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直感に磨きをかけて
健康に良い方法を探るにあたって、しばしば見過ごされているのは、
自身の内なる声かも知れません。自分のことを一番よく知っているの
は自分自身です。ですから、健康への道を知るうえで参考になる情報
は、自分の中にあります。

概して私たちの意識は外へ向かっていること
の方が多く、新しいフィットネス情報を仕入れ
たり、新しいレシピを手に入れたり、新しい
運動法に挑戦したりしています。健康と栄養
についても最新情報が出ればすぐに知りたく
なります。いずれも知る価値は大いにありま
すし、最新の知見に関心を持ち続けることも
立派です。ところが、流行を追い、新しい何か
を次々と試す中で、それが自分に合ったもの
なのかどうか、考える時間をとることを忘れて
しまいがちなのも事実です。
最高の健康状態に至るには、外部から最新
情報を取り入れ、新しい試みに挑戦するだ
けでなく、自己内省を通じて自分に合ってい
るかどうかを見極める必要があります。例え
ば、あなたがとてもヘルシーな食事のレシピ
を見つけたとします。材料をよく見ると、ほと
んどが苦手な食材でした。あなたならそんな
レシピにしたがって実際に作って食べようと
思うでしょうか。体に良いのだから、と一度
は試してみるかも知れませんが、おそらく二
度目はないでしょう。最初から残り物を捨て
ることになってしまう可能性すらあります。好
きでもない食事が長期的に役立つとはとう
てい思えません。直感に耳を傾けていれば、
楽しめないであろうことは早々に予測できる
ものです。
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この単純な例が示すように、何かを続けるに
は、自分が楽しいと感じられるものでなけれ
ばなりません。そしてあなたが何を楽しいと
感じるかは、あなただけが知っていることで
す。直感を磨き、耳を澄ませて内なる声を聞
きましょう。成功のヒントはそこにあります。
私は皆さんが新しいアイデアや工夫、情報を
学ぶのを止めようとしているのではありませ
ん。新しい知識は大切です。私の提案は、心
で感じることと他者から学んだこと、その両
方を組み合わせるという方法です。飽きるこ
となく続けられる、健康かつ元気でいるため
の最高の方法を見つけて下さい。それがこの
先何年にもわたって、あなたが行く健康への
道を照らし出してくれるはずです。

Dwight L. McKee
Scientific Director

最新ニュース
口福で幸福に

タンパク質の力

ナッツ類と脂肪の豊富な地中海風の食事の
利点については盛んに研究が行われてきま
したが、
このほど発表されたものでは、
ナッ
ツ類（特にクルミ）
をたっぷり含む食事にうつ
病から心を守る働きがあることが報告されま
した。1日平均24gのクルミを食べた人は、
う
つ病になる率もうつの兆候を示す率も大幅
に低かったということです。.1

タンパク質の摂取量はシニア層にとってより
重要な可能性があります。2900人を超える高
齢者を25年近く調査した結果が最近発表さ
れました。
これによると、
タンパク質の摂取量
が最も多かった人々は、最も少なかった層と
比べて機能的障害を生じる率が30％以上低
かったということです。
タンパク質は筋肉量
を支える基本的な構成材料であり、可動性や
筋力、バランス調整力、
さらには自信につな
がることを考えれば、驚くほどのことではな
いのかも知れません。3

咳止めになる甘いもの
ちょっとしたエクササイズ
のすすめ
階段のあるオフィスで働いている人に朗報
です。少しのエクササイズを習慣にすること
をテーマとした研究で、普段座りっぱなしの
生活をしている若者のグループに1日3回、1
時間から4時間の間隔を開けて3階分の階段
を早足で上る運動を繰り返してもらったとこ
ろ、体力レベルに向上が認められました。
ラ
ンチ休憩やコーヒーブレイクのついでに何
階分かの階段をさっと上がるようにしましょ
う。それだけでフィットネスに大きく寄与す
ることができます。2

自然な方法で咳を鎮めたいと思っているな
ら、
ココアはいかがですか。最近の研究で、
ココアに含まれるアルカロイドの一種、
テオ
ブロミンが昔ながらのハチミツレモンよりも
咳止めに効果的である可能性が出てきまし
た。
テオブロミンは粘性があり、感覚神経の
活性化を抑制しつつコーティングすることで
効果を発揮すると考えられています。4

幸せ日記をつけましょう
感謝の気持ちを日記にしたためるとより健
やかで幸せな人生が引き寄せられてきま
す。
これは複数の研究で示されています。
あ
る研究では、
日記をつけた高校生はよりヘ
ルシーな食事をする傾向があると報告さ
れました。  また、別の研究によると、感謝の
気持ちを書き留めて行くと心血管系の疾患
リスクが低減できるそうです。6

1
Arab, Lenore, et al. “Lower Depression Scores among Walnut
Consumers in NHANES.” Nutrients, vol. 11, no. 2, 2019,
p. 275., doi:10.3390/nu11020275.
2
Elizabeth M. Jenkins, Leah Nicole Nairn, Lauren E. Skelly,
Jonathan P. Little, Martin J. Gibala. “Do Stair Climbing Exercise
“Snacks” Improve Cardiorespiratory Fitness?.” Applied
Physiology, Nutrition, and Metabolism, 0, 0,
https://doi.org/10.1139/apnm-2018-0675
3
Adela Hruby, Shivani Sahni, Douglas Bolster, Paul F Jacques;

Protein Intake and Functional Integrity in Aging: The Framingham
Heart Study Offspring, The Journals of Gerontology:
Series A, , gly201, https://doi.org/10.1093/gerona/gly201
4
Omar S. Usmani, Maria G. Belvisi, Hema J. Patel, Natascia
Crispino, Mark A. Birrell, Márta Korbonits, Dezső Korbonits, and
Peter J. Barnes. “Theobromine inhibits sensory nerve activation
and cough.” The FASEB Journal 2005 19:2, 231-233
5
Fritz, Megan M., et al. “Gratitude Facilitates Healthy Eating
Behavior in Adolescents and Young Adults.”

Journal of Experimental Social Psychology, vol. 81, 2019,
pp. 4–14., doi:10.1016/j.jesp.2018.08.011.
6
Sliwa, Jim. American Psychological Association,
American Psychological Association, www.apa.org/news/press/
releases/2015/04/grateful-heart.
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フィットネス

目標達成までモチベーショ
ンを維持するには
私たちは体力づくりについて、それぞれに自分なりの目標を持ってい
ます。そして、目標を達成できるまで、どのようにしてモチベーション
を維持すれば良いかを考えています。エクササイズする時間を長くす
る、回数を増やす、より負荷のかかる運動をするなど、具体的な目標
は違っても、順調に進めていくためにできることをいくつか挙げてみ
ます。
仲間を見つけましょう。
どんなに内向的な人
でも、他の人々の支えに大きく頼っているも
のです。連帯と責任は人類の進化の一部で
す。私たちが種として成功してきたのは、必
要なものや欲しいものを手に入れるために
協力したからです。住居を建てる、食べ物を
得るために狩猟採集を行う、
といった基本的
なニーズを満たす活動でも、友達の誕生日
パーティーに集まる、旅行の資金集めをす
る、
といった付加的な活動でも、団体で力を
合わせることでより良い成果が得られます。
フィットネスにおける目標を達成する上で最
も重要な鍵となるのもおそらく、
グループで
取り組むことかも知れません。

また、たった一人でも自分に協力し
てくれるパートナーがいれば、
それ
が配偶者であれば尚のこと、運動
の習慣を維持しやすくなるとも報
告されています。
他の誰かと一緒に体を動かすと、成果につ
ながるヒントやアイデアが得られて励みにな
るという一面もあります。例えば、
ジョギング
中に膝に痛みを感じて、2週間ほど走るのを
休むことにしたとしましょう。一人でいると、2
週間のつもりが気付けば2ヶ月休んでしまっ
た、
となりかねません。
ところが、
ジョギングの
グループに参加していた場合は、膝の痛み
に対処した経験のある仲間と情報を共有で
きる可能性があります。膝の辺りを丈夫にし
たり、炎症を鎮めたりするのに効果のあるス
トレッチや運動方法、サプリメントを教えて
もらえば、
ジョギングの習慣を失わずに済む
ことでしょう。
1

1
Osuka, Yosuke, et al. “Does Attending an Exercise Class with a
Spouse Improve Long-Term Exercise Adherence among People
Aged 65 Years and Older: a 6-Month Prospective Follow-up
Study.” BMC Geriatrics, vol. 17, no. 1, 2017,
doi:10.1186/s12877-017-0554-9.
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ルーチンを単調なものにしない工
夫も大切です。多少の変化をつけ
た方がモチベーションを維持しや
すくなります。
朝のウォーキングに退屈してきたなら、1種
類か2種類、他のプログラムを追加すること
を考えてみて下さい。1週間ウォーキングをし
て、2週めは地元のダンス教室のレッスンに
参加する、
といったように、数種類のエクサ
サイズを週替わりや日替わり、
あるいは時間
帯別に組み合わせるのです。
インターバルト
レーニングに人気があるのも、
目先が変わる
新鮮さが楽しみにつながっているからです。
考え方を変えてみましょう。エクササイズを
義務や雑用として捉えているようでは、真に
楽しむことができません。体力づくりを睡眠
や通勤、料理と同じ毎日の暮らしの一部と考
え、体を動かすことを生活のリズムの中に取
り込みましょう。
そして心から楽しむことで、
さらに先へと進んで下さい。

「明日は早起きして運動しなくて
は」と考えるかわりに「明日は朝一
番に自分だけの時間ができる、
そ
してアクティブに楽しめる」と思う
ようにするのです。
それが生活の一部として定着すれば、
より楽
しく、続けやすくなります。

また、
フィットネスがもたらす他の利点にも
目を向けましょう。運動の習慣は身体だけで
なく精神面、情動面も健やかにしてくれます。
それは満足感や見た目の好ましさとしても現
れます。
こういった標準的な（すばらしい）
メリ
ットに加え、運動は神経系に作用する幸せホ
ルモン
（内因性カンナビノイドなど）
を分泌さ
せます。運動により体内に行き渡るホルモン
は、気分を高揚させるだけでなく、
代謝を活
発にし、睡眠の質も高めてくれます。
また、体
力づくりで人々の健康を向上する方法をグロ
ーバルかつ包括的な観点から考えてみるの
も、
自己の動機付けの一助となります。

時には自分の目標を見直す必要も
あります。年明けの1月に、ジムやフ
ィットネスのプログラムに申し込ん
だ人はたくさんいらっしゃるでしょ
う。

半年を経た今、新年の目標に改め
て向き合うのに良い時期かも知れ
ません。健康のために目指したこ
とは何でしたか。
それを達成するために、細分化してクリアし
て行くことはできそうでしょうか。
負けを認め
るような気がするかも知れませんが、
目標自
体を改め、
自分に合った達成度に設定し直す
のも、ひとつの手です。1月に少し勢い余った
だけかも知れないのですから、小さくも達成
感が味わえるだけの目標を段階的に設け、
ク
リアするようにしましょう。
それを積み重ねる
ことで、前進していけるはずです。毎日30分
ハードな運動をするのが難しいなら、毎朝腕
立て伏せとスクワット30回ずつでも良いので
す。現実的な範囲で設定した目標なら達成で
きる確率は高くなり、途中でやめたり諦めた
りせずに続けていけるでしょう。
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特集記事

できれば避け
たい抗生物質
現代医学は数百万人規模の命を救っています。基本
的な健康管理から救急対応、集中治療まで、医療の
介入と革新が必要とされていることもまた、疑いよ
うのない事実です。とはいえ、現代医療に欠点やト
ラブルがないわけではありません。
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今世界的に懸念されている問題のひとつ
は、抗生物質の乱用です。抗生物質は人命を
救うあらゆる場面で不可欠です。
それでも、
服用する前に患者にきちんとした説明をす
ることは大切です。抗生物質が本当に必要な
場合、気を付けるべき点もおさえておきたい
ものです。
抗生物質の乱用には様々な要因と経路が関
連しています。
ウイルス性疾患に必要なのは
時間と休養、栄養、
そして対症療法であって、
抗生物質は効きません。
それなのに病院で
処方されたからと抗生物質を飲んでいませ
んか。
ちょっとした風邪をひいたときに、
どこ
かに仕舞っていた古い薬を出してきて飲ん
でしまうといったような、不適正な使い方が
されていることもよくあります。国によっては
処方箋がなくても抗生物質を入手でき、市販
の軽い鎮痛薬や咳止めシロップと同じくらい
気軽に使われていたりもします。
抗生物質についておそらく最も憂慮すべき
深刻な問題は、むやみに使われる中で耐性
を獲得した菌が現れることでしょう。耐性菌
は有害な細菌が抗生物質治療を経てさらに
強力になったものです。抗生物質の存在する
環境でも生存、繁殖できる力を有するため
治療や駆除が非常に難しい、一言でいうなら
危険な病原菌になるのです。耐性菌のほとん
どが、抗生物質を最後まできちんと使わなか
ったり、必要ないのに抗生物質を使ったりす
ることで誕生します。1 加えて、家畜の肥育効
率を上げるために飼料に抗生物質を混入す
るという手法が広くとられていることも問題
です。
その結果、家畜の体内で耐性菌がつく
られ、食肉に残存します。調理上の取り扱い
が不十分だと食べた人に感染し、治療の困
難な危険な症状を引き起こしかねません。
抗生物質の使用を本当に必要な場合にのみ
限定するべき理由は他にもあります。
そのひ
とつは、体内の微生物叢全体をかく乱するこ
とです。2 抗生物質は個々の病原菌に応じて
特定の種類のものが処方されますが、対象
となっていない菌類まで殺してしまうものが
多いのです。体内の善玉菌は、たいていその
巻き添えになってしまいます。

抗生物質をみだりに使用することで、体内の
微生物の多様性は危機的状況にさらされま
す。
日々の食生活で多種多様な食品を食べる
と多様な栄養素の恩恵を受けることはよく知
られていますが、体内の微生物叢を多様性
に富んだ状態にしておくことも同じくらい大
切です。
それは様々な微生物がそれぞれに
異なる役割を果たしているからです。4 抗生
物質にはたくさんの種類があります。攻撃の
対象となる病原菌と攻撃の方法（細胞膜を
破壊するなど）
もそれぞれに異なります。微
生物叢の多様性が重要と述べたことにつな
がりますが、体によい細菌もまた、
それぞれ
に特定の方法で健康に寄与しています。

抗生物質の過剰使用を避けるに
は、処方を計画する医師とよく相
談する必要があります。
できれば培養検査（血液、尿、便、痰などから
試料を採取する）
で病原菌を特定し、
それに
最も適切な抗生物質を選んでもらうよう依
頼しましょう。
また、抗生物質が本当に必要
か医師に質問し、納得のいく説明を求めて
下さい。言われるまま鵜呑みにするのでも、
医師の進言を軽んじて反論するのでもなく、
より深く知りたいという姿勢で臨めば、治療
に積極的に参加するための会話ができるは
ずです。
今ある自分の症状に対して処方されたもの
でない抗生物質を自己判断で使うのは絶対
にやめましょう。例えば、何ヶ月か前の皮膚感
染症の治療で使い残した抗生物質があって、
また皮膚に炎症が出てきたときに、同じ症状
と推測して以前の薬を使ってはいけません。
配偶者が上気道感染症をこじらせて抗生物
質による治療が必要になった後（そうそうあ
ることではありませんが）
、
自分に似た症状
が出てきたからといって残りの薬を使うのも
やめて下さい。

また、微生物叢が回復力を失うことも問題と
なります。微生物叢は、体によい細菌が多数
存在して繁殖を繰り返すことで回復します。
抗生物質を使用した後も、
この回復力が必
要になるわけですが、善玉菌がうまく増えな
いと体内の微生物叢が本来のバランスを取
り戻せなくなってしまいます。3

1
Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic
resistance threats in the United States, 2013, http://www.cdc.
gov/drugresistance/threat-report-2013. Accessed 8 Feb 2019.
2
Langdon, Amy, et al. “The Effects of Antibiotics on the
Microbiome throughout Development and Alternative
Approaches for Therapeutic Modulation.” Genome Medicine,
vol. 8, no. 1, 2016, doi:10.1186/s13073-016-0294-z.
3
Raymond, Frédéric, et al. “The Initial State of the Human Gut
Microbiome Determines Its Reshaping by Antibiotics.”
The ISME Journal, vol. 10, no. 3, 2015,
pp. 707–720., doi:10.1038/ismej.2015.148.
4
Garrett, Wendy, and Michelle Rooks. “Changes in
the Composition of the Human Fecal Microbiome after
Bacteriotherapy for Recurrent Clostridium Difficile-Associated
Diarrhea.” Post-Publication Peer Review of the Biomedical
Literature, 2011, doi:10.3410/f.10607962.11478060.
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必要があって抗生物質を使うのなら、医師に
相談のうえ、所定の期間、指示された通りに
服用しなければなりません。医師は治療に必
要な量を処方し、薬局では処方箋の通りに調
剤しますので、使い残しは出ないはずです。
何らかの理由で残ってしまった場合は薬局
に持ち込んで（ゴミ箱やトイレに捨てると環
境に影響を及ぼします）処分してもらいまし
ょう。
自宅に古い抗生物質を置いておく必要
などありません。

基本的な知識として、一般的な病
気には、細菌性のものとウイルス性
のものがあることを知っておきま
しょう。
細菌（真正細菌、バクテリア）
とウイルスは異
なる病原体です。ヘルペスウイルス、サイトメ
ガロウイルスほか数種に対する抗ウイルス
薬は存在しますが、大半のウイルス性疾患
（いわゆる風邪、結膜炎、一部の副鼻腔感染
症、一部の胃腸炎など）については、直接ウイ
ルスに作用する治療薬はほとんどありませ
ん。
上気道感染症、つまりありふれた風邪に始ま
って、10日から14日ほどの間に重複感染で症
状が悪化する例は時折見受けられますが、
ほんの数日の咳、鼻水程度で抗生物質が必
要になることはまずないでしょう。抗生物質
の助けが必要となる細菌性の病気としてよく
あるのは、痛みを伴う尿路感染症や皮膚感
染症などです。
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ウイルス性疾患から二次的に細菌性感染症
を患うこともあります。一旦熱が下がった
後、1週間か2週間で再度発熱があった場合
はその可能性を疑ってもよいでしょう。
また
同じウイルスか、
と自己判断してはいけませ
ん。必ず医師の診断を受けて下さい。
必要性があって抗生物質による治療をした
場合も、腸内細菌を健康的に保つことは大切
です。
そのために、食事やサプリメントでプ
ロバイオティクスとプレバイオティクス
（微生
物の餌となる食物繊維）
をしっかりと摂取し
ましょう。サプリメントは数種類の菌株を配
合した高品質のものを選び、発酵食品を積
極的に食べるようにして下さい。効果を考え
るなら、抗生物質による治療が完了してから
2週間後にプロバイオティクスを取り込むの
が望ましいと言えます。
それは、腸内表面の
粘膜において回復過程にあるもとの微生物
叢とプロバイオティクスの競合を防ぐためで
す。微生物叢が抗生物質の影響から立ち直
るのを少し待ってから導入すると、
プロバイ
オティクスは微生物叢のとりまとめ役として
有効に機能します。

また、病原菌と戦った体は酸化ス
トレスの負荷をかなり受けている
はずですので、
サポートに必要な
抗酸化物質の摂取も心がけて下
さい。緑茶をたっぷり飲む、レモン
の絞り汁を活用する、
午後からは
エキナセアのお茶にする、さらに免
疫系を向上するニワトコのシロップ
を使うなどの工夫ができます。
ニワトコのシロップにオレガノオイルを4滴
ほどたらし
（風味が非常に強いので）高品質
のチェリージュースに混ぜてもよいでしょう。
ビタミンCの豊富な食品を食べ、
日向で過ご
してビタミンDを確保するのも忘れないで下
さい。
抗生物質の必要な状態を未然に防ぐ努力も
しましょう。病気の予防で最も重要なステッ
プのひとつは手を清潔に保つことです。20秒
以上かけてしっかりと手を洗う習慣は衛生に
効果的です。特に、病気の人と会った後、交
通機関やショッピングモールなど公共の場
に出かけた後、
そして病院から帰ってきた時
は丁寧に洗って下さい。
抗生物質は本当に必要な場合にのみきちん
と使うべき強力な薬剤です。乱用や過剰使用
を防ぐのは、私たちみんなの責任です。抗生
物質の軽率な使用を減らすため、国内外の
多くの著名な医療機関が目標を設定してい
ます。
このこと自体が公衆衛生上の問題とし
てどれだけ深刻かを物語っているとも言える
でしょう。
日頃から健康を意識し、患者として
正確な情報を求めることで、
あなたもこの一
件に貢献できます。

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。

◊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

五感を使って気軽に瞑想
私たちの日常は慌ただしく、あらゆることが速いテンポで進んでいき
ます。生産性が重視されるため、
やることリストや成果が気になって
仕方がありません。ゆったりとしたペースを取り戻すのも、
今に生きる
ことも難しくなってしまいました。体のリズムに合わせることも然り、
です。そんな現代人にとって、
マインドフルネスは解毒剤とも言えるも
のです。瞑想や思考法などで今この瞬間の体験にフォーカスを合わ
せましょう。
マインドフルネスに抵抗を感じるとしたら、自分の中から
どんな思考や感情が出てくるが分からないという点に原因があるか
も知れません。

実際のところ、マインドフルな状態はあなた
もすでに経験していると考えられます。例え
ばヨガのクラスに行って、終了する頃にはお
だやかな気持ちになっていたことはありませ
んか。体がリラックスしていて、心も安らかな
あの状態です。マットを片付け、持ち物を手に
して、爽やかな気分で歩き始めたことでしょ
う。
その次の動作は何でしたか。携帯電話を
手に取っていませんでしたか。
さして考えも
せず不急のメッセージやメールに応答し、
ソ
ーシャルメディアの記事を次から次へとスク
ロールして、
となってしまうと、せっかくのスト
レス解消の効果が無駄になってしまいます。

そんな罠に陥らないために、五感
の力を借りましょう。深い瞑想のよ
うな抽象的な試みは必要ありませ
ん。体が感じていることに意識を
向けるだけで、さまよいがちな心
を今この瞬間に集中させることが
できます。
視覚

目は開いても閉じても構いません。今目の前
に見えているのは何ですか。
目に映る色は何
でしょうか、
その色に濃淡はありますか。見た
目の質感はどうでしょうか。
スマートフォンやタブレットのような画面を
見ている間、私たちは真の意味で物を見て
周囲を観察するという行為から切り離されて
います。
また画面上は思考を惹起するメッセ
ージであふれています。マインドフルネスの
ためには、
スマートフォンやスマートウォッ
チを外して散歩に出るのがおすすめです。太
陽の光と木々が織りなす陰影を観察しましょ
う。行きかう人々や一緒に散歩しているペッ
トの様子が目に入ってきたら、考えたり判断
したりせず、見たままの光景を受け止めて下
さい。
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聴覚

私たちの心は音を発することはありません
が、静かな状態でもありません。雑多な思考
や発想が浮かんでは消えていくのはむしろ
自然なことです。
ところがそういった動きに
翻弄されるだけで目の前の現実に向き合え
なくなるのは問題です。
しばしば私たちは心
の内の思案に耳を傾けることで忙しく、実際
に聞こえているはずの音に意識を向けてい
ません。
1日のうち1分だけでもよいので、立ち止まっ
て耳に入ってくる音を認識するようにして下
さい。職場のデスクに向かっている状態な
ら、同僚たちがたたくキーボードの音が聞こ
えてくるでしょう。
自宅にいる時なら少し離れ
た場所を通りすぎていく車や電車の音に気
付くかも知れません。料理している間に耳を
澄ますと、蒸気の上がる音、何かの沸騰する
音、食材を切る音、何かを注ぐ音が聞こえて
きます。公園に出かけたら、梢のゆれる音や
ランニングをしている人の息遣いが耳に入
るでしょう。鳥のさえずりにも、音の高低や大
小、組み合わせに様々なバリエーションがあ
ることが聞き取れます。

嗅覚

通りを歩いている時、パン屋さんから漂って
きたおいしそうな匂いに、温かかな気持ちに
なったことはありませんか。花屋さんの前で
通りかかりに草花の香りに癒されたという人
もいるでしょう。昨今アロマセラピーに人気
があるのは、嗅覚を通じたリラクゼーション
が回復に役立つのを実感できるからです。
地域の植物園や花市場に出かければ、マイ
ンドフルネスを目と鼻の両方で楽しめます。
私たちは普段の生活の中ですべてのにおい
を意識しているわけではありません。
スパイ
スの入っている棚か引き出しを開けて息を
吸い込むと、多種多様な香りが立ってきま
す。子供を寝かしつける時は、おやすみのハ
グをした時の髪のにおいをとらえてみましょ
う。

味覚

マインドフルネスでよく話題になるのは、食
べ方との関連性です。楽しみにしていた食事
をしたはずなのに、後になって振り返るとよ
く思い出せない、
といったことはありません
か。
ごく単純な食品からでもマインドフルネ
スにアプローチすることは可能です。

干しブドウ1粒を味わうという練習は定番と
してよく知られています。干しブドウのような
ありふれた食べ物でも、マインドフルに食す
ることで、舌触り
（触覚）や香り
（嗅覚）
、味わ
いから様々な気付きが得られます。厚みのあ
る皮、
しわの間にできた砂糖の結晶の感触
を確かめ、香味と果実味、甘さと酸っぱさの
バランスを感じ取ってみて下さい。1つめが
終わったら、少ししてから次の1粒を口に含
み、最初と感じ方に違いがあるかどうか比べ
てみましょう。

触覚

触覚は味覚とも関連することの多い感覚で
す。小さな子供が身近にいるとよく分かるの
ですが、手でものをつかむことを覚えたら、
子供はそれを口に入れ、味と舌ざわりを確か
めようとします。
それは子供が手と口の両方
で様々な感触を学ぼうとしているからです。

大人になった今、食べられないものをわざわ
ざ口に入れようとは思わないでしょうが、触
った感じに注意を向けることで今この瞬間
に立つことができます。椅子に腰かけたとき
のクッションの具合のように単純なものか
ら、様々な生地の並ぶ店で質感の違いを比
較するような比較的込み入った体験まで、
あ
らゆる機会があるはずです。
五感を使ったマインドフルネスを体験する
のに、
さしたる時間も努力も必要ありません。
じっくりと時間をかけて瞑想し体の隅々まで
意識を行き渡らせることができれば理想的
ですが、何時間かに1回、ほんの1分だけでも
構いません。感覚のすばらしい力を活かし
て、
ざわつく思考から離れて今の瞬間に意識
を集めてみて下さい。
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栄養

バランスのよい食べ
合わせを工夫しましょう
私たちの体内では様々な相乗作用が働いています。例えば、激しい運動をすると心臓の鼓動と呼吸が早
くなります。これは酸素を求める体のニーズに心肺機能が応えるからです。

最近話題になっている脳と腸の微生物叢の
相関性も例外ではありません。人体の仕組み
に限らず、広く母なる自然を考えれば、万物
がそれぞれに役割を持ち、相互関係の中に
存在していることがうかがえます。
私たちが食べる物も、組み合わせを工夫する
ことで栄養価を最大限に引き出すことがで
きます。食べ合わせによって利用効率が高ま
る栄養素があることは既にいくつか知られて
います。1 相乗作用を活かした食べ方にどん
な組み合わせがあるか見てみましょう。

ヘルシーな脂肪とビタミンA, D, E, K

脂溶性ビタミンの豊富な食品を食べる時は、
体に良いタイプの脂肪を合わせて吸収を促
進しましょう。2 アボカドオイル、
オリーブオイ
ル、
ココナッツオイル、魚に含まれる脂肪酸
などのヘルシーな脂肪は、体内で脂溶性ビ
タミンの利用を助けます。乳幼児向けのビタ
ミンDのサプリメント
（母親がビタミンD欠乏
症の場合に使用される）は中鎖トリグリセリ
ドのオイルを乳化させた形状で投与されま
す。

貧血は比較的一般的な健康問題です。貧血
になる要因は様々ですが、鉄欠乏である例は
よくあります。鉄分の摂取量を増やしたい場
合は、鉄を豊富に含有する食品か生物学的
利用能に優れたサプリメント
（ビスグリシン
酸鉄など）
と一緒にビタミンCの豊富な食品
を食べましょう。

豆類と米

食品から摂取できる鉄分には、ヘム鉄（動物
性）
と非ヘム鉄（植物性）の2種類があります。
動物性食品に由来するヘム鉄は非ヘム鉄よ
り吸収利用がしやすい性質があります。植物
性由来の鉄分は食べ合わせで吸収率を高め
ることができます。鉄分の豊富な野菜にはホ
ウレンソウやブロッコリーがあります。
オート
ミールのような全粒穀物、
レンズマメ他豆類
も非ヘム鉄の摂取源になります。
ドライフル
ーツにも鉄分を含有するものがあります。

1
Nair, K. Madhavan, and Little Flower Augustine. “Food
Synergies for Improving Bioavailability of Micronutrients from
Plant Foods.” Food Chemistry, vol. 238, 2018,
pp. 180–185., doi:10.1016/j.foodchem.2016.09.115.
2
Werner, Anniek, et al. “Fat Absorption and Lipid Metabolism in

抗酸化物質

フリーラジカルと戦う体は、常に多量の抗酸
化物質を消費しています。食べ物の相乗効果
を利用して、抗酸化物質の保護力を味方に
つけましょう。

緑茶や抹茶にレモン汁を加えて飲
む3、 サーモンや野菜のロースト
にコショウやターメリックを振りか
ける といった工夫をしてみて下さ
い。   

鉄分とビタミンC

朝のオートミールにイチゴとドライフルーツ
を混ぜて食べる、
レンズマメの地中海風スー
プにレモン汁を加える、
といった工夫で鉄分
の吸収効率を高めましょう。ホウレンソウを
ソテーして、柑橘類のマリネソースをかけて、
おいしさと栄養をアップするのもおすすめで
す。

サケ、マスなど脂肪分の多い魚やアボカド
は、母なる自然が計らったかのように、ビタミ
ンEと健康的な脂肪の両方を豊富に含んで
います。

緑の葉野菜とオリーブオイルのヴィ
ネグレットの組み合わせならビタミ
ンK、ココナッツオイルを使ったニ
ンジンのソテーならビタミンAの摂
取に適しています。

Cholestasis.” Molecular Pathogenesis of Cholestasis, 2004,
pp. 314–328., doi:10.1007/978-1-4419-9034-1_23.
3
Green, Rodney J., et al. “Common Tea Formulations
Modulatein Vitro Digestive Recovery of Green Tea Catechins.”
Molecular Nutrition & Food Research, vol. 51, no. 9, 2007,

豆類と非精白穀類の基本的な組み合わせも
おすすめです。ただし、炎症につながる可能
性のあるレシチンやグルテンを減らすため、
圧力調理をするようにして下さい。
ブラック
ビーンと米は南米で広く日常的に食されて
います。中東ではソラマメやヒヨコマメを茹
で潰してディップにし、ピタパンやクスクスと
一緒に食べます。中央アフリカのいくつかの
国では、穀類（地域によりキビ、
トウモロコシ、
テフなど）にレンズマメやピーナッツを添え
ます。栄養の相乗効果を考えた食べ合わせ
はたくさんありますが、
これまでの通説が覆
されることもあります。植物性食品由来のタ
ンパク質は不完全だと言われてきましたが、
数年前にこれが誤解であったことが科学的
に明らかにされています。

pp. 1152–1162., doi:10.1002/mnfr.200700086.
4
Zhang, Yanjun, et al. “Turmeric and Black Pepper Spices
Decrease Lipid Peroxidation in Meat Patties during Cooking.”
International Journal of Food Sciences and Nutrition, vol. 66, no.
3, 2015, pp. 260–265., doi:10.3109/09637486.2014.1000837.
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特集記事

ベストを尽くし、
足るを知る
私たちは日々の暮らしの中でたくさんの役割をこなしています。親、
配偶者、職員、友人、隣人、兄弟姉妹、子供など他者との関係で立場
上果たさなければならないこともあれば、自分自身のためにやらなけ
ればならないこともたくさんあります。
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もっと運動して、ホールフードをたっぷり食べ
て、じっくり瞑想して、と健康的なライフスタ
イルを望みつつ、職場では尊重される有能な
存在として成果を出すことを目指し、自分の
思考や感情、行動に自信を持って人としての
あり方に納得できる自己を実現したいと願っ
ています。
それでも、達成できていないことがあちこち
にあるような気がする時は、どうすればよい
のでしょうか。最善を尽くしているのに、まだ
足りない、という満たされない思いをどう扱
えばよいのでしょうか。
十分に力を尽くせているだろうか、至らない
ところがあるのではないか、という疑念は、
健全な自己内省ができる人なら誰もが感じる
ことです。同様のメッセージは周囲からも押
し寄せてきます。

社会では往々にして生産性と成
果、完成度の高さが求められま
す。私たちは、成功とはお金と物を
より多く所有し、持てる時間でより
多くを成し遂げること、と信じるよ
う仕向けられています。常に「もっ
と」を要求される世界にいながら、
「これでいい」とポジティブに受け
入れる方法を探ってもいます。
まだまだだ、と感じている人の行く先はおそ
らく2通りで、失敗（本当にそうかどうかは別
として）を恥じる気持ちにとらわれて立ちすく
むか、自他共に認められるところまでやって
みせるか、のいずれかになるでしょう。失敗
の観念にとらわれた場合は、今日も運動しな
かった、職場でおやつにドーナツを食べてし
まった、やることリストで片付けられないこと
が残った、といったように、不十分であること
の証拠を集める思考をします。一方、後者で
は、根拠として十分だと認められるだけの何
かを達成しなければならず、人の在り様では
なく、何ができたか、
できるのか、に焦点を置
かれることになります。
行動で判断することと状態を受け入れること
は違います。
「十分やったのだから、自分はこ
れでいいと思う」といった条件付きの認め方
では、
十分と言えるだけの行動が伴わなくて
はいけない、という呪縛にかかってしまいま
す。

状態を受け入れるとは、ありのまま
で良しとするということです。その
一手段として「私は不完全で、なお
かつ満ち足りている」と言葉で自
分を導く方法が知られています。

大局的には、私たちの問題は、世界を豊かさ
に欠けたものと認識する、現実と乖離した思
い込みにあるのかも知れません。昔の人は、
食べ物が足りないときこそ、より多くの席を設
けて食卓を賑やかに囲みなさい、と言ったも
のです。これは、意図的に今ある豊かさを感
じることで、足りないという誤謬から解き放
たれることを示しています。今の私たちにも
同じことが言えるのではないでしょうか。ポ
ジティブな思考や感情を意識していると、よ
り好ましい物事が引き寄せられてきます。

何か失敗してしまった時は、落ち
込みを長引かせないようにしまし
ょう。長引きやすいのは、恥や罪
悪感といった気持ちが関わってく
るためです。
それはほんの些細なことをきっかけに、滝の
ように流れ出すので要注意です。例えば「今
日は疲れすぎて夕食なんて作れない」に始ま
り、
「テイクアウトにしよう。この頃テイクアウ
トに頼りすぎて、ろくに料理していないかも
知れない。どうして私はこう怠け者なのだろ
う」といったように。あるいは、事業がうまく
いかない、結婚生活が終わったなど、本当に
大きな事態に直面することもあります。
自己批判は振り払いましょう。猶予として必
要な時間と空間を自分に与えることが大切で
す。そして、機を見計らって前へ進むための自
己分析を始めて下さい。好ましくない感情の
存在を認めたら、思考と感情を意識的にポジ
ティブな波長に合わせるのです。自力で立ち
上がるためにも、期待を現実的なものにする
こと、猶予を設けることは必要です。
真実から逃げ隠れすることはできません。時
に真実はネガティブで手厳しく、失敗に向き
合わなければならないこともあります。とは
いえ、失敗の経験はネガティブなものだけと
は限りません。よく言われるように、失敗か
ら学べることはたくさんありますし、困難を
乗り越えることで人は強くなります。同時に、
失敗やネガティブな経験で自分の弱さや脆さ
に気付くこともあります。確かに、世界は成功
者と強い（魅力的な）人々であふれています
が、必要とされているのは、弱さを理解でき
る人ではないでしょうか。木の強さは風に揺
れても倒れないことであって、岩ほどの硬さ
を得られなかったことではありません。
自分のあり方にポジティブな要素を見つけて
そこに注目し、自分の良いところをもっと全
面に出していきましょう。もちろん、改善の必
要な部分は無視してよいものではありませ
ん。
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自分にとって本当に大切なものと目標のため
に、時間と空間を確保しようにも、なかなか
思うようにいかないときは、自分への期待を
見直してみるのも一案です。あなたが自分に
求めていることは現実的でしょうか。実情に
合っていないと感じるなら、実現できる範囲
に修正することを考えましょう。小さな子供
がいて常に睡眠不足になっている人なら、毎
朝１時間早起きして運動しようと無理するよ
り、20分の早起きでできることをする、と目
標を改めても十分かも知れません。
あるいは「もし〜なら」と仮定形に言い換え
ることで、自分を恥じることなく可能性に目
を向けるという方法もあります。例えば「今日
は野菜をあまり食べなかったし、精白炭水化
物を食べすぎた」と思い煩うかわりに「もし
野菜を食べる量を増やしたなら、体が軽く感
じられるかも」と自分に語りかけるのです。
「もし今日の食生活がヘルシーじゃなかった
と思うなら、明日をヘルシーにすればいい」
でもよいでしょう。
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十分かどうかの基準にこだわらず、
他にできることを考えて実行する
のもおすすめです。例えば、寝る前
に30分の時間が作れたなら、
今日
できなかったことを数えるような
ネガティブな過ごし方はしたくない
ものです。
30分しかない、と思うとそれだけで欠如（こ
の場合は時間が足りない）を感じてしまいま
す。そこを「寝るまでの時間で他にどんなこ
とができるだろう」と考えれば、意識は足り
ないことよりもチャンスの存在へと向いてい
きます。

さらに、やるべきという言葉を「することがで
きる」に置き換えるのも有益です。毎日じっく
り長めの散歩をするべきであることは分かっ
ています。ところが、これでは靴を引っ張り出
して履き替える間、不機嫌な印象がどうして
もつきまとってしまって、魅力的とは思えなく
なります。これに対して、窓から外を見て微笑
み（笑顔を作れば気分を高揚させるエンドル
フィンと内因性カンナビノイドが分泌されま
す）
「今日はじっくり散歩に出かけることがで
きそうだ」と呟いてみた場合はどうでしょう
か。散歩に行くと言って行かなかった時、
「行
くべきだった」と考えると罪悪感がやってき
ます。かわりに「今日は行くことができなかっ
たけど、明日は行けるだろう」と思い直すよう
にしましょう。このような姿勢が、自分は満ち
足りている、という気持ちにつながります。繰
り返しになりますが、過ぎたことを恥じるこ
とよりも、これからの可能性に目を向けるこ
とが大切なのです。好機はどんどんやってき
ます。何を見送り、どんなチャンスに手を伸ば
すかは、本人の心づもりひとつで決められま
す。

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。

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。

© 2019 Lifeplus International
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ハーブとサプリメント

エネルギー増進にガラナ
もうひとがんばりしたい時のエネルギ―増進には、コーヒーがよく選ばれます。あるいは、ビタミンB群
のサプリメントを活用している方もいるでしょう。グラス1杯の水で元気が出る、体を動かして明晰さを
取り戻す、といった方法もあります。何かいいハーブがあれば、と思っている方は、アマゾン産の天然カフ
ェインの宝庫、ガラナを検討してみてはいかがでしょうか。

ガラナはブラジル先住民のグアラニー族に
ちなんで名づけられたムクロジ科のつる植
物です。真っ赤な実の中に白と黒の目玉のよ
うな種が入っていて、見たところは赤スグリ
と黒目豆を組み合わせたような姿をしてい
ます。
南米では何世紀も前から種を焙煎しすりつ
ぶしてペースト状にして使われてきました。

今日では主に粉末とシロップで流
通しています。ガラナはフルーティ
ながら土や木を感じさせる風味を
しています。
ブラジルでは昔ながらの用法を受け継ぎ、飲
み物や食べ物に使われています。栽培された
ガラナの70％以上は飲料業界向けに出荷さ
れています。1 ガラナ配合の飲料は滋養強壮
を目的としたものが中心で、欧米でも一般的
になりつつあります。
ガラナに含まれるグア
ラニンはカフェインと化学構造の似た成分
です。
ガラナのカフェイン含有率は種子で6％
とコーヒーよりも高く1、
コーヒー豆と比較す
ると少なくとも量が4倍くらいあるそうです。2  

1
Schimpl, Flávia Camila, et al. “Guarana: Revisiting a
Highly Caffeinated Plant from the Amazon.” Journal of
Ethnopharmacology, vol. 150, no. 1, 2013,
pp. 14–31., doi:10.1016/j.jep.2013.08.023.
2
Silva, Givaldo Souza Da, et al. “Chemical Profiling of Guarana
Seeds ( Paullinia Cupana ) from Different Geographical Origins
Using UPLC-QTOF-MS Combined with Chemometrics.” Food
Research International, vol. 102, 2017,
pp. 700–709., doi:10.1016/j.foodres.2017.09.055.
3
Moustakas, Dimitrios, et al. “Guarana Provides Additional
Stimulation over Caffeine Alone in the Planarian Model.” Plos

ガラナで主に研究の対象になっているのは
カフェインですが、科学者は単に量が多いと
いうことに留まらない特質があると見ていま
す。

それは、カフェイン単独の場合を
上回るエネルギー増進作用がガラ
ナに認められたからです。3
さらに、
ガラナ由来のカフェインは他の相補
的物質とともに働くことで、ゆっくりと時間を
かけて吸収されます。つまり、
ガラナ摂取によ
るエネルギー増進作用はより長く持続する
のです。
コーヒーやカフェイン含有ソーダで
も元気を取り戻すことはできますが、代謝が
終わればすぐに効果が切れてしまいます。
こ
れに対してガラナの場合、
もっと持続的な効
果が期待できるというわけです。
ガラナのより優れたエネルギー増進作用の
一つとして、認知機能の健康に寄与すると報
告した研究もいくつかあります。4 ガラナには
気分を改善し、記憶力を高め、意識を覚醒す
る作用があります。
しかも、多量を用いるより
も、少量を摂取することでより好ましい効果
が得られることが分かっています。5

One, vol. 10, no. 4, 2015, doi:10.1371/journal.pone.0123310.
4
Kennedy, D.o., et al. “Improved Cognitive Performance
and Mental Fatigue Following a Multi-Vitamin and Mineral
Supplement with Added Guaraná (Paullinia Cupana).”
Appetite, vol. 50, no. 2‒3, 2008, pp. 506–513.,
doi:10.1016/j.appet.2007.10.007.
5
Haskell, C. F., et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled, MultiDose Evaluation of the Acute Behavioural Effects of Guaraná in
Humans.” Journal of Psychopharmacology, vol. 21, no. 1, 2006,
pp. 65–70., doi:10.1177/0269881106063815.
6
Peixoto, Herbenya, et al. “Anti-Aging and Antioxidant Potential
of Paullinia Cupana Var. Sorbilis: Findings in Caenorhabditis

ガラナは抗酸化物質としても優れています。
その抗酸化物質については、
アンチエイジン
グへの応用も期待されています。6
加えて、いまだ確定的な結論に至っていない
と考えられるものの、
ガラナの減量効果に着
目した研究もあります。減量の成果がガラナ
そのものに由来するのか、
ガラナに含まれる
カフェインに由来するのか、
という疑問が残
っていますが、
カフェインでエネルギーを増
進させることによって、
より多くのカロリーを
燃焼できる、
と考えられています。脂肪細胞を
ターゲットにするならガラナが効果的であ
る、
との研究報告もあります。7 別の研究では
アマゾンのあらゆる部族について調査した
うえで、
ガラナに高血圧や肥満を予防する働
きがある、
との説を立てています。8
一方、
ガラナにはいくつかの副作用があり、
多量でなくとも生じ得ます。
カフェインと同
様、余分に摂取すると動悸、不眠、不安や落
ち着きのなさが現れることがあります。
コーヒーや紅茶のかわりになるものを探し
ているなら、
アマゾンで代々使われてきたガ
ラナを試してみましょう。

Elegans Indicate a New Utilization for Roasted Seeds of
Guarana.” Medicines, vol. 4, no. 3, 2017, p. 61.,
doi:10.3390/medicines4030061.
7
Lima, Natália, et al. “Modulatory Effects of Guarana (Paullinia
Cupana) on Adipogenesis.” Nutrients, vol. 9, no. 6, 2017,
p. 635., doi:10.3390/nu9060635.
8
Krewer, Cristina Costa, et al. “Habitual Intake of Guaraná
and Metabolic Morbidities: An Epidemiological Study of an
Elderly Amazonian Population.” Phytotherapy Research, 2011,
doi:10.1002/ptr.3437.
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ペットの飼育と
子供たちへの影響
子供たちは成長の過程で動物に関心を示します。

子供部屋を見渡せば、動物のおもちゃや絵
本がたくさんあることに気が付くはずです。
ほんの小さな赤ん坊の頃から耳にする子守
歌にも、農場の動物や空を飛ぶ鳥、海の魚が
登場します。やがて、ふれあい動物園に出か
けたり、ハイキングをしながら野生動物の姿
を探したり、
テレビで自然をテーマにした番
組を一緒に見たりするようになります。社会
的にも動物への関心を持つように育てられ
ると言えるでしょう。

共感や思いやり、好奇心、愛情と
いった感情は本質的に子供にある
ものですが、家庭でペットと暮らす
ことで、
そういった特質をさらに培
うことができます。
家庭に適合するペットを選べば、相互にメリ
ットのある関係を築き、子供たちは責任感と
共感を、ペットは愛情と関心を得ることがで
きるでしょう。
子供たちのおよそ4割は家庭内に動物のい
る環境に生まれてきます。1子供たちは身近
にいる動物と関わることで想像力を広げ、絆
を深めることを学びます。ペットは家族の結
びつきを強めるなど、家庭生活に様々な利点
をもたらします。大人になった今、親族の集
まるディナーや休暇を振り返れば、一緒に育
ったペットを話題に笑いあったことが思い出
されるという方は多いのではないでしょう
か。壁にペットの写真を飾っている家庭もた
くさんあります。猫の夕ご飯を誰があげて、水
入れを誰が洗ってやるか、
といったように、ペ
ットの世話を分担することは家族の共同作
業にもなります。夜、家族でソファに集まって
テレビを見る時間も、傍らには毛布とポップ
コーンだけでなくペットが一緒にいることで
しょう。

1
Melson, L. Gail. Why the Wild Things Are: Animals in the Lives
of Children. Harvard University Press, 2005.
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家事当番を果たす責任感は、親として子に是
非とも教えたいことの一つです。ペットの世
話についても、年齢に合った何らかの役割を
分担させましょう。食後のテーブルや洗濯物
の片付けも大切ですが、餌やりをしたペット
の喜ぶ様子が見られると、
より深いつながり
が感じられます。
将来の世界において善良な市民となれるよ
う、子供たちには心のつながりと安心できる
親愛の情の大切さをしっかりと伝えたいもの
です。弱者への思いやりもその一環として学
ぶべき課題ですが、ペットの存在はその練習
台としてぴったりです。子供たちには本質的
な利他性が備わっています。親やきょうだい
に対しては常にそれを示すわけではなくと
も、ペットに対する行動にはよく現れます。

ペットは情動面で子供たちに多く
を教えてくれます。日頃子供たち
と、自身やきょうだい、お友達の
気持ちについて話をするのと同様
に、動物の行動からその気持ちを
汲み取る方法を教えてやりましょ
う。
子供がペットの犬を突ついたり構いすぎた
りすると、犬は唸ります。
そんな時は、犬が嫌
がっている、
イライラしているということを子
供に教えるチャンスです。

仕事や学校から帰った家族の足元
に、猫がすり寄ってきて喉をなら
し、人の顔を見上げてくる時は、
そ
の様子からどんなことが読み取れ
るか、子供に質問を投げかけまし
ょう。要求や再会を喜ぶ気持ちが
想像できるはずです。

ペットには子供の心を安定させる働きもあり
ます。散歩に出ることでエネルギーを発散で
きますし、ペットを撫でるだけでもストレス
性ホルモンを減らし、心の結びつきに欠かせ
ないホルモン、
オキシトシンの分泌を増やす
ことができます。

就学年齢になれば、餌の計量から
自分でできます。10才くらいであれ
ば、運動させるお手伝いもできる
でしょう。

ペットの作用は子供の知性にも及びます。一
例として、子供に絵本を渡し、ペットに読み聞
かせるよう導くという方法があります。ペット
と仲良く絵本を楽しめる場所を作ってやると
よいでしょう。

ペットは子供の身体的発達も助けてくれま
す。一緒にボール遊びをしたり、追いかけっ
こをしたりと、子供も活発に運動できます。ペ
ットのいる家庭で育った子供は後にアレル
ギーを発症する確率が低く、特に生後数年の
間に動物と日常的に接触していた子供にそ
の傾向が見られるということです。2これは、
子供の体内の微生物叢が強化され、免疫力
がつくためと考えられています。

ヨチヨチ歩きの小さな子供でも、ペットの世
話に参加させることは可能です。例えば、水
を入れたコップを手に持たせ、犬用のボウル
に水を注ぐ、
あるいは適量の猫餌を容器にと
り、子供に渡して餌皿に入れるよう促す、
とい
ったことができます。

2
Ownby, Dennis R. “Exposure to Dogs and Cats in the First
Year of Life and Risk of Allergic Sensitization at 6 to 7 Years
of Age.” Jama, vol. 288, no. 8, 2002, p. 963.,
doi:10.1001/jama.288.8.963.
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シニアとテクノロジー
私たちはこれまでに様々なテクノロジーの変化を見てきました。シニア層なら、親が初めてテレビを買っ
てきたときのことを覚えている方は多いでしょう。交換手を通じて電話したことや、一家に一台も電話が
なくて近所の電話を共有したことも思い出せるのではないでしょうか。

コンピューターやノートパソコンが登場した
ときの気持ちは比較的新しい記憶にあり、
さ
らにビデオやDVD、
ケーブルテレビ、MP3、
イ
ンターネット、携帯電話、Eメールが続々と登
場し、今日ではタブレットとスマートフォンが
普及しています。
ソーシャルメディア云々とな
ると、正直なところ時代に置き去りにされた
ような気がしているかも知れません。

フェイスブックだけで広告の出ていたイベン
トを知らず、参加した人たちから孤立したよ
うな気持ちになることもあるでしょう。
しばしばシニア層にとっては最新のテクノロ
ジーや流行についていくことは容易ではあり
ません。
テキスト送信ではなく電話で声をか
け合い、
オンラインフォーラムの投稿ではな
く玄関先で近所の人たちと井戸端会議をし
た日々は今や懐かしい思い出です。

時代に遅れをとった後、何とかして
追いつこうにも、大変そうだから、
あるいは恥ずかしいから、と立ち
すくむ気持ちも分かります。それで
も、新しいテクノロジーに馴れ親
しむことには様々な利点がありま
す。

テクノロジーの進歩は概ね楽しく
受け入れられます。スカイプやフェ
イスタイムを使えば、遠くに住む家
族と連絡をとり、孫の顔を見なが
ら話をすることができます。
一方、新手のテクノロジーが手に負えないと
感じることもあるでしょう。
そもそも、
アンドロ
イドとアップルも何がどう違うのだか、
という
声も聞こえてきそうです。
また、家族で夕食を
とっていても、対話がなくそれぞれ携帯をい
じっているようでは、孤独感が漂ってきます。

今日の世界はテクノロジーの力で広い範囲
でつながっています。ただし、
デジタル機器
には、使い方次第で、つながりを保つ糸に
も、孤独を深める綱渡りにもなってしまいま
す。使い過ぎは孤立のもとですが、適度な範
囲であれば、計画を立てたり、友人や家族の
写真を見たり、
レストランの予約をしたりと
便利なツールになります。
スカイプやフェイ
スタイムを使って連絡を取り合うと、遠くにい
る
（近くでも）人が身近に感じられ、
そのつな
がりが違いの心の支えとなります。1
孤独感に悩む高齢者は少なくありません。家
族が別々の地域に住むようになったり、生涯
の友が退職を機に引っ越したり、仲の良い人
に先立たれたりして、少しずつ周囲から孤立
していくように感じることもあるでしょう。
ここ
でも新しいテクノロジーを学び利点を生か
すことが有益です。

1
Saunders H, Kraus A, Barone L, Biringen Z. Emotional
availability: theory, research, and intervention. Front Psychol.
2015;6:1069. Published 2015 Jul 28. doi:10.3389/
fpsyg.2015.01069.
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最新のテクノロジーに親しむこと
は脳によって良いトレーニングに
なります。強く健康的な筋肉を維
持するのに運動が必要なのと同様
に、脳を若々しく健やかな状態で
維持するにも、
それなりのトレーニ
ングが必要です。
新しいデバイスの使い方を習得し、最新のテ
クノロジーを理解することは、頭を働かせる
とても良い機会になります。
知識を深め、つながりを広げることでさらに
多くを知ることができるのもメリットのひと
つです。
インターネットを使って歴史を掘り
下げることを趣味にする人もいれ
ば、YouTube のビデオで絵画や木工など新
しいスキルを学ぶ人もいます。
最初の一歩は今いるその場から始めましょ
う。
コンピューターの使い方を一から学ぶ必
要があるなら、地元の図書館や生涯学習セ
ンターに、初心者向けの教室があるか問い
合わせてみて下さい。携帯電話の買い替え
にあたってスマートフォンにしようと思った
ら、身近にいる同年代でスマートフォンに替
えた人に相談してみるのも一案です。
インス
タグラムやフェイスブック、
スナップチャット
などソーシャルネットワークを始める場合
は、孫を巻き込みましょう。使い方や基本的
に知っておくべきことなどを教えてくれるは
ずです。
インターネットの基本さえ分かれば、
あとはたいていのことを YouTube で学ぶこ
とができます。
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デトックスの方法と利点
デトックスが必要かどうか自分で判断するにはどうすればよいのでしょうか。体の声に耳を傾けてみる
と、何らかのサインが出ていることに気付くかも知れません。例えば、いつもより激しく運動した、あるい
はいつもと違った運動をした、というわけでもないのに筋肉痛や関節痛がある場合がそうです。

毒素が体内で蓄積すると、
それが疲労や痛
みとなって感じられることがあります。
デトッ
クスの効果が期待できる状態を示す兆候は
様々です。甘いものが欲しい、精白された炭
水化物が食べたい、
という欲求もそのひとつ
です。季節性アレルギーが重くなったと感じ
る時も、浄化が必要なタイミングと考えてよ
いでしょう。
その他、集中力の低下、睡眠障
害、
ストレスや緊張の連続、気持ちが悲観的
になる、
といったときもデトックスを考えてみ
て下さい。

デトックス、クレンジング、浄化は
いずれも体（と魂）に意識的に働き
かけて微調整する試みです。身体
機能において肝臓は解毒に欠かせ
ない存在です。好ましいデトックス
の習慣は、肝臓をサポートし、
その
働きを促します。

ハーブでデトックス

ハーブガーデンかフレッシュハーブの並ぶ地
元の市場があれば、ハーブを活用したデトッ
クスができます。パセリとオレガノは浄化に
適したハーブです。地中海沿岸域で古くから
使われてきたパセリは、抗酸化物質のフラボ
ノイドと浄化作用のある酵素が豊富です。1
実験室における試験では、体を守る抗酸化作
用があり、
特に腸に有効であることが示され
ました。2 オレガノは数ある飲料食品の中で
も抗酸化物質の濃度が極めて高いことで知
られています。
イタリア料理やギリシャ料理で
よく口にするハーブですが、
高品質のオレガ
ノオイルを利用するという方法もあります。

緑の葉野菜でデトックス

ケール、ホウレンソウ、
フダンソウを日々の食
事にたっぷりと含めましょう。丸一日、緑の葉
野菜だけを食べる日を設けるのも一案です。
料理にはコリアンダーをたっぷり使い、飲み
物はタンポポコーヒーにしましょう。

デトックスのプログラムは多様で、必ずしも
何かを諦めないとできないものではありま
せんので、重要なセルフケアの一環として取
り入れましょう。
体内浄化に取り組むなら、食べるものに着目
し、改善する計画を含めるようにして下さい。
植物性食品を基本に、抗酸化物質や植物性
タンパク質をしっかり摂取できるよう心がけ
ます。小麦やトウモロコシがもたらす糖、
で
んぷん、
アルコール、
そして肉類は避けましょ
う。
デトックスは断食までしなくても可能です
が、
ある種の断食や断食に似たダイエット
（炭水化物、
タンパク質、
カロリーを抑えるも
の）が有効とも言われています。
また、サプリ
メントだけでできるものではありませんが、
肝臓をサポートするサプリメントを浄化のプ
ランに組み込むのも一助となります。
その場
合、ビタミンBの複合サプリメントとオオアザ
ミを含有するものは必ず入れましょう。
1
Nielsen SE, Young JF, Daneshvar B, et al. Effect of parsley
(Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion,
blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress
in human subjects. Br J Nutr. 1999 Jun;81(6):425-6.
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1週間、毎食緑の葉野菜を含める
のもおすすめです。朝の卵料理に
フダンソウを足し、ホウレンソウと
ルッコラたっぷりのサラダをラン
チにとり、ケールをニンニクとレモ
ンでソテーにして夕食に添えまし
ょう。
2
Akıncı, Ayşin, et al. “Petroselinum Crispum Is Effective in
Reducing Stress-Induced Gastric Oxidative Damage.” Balkan
Medical Journal, vol. 34, no. 1, 2017, pp. 53–59., doi:10.4274/
balkanmedj.2015.1411.

汗をかいてデトックス

体には汗といっしょに毒素を出す働きが備わ
っています。有酸素運動はもちろん、サウナ
も汗といっしょに毒素を流す方法になりま
す。
ろ過されたきれいな水かハーブティーを
たっぷり飲んで、水分補給を忘れないように
して下さい。

重金属類の除去

医療や科学ではキレート剤で重金属を除去
するという手法が使われています。鉛やヒ素
などの重金属が多量に体内に入ると神経系
を中心に重篤な損傷が生じます。

肝臓に存在するグルタチオンは重要な抗酸
化ペプチドで、肝臓の浄化作用において重
要な役割を果たしています。

スピルリナ、クロレラ、葉酸も体の
浄化を助けてくれます。
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病院へ行こう
ヨガのクラスを見回してみましょう。通りかかりに見かけた教室でも
構いません。

あるいはジムの有酸素運動系のマシンがあ
る辺り、病院の待合室、公園のプールといっ
たような場所へ行く機会があったら、男女の
比率はどのくらいか、観察してみて下さい。た
いていの場合、男性よりも女性が多いことに
気が付くはずです。
アメリカの疾病対策予防センターによると、
定期的に健康診断に行く男性は女性の場合
と比べると最大80％も少ないのだそうです。
また、先進国では、心臓病や脳卒中で致命的
な状態になるのは男性の方が多いというこ
とです。

健康にまつわるこのような性差を正すには、
どんなことができるでしょうか。

あらゆる不調に対応する場合と同
様に、個別に体系化されたアプロ
ーチが必要である一方、大局的な
システムの改善の一環として、男ら
しさにまつわる文化を変えていくこ
とも考えた方がよさそうです。
男の子には幼いころから体調の変化に目を
向けるよう促し、何か気になることがあった
ら診察を受けたり相談したりするのが健康
的な対処法であるということを教えてやりま
しょう。

男性はしばしば、前立腺など多少
の羞恥や不快感を伴う検診をジョ
ークとして笑い飛ばします。
また、痛みが生じても、息切れがしても、気分
や感情が低迷するような変化があっても、男
性は黙ってやり過ごそうとする傾向がありま
す。

予防可能な病気の罹患率は概して
男性の方が高く、男性は健康問題
がいよいよ深刻になってから治療
を試みる傾向にあるのに対して、女
性は日常のライフスタイルのなかで
健康のための工夫を取り入れるの
に積極的なようです。

医療保健機関や行政も、
もっと男性を巻き込
む努力をするべきでしょう。ニュージーランド
で行われたある研究によると、男性を対象に
した健康診断を
「ウェルマンチェック」
と称し
て呼びかけや働きかけを計画的に推進した
ところ、成果があったと報告されています。1

1
Barwell, Pete. “Do Invitations to Attend Well Man Checks
Result in Increased Male Health Screening in Primary Health
Care?” Journal of Primary Health Care, vol. 1, no. 4, 2009,
p. 311., doi:10.1071/hc09311.
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女性向けの公衆衛生キャンペーンは妊婦健
診、がんにつながり得る性感染症の予防、乳
がん検診などで特に有効に機能しています。

男性に注意が必要な健康問題とし
て、前立腺や尿路・腎臓、男性の精
神衛生などに着目した公的キャン
ペーンもきっと男性に利するものと
なるはずです。

個人レベルに目を向けるなら男性は、無視し
ていればなかったことになる、
といった思考
を改める必要があるでしょう。

例えば、胸にこわばりを感じたと
き、筋肉痛か肉離れだろうと思うか
も知れませんが、
そこで、より深刻
な兆候の可能性もあると考えてみ
るべきなのです。不安要素から目を
そらしたいと思うのは自然なことで
すが、
そうしたところで先延ばしに
なるだけであって、懸念は解消され
ません。

男性は、家族や友人の前で、強く頼りがいの
ある存在であることを良しと考えがちです。
助けてくれる、信頼できる人と認められたい
という気持ちもあるでしょう。いつも元気に
大切な人たちのそばにいたいなら、健康を
優先事項とし、医師と連携するのが賢明で
す。
その方が長期的にも好ましい状態を維持
できます。

優れた医療提供者なら、健康な体とライフス
タイルのための協力を惜しみません。
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オメゴールド®
DHAとEPAをたっぷり配合した、独自のオメガ3脂肪ブレンド

オメゴールドは脂溶性の抗酸化
物質各種を豊富に含む画期的な
オイルサプリメントです。植物か
ら抽出した特製オイルを独自の
配合でブレンドし、DHAとEPA、
オメガ3系脂肪酸のほか、ビタミ
ンDと一緒にソフトカプセルに詰
めました。
ご家族の全般的な健康のサポートのために、
安全かつ効果的なオメガ3補給の方法をお探
しなら、オメゴールドがおすすめです。
オメゴールドで健康的な食生活に欠かせな
いオメガ3系脂肪酸をたっぷり摂りましょう。

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。
© 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
画面を見る時間が長すぎるの
は本当に悪いことなのでしょう
か。
はい、
その通りです。私たちとスマートフォン
やタブレットの密着度が高まるにつれて、ネ
ガティブなパターンが顕在化していることは
近頃あらゆる研究で指摘されています。例え
ば、
デジタル通信に関わる心理学と行動学の
専門誌（Cyberpsychology, Behavior, and
Social Networking）に掲載された研究では、
スマートフォンに費やす時間が長すぎる人
には、マインドフルな（身体感覚を通じて今
現在の経験を意図的に把握し受容する）活
動が減少し、気が散りやすくなる傾向が見ら
れると報告されています。常に覚醒状態が続
いて心を休める時間がなくなり、過去や将来
の出来事にすら意識が向かなくなってしまう
とも指摘されています。1

つまり、意識が画面上に見えるも
のにくぎ付けになってしまって、自
分なりの焦点の合わせ方ができな
くなってしまうわけです。
スクリーンから目に入ってくる情報は、
どこか
の誰かが完璧な見せ方を狙ってアップした

甘いものがやめられません。ど
うすればよいでしょうか。

ものばかりです。
オンライン上の人格や容姿
はしばしば現実とは異なるものです。
そこを
理解せずに自分と比べてばかりいると、物足
りなさや抑うつを感じることになってしまい
ます。
さらに、携帯電話や端末の画面が発す
るブルーライトは睡眠のパターンを乱しま
す。特に寝る前の時間帯の影響は懸念すべ
きです。心をひと休みさせるためにも、
自分
が経験している好ましい物事に意識を向け、
睡眠を改善しましょう。家庭内でルールを決
めて、就寝時間の少なくとも1時間前までに
は携帯電話とパソコンの電源を切る
（可能な
ら2時間前が望ましい）
とするなどの工夫も
できるはずです。

糖分が欲しくなったら、
その欲求を止めるの
は簡単なことではありません。一番の対策
は、欲求自体を未然に防ぐことでしょう。近頃
の研究によると、睡眠不足が脳内の報酬情
報処理領域の妨げとなり、
ジャンクフードを
食べたいという欲求を強化するのだそうで
す。2 ですから、なるべく早く寝るようにする
だけで、甘いものへの欲求を防げる可能性
があります。
また別のアプローチとして、チョ
コレートやお菓子ではなく、甘みのある果物
や野菜で満足できるように体を訓練すると
いう方法もあります。健康的な食生活であ
れ、
アクティブに運動することであれ、
ある程
度続ければ習慣として身に着くことは研究で
も立証されています。3 ですから、おやつが欲
しい時にはお菓子に手を伸ばすのではなく、
リンゴや桃などの果物を選ぶようにしましょ
う。続けていればやがては難なくそうできる
ようになるはずです。
もちろん、ヘルシーと程
遠いおやつを食べてしまったとしても、
自分
を責めてはいけません。否定的になると、ネ
ガティブな感情や状況を人生に引き寄せて
しまいます。食べたものはおいしく楽しんだ
と認め、
それから今後に意識を向けて、次に
誘惑に負けずにいられたらどれほどいい気
分になるかを想像して下さい。

食事と運動、どちらがより
重要でしょうか。
私たちはひとりひとりがユニークな存在で、
ニーズもそれぞれに異なります。健康のた
めに運動を増やす必要のある人もいれば、
食生活を改善すべき人もいます。最大限健
康な状態でいるためにひとつだけ共通して
言えるのは、ヘルシーな食生活と定期的な
運動の習慣を組み合わせることが不可欠
だ、
ということです。加えて、
ストレス対策に
なるアクティビティ、
そしてポジティブな友
人、家族とのつながりも大切です。研究によ
ると、座りっぱなしのライフスタイルは喫煙
や心臓病、糖尿病と同じくらい体に悪いと考
えられるそうです。4また、別の研究では、摂
取カロリーを減らすと、老化を遅らせ、加齢
に伴う健康問題から体を守ることができる
と示されています。
アクティブに体を動かす
ことも、ヘルシーな食生活をするのも、両方
が大切であることは明らかです。
これからも
ずっと元気でいるには、両方を組み合わせ
て体のニーズを満たし、健康維持に努める
ことが望まれます。

1
Johannes, Niklas, et al. “Mind-Wandering and Mindfulness as
Mediators of the Relation Between Online Vigilance and WellBeing.” Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2018, doi:10.31234/
osf.io/2erwy.
2
Julia S. Rihm, Mareike M. Menz, Heidrun Schultz, Luca
Bruder, Leonhard Schilbach, Sebastian M. Schmid, Jan Peters.

“Sleep Deprivation Selectively Upregulates an Amygdala–
Hypothalamic Circuit Involved in Food Reward.” Journal of
Neuroscience 30 January 2019, 39 (5) 888-899; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.0250-18.2018
3
“News & Events.” Nick Vaughan-Williams, warwick.ac.uk/
newsandevents/pressreleases/train_the_brain.

Mandsager K, Harb S, Cremer P, Phelan D, Nissen SE,
Jaber W. Association of Cardiorespiratory Fitness With Longterm Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill
Testing. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183605. doi:10.1001/
jamanetworkopen.2018.3605
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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。
© 2019 Lifeplus International
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