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自然に変わって行くために
変化は（たいていは）良いことです。変化は（通常は）困難を伴いま
す。変化は健康によいものであり、勇気が要るものでもあります。変
化についての4通りのとらえ方はそれぞれに心当たりがあることでし
ょう。年を重ねるほどに若々しくいたいなら、変化は有益なツールと
なり得ます。変わり続けることで、最高の自分になることができます。
ところが、生活や内面は簡単には変えられないものです。未知の世
界、未踏の領域に進む時は、結構な勇気が必要になります。
宇宙で唯一変わらないのは、変化し続けるこ
とだ、とも言われますが、ただ闇雲に変わろ
うとすればよいというものでもありません。
個人の生活でも、文化や社会、事業、組織で
も、ありのままでいいことはたくさんありま
す。すべては時とともに変化します。それは避
けようのないことですが、人の一生よりもずっ
と長い時間をかけて変わっていくことも多々
あります。

化を起こすことにさほど困難を感じないでし
ょう。逆に、ネガティブな面にとらわれて悲観
的になりがちな人だと、必要以上の困難を感
じとってしまう可能性があります。

編集者として私は『アート・オブ・グローイン
グ・ヤング』の記事が勇気をもって踏み出そ
うとしている世界中の人たちの後押しとなれ
ば、と願っています。初めて食べるものの栄
養面について調べようとしている人にも、新
しい運動習慣を身に着けるコツを探している
人にも、本誌で知り得たことを自信の糧にし
ていただきたいのです。健康のために変えよ
うとしていることがささやかでも大がかりで
も、知識が増え、自信がついてくれば、変化の
ハードルは低くなります。

科学が続々と新たな知見を発表していること
もあって、私たちは人間の体について、より多
くを学ぶ機会に恵まれています。学んだこと
を活かして心身ともにより望ましいライフス
タイルに適応しない手はありません。年を重
ねるほど若々しく生きること、生涯学び続け
ること、ポジティブな姿勢を保つこと。そのす
べてが変化にともなう不安を解消し、より自
然に変わっていく手助けとなるでしょう。

変化を起こすことにどの程度の怖れを感じる
かも、変化のとらえ方によって違ってきます。
物事を概ねポジティブにとらえる人なら、変
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物事や人、経験、アイデアのポジティブな面に
着目して、改善には変化が不可欠と受けとめ
ることができれば、あらゆる状況に適応しな
がら、より良い生き方を重ねていけます。

Dwight L. McKee
Scientific Director

最新ニュース
もっと脂肪分を摂取しましょう

子どもたちはちゃんと聞いている

乳製品が好きな方は、罪悪感を感じることな
く脂肪分の高いものを選んでください。脂肪
に関する最新の研究で、乳脂肪と死因に有
意な関連性は見られないことが分かりまし
た。
この研究は、
日常的な脂肪の摂取と密接
に関連すると長らく考えられてきた心疾患と
脳卒中について調査したものです。何十年
もの間、脂肪はダイエットの大敵として避け
られてきましたが、現在では脂肪は健康的
な食生活の一部であるというのが栄養学の
専門家たちの一致した意見です。脂肪は健
康で自然なエネルギー源であるため、毎日
の運動量に応じた量の脂肪を摂取するのが
ポイントです。3 避けたいのは、脂肪と精製
された炭水化物（砂糖、特にインスリンの分
泌を促すブドウ糖やショ糖など）
を一緒に大
量摂取することです。
これは健康によい脂肪
であったとしても、非常に危険な（そして肥
満を引き起こす）組み合わせです。

子どもに野菜を食べるように言っても無視さ
れているように感じるかもしれませんが、心
配いりません。1,246人の青年を対象に、家庭
における食事のルールが子どもが独立した
後の食事の選択にどのように影響するかを
研究したところ、健康的な食事のルールがあ
る家庭で育った若者は、親がいなくても健康
的な選択をする傾向が高いことが分かりま
した。4

芸術で滅入った気分を吹き飛ば
そう
この冬、憂鬱な気分になっていませんか。気
持ちを明るくするために絵筆を取ってみまし
ょう。
イングランド南西部で1,000人以上を対
象にした新しい研究が行われ、絵画などのア
ートを楽しんだり、新しく習ったりすると、気
分や幸福感がアップすることが分かりまし
た。5

一緒にオメガ3を食べる家族はよ
り幸せに
学術誌 Aggressive Behavior に掲載された最
近の記事によると、親が子どもにオメガ3脂
肪酸を多く含む食事を与えると、家族全員に
よい効果があるということです。
このヘルシ
ーな長鎖脂肪酸は子どもたちの気分や行動
によい影響を与えます。親子間の喧嘩も減
り、連鎖的に家族全体によい影響を与えるこ
とが分かりました。2

水を飲むことの大切さ
午後、仕事に集中しづらいと感じたら、
ちょ
っと席を立って水を飲みに行きましょう。最
近の研究結果によると、軽度の脱水症状で
あっても体にはわずかながらも様々な影響
があり、
その結果注意力や集中力を保つこ
とが難しくなるとのことです。体の水分が
1%失われただけで、
こうした悪影響を感じ
始めるといいます。1 栄養学の専門家は、脱
水症状を避けるため、
デスクに水筒を置い
ておき、いつでも水を飲めるようにするこ
とを推奨しています。

1
Wittbrodt, Matthew T., and Melinda Millard-Stafford.
“Dehydration Impairs Cognitive Performance.” Medicine &
Science in Sports & Exercise, 2018, 1.
doi:10.1249/mss.0000000000001682.
2
Portnoy J, Raine A, Liu J, Hibbeln JR. Reductions of intimate
partner violence resulting from supplementing children with
omega‐3 fatty acids: A randomized, double‐blind,
placebo‐controlled, stratified, parallel‐group trial. Aggr Behav.
2018;1–10. https://doi.org/10.1002/ab.21769.

3
Marcia C de Oliveira Otto, Rozenn N Lemaitre, Xiaoling Song,
Irena B King, David S Siscovick, Dariush Mozaffarian; Serial
measures of circulating biomarkers of dairy fat and total and
cause-specific mortality in older adults: the Cardiovascular
Health Study. The American Journal of Clinical Nutrition,
nqy117, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy117.
4
Wang, Jennifer, et al. “How Food Rules at Home Influence
Independent Adolescent Food Choices.” Journal of Adolescent
Health, Volume 63 , Issue 2 , Pages 219-226.

https://www.jahonline.org
5
Diane M Crone, Rachel C Sumner, Colin M Baker, Elizabeth
A Loughren, Samantha Hughes, David V B James; “Artlift”
arts-on-referral intervention in UK primary care: updated
findings from an ongoing observational study, European Journal
of Public Health, Volume 28, Issue 3, 1 June 2018, Pages
404–409, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky021.
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フィットネス

体重を使うワークアウト
自分の体重を使う自重トレーニングの人気が高まってきています。ラ
イフスタイル全般において物事をできるだけシンプルにすることの
良さに気づく人が増えつつある今、エクササイズやフィットネスの世
界でも同じ傾向が見られます。特に冬の間、体を鍛えるのに、自重ト
レーニングは費用のかからない効果的な方法といえます。

自重トレーニングは基本的には名前が示す
通り、
自分の体重を使って負荷をかけ、
負荷
を増やしながら鍛えていく運動方法です。定
番のエクササイズといえば、昔ながらの優れ
た方法として腕立て伏せが知られています。
基本的に腕立て伏せは胴体の重量を使うこ
とで腕、腹部、背中、肩を強化します。
自分の体重を使うエクササイズを日課に組
み込むことには多くの利点があります。
自重
トレーニングを選ぶ一番の理由は費用をか
けず、ほとんど無料でできるということです。
つまり、器具を使う必要がないのでジムに行
かずにすむわけで、
これはとても好都合で
す。
高価な器具を買ったり、
ジムの会費を支払い
続けたり、
といったような時間と費用の壁を
取り払うと、エクササイズをしない理由は減
ります。むしろ、
こういった事情を言い訳にで
きなくなるでしょう。

自重トレーニングのもう一つの利
点は、初心者やエクササイズの日
課を再開したい人に最適だという
ことです。
最初はゆるいトレーニングから始めて次第
に強度を上げていき、
自分で適当だと思えた
ら、限界にチャレンジするバリエーションを加
えてもよいでしょう。
エクササイズのプログラ
ムを開始するときや再開するときは、やらな
くてはいけないという脅迫的な考えや自意識
がつきものですが、
このようにマイペースで
良いと思えばプレッシャーを取り除けます。

自重トレーニングは初心者にもぴ
ったりです。ウエイトを使わず、器具
も使用しないので、怪我をする可
能性が低くなります。
とはいえ、
リスクが無いわけではありません。
どんなプログラムでも頑張り過ぎたり、能力
以上にやり過ぎてしまうことはあり得ます。
自
分の限界を知り、
それに従うことは非常に大
事なことです。
さらに、全身が映る鏡で正しい
フォームで行なっているか確認するようにし
ましょう。
そうすれば、楽なフォームに陥るこ
となく、
しっかりと負荷がかかるようになりま
す。正しいフォームを特に強調して教えてく
れるオンラインのビデオを参考にするのも
一案です。

また、自重トレーニングなら寒い季
節でも手軽に自分の部屋で快適
にエクササイズができます。たとえ
休暇中や商用の出張中でも、ホテ
ルの部屋で簡単に実行できます。
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パーソナルトレーナー（もしくはエクササイ
ズにつて広範な知識を持つ友人に無料で頼
む）
とのセッションを予約するのもためにな
ります。
自己流でやり始める前にきちんとし
た基礎の内容を作ってもらえます。

自重トレーニングで知っておくべき
基本的事項としては、プル（引く）
とプッシュ（押す）の組み合わせ方
がポイントになります。この2つの
動きは、ほとんどの場合、異なる筋
肉を使うか、1つの筋肉群を異なる
方法で動かします。

よって、組み合わせることで全身をくまなく鍛
えられます。例えば、腕立て伏せ（プッシュ）は
上腕の三頭筋を鍛え、懸垂（プル）は二頭筋
を鍛えます。
プルを中心に行うエクササイズには、腹筋運
動をはじめ、対側の手足を持ち上げる動作
（腹部を床につけ、右腕と左足を持ち上げ
る、
またはその反対）やスーパーマン
（同じや
り方で四肢とも同時に後ろに上げ反り返る）
、順手または逆手のグリップで行う懸垂、横
に足を上げるなどの方法があります。

プッシュを中心に行うエクササイ
ズには、ブリッジ、プランク、スクワ
ットやランジ、
その他、後ろに足を
上げる動作、ふくらはぎを鍛えるカ
ーフレイズ、壁に背中を付ける空気
椅子などがあります。
インターネットで「自重トレーニング」
を検索
すると、たくさんのエクササイズの方法や説
明、
イメージが表示されるので、
それらを参
考にしてみましょう。重要なことは毎回同じエ
クササイズを繰り返さないことです。なぜな
ら、体は新しいチャレンジを望んでいるから
です。
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特集記事

冬の迷信
私たちは冬に気をつけるべきことを色々と教わりながら育ってきまし
たが、
それは全て正しいことだったのか、考えてみたことはあります
か。
冬は始まったばかりです。当分暗い日が続き、雪の中を重い足取りで
進むことを思うと身震いするでしょう。活発に動くことが少なくなり、
屋内に閉じこもって孤独を感じたり熱を出したりするのかと憂鬱にな
る人もいるかも知れません。ところが冬には冬の利点がたくさんあり
ます。寒い冬は嫌な季節だという思い込みを見直すことは大切です。
誤った固定観念に向き合って改め、冬を迎える準備を整えましょう。
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迷信：
寒い時に運動しないほうが良い

考えてみれば、犬や猫といったペッ
トを飼っている人なら知っている
ように、動物には夏に毛を減らし、
冬に増やすというサイクルがありま
す。ただし冬は頭皮が乾燥しやす
く、毛髪が弱くなったり切れやすく
なったりしますので、ヘアケアの習
慣は大切です。

あらゆるレベルのマラソンランナ
ーについて調べたところ、気温が
低い方が良いタイムが出ることが
分かりました。1

迷信：
お酒を飲むと温まる

寒い時期に運動することには多くの利点が
あります。屋外で日光を浴び、
自然に親しん
だり体を動かしたりしていると、爽快な気分
になれます。充分な量のビタミンDが得られ
るほどではなくとも、冬に太陽の光を受ける
ことには様々な利点があることが見出されて
います。
ある研究によると、
ランナーのパフォ
ーマンスは冬に向上するということです。

迷信：
冬はアレルギーが出ない
冬の間は屋内で過ごす時間が長くなります。
アレルギーのある人のうち、およそ20％は屋
内のアレルゲンに反応します。
さらに具合の
悪いことに、種類によって冬に増加するアレ
ルゲンもあります。動物アレルギーはその一
例です。人間と同様、犬もまた屋内にこもりが
ちになります。
しかも窓を閉めていることが
多いので、換気を心がけていない限り、
アレ
ルギーが悪化する環境になってしまいます。

ホットワインやホットウイスキーなどの冬向
きの飲み物で体を温めたことのある人は多
いでしょう。
ところが、体が温まったという感
覚が誤解の元になっていることはご存知でし
ょうか。
アルコールを摂取すると大量の血液
が皮下を流れます。
これを私たちは温かさと
して感じています。実はその血液は内臓から
皮下に移動させられたものなので、体幹部
では温度が下がっています。

風邪のような症状が1週間半ほどしても改善
せず、抗ヒスタミン剤（ロラタジンやセチリジ
ンなど）
で良くなる場合は、
アレルギーの改
善について専門医に相談してみましょう。

迷信：
寒いと抜け毛が増える

冬は抜け毛が増え、夏になると毛髪が太くな
る、
と言う人は多いようです。
ところがある研
究で事実はその逆であることが示され、注目
を集めています。2 800人以上の女性を対象
に6年間、抜け毛と関連する生物学的要因を
分析したところ、抜け毛が夏に増える傾向に
あることが明らかになりました。
ちなみに、夏
に次いで多いのは春だということです。

また、寒いと体が震えるのは体内
で少しでも多く熱を発するためで
すが、この体の自然な働きはアル
コールを摂取すると機能しにくくな
ってしまいます。
迷信：
寒いと太りやすくなる

1
Ely, M R, et al. “Impact of Weather on Marathon-Running
Performance.” Medicine and Science in Sports and Exercise.
U.S. National Library of Medicine, Mar. 2007,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17473775.
2
Kunz, M, et al. “Seasonality of Hair Shedding in Healthy
Women Complaining of Hair Loss.” Dermatology.
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2009,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19407435.
3
Ouellet, V, et al. “Brown Adipose Tissue Oxidative
Metabolism Contributes to Energy Expenditure During Acute
Cold Exposure in Humans.” The Journal of Clinical Investigation.
U.S. National Library of Medicine, February 2012,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22269323.

冬に運動量の減る人が多いことも、年末年始
に太りそうなご馳走が並ぶことも事実です
が、気温の低さそのものには減量を助ける
働きがあるそうです。科学者が様々な脂肪に
ついて分析したところ、褐色脂肪には他の脂
肪の燃焼を助ける働きがあることが分かりま
した。3 人間の場合、褐色脂肪は乳児期にの
み存在すると考えられていましたが、成人の
体にもまだあることが明らかにされました。
褐色脂肪は体温調整（特に温める働き）
で重
要な役割を果たしており、筋肉を震わせて体
温を保つことのできない乳児を主に支えて
います。
この褐色脂肪が大人でも寒さが引き
金となって機能し、脂肪の燃焼を助けること
が判明したのです。
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迷信：
冬は孤独になりがち

公園やショッピングモールなど、多くの人が
集まる公共の場は、社会的な刺激に満ちて
いて楽しい時間が過ごせます。人間観察をし
たり、音楽に耳を傾けたり、新鮮な空気に触
れたりしながら、
それぞれに楽しむ人たちの
賑わいを感じるのもまた、外出時ならではの
魅力でしょう。

冬になるとあまり出かけなくなる
傾向はありますが、冬間の方が大
切な人、身近な人とじっくり話をす
る機会は増えるそうです。4
研究者が一定期間、100万件以上の携帯電
話の通話データを分析したところ、お天気が
崩れると通話時間が長くなることが示されま
した。同時に、連絡先の数が減る傾向も認め
られました。つまり、私たちは寒い日や雨、雪
の日には、社会的に有意義な交流をしようと
する、
というわけです。

4
Santi Phithakkitnukoon, Tuck W. Leong, Zbigniew Smoreda,
Patrick Olivier. Newcastle University. “Close call: Bad weather
drives up phone calls to our nearest and dearest.” ScienceDaily.
www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121010172126.htm.
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迷信：
通年温暖な方が幸せに暮らせる
良い時期のありがたみは、不遇な時期があっ
てこそ、
よく分かるというものです。寒い季節
と温暖な季節についても同じことが言えま
す。太陽の光あふれる常夏のカリブ海で過ご
せたら、
と願う気持ちはあるかも知れません
が、実は冬があるからこそ、春や夏のすばら
しさをより深く実感することができるのです。

迷信：
冬は体の痛みを感じやすい

走り過ぎて足を痛めてしまったら、患部を冷
やしたり上げた状態にして休ませたり、
とい
った処置が必要になります。関節が腫れたと
きや筋肉が緊張しすぎたときも、冷やすこと
で炎症が鎮まります。体が寒冷温度にさらさ
れた場合も同様で、寒さが炎症を和らげるた
め、関節痛や筋肉痛には好ましく作用しま
す。寒いと痛みが強くなるように感じるとした
ら、
その原因はおそらく運動不足です。

完璧なワークアウトをしようという
気はなかなか起こらないかも知れ
ませんが、1時間に1回は立ち上が
って5分ほど動き回って関節を使う
ようにするか、軽いストレッチ運動
をすると、関節痛や筋肉痛に効果
が期待できます。

AD SPACE

2018 年11月/12月 | 09

ライフスタイル

与える喜びでいっぱい
の季節に
多忙な日常に追われていると、自分自身のためだけに、あるいは自
分の必要性や欲求にばかり焦点を当ててしまいがちです。しかし、意
識的に他者のニーズに気を配り利他的な活動に参加することは、自
分自身にとっても良い効果をもたらします。ある研究では、自分のこ
とよりも他者のニーズに焦点を当てることで、ひいては自分自身の健
康にプラスになることが示されています。
奉仕の精神は、いわゆる幸せホルモンを分
泌させます。他者に対して親切にすることで、
私たちの脳には生理学的変化が起こります。
神経伝達物質であり、ホルモンの一種である
セロトニンは、満足感や精神の安定に関与し
ており、親切な行動をすることでその分泌が
促進されます。

親切心や利他主義は、老化をも遅
らせる可能性があります。ここでも
また、オキシトシンが寄与していま
す。オキシトシンは体内の炎症を抑
え、フリーラジカルの攻撃を阻止
します。

オキシトシンは、労働、出産、および授乳中に
放出されるホルモンとして知られています。
また、性行為やオルガズムの間にも分泌され
ます。
とはいえ、
オキシトシンを分泌させるた
めに赤ちゃんやロマンチックなパートナーを
持つ必要はありません。他者と積極的に交流
を持とうとし、
またそれを体験することで、私
たちの体はオキシトシンを分泌できます。
オ
キシトシンは、人の体内において様々な働き
をする中で、特に心臓血管系に良い影響を
及ぼします。1オキシトシンには、血管を拡張
させ血圧を下げる働きがあります。

ある研究では、
「慈悲の瞑想」
と呼ばれるコン
セプトに焦点を当て、異なるグループ毎に免
疫応答の臨床検査値を分析しました。3 慈悲
瞑想の6週間の練習が割り当てられたグルー
プは、血液検査上ストレスレベルが下がり、
対照群より良い生理学的指標を示しました。
他の研究では、ボランティア活動が、
どのよう
にして高齢者の体内で主要な炎症マーカー
であるC反応性タンパク質（CRP）
を低下させ
たかを調査しました。4

高齢者を対象にしたある研究で
は、年間200時間以上のボランティ
アをした場合、高血圧症の発症リ
スクを約40%減少させることがで
きると報告されています。2

個々の健全な感情と健全な地域社会は、私
たちが他を思いやり親切に努めようとする上
でその土台となるものです。

ちなみにボランティアに携わった時間の少
ない人には、
この効果は認められませんでし
た。

1
Hamilton, David R. The Five Side Effects of Kindness: This
Book Will Make You Feel Better, Be Happier & Live Longer.
Hay House, 2017.
2
Sneed, Rodlescia S. and Sheldon Cohen. “A Prospective
Study of Volunteerism and Hypertension Risk in Older Adults.”
Psychology and Aging, U.S. National Library of Medicine,
June 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3804225/.
3
Pace, Thaddeus W.W., et al. “Effect of Compassion Meditation
on Neuroendocrine, Innate Immune and Behavioral Responses
to Psychosocial Stress.” Psychoneuroendocrinology,
U.S. National Library of Medicine, January 2009,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695992/.
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身体的な恩恵がある以外にも、私
たちと周囲の人たちとの心を結ぶ
社会的な相互作用というメリット
があります。

4
Kim, Seoyoun and Kenneth F. Ferraro. “Do Productive
Activities Reduce Inflammation in Later Life? Multiple Roles,
Frequency of Activities, and C-Reactive Protein.”
The Gerontologist, vol. 54, no. 5, 22 Aug. 2013, pp. 830–839,
doi:10.1093/geront/gnt090.

他者に自分から何かを差し出せば、
そこには
連帯感が生まれます。交通渋滞中、車線を譲
った相手には今後2度と会う機会がないかも
知れませんが、
フレンドリーな感謝の手振り
を交わすことで、互いに良い気分になれるは
ずです。
きっと親切を受け取った人は、
自分も
他者に親切にしようと思うでしょう。言い換え
れば、与えることの喜びは伝染し波及効果を
もたらすのです。5

Hu, Tian-Yi, et al. “Helping Others, Warming Yourself:
Altruistic Behaviors Increase Warmth Feelings of the Ambient
Environment.” Frontiers in Psychology, U.S. National Library
of Medicine, September 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5011126/.

5

ボランティア活動は、より大きな目
的意識をもって奉仕するものです。
一生を通して、意味と目的のある
人生を送るために、私たちは一貫
して自分が求めているものを再定
義しています。
時には、仕事をしながら自分は何のために働
いているのか考えます。
また時には、妻とし
て、夫として、親としてなど、家庭で義務を果
たそうとする中で自分自身の存在を問うこと
でしょう。
しかし信念をもってボランティア活
動に参加することは、奉仕できる時間にもよ
りますが、私たちの生活に意味を与えてくれ
ます。

優しさと思いやりを持つことは、決
して難しいことではありません。開
発途上国でボランティアをするた
めに海外に行かなくても、毎週何
かのプロジェクトに時間を費やさ
なくても構いません（その気があっ
て参加できるならすばらしいこと
ですが）。
電車内で妊婦さんに座席を譲ったり、隣人に
デザートのお裾分けをしたりといった、
ちょっ
とした思いやりからくる日々の自然な行い
が、利他主義の精神を育んでいくのです。
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栄養

誤解された主要栄養素、脂肪
長年にわたり、脂肪は健康の敵とみなされてきました。食品開発者や広告キャンペーンが、罪悪感の少な
い（つまり低脂肪の）商品を売り込むようになって何十年も経っています。健やかに元気でいるために、脂
肪は何が何でも避けるべきものであると考えられてきたのです。しかし近年では、栄養士や保健師、医師
といったその道の専門家が、良質な脂肪の重要性を認識するようになってきました。

目下問題となっているのは、人々に広く普及
した脂肪の悪いイメージを払しょくし、健康
な食生活の必須栄養素であるという新しい
認識へと移行させるには、長い時間がかかり
そうだということです。
タンパク質は、筋肉を作る基本的な主要栄
養素です。
また、炭水化物はエネルギー生産
に不可欠なものです。
では、脂肪が健康的な
ライフスタイル全般において重要とされる
理由とは何なのでしょうか。
脂質としても知られている脂肪は、通常不溶
性で、
タンパク質の合成や身体のエネルギ
ー貯蔵を助け、
また体内のホルモンバランス
の維持にも補助的な役割を担っています。脂
肪はこれまで悪者にされてきました。
という
のも、脂肪は腰まわりや顎の下にたまってし
まう望まざるもの、
というイメージが強かっ
たからです。脂肪に対する誤解を解くために
は、美容上の脂肪と食品に含まれる脂肪とは
異なっており、
それぞれが同一のものではな
いことが認識されなければなりません。
脂肪は良いものと悪いものに大別できます
が、例外的なものもあります。脂肪に含まれ
る脂肪酸には、
オメガ3、6、9をなどの種類が
あります。数字の3、6、9は、炭素原子間の不
飽和二重結合が生じる炭素数を示していま
す。脂肪はまた、飽和、不飽和、およびトラン
スに分類されます。飽和脂肪は一般的に悪
い脂肪と見なされていますが、
ココナッツオ
イルとパームオイルは例外的で、チーズバー
ガーに含まれる類の脂肪とは区別する必要
があります。

これらの人工的なトランス脂肪は、体にとっ
て文字通り毒でしかありません。原材料表示
の規則は国により異なりますが、食品製造業
者はその商品の内容量に関わらず、
トランス
脂肪の含有量が500mg以下の場合は「ゼロ
グラム」
と表示することが許されるなど、抜け
穴が残されていることもあります。一食当たり
（これは人為的に少なく見積もられている
可能性もあります）
トランス脂肪を499mg含
有しているとしても、
その商品のトランス脂
肪はゼロと表示することができてしまうとい
うわけです。従って、包装に記載されている
原材料の1つが部分水素添加油脂であり、栄
養成分としてトランス脂肪がゼロと表示され
ている場合は、
その食品は避けるのが賢明
です。
また、処理の段階で不飽和脂肪酸の組
成が壊されてしまっている、大量生産の植物
油も避けるべきです。

健康的な脂肪の例としては、エキ
ストラバージンオリーブオイル、全
脂ヨーグルト、アボカド、魚、牧草
飼育卵、ナッツや種類などに含ま
れる脂肪が挙げられます。
牧草飼育牛肉や豚肉、
ダークチョコレート、
全脂肪乳、チーズなどは、飽和脂肪の含有量
が高めであるため、善玉と悪玉の中間に位
置する脂肪もありますが、
それでも適量なら
日々の健康的な食生活の中に取り入れるこ
とができます。

同様に、牧草飼育牛からとれた全脂乳製品
や牧草飼育牛の肉に含まれる自然に生成さ
れたトランス脂肪（共役リノール酸、CLA）は、
健康的な脂肪だと考えられています。1 一方、
部分的に水素化された植物油は、何としても
避けるべきトランス脂肪です。

脂肪と健康に関する認識を改めるなら、全脂
肪乳製品には特に注目すべきです。最近の
研究では、全脂肪乳と心血管疾患の問題との
間に関連がないことが証明されています。2
実は、
より人為的な処理が施された純度の
低い低脂肪乳製品の中には、薄まった味を
補うために加工業者が砂糖を添加したもの
が少なからずあります。

1
Risérus, U., L. Berglund, and B. Vessby. “Conjugated Linoleic
Acid (CLA) Reduced Abdominal Adipose Tissue in Obese
Middle-aged Men with Signs of the Metabolic Syndrome: A
Randomised Controlled Trial.” International Journal of Obesity
and Related Metabolic Disorders. August 2001.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11477497.
2
De, M. C., R. N. Lemaitre, X. Song, I. B. King, D. S. Siscovick,
and D. Mozaffarian. “Serial Measures of Circulating Biomarkers

of Dairy Fat and Total and Cause-specific Mortality in Older
Adults: The Cardiovascular Health Study.”
American Journal of Clinical Nutrition. July 2018.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30007304.
3
Swanson, D., R. Block, and S. A. Mousa. “Omega-3 Fatty
Acids EPA and DHA: Health Benefits throughout Life.” Advances
in Nutrition. January 2012. Accessed August 13, 2018.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22332096.

オメガ3脂肪酸系は依然、最も評価が高い健
康的な脂肪として君臨しています。EPAと
DHA（エイコサペンタエン酸とドコサヘキサ
エン酸）
を含むこれらの脂肪は、体内では合
成できないため、食品から摂取する必要があ
ります。
オメガ3脂肪酸が、心血管系の健康お
よび免疫機能を最適化する上で有益なこと
は、すでに周知の事実です。3

天然ものの魚を週に数回食べる習
慣がない場合は、高品質のオメガ3
サプリメントを摂取することをお勧
めします。
オメガ3脂肪酸は特に脳や精神の健康に有
益です。最近の研究では、
オメガ3のサプリメ
ントを子どもに与えることによって、乱暴な行
動が減少し、
それに伴って親子関係の鎮静
化がもたらされたという報告がありました。4
研究では、
オメガ6脂肪（リノール酸、
アラキ
ドン酸など）
とオメガ3脂肪（EPA、DHA、α-リ
ノレン酸など）の最適比は4：1であることが
示されています。
リノール酸は必須脂肪酸、
つまり体内では合成できないため体外から
取り入れなければいけない脂肪酸ですが、
植物油に使用される多くの種子は、主にリノ
ール酸（オメガ-6）
よりもオレイン酸を生成す
るために交雑されてしまっているため、食事
中から十分なリノ―ル酸を摂取することはで
きなくなってきました。高濃度のオレイン酸
を強調していないベニバナ油とゴマ油は、
リ
ノール酸の優れた供給源です。
オレイン酸は
体に良いと広く知られるオリーブオイルの主
要脂肪酸ですが、体に良いとされているのは
オリーブオイル中のポリフェノールであっ
て、必須脂肪酸ではないオレイン酸は単なる
エネルギー源でしかありません。

4
Portnoy, J., A. Raine, J. Liu, and J. R. Hibbeln. “Reductions
of Intimate Partner Violence Resulting from Supplementing
Children with Omega-3 Fatty Acids: A Randomized,
Double-blind, Placebo-controlled, Stratified, Parallel-group Trial.”
Aggressive Behavior. May 2018.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29781086.
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太陽の
ビタミン
もしも熱帯や地中海の島で暮らせたら、と想像してみたこ
とはありませんか。海からあがったばかりの新鮮な魚をディ
ナーにして、朝食には季節のフルーツを添えて、砂浜をゆっ
くりと散歩する間、太陽の光が毎日惜しみなく降り注ぐ...そん
な生活が実際にできているなら、ビタミンDのサプリメントは必
要ないくらい、直射日光を浴びているはずです。実際にはそんな
ライフスタイルはバカンスに出かる時にしか叶わない、という人
が多いでしょう。
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大半の人はビタミンDが不足しています。ビタ
ミンDの欠乏症は先進国に蔓延しています。1
信じられないかもしれませんが、アリゾナ
州、フロリダ州、カリフォルニア州、ヨーロッ
パでも暖かい地域のように、日当たりの良さ
そうな場所に住んでいる人でも、ほとんどの
人がビタミンDを確保できていません。それ
は日焼け止めを塗らずに皮膚を直射日光に
さらす時間が足りていないせいです。中東の
砂漠地帯のビタミンD欠乏症は深刻です。そ
れは、太陽の下で皮膚を露出しない習慣が
あるためです。
ビタミンDが足りているかどうか、年に一度は
医療機関で診てもらい、補うための方法につ
いて相談しましょう。ビタミンDは、受胎、妊
娠といった生殖関係から免疫系の保護、脳
機能、骨の強化に至るまで、体内のあらゆる
機能に欠かせない重要な栄養素です。消化管
（腸）、腎臓、内分泌系（ホルモン）、筋骨格
系、免疫（病気と闘う）、心臓血管系はすべ
て、
十分なビタミンDがないと最大限有効に
働くことができません。
ビタミンDはビタミンの一種であると同時に、
ホルモンの一種でもあります。しばしば「太
陽のビタミン」と称されるのは、日光に含ま
れる短波紫外線を受けて皮膚内で合成され
るからです。ある種の食品から摂取すること
もできますが、日光から得られればそれが一
番です。

内分泌系

ホルモンの一種でもあるビタミンDは内分泌
系で重要な役割を果たしています。首にある
甲状腺は、代謝と成長、発達、体温、睡眠の
調整に関与しています。また、懐妊から周産
期、授乳まで健康でいるためにも重要な役
割を果たしています。
橋本病やバセドウ病のような甲状腺の慢性
疾患とビタミンD欠乏には相関性がありま
す。2 いずれも自己免疫性の疾患で、自己免疫
は関節リウマチやループス、多発性硬化症と
いった病気にも関わっています。ビタミンD欠
乏症は自己免疫疾患のリスクを高めます。

1
Nair, Rathish, and Arun Maseeh. “Vitamin D: The ‘Sunshine’
Vitamin.” Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics.
April 2012.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3356951/.
2
Bozkurt, N. C., B. Karbek, B. Ucan, M. Sahin, E. Cakal, M.
Ozbek, and T. Delibasi. “The Association between Severity of
Vitamin D Deficiency and Hashimoto’s Thyroiditis.” Endocrine
Practice. May/June 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23337162.
3
Urashima, M., T. Segawa, M. Okazaki, M. Kurihara, Y. Wada,
and H. Ida. “Randomized Trial of Vitamin D Supplementation to
Prevent Seasonal Influenza A in Schoolchildren.” The American
Journal of Clinical Nutrition. May 2010.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962.
4
Mansouri, Ladan, Kristina Lundwall, Ali Moshfegh, Stefan H.

免疫系

ビタミンDの摂取量はビタミンCや亜鉛といっ
た他の栄養素と同じくらい意識すべきです。
特に日光の弱くなる冬に呼吸器系疾患から
体を守るうえで重要です。ビタミンDには炎症
を鎮め、白血球を活発にして免疫系を補助す
る働きがあります。ある研究ではビタミンD
の補給で学童のインフルエンザ発症率が抑
えられたと報告されています。3
炎症は、心臓血管系やうつ、がんなど、ほぼ
すべての慢性疾患の一要因となっています。
炎症の発生と慢性化による持続にはサイトカ
インが関与していますが、ビタミンDにはサイ
トカインの拡散を制御する作用があります。4

生後1年以内のビタミンD欠乏が小
児喘息に繋がる可能性はいくつか
の研究で示されています。5
母親のビタミンD欠乏の影響が出生前の胎児
に子宮を通じて及ぶ可能性についても研究
が行われています。子の発達を促したいな
ら、妊娠中の母親は充分なビタミンDを確保
する必要があります。

消化器系

体内で共に働きかけあうあらゆる機能で重
要な役割を担うビタミンDは、消化器系の健
康にも欠かせません。ビタミンDの抗炎症作
用と免疫促進作用が消化管、特に粘膜内壁
に認められることは実証されています。6 腸
内細菌叢におけるプロバイオティクスの働き
が注目されていますが、ビタミンDも同じくら
い重視されてよい存在なのです。ビタミンDを
補給することで大腸の働きが改善され、体に
よい腸内細菌4系統が増殖した、とする研究
もあります。7

Jacobson, Joachim Lundahl, and Jonas Spaak.
“Vitamin D Receptor Activation Reduces Inflammatory
Cytokines and Plasma MicroRNAs in Moderate Chronic Kidney
Disease – a Randomized Trial.” BMC Nephrology. May 2017.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5434555/.
5
Litonjua, Augusto A. “Childhood Asthma May Be a
Consequence of Vitamin D Deficiency.” Current Opinion in
Allergy and Clinical Immunology. June 2009.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2897155/.
6
Sun, Jun. “Vitamin D and Mucosal Immune Function.” Current
Opinion in Gastroenterology. November 2010.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2955835/.
7
Gominak, S. C. “Vitamin D Deficiency Changes the Intestinal
Microbiome Reducing B Vitamin Production in the Gut.
The Resulting Lack of Pantothenic Acid Adversely Affects
the Immune System, Producing a ‘Pro-Inflammatory’ State
Associated with Atherosclerosis and Autoimmunity.” Medical
Hypotheses. September 2016.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27515213.
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生殖系

妊娠を望む人は、ビタミンDの補給を毎日の
習慣に取り入れるとよさそうです。研究分野
としてはまだ新しいものの、ビタミンD補給
がIVF（体外受精）による妊娠に好ましく作用
したことが報告されています。8 さらに、ビタ
ミンDは男性の精液の質も向上させるという
ことです。

妊娠と胎児・新生児の健康

ビタミンDは周産期にも必要性の高い栄養素
です。周産期にビタミンDが不足すると、妊娠
中毒症（妊娠高血圧症）や妊娠糖尿病を生
じる可能性が高まることがデータで示されて
います。9
母体の健康のためだけでなく、胎児の骨格成
長や臓器形成、肺機能の健康にもビタミンD
が必要です。ビタミンD欠乏症の母親から生
まれた新生児は、早産や低体重になりやす
く、知能低下や肺機能の不調といった長期的
な影響を受けるリスクも高くなります。10

8
Lerchbaum, E., and B. Obermayer-Pietsch.
“Vitamin D and Fertility: A Systematic Review.” European
Journal of Endocrinology. May 2012.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22275473.
9
Kiely, Mairead, Andrea Hemmingway, and Karen M.
O’Callaghan. “Vitamin D in Pregnancy: Current Perspectives
and Future Directions.” Therapeutic Advances in
Musculoskeletal Disease. June 2017.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466149/.
10
Hart, P. H., R. M. Lucas, J. P. Walsh, G. R. Zosky, A. J.
Whitehouse, K. Zhu, K. L. Allen, M. M. Kusel, D. Anderson, and
J. A. Mountain. “Vitamin D in Fetal Development: Findings from
a Birth Cohort Study.” Pediatrics. January 2015.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25511121.
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授乳中の母親にはしばしばビタミンDを補給
することが推奨されます。乳児に必要な栄養
素をすべて含む母乳は赤ちゃんにとって完璧
な食事になります。ビタミンDの補給は母乳
の欠点をカバーするというよりは、授乳中の
母親に毎日必要なビタミンDを確保するため
です。11 いくつかの研究によると、授乳中の母
親は1日に6,400IUのビタミンDを摂取するこ
とが望まれます。
授乳に限らず、乳幼児の世話は両親の健康に
負担をかけるものです。特に最初の1年間は
母親も父親もかなりの睡眠不足になります
し、ストレスと疲労でぐったりしてしまいま
す。ストレスの影響を抑制するには、
十分な量
のビタミンDを摂取して、免疫系とホルモンバ
ランスをサポートする必要があります。
では、ビタミンDが不足しているかどうかはど
のようにして判断すればよいのでしょうか。
最も正確なのは、先に述べたように血液検査
で測定することです。医師に25-ヒドロキシビ
タミンDの検査をしてもらいましょう。ビタミ
ンD不足の臨床的な兆候としては、疲労、気
分の不安定や抑うつ、病気（一般的な風邪な
ど）が治りにくい、といったものが知られてい
ます。とはいえ、これらの兆候はあらゆる健
康問題とも重なるものなので、ビタミンD不
足が原因かどうか知るにはやはり、血液検査
が一番です。

“Vitamin D and Breastfeeding: An Interview with Bruce
Hollis, PhD • KellyMom.com.” KellyMom.com, 15 Jan. 2018,
kellymom.com/nutrition/vitamins/vitamin-d-and-breastfeeding/.

11

日光とサプリメントに加えて食べ物から摂取
することも心がけましょう。ビタミンDを多め
に含む食品としては、脂肪分の豊富な魚（イ
ワシやサケなど）、卵黄のほか、栄養強化し
た牛乳やオレンジジュース、シリアル類があり
ます。ただし、栄養強化食品から摂取できる
ビタミンDはせいぜい200～400IUと必要量の
10％程度です。皮膚がほんのりピンク色にな
る程度の（必要最低限の）直射日光を受ける
と、それだけで10,000～20,000IUのビタミン
D3が産生されます。ほぼ毎日30分から60分、
充分な日光を皮膚で受けている人なら特に
注意は必要ありませんが、そうでないなら体
重10kgあたり1,000IUを目安にビタミンDの摂
取に努めましょう。
一方、ビタミンDの補給に注意が必要な場合
もあります。リンパ腫やリンパ性白血病、肉芽
腫疾患（サルコイドーシス、結核、環状肉芽
腫など）といった疾患のある方は、専門家に
相談して監視下で行ってください。この場
合、血液検査で25-ヒドロキシビタミンDだけ
でなく、その1000倍の作用がある活性
型、1,25-ジヒドロキシビタミンDを測定するこ
とになります。

AD SPACE
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ハーブとサプリメント

キャッツクロ―
キャッツクローはスペイン語名のウニャ・デ・ガトー、あるいは学名の Uncaria tomentosa、Uncaria
rhynchophylla や Uncaria guianensis としても知られる、ペルーとアマゾン流域原産の灌木の木本性つ
る植物です。つるに猫の爪のようなとげが生えている形態的な特徴から、この名前がつけられました。

キャッツクローは免疫系や関節の健康、慢性
的疼痛の緩和、正常な血圧の維持、
ウイルス
および他の感染に対する免疫反応、消化機
能や特に消化管内の炎症に対する正常な防
御反応など、様々な健康維持機能をサポート
します。
キャッツクロー抽出物を与えられた被験者
の白血球増加を実証する研究では、キャッツ
クローの免疫反応を補助する性質が強調さ
れています。1 白血球は、体内の感染と戦う反
応において、最も重要な存在です。肺炎ワク
チンとキャッツクローのサプリメントを同時
に摂取した成人について行われた研究で
は、免疫反応の向上が臨床検査値上で示さ
れています。2
ありがたいことに近年健康に関する情報が
溢れていることもあって、私たちの全身の健
康に腸がどれほど重要な役割を果たし、
また
免疫系の働きにどう影響しているかが広く知
られるようになってきました。複数の研究で、
キャッツクローにはフリーラジカルの除去作
用や、正常な炎症反応の促進を助ける働き
があることが明らかになっています。3 また実
際にキャッツクロ―の使用によって、腸漏れ
の改善や、大・小腸における正常な炎症反応
の促進、軽度の消化不良の改善が認められ
たという多くの報告があります。

1
Sheng, Y., C. Bryngelsson, and R. W. Pero. “Enhanced DNA
Repair, Immune Function and Reduced Toxicity of C-MED-100,
a Novel Aqueous Extract from Uncaria Tomentosa.”
Journal of Ethnopharmacology. Feb. 2000,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10687868.
2
Lamm, S., et al. “Persistent Response to Pneumococcal
Vaccine in Individuals Supplemented with a Novel Water Soluble
Extract of Uncaria Tomentosa, C-Med-100.”
Phytomedicine, U.S. National Library of Medicine, July 2001,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11515716.
3
Sandoval, M., et al. “Anti-Inflammatory and Antioxidant
Activities of Cat’s Claw (Uncaria Tomentosa and Uncaria
Guianensis) Are Independent of Their Alkaloid Content.”
Phytomedicine, U.S. National Library of Medicine, May 2002,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12120814.

胃腸系の問題は、
しばしば腸粘膜
の内層で不健康な炎症が起こるこ
とによって引き起こされます。

キャッツクローは、心臓血管系の健康にもそ
の効果が期待できるかもしれません。キャッ
ツクローは血流を正常に維持するほか、
自然
なカルシウムチャネル遮断作用があることか
ら血圧の正常化を助けます。7

キャッツクローにはこのような炎症反応の正
常化をサポートする作用があることから、多
くの人が慢性的に抱えている消化管の問題
を改善し健康的な状態にするために、活用
されるべきだと言えるでしょう。

また複数の研究では、キャッツクローが免疫
機能の健康をサポートすることにより、様々
な抗ウイルス療法との相乗効果につながる
らしいことが示されています。

健康な関節をサポートするという観点から
は、膝の変形性関節症（腫れと運動時の痛
み）の被験者に対する小規模の研究におい
て、
プラセボを服用したグループと比較した
ところ、
プラセボ服用群には機能の改善がみ
られなかったのに対し、キャッツクローのサ
プリメントを服用した群では、運動時疼痛の
軽減が認められました。4

さらに他の研究では、キャッツクロ
ーがヘルペスウイルスの突然変異
（ウイルスが薬剤耐性を獲得する
方法の一つ）の傾向を減少させる
ことが示されています。加えて、他
のウイルスを抑制する作用も示さ
れていますが、これらの研究結果
の臨床的意義はまだはっきりして
いません。8

類似したものとして、従来の治療を受けてい
るリウマチ性関節炎の患者を対象に「補助
食品として」対症的に製剤されたキャッツク
ローとプラセボをそれぞれ服用させた研究
が行われました。5

そして、キャッツクローを服用した
グループの患者は、プラセボを服用
したグループよりも、関節痛の緩和
や腫れの減少を経験したことが報
告されました。6

4
Piscoya, J., et al. “Efficacy and Safety of Freeze-Dried Cat’s
Claw in Osteoarthritis of the Knee: Mechanisms of Action
of the Species Uncaria Guianensis.” Inflammation Research,
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2001,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11603848.
5
Mur, E., et al. “Randomized Double Blind Trial of an Extract
from the Pentacyclic Alkaloid-Chemotype of Uncaria
Tomentosa for the Treatment of Rheumatoid Arthritis.”
Journal of Rheumatology, U.S. National Library of Medicine,
Apr. 2002, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11950006.
6
Tabassum, Nahida, and Feroz Ahmad. “Role of Natural Herbs
in the Treatment of Hypertension.” Pharmacognosy Reviews,
U.S. National Library of Medicine, 2011,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210006/.
7
Yano, S, et al. “Ca2 Channel Blocking Effects of Hirsutine, an

対照群を設定しない小規模の研究ですが、
キャッツクローの補充が、HIV患者の白血球
数の増加に効果を示したという報告もあり
ます。9

Indole Alkaloid from Uncaria Genus, in the Isolated Rat Aorta.”
Planta Medica, U.S. National Library of Medicine, Oct. 1991,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1798789.
8
Caon, T, et al. “Antimutagenic and Antiherpetic Activities
of Different Preparations from Uncaria Tomentosa (Cat’s
Claw).” Food and Chemical Toxicology., U.S. National
Library of Medicine, Apr. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=cat’s claw, herpes.
9
Erowele, G I, and A O Kalejaiye. “Pharmacology and
Therapeutic Uses of Cat’s Claw.” American Journal of
Health-System Pharmacy, U.S. National Library of Medicine,
1 June 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19451609.
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10代の子供たちを髄膜炎
から守るには
髄膜炎は細菌やウイルスに起因する脳と脊髄の炎症です。髄膜炎を
起こす病原体の感染経路は、コップや食器の共用、キス、近くにいる
人の咳やくしゃみなど様々です。1

ティーンや大学生といった若年層は髄膜炎
にかかりやすく
（毎年、髄膜炎罹患者の約3分
の1を占める）
、次いで幼児に多く生じていま
す。若者でリスクが高いのは、物理的に仲間
と近接することが多いためです。社会性の発
達段階から見ると、
ティーンは仲間のそばに
いることが重要な意味を持つ時期です。寮や
間借りで共同生活する大学生はシェアメイト
と生活空間が重なりがちです。
日用品を共用
することも多く、
これが感染経路となる可能
性があります。1
前述したとおり、髄膜炎は細菌やウイルスに
よって引き起こされます。
ウイルス性髄膜炎
に抗生物質は不要ですが、細菌性であれば
必要になりますので、
どちらなのか自己判断
せず、医師の診察を受けることが大切です。
ヘルペスウイルスの一種によるウイルス性
髄膜炎の場合は投薬治療が可能ですが、た
いていは特効薬がなく
（重度の場合）対症療
法のみとなります。

どちらであっても、迅速に医師の
診察を受ける必要があることに
変わりはありません。罹患者の10
～15％が死に至り、生存者の20％
が脳の損傷や難聴などの後遺症
に苦しむ、おそろしい病気なので
す。2
神経系の損傷や死のリスクを大幅に低減す
るには、一刻も早い診断が望まれます。病院
では髄液を培養し適切な抗生物質を投与し
ます。一方、細菌性髄膜炎の罹患者と接触が
あっても、全員が発症するわけではありませ
んので、気付かないうちに菌を拾っている例
も珍しくありません。私たちの免疫力は発症
せずともあらゆる微生物にさらされることで
自然に強化されています。

ビタミンD、ビタミンA、ビタミンC
の大量投与（3日間）が補助的措
置として考えられますが、臨床試
験で確認された治療法ではありま
せん。
細菌性髄膜炎の原因となる菌はたくさんあ
ります。最も多いのが髄膜炎菌で、回復の過
程も複雑になる傾向があります。細菌性髄膜
炎はウイルス性よりも重篤になる例が多いこ
とで知られています。

1
“Meningitis.” Centers for Disease Control and Prevention,
Centers for Disease Control and Prevention, 9 Apr. 2018,
www.cdc.gov/meningitis/index.html.
2
“Meningitis Explained - Meningitis Now.” Meningitis Now,
www.meningitisnow.org/meningitis-explained.
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髄膜炎の予防には手指の衛生習
慣が有用です。
この病気は空気中の飛沫（くしゃみや咳によ
る）や感染者が触れたものに接触することで
伝染します。
ですから食事前やお手洗いの
後、外出から戻った時などに手を清潔にする
のが重要です。
ショッピングやレストランに
出かけたり、公共交通機関を利用したりと、
日常生活のなかには病原体の介在する機会
がたくさんあります。
そのままの手で顔や口
元に触れると、感染が成立しやすくなります。

小さな子供がいる親は、
しばしばおもちゃや
絵本を独り占めしないよう教えますが、皮肉
なことに、共有することを学んだ若者の間
で、病気はたやすく急速に広がってしまいま
す。大人と比べるとティーンの子供たちの境
界線は緩く、物や空間の共有が頻繁に行わ
れます。飲み物や食べ物からリップクリーム、
場合によっては歯ブラシまで、躊躇なく共有
することがあります。
ティーンの子供たちに
は、私物の貸し借りで感染拡大が起こり得る
ことを教えましょう。特に髄膜炎菌の危険性
は強調するべきです。
ティーンに恋愛感情が生まれるのは自然な
ことです。大学生にもなれば、
それまでとは
異なる自由な恋愛を経験することもあるでし
ょう。髄膜炎はキスを通じて簡単に感染が広
がります。

体調の優れない相手と親密な接触をしては
いけません。
また、通学先で髄膜炎の発症例
がある時は、相手が病気の兆候（頭痛、肩こり
など）が現れる前の罹患者である可能性を考
えて、近づきすぎないよう教えておく必要も
あります。
咳やくしゃみが出そうな時は、ひじの辺りで
口と鼻を覆う
（あるいはティッシュを使用し、
すぐに手を洗う）習慣を身につけてくださ
い。髄膜炎を生じる菌やウイルスは他の呼吸
器感染症と同様、罹患者の咳やくしゃみで空
気中に拡散する飛沫を介して伝染します。周
囲に配慮した習慣を子供たちに守らせるこ
とで、病気になっても他の子供にうつすのを
防ぐことができます。

で明らかに感染が広がっている場合は、腰椎
穿刺による診断が必要です。
その際、髄液の
圧力を測定し、サンプルを採取して顕微鏡検
査や細菌培養検査を行います。
子供たちには自分の体をケアする方法を教
えましょう。免疫力を高めるものを食べ、糖分
とジャンクフードを避け、
しっかりと体を動か
し、
きちんと睡眠をとることで、体を丈夫にす
ることができます。学生は学業や研究、試験
などのストレスにさらされていますが、学食
では必要な微量栄養素が確保しにくいので、
必須ビタミン・ミネラルを中心に、各種の微
量栄養素を基本的なサプリメントで補うこと
を考えましょう。適切に使えば、免疫系を最善
の状態で維持できます。

居住地区や学校で罹患者が出たと聞いた
ら、なるべく早く医療機関に相談して対処法
を教わりましょう。状況に応じて抗生物質が
投与されることもあれば、兆候を見逃さない
よう観察しなさいと言われることもあります。
典型的な髄膜炎の症状がある場合や通学先
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ブルーゾーンの暮らし
世界の191の国・地域の1万4000人以上を対象とした近頃の調査で、人々がより幸せに健やかに暮らして
いる場所が注目を集めています。この研究調査は、海外在住者の世界最大のネットワーク、インターネー
ションズが実施したもので、海外生活の幸福感と健やかさを43の側面に関連して7段階で評価してもらっ
たということです。
その結果、全般的な健康においても幸福感
においても、特に高い水準にある地域が明
らかになりました。
そして、人々がより長く、
よ
り健やかに、
より幸せに暮らす地域を
「ブル
ーゾーン」
と名付けました。
ブルーゾーンのひとつ、
コスタリカのニコヤ
半島は中年層の死亡率が世界で最も低い場
所です。
しかも他国と比べると医療費が圧倒
的に少ないのです。
これは一体どういうこと
なのでしょうか。
ブルーゾーンには共通点が
ひとつあります。
それは、
そこで暮らす人々の
生活が平均的な西洋人のそれとはかなり異
なるということです。
デンマークで行われた双生児研究では、健
康長寿に遺伝子が影響を及ぼす割合はわず
か20％程度であることが報告されています。
そして、残りの80％はライフスタイルと環境
だとしています。健やかで幸せな暮らしには、
どこに住み、何を重視し、何を食べて、
どれだ
け運動するか、
といったことの方がはるかに
大きな影響力を有する、
というわけです。1
それならブルーゾーンに引っ越しを、
という
のは現実的ではありませんが、
ブルーゾーン
の生活から学び、取り入れられることはたく
さんあるはずです。
ウェブサイト Bluezones.
com では、
ブルーゾーン各地の長寿の秘訣
と適用方法を紹介しています。
その中で、何
キロやせる、
といったような結果に固執する
のをやめて、
日々の暮らしを充実させる習慣
やスキル、体験を実践することが重視されて
います。2

1
Roundtable on Population Health Improvement; Board
on Population Health and Public Health Practice; Institute
of Medicine. Business Engagement in Building Healthy
Communities: Workshop Summary. Washington (DC):
National Academies Press (US); 2015 May 8. 2,
Lessons from the Blue Zones®. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK298903/.
2
“20 Habits For a Healthier, Happier Life.” Blue Zones.
May 4, 2018. Accessed August 15, 2018. https://www.
bluezones.com/2018/01/20-habits-healthier-happier-life/.
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ポジティブな人々、物事、体験、成
果、思考に意識を向けることで、よ
りポジティブな要素が引き寄せら
れてきます。ポジティブでいればよ
り多くの学びの機会に恵まれて成
長し、より健やかで幸せな、望む暮
らしに導かれていきます。
ブルーゾーンの文化にも、
これと似た暮らし
方が認められます。大方の傾向として、人々
はポジティブな側面に目を向けて、
より幸せ
で健やかな暮らしを育んでいます。
ブルーゾーンの食事も、手早く食べられる加
工精製された西洋諸国の標準的なものとは
全く異なります。典型的な地中海流の食生活
が定着しているギリシアのイカリア島は、
ブ
ルーゾーンでも特筆される場所で、70才以
上の認知症発症率で比較するとアメリカの5
分の1であることが指摘されています。生涯、
健やかにのびのびと暮らせる環境は脳の健
康にも良いのです。
ブルーゾーンでは他の地域のようにテクノロ
ジーを多用していません。
テクノロジーは携
帯電話、
コンピューター、
自動車、工場で大量
生産される疑似食品など、西洋の都市部なら
身の回りのすべてに駆使されていますが、
ブ
ルーゾーンではそこまで普及していません。
ですから、
ライフスタイルに着目すると、人々
はよく徒歩で移動し、画面越しではなく直接
人と対面してコミュニケーションしています。

そして、庭先や地元の農家でとれ
た新鮮な食材を丸ごと使って食べ
ています。
ブルーゾーンの人々はまた、家族の絆や近
隣のコミュニティのつながりを大切にする傾
向があります。必要とされていること、大切に
思われていることの実感できる人間関係は
社会的なセーフティーネットになります。
このようなスローライフは健康に様々な効
果をもたらします。
よく歩くので身体的に良
好な状態でいられますし、加工精製されてい
ない食べ物をよく食べるので栄養面からも
体がサポートされます。社会的なやりとりは
生きがいにつながります。
こういった要因が
すべて、
より長く健やかな暮らしに寄与して
いるのです。世界のどこに住んでいようと、
そ
のヒントを取り入れれば誰でも日常生活をよ
りよいものにすることができます。
インターネーションズの調査で上位5位以内
に入った幸せで健やかな暮らしのできる国
は、
イスラエル、
日本、
フィンランド、台湾、
オ
ーストリアでした。わざわざお引越しする必
要はありません。
ブルーゾーン各地のライフ
スタイルに学べば、いまいる場所で実感が得
られます。
まずは身近な範囲から自分のブル
ーゾーンを広げていきましょう。
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冬のスキンケア
寒い冬がやってきました。屋内でゆっくりと過ごすことが多くなるこの時期は、自分自身を丁寧にケアす
るのにぴったりです。太陽の輝かない日があっても、お肌の輝きまで失う必要はありません。冬の間にし
っかりとお肌のお手入れをしましょう。

バスルームを自分のための聖域にしましょ
う。
まずは1時間ほどかけて、バスルームやシ
ャワー室の棚を掃除して下さい。実際に定期
的に（週に1回以上の頻度で）使っているもの
だけをキープし、
それ以外は人に譲るなりし
て処分します。半年、
あるいは1年使っていな
いようなものは、捨てた方がよいでしょう。
ス
キンケアをできるだけシンプルにするのも
ポイントです。屋内にいる時間が長くなる冬
の間に、いつものルーチンを見直すことから
始めましょう。バスルームがきれいに片付く
だけでなく、心まですっきりとして元気が出
てきます。バスルームに観葉植物を吊るして
みると、
スパのような雰囲気を演出できま
す。観葉植物には空気を浄化する働きもある
ので、全身の健康にもお肌の状態にも良い
影響が期待できます。
片付けが済んだら、
シンプルなケアの方法に
ついて考えてみましょう。昨今、
スキンケア用
品やヘアケア用品を手作りするキットの人気
が高まっています。手作りに挑戦するなら、手
の込んだレシピや複雑な混合物を必要とし
ない、簡単なものから始めるのがおすすめ
です。洗髪にはカモミールティーやラベンダ
ーティーが使えます。重曹はスクラブの代わ
りになり、優しく角質を取り除きます。週に1
回、
オリーブオイルか温めたココナッツオイ
ルを毛先に浸透させると良いトリートメント
になります。
シワになりやすい目元、口元に
はシアバターをのせて、
そっとなじませましょ
う。

シアバターはスクラブをかけたあ
との足の保湿にもぴったりです。
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いつもの市販品を引き続き使う場
合は、プラス面よりマイナス面が多
くなっていないか、確認してみて下
さい。
キャビネットや収納棚に置いてあるものが本
当に安全でお肌に良いものなのかを確かめ
る方法としては、
インターネットが活用でき
ます。例えばアメリカでは
EWG（Environmental Working Group）
という
非営利団体が化粧品やケア用品の毒性や環
境負荷について情報を提供しています。同団
体のデータベース
（Skin Deep）には多数の製
品が登録されていて、各成分の毒性評価など
詳しい情報とともに閲覧できるようになって
います。
また、気になる製品があったら、成分
表示を携帯のカメラで撮ってデータベース
に送信すると、原材料の安全性やリスクに関
するフィードバックがすぐに得られます。

手のケアも忘れてはいけません。
手指の衛生習慣は季節を問わず
大切ですが、冬は伝染性の病気を
予防する上でも不可欠です。
ただ、
よく洗うだけでなく、乾燥した冷たい空
気にさらされるので、手肌には負担がかかり
がちです。バスルーム、キッチン、
ランドリー
など、
シンクのある場所には、栄養たっぷりの
とろりとしたローションのボトルを用意して
おきましょう。
目の前にあれば、手の保湿を
忘れることもなくなります。冬も明るい気分
で過ごしたいなら、柑橘系のエッセンシャル
オイルを配合したローションを選ぶとよいで
しょう。ポーチの中や車の中などにもハンド
ローションのチューブを入れておくと、気付
いた時に手に潤いを与えることができます。
スクラブを扱う時は、手肌の状態に注意が必
要です。

手洗いですでにデリケートになっていると、
強い刺激で荒れたりしみたりすることがあり
ます。

日常のあらゆる場面で保湿を心が
けましょう。

保湿というとローションやクリームが代表的
ですが、他にも様々な方法で潤いを与えた
り、乾燥を防いだりすることができます。浄化
作用のある柑橘類のお茶やお水を飲んで、
内側から体を潤したり、家の中で加湿器やア
ロマオイルの楽しめるディフューザーを使っ
たりするのもおすすめです。

野菜や果物からも水分が摂取でき
ます。リンゴ、ブドウ、柑橘類、ほう
れん草、ケール、フダンソウなど旬
のものをたっぷり食べましょう。

セルフケアのスケジュールを週単位で立て、
カレンダーや携帯電話のアラーム機能を利
用して習慣を定着させて下さい。
アルガンオ
イル、
シアバター、
ココナッツオイルなど、利
用できる天然素材はたくさんあります。身体
中にたっぷり浸透させ、潤いあるお肌を保ち
ましょう。
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効果を最大限に引き出す、
運動後の習慣
ジムのドアを一歩出ると同時に、健康的な生活習慣を終わらせてし
まってはいませんか。運動した後の習慣は、健康維持にとって運動そ
のものと同じくらい重要なのです。

ワークアウト中の身体活動は、運動の最も簡
単な部分である、
とさえ言われています。激し
いクロストレーニングの真っ最中にはとても
そのように感じることはできないでしょうが、
ある意味的を得ているのです。
あなたが毎日
1時間、何らかの運動をしているとしましょう。
それ以外の23時間はどうしているでしょうか。
自分の健康と運動を意識していますか。
まず、
ジムを出る前には、数分間のクールダ
ウンをしてからストレッチをしましょう。痛み
をよく感じる人や筋肉がつりやすい人の場合
は、
フォームローラーを使った筋膜リリース
をやってみて下さい。柔軟性が向上し、血流
が増加し、
循環が促進されて、軟部組織にで
きた「凝り」がほぐれます。
時間があれば、
運動後のマッサージで自分に
ご褒美をあげましょう。運動そのものと同等
かそれ以上のメリットがあるはずです。

運動中にいくら水を飲んでいても、激しい運
動を終えると体は脱水状態になります。運動
後に体を回復させるには、充分な水分補給
が欠かせません。
水分摂取量を増やすこと
で、頭も体も活発な状態で一日を過ごすこと
ができるでしょう。
食べることも忘れてはいけません。運動後に
は、
体を完全に回復させるために必要な燃料
を補給することが重要です。酷使した筋肉を
修復、増強するため、体は運動直後からタン
パク質を必要とします。
「分岐鎖アミノ酸」
（バ
リン、
ロイシン、
イソロイシン）
を豊富に含有
するシェイクを運動前後に摂取することは、
筋肉組織の構築とそのサポートに特に効果
的です。
体はまた、
激しい運動によって発生す
るフリーラジカルの急増に対抗する、抗酸化
物質を必要とします。

バナナのようなカリウムが豊富なス
ナックは、運動後の筋肉のけいれ
んを防ぐのに最適です。
また、運動後すぐに健康的なスナックを食べ
ておかないと、後から不健康なものを口にし
てしまいがちです。

ドリンクボトルを水で満たし、運動
中だけでなく運動後も終日たっぷ
りと水分をとり続けることは、運動
後の最も重要な習慣の一つです。
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夜は適切な時間に就寝しましょう。睡眠は運
動後すぐに行われるものではありませんが、
運動後の一習慣としての重要性に変わりはあ
りません。翌日にまたワークアウトをする活
力を蓄えるには、良質の深い睡眠をとり、
その
日の疲れを残さないことが大切です。

運動後にすべきではないことを意識するの
も、同様に大切なことです。悪習慣の最たる
ものは、運動時の服装のまま着替えずに過ご
すことです。運動着に繁殖した多くの細菌を
そのまま体にまとっているのは、好ましいこと
ではありません。
汗ばんだ運動着を脱いで低温のシャワーを
浴び、筋肉痛や炎症を抑えましょう。
とはい
え、
ワークアウトの後の冷たいシャワーが苦
手だという方もいるはずです。
それならまず
お湯から浴び始め、
シャワーの最後に数分だ
け温度を下げてみて下さい。

シャワーを終えタオルで拭いたら、
着心地のよい服を着て、筋肉を冷
やさずリラックスさせましょう。

カウチポテトの欲求に負けてしまうのも、運
動後の習慣にしてはいけません。ハードなワ
ークアウトの後にはつい安心して、多少の休
息は許されるだろうと思ってしまいがちです。
その考えは決して間違いではありませんが、
かといってカウチでテレビを見ながらポテト
チップスをつまむことを意味してはいないは
ずです。

最後に、食事のメニューにも気を配
りましょう。つい、
今日運動をして
きたのだから、ピザを一枚余計に
食べてもデザートのお代わりをして
もよいだろう、と思ってしまいがち
です。

運動後に軽く体を動かすと、血液
循環が維持され、体の回復や燃料
補給を助けてくれます。

それこそが、私たちの多くが陥ってしまいが
ちなカロリーの罠なのです。運動後の食事
は、高品質のタンパク質に健康的な脂肪類と
新鮮な野菜を添えて、運動にまつわるルーチ
ン全般をサポートしましょう。

軽い運動には、
ジムの周りを数週歩くクール
ダウン・ルーティンの他、
キッチンで野菜を刻
んでたっぷりとサラダを作ったり、
ジムから自
宅や会社まで歩いたり、など色々な方法があ
ります。
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専門家 への質問
運動してよいのは何歳までですか。

水の代わりにお茶を飲んでもよ
いですか。

運動するのに年を取り過ぎているということ
はありません。いくつになっても何か役に立
つ運動があります。事実、
アメリカ心臓協会
の学術 Circulation に掲載された最近の研究
で、何年も座ってばかりの生活を送っていた
人であっても、
アクティブになることで心臓
年齢の若返りが可能であることが示されて
います。45～64歳を対象にしたこの研究の
中で、ほぼ全く運動しなかった人がもっと体
力を使う運動を行うようにした結果、心臓年
齢が50歳から30歳に若返ったのです。2 これ
とは別の研究でも、高齢者が運動をすると年
とともに自然に低下する免疫システムを守る
ことができると分かりました。3

年を取ってからの激しい運動は、
免疫機能を若者と同等のレベル
に維持するのです。
64歳が運動を始める上限だというわけでは
ありません。
アクティブになるのに遅すぎる
ということはないのです。最後に運動してか
ら何年もたっている、
もしくは平衡感覚に問
題があるなど健康上何らかの制限がある場
合は、始める前に医師に相談し、無理をしな

いようにしましょう。安全に運動をする方法
はたくさんあります。水中エアロビクス、太極
拳、
ヨガはいずれも筋力をつけバランスを向
上する衝撃の少ない運動なので、ビギナー
の高齢者におすすめです。一日一回近所を
散歩するだけでも取り掛かりとしてはすばら
しい運動です。ゆっくりスタートし、だんだん
とジョギングやランニング、
ウェイトリフティ
ングといった運動に移行していけばよいでし
ょう。

十分な水分補給のためには、毎日新鮮で純
粋な水をたくさん飲むことが重要です。一般
的に、毎日コップ8杯の水を飲むことが推奨
されています。
しかし、水を十分にとり、
それ
に加えてお茶を飲むのはとてもよいことで
す。淹れたてのお茶に健康効果があることは
複数の研究で証明されています。最近では、
カリフォルニア大学ロサンゼルス校が緑茶
と紅茶が体に及ぼす影響を調べる研究を行
いました。
この中で、
これらのお茶に含まれ
るポリフェノールが腸内細菌叢に驚くべき変
化をもたらすことが分かりました。
これらの
お茶は腸内代謝物と腸管微生物叢を変化さ
せることができ、
それによってエネルギー代
謝が変わり肥満を防ぐようです。4 ただし、水
分を十分にとるのは健康上とても大切なこ
となので、水の代わりにお茶を飲むべきでは
ありません。
日々の生活の中で両方を楽しむ
ことが健康維持につながるという証拠はたく
さん示されています。

チョコレートが実は健康によい
というのは本当ですか。
信じられないかもしれませんが、チョコレー
トの中には適量ならば健康によいものがあ
ります。
カカオの含有量が70%以上のダー
クチョコレートは、体がストレスや炎症と戦
うのを助け、気分や記憶力、免疫機能を改
善する働きを持つフラボノイドを多く含ん
でいます。
ダークチョコレートに含まれるフ
ラボノイドは非常に強力な抗酸化物質か
つ抗炎症物質であり、脳や心臓血管の健康
を守ることが証明されています。
カカオの
栄養素はまた、神経の可塑性を高め、行動
や脳の健康にプラスに働くようです。チョコ
好きな方には朗報ですが、毎日ランチにチ
ョコバーを何本も食べてよいということで
はありません。
カカオの利点を示した最新
の研究の一つによると、
ダークチョコレート
48gだけで健康効果を得ることができると
のことで、
これは平均的なサイズ（40g）のチ
ョコレートバー1本強です。1
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