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何か目指していることがある方が、体がうま
く機能してより健康的でいられるというの
は、考えてみるとすばらしいことではないで
しょうか。まさに、いつまでも若 し々く年を重
ねていくためのツールとなりそうです。しかも
このツールは年齢層やライフステージに関係
なく、誰もが使えるものです。

目的の対象は随時変わっていくものです。社
会人になったばかりの若い時期なら、世界を
より良い場所に変えようと意気込むことも多
いでしょう。そして自分なりに理由を見つけ、
しばらくの間、あるいは生涯を通じて、できる
ことに取り組んでいくはずです。一方、目的
意識は年令によっても変化していきます。い
つの間にか家族を守ることが中心になって
いる、というのも珍しくありません。また、退
職後に若い世代のメンターとして活躍する人
もたくさんいます。自分の世話を必要とする
ペットの面倒を見るだけでも、若 し々い体を
保つことにつながります。

実は、目的が何であるか、その内容は関係あ
りません。自分に目指すものがあり、自分の
ためだけでなく他の誰かのためにもなること
をやっている、という実感さえあれば、自分
の体に返ってくるのです。

今あなたには目的や目標としていることはあ
りますか。他の人がより健康になれるよう、
手助けをすることでしょうか。それとも、安全
で快適な家庭を維持することでしょうか。少
し考えてみれば、そうと言い切る機会がなか
っただけで、すでに何らかの目的意識をもっ
て生きていることに気付くはずです。それが
自覚できた今からはぜひ、目指すもののある
生活の効果を実感しながら有意義な経験を
積んでいって下さい。

あなたは何を目指していますか
研究によると、人生において目的意識のある人は、より長く健康的な
生活を続ける傾向があるそうです。先ごろ私が目を通したある研究
では、目的をもって暮らしている高齢者の方が握力の低下が進みにく
く、歩くスピードを維持しやすいと報告されていました。
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最新ニュース
スパイスで気分をアップ
カリフォルニア大学が行った研究によると、
スパイシーなインド料理には欠かせないタ
ーメリックを定期的に食べていると、気分や
記憶力を向上させる助けになるとのことで
す。ターメリックに含まれるクルクミンに脳機
能をアップする効果があるようです。これは
クルクミンの抗炎症作用とアミロイド除去作
用の効果ではないかと考えられています。

もしそう思っているなら考え直してください。
『ジャーナル・オブ・スリープ・リサーチ』に発

表された新たな論文によると、一晩徹夜する
だけで作業記憶が弱まるとのことです。作業
記憶は勉強や仕事、社会生活を効果的に行
うための重要な認知機能です。このことから
も試験前に徹夜で勉強するのがよくないこ
とが分かります。

『ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル』に
最近掲載された記事によると、学習時間の増
加とアルツハイマー病のリスクの低下に関
連が見られるということです。新しい趣味や
新しい友人など、どんな形であっても学び続
けるということは脳を働かせることにつなが
り、その後の人生において認知症を予防す
る助けになるということです。

重要な栄養素であるビタミンDは、マグネシ
ウムがあると体内で生成されやすくなりま
す。そしてビタミンDの量が多いと腸内でマ
グネシウムがより効率的に吸収されるように
なります。これは二つの栄養素が相乗関係に
あるためで、それぞれ単独でも健康によい
のですが、二つが一緒になることで健康効果
がさらにアップするのです。

最近の研究で、日中に屋外で過ごす時
間が長いほど睡眠の質が高まることが
分かりました。ビタミンDの増加が、入眠
時間の短縮、睡眠時間の増加、睡眠の質
の向上につながることが複数の研究で
示されています。

生涯学習の新たなメリットが見
つかる

マグネシウムと日光の相乗効果一晩ぐらい寝なくても大丈夫？

日光が睡眠の質を向上
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このような日常生活におけるあらゆる動作
を楽にこなすために、機能面の改善に着目
した体力づくり、すなわち機能性フィットネス
というコンセプトが注目されています。

機能性フィットネスでは、日常生活で使う筋
肉や関節の連携を重視します。

ジムで仰向けになってレッグプレスをすれ
ば百数十キロを達成できる人でも、片足で自
分の体重を支えながらスクワットができると
は限りません。日常の動作ではむしろ後者の
方がスキルとして求められることになるでし
ょう。

機能性フィットネスの専門家は、ウエイトトレ
ーニングから少し離れて、自分の体重をコン
トロールしバランスを調整する訓練を推奨
しています。いつものエクササイズにはその
後で戻って行くと良いそうです。

例えば幼い子供の育児に家庭で専念してい
る人は、持ち上げる、しゃがむといった動作を
中心に強化することを検討してみて下さい。
自動車の整備士さんなら、腕と肩の筋力をつ
けるだけでなく、腰を丈夫にするトレーニン
グがおすすめです。高齢者の多い施設で看
護や介護に関わっている人は、体が思うよう
に動かなくなった入所者を支えることが多い
はずです。持ち上げる力とともに、体幹を鍛え
て上半身を安定させるとよいでしょう。

一方、座る、立つ、ひざまづく、重いものを運
ぶ・引く・押す、階段を上る・下りる、背伸びし
て高い場所にあるものを取る、といったよう
に、誰もが日常的に行う動作もあります。

なかでもゆっくりと腰を落として立ち上がる
スクワットはよい運動になります。また、利き
足も意識してみましょう。地面から立ち上が
るとき、どちらの足を主に使っているかチェッ
クして下さい。そして、反対側の足を強化して
バランスを整えるのです。重い物を運ぶ運動
は自宅でもできます。

庭仕事の途中、土の入った重たい袋を持ち
上げる時などに、腹筋に力を入れるよう心が
けるのがポイントです。洗濯カゴを持ち上げ
るなら、1回きりにせず、10回繰り返せば運動
になります。この場合、全身がうまく連携する
よう、関節の動きを意識するとよいでしょう。

階段の上り下りは運動の場所をジムから家
へ移すきっかけに最適です。一方、ジムに通
っていても、壁面のレールにつかまって体
を折り曲げた状態で運動している人がいま
す。これでは日常生活でちょっとした階段を
上って行くのと同じ運動にはなりません。で
すから、もたれずに体を動かすようにして下
さい。

04

8キロくらいなら走れる、あるいはベンチプレスで36キロを上げられ
るくらい体力のある人でも、小さな子供を車の座席に乗せるのに四
苦八苦することがあります。重いスーツケースを持って階段を上り下り
して腰を傷めることもあるかも知れません。

日常生活を支える体力
づくり

フィットネス

ジムでは特定のマシンを使って特
定の筋肉をターゲットにして運動
を行いますが、機能性フィットネス
では、日常的な動作を念頭に、体
を安定した状態で動かせるように
します。

機能性フィットネスで屈伸や歩行、
階段昇降から、押す、引く、手を伸
ばす、持ち上げる、屈むといった動
作まで、日常を意識した体の使い
方を見直してみましょう。
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イスに座ったり立ったりするような動作は普
段ほとんど意識することなく行なっています
が、立ち上がる時に両腕で体をしっかりと支
え、体重を持ち上げるようにしてもよいでし
ょう。

さらに、壁に背中をつけた状態で行うスクワ
ットや、空気イス（イスなしで座面に腰掛け
た姿勢を維持する）にも挑戦してみましょう。

壁に手をついて腕立て伏せをすると、物を押
す時に使う筋肉と関節が強化されます。単純
に前方へ腕を屈伸する運動から始めて、徐々
に手をつく場所を左右へ変えていくというア
レンジもできます。

高い場所にある物を取る時につま先立ちに
なるという動作も、機能性フィットネスを意
識するようになれば安定感が増してきます。
それは体幹が強くなり、関節の柔軟性が向上
するからです。

機能性フィットネスでは体幹が非常に重要
です。また、強化と同時に柔軟性を高め、痛
みを感じることなく自由に動ける体を維持し
て下さい。ぽっこりしたお腹の方が気になる
かもしれませんが、機能性フィットネスの中
心となる体幹は、寝起きするにも、立ったり座
ったりするにも不可欠です。読書ひとつでも
歪みやストレスのない姿勢で楽しめるように
なりましょう。
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また、立ち上がったついでにスク
ワットをすると良い運動になり
ます。
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共益を分かち合う
スカンジナビア諸国は国民の幸せ度世界ランキングで常
時上位に入っています。社会的・政治的な施策が行き届い
ているだけでなく、思いやりのあるコミュニティが根付いて
いるという文化面も考察に値します。

特集記事

|    The Art of Growing Young
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公的プログラムはすべて、幅広い層の人々を
包含することに重点を置いています。そして、
公平性と資本を柱に据え、信念をもって高度
な社会を形成しています。平たく言い換える
なら、分かち合うことで社会が成り立ってい
るというわけです。お互いに助け合うことを
正義とする社会は繁栄します。

とある農家ですばらしい出来栄えの作物が
絶賛されたことがありました。取材に訪れた
人が成功の秘訣を尋ねたところ、近所の農家
と分かち合ったからだ、という答えが返って
きました。

だから、周囲の農地で作物の出来が良くな
いと、自分の作物も影響を受ける。質の良い
ものを豊富に収穫したければ、隣人もそう
できるように考えなければならない。つま
り、単独で孤立してはやっていけない、とい
うのです。

人はみな複雑につながっています。社会に出
ると、自分と自分の利益は自力で守らなけれ
ばならないというメッセージを受け取りがち
です。そして、経済力、知力ともトップを目指
して競い合い、最高のものを手に入れ、魅力
あふれる理想的な人物像や家庭のイメージ
を維持するために最善を尽くさなければ、と
自分を追い立てます。ところが、自分にとって
満足のいくものを追うあまり、有意義な関係
や絆を見失なってしまうこともあります。

人類の文明が続いてきたのは、分かち合うこ
とができたからなのかも知れません。脆弱な
がらも信頼し合い、助け合うことで、人類は
飢饉、戦争、内戦、自然災害などの困難を乗
り越え、平和な時代に繁栄してきました。

豊かなときこそ、生を謳歌したいものです。
持てるときはより多くの人をテーブルに招く
のがよい、という言い回しがあります。「足る
を知る」ことが最初のステップとなり、余剰ぶ
んを共有するという段階に進むことを推奨す
る古人の言葉です。

また、最高のセキュリティシステムは隣人と
知り合いになることだ、ともよく言われます。
ご近所さんと知り合い、日常的に関わるうち
に、助け合いのネットワークが築かれます。
お互いの様子がある程度分かっているので、
異変があれば誰かが気付くことになります。
一方、同じ通りに荒れた家があると、周囲の
家の価値にまで響きかねません。

家族の中に不安や抑うつで苦しんでいる人
がいると、家庭内に何らかの影響が及ぶこと
は避けられません。社会に本来の可能性を
発揮できない人がいると、必然的にその影
響は他の人々にまで及びます。
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ご近所同士が知り合いになれば、
公共のスペースはより安全になり
ます。人間関係でも同様のことが
言えます。

分かち合うという行為は自然で本
能的なものです。人間の本質に備
わっていると言ってもよいでしょう
（他の生き物にも当てはまること
があります）。

曰く、自分の作物の種が風に乗っ
てよそへ広がっていくのと同じよう
に、近所の農地から自分のところ
にも種がやってくる。
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とはいえ、誰かが困っているからといって、す
べてを無条件に分け与える必要はありませ
んし、すべての時間を与えることに費やすよ
う求められるわけでもありません。自己の内
面や個人の空間を犠牲にしなくともよいの
です。あくまでも互いに責任の持てる範囲で
関わればよいことであって、ギブアンドテイ
クにもバランスはあるべきです。親しき仲に
も礼儀ありと言うように、望むこと、求めるこ
とにも節度や境界線は必要です。

資源の共有は社会にも環境にも好ましい影
響を及ぼします。（ひいては全体的な貯蓄状
況も向上します。）

例えば庭の小さい家が多い地域に住んでい
る場合、芝刈り機を共有するとお互いに助か
ります。 職場に通うのに相乗りを検討するの
も一案です。たまにしか使わない家電や道具

（アイスクリームメーカー、フォンデュセッ
ト、屋外用グリルや庭仕事の道具など）も共
同購入して交代で使うことができます。こうい
った分かち合いは消費を減らしつつ、協力関
係を強化します。

分かち合うという行為は健康づくりでも重要
です。健康的なライフスタイルを目指して達
成したいことがあるなら、誰かと一緒に取り
組むとよいでしょう。お互いを頼りにし、励ま
し合って目標に向かっていけるはずです。図
らずも病気になってしまったときは、弱みを
隠すのではなく、まわりの人を頼って下さい。
誰かの力になるという経験は、手を差し伸べ
る人にとっても有意義なことなのです。

08

分かち合うのは豊かさだけに限ら
れません。心や思考に弱さやほこ
ろびが生じたときも、一人で抱え込
まなくてよいのです。
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ボディケア用新製品のラインナップについて、詳しくはウ
ェブサイトwww.naturalii.lifeplus.comをご覧ください。

このほどライフプラスにボディケア・コ
レクションが加わりました。自然の恵み
をできるだけピュアな状態で取り入れ
た栄養たっぷりの新製品で、頭のてっぺ
んからつま先まで、全身をいきいきと
した潤いのあるお肌にしましょう。

ピュアなオーガニック素材の魅力が詰まったナ
チュラリィのボディケア用コレクションは、栄養
を浸透させるボディローション、爽やかなボディ
ウォッシュ、手を優しく洗い上げるハンドウォッ
シュ、手肌をいきいきとよみがえらせるハンドク
リームの4種類。

ライフプラスがお届けする栄養たっぷりのオー
ガニックボディケア製品をぜひ、毎日の特別なひ
と時にお役立てください。

© 2018 Lifeplus International
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私たちの脳には日々様々な思いがあふれて
いて、自分を取り巻く世界の欠点や、自分に
必要なもの、自分の欲しいもの、他者の欠
点、自分の欠点などへの思いも紛れ込んで
います。「まだまだ足りない」「もっと欲しい」 

「もっと良くしてくれてもいいのに」といった
ような気持ちを完全に断つのは至難の技で
す。それでも自己の思考や感情にしっかりと
向き合ってみると、気の持ちかたや行動を変
えていける可能性があります。

マインドフルネスの観点から今ここにいるあ
りのままの自分に立ち還るには、どんな感情
でも受け入れることがポイントとなります。
ポジティブ思考で重要なのは、自分のネガテ
ィブな思考や悲しみや怒りといった好ましく
ない感情を否定することではありません。悲
しみや怒りを最小限に抑制しても何の解決
にもなりません。まずは内にあるネガティブ
な感情や経験をそのまま受け止めることで
す。それから、手放すなり、変換するなりして、
別の角度から物事を捉え、ポジティブな人間
関係や健康、全体像へと向かっていくのが健
全な対処法です。

ポジティブ思考は個人や社会に平和をもた
らす強力なツールですが、それが故に人生
でしばしば直面する悲しみや傷心を恥として
しまってはいけません。ポジティブでいると
いうことは、傷心や悲しみをもたらす状況や
困難な出来事を否認することではありませ
ん。なかったこと、あってはならないこととし
てしまうのではなく、しっかりと把握した上で
視点をポジティブに変えていくことが重要な
のです。ポジティブな方向への扉を開くには、
トラブルも受け止め、手放す必要がありま
す。そのためにはまず、困難の存在に気付く
こと、それを認めること、そして理解すること
が不可欠です。

ところが否定的な感情は雪だるま式に増大
しやすい傾向があります。それはある種習慣
的な思考パターンが身についてしまってい
るからです。その思考パターンを認識するた
め、代表的なものをここで確認しておきまし
ょう。自分を責める材料とするためではなく、
冷静に観察し、いずれは手放せるようにする
ために、罠になぞらえてみます。

フィルタリングの罠。フィルタリングは、ある
状況から好ましい要素をフィルターで濾しと
ってしまい、通過してきた悪い要素だけに意
識を集中してしまうというパターンです。例え
ば一日の仕事が大半はうまく片付いたとしま
しょう。全体的には上々なはずなのに、終業
時に完了できなかったことが2つ残ってしま
いました。家に帰ってもやり残したことが頭
から離れず、嘆かずにいられないとしたら、
この罠にはまっています。

自責の罠。ネガティブな状況に行き当たった
時に、自分が悪いせいだと考えていません
か。例えば、同僚や隣人がどことなくよそよそ
しかったり、言葉短かに立ち去ったりした時、
すぐ自分が相手に何か悪いことをしてしまっ
たのだろうか、と思うタイプが当てはまりま
す。その時、その人がそのような言動をした
理由は数百通りの可能性があります。そして、
そのすべてがあなたと何の関係もない場合
も多いのです。

破局の罠。最悪の結論に飛びつくのがこの落
とし穴です。変な時間帯に実家から電話があ
ったら、悪いニュースに違いないという思い
がよぎるでしょう。旅行に出かけた初日が雨
だったせいで、休暇全体が台無しだと思うの
は悲観し過ぎというものです。

両極端の罠。白黒どちらかで物事を見る、グレ
ーゾーンのない思考パターンが当てはまりま
す。厳密に絶対に正しいことしか認められず、
それ以外はすべて劣ると考えてしまいます。

以上のようなネガティブな思考パターンが健
康によくないのは何故なのでしょうか。端的に
言えば、一旦はまってしまうと抜け出しにくく、
そこから身動きがとれなくなっていることも自
覚できないことが多いからです。「遺恨の念
は、毒を飲んでおきながら、それが敵を殺して
くれると期待するようなものだ」という表現が
あります。遺恨の念をネガティブ思考に置き換
えても同様のことが言えそうです。ネガティブ
な要素は健康に重層的な影響を及ぼします。
ストレスホルモンを増やして体内で暴走さ
せ、心臓病や肥満に陥る可能性もあります。1、2

すでに身についてしまったネガティブ思考の
習慣はどうすれば変えられるのでしょうか。

1日に2回か3回、携帯のアラームなどを利用
して、ほんのひと時で構いませんので、自分
が何を考え、どんなことを感じているかよく
見つめて下さい。気付くことが最初の一歩に
なります。
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コップに半分：半分が空っ
ぽであることを受け入れつ
つ、ポジティブ思考の力を
発揮する

ライフスタイル

ネガティブな感情を受け入れつつ、
それを転換してポジティブな思考
や成果につなげていくには、どのよ
うな方法があるのでしょうか。

翌日はもっと頑張ろう、という気持
ちは同じでも、その日できたことに
意識を向けた方がよいでしょう。

具体的な方法としては、日に何度
か定期的に自分の内面に意識を向
けてみるとよいでしょう。

生きていれば誰もがしばしば困難や徒労に直面します。

1 Wenzlaff, R M, et al. “Depression and mental control: the 
resurgence of unwanted negative thoughts.” Journal of 
personality and social psychology., U.S. National Library of 
Medicine, Dec. 1988, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3216288.
2 Hirsch, Colette R., et al. “Delineating the Role of Negative 
Verbal Thinking in Promoting Worry, Perceived Threat, and 
Anxiety.” Clinical Psychological Science, SAGE Publications,  
July 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4827167/.



2018 年5月/6月    |

ネガティブな思考を克服しようとするのでは
なく、そのまま受け入れてから手放しましょ
う。例として、小姑さんとのやり取りで気に障
ることがあったとしたら、怒りは怒りとしてま
ずしっかりと感じて下さい。そして、どんな言
葉に傷ついたのか、あるいは不信感を抱い
たのか、を認識するのです。ただ、信じられな
い、あるいは悲しくなった、という気持ちにど
っぷりと浸ると抜け出せなくなりますから、息
と一緒に吸い込むくらいの気持ちで受け入
れるとちょうどよいでしょう。

自己肯定や長所（他人のそれも含めて）に着
目する姿勢はとても大切です。心の平静を取
り戻すには、自分に向かって問いかけていく
という方法も有効です。ネガティブな思考に
気付いたら、次のように自問してみましょう。
これは何という思考だろうか。どう扱えばよ
いだろうか、私はどうしたいのだろうか。どう
にかして変えるべきだろうか。考え方を変え
る気になったとしたら、どのように変えられ
るだろうか。

それでも、時にはどうやってもネガティブな
思考を変えられそうにないこともあります。あ
るいは正直なところ、変えたくない、変わりた
くないと思っている自分がいることに気付く
かも知れません。小姑さんとの一件でも、腹
立たしい気持ちを消化するのに少し時間が
かかってしまうこともあるでしょう。方向転換
の難しい状態に陥ったら、こんな風に自問し
てみて下さい。このネガティブな思考は自分
に何かプラスになっているだろうか、より前
向きで穏やかな気持ちに導いてくれるものだ
ろうか。怒りを抱えている方が安心できるとい
う一面はあるかも知れません。「あの人には
いつも無神経なことを言われる、わざと私を
怒らせようとしているに違いない」 そんな思
いにとらわれたとき、どのように受け止めれ
ばよいのでしょうか。一例として、あの人には
そういう癖があるのだ、と頭の中で呪文のよ
うに唱えることで、相手に対する怒り、あるい
は傷ついた自分の気持ちを冷静に認めると
いう方法があります。自分に言い聞かせて現
実を受け止めなければならないという状況
は一度や二度に限らず、これからも続いてい
くかも知れません。でも、それでよいのです。

ポジティブな承認を本心から納得してできる
よう、練習しましょう。自分自身を好ましく思
えないときは、ポジティブなことを自分に語
り掛けても後ろ暗く感じてしまうものです。
だからといって、ネガティブな思考に浸って
いるわけにもいきません。基本的なガイドラ
インとして、大切な親友に言わないような言
葉は、自分に対しても投げつけるべきではあ
りません。

実際にあなたがそう信じているかどうかは
問題ではありません。というのも、それは真
実だからです。人間の美徳は自分の中にも
他の人の中にもあることを思い出して下さ
い。そして、今日この日にきっと感謝の気持ち
を見出すのだ、と告げて下さい。（たった一
本の電話でも、話を終えた瞬間に感謝したく
なるような何かを教えてくれる可能性があり
ます。）

何かと悲観的になる傾向のある人は、一晩
で楽観主義者になれると思わないほうがよ
いでしょう。自分のあらゆる感情に向き合い、
ポジティブな面を見出せるようになるまで、
猶予を見込んでおくことをおすすめします。
常にポジティブな思考ができなくても焦る必
要はありません。いついかなる時でも幸せを
実感できる、というのはむしろ現実的ではあ
りません。雑多な思考や感情が入り混じるの
が普通です。それでも私たちの心も体も、よ
りポジティブな心休まる方向性を望んでい
ます。自分と他者、そして世界に、より前向き
に接するよう努めていきましょう。 
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自分の正直な気持ちを受け入れる
ことができたら、手放します。あの
一件にもうこれ以上自分は左右さ
れない、と声に出して言うのも一
案です。

自分自身に向かって、自分は愛情
や親切、尊重に値する人間である
と伝えましょう。 
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貝類は必須栄養素の宝庫で、体にとって重要
な亜鉛やヨウ素などの栄養素を提供してくれ
ます。なかでも亜鉛は不足しがちなミネラル
で、欠乏すると、不安感の悪化から免疫機能
の低下まで、あらゆる症状が生じ得ることが
知られています。2  ヨウ素もまた甲状腺の機
能に関連しており、欠乏を防ぐため多数の国
が公衆衛生上の観点から食卓塩その他の日
常的な食品に添加する施策をとっています。
ヨウ素の欠乏症はしばしば、国民の知能発達
との関連（母体および胎児の甲状腺機能に
よる）で注目されます。食卓塩へのヨウ素添
加は多数の国で行われており、導入以後人
口全般のIQ水準が向上したことと相関性が
あるとした研究が複数あります。貝類からは
天然ヨウ素を直接摂取することができます。

貝類の成分でも特に体に良い栄養となるの
はオメガ3です。オメガ3脂肪酸といえばサー
モンがよく話題にのぼりますが、カキやムー
ル貝などの場合、1日あたり170g～225gが摂
取量の目安となります。ニュージーランド産
のグリーンマッスル（パーナ貝）には、関節と
肺の健康をサポートする特別な脂肪酸が含
まれています。

オメガ3が世界の注目を集めるようになった
のは数十年前、グリーンランドの先住民イヌ
イットの人々がデンマーク（グリーンランドを
植民地としていた）の国民より心臓病になり
にくいことに関心が寄せられたことが発端で
す。研究者は先住民の食生活がシーフードを
中心としたもので、飽和脂肪は少なくオメガ
3脂肪酸が豊富であることに起因すると結論
付けました。

オメガ3は、気分の改善と脳の健康にも役立
ちます。つまり、貝類はうつ病に対抗する助け
ともなり得るのです。オメガ3の少ない人に
うつの確率が高い傾向があることは研究で
示されています。3  脳の健康という観点では、
定期的に魚介類を食べる人の方が認知症に
なる確率が低いことも指摘されています。

貝類は美容面でも少なからぬ役割を果たし
ています。亜鉛、銅、オメガ3は皮膚、爪、髪の
健康に寄与します。オメガ3には、太陽の紫外
線によって引き起こされるダメージを軽減す
る働きがあります。  また、乾癬やアトピー性
皮膚炎の症状を和らげることも知られていま
す。 , ハリのあるやわらかな肌を保つにはコ
ラーゲンが必要ですが、コラーゲンの生成に
欠かせないタンパク質と銅の優れた摂取源
となるのも貝類です。
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貝類が海のスーパーフードとしてもてはやされているのには理由があります。  貝は重要なミネラル類を
たっぷりと含んでおり、体によい脂肪の摂取源としても優れています。カキ、アサリ、ムール貝、ホタテ、さ
らにはロブスター、カニ、エビなど、貝類や甲殻類には様々な種類があります。

カキ、エビ、アサリ、ムール貝... 
体によい魚介類を食べましょう

栄養

栄養学に詳しい専門家がシーフー
ドを推奨する理由として最も多い
のは、心臓の健康に良いから、と
いうものです。

貝類に含まれるオメガ3は子供の
集中力、読解力とも関係している
そうです。

さらに、鉄と銅（いずれも血液中の
ヘモグロビンを補助するミネラル）
も豊富です。全身に必要な酸素を
行き渡らせるには、ヘモグロビンの
働きが不可欠です。

1 Dong, Faye. The nutritional value of shellfish. 
2009, wsg.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/
publications/Nutritional-Value-of-Shellfish.pdf.
2 Russo, A.J. “Decreased Zinc and Increased Copper in 
Individuals with Anxiety.” Nutrition and Metabolic Insights, 
Libertas Academica, Feb. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738454/.
3 Osher, Y, and R H Belmaker. “Omega-3 fatty acids in 

depression: a review of three studies.” CNS neuroscience & 
therapeutics., U.S. National Library of Medicine, 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499625.
4 Pilkington, S M, et al. “Omega-3 polyunsaturated fatty acids: 
photoprotective macronutrients.” Experimental dermatology., 
U.S. National Library of Medicine, July 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21569104.
5 Koch C, Dölle S, Metzger M, Rasche C, Jungclas H, 

Rühl R, et al. Docosahexaenoic acid (DHA) supplementation in 
atopic eczema: a randomized, double-blind, controlled trial. 
Br J Dermatol. 2008;158:786–792.
6 Balbás, G Márquez, et al. “Study on the use of omega-3 fatty 
acids as a therapeutic supplement in treatment of psoriasis.” 
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 
Dove Medical Press, June 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3133503/.
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ぐっすりと眠るために  
特集記事

睡眠、それは私たちにとって必要なものであり、私たちが大好きなも
のであり、そしてなかなか思うように得られないものとなっています。
しっかりと眠ることは健康上重要な鍵のひとつです。
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しかし、様々な事情があって、睡眠を優先で
きないこともよくあります。日々忙しい現代人
は、横になってエネルギーを充電しなければ
ならないときでさえ、仕事のことを考えずに
いられません。

不眠症は習慣的なもので、よく眠れないこと
を自覚している人がたくさんいます。睡眠の
本当の目的とそのメカニズムは、科学者にも
まだ部分的にしか分かっていません。睡眠の
仕組みも理由も、心身への影響についても、
まだまだ謎が多いのです。

とはいえ、効果的に働き（認知面）、健康な体
（身体面）と良好な気分（情緒面）で満たさ
れた暮らしをするには、十分な睡眠が不可欠
であることは、研究により実証されています。
私たちは睡眠なくして最高水準の認知機能
を駆使することはできません。

疲れていたせいで家族に思いやりのないこと
を言ってしまったり、簡単に泣いてしまった
り、必要以上に腹を立てたりしてしまったこ
とはありませんか。睡眠不足は日々の暮らし
の感情面に影響を及ぼします。

不眠症はなぜ生じるのでしょうか。そして、自
然な方法で解決できるのでしょうか。不眠の
一般的な原因と慢性的な睡眠不足を自然に
解決する方法について考えてみましょう。

概日リズムを整えると、自然に眠れるように
なります。概日リズムとは、24時間単位で「睡
眠と覚醒」を繰り返すパターンのことです。毎
晩同じ時間帯に眠くなる、あるいは、毎朝同
じ頃に目を覚ます、という実感のある方は、
自分の概日リズムを体感しているということ
になります。眠れなくて困っている人は、概日
リズムがうまく機能していないと考えられま
す。あまりに忙しかったり、気がかりなことが
あったりして、それに気づいてすらいない可能
性もあります。

そして、就寝時には決まった手順を踏むよう
にして下さい。自然界は様々なサイクルやリ
ズムで動いています。私たちの体と心もそう
です。就寝前は神聖な儀式の時間としましょ
う。あえてゆっくりと時間をかけて呼吸を落
ち着け、考え事をやめて、電子機器もオフにし
て、くつろぐようにするのです。エッセンシャル
オイルを使ったアロマバスに浸かったり、20
分じっくりと瞑想をしたりするのが有効なら
取り入れてもよいですが、そこまで手間暇か
ける必要はありません。必要に応じていつも
やっている小さな行動を丁寧にするだけでも
よいのです。

例えば、パジャマに着替えるという毎晩の行
動も就寝前の儀式になります。できれば使い
古しのTシャツやスウェットパンツではなく、
暖かく肌触りの良いパジャマを用意すると、
心地よい就寝前の合図となります。ぬるま湯
で洗顔するにも、歯を磨くにも、あえてゆっく
りと時間をかけてみましょう。

さらに、ベッドに入ったら、心の落ち着く本を
開く、あるいは、１分間布団の下でもできるス
トレッチをする、などもおすすめです。

こういったルーチンを行うには多少の時間が
必要です。ですから、まずはベッドサイドの電
灯をオフにする時間を決めて下さい。そして、
その30分前を就寝前の儀式の開始時間とし
ます。やってみて、時間が足りない、あるいは
長すぎる、と思ったら、必要に応じて開始時
間を調整して下さい。

睡眠をポジティブに捉え、自分もぐっすり眠
れると信じることも大切です。ポジティブな
心構えと就寝の儀式を組み合わせることで、
思考と行動の相乗効果が生まれます。また眠
れないのではないかと思い悩むより、前向き
に取り組んでスムーズに入眠し、質の良い睡
眠をとりましょう。これは認知行動療法と言
われる手法で、ハーバード大学の系統的レビ
ューをはじめ、複数の研究で不眠症を緩和す
ることが確かめられています。1
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睡眠は身体の健康をできるだけ
良好に維持するためにも欠かせ
ません。

マグネシウム配合のボディローショ
ンを体に塗ったり、ラベンダーオイ
ルを足の裏に擦り込んだりしても
よいでしょう。

概日リズムを調整する方法として、
毎晩（週末も含めて）きっちり同時
刻にベッドに入り、毎朝同時刻に起
きる習慣をつけましょう。

1 Trauer, J M, et al. “Cognitive Behavioral Therapy for Chronic 
Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis.”  
Annals of internal medicine., U.S. National Library of Medicine,  
4 Aug. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054060.
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暗闇もまた睡眠を助けてくれます。日没ととも
に就寝とはなかなかいかないものですが（特
に高緯度地域で日没時間の季節的な差が大
きい場合）、夜9時30分にはベッドに入りたい
ものです。専門家の論によると、睡眠の質は
深夜を過ぎるとやや低下し、午前3時を過ぎ
るとさらに低下するということです。寝室の
電球を交換するだけでも、睡眠に至るプロセ
スをより有効にすることができます。ヒマラヤ
塩のランプや特殊な目覚まし時計の低刺激
性電灯は、脳のメラトニン（重要な睡眠ホル
モン）産生を妨げない柔らかな光で、就寝前
の儀式に必要な量を提供してくれます。

特に夜7時以降は電子機器をオフにして、ブ
ルーライトを避けることが重要です。9時か9
時30分を就寝時間と決めたなら、少なくとも
その2時間前からはモニターやスクリーンの光
による刺激を避けなければなりません。テレ
ビ、パソコン、タブレットの使用時間を制限
するだけでなく、目覚まし時計も伏せてしま
うか、できれば寝室から出してしまいましょ
う。

特にデジタル時計の数字は就寝前に見ると
不安になりますし、夜中に目が覚めて眠れな
くなった時に見てしまうと、起床までの残り
時間が減っていくことに焦りを感じてしまい
ます。

運動は睡眠の向上に役立ちます。ご存知の方
も多いように、小さな子供は公園で思い切り
遊んだ後や水泳のレッスンから帰った時はス
ムーズに昼寝をします。この点については私
たち大人も大差ありません。運動は全身の仕
組みがうまく働くよう調整します。

不眠に悩む人が眠れない理由として最もよく
あげるのがストレスと不安です。運動で精神
衛生面を向上するのが有効であることは明
らかです。ただしひとつだけ注意が必要で
す。運動は体内のエンドルフィンを増加しま
す。就寝前の3～4時間は運動をしない方がよ
いでしょう。

ハーブの力を借りるという方法もあります。自
然な作用で眠りやすくするものでは、メラトニ
ンのサプリメントやカモミールティー（カモミ
ールのアロマでも可能）、パッションフラワー
ティー、タルトチェリージュース、バレリアン 
（吉草）根のカプセル、マグネシウム（経口・
局所塗布）などが知られています。オーストラ
リアの大学で行われた二重盲検プラセボ対
照研究では、パッションフラワーティーに成
人の睡眠が改善する作用があることが示さ
れました。2 タルトチェリージュースは、体内
のメラトニン量を自然に高め睡眠を促進しま
す。3 マグネシウムは多くの人に不足している
ミネラルです。睡眠の改善に利用できる経口
タイプのマグネシウムのサプリメントもありま
すが、外用のローションならマッサージを兼
ねてゆったりとした気分になれます。一部の
専門家は肌に塗って吸収させるタイプが一番
良いと考えています。いずれにせよ、マグネシ
ウムは休眠のひと時を助けてくれる優れたミ
ネラルなのです。4 
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2 Ngan, A, and R Conduit. “A double-Blind, placebo-Controlled 
investigation of the effects of Passiflora incarnata (Passionflower) 
herbal tea on subjective sleep quality.” Phytotherapy research : 
PTR., U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21294203.

3 Howatson, G, et al. “Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) 
on melatonin levels and enhanced sleep quality.” European 
journal of nutrition., U.S. National Library of Medicine,  
Dec. 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22038497.
4 Abbasi, B, et al. “The effect of magnesium supplementation on 

primary insomnia in elderly: A double-Blind placebo-Controlled 
clinical trial.” Journal of research in medical sciences :  
the official journal of Isfahan University of Medical Sciences., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23853635.

寝室には、屋外の街灯の光が入
らない遮光カーテンを使いましょ
う。

運動のもたらす刺激によって起き
ている時間帯が充実して過ごせる
ようになり、ストレスにも対処しや
すくなります。
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レモンは多彩な用途に使えるだけでなく、心
身の健康増進に役立つ成分をたっぷりと含
んでいます。予防的健康法の専門家の多くが
朝一番にレモン汁を加えたぬるま湯をグラ
ス1杯分飲むことを推奨しています。ビタミン
Cと抗酸化物質を摂取することで、免疫力を
高め、体内環境をアルカリ化するとともに、
消化を助けることができるそうです。

酸性度の調整
私たちの体は健康を維持するためにあらゆ
るバランスを調整しています。なかでもpHバ
ランス（体内環境の酸性・アルカリ性のバラ
ンス）は重要です。食品には摂取すると体内
で酸を生じるものがたくさんあります。ジャン
クフードや加工食品、動物性タンパク、砂糖、
精白炭水化物、そして調理済みの包装食品
など、体を酸性に傾けるものを食べ過ぎる
と、pHバランスを維持しようとする体に多大
な負担がかかります。肉類、脂肪、魚、チーズ 

（特にハードタイプ）精白糖、コーヒー、アル
コールは、いずれも体内で酸化します。アル
カリ性へ戻してくれるのは果物や野菜です。
ちなみに興味深いことに、レモンなど食品そ
のものが酸性であっても、体内に入ると酸を
弱めるよう働く食品があります。1

消化管の健康
レモンに含まれるクエン酸には、大腸を刺激
し、蠕動運動を促進する働きがあります。様
々な要因から慢性の便秘に悩んでいる人は
たくさんいますが、レモンがお通じを助けて
くれるかも知れません。また、レモン果汁に
含まれるアスコルビン酸は、消化吸収を助
け、体がじっくりと栄養素を処理できるように
してくれます。

肝臓のデトックス
レモンには体を浄化するデトックス作用があ
り、特に肝臓への効果が期待されています。
マウスを使ったアルコール誘発性肝硬変（幹
細胞の炎症、瘢痕）に関する研究では、レモ
ン汁の投与で肝臓の健康が大幅に改善され
たことが示されています。  研究を担当した
科学者たちは、これはレモンの抗酸化作用に
よる効果であろうと見ています。

ビタミンC
ビタミンCの抗酸化作用に着目したアルツハ
イマー病専門誌の調査では、加齢に関連す
る認知能力低下に対してビタミンCが保護効
果をもたらすと示されています。 3

コレステロールを下げる
レモンを皮ごと全部食べることはまずない
かも知れませんが、高脂肪食を与えられたハ
ムスターに皮まで含めたレモンを食べさせ
たところ、コレステロール値が大幅に下がっ
たそうです。 4皮ごとベーキングに使ったり、
ピュレ状にしてスムージーに混ぜたりといっ
た工夫をしている人もいます。

血圧を下げる
日本で行われた研究では、レモンの摂取とウ
ォーキングを組み合わせることで、血圧が大
幅に下がると立証されています。 5この研究
では、運動（ウォーキング）とレモン摂取の相
乗効果により、有益な結果が引き出されたと
の結論に達しています。

体重管理
レモンには体内に脂肪が蓄積するのを抑制
する成分も含まれているそうです。 6ある研究
ではマウスに太る餌を食べさせつつ、レモン
由来のポリフェノール（植物中に存在する生
物活性を有する化合物）も与えました。する
と高脂肪給餌計画から予測されたほどは体
重が増えず、レモンのポリフェノールで体重
増加が抑えられたことが分かりました。

レモンを取り入れるにあたっては、いくつか
注意点もあります。レモンの果実や果汁は歯
のエナメル質を傷める可能性があります。レ
モンやレモンジュースを口にした後は、何度
か水で口内をすすぎ、酸を洗い流しましょう。
これで歯の劣化を防ぐことができます。また、
レモンは全て本物の果物（濃縮果汁ではな
いもの）を使って下さい。濃縮タイプのレモ
ンジュースは殺菌処理が施されているため、
栄養価の大半が失われています。

レモン2個分の果汁にはビタミン
Cの一日の推奨摂取量のほぼ90%
が含まれています。ただし一般に
定められる推奨量はビタミンC欠
乏症である壊血病を防ぐために必
要な量であって、解毒、免疫サポー
ト、酵素機能などあらゆる目的で
必要になる量ではなく、健康を最
大限促進するには不十分です。

レモンの健康成分としては、クエン
酸、ポリフェノール、アスコルビン
酸などが鍵となるとも示されてい
ます。
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レモンの使い道といえばまず思いつくのは水に入れて風味付けをする、というものでしょう。あるいは、
しぼり汁を料理に加えるか、スコーンに添えるレモンカードを連想する人もいるかも知れません。

元気のもと、レモン 

ハーブとサプリメント

1 Schwalfenberg, Gerry K. “The Alkaline Diet: Is There  
Evidence That an Alkaline pH Diet Benefits Health?”  
Journal of Environmental and Public Health,  
Hindawi Publishing Corporation, Oct. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195546/.
2 Zhou, Tong, et al. “Protective Effects of Lemon Juice on 
Alcohol-Induced Liver Injury in Mice.” BioMed Research 
International, Hindawi, Apr. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439254/.
3 Harrison, F E. “A critical review of vitamin C for the prevention 

of age-related cognitive decline and Alzheimer’s disease.” 
Journal of Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of 
Medicine, 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22366772.
4 Terpstra, A H, et al. “The hypocholesterolemic effect of lemon 
peels, lemon pectin, and the waste stream material of lemon 
peels in hybrid F1B hamsters.” European journal of nutrition., 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2002,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11990004.
5 Kato, Yoji, et al. “Effect on Blood Pressure of Daily Lemon 
Ingestion and Walking.” Journal of Nutrition and Metabolism, 

Hindawi Publishing Corporation, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4003767/.
6 Fukuchi, Yoshiko, et al. “Lemon Polyphenols Suppress 
Diet-Induced Obesity by Up-Regulation of mRNA Levels of 
the Enzymes Involved in β-Oxidation in Mouse White Adipose 
Tissue.” Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition,  
The Society for Free Radical Research Japan, Nov. 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2581754/.
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先進国における小児肥満の増加はしばしば
耳にすることですが、先進国の加工食品が世
界中で手に入りやすくなるに従い、この問題
は発展途上国にも広がりつつあります。  広
範囲にわたって、子供たちは栄養価が低くカ
ロリーの高いものをより多く食べるようにな
り、運動量は著しく減ってきています。加工食
品やファーストフードを食べるようになって
数世代を経るうちに、後天的に獲得された形
質が遺伝するエピジェネティクスと呼ばれる
変化が起きている可能性もあります。動物を
対象にした研究から、栄養による後天的なヒ
トゲノムの変化が世代間で受け継がれ得る
ことが判明しています。肥満は糖尿病、高血
圧、心臓病、関節炎、ガンといった慢性疾患を
引き起こす主要な要因であるため、これは危
機的な状況です。

子供は選択肢があること、自分に決定権があ
ることを好みます。自分のことを自分でコン
トロールしたいという欲求は子供たちが生
まれつき持っているものです。献立を考える
とき、子供に「夕食の野菜はニンジンにしよ
うか、ホウレンソウにしようか？」などと聞い
てみましょう。あるいは「ランチのブロッコリ
ーは焼こうか、ゆでようか？」というように野
菜の調理方法について希望を聞くという方
法もあります。さらに一歩進んで、子供に料
理を手伝わせるのもよいでしょう。

子供たちに健康的な食生活について教える
ときは、お説教は抜きにしましょう。健康的な
食事の良さについて会話を持つのはよいこ
とです。しかし、ファームへ出かけてよい土と
美しい野菜を見せればもっとインパクトがあ
るでしょう。料理をするときは、健康のために
油で揚げるのではなくオーブンで焼いてい
るのだということを話してあげて下さい。一
緒にスーパーへ行ったら、白米ではなく栄養
価の高い玄米を選んでいること、商業的に栽
培されている米はヒ素に汚染されているこ
とが多くなっているためオーガニックのもの
を選んでいることを伝えましょう。お説教っぽ
くならないように、当たり前のこととして短く
淡 と々話すのがポイントです。

先ほども述べたように、ファームツアーに行
ってみましょう。ファーマーズマーケットへ
行き、調理の実演を見せるのもおすすめで
す。子供向けの実演を行っていることもあり
ます。一つの食品をテーマにしていろいろ
な国の料理にトライすれば、味覚の幅も広
がります。

週末のプロジェクトとして、例えばナスであれ
ば、中華風のナスの辛み炒め、中東のババガ
ヌーシュ（ナスのディップ）、インドのナスのシ
チュー、イタリアのナスのパルメザン焼きな
どを家族で味わってみて下さい。

子供の食生活に最も影響を与えるのは親の
行動だということは専門家の一致した意見
です。 3 親が健康的な食生活を送っているの
を見れば、子供はそれを手本にする可能性
が高いでしょう。実際に、母親が妊娠中に食
べたものが子供の味の好みに影響すること
が科学的に証明されています。胎児が子宮
内で飲む羊水の中に母親が食べたものの風
味が検知されるのです。さらに、母乳の味も
母親の食事によって変わります。4もし子供が
パスタの麺だけを食べていたら、夫や妻とパ
スタに入っている野菜がどんなにおいしい
かを話題にしましょう。
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子供の肥満が増えている昨今、どのようにして自分の子供に健康的
な食習慣をつけ、悪い食生活が長期的に与える影響について伝えた
らよいのでしょうか。

子供の 
食習慣を改善

家族の健康

子供たちに健康的な食品をどんど
ん試させて下さい。2

とはいえ、子供たちを健康的な
食習慣に導くために親ができる
ことはたくさんあるので安心して
下さい。

1 Gupta, N, et al. “Childhood obesity in developing countries: 
epidemiology, determinants, and prevention.” Endocrine 
reviews., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240243.
  Carruth, B R, et al. “Prevalence of picky eaters among infants 
and toddlers and their caregivers’ decisions about offering a 
new food.” Journal of the American Dietetic Association.,  
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2004,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14702019/.
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食事の最初にまずサラダだけを出すという
アイデアもあります。多くの健康志向の親た
ちはキッチンに甘いものや加工食品を一切
置かないことにしています。

日曜日をアイスクリーム・サンデーの日にす
るのも一案です。こうすることで、子供たちに
健康によい食べ物が第一で、そうでない食
べ物はたまにしか食べないものだということ
を示すことができます。小さな子供たちは友
達から学ぶことが大好きです。ですから、もし
もヘルシー志向な友達がいたら時々一緒に
食事をさせてもらって同年代の子供が健康
的な食事をしているところを見せましょう。

大切なのは感情をなるべく排除することで
す。甘いもので子供を釣れば、とりあえず目
の前にある体によい食べ物を食べさせると
いう目標は達成できるかもしれません。しか
しこれでは健康的な食生活という長期的な
習慣づけはできません。同様に、悪い食べ物
をご褒美にするのはそれが努力して得るべ
き賞品だという間違ったメッセージを送るこ
とになります。子供が体に良い食べ物を拒み
続けることでストレスを感じたら、夫婦で話
し合ったり友人に話したりして発散しましょ
う。イライラしているところを子供に見せて
はいけません。穏やかに接しながら、健康的
な食習慣の手本を見せ続け、子供たちの参
加を促していきましょう。
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デザートは週に一回の特別なもの
にするのが良いでしょう。そしてそ
の時はみんなでアイスクリーム屋
まで散歩するなどして外で食べる
のです。

3 Savage, Jennifer S., et al. “Parental Influence on Eating 
Behavior: Conception to Adolescence.” The Journal of law, 
medicine & ethics: a journal of the American Society of Law, 
Medicine & Ethics, U.S. National Library of Medicine,  

2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2531152/.
4 Mennella, J A, et al. “Prenatal and postnatal flavor learning by 
human infants.” Pediatrics., U.S. National Library of Medicine, 
June 2001, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11389286/.
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朝一番のコーヒーがないと一日が始まらな
い、という人は多いようです。コーヒーをまず
飲まないことには、会話も思考もままならな
い、という冗談もしばしば聞かれます。

いくつかの研究で、体と大脳の相互作用によ
り、脳機能をアップする可能性が指摘されて
います。一般に知られている目覚ましの作用
にとどまらず、記憶力を高めるという短期的
なものから、アルツハイマー病をはじめとす
る認知症のリスクを低減するという長期的
なものまで、様々な効果が注目を集めてい
ます。

コーヒーや紅茶が実際にどのように作用し
て脳機能を改善するのか、については複数
の説明がなされています。ある説では、コー
ヒーが脳内の炎症を妨げるとしています。1  
別の理論では、それぞれの飲み物に含まれ
る抗酸化物質の効果だと考えられています。2

また、脳の神経受容体にアデノシンが結合す
るのをカフェインが阻害するため、と示した
研究も多数あります。  神経伝達物質のアデ
ノシンは、脳の活動を遅くする作用がありま
す。カフェインはまた、ドーパミン、セロトニ
ン、ノルアドレナリンといった、他の神経伝達
物質に影響を及ぼし、気分や反応速度、覚醒
度を変化させる性質もあります。

パーキンソン病は体の動きを喪失させる進
行性の疾患で、わずかな震えから始まって運
動能力を次第に低下させ、最終的には体の
動きを奪ってしまいます。コーヒーの消費量
とパーキンソン病発症リスクの低下に潜在
的な相関性が見出されることを報告する研
究もいくつかあります。 3だからと言って、毎
日際限なくコーヒーを飲み続ける必要はあ
りません。コーヒーの効果は3杯で十分に得
られ、5杯以上飲んでも結果は変わらないと
いうことです。 4

ですから理論的には、紅茶を飲んでも同様
の効果が期待できます。ただし、カフェインを
含有するコーヒーの効果がすべての認知障
害に及ぶわけではありません。 

認知能力、記憶力の低下は加齢現象としても
よく見られます。メモをどこに置いたか忘れ
てしまった、というような軽い物忘れで済む
こともあれば、憂慮に値するような記憶喪失
に戸惑うこともあるでしょう。記憶力に自信
のある方ならなおさらです。カフェインが短
期記憶、なかでも反応時間、数値記憶、単語・
文章想起といった側面を助けることはいくつ
かの証拠から示されています。 5カリフォルニ
ア大学とジョンズ・ホプキンス大学の最先端
の科学者チームが記憶テストを実施したとこ
ろ、カフェイン200mgを摂取した人のほうが
そうでない人よりはるかに良好な結果を出
したと報告されています。6

記憶障害の最も深刻な形態は、アルツハイ
マー病をはじめとする認知症です。コーヒー
がアルツハイマー病の発症リスクを下げる
可能性があることは複数の研究で示唆され
ています。7科学者の間では、これはカフェイ
ンがタウタンパク質に何らかの影響を及ぼ
しているためと考えられています。アルツハ
イマー病の患者の脳をスキャンすると、タウ
タンパク質の蓄積が顕著に見られます。8成
人多数の生涯を通じて行われたある縦断研
究では、人生の中盤に毎日コーヒーを3～5
杯飲んでいた人は、後になってアルツハイマ
ー病あるいは認知症の診断がなされる確率
が大幅に低かったことが明らかにされてい
ます。 9なお、紅茶による保護効果はさほどで
もなかったということも付記されています。10

コーヒーの効果は2型糖尿病にも及ぶようで
す。 11コーヒーは糖尿病の発症率低減に関連
しているのだそうです。一部の専門家は、糖
尿病罹患者のうち最大70%がアルツハイマ
ー病になると考えています。12この研究では
過去の研究報告も含めて検証し、糖尿病の
高齢者では脳の萎縮がより顕著であること
を明らかにしています。また、糖尿病を患う
成人の脳でタウタンパク質の蓄積が目立つ
ことも指摘されています。同時に、この認知
機能の低下が糖上昇の常態化によるものな
のか、肥満など糖尿に関連する他の因子によ
るものなのかを判断するには、さらなる研究
が必要だとしています。

いずれにせよカフェインは、脳の健康にとっ
て驚くほど強力な味方となりそうです。ここに
挙げた研究はいずれもカフェイン摂取は適
量に納めるべきことを強調しています。それ
がコーヒーにして3杯程度に相当します。さ
らに、コーヒーや紅茶に加えるものについて
も配慮が必要です。甘味を足して飲む人は、
砂糖や甘味料の摂りすぎに注意して下さい。
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コーヒーや紅茶に含まれるカフェインで脳の機能を高め、アルツハイマー病などの認知症を後に発症す
るリスクを低減することは可能なのでしょうか。

コーヒー、紅茶で日常的に脳を活性化
家族の健康

実はコーヒーも紅茶も、起き抜け
のぼんやりした意識を覚ますだけ
でなく、それ以上の効果が期待で
きそうです。

前述の研究では、パーキンソン病
の発症リスクが低減されるのはコ
ーヒーに含まれるカフェインの特
性によるとしています。 

1 Chiu, Gabriel S., et al. “Hypoxia/Reoxygenation Impairs 
Memory Formation via Adenosine-Dependent Activation of 
Caspase 1.” Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience, 
3 Oct. 2012, www.jneurosci.org/content/32/40/13945.full.
2 Ruxton, C. H. S. “The impact of caffeine on mood, cognitive 
function, performance and hydration: a review of benefits and 
risks.” Nutrition Bulletin, Blackwell Publishing Ltd, 13 Feb. 2008, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-3010.2007.00665.x/full.
3 Sääksjärvi, K, et al. “Prospective study of coffee consumption 
and risk of Parkinson’s disease.” European journal of clinical 
nutrition., U.S. National Library of Medicine, July 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522612.
4 Qi, H, and S Li. “Dose-Response meta-Analysis on coffee,  
tea and caffeine consumption with risk of Parkinson’s  
disease.” Geriatrics & gerontology international.,  
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23879665.
5 Haskell, C F, et al. “Cognitive and mood improvements  

of caffeine in habitual consumers and habitual non-Consumers 
of caffeine.” Psychopharmacology., U.S. National Library  
of Medicine, June 2005, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15678363.
6 Borota, D, et al. “Post-Study caffeine administration enhances 
memory consolidation in humans.” Nature neuroscience.,  
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24413697.
7 Carman, A J, et al. “Current evidence for the use of coffee 
and caffeine to prevent age-Related cognitive decline and 
Alzheimer’s disease.” The journal of nutrition, health & aging., 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24676319.
8 Laurent, C, et al. “Beneficial effects of caffeine in a transgenic 
model of Alzheimer’s disease-like tau pathology.” Neurobiology 
of aging., U.S. National Library of Medicine, Sept. 2014, www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24780254.
9 Eskelinen, M H, et al. “Midlife coffee and tea drinking and the 

risk of late-Life dementia: a population-Based CAIDE study.” 
Journal of Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of 
Medicine, 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158424.
10 Eskelinen, M H, and M Kivipelto. “Caffeine as a protective 
factor in dementia and Alzheimer’s disease.” Journal of 
Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of Medicine, 
2010, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20182054.
11 Jiang, X, et al. “Coffee and caffeine intake and incidence 
of type 2 diabetes mellitus: a meta-Analysis of prospective 
studies.” European journal of nutrition.,  
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24150256.
12 Moran, C, et al. “Type 2 diabetes mellitus and  
biomarkers of neurodegeneration.” Neurology.,  
U.S. National Library of Medicine, 29 Sept. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26333802.
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そしてその問題は栄養不足によることが多
いのです。髪を健やかに保つには、食事から
体に良いタンパク質を取ることが重要です。
髪の毛を主に構成しているのはケラチンと
呼ばれるタンパク質の一種です。ケラチンは
細長くしっかりした繊維でこれが髪を強くし
ています。このため、食事から十分なタンパ
ク質がとれていないと髪が弱くなるのです。
フラックス（亜麻仁）やクルミといった種子や
ナッツ類、サケやイワシのような健康に良い
脂肪分を含む魚は、タンパク質の供給源とし
て優れています。なぜなら、これらの食物に
はオメガ3系という最も健康によい脂肪酸が
含まれているからです。

ビタミンEは髪の健康に最も重要なビタミン
のひとつです。ヒマワリの種、アーモンド、ア
ボカド、ブロッコリーやホウレンソウといった
緑の野菜はいずれもビタミンEを豊富に含ん
でいます。また、亜鉛不足は抜け毛を引き起
こします。亜鉛を十分にとるにはサプリメン
トの他、カボチャの種やインゲン豆、水質の
良い沿岸部でとれた貝類（特に牡蠣）などを
食べるのがおすすめです。

シャンプーやコンディショナーの成分に
ついて
成分のラベルを見て、発音できないような名
前が並んでいたら気を付けましょう。多くの
化学物質は人が使用することに適していな
いだけでなく、環境破壊につながることも珍
しくありません。化学物質や成分が法的に許
可されているからと言って、使用されるべき
ものとは限りません。消費者を守るのは消費
者自身です。

ラウリルアルコール、ミレス硫酸ナトリウム、
パラベンに由来する成分は避けるべきとす
る見方もあります。ここに挙げたものに限ら
ず、いくつかの硫酸塩化合物は何らかの問題
の主因となる可能性が指摘されていま
す。DEA（ジエタノールアミン）、MEA（モノエ
タノールアミン）、TEA（トリエタノールアミン）
は内分泌かく乱物質で、アメリカでは認可さ
れていますがヨーロッパの化粧品には使用
が禁止されています。

健康に良いシャンプーやコンディショナ
ーの成分
オーガニック素材の天然成分を使ったもの
を選びましょう。ティーツリーオイルやローズ
マリーオイルのような精油入りを探してみて
下さい。持続可能性の高い方法で栽培され
るアロエは、髪にも環境にも優しい成分で
す。ココナッツオイルとひまし油も健康によ
い成分です。

MSM（メチルスルフォニルメタン）は硫黄化
合物の一種で、他の硫黄化合物よりも体内で
処理されやすいものです。硫黄というと腐っ
た卵のあの嫌な臭いが連想されるかも知れ
ませんが、卵には硫黄が多く含まれていま
す。髪の毛が焦げた時の臭いも、硫黄臭に由
来します。それはさておき、MSMは髪の健康
のためにぜひ取り入れたい成分です。ある研
究で、マウスを3つのグループに分けて異な
る量のMSMを含む溶液を局所的に与えたと
ころ、体毛の伸びる早さがMSMの量と直接
的に関係していることが分かりました。1 この
結果はMSMが食品から摂取しても定期的に
頭皮に使用しても抜け毛対策に役立つ可能
性を示唆しています。

自然な方法で髪の成長を促しましょう。
自然由来の製品を使うこと以外にも、健康で
丈夫な髪のために毎日できることがありま
す。

熱による負担を減らしましょう。美容師と相談
してドライヤーやヘアアイロンをあまり使わ
なくてよいヘアスタイルを探してみて下さ
い。スタイリング器具を使わなければならな
い場合もなるべく控えめに使用し、熱から髪
を守る自然派のスタイリング剤を使いましょ
う。
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健康な髪のためにはまず体の内側から健康にしなければなりません。髪が抜けたり痛んだりするとき、多
くの場合は体の内側に問題が潜んでいます。

ヘルシーな髪はヘルシーな生活から 
髪の健康によい食品と栄養

家族の健康

オメガ3系脂肪酸は切れ毛を防ぎ、
髪にツヤや滑らかさを与えます。

1 Shanmugam, Srinivasan & Baskaran, Rengarajan &  
Nagayya-Sriraman, Santhoshkumar & Yong, Chul-Soon & Choi, 
Han-Gon & Woo, Jong-Soo & Yoo, Bong-Kyu. (2009). The 
Effect of Methylsulfonylmethane on Hair Growth Promotion of 
Magnesium Ascorbyl Phosphate for the Treatment of Alopecia. 
Biomolecules & Therapeutics - BIOMOL THER. 17. 241-248. 
10.4062/biomolther.2009.17.3.241.
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天然成分のシャンプーに変えた人の多くが、
しばらく使用したのちには週に2、3回髪を洗
うだけでよくなったと報告しています。

前屈して頭を低くしたり、頭皮マッサージを
したりして、頭皮への血流を増やしましょう。
朝のシャワー中なら簡単にできる上に、目覚
ましにもなります。

週に一度はティーツリーオイルをココナッツ
オイルやMSMのローションで薄めたもので
じっくりと頭皮マッサージをしてみて下さい。
ココナッツシュガーのような自然由来の砂糖
やマグネシウムを含むエプソムソルトでマッ
サージをして頭皮の角質を取り除くのもおす
すめです。
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洗髪の回数を減らしましょう。一
般のシャンプーは髪から自然な油
脂分を奪ってしまうことが多いの
が問題です。

こうすることで毛包への血流を促
すことができます。
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統計によると不妊に何らかの影響を受けて
いる男性は全体の7％、不妊に悩むカップル
に着目すると、男性側に要因のある不妊は
40～50%に上るということです。1 男性不妊の
多くは、精子の再生産、質、運動、耐性に起因
するということです。ここでは男性不妊を自
然に改善するいくつかの方法を紹介します。

まずは運動です。運動は心臓や脳の健康に
良いだけでなく、精子の全体的な質にも関わ
っています。

中程度の運動をこなしたグループは座りっ
ぱなしのグループよりも精子細胞が22%多く
確認され、精子の体積では8％、運動（動作・
速度）では12％、形状・構造（形態）では17％
の向上が認められました。

男性不妊を改善したい場合、避けたほうが
良い薬があります。抗生物質、抗炎症剤、抗
精神病薬、副腎皮質ステロイド、ステロイド
類の一部、メタドンなど、種類によっては薬
のために精子の数が減ったり運動率が低下
したりすることがあります。ただしどんな場合
でも、服薬を始めたり中止したりする前には
必ず医師に相談して下さい。

健康全般の敵、ストレスももちろん男性の生
殖力低下に関連しています。ストレスは子宝
を望む男性の足を引っ張ります。女性の場合
と同様、ストレスに晒された体は再生産に余
力を残さず、生き延びることを優先します。

ビタミンDはご存知のように免疫系の機能に
欠かせない栄養素ですが、男性にとっては精
子の質という観点からも重要です。それは精
子そのものの健康状態に関与するためで
す。血液中のビタミンDが低水準になってい
る男性は、パートナーが懐妊する確率も低い
傾向があります。3

驚くほどのことではないかも知れませんが、
抗酸化物質もまた、男性の生殖能力の向上
に重要なツールとなります。抗酸化物質の補
給と精液の質に関するデータを検証したとこ
ろ、精液の質を示す指標（数量、運動率、複
製、構造など）のうち少なくとも1つか2つに
改善が認められたということです。 4

必須脂肪酸にも精子の質に良い影響をもた
らすものがあります。 5オメガ3脂肪酸を補う
ことで、精子の大きさ、形状、速度、数量が向
上するそうです。

亜鉛は精子の形成と運動性に寄与するミネ
ラルです。6精巣内の精子形成の過程で亜鉛
がどのような役割を担っているかについて
はまだ正確には判明していないところがあり
ますが、亜鉛の抗酸化作用が精子の数量、運
動性、寿命など（研究により異なる）が改善さ
れるという仮定で研究が進められています。
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不妊の問題は女性に焦点を当てて語られることが多いようですが、
なかなか授かれないと悩むカップルでは男性不妊も大きな要因とな
っています。

男性不妊を自然な方法で
改善するには

家族の健康

定期的な中程度の有酸素運動（ジ
ョギングなど）の効果を分析したと
ころ、座りっぱなしの男性と比べる
と、精子の質が良好になることが明
らかにされました。2

亜鉛の摂取源としては、七面鳥、か
ぼちゃの種、牡蠣、ロブスター、ム
ール貝などの魚介類が知られてい
ます。

1 Hirsh, Anthony. “Male Subfertility.” BMJ :  
British Medical Journal, Sept. 2003,  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196399/.
2 Hajizadeh, B, et al. “The effects of three different exercise 
modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: 
a randomized controlled trial.” Reproduction (Cambridge, 
England)., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920258.
3 Tartagni, Massimo, et al. “Males with low serum levels of 
vitamin D have lower pregnancy rates when ovulation induction 
and timed intercourse are used as a treatment for infertile 
couples: results from a pilot study.” Reproductive Biology and 
Endocrinology : RB&E, BioMed Central, Nov. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654914/.

4 Ahmadi, Sedigheh, et al. “Antioxidant supplements and  
semen parameters: An evidence based review.” International 
Journal of Reproductive Biomedicine, Research and  
Clinical Center for Infertility, Dec. 2016,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5203687/.
5 Safarinejad, Mohammad Reza, and Shiva Safarinejad. “The 
roles of omega-3 and omega-6 fatty acids in idiopathic male 
infertility.” Asian Journal of Andrology, Nature Publishing Group, 
July 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720081/.
6 Yamaguchi, Sonoko, et al. “Zinc is an essential trace element 
for spermatogenesis.” Proceedings of the National  
Academy of Sciences of the United States of America,  
National Academy of Sciences, 30 June 2009,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705534/.
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その根拠を科学的に調査した研究は少なく
とも1つあり、勃起と勃起状態の維持を助け
たとしています。7 アスパラガスの効力は、柑
橘類やマンゴー、ブロッコリーと同様、ビタミ
ンCの作用で精子の健康状態が改善される
ことによります。8ビタミンCの抗酸化作用で、
男性の生殖能力が高まることも覚えておき
たいものです。

インドや中国には古くから伝わる伝統薬が
あり、中国医学の洞察力も見逃せません。古
来中国では媚薬として高麗人参が使われて
きました。高麗人参が男性の性的機能改善
に役立つだけでなく、精子の生産量と質にも
有益であることは科学的にも注目されてい
ます。9
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抗酸化物質の豊富なアスパラガス
はアーユルヴェーダ医学において性
的機能不全をサポートすると考えら
れてきました。

7 Bansode, F W, et al. “Dose-dependent effects of Asparagus 
adscendens root (AARR) extract on the anabolic, reproductive, 
and sexual behavioral activity in rats.” Pharmaceutical  
biology., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963947.
8 Akmal, M, et al. “Improvement in human semen quality after 
oral supplementation of vitamin C.” Journal of medicinal food., 
U.S. National Library of Medicine, 2006,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004914.
9 Leung, Kar Wah, and Alice ST Wong. “Ginseng and male 
reproductive function.” Spermatogenesis, Landes Bioscience,  
1 July 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3861174/.



|    The Art of Growing Young28

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。

© 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。



2018 年5月/6月    |

非常に重要です。幸せに健やかに暮らすに
は睡眠が不可欠です。一晩でも睡眠不足に
なると思考力が落ちて、仕事でも学校でも本
領を発揮できなくなります。眠れない夜が何
日か続くと、疲労感に襲われるだけでなく、ち
ょっとしたことで腹を立てる気難しい人間に
なってしまいます。

しっかり眠りたくても、望んだ時間にベッド
に入るのが難しくなるばかりだと感じている
人は多いようです。そして現代人の多くが十
分な睡眠をとれないまま暮らしています。睡
眠習慣の改善に取り組んでみると、健康状態
や気分に大きな変化が感じられるはずです。
夜ぐっすりと眠るには、夕方以降の時間帯に
受ける刺激を制限する必要があります。寝室
にはデジタル機器を一切置かないようにし、

携帯電話は電源をオフにしてから休みましょ
う。寝室は暗くして、温度はやや低めにして
下さい。

信じられないかも知れませんが、少量のスト
レスは健康に良い影響をもたらすことがあり
ます。それは、ストレスのかかる状況では動
機が働きやすくなるからです。少量のストレ
スがかかるからこそ、宿題を終えたり、予定通
りに工事を完了したりできるのです。ただし
重度のストレスが長期間続くと、健康に悪影
響を及ぼします。ストレスから頭痛や胸やけ
のような比較的軽めの症状が出る場合もあ
れば、血圧上昇、細胞損傷などより深刻な問
題に至ることもあります。幸いにも、負のスト
レスに対処する方法はたくさんあります。通
勤の間に心の落ち着く音楽を聴く、夕方に瞑
想をする、お昼休みにジムに行く、友人と和
やかに夕食をとるなど、ストレスに対抗する
手段はいくらでも考えられます。

脂肪をめぐる討論は収束しました。最新の見解
では、脂肪は人類の敵ではない、とうことで一致
しています。とにかく脂肪を減らしなさい、と言
われるようになって数十年が経ちましたが、実
際には体に良い脂肪を摂取している方が健康
でいられます。オーガニックの植物性食品に由
来する不飽和脂肪は概して体に良い脂肪です。
第一の特徴は室温で液状になっていることです
ので、簡単に見分けられるでしょう。例えばオリ
ーブオイルがそうです。地中海沿岸域の食生活
に欠かせないこのオイルは、避けるべきではな
い健康的な脂肪です。オリーブオイルのような
脂肪はエネルギーを供給するだけでなく、悪玉
コレステロールを減らし、善玉コレステロール
を増やすことで、体内でも重要なあらゆる部分
を保護します。体にとってさらに望ましいものと
いえば、オメガ3脂肪酸です。主に魚、なかでも
寒冷水域の魚やある種の藻類（魚の脂肪酸も餌
となる藻類に由来します）に含まれるオメガ3脂
肪酸は、脳と心臓に寄与する栄養として広く知
られています。一度は体に悪いとされた脂肪の
中にも、実はさほど悪くないものがあることも
分かっています。脂肪摂取量とエネルギーの消
費量のバランスが取れている限り、脂肪はヘル
シーな食生活の構成要素となるのです。
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ストレスは健康にどんな影響を
及ぼすのでしょうか。

脂肪は体に良いのか悪いのか、
どちらなのでしょう。

専門家 への質問

睡眠不足は慢性化すると体重増
加、糖尿病、うつ病といった、より
広範で深刻な健康上の問題に繋
がる可能性があります。

良質な睡眠の重要性とはどのく
らいなのでしょうか。
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ださい！

健康な関節を維持します

リプリネックス™
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