性の心身のあらゆる面
に負担を強いてきました。仕事一筋に偏ら
ず、家族と過ごす時間を大切にしている現代
的な男性は、健康状態が良好な傾向にあり
ます。

旅行を計画したり、外出の予定を立てたり、
話題を提供して語り合ったり、ハグの機会を
増やしたりといったように、頼まれるのを待
たず積極的に家族と関わりましょう。家族は
膝掛け椅子から眺める対象物ではありませ
ん。自分自身をどんどん巻き込んで、自分の
望む家庭をつくりましょう。

他の諸々にも言えることですが、与えるほど
得るものは大きくなります。家族に積極的に
働きかけ、できる限りのことをする父親に、家
族は与えた以上の愛情で応えてくれます。そ
れはまた、あなたにとって大きな心の支えと
なるでしょう。		

ほんの30年ほど前は、専業主夫など聞いたこ
ともない、という時代でしたが、今では多くの
男性が家庭で子供たちと過ごす時間を大切
にし、父親としての喜びを味わっています。
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ぜひ新しい役割を積極的に取り込
んで、従来にはなかった模範を自ら
示してみて下さい。
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心身ともにベストな状態で１日を過ごすため
に必要な、ビタミン、ミネラル、食物繊維がバ
ランスよく配合されています。画期的な独自
のブレンドで、スムーズ、なめらか、クリーミー
な栄養ドリンクをいつでもお楽しみいただ
けます

全身の健康をサポートするなら、
栄養たっぷりのデイリーバイオ
ベーシックスがおすすめで	
です	。

栄養の宝庫

デイリーバイオ
ベーシックス
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脂肪をウエスト周りの敵とした戦いは、近年
の栄養史上で最大の失策でした。脂肪の摂
取を完全に排除する人が増え、それとともに
ウエスト周りの大きな人が増えるという現象
が世界各地で起こりました。それは食品業界
で脂肪を炭水化物に置き換えるという方法
で対応したためです。今日では、脂肪はどれ
も同じと言えないこと、脂肪が介在しないと
取り込めない種類のビタミンが存在すること
が明らかにされています。

また、栄養面で何の利点もない人工的なトラ
ンス脂肪を避けることも大切です。ヘルシー
な食事を心がけるなら、認知機能や気分の
向上に関与することが立証されたオメガ3脂
肪酸を積極的に摂りましょう。

ストレスや怒り、不安といったネガティブな
感情は、少量であれば日々の充実感に昇華
されます。家族の暮らしを支えるために稼が
なくては、という責任感は、好ましい形態のス
トレスであり、これがあるからこそ仕事に対
する意欲も維持できるという側面がありま
す。ところが、ストレスの負担が大きくなって
緊張状態が続くようになると、体に悪い影響
が及びます。ストレスに対する一般的な身体
反応には、筋肉の硬直、腹痛、頭痛といった
ものがありますが、いずれも不快ながら一時
的なものです。ストレスが慢性化すると、免
疫系が不安定になることがあります。締め切
りに追われるだけでなく、風邪にまで悩まさ
れる、といった状態は、ストレス過多が何日も
続いている証拠です。それでも、ポジティブ
な思考の力で、体調を望ましい方向へ導くこ
とは可能です。思考が健康状態に及ぼす影
響力は軽視できません。ストレスや不安にと
らわれるか、より健やかで幸せな方へ目を向
けるか、その選択はこれからのあなたが引き
寄せるものに関わってきます。

よく眠れない日が数日あっても、その影響
は一時的です。しかしながら、慢性的な睡眠
不足に陥ると、体のあちこちに問題が生じ
る可能性があります。不眠症は、高血圧、心
臓発作、生活の質の低下、体重増加に関与
しています。睡眠が足りないと、脳機能や気
分に支障が出ます。よく眠れない夜が続く
と、甘いものを過剰に食べたくなったり、そ
うしないと仕事に向かえなくなったりしま
す。くたびれて帰宅した時は運動する気に
などとてもなれないものですが、そんな状
態が定着してしまうと、適切なケアのなされ
ていない体はぶよぶよと弛んでしまいま
す。睡眠不足はまた、健康的な食事のリズ
ムを調整する2種のホルモンを変性させま
す。このような変化が積み重なって、お腹周
りの贅肉になるのです。悪循環を避けるに
は、睡眠前に心身を落ち着かせることから
始めましょう。寝室は暗く、温度は低めにし
て、携帯電話やコンピューター、テレビとい
った睡眠の邪魔になるものは持ち込まな
いようにして下さい。
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ストレス過多は病気の原因にな
るのでしょうか。

人間が生きていくために
は、ある程度の脂肪は必
要なのです。自分の運動
量に合った適量の脂肪を
摂取することは健康なラ
イフスタイルの一部と考
えるべきです。

体に良い脂肪があるというのは
本当ですか。

睡眠は体重管理に影響を及ぼし
ますか。 

専門家	への質問



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：
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