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ライフスタイルにまつわる選択に関する研究
では、人は多くの時間を共に過ごす人たちの
影響を受けやすい傾向にあることが示され
ています。例えば、パートナーがヘルシーな
食事をする人なら、自分もそうなる傾向があ
ります。あるいは親友が体を動かすことが好
きな人だと、自分もアクティブになるチャンス
に恵まれます。

これは、人生に対する前向きな姿勢など、目
に見えにくくとも健康に関わってくる要因に
も当てはまります。ポジティブな人々に囲ま
れていることを選べば、自分も同様にポジテ
ィブになり、人生の他の側面でもポジティブ
な物事や人々、経験、状況を引き付けやすく
なります。

それを念頭に置いて、改めて考えてみましょ
う。あなたは社会的な面から見ても健やかと
言えるでしょうか。つながりのある人と一緒
に過ごすことで、リフレッシュして、幸せな気
分になれますか。それとも、疲労感や動揺で
いたたまれない気持ちになりますか。ある程
度の時間を友達と過ごした後に主に否定的
な感情を経験していることに気づいたら、新
しい友情を探すべきときかも知れません。

友達と集まるといっても、いつでも気軽にと
はいかない場合もあるものです。ありがたい
ことに、スマートフォンやコンピューターでビ
デオトークのできるオンラインツールはたく

さんあります。長期的に見ると理想的ではな
いかも知れませんが、普段親しくしている人
たちと直接会えなくても、顔を見て話しをす
ることで、お互いを身近に感じることができ
ます。

健康を話題にするとき、私たちは、食べるこ
とや運動すること、ストレスを減らすことな
どのトピックに集中しがちですが、身近な人
々は、健康のあらゆる面に大きな影響を及
ぼします。人とのつながりは困難な時期を乗
り超える際には支えとなり、成功したときに
は共に祝うことのできるネットワークを形成
します。

次に自分の健康や健康維持のためにできる
ことを考えるときは、社会的な側面に着目す
ることを忘れないで下さい。オンラインであ
れオフラインであれ、心おきなく友達と深く
語り合ったことは最近あったでしょうか。自由
な時間を誰と一緒に過ごすかを決めること、
そして時間や機会を都合して大切な人との絆
を確かめることは、何を食べるか、いつ運動
するかを決めるのと同じくらい重要です。

健やかな社会性を大切に
社会性は健康を考える際に見落とされがちな要素のひとつです。友
人、家族、同僚、その他の知り合いとの関係は、健やかと言えるでし
ょうか。誰と一緒に過ごすか、どの程度の時間を共にするかは、人の
心身の健康に影響を及ぼします。その影響力は今、かつてないほど
大きなものになっていると言えるでしょう。
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最新ニュース
ブルーベリー：心臓血管系の健
康促進に役立つ、ヘルシーなお
やつ

臨床栄養の専門誌（American Journal of 
Clinical Nutrition）に掲載された新しい調査
結果が、毎日150gのブルーベリーを食べる
と、心臓血管の健康を維持できる可能性が
最大15％増加することを示しています。毎日
1カップのブルーベリーが心臓血管系の健康
の向上に役立つとのことです。ブルーベリー
の青い色は、フラボノイドの一種であるアン
トシアニンに由来します。これが高濃度で含
まれていることが健康を守る働きにつながっ
ていると考えられています。5 

クルミ、アーモンド、ピスタチオ、ヘーゼルナ
ッツ、シード類の体への影響を研究している
科学者によると、週に2回、1握りのナッツを食
べるだけで、心臓病による死亡のリスクを5分
の1程度減らすことができるそうです。この研
究により、ナッツは不飽和脂肪の優れた摂取
源になるだけでなく、健康な心臓血管機能の
サポートに役立つポリフェノールも含有する
好ましい食品であることが分かったのです。4 

ボストン大学医学部の研究陣によると、ヨ
ガのセッションに毎週参加していると、気
分が向上し、うつ病の症状を緩和するのに
役立つ可能性があるということです。ガン
マアミノ酪酸（GABA）は抑うつ症状の減少
に関連している神経伝達物質で、ヨガを行
うとこれが増加することが特定されまし
た。2

心臓の保護にナッツを

ストレッチでメンタルヘルスも
向上
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https://www.smh.com.au/world/europe/drinking-tea-could-cut-
threat-of-alzheimer-s-20200130-p53w4b.html.
2 Streeter, Chris C., Patricia L. Gerbarg, Richard P. Brown, 
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Jennifer T. Sneider, Maren B. Nyer, and Marisa M. Silveri. 
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and Complementary Medicine, January 14, 2020.  
https://doi.org/10.1089/acm.2019.0234.
3 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz, and Bruce A. Vallance. “Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology 10 (2019).  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.
4 Donnelly, Laura. “Handful of Nuts Twice a Week Can Cut 
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Finds.” Yahoo! News. Yahoo!, August 31, 2019. https://www.
yahoo.com/news/handful-nuts-twice-week-cut-070000462.html.
5 Curtis, Peter J, Vera Van Der Velpen, Lindsey Berends, Amy 
Jennings, Martin Feelisch, A Margot Umpleby, Mark Evans, 
et al. “Blueberries Improve Biomarkers of Cardiometabolic 
Function in Participants with Metabolic Syndrome—Results 
from a 6-Month, Double-Blind, Randomized Controlled Trial.” 
The American Journal of Clinical Nutrition 109, no. 6 (2019): 
1535–45. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy380.

研究グループが900人を対象に平均6年間追
跡調査したところ、晩年の認知機能低下を防
ぐうえでお茶を飲むのが役に立つことが明
らかになりました。お茶には、フラボノール
という抗酸化作用のある植物性色素が豊富
に含まれていて、これが脳を強化すると考え
られています。1

お茶を飲んで脳を守りましょう

ビタミンDの身体への影響を調べた最近の研
究では、日光がもたらすビタミンが健康な腸
内細菌の繁殖を助ける上で重要な役割を果
たしていることが発表されました。3腸内微生
物叢の調整を助けるビタミンDは、多発性硬
化症や炎症性腸疾患を持つ人々に有益な場
合があります。私たちの体は日光に含まれる
紫外線を受けてビタミンDを生成します。温帯
気候であれば、春から初秋にかけて、日の高
い時間帯に直射日光を20分間浴びると、充分
な量のビタミンDが得られます。自然の日光を
受けることの利点は他にもありますが、まだ
まだ発見され始めたばかりのようです。

屋外で過ごすべき理由が増えま
した
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肘、膝、足首、腰、手首、首などの関節は、骨と
骨の間を接続しています。接続部は、靭帯、軟
骨、筋などから成る複雑な構造になってい
て、骨に伝わる衝撃を吸収する役割を果たし
ています。

また、久しぶりに運動のルーチンに戻ったと
きの筋肉痛と、関節に何らかの損傷が生じた
ときの痛みに違いがあることは、皆さんもご
存知のとおりです。筋肉痛（肉離れとは異な
る）が痛いのは確かですが、関節の場合は容
赦ない痛みを感じることがあります。

何かに手を伸ばすとき、体をひねるとき、か
がむとき、振り向くとき、ストレッチをすると
き、よじ登ったり歩いたり、座ったりするとき
等々、どんな動作でも関節は働いています。
体を動かすときは、関節を傷めないようにす
ることが不可欠です。普段アクティブな人々
が運動をやめる主な理由となりがちなのが
関節痛です。

運動に限らず、何らかの動作をこなすには、
関節が健康であることが必要です。寝返りも
ほとんどできないくらい深く眠ってしまって、
目が覚めたら肩や首が硬くなっていた、とい
う経験のある人は少なくないでしょう。ある
いは、仕事に長時間没頭して、休憩をとって
散歩やストレッチをすることもなく、コンピュ
ーターの前から離れなかったら体が硬くなっ
ていた、という経験もされているはずです。
今あげた例は必ずしも関節の損傷を示すも
のではありませんが、1日中（そして夜どおし）
関節を動かし続けることの重要性はお分か
りいただけると思います。

運動に関連する関節の損傷には、いくつか
共通する原因があります。なかでも、急激に
動かしすぎた、というものが顕著です。例え
ば、久しぶりに暖かい日になったからと自転
車に乗り、張り切って長時間サイクリングに
出かけた場合を考えてみましょう。

大好きなエクササイズを再開したり、新しい
エクササイズに挑戦したりするのは楽しいも
のですが、控えめに始めるのがポイントです。

控えめな運動を続けることに退屈を感じる
かもしれませんが、同じ動きを徐々に体に馴
染ませていくだけでも、快さは楽しめます。
ただし、繰り返す動作によっては関節にいく
らかの負担がかかる可能性があります。ここ
で鍵となるのは、健康的な生活のあらゆる側
面と同様、バラエティの豊かさです。これ一つ
で関節の強化と保護が達成できる、というよ
うな運動やアクティビティはありません。特
定の関節を使いすぎて傷めるような事態を
防ぐには、フィットネスやルーチンの運動で
動作の幅を広げるようにするのが有益です。

04

皆さんの多くはおそらく、筋力を維持し、心臓血管系を良好な状態
に保つために運動をしていらっしゃることでしょう。鏡に向かって全
身を見ると、肉付きや曲線がよく分かります。ところが関節の状態に
ついては、腫れや痛みのような症状が現れない限り、思いも寄らな
いのではないでしょうか。

運動中に関節を守るには 

フィットネス

サイクリング自体は比較的関節に
負担の少ない運動ですが、何週間
も、あるいは何ヶ月もブランクがあ
ると、関節の使い過ぎで傷めてし
まうことがあります。

運動後に関節の痛みを感じたこと
はありませんか。いつもよりハード
なトレーニングをした後は、筋肉の
痛みだけではなく、ストレッチがも
っと必要かも、と思われるような
違和感が残りがちです。

ウエイトで筋肉を強化し、カーディ
オで関節を継続的に動かし、運動
の後にはストレッチをしましょう。
いずれも、健康な体をつくるプログ
ラムの一環としてこなすことは、関
節のためにも重要です。
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使用する用具類やテクニックが適切であるこ
とを都度確かめて運動しましょう。靴が合っ
ているか、機器類が適切に調整されている
か、といった点もチェックポイントです。サイ
クリングをするなら、評判の良い自転車店に
行って採寸してもらい、適切なサイズの自転
車を選んで下さい。ランニングをする場合
は、ランニングシューズを専門的に扱ってい
る店が頼りになります。歩幅や足の動きを分
析して、自分にぴったりのシューズをすすめ
てもらえます。エクササイズ仲間やパーソナ
ルトレーナーがいるなら、よい相談相手にな
ってくれるはずです。関節を守るには、正し
い姿勢で各部の位置関係を適正に保つこと
も必須です。

体力づくりの目標を達成するには、休息と休
養も必要です。ストレッチと休息の恩恵は全
身に及びます。ゆっくりと体を休ませていくこ
とにより、緊張をほぐしつつ運動の効果を全
身に行き渡らせる時間ができます。

プールの中なら、重力や衝撃を気にせず体
を動かせます。水泳は体力を要する運動で
すが、他に比べると関節への影響がはるか
に少ないため、関節の損傷を最小限に抑え
ることができます。また、泳ぐ以外にも、水中
ウォーキングや水中エアロビクスといった選
択肢があり、関節に優しく心拍数を上げる運
動ができます。

スクワットは、足首、膝、腰を保護する筋肉の
強化に役立ちます。腕立て伏せと懸垂は手
首、肘、腕、肩、首の筋肉を鍛えるのに有効で
す。ただし、先に述べたように、関節に負担を
かけすぎてケガをしてはいけませんので、正
しいフォームで適切に行って下さい。

関節を守りつつ運動できる方法と
しては、スクワットや腕立て伏せ、
懸垂といったエクササイズもあり
ます。
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睡眠においてメンタルヘルスは重要な役割
を果たしています。例えば、うつ病の場合、対
処メカニズムとして睡眠がかなり増える人が
います。また、うつ病や不安から来る反すう
思考によって、睡眠が中断されたり、入眠が
困難になったりすることもあります。

睡眠不足はメンタルヘルスを損ねますし、そ
れがまた睡眠不良につながります。逆の場合
ももちろんあります。ですから問題の解決が
さらに難しくなるのです。例えば、次のような
サイクルが考えられます。睡眠不足で疲れや
すくなり、疲れが溜まると日常生活の様々な
場面で対処に困る可能性が出てきます。日常
的な問題にうまく対処できないことがある
と、自己肯定感が低下し、自分には価値がな
いと思ってしまい、さらに、心配やストレスに
つながっていく可能性があります。その心配
とストレスは、睡眠の量や質の低下の一因と
なり得ます。そして次から次へとサイクルが
繰り返される、というわけです。基盤となる自
尊心が弱いと、ストレスや心配を感じやすく、
それが睡眠と疲労の増加につながっていく、
という風に、上記のどの段階からでもサイク
ルは始まります。

睡眠の質と量に影響を及ぼしやすい精神医
学的問題には、うつや不安の他にも、季節性
情動障害（過剰睡眠）、躁病（睡眠不足）、心的
外傷後ストレス障害（睡眠障害を引き起こす
悪夢や夜驚）、偏執病、精神病（睡眠不足か睡
眠障害）などがあります。また、カフェインの
摂りすぎや遅い時間帯の摂取が睡眠の妨げ
となるように、一部の精神処方薬が睡眠不足
の原因となることもあります。

実情は人それぞれではありますが、一般的に
は、ほとんどの人は毎晩7〜9時間の睡眠を必
要とします。必要な睡眠時間は、季節や日光
への露出、運動量によって異なります。概日リ
ズムについて詳しく調べてみると、睡眠に関
する自然で興味深い知見が得られます。季節
性情動障害（SAD）で寝すぎてしまう症状はあ
るものの、冬は日が短く夜が長いので、季節
で気分が変化しない人の健康な睡眠であっ
ても、自然と長くなる傾向があります。SADは
しばしばビタミンD不足に関連しているの
で、冬に憂鬱になったり気力体力の低下を感
じたりしやすい人は、血中の25-ヒドロキシビ
タミンDが充分な量（少なくとも30ng/ml）あ
るか確かめてみることをおすすめします。

睡眠を考えるにあたっては従来から量、つま
り睡眠時間が重視されてきました。どれだけ
眠れたかが大切なのはもちろんですが、睡
眠の質も同じくらい重要です。

睡眠衛生（本質的には良好な睡眠の習慣）
は、睡眠改善の鍵となる考え方です。

睡眠のスケジュールを設定する前に、できれ
ば睡眠日記（多くのフィットネス追跡アプリや
個人用デバイスが利用できます）をつけて、
自然に眠りにつく時間と目が覚める時間を
調べてみて下さい。そして、自分の気分や精
神面、身体的機能を保つのに充分な睡眠が
とれていると感じるかどうか、考えましょう。

毎晩同じルーチンを経て眠りにつけるよう、
段取りを決めましょう。心身を落ち着かせる習
慣を通じて、次第に休息の準備をととのえるよ
う、体に合図を送ることができます。セルフケ
アの観点からも、実践することをおすすめし
ます。マインドフルに体験そのものを味わうよ
うに過ごしましょう。手の込んだアロマバスや
長時間の瞑想は（どちらもできるのならすば
らしいことですが）必要ありません。顔を洗う
前に2分間、蒸しタオルで顔を覆う、顔にゆっく
りと丁寧に保湿剤を塗り広げながらリラック
スできるマッサージをするなど、ごくシンプル
な方法でよいので、落ち着きと喜びで満たさ
れていく感覚を満喫して下さい。

就寝前は、デバイス類やニュース、刺激的な
エンターテイメントになるべく触れないこと
も有効です。寝る前の一定時間、テクノロジー
から離れることを検討しましょう。少なくとも1
時間、可能ならより長く設定することが望まれ
ます。翌朝起きられるように、昔ながらの目覚
まし時計を手に入れて、携帯電話は寝室の反
対側に置くようにします（緊急の連絡に備え
て呼び出し音をオンのままにしておくことが
できます）。メールやテキストの着信が睡眠の
邪魔になってはいけませんので、通知音をオ
フにし、夜間モードに設定しておきましょう。

06

問題は、どちらがもう一方に貢献
しているかを特定するのは難し
いことで、多くの場合、堂々巡り
の悪循環が見られます。

いつもの日課を守りましょう。睡
眠の専門家は、週末を含めて、毎日
同じ時間に就寝、起床することの
重要性を強調しています。

特集記事

メンタルヘルスと睡眠
英国では、毎年5月にメンタルヘルス啓発週間が設けられています。
今年は、睡眠の重要性と、それが精神面の健康改善にどのように貢
献するかをテーマとしています。睡眠と心の関係は一方的なもので
はなく、相互に作用しあっています。
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寝る前のフェイスブックやインスタグラムは
禁物です。その内容は刺激物と言うに十分で
す。同様に、夕方以降にニュースを見たり読
んだりすると、ストレスや心配ごとを悪化さ
せる可能性があります。暗くなったら、コンピ
ューターや電話、テレビなどの画面が発する
青色光を最小限に抑えるべきです。設定方法
を調べて実行して下さい。青色光は人体に
真昼間であることを伝える働きがあり、睡眠
ホルモンのメラトニンが松果体から分泌さ
れるのを阻害してしまいます。

夕食のお供にワインを一杯、あるいは寝酒で
リラックスできると思われるかも知れません
が、体がアルコール中の糖を処理するにはあ
る程度の時間が必要です。その糖でエネル
ギーの上昇するタイミングは、眠っていたい
時間帯にちょうど重なってしまいます。しか
も、アルコールはメラトニン（睡眠を助ける
ホルモン）の産生を妨げます。

一般的に言って、寝る前に何かを食べるのは
賢明ではありません。それは、消化活動中に
分泌されるホルモンの作用で、睡眠の質が
低下すると考えられるからです。一方、睡眠
の改善に役立つ食品もいくつか存在します。
より良い眠りを望むなら、スーパーフードに
目を向けてみて下さい。霊芝キノコは、うつ
病だけでなく、睡眠と疲労の両面で助けとな
る食品のひとつです。1 サワーチェリー濃縮
物は体内でメラトニンを増加させることが臨
床的に示されています。2 ラットを使った実験
室試験では、生のクルミがメラトニン量の増
加に寄与しました。3 

ご存知のように、腸と脳のつながりは私たち
の健康においても、また睡眠においてもある
役割を果たしています。メラトニンは脳の松
果体で生成され分泌されるもの、と考えられ
ていますが、実は腸で生成されている量の
方が多いのです。4 脳腸相関は精神衛生に深
く関与しています。マグネシウムも睡眠を促
進します。マグネシウムが不足している人は
多いのですが、食べ物から充分な量を摂取
することが難しい場合があるため、睡眠促進
を目的にマグネシウムのサプリメントを活用
することを考えてもよいでしょう。レモンバー
ムなど、健康的で安らかな睡眠をサポートす
る作用のある植物もたくさんあります。食習慣も見直してみましょう。午後

1時か2時を過ぎたら、カフェインは
避けて下さい。砂糖の多い食品、
それからビタミンB12の含有量が多
い食品やサプリメントでさえ、夕刻
からの覚醒につながる可能性があ
ります。
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1 Feng, Xia, and Yan Wang. “Anti-Inflammatory, Anti-Nociceptive 
and Sedative-Hypnotic Activities of Lucidone D Extracted from 
Ganoderma Lucidum.” Cellular and Molecular Biology, vol. 65, 

no. 4, Apr. 30, 2019, p. 37, doi:10.14715/cmb/2019.65.4.6.
2 Howatson G, et al. Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) 
on melatonin levels and enhanced sleep quality. Eur J Nutr., 
Oct. 30, 2011.
3 Reiter, Russel J, et al. “Melatonin in Walnuts: Influence on 
Levels of Melatonin and Total Antioxidant Capacity of Blood.” 
Nutrition, vol. 21, no. 9, 2005, pp. 920–924.,  
doi:10.1016/j.nut.2005.02.005.
4 Chen, Chun-Qiu. “Distribution, Function and Physiological 
Role of Melatonin in the Lower Gut.” World Journal of 
Gastroenterology, vol. 17, no. 34, Sept. 2011, p. 3888, 
doi:10.3748/wjg.v17.i34.3888.
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現在地を問わず、まずははじめの一歩を踏
み出しましょう。そして二歩め、三歩めとひと
つずつ進めていきましょう。ポイントはどこか
らであれ、動き始めなければならない、とい
うことです。大きな目標を掲げていると、今こ
の時に集中できず、大変さに圧倒されること
もありますが、それもまた旅の一場面として
とらえましょう。

全体像を見ようとすると、とてもかなわない
ような気がして引き返したくなるかも知れま
せん。5キロ走ることに自信が持てないなら、
近所を一周するだけでも構いませんので、と
にかく走り始めましょう。

始めるとなったら、相応の準備をととのえま
しょう。成功している人たちの共通点は準備
段階にあります。あとは行動するのみ、という
状態になっていれば、行動を起こしやすくな
ります。余計なもののない、整理整頓された
空間は集中力を高めてくれます。家の中でも
職場でも、すっきりとした環境なら心に余裕
ができ、前向きに取り組もうという気持ちに
なれます。

目標よりも成長にフォーカスを合わせ、今現
在に集中するようにしましょう。最終的な目
標や特定のイベント、あるいは成功だけにと
らわれていると、なかなか達成できない状態
になった時のことを思うと気が滅入ります。と
ころが、成長をより重視していれば、つまづ
いても（思ったほどの成果があがらなくても）
進歩の一過程として受け止めることができま
す。勝つか負けるか、ではなく、旅の過程に目
を向けることが大切です。 

何かを始めるなりやめるなり、思い切った挑
戦に出て成功することは確かにありますが、
徐々にでも進歩することに着目した方がずっ
と達成しやすく、実感もあります。

専門家の手を借りてメンターと良好な関係
を築くのもおすすめです。自己ベストの達成
に成功している人たちを見つけてよく観察
し、質問して、学べることを学びとりましょう。
もちろん、自分を信じて向上していくことは
大切ですが、他者の視点を取り入れることは
非常に有益です。他人からのフィードバック
を求めることに消極的な人もいるかも知れ
ませんが、メンターとの関係を築くことにより
安心感が生まれます。しかも自己ベストに向
かって順調に進むためのフィードバックが得
られるのですから、検討する価値はあるはず
です。

自分のマインドマップの描きかえにも取り組
んでみましょう。自分にどんな思考や感情があ
り、それが行動にどう影響しているのかをよく
観察して下さい。目標に向かって取り組んで
いるとき、あなたはどんなことを感じているで
しょうか。プレッシャーが重荷になる、やる気
でいっぱいになっている、わくわくしている、ス
トレスを感じている、楽観的に構えている、と
いったように、人によって違うかも知れません
し、複数が混じっているかも知れません。
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自己ベストを更新するには 

ライフスタイル

肉を食べる量を減らし、野菜を増
やしたいと思っているなら、まず週
に1度だけ菜食メニューを作ること
から始められます。瞑想に興味が
あるなら、毎日1分からスタートし
てはいかがでしょうか。

自己ベストの達成を目指すなら、意
図的かつ意識的にポジティブな思
考にフォーカスを合わせましょう。

旅の過程を味わいましょう。単純
に目標に向かっていく道筋として
見るだけでなく、どんな風に進んで
いるかに注目して下さい。

次のオリンピックは日本で開催されます。世界中から熱い視線が集
まるこのイベントを機に、自己ベストの達成に自分がどのように向き
合っているかを考える方は多いでしょう。オリンピックのビジョンとテ
ーマは、個人のベストを目指して努力すること、お互いを受け入れる
こと、すばらしい遺産を未来に伝えること、以上3つのコンセプトに
集約できます。
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具体的な例としては、ランニング（またはエク
ササイズ）をとびきりの笑顔でする、早く床に
就くことができたら褒め言葉を声に出す、フ
ロスで歯間掃除をしながらお祝いごとを考
える、といったようなアイデアがあります。

こういった小さくもポジティブな行動を積み
重ねることで、エンドルフィンとエンドカンナ
ビノイドの分泌を促進できます。エンドルフ
ィンもエンドカンナビノイドも、自身を肯定
的に感じる助けとなります。特定のタスクを
実行したこと（リビングルームの片付け、夕食
で食べ過ぎを予防したこと、昼食時に散歩し
たことなど）が、ホルモンを通じて身体にフィ
ードバックされるようになっているのです。

自己ベストへの道は長く曲がりくねってい
て、途中には不測の要素がたくさんありま
す。それでも、あきらめることなく、時に率直
に振り返りながら、ひとつひとつの瞬間を楽
しんでいれば、等身大で実りある生活を送る
ことができます。
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前向きな考えで自分に賛辞を贈
り、ご褒美も用意して下さい。これ
は、成功や進歩を妄想にするので
はなく、むしろ、自分の心の力をエ
ネルギー源に変える方法となりま
す。
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タンパク質
スポーツや運動をするうえで最も重視される
栄養素のひとつはタンパク質です。タンパク
質は筋肉を構成するブロックになります。食
事で摂取する栄養の少なくとも3分の1をタン
パク質が占めるよう、しっかりと食べましょう。
食品によっては特にタンパク質が詰まったも
のがあります。ナッツ、シード類、キヌア、大豆
などは植物性の優れたオプションです。低脂
肪タイプではないギリシア風ヨーグルトやイ
ワシ、サーモンもおすすめです。食べるタイミ
ングは1日を通して分散させましょう。特に筋
肉に負荷をかけるトレーニングをした場
合、30分後を目安にタンパク質を摂取すると、
筋肉づくりに役立ちます。1 

ビタミンC
ビタミンCの働きは実に多彩です。スポーツや
フィットネスのため栄養素としてビタミンCの
重要性は非常に高く、なかでも抗酸化作用に
よる炎症の抑制とコラーゲン生成における役
割は見逃せません。コラーゲンは、丈夫な骨、
筋肉、腱を保つために必要です。

ビタミンDとカルシウム
相乗作用のあるこの2つの成分は健康な骨と
免疫力の維持に欠かせません。カルシウムと
いえば、骨の健康に必要なことで有名です
が、筋収縮においても重要な役割を果たして
います。ビタミンDは実は免疫を活性化する
働きのある主要ホルモンの一種です。ビタミ
ンDにはもう一つ、メンタルヘルスに貢献する
という利点があります。

オメガ3脂肪酸
繰り返しになりますが、アクティブ派にとって
オメガ3脂肪酸が非常に優れた栄養となる主
な特性は、健康な炎症反応をサポートする点
です。2 加えて、オメガ3脂肪酸の多くの供給源
にタンパク質が含まれていることも注目に値
します。魚が苦手な人やベジタリアンは、チア
シード、ヘンプシード、フラックスシードのほ
か、藻類のサプリメントを入手するとよいでし
ょう。食べられるなら、イワシ、サーモン、その
他の脂肪分の多い魚が最適です。ビタミンD
と同様に、オメガ3もメンタルヘルスの改善に
貢献します。

クレアチン
牛肉、鶏肉、七面鳥、魚などの動物性食品に
もとから含まれているこの栄養素は、筋肉の
増量に役立ちます。一部の初期的研究では
ありますが、怪我で運動量を減らす必要があ
る場合に、筋肉量を維持するのに役立つと
示されています。また、リハビリ中に失われ
た筋肉量の回復にも役立つとのことですが、
最終的な結論に至るまでにはさらなる研究
が必要です。3 

サワーチェリーのジュース
本格的なトレーニングの後は、体内で炎症反
応が起こることがあります。抗酸化物質の豊
富なサワーチェリーのジュースは、正常な炎
症反応をサポートします。サワーチェリーのジ
ュースが痛みを軽減することはプラセボ比較
により示されています。 さらに嬉しいことに、
体内のメラトニン量を増やし、

睡眠を改善する作用もあることが明らかにな
っています（スポーツ後の回復にも睡眠は重
要です）。マラソンやトライアスロンなどの持
久力の試される選手は、競技後にウイルス感
染症にかかりやすくなりますが、サワーチェリ
ーの濃縮物を使って罹患率を大幅に低下で
きることも分かっています。

一方、スポーツに取り組んでいるときや怪我
から回復途中にある場合に、避けるべき栄養
素もあります。

筆頭は明らかに砂糖です
人体が機能するうえでブドウ糖が必要なこと
は確かですが、プロテインドリンクや電解質
飲料、グラノーラバー、プロテインバーには大
量の砂糖が使われている傾向があります。い
ずれもいかにも健康的という印象で宣伝され
ていますが、実際には成分表示を見てみる
と、最初の方に何らかの糖分が記載されてい
ます。電解質を迅速に補給する飲み物が必要
な場合は、お茶やトニックを自分で作りましょう

（モリンガやレッドラズベリーリーフのお茶
はビタミンが豊富です）。

自分で作るのが面倒な場合は、砂糖無添加の
ココナッツウォーターを買っておきましょう。
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昨今話題のオリンピックは、世界中の人々が夢中になるイベントです。私たちにはおそらく、世界レベルで
活躍するオリンピック選手のような肉体的な偉業を成し遂げることは難しいでしょう。それでも、体力づ
くりを支える栄養の重要性を理解することは、私たちにとっても有益です。植物性食品を主体に、多様性
に富んだホールフードを食べることは常に推奨されていますが、活発に体を動かす場合はどんな食品を
避け、どんな食品を積極的に食べればよいか考えてみましょう。

スポーツと栄養 

栄養

ありがたいことに、ビタミンCは、
柑橘類、ベリー類、唐辛子、パプリ
カ、葉物野菜など、様々な食品に
豊富に含まれています。

スポーツやフィットネスで重視され
る栄養素のほとんどは身体的な
メリットのあるものですが、私たち
の心もまた、体力づくりを支える要
素としてサポートする必要があり
ます。

そして、海塩少 と々一緒に、蜂蜜か
ナツメヤシを使って必要な糖分を
補給して下さい。

1 Mamerow, Madonna M, et al. “Dietary Protein Distribution 
Positively Influences 24-h Muscle Protein Synthesis in Healthy 
Adults.” The Journal of Nutrition, vol. 144, no. 6, June 29, 
2014, pp. 876–880, doi:10.3945/jn.113.185280.
2 Siriwardhana, Nalin, et al. “Health Benefits of n-3 
Polyunsaturated Fatty Acids: Eicosapentaenoic Acid and 

Docosahexaenoic Acid.” Advances in Food and Nutrition 
Research, U.S. National Library of Medicine, 2012, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/22361189.
3 Hespel, Peter, et al. “Oral Creatine Supplementation 
Facilitates the Rehabilitation of Disuse Atrophy and Alters the 
Expression of Muscle Myogenic Factors in Humans.” The 

Journal of Physiology, vol. 536, no. 2, Oct. 2001, pp. 625–633., 
doi:10.1111/j.1469-7793.2001.0625c.xd.
4 Kuehl, Kerry S, et al. “Efficacy of Tart Cherry Juice in Reducing 
Muscle Pain during Running: a Randomized Controlled Trial.” 
Journal of the International Society of Sports Nutrition, vol. 7, no. 
1, May 7, 2010, doi:10.1186/1550-2783-7-17.
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特集記事
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人生は時に（または頻繁に）無秩序でコント
ロール不能なものに感じられます。現実に即
した生活を送るためには、本当に大切な物
事を見極めて優先順位を付けることが不可
欠です。ところが、実際には他のあらゆること

（仕事、ToDoリスト、課外活動、食料品の買
い物、子供や親の世話をすることなど）に引
っ張られるままに日々が過ぎていきます。本
当に大切な何かを特定し、それにエネルギ
ーをシフトすること自体が優先度の低いもの
に見えるのではないでしょうか。

とはいえ、本当に大切なことを考える時間を
あえて作り、優先度に合わせて意図的に生活
を変えていかない限り、自動操縦状態の日々
はそのまま続いていきます。そこから踏み出
すためのアイデアや考え方、行動について以
下にまとめましたので参考にして下さい。

まず最初に、心に深い安らぎをもたらし
てくれるものは何かを考えましょう
あなたが最も穏やかな気持ちになり、自由を
感じられるのはどんな時でしょうか。ここで2年
前の休暇で行った美しい松林の中の保養所
やビーチで過ごしたバケーションを思い浮か
べる方もいらっしゃるはずですが、今問われて
いるのは、日常のありふれた暮らしの中で何
に深い意味を見出せるか、ということです。

現実の中にきらめく瞬間を見つけましょう
いつもの1週間のうちで、あなたに喜びをも
たらしてくれる人々やアクティビティを挙げ
てみて下さい。その人たちと過ごす時間を増
やす方法はあるでしょうか。あるいは有意義
なアクティビティをもっと楽しめるようにでき
ないでしょうか。思うように都合できない場
合は、自分にとって大切な時間を存分に味わ
えるよう努めてみて下さい。

毎日の生活の中で、自分の価値観に基づい
た言動がどの程度できているでしょうか。真
の自己実現と心の内の平和は、自分の価値
観と行動が一致しないと達成できません。和
を重んじる価値観の持ち主であるなら、家
族、同僚、友人、隣人とのやり取りで思いやり
や親切を実践して初めて心が満たされるは
ずです。考えているだけで行動として実現さ
せていないなら、価値観とは言えない、単な
る概念に過ぎません。

自分の時間の使い方を分析したことはあ
りますか
一日のうち、最も長い時間を費やしているこ
とは何でしょうか。単純には答えにくいでしょ
うから、仕事の時間と個人的な時間でカテゴ
リーを分け、さらにそこから細分してみて下
さい。

ペースを落としましょう
生産性重視の現代社会では、自分の予定で
オーバーブッキングを生じたり、眠っている
以外のすべての時間をやることでいっぱい
に満たしたりするのは珍しいことではありま
せん。効率を良くして、ゆっくりと過ごせる余
白を作りましょう。子供を遊ばせるなどの義
務についても考え直してみて下さい。一案と
しておすすめしたいのは、あなたが心から楽
しめることを1つ（多くても2つ）に絞り込ん
で、そこにより多くのエネルギーを注ぐよう
にすることです。プランや構成の決まってい
ない、自由な時間とスペースを用意しましょ
う。少なくとも週に2回は、あわてずゆっくりと
夕食を楽しむのも良いことです。時々、行き
先を決めず長い散歩に出かけ、気の向くまま
に歩いてみる、あるいは、（行きたい所リスト
を眺めるかわりに）何でも好きなことを楽し
む、それだけのための休暇を数日間の日程
で計画する、といったこともできるでしょう。

他の人たちが大切なことを見極めるため
に何をしているか、周囲を見渡してみる
のも興味深いものです
どこにどんな意味を見出しているのか、とい
う深い会話を家族や友人と交わしましょう。
できれば、意図的に和やかな生活をしていそ
うな人に問いかけてみて下さい。そこに行き
つくまでのことや、本当に大切なことを見失
わないために日々心がけていることなど、参
考になる話が聞けるはずです。

幸せを望む人々の間では、デンマークに伝わ
る「ヒュッゲ」という概念が注目されていま
す。直接当てはまる言葉はないのですが、心
温まる時間を共にすること、といったところで
しょうか。 

残念ながら、この単語はデンマークの概念を
よそに、高級毛布や高価なキャンドルの販売
を目的に流用されています。一般的にヒュッ

ゲは心地よさとして解釈されがちですが、見
過ごしてはならないことがあります。それは

「一体感」とも言える要素です。ゆったりとし
た、それでいて有意義な時間の中で絆を確
かめ合う、シンプルかつ素朴な喜びを味わっ
てみませんか。大切な人とのつながりを実感
できるなら、気取りのない方法で充分です。
暖炉のそばで本を読む、それも心地よい体
験ですが、気心の知れた友達とお茶を飲み
ながら偽りのない言葉で語り合うと、確かな
一体感が感じられるでしょう。

生活全般の整理整頓をしましょう
何事も度を過ぎると混沌のもとになります。
人間は何十万年もの時間をかけて進化して
きましたが、そのほとんどが無いものづくし
の日々でした。あふれるほどの物が手に入る
ようになったのは、この一世紀ほどの間のこ
とです。自分の人生と価値観の棚卸しをする
には、大切な物事の妨げとなるものをふるい
落としていく必要があります。

断捨離の本やテレビで人気の近藤麻理恵さ
んは、ときめきをもたらさないものを手離す
ことを推奨しています。極小住宅やカプセル
式ワードローブといった方法で買い物を大
幅に減らし、できるだけ日常をシンプルにする

「ミニマリズム」は近年の流行語としてすっ
かり定着した感があります。

本当に大切なこととは
私たちは皆、目的と価値、奥深さの感じられる生き方を願っていま
す。私たちは愛する人とのつながりを求めずにいられません。仕事に
も何らかの意義を見出すことを望んでいます。そして、生活をより自
由で負担の少ないものにしてくれる物を買い求める一方、心穏やか
でいられることを望んでいます。
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穏やかな気持ちや喜び、意味をもたらすもの
を見極めていくのと同様に、どんな物事が自
分の気力体力を落としているのかも認識す
る必要があります。家の中に、考えただけで
も気が重くなるような部屋はありませんか。
職場ではどうでしょうか。そこは雑多な物で
あふれていませんか。必要のないものを減ら
して最小限に絞り込んでいくと、体のどこか
からエネルギーが湧きだしてくることさえあ
ります。買った本がたくさん積みあがってい
るなら、読み終わった本やもう読むことのな
い本を選り分けて寄付しましょう。読むつもり
で買ってそのままになっている本も手離して
よいものです（図書館というすばらしい施設
があることをお忘れなく）。同様にクローゼッ
トを見直すのも有益です。

また、一見酷なようですが、喜びよりも困
難をもたらす人間関係から距離をとること
も考えてみて下さい。簡単ではなくとも、本
当に大切なことに重きを置くのなら、必要
なステップです。人間関係については、単
にすっぱりと断つという意味ではなく（厄
介な家族でも見捨てることはできません
し、扱いの難しい同僚を簡単に入れ替える
こともできません）、自分の心やエネルギ
ーに着目して、相手にどう反応するのかを
観察しましょう。自分に及ぶ精神的な影響
を少なくするために、考え方や難しい相手
との関わり方を変える練習をしましょう。ソ
ーシャルメディアのアカウントとフォロー
についても見直しを検討して下さい。見る
とうらやましくなったり嫉妬したり、自分と
比べてしまうようなら、非表示にするかフ
ォローを外し、どうしてそんな感情になる
のか、よく考えてみましょう。

本能で察知している人もいらっしゃるでし
ょうが、自分にとって最も価値あるものを
認識し、そのために生きるということは、意
図的な取り組みを必要とします。それでも
やってみる価値はあります。永遠に続けば
いいのに、と思うような、この上ない瞬間に
生きる喜びを味わいながらリラックスしま
しょう。私たちは誰もが何かを学ぶために
生まれてきたはずです。人生の流れに乗っ
て、然るべき行き先を目指して歩みを進め
ましょう。

13

望む暮らしに関係のないこと（アク
ティビティ、人間関係、義務、所持
品など）を減らしてみたら、解き放
たれたように、自分にとって本当に
大切なことに集中できるようにな
った、という声も聞かれます。

人生の目的を見つけるということ
は、長く曲がりくねったでこぼこ
道を行く旅に似ています。最終目
的地がすべてではありません。壮
大な課題は年を経るうちに変わ
り、進化を遂げていくこともあり
ます。
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私たちが食べ物と強く、感情的につながって
いることは確かです。それは必ずしも悪いこ
とではありません。なぐさめになる食べ物は
子供の頃の温かな思い出をよみがえらせて
くれることがあります。食とは多分に文化的
なものであり、それゆえ人 と々より大きな社
会を結び付ける役割を果たします。旅先で食
べたすばらしい食事を覚えている方は多い
でしょう。特定の食品が精神面の健康に役立
つことは実際にあるのです。

食べ物は様々な角度から気分の改善に貢献
します。元気を出したいとき、カフェインと砂
糖は即効性がありますが、代謝の結果、後で
スランプを招きがちです。気分を高める作用
のある食品でも、体にとってより持続可能性
に優れているものを選ぶようにしましょう。

その作用は部分的にカフェインを含有して
いることにも関係しており、コーヒーで気分
を高めるのと少し似ています。ちなみに気分
を改善するというコーヒーの作用はカフェイ
ンだけがもたらすものではないようです。あ
る研究では、カフェイン抜きのコーヒーを飲
んだ場合でも、被験者は気分と認知に改善
を実感した、と報告されています。1 

マグネシウムは脳の機能に不可欠です（睡
眠や腸管からの排泄など、他の無数の身体
機能も同様です）。2 ところが残念なことに、
私たちの多くはマグネシウム不足になって
います。それは主に農地の土壌に含まれるミ
ネラルが枯渇しているためです。

トリプトファンと呼ばれるアミノ酸をたっぷり
含むナッツやシードの類も気分を助けてくれ
ます。トリプトファンは体内でセロトニンを生
成する際に使われます。ブラジルナッツに
は、脳の健康に重要なセレンが豊富に含ま
れています。フラックスシード、ヘンプシー
ド、チアシードはいずれも、気分改善効果で
よく知られているオメガ3脂肪酸の優れた供
給源になります。

オメガ3脂肪酸の優れた供給源といえば、脂
肪分の多い魚に勝るものはありません。天然
のアラスカサーモンやイワシ、ホッキョクイ
ワナ、アンチョビ、大西洋産のサバは、オメガ
3が豊富なだけでなく、持続可能性でも好ま
しい魚です。地中海では、野菜、魚、全粒穀
物、豆、ナッツ・シード類、オリーブオイルをよ
く食べる生活が定着しています。15,000人を
超える人々を対象とした長期的な研究の結
果、地中海風の食事を中心的に続けた人は、
うつ病の発生率が低かったことが分かりまし
た。3 

クルクミンはウコンの濃い黄色の根に含ま
れる有効成分です。クルクミン、あるいはター
メリックを与えられたマウスの実験室研究で
は、ドーパミンという健康な気分と良好な精
神機能に関連する物質の体内濃度の増加が
認められており、軽度の抑うつ感の改善に役
立つ可能性があります。

アダプトゲンとは、身体の内分泌系（基本的
にホルモン系）と連携して機能を最適化し、
ストレス軽減や気分の改善に役立つものの
ことです。研究に参加した被験者は、このハ
ーブを服用すると不安感が低減された、と述
べています。4 研究によると、慢性的なストレ
スによって上昇するコルチゾールをアシュワ
ガンダで減少させることができるということ
です。5 

最近脚光を浴びているチアシード
やヘンプシードほど目立ちはしま
せんが、マグネシウムが詰まったか
ぼちゃの種は、元気を出したいと
きにぴったりのオプションです。
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人と食の関係はとても複雑です。私たちは単に体に必要な燃料を得るために食事をしているわけではあ
りません。ひとつのパンを友人や家族と分け合ったり、愛情の込もった家族のレシピを伝授したり、何時
間もかけて一緒に食事をしながら関係を強化することもあります。時にはストレスがたまって、気持ちを
なだめるために甘いお菓子や塩味のきいたスナックに手を伸ばすこともあるでしょう。そしてお祝い事
があればグラスを手に乾杯をします。

気分を高める食品とハーブ 
ハーブとサプリメント

スーパーフードで気分を高めることはできるのでしょうか。

1 Haskell-Ramsay, Crystal, et al. “The Acute Effects of 
Caffeinated Black Coffee on Cognition and Mood in Healthy 
Young and Older Adults.” Nutrients, vol. 10, no. 10, Sept. 2018, 
p. 1386., doi:10.3390/nu10101386.
2 Inna Slutsky, Nashat Abumaria, Long-Jun Wu, Chao Huang, 
Ling Zhang, Bo Li, Xiang Zhao, Arvind Govindarajan, Ming-
Gao Zhao, Min Zhuo, Susumu Tonegawa and Guosong Liu. 
“Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain 

Magnesium.” Neuron, Jan. 28, 2010.
3 Fresán, Ujué, et al. “Does the MIND Diet Decrease Depression 
Risk? A Comparison with Mediterranean Diet in the SUN 
Cohort.” European Journal of Nutrition, vol. 58, no. 3, Apr. 
2018, pp. 1271–1282, doi:10.1007/s00394-018-1653-x.
4 Andrade, C, et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled 
Evaluation of the Anxiolytic Efficacy of an Ethanolic Extract of 
Withania somnifera.” Indian Journal of Psychiatry, Medknow 

Publications, July 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407960.
5 Chandrasekhar, K, et al. “A Prospective, Randomized 
Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and 
Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of 
Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults.” 
Indian Journal of Psychological Medicine, vol. 34, no. 3, 
July 2012, p. 255., doi:10.4103/0253-7176.106022.

ダークチョコレートは抗酸化物質
とフラバノールが豊富で、気分を改
善し、感情を高めることが多数の
研究で示されています。

アーユルヴェーダの伝統ハーブ、ア
シュワガンダは、アダプトゲンの一
種とみなされています。
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喘息が悪化したり喘息の発作が起こったりす
ると、気道の炎症がひどくなり、気管支筋の
収縮で気道が狭まる、粘液の蓄積で気道が
ふさがる、といった症状が出ます。

喘息の治療をせずに放置したり、制御がうま
くいかなかったりすると、重篤化し、場合によ
っては死に至ることもあります。つまり喘息と
は、肺に空気を送る呼吸管（気管支）に生じる
炎症反応に関連して健康が損なわれる状態
です。

子供が喘息を発症する理由としては、遺伝的
要因、免疫系の発達不良、重度のウイルス感
染、アレルゲンへの過剰暴露などが知られて
います。親が喘息を患っていると、子供も喘
息を発症する可能性が高くなります。消毒の
行き届きすぎた環境で育ったために幼少期
に細菌にさらされる機会の少なかった子供
は、健康的な炎症反応と免疫反応が充分に
発達しない可能性があり、慢性的な気道の
炎症から喘息を引き起こすことがあります。
一方、乳幼児期に上気道ウイルス感染症に
かかることの多かった子供も、喘息になる可
能性が高くなります。

汚染物質や空気中の毒素に過剰曝露される
こともまた、子供の喘息につながります。例
えば、大気汚染のひどい都市部や、周囲の環
境を汚染する工場の近くに住んでいる子供
は、喘息に悩まされる可能性が高くなりま
す。

我が子が喘息になったら、小児科医と相談し
て「喘息のための行動計画」を立てて下さ
い。何が引き金になるかを考え、それを回避
するための最善策について話し合うのです。
一般的な喘息の誘因には、ほこり、カビ、動物
のフケや唾液、スギ、アキノキリンソウ、ブタ
クサなどの植物の花粉といったアレルゲン
に対するアレルギー反応や、季節性アレルギ
ーが含まれます。大気汚染、タバコの煙、その
他の化学物質も喘息の発作を引き起こす可
能性があります。呼吸器感染症が気道を刺激
し、喘息を悪化させることもあります。人によ
っては、過去に履歴がなかった場合でも、ウ
イルス性呼吸器感染症から数週間を経て喘
息になる例もあります。時には運動が喘息発
作の原因になることがあります。特に子供が
冷たい乾燥した空気を吸っているときは要
注意です。

家の中がほこりっぽくならないように工夫も
して下さい。掃除中はほこりや粒子が舞って
しまうので、子供の気道を刺激しないよう、
子供が学校にいる間や外で遊んでいるとき
に屋内のほこりを払い、掃除機をかけましょ
う。暖房器具やエアコンのフィルターは毎月
交換して下さい。

作業療法士や呼吸療法士の協力を得て、呼
吸法の練習を取り入れている人もいます。子
供の喘息の悪化を防ぐのに役立つかどうか、
確かめてみる価値はあるかも知れません。パ
ップワース法、ビューテイコ呼吸法、ある種
のヨガ呼吸法など、特定の手法を用いた呼
吸法に望みを見出した喘息患者がいること
が報告されています。1 , 2

また、特定の食品で子供の喘息が悪化した
り改善されたりすることがあるか、注意して
みましょう。小さな子供には簡単にあてはめ
られないかも知れませんが、乳製品、砂糖、
食品着色料、あるいは大豆の摂取を避けた
ことが功を奏する例もあります。適量のビタ
ミンDと亜鉛（特に呼吸器疾患の初期の兆候
がある場合）で子供の免疫系を強化しましょ
う。また、食事に含まれるオメガ6脂肪酸とオ
メガ3脂肪酸の比率を適切（オメガ6対オメ
ガ3で1：1から4：1の間）に保って下さい。
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喘息は、肺につながる気道に炎症を生じる病気です。喘息を理解す
るには、呼吸器系の基本を理解しておく必要があります。鼻や口か
ら空気を吸い込むと、その空気が喉を下り、気道を通って肺に入り
ます。

喘息(ぜんそく)

家族の健康

何が引き金となるかが分かったら、
それを回避する方法を見つけまし
ょう。家庭内で使う洗剤や石けん、
シャンプーを見直すのも一案です。
喘息の誘因となるような化学物質
がいっぱいのものではなく、環境
に配慮した自然な製品に変えてみ
ましょう。

気道に狭窄があると、鼻や口から
吸った空気を肺に届けにくくなりま
す。それは簡単に想像できるでしょ
う。ゼーゼー、ヒューヒューという
「喘鳴」音が出るのはその典型的
な例です。呼吸がコントロールしづ
らい、咳が続く、息切れがするとい
った症状もよくあります。
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地域社会活動の一環として、大気汚染防止策
を支援するという方法もあります。引っ越し
を計画している場合は、大気の質をチェック
項目に入れましょう（その方法をオンライン
で紹介しているウェブサイトがあります）。近
くに空気を汚染する可能性のある施設はな
いか、あればその評価がどうなっているかも
気になるところです。

喘息持ちの子供のためにできることとして、
もう一つ、医療用ブレスレットもおすすめで
す。子供に着用させておけば、喘息であるこ
とが関係者に伝わります。万一の緊急事態で
は、救急医療スタッフにとって、問題をより迅
速に特定して治療を行う助けとなります。

加えて、小児科医が処方する薬を指示に従っ
て服用すれば、喘息発作の予防に役立ちま
す。さらに、救急用に即効性のある吸入式の
薬を携帯しておくと、喘息の発作が起こって
も気道を開くことができます。

17

ニュージーランドのミドリイガイ(パ
ーナ貝）の油脂を抽出したエキス
は、肺の健康的な炎症反応のサポ
ートにしばしば役立ちます。気管
支にけいれんを生じる傾向のある
人は、これで軽減できる可能性が
あります。

喘息は成長とともに治まっていく
傾向があり、実際に多くの幼児が
5才になるまでに乗り越えていま
す。

1 Holloway, Elizabeth A, and Robert J West. “Integrated 
Breathing and Relaxation Training (the Papworth Method) for 
Adults with Asthma in Primary Care: a Randomised Controlled 
Trial.” Thorax, BMJ Group, Dec. 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094294/.

2 Manocha, R, et al. “Sahaja Yoga in the Management of 
Moderate to Severe Asthma: a Randomised Controlled Trial.” 
Thorax, BMJ Group, Feb. 2002, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11828038.
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ところが、引退してからの生活に適応するこ
とに困難を感じる人は少なくないようです。
定年までたどり着いても、現実にはお金や健
康、家族のことなど、心配事が消えるわけで
はありません。一日の過ごし方が分からなく
なってしまう、という人もいます。第三者への
責務がないと、朝起きて外出しなければなら
ない理由も見失ってしまうのでしょう。仕事
で遅刻することには罰則があっても、エクサ
サイズのクラスや社交的な集まりに遅れた
からといって特に弊害はありません。

リタイア生活を健康的に、生産的に、有意義
に楽しむにはどうすればよいのでしょうか。

例えば、歴史や化学の先生として教員人生を
全うした人なら、おそらく敬意の対象として、
少なくとも勤務先の学校内や地域社会では
よく知られた存在であったはずです。生徒た
ちと向き合ってきたこれまでの日 と々これか
らは、大きく異なるものになります。連日の会
議をこなしてきた人、建築現場や作業場で身
を粉にして働いてきた人、医療関係で患者さ
んとのやり取りにやりがいを感じてきた人も
同様でしょう。

そのひとつがボランティア活動です。これま
での仕事を振り返ってみて下さい。

看護師として働いている間、患者さんのニー
ズに圧倒された時もあったけれど、新人看護
師のメンタリングは楽しかった、と感じたとし
たら、専門学校や大学で看護学生とつながる
ことができるプログラムがあるか探してみま
しょう。あるいは、会計業務は得意で続けて
きたけれど、富裕層の財産管理にストレスを
感じていた、という方は、不遇な地域の人々
を手助けする税務ワークショップに参加して
はいかがでしょうか。

仕事にこだわりはなくとも、どこかで誰かと
交わした約束を果たすことが無くなって寂し
く感じるのであれば、社交的な日程を計画し
て、朝からきちんと起きて外出するようにし
て下さい。少なくとも週1回はエクササイズや
アートなど、趣味のクラスに参加しましょう。
目覚まし時計をセットし、起きたらちょっと特
別な気分になれるような日課で一日を始め
るのもおすすめです。玄関から出る必要のな
い日でも、毎朝パジャマを脱いで（出かける
のに差しつかえない程度の服に）着替えるこ
とを忘れないで下さい。家族や親しい友人
と、毎週（毎日でも）特別な1日を過ごせるよ
う、予定を立てましょう。

思いのほか早く退職することになった場合
や、経済的な見通しに不安を感じる場合は、契
約を要件とせずに相談に乗ってくれるファイ
ナンシャルアドバイザーか、高齢者に対応し
ているソーシャルワーカー、金銭の扱いに長
けているだけでなく信頼できる知人と話をし
て下さい。懸念事項を確認し、新しい予算を決
め、家計を助けてくれる社会や地域の仕組み
にアクセスできるように手伝ってもらえます。

また、ヘルシーな食事を人と一緒に楽しむこ
とも忘れずに。庭やコミュニティガーデンで
野菜を育てたり、料理教室で新しいレシピに
挑戦したり、夕食クラブに加わったりといっ
た方法があります。

引退してからの生き方で大切にしたいことを
見極めて、自分のために宣誓書にまとめてみ
ましょう。数年早く引退した知り合いと話をし
て、職業人から移行していくためのアイデア
を聞いてみるのも一案です。調整にある程度
の時間がかかる可能性があることを念頭に
置きつつ、適度のマインドフルネスと内省的
評価、意図的なコミュニティへの参加を通じ
て、生活の変化に適応していく時期を前向き
に過ごしましょう。
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長い人生で何度も思い描いてきた、遠い未来の、特別なその日。太陽の輝く清 し々い朝を満面の笑顔で
迎え、ゆっくりと起き出してのんびりとマイペースに過ごす。退職すれば、ストレスの根源となる仕事とも
おさらばです。やっと心から寛げる、とほっとすることでしょう。

引退は新時代の幕開け 

家族の健康

仕事がなくなったとたん、個性やア
イデンティティの危機に直面する
と言われると嘘のように聞こえる
（あるいは10代の若者じゃあるま
いし、と思う）かも知れませんが、
職を離れたことで地位を失い、重
要性まで喪失したように感じるこ
とはあり得るのです。

運動の習慣を身につけましょう。マ
インドフルに自分に向き合える（一
人でできる）エクササイズと、コミ
ュニティ（クラス、ジム、グループウ
ォークなど）に参加するタイプのオ
プションを組み合わせるのがおす
すめです。

どんなことを好ましく感じていたで
しょうか。そして、ボランティアでど
んな風に同様の体験ができるかを
考えましょう。

パートで働くという選択肢だけで
なく、職業経験をもとに社会とつ
ながる方法はたくさんあります。
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米国では、プロバスケットボールの決勝戦が
行われる3月はマーチ・マッドネスと呼ばれ
ています。この時期の生産性が大幅に低下す
ることは、複数の経済報告で示されていま
す。イギリスと英連邦系の国 （々およびフラン
スなどいくつかの国）には、合算で約70万人
の視聴者がいます。その他にも、10億人規模
の視聴者がいるアジア大会や、4億人が視聴
するというクリケット・ワールドカップなど、大
規模なスポーツの祭典はたくさんあります。

ただ、世界各地でスポーツの大会やシーズ
ンが延期あるいは中止となっている今、公衆
衛生のためとはいえ、お気に入りのスポーツ
が楽しめなくて、落胆や苛立ち、悲しみを感じ
ているファンは少なくありません。それでも、
生中継の番組が見られない分、スカイプやズ
ーム、フェイスタイムといったオンラインツー
ルで過去の名場面を視聴して、スポーツや仲
間とのつながりを再認識しているようです。

古代ローマ人はかの有名な円形競技場を造
り、何千人という男性がほとんどの観客の集
まる中で、剣闘士と動物の対戦を披露してい
ました。古代マヤでは見事なコートが設計さ
れ、様々な球技が行われていました。

サッカーの熱狂的なファンは南米、ヨーロッ
パ、アフリカ諸国の多くにいます。インドとパ
キスタンでは何と言ってもクリケットでしょ
う。ロシア、ポーランド、ウクライナ辺りはホッ
ケーが盛んです。ドミニカ共和国やプエルト
リコからは野球の名選手が多数輩出されて
います。スポーツには、大きな社会への帰属
意識を男性にもたらすという側面がありま
す。

またその一方で、小規模ながら身近なグル
ープにおける忠誠心も支えています。地元チ
ームを応援することで、男性は市民としての
誇りを感じることができます。勝ったといって
は祝い、敗けたといっては悼むといった体験
を通じて、チームの一員になったような感覚
を仲間と分かち合うことができます。

スポーツ観戦は、男性の有する競争心や遊
び心を発散させる好機となります。統計的に
は、男性は勝負の明確な競技に関心が高い
のに対し、女性はランニング、水泳、ヨガなど
のスポーツに惹かれる傾向があることが知
られています。1 ライバル意識はスポーツを
基盤にした共同体（チーム）とのつながりを
深めるだけでなく、感情を発露しやすい体験
につながります。

帰属意識は男性にとって重要なものです。人
とのつながりを実感する機会は不可欠です。
人は誰もが、共同体に属しているという一体
感を求めています。

スポーツ観戦はそれを男性にもたらしてく
れます。スポーツは他者と交流する際の話題
になり、誰かと一緒に笑う機会をつくります。
また、感情をあらわにし、時には大泣きする
ことさえ可能にします。

熱心なファンであれば、チームの敗北で激し
い感情の起伏を体験し、そのために体内の
コルチゾール量が上昇することがあります。 
これはさすがに健康に良くありません。それ

20

数年ごとにやってくるワールドカップが始まると、家庭のテレビの前や近隣の居酒屋に集まって、出身国
の代表チームの活躍を見守る人々の様子が世界各地で見られます。通常はライバルにあたる別々のチー
ムを応援している男女も一致団結し、自国（もしくは敗退後はお気に入りの国）のチームに声援を送り
ます。

スポーツ観戦 

家族の健康

スポーツは何千年も前から男性た
ちの注目を集めてきました。

スポーツは文化の一端を担うもの
です。米国ではアメリカンフットボ
ールが大人気です。

1 Kluger, Jeffrey. “Men and Sports: Science Explains Why Men 
Love Sports.” Time, May 9, 2016, 
https://time.com/4322947/men-women-sports-evolution/.
2 Meij, Leander Van Der, et al. “Testosterone and Cortisol 
Release among Spanish Soccer Fans Watching the 2010 
World Cup Final.” PLoS ONE, vol. 7, no. 4, Apr. 2012, 
doi:10.1371/journal.pone.0034814.
3 Bernhardt, Paul C, et al. “Testosterone Changes during 

Vicarious Experiences of Winning and Losing among Fans at 
Sporting Events.” Physiology & Behavior, vol. 65, no. 1, 1998, 
pp. 59–62., doi:10.1016/s0031-9384(98)00147-4.
4 Beilock, S. L., et al. “Sports Experience Changes the Neural 
Processing of Action Language.” Proceedings of the National 
Academy of Sciences, vol. 105, no. 36, Sept. 2008, pp. 
13269–13273, doi:10.1073/pnas.0803424105.
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でも男性がスポーツ観戦を通じて多大な健
康上の利益を得ているのは事実です。感情
をあらわにできるということもそのひとつで
す。スポーツはリラックスのきっかけにもなり
ます。試合を見ながら笑ったり興奮したり、大
きな喜びを味わったりすることで、男性はリ
ラックスできるのです。応援しているチーム
が勝つと、テストステロンの分泌が盛んにな
ります。2 ある研究では、ホッケーの試合の中
継を聞いているときの脳波を調べたところ、

ホッケーのファンの神経経路が明るく反応し
たのに対し、ファンではない人の脳波には刺
激された様子が見られなかった、と報告され
ています。3 

男性がスポーツに関わる機会が減ると、交流
の機会も減り、社会的に脆弱になる傾向があ
ります。それはスポーツに上記のような感情
的、社会的要素があるからです。いつもと違
う方法でも、ファン同士でつながるチャンス

はありますので、探してみて下さい。オンライ
ングループでこれまでのシーズンを振り返っ
たり、オンラインプラットフォームで自らホス
トとなって、トリビアを披露しあう場を提供し
たり、できることがあるはずです。やがて日常
が戻ってきたとき、サポーターとしてより熱い
思いをチームに注ぐことができるでしょう。
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シートベルトの着用が重要であること、非常
口の位置、救命胴衣のある場所、急激な気圧
の変化に備えた酸素マスクの装着方法など、
順を追って説明されます。お子様連れの場合
は子供にも酸素マスクと救命胴衣を着用さ
せる必要があるわけですが、機内アナウンス
では常に、子供を手伝う前に保護者自身が
装備をととのえるように、と言われます。

誰もが聞いたことのある案内ですが、本当に
必要になった場合に困難を伴う可能性につ
いて、考えてみたことはあるでしょうか。自分
以外の誰かに責任を負っているとき（自分を
頼りにしている大切な存在を愛すればこそ）
自分を優先することは簡単にできないかも
知れません。

機内アナウンスはほんの一例にすぎません。
酸素が不足することのないよう誰かの世話
をする前に、まず自分が充分な酸素を確保し
なければならないように、愛する誰かの世話
をするのなら、まず自分の世話をする必要が
あるのではないでしょうか。飛行中の緊急事
態はともかく、まず自分に愛情を注ぐという
ことについて、もっと考えてみてもよいかも
知れません。

かつては非難の対象とされたり、誤診された
り、沈黙で隠されたりしていましたが、今では
メンタルヘルスの問題は尊厳をもって扱わ
れています。もしも過去に埋もれたままにな
っている深い傷やトラウマがあるのなら、メ
ンタルヘルスの専門家の協力を得るのが有
益となるでしょう。

ポジティブな言葉を自分にかけ続ける習慣
をつけましょう。自分（や他人）に批判的にな
っていないか観察し、ネガティブな影響を排
除するよう努めるのです。

自分が本質的にどんな人間なのか、ありのま
まの姿に目を向けることを優先しましょう。成
果はリストアップするのは良いことですが、
できるだけ自分の人格と価値観に魅力的な
点を見出すよう努めるのがコツです。前向き
な姿勢であっても、生産性やチェックリスト
の達成度に集中しすぎていると、自分を愛す
ることの基本的な部分に意識が及ばなくな
ってしまう可能性があります。

瞑想をしながら、自分を慈しみ、価値ある存
在であることを確かめましょう。不自然に感
じたり、わざとらしく感じたりするかも知れま
せんが、呪文が助けとなって真実を語れるこ
ともあるのです。嬉しい時も悲しい時も、「私
は自分を愛し、受け入れます」あるいは「私は
尊敬に値し、大切に扱われる価値のある、思
いやりのある人間です」といった語りかけを
続けて下さい。

こういった訓練は回復力を身につけるのに
役立ちます。困難な状況に置かれたときは、
そこから自分を引き上げるための基盤や足
場が必要です。それは、睡眠と健康的な食事
で免疫系を強化するようなものと考えてみて
下さい。体調が整っていれば、鼻風邪や胃腸
風邪に負けないのと同じです。自分をいたわ
る言動を定期的に繰り返していれば、回復力
を蓄えることができます。何かに試されるよ
うな時が来ても、打って出ることができるで
しょう。
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飛行機に乗ったらまず最初に機内アナウンスで安全のための案
内があります。

自分にも愛情を 

家族の健康

自己を愛するうえで最も重要な基
盤となるのは、メンタルヘルスで
す。ひと昔前と比べれば、心の健康
をめぐる問題は頻繁に話題になっ
ており、解決策も見つけやすくなり
ました。

毎朝起きたときと毎晩寝る前に日
記帳を開き、よりよい自分になれた
ことをどんな風に実感したかを箇
条書きで構いませんので書き留め
て下さい。
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• 休憩時間をとってリラックスする
• 罪悪感なしに楽しめる贅沢をする
• 毎晩8時間眠れるようにする
• 発想のきっかけになりそうな本を読む
• 家や職場の掃除と整理整頓をする
• お気に入りの音楽に合わせて踊る
• 夜の自分時間にていねいにお手入れをする

• 背筋をのばして正しい姿勢で座り、立つ
• 無理していることを感じたときはお断りする
•  誉め言葉は感謝とともに謙虚に受け入れる
（否定はしないこと）
• 自分と他人を比べるのはやめる
• ソーシャルメディアをやめる
• パートナーと仲良く過ごす

• 飼っている猫や犬を抱き上げる
• デジタル機器に触れずに1日を過ごす
• 自分のために花を買う
• 微笑みを絶やさない
•  自分を美しくする美容グッズや化粧品を使う
• 週に一度は自然の中で過ごす
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自分への愛情をいつでも行動で示せるように、できることをリストにしておきましょう。
以下の案も参考にして下さい： 
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脳の灰白質はスキルや認知能力と相関性の
ある部分で、加齢により機能低下する可能性
があります。ところが、2,000人以上を対象とし
た最近の研究で、定期的な心血管活動がこ
の機能低下を防ぐのに役立つことが分かり
ました。ドイツ神経変性疾患センターで実施
されたこの研究では、ウォーキング、水泳、サ
イクリング、ランニングなどの心臓血管運動
を定期的に行っている人々は、同年代でもあ
まり体を動かしていない他の人 と々比べて
脳の灰白質の量が多いことが明らかにされ
ました。そこで、有酸素運動が認知機能に好
ましい影響を与える可能性がある、との結論
に達したのです。1 

運動は睡眠の質の改善にも役立ちます。2気
分を調整し、ストレスと闘う際、睡眠は大切
な要素となります。生涯を通じて認知機能を
維持したいなら、定期的な身体活動に、健康
的な食事、リラクゼーション方法、ポジティブ
なフォーカスを組み合わせるのが有益です。

健康的な食事と運動、どちらがより重要か
という議論はしばしば聞かれます。人の体
はそれぞれに異なり、、食事と運動に対す
る反応も独特ですが、2つの重要性は同等
です。カロリー制限だけで体重増加を食い
止めることは可能かもしれませんが、それ
は必ずしも健康な生活と同義ではありま
せん。実は新しい研究で、座りっぱなしの
生活は、喫煙、糖尿病、心臓病よりも健康に
悪い場合があることが明らかになっていま
す。3 心臓血管の活動は単にカロリーを燃
焼するだけではありません。筋肉の強化、
血液循環の改善、脳の保護、無数の病気の
リスクの軽減、気分の改善、赤血球の増加
など、様々な面で役に立っているのです。
人生の後半では、アクティブに動いてこそ、
活動できる心身が保たれます。定期的に体
を動かすことでバランス調整力と引き締ま
った筋肉を鍛えておくと、転倒の予防にな
り、自立した生活を維持しやすくなります。
近所の散歩からマラソン出場まで、どんな
方法であれ日常的に体を動かすことは心
身の健康維持に欠かせません。

答えは疑うまでもなくイエスです。脳は筋肉のようなもの
で、使えば使うほど丈夫になります。毎日重量挙げをしてい
ると腕が鍛えられるように、脳は日々課題をこなすことで明
晰な認知機能を維持します。少し前のことですが、エジンバ
ラ大学の研究者たちが70代の人々の記憶力と思考力をテ
ストしたところ、非デジタル式のゲームを定期的に楽しんで
いた人々がより良好なスコアを記録した、と報告していま
す。デジタル式ではないゲームとは、トランプ、チェス、囲碁、
ボードゲームなど、批判的思考を駆使してプレーするもの
を指しています。4 新しい何かを学ぶとき、脳は通常以上に
働かされるので、新しいゲームを学ぶことができればなお
良いでしょう。ゲームを好まない場合でも、脳の「筋トレ」に
なるものなら何でも構いません。クロスワードパズル、新し
い趣味、新しい講座の受講、新しい言語の習得、楽器の練習
など、楽しめるものを見つけて下さい。
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私にも運動は必要でしょうか。

ゲームは本当に脳のためになるのでしょうか。

有酸素運動と認知機能のポジテ
ィブな相関性を示した研究はこれ
が初めてではありません。他の研
究でも同様の報告がなされてい
ます。

体を動かすことが脳に良いとい
うのは本当ですか。

1 Wittfeld, Katharina, Carmen Jochem, Marcus Dörr, Ulf 
Schminke, Sven Gläser, Martin Bahls, Marcello R. P. Markus, 
et al. “Cardiorespiratory Fitness and Gray Matter Volume in 
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Population.” Mayo Clinic Proceedings 95, no. 1 (2020): 44–56, 
https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2019.05.030.
2 Whitworth, James W, Sanaz Nosrat, Nicholas J Santabarbara, 
and Joseph T Ciccolo. “High Intensity Resistance Training 

Improves Sleep Quality and Anxiety in Individuals Who Screen 
Positive for Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized 
Controlled Feasibility Trial.” Mental Health and Physical Activity 
16 (2019): 43–49, https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2019.04.001.
3 Mandsager, Kyle, Serge Harb, Paul Cremer, Dermot 
Phelan, Steven E Nissen, and Wael Jaber. “Association of 
Cardiorespiratory Fitness With Long-Term Mortality Among 
Adults Undergoing Exercise Treadmill Testing.” JAMA 

Network Open 1, no. 6 (2018), https://doi.org/10.1001/
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4 Altschul, Drew M, and Ian J Deary. “Playing Analog Games Is 
Associated With Reduced Declines in Cognitive Function: A 68-
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