
2019 年11月/12月    |

迷走神経を鍛え
る

害になる感情に
対処する

主な掲載内容 子供のためのマ
インドフルネスと
ヨガ

セルフ・トラッキングは
ほどほどに 
フィットネス

®

The art  
of growing 
young

2019 年11月/12月

®



|    The Art of Growing Young



2019 年11月/12月    | 01

マインドフルな生活
02

02 マインドフルな生活

03 最新ニュース

04   フィットネス 
セルフ・トラッキングは
ほどほどに 

06  特集記事   
害になる感情に対処す
る

10  ライフスタイル 
ホリデーシーズンを乗
り越える  

12   栄養 
カルシウム

14  特集記事   
迷走神経を鍛える 

18  ハーブとサプリメント 
クロム  

20  家族の健康 
子供のためのマインド
フルネスとヨガ

22  家族の健康  
人生を語る

24  家族の健康 
男性の生殖機能 

26  家族の健康 
クリエイティビティを高
めよう

29 専門家への質問

子供のためのマイン
ドフルネスとヨガ
20

迷走神経を鍛える  
14

最新ニュース
03

カルシウム
12

セルフ・トラッキング
はほどほどに 
04

目次

アート・オブ・グローイング・ヤングはGP Publications Incにより年6回発行されます。Lifeplus International, PO Box 3749, Batesville, Arkansas 72503, United States. Copyright © 2019 Lifeplus International



|    The Art of Growing Young

次にレストランに行ったら、周りを見回してみ
て下さい。何人の人が携帯を使用し、何人の
人が一緒に食事をしている人に意識を向け
ているでしょうか。また、何人が自分の食事
に集中しているでしょうか。それを機に、自分
の習慣と意識を向けたいことについて考えて
みることをおすすめします。

少し前に自分でも試してみたところ、お互い
会話をする代わりに、それぞれが携帯電話を
じっと見つめているカップルの数が多いこと
に驚かされました。これはマインドフルな生
活ではありません。

マインドフルな生活とは、その時その場で起
きていることの中に自らの身を置くことです。
具体的には、夕食を共にする相手と話をした
り、食べているものを味わったり、運動してい
る時に筋肉の動きを意識したりすることを意
味します。意図的にマインドフルであるために
は、携帯電話をポケットに入れておくだけでな
く、電源を切るなり、家に置いてくるなりする
必要があります。ことデジタルで結びつきあっ
ている社会において、これは生活を大きく変
えてしまうことかも知れません。それでも、ほ
んの少しでも皆さんにも挑戦していただきた
いのは、その変化から実感できる違いには、
試してみるだけの価値があるからです。

やってみれば、周囲の物事に意識が向くよう
になり、日々の暮らしの中で起きることによ
り深い関わりが感じられるはずです。以前よ
りもしっかりと配偶者や子供に向き合えるこ
とに気付く人もいるでしょう。マインドフルな
生活とは、人生に真の喜びを与えてくれるこ
とに意識を集中する方法を学ぶことに他なり
ません。友達と笑いあうことと、ソーシャルメ
ディアの投稿を眺めることなら、より楽しい
のはどちらでしょうか。

マインドフルに、その時その場に存在するこ
とに意識のすべてを向けるとき、その関係性
は深まり、より楽しい経験と素晴らしい思い
出がもたらされます。テクノロジーや他のこ
とに気をそらされて周りを遮断してしまうの
ではなく、自分を取り巻く人々、感覚、経験
を意識すれば、それが自分にとっての糧とな
ります。

さあ、皆で携帯電話を置き、本を閉じて、新
聞を片づけて、お互いに繋がりあう機会を増
やしましょう。私たち全員がマインドフルで
あれば、一緒に達成できることに限界はあり
ません。

マインドフルな生活
近頃、私たちの注意力が低下しているのではないか、という議論が
しばしば交わされています。注意力が低下しているというよりは、一
つのことに集中しなくなっている、と言うべきでしょうか。
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最新ニュース

景色次第で生活が変わる

前例のない最新の研究で、自宅の窓から緑
がある景色が見えるだけで、アルコール、タ
バコ、健康に好ましくない食べ物などへの強
い渇望や欲求が起こる頻度を抑えることが
できる、と報告されています。それまでの研
究では、健康的な自然との関わりと言えば、
自らが自然の中に浸ることを意味していまし
た。しかしこの研究によれば、自然との触れ
合いがたとえ受動的なものであっても、健康
的な食習慣に十分効果があるようです。4  

植物由来の食品が豊富な食生活を送ってい
ると、心血管死のリスクが30％以上低下する
可能性がある、という新たな研究報告があり
ます。12,168人を対象としたこの研究では、野
菜、マメ科植物、ナッツ、全粒穀物の摂取量を
増やし、動物性の食品を減らすと、心臓血管
系の健康に貢献する、という最新の結果が示
されています。3  

最新の研究によれば、たとえ短時間の運動
でも、脳の機能を強化するには十分効果が
あるようです。この研究者は、週1回ピック
アップゲームでバスケットボールをする
か、あるいは徒歩4,000歩に相当する運動
をした場合、海馬のシナプス増加を促進さ
せる効果があることを発見しました。健康
のためには定期的に体を動かすことがより
好ましいのですが、この報告は、たとえあま
り時間がなくとも、短時間の運動を取り入
れることで体にとって多くの利点が得られ
るという事実を示しています。5   

野菜で心臓を守りましょう

体を動かして脳を活性化

1 Hila Sberro, Brayon J. Fremin, Soumaya Zlitni, Fredrik 
Edfors, Nicholas Greenfield, Michael P. Snyder, Georgios A. 
Pavlopoulos, Nikos C. Kyrpides, and Ami S. Bhat. “Large-Scale 
Analyses of Human Microbiomes Reveal Thousands of Small, 
Novel Genes.” Cell 178, no. 5 (August 08, 2019): 1245-259.  
doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.07.016.
2 Charisse Petersen, Rickesha Bell, Kendra A. Klag, Soh-Hyun 
Lee, Raymond Soto, Arevik Ghazaryan, Kaitlin Buhrke, H. 
Atakan Ekiz, Kyla S. Ost, Sihem Boudina, Ryan M. O’Connell, 
James E. Cox, Claudio J. Villanueva, W. Zac Stephens, 

and June L. Round. “Recommendation of T Cell-mediated 
Regulation of the Microbiota Protects against Obesity.” Science 
365, no. 6451 (July 26, 2019). doi:10.1126/science.aat9351.
3 Kim, Hyunju, Laura E. Caulfield, Vanessa Garcia-Larsen,  
Lyn M. Steffen, Josef Coresh, and Casey M. Rebholz. “Plant-
Based Diets Are Associated With a Lower Risk of Incident 
Cardiovascular Disease, Cardiovascular Disease Mortality, and 
All-Cause Mortality in a General Population of Middle-Aged 
Adults.” Journal of the American Heart Association 8, no. 16 
(2019). doi:10.1161/jaha.119.012865.

4 University of Plymouth. “Seeing Greenery Linked to Less 
Intense and Frequent Cravings.” News release, July 12, 2019. 
Eurek Alert.
5 Chatzi, Christina, Yingyu Zhang, William D. Hendricks,  
Yang Chen, Eric Schnell, Richard H. Goodman, and  
Gary L. Westbrook. “Exercise-induced Enhancement of 
Synaptic Function Triggered by the Inverse BAR Protein, 
Mtss1L.” Life, June 24, 2019. doi:10.1101/545582.

ある最新の研究は、腸内細菌、肥満、および
人の免疫系の健康との間に、複雑な関係が
ある可能性を示唆しています。具体的には、
人の免疫系が損なわれると、腸内微生物叢
の組成が変化し、代謝性疾患と肥満を引き
起こすことが研究で解明されています。また
同じ研究の中では、ある種の腸内細菌が、腸
の脂肪吸収を妨げる働きを持つ可能性があ
ることも発見されました。この研究では、消
化器系の健康が他の身体機能にどのような
影響を与えるのか、を追及しています。2   

肥満と腸内細菌の関連性

スタンフォード大学の研究者が、ヒトの微生
物叢に含まれる数千もの小さな未知のタン
パク質を発見しました。この新たに見つかっ
たタンパク質はアミノ酸配列が50未満と小さ
く、その大きさからしばしばペプチドに分類
されるものであるため、未確認の生物上の
構成要素に、独特な形状で折りたたまれてい
ると考えられています。1  

栄養学の画期的発見
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車の運転でも、同じルートを運転しながら車
のメーターを確認して、走行距離を記録して
いました。また、食事日記といえば、食物の重
さを測りノートに書き留めたもので、この記
録をもとに、プロの栄養士から指導を受けた
り、本を参照したりしていました。 

今では携帯電話の無料アプリを使い、食べ
たいものをバーコードで登録できます。ある
いはスマートウォッチで心拍数と酸素濃度を
読み取ることができます。体重計を購入して、
フィットネス・アプリと連携させることも可能
です。また、フィットネス・トラッカーとスマー
トウォッチで睡眠状態を記録し、睡眠の質 

（深さ）を評価することができます。オンライ
ンで作ってみたい料理のレシピを探し、出来
た料理の写真をインスタグラムで自分のコミ
ュニティに投稿してメンバーに見せれば、コ
メントがもらえます。ウォーキングの総距離
を測定するだけでなく、1分ごとの速度平均
や、登り坂や階段といった地形上の変化まで
正確に記録することもできます。

こういった動きは一部でクオンティファイド・
セルフと呼ばれています。その目的は数字を
通して自己認識を獲得することです。睡眠、
水、その他の水分摂取量、食習慣、運動、さら
には精神的および感情的な空間に関するデ
ータを収集するために、さまざまな手段を活
用する人が増えています。特徴的なのは、し
ばしば個人データを互いに共有するユーザ
ーのコミュニティが存在するということです。

かつては少数派でしたが、現在ではガーミン
ウォッチ、フィットビット、アップルウォッチな
どの普及とともに広がっています。スマート
フォンにも自動歩数計機能があり、活動を継
続的に記録しデータを保存することができま
す。「マイフィットネス・パル」などのスマート
フォン・アプリを使用して、自転車に乗った距
離をルートの地図と共にソーシャル・メディ
アに投稿する、そんな日常も珍しいものでは
なくなっています。

ご想像のとおり、この流れに対する批判も存
在します。データと数字に執着すると、それが
全てになってしまう可能性があります。自身
の価値を数値で評価してしまうことは、危険
な場合があります。体重やカロリーの摂取・
消費等だけでなく、健康を総合的に捉えるこ
とが推奨されている今、自己の様々なデータ
を抽出するという手法はそれに逆行するよう
に見受けられるかも知れません。

テクノロジーの過剰使用も懸念事項のひと
つです。デバイスは多くの人々にとって無く
てはならない存在になっています。それは社
会的相互作用にどう影響するのでしょうか。
サイバー・セキュリティの手違いや、マーケテ
ィング・キャンペーンの対象となる消費者の
個人データを保有している企業のリスクに、
不安を感じている人もいるでしょう。その他、
自意識過剰傾向への批判もあります。自分に
関する情報公開が多すぎませんか。自己を
認識することは素晴らしいことですが、自意
識が強すぎて自己陶酔に陥っていませんか。

セルフ・トラッキング賛成派の人々は、起きて
いる間であれ寝ている間であれ、自分の時
間の使い方をよりはっきりと意識するように
なる、という利点を主張しています。人々が健
康や運動について話す機会を増やし、より健
康的な社会を導くとも言われています。

04

ひと昔前までは、手首を指で押さえて感じる拍動を1分間数え、脈拍
を読み取っていました。あるいは目を閉じる直前に時計で消灯時間
を確認し、トイレに行ったり、水を飲んだり、または翌日のことが気
がかりで目を覚ましたりするたびに時計を見て、自分の睡眠時間を
数えたものです。

セルフ・トラッキングは
ほどほどに 

フィットネス

この10年間で、私たちが得る全て
の情報に大きな変化がありまし
た。

これらの情報を実際に活用するか
どうかはともかく、私たちはセル
フ・トラッキング社会に生きていま
す。データの見方、解釈の仕方、そ
の理解、そしてそれらを最善の形
で活用することこそ、セルフ・トラッ
キング賛成派が目指していること
です。
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また、実際の運動量「少なくとも5キロは歩い
たと思ったのに実はたった3キロしか歩いて
なかった」や食事内容「このクッキーを全部
食べると500カロリーにもなるのなら、半分
だけにしておこう」といった現実を直視させ
られることで、自己の生活に対する責任感が
高まります。さらに、体調を乱す生活習慣「夜
10時過ぎまで起きていると必ず翌日は気持
ちが落ち込む」「赤ワインを飲むといつも片
頭痛を起こす」などに気付くきっかけになる
こともあります。意のままにならない世界の
中で足場を必要としている人にとっては、予
測可能性を感じさせてくれる存在にもなり得
ます。視点を変えると、他人から感心を集め
るためにも活用できます。そしてそれは決し
て悪いこととも限りません。他人の目に映る
自分を意識することは、ときに強力な動機づ
けとなるものです。

他のあらゆる事と同様、この問題が私たちに
与える影響に良い面と悪い面があるのは当
然のことです。最も重要なことは、自分が何を
しているのか、1日の時間をどう過ごしている
かを自覚することです。巷に溢れているデバ
イスやテクノロジーに踊らされず、あくまで
自分にとってプラスになる使い方をしていき
ましょう。
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害になる 
感情に対処する
怒り、罪悪感、羞恥心、不安、恐怖、自己嫌悪、後悔、苦い経験、恨みなどの
感情は、自分自身にとってはもちろんのこと、自宅や職場で接する全ての人
にも害を与えるものです。有害な感情を放置しておくと、精神的・肉体的健
康に影響を与える可能性があります。幸いなことに、有害な感情から自分を
遠ざけ、ポジティブな思考パターンを身につける方法はたくさんあります。

特集記事

|    The Art of Growing Young
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否定的な考えが度を超すことで起こる問題
から自分と周囲の人を守るためには、自分の
感情が周囲の世界にどのような影響を与え
るか、そして逆に世界が自分の感情にどのよ
うに作用するかを理解することから始める
必要があります。さらに、二者間の相互作用
を超えて視野を広げれば、他者も含めた網
の目のような関係性が見えてくるでしょう。な
るほど、感情は風邪よりも簡単にうつる、と言
われるわけです。

あらゆる習慣と感情（善と悪の両方）を対象
とした調査が進むにつれて、それらが周囲に
伝染していく可能性があることが明らかにな
ってきました。例えば、対人関係における否
定を科学的に研究したところ、第三者に関す
る否定的な意見を相手と共有することは、そ
の相手と親密になる上で非常に効果的であ
ることが分かりました。言い換えれば、ある人
への嫌悪感を共有することで関係が成立し
得るいうことです。1 確かに最初の結びつき
はこうやって生まれることもあるかも知れま
せんが、それが健全な友情の基盤となること
はほとんどありません。このような対人関係
は、人がかつて小さなグループで団結し、他
のグループを「敵」と見なして生命存続を導
いてきた、原始時代の名残である可能性が
あります。今日ではそのような関係性は機能
不全になってしまったばかりか、むしろ「非存
続」作用があると言えそうです。敵対心に基
づく団結は、かつては人が生き抜く手段とし
たものですが、現代においては、ネガティブ
な人や悪い影響を自分の生活に引き寄せて
しまう負の力になりかねません。

この状況は、何か1つネガティブな出来事に
直面すると、その後不平不満を感じる率が2
倍になってしまう、という別の調査結果を鑑
みると、一層悪化する可能性もあります。2  

さらに嬉しいことに、「幸せな」友人がひとり
増えるごとに、自分が幸せに感じられる機会
が10％近く増えることも期待できます。4  

人には自らが意識している思考や感情を生
活に引き寄せる傾向があります。加えて、仲
間の表現の仕方やボディーランゲージ、スピ
ーチなどを模倣するという原始的な本能も
持ち合わせているため、最もよく接する人々
の感情ほど、より敏感に「キャッチ」します。5

  

私たちの感情が周囲の人々に影響を与え、
また周囲の人々が私たちの感情に影響を与
えることは明らかです。6当然、ネガティブな
経験や有毒な感情にこだわる人に囲まれて
いると、同じような考えや経験に同調してい
ってしまいます。

逆に、喜び、感謝、幸福など、ポジティブな感
情に焦点を当てる人 と々時間を過ごすと、肯
定的なものや人々、経験、アイデア、および概
念に合った自分の考えや感情を見つけるこ
とができます。

これには自宅での時間を活用するのが最も
簡単でしょう。自宅は、自分の生活を最もコン
トロールしやすい場所だからです。誰を家に
招き入れるか、ステレオでどんな音楽を再生
するか、テレビをどのチャンネルに合わせる
のかは、自分次第です。最初は些細なことと
思われるかもしれませんが、このような環境
要因は、あなたの感情に大きな影響を与え
る可能性があります。

ストレスの重なった1日の終わりには、自分だ
けの聖域に帰り、前向きな友人と一緒に過ご
したり、気分の良くなる音楽を聴いたり、気楽
なショーを見たり、やる気の出る本を読んだ
り、ストレスを軽減するのに役立つ何らかの
アクティビティをするようにしましょう。それ
がポジティブな心を取り戻すきっかけとなり、
有害な感情が定着するリスクを軽減します。

職場で有害な感情にとらわれないようにす
るためには、もう少し鍛錬が必要です。職場
では、自分が好きな人とだけ時間を過ごすと
いうことが難しいからです。部下を怒鳴りつ
ける上司や、他の社員のゴシップが好きな同
僚がいるなど、職場のネガティブな環境から
逃れられないということもあるでしょう。

有害な感情に接している時、それに感染して
しまうことを防ぐには、職場内で楽しいこと
を求めている前向きな同僚を見つけ、自分
のポジティブ思考を強化することです。良い
人間関係に時間とエネルギーを投資すると、
あなた自身の善い行いと積極性がオフィス
全体に波及し、ネガティブな要素が打ち消さ
れていくはずです。同僚はきっと、ネガティブ
な感情に毒されないことがもたらす違いを
感じてくれます。そんな同僚が増えるにつれ
て、この効果は雪だるま式に大きくなり、スト
レスの軽減と感情の改善だけでなく、相互協
力の向上、対立の減少、仕事のパフォーマン
スの向上にもつながります。7 
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幸いなことに、幸せや親切な行い
もまた、他の人に伝染していきま
す。何かひとつ善い行いをすれば、
複雑な社会的関係を通じて、会っ
たことがない人にも良い影響を与
える可能性があります3 

1 Bosson, Jennifer K., Amber B. Johnson, Kate Niederhoffer, 
and William B. Swann. “Interpersonal Chemistry through 
Negativity: Bonding by Sharing Negative Attitudes about 
Others.” Personal Relationships 13, no. 2 (2006): 135–50. 
https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2006.00109.x.
2 Hill, Alison L. et al. “Emotions as Infectious Diseases in a Large 
Social Network: The SISa Model.” Proceedings of the Royal 
Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 3827–3835. 
PMC. Web. 3 May 2017.
3 James H. Fowler and Nicholas A. Christakis. “Cooperative 
behavior cascades in human social networks.” PNAS 2010 
107 (12) 5334-5338; published ahead of print March 8, 2010, 
doi:10.1073/pnas.0913149107.
4 Christakis, Nicholas A, and James Fowler. “SOCIAL 
NETWORKS AND HAPPINESS.” SOCIAL NETWORKS 

AND HAPPINESS | Edge.org, n.d. https://www.edge.org/
conversation/social-networks-and-happiness.
5 Colino, Stacey. “Are You Catching Other People’s Emotions?” 
U.S. News & World Report, n.d. https://health.usnews.com/
health-news/health-wellness/articles/2016-01-20/are-you-
catching-other-peoples-emotions.
6 Larson, Reed W., and David M. Almeida. “Emotional 
Transmission in the Daily Lives of Families: A New Paradigm for 
Studying Family Process.” Journal of Marriage and the Family 
61, no. 1 (1999): 5. https://doi.org/10.2307/353879.  
7 Barsade, Sigal G. “The Ripple Effect: Emotional Contagion 
and Its Influence on Group Behavior.” Administrative 
Science Quarterly 47, no. 4 (2002): 644. https://doi.
org/10.2307/3094912.
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ネガティブに焦点を当てた人々は、しばしば
自分たちの話に同調してくる人を探している
ものです。誰もが会話の中で、他の人や状況
について悪口を言わせようとする空気を経
験したことがあることでしょう。次回これが発
生したときは、反応する必要がないことを意
識しましょう。否定的な感情に同意する必要
はありません。また、その人と対立し口論す
る必要もありません。

そんなときに選ぶべきは、否定的なコメント
によって自分が影響されないようにする、と
いう3つ目の案です。自分の内なる思いを見
つめなおし、自分の行動が、ポジティブな考
え方や経験にフォーカスを置きたいという欲
求に忠実であることを確認しましょう。

感情はまるで細菌と同じように伝染していき
ます。そして、予防策を講じなければ、気づか
ないうちに有害な感情に感染してしまう恐
れがあるのです。意志をもってポジティブな
思考を持ち続けている人たちに囲まれてい
るようにしましょう。それが有害な感情に対
する免疫力を強化するための最良の方法と
なります。

08

職場、自宅、友人との外出、ディナ
ーパーティーでの新しい人との出
会いの中で、たとえネガティブな働
きかけを受けても、それに反応す
る必要はないことを忘れないで下
さい。

そしてその場から素早く、失礼のな
いように立ち去ります。職場では、
終わらせなければいけない仕事
があるから、と言えばいいのです。
ディナーパーティーでは、飲み物を
とりに行くことを口実にできます。
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毎日の習慣で善玉菌をしっかり増やして、より健やかに、幸せに！ ◊
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よいものをたっぷりと…  
ライフプラスのバイオティックブラストは、科
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る14の菌株に由来する100億もの善玉菌を配
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加えました。◊
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実際、この時期になると普段よりも悲しみを
感じる人は少なくありません。例えば、楽しん
ではいられないような状況に一時的に置か
れている場合が考えられます。離婚手続きの
最中であったり、経済的な問題に直面してい
たり、闘病中であったりといったケースです。

そして、楽しく社交的に過ごすのが当たり前
といった社会的なプレッシャーがさらに対処
を困難にします。ホリデーシーズンに悲しみ
を引き起こす要因とは何なのでしょうか。こう
した感情と具体的にどのように向き合ってい
けばよいのか、そして心の健康を保つために
できることについても考えてみましょう。

私たちが体験する最も深い悲しみのひとつ
が、愛する人の死によって引き起こされるも
のです。

死を嘆くことは人が体験する最も困難なこと
のひとつですが、その絶望感と喪失感にしっ
かりと向き合うことが大切です。そしてそこか
ら抜け出して現実の暮らしに戻るべき時を
知ることもまた重要です。思い出と現実との
間でうまくバランスを取って行くのは自分に
しかできないことですが、プロのカウンセラ
ー、配偶者や家族、友人など、信頼できる人
がその過程を共に歩んでくれれば助けにな
ります。

小さな祭壇や思い出の品を集めたスペース
などを作るのです。お気に入りの写真を飾っ
たり、毎日キャンドルを灯して供養したり、そ
の人に聞いてほしいことを声に出して言って
みたりしましょう。死後の世界を信じていよう
といまいと、愛する人に声を出して語り掛け
ることは悲しみを乗り越える助けとなります。

もうひとつ、深い悲しみの原因となり、しかも
もっと複雑になり得るのが人間関係のこじれ
です。家族と疎遠になっている人は、ホリデ
ーシーズンになるとつらい気持ちを呼び起
こされることがあります。うまくいっていた頃
を思い出して嘆くだけでなく、起きたことに
対して怒りを感じたり、起きなかったことに対
して落胆したりするのです。

10

ホリデーシーズンを
乗り越える 

ライフスタイル

あるいは、精神的な病を抱えてい
たり、愛する人を亡くしていたり、
家族や友達とうまくいっていなか
ったりといった長期的な問題を抱
えていることもありえます。

その死が最近のことであれ何年も
前のことであれ、特にクリスマスの
時期には大切な人に会いたいとい
う感情が再び強く湧き上がってく
るものです。

これに対処する方法のひとつが、
次の3点について書き出してみる
ことです。まず、何が起きたと思う
か、あるいは実際にあった喧嘩や
口論の内容について。次にそれに
ついてどのように感じているか。そ
して、どうなっていたらよかったと
思うか、です。

亡くなった人について語り合った
り、その人に語り掛けたりできるス
ペースを作るのもよいでしょう。

サンクスギビングからクリスマスにかけてのシーズンは楽しく喜びに
あふれた時期です。家族や友人と集まって共に過ごし、お祝いをす
る機会が続きます。この時期、デコレーションやグリーティングカー
ド、広告には、喜びや幸せといった言葉が踊ります。しかし、誰もがこ
うした気分でいるわけではありません。
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こうすることで仲たがいに対する悲しみや怒
りとまっすぐ向き合い、起きなかったことを
嘆く気持ちを軽くできるでしょう。

困難な人間関係の他に、ホリデーシーズン
の異常な忙しさという問題もあります。私た
ちはつい自ら忙しくしてしまっています。予定
を詰め込み過ぎ、いろいろなことに手を出し
過ぎてしまうのは「忙しくしていないといられ
ない病」とも言われ、個人的な問題であるだ
けでなく社会的にも大きな問題となってい
ます。私たちの多くは、仕事にエネルギーを
吸い取られ、スローダウンすることをよしとし
ない社会に暮らしているのです。これに対処
するには何事もシンプルにすることです。パ
ーティーやイベントの数に圧倒されてしまっ
たら、出席すべき理由をそれぞれ3つ考えて
みましょう。3つ思いつかないような行事は欠
席すればよいのです。空いた時間は賢く使っ
て下さい。人生にとって意味のあること、自分
を元気にしてくれることは何かよく考えましょ
う。睡眠時間がもっと必要ならそれを優先し
てよいのです。

今年はパーティーを開かないという自由を
自分に与えて下さい。パーティーを開くなら
他の人にも準備を手伝ってもらいましょう。

経済的な問題もまた、この時期大きなストレ
スになります。悲しいことに多くの国ではクリ
スマスは消費が美徳とでもいうようなイベン
トになってしまっています。この流れに乗る
必要はありません。何が本当に重要なのか
家族で話し合って下さい。静かに過ごすこと
を重視する伝統を大切にしましょう。小さな
子どもがいる家族の中には、着るものだけ、
必要なものだけ、欲しいものだけ、読むもの
だけ、という風に、プレゼントに制限を設け
ているところもあります。

今年のホリデーシーズンは人生に意味のあ
ることをするように心がけてみましょう。自分
の感情や体験、そして時間やエネルギーも貴
重なものであるということを知って下さい。

11

夕食の後に散歩することが自分を
落ち着かせてくれるならそうして下
さい。
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あらゆるビタミンとミネラルの中で、体内に
最も多く存在するのがカルシウムです。私た
ちの体は驚くべきことに、カルシウムなどの
特定の栄養素について、体へ取り込まれる量
が十分でない場合、その不足分を補う機能
を備えています。ただし、それには代償を支
払うことになります。

一般的なカルシウムの推奨摂取量は、1日
1,000mg以上です。ところが、専門家たちは、
高齢者（50歳以上）は1日1,200mg以
上、2,000mgを超えない範囲で摂取するよう
に勧めています。また子供は1日に200
〜700mg、ティーンエイジャーは1,300mgを
摂取することが望ましい、としています。

カルシウムには様々な種類があります。体が
カルシウムを吸収しそれを活用する方法は、
摂取するカルシウムの種類によって大きく異
なります。クエン酸カルシウムは最も吸収さ
れやすいカルシウムですが、サプリメント商
品としては他のカルシウムよりも高価です。
炭酸カルシウムは安価で、吸収されやすいと
いう点でも優れています。1 

カルシウムは、ビタミンD、葉酸、ビタミン
B-12、ビタミンB-6と相乗的に働き、生物学的
利用能を向上させ、これらの栄養素が体内で
より有効に使われるように作用します。イプ
リフラボンは、カルシウムの骨への蓄積を補
助し、カルシウムが体内で最適に作用するこ
とを助ける栄養素のひとつです。イプリフラ
ボンはイソフラボンの一種で、骨粗鬆症を招
く骨量の減少を抑制する作用があります。

牛乳をはじめとする乳製品は、1食当たりの
カルシウム量が最も多い食品です。プレーン
ヨーグルトは特にミネラルが豊富です。

乳製品を全くとらない、あるいは制限してい
る場合には、別の選択肢があります。骨も一
緒に食べられるイワシは、カルシウムの特に
豊富な食品のひとつです。缶詰のサケにもカ
ルシウムが豊富に含まれています。それは、
調理品（サーモンケーキなど）にはカルシウ
ム源となる骨ごと製品化されているものが
多いからです。

家庭でカルシウム剤を自作する場合は、まず
よく洗ったオーガニックの卵の殻を保存して
おきます。約1ダース分の殻を集めたらよく
洗い、沸騰したお湯に加えて約10分間煮ま
す。これは卵の殻を殺菌するためです。その
後数時間乾燥させ、コーヒーかスパイス用の
グラインダーで細かく挽いたら出来上がりで
す。毎回の食事に小さじ半分を加えれば、1日
1,000㎎の推奨量を摂取できます。2  あるい
は、卵の殻をアップルサイダー・ビネガーに
溶かし、大さじ数杯を温水または冷水に入れ
て、食事中に飲むのもよいでしょう。これは制
酸剤を服用している人に特に効果的です。

ベジタリアンやヴィーガンの人は、意識的に
食事に気を付けなければ、カルシウム不足
のリスクが特に高くなります。

具体的には、1カップの調理済みケールのカ
ルシウム含有量は100mg未満ですが、1カッ
プのプレーンヨーグルトは400mg以上、3オ
ンスのイワシの缶詰には300mg以上含まれ
ています。また、ほうれん草のカルシウムは
非常に吸収率が悪いので注意しましょう。そ
の他カルシウムの摂取源となるヴィーガンの
食品には、ゴマやタヒニ（ゴマのペースト）、
チアシード、インゲンマメ等があります。
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カルシウムが骨と歯の健康に不可欠であることは周知の事実です。公衆衛生のキャンペーンでは、骨粗
鬆症予防のために、カルシウム、特に牛乳の摂取を推奨しています。カルシウムが筋肉と心血管系におい
ても重要なミネラルのひとつである、ということもよく知られています。カルシウム摂取は、骨が盛んに形
成される幼年期と、カルシウムの貯蔵庫となる大人の骨が形成され始める思春期の成長段階において、
特に重要であると言われています。

カルシウム 
栄養

外からのカルシウム摂取が不足す
ると、体は骨や歯に貯蔵している
カルシウムを使うことになります。
このような状態が続くと、骨が弱る
など、健康上の問題を引き起こす
可能性があります。

実際ヨーグルトは、一般的に摂取
される食品中、高濃度のカルシウ
ムを含む食品の第1位にランク付け
されています。

卵の殻は食品としては馴染みがあ
りませんが、安価なカルシウム摂
取の選択肢になります。

カブの葉とケールにはかなりの量
のカルシウムが含まれていますが、
それでも同量の乳製品と比べると
3分の1程度です。 

1 Heaney RP, Dowell MS, Bierman J, Hale CA, Bendich A 
(2001). “Absorbability and cost effectiveness in calcium 
supplementation.” Journal of the American College of Nutrition, 
20 (3): 239–46, doi:10.1080/07315724.2001.10719038.
2 Rovenský, J, et al. “Eggshell Calcium in the Prevention and 
Treatment of Osteoporosis.” International Journal of Clinical 
Pharmacology Research, U.S. National Library of Medicine, 
2003, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15018022.
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迷走神経を鍛える 
特集記事

迷走神経は体内で最も長い神経のひとつで、脳幹から始まり腹部まで伸びてい
ます。心臓や腹部の内臓、消化活動を活性化し、逆にこれらの臓器は迷走神経
を通じて脳に信号を送り返します。脳と胸部・腹部の臓器をつなぐ体内の高速
道路のようなものです。

|    The Art of Growing Young
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迷走神経は英語で「vagus nerve」と言い、こ
の「vagus」はラテン語でさまよい歩くことを
意味します。体内の広い範囲に分布すること
からこのように名付けられました。

副交感神経系は「休息と消化」の機能をコン
トロールしています。一方、交感神経系は
「闘争と逃走」の神経と呼ばれています。 

野良犬から逃げなければならない時は交感
神経系が心拍数を上げ、筋肉へ酸素を送る
血流量を増やし、アドレナリンを分泌させま
す。私たちの大部分は、現代社会のストレス
のために交感神経系が優位になっている状
態が多いという問題を抱えています。交感神
経系の過活動状態が続くと消化活動や免疫
機能が低下してしまいます。それなのに、副
交感神経系の「休息と消化」の役割は見過
ごされがちです。

そして心拍数を下げ、体を回復モードにしま
す。副交感神経系が弱くなっているとこの回
復が難しくなります。

副交感神経系がしっかりと働かないと睡眠
や休息、免疫、治癒に多大な影響を与えま
す。そんな時は、迷走神経を刺激することに
よって副交感神経系を活性化しましょう。こ
れは過敏性腸症候群やうつ、線維筋痛症、激
しい頭痛などにも効き目があります。

迷走神経を通して副交感神経系を刺激する
ために簡単に（しかも無料で）できることを
以下に紹介します。

ゆっくりと深呼吸 
意識して深呼吸をすることは迷走神経を刺
激するのに最も効果的な方法のひとつです。
肺と胸郭の下にある横隔膜が上下するような
腹式呼吸をしましょう。

同じように、焦っていたり怒っていたりする時
は、より深く息を吸い込み、より早く浅く吐く
ようになるでしょう。

こうすることで神経を落ち着かせることがで
きます。お腹を弛緩させて胸郭の一番下ま
で息を吸い込みましょう。一番下のあばら骨
を全方向へ広げるイメージで、そして腹筋に
力を入れないように気をつけて下さい。軽く
微笑み、目もリラックスさせて、口から息を
吐けば、副交感神経系である顔面神経、動
眼神経、舌咽神経も刺激することができま
す。これは寝る前のエクササイズとしてぴっ
たりです。

「オーム」とハミングする
声帯は迷走神経とつながっています。ハミン
グのように喉の奥深くから声を出すことで迷
走神経を活性化することができます。瞑想や
ヨガでは体をリラックスさせる方法として「オ
ーム」という音を唱えます。初めて「オーム」
と唱えるときは気恥ずかしく感じるかもしれ
ませんが、5秒間息を吐きながらこの音を出
してみて下さい。「オーム」という音は声を1
オクターブほど下げ、神経の高ぶりを抑えま
す。ゆっくりと一定のスピードで息を吐く助け
ともなり、最初に一気に吐いてしまって残り
を少しずつ出すような吐き方を防ぎます。「オ
ーム」と唱えるのが気まずければ、出せる一
番低い声で歌うだけでも迷走神経の刺激に
役立ちます。

うがいや舌掃除
うがいやオイルプリングは口や喉を通して迷
走神経を刺激することにつながります。口の
中もきれいになって一石二鳥です。

15

階段を駆け上がっているところを
想像してみて下さい。この時は交
感神経系が活発に働いています
が、一番上に到達するとすぐに副
交感神経系のスイッチが入る仕組
みになっています。

迷走神経は副交感神経系の大部
分を占める神経です。 

ストレスを感じているときは深く
息を吸っても、吐く息が浅くなり
がちです。走っているところを想
像して下さい。深く吸うことはで
きますが、意識を集中させないと
息を吐き切るというのは難しいも
のです。

まずは4〜5秒かけてゆっくりと息
を吸って下さい。そして4か5まで
数えながらゆっくりと吐いて下さ
い。 
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心から笑う
笑いヨガやヤギヨガは、笑うことで「幸せホ
ルモン」が出るとして人気です。笑いは人をリ
ラックスさせますが、迷走神経が活性化され
ることがその理由のひとつです。

ウォーキング
長めの散歩は神経を落ち着かせます。歩くこ
とは比較的負荷の少ない運動なので、ランニ
ングのように交感神経系にスイッチを入れる
ことなく体を動かすことができます。酸素の
必要量が増えるため、より深く呼吸をするこ
とになりますが、ランニングと違ってゆっくり
と大きく息を吸うことができ、心が洗われる
ような清 し々い気分になれるでしょう。

体を落ち着かせる食品を食べる
現在、生理学の分野では脳腸相関が注目の
トピックとなっています。腸内細菌が脳に影
響するのはこのつながりがあるからです。

先に述べたように、迷走神経は体内の広範
囲に分布し脳中心部と消化管とをつないでい
ます。マグネシウム、カリウム、そしてナトリウ
ムは体を落ち着かせる役割を果たしていま
す。これらは通常植物性の食品から摂取され
ます。反対に、リンやカルシウムといったミネ
ラルは動物性食品に多く含まれています。こ
れらは重要な栄養素ですが、交感神経系を
刺激する傾向があります。肉や動物性食品を
食べ過ぎて十分な野菜をとっていない人は、
交感神経系にバランスが傾いているかも知
れません。

冷たい水で顔を洗う
顔を洗うとき冷たい水を使うと体がびっくり
してしまうかも知れませんが、これは迷走神
経の刺激に役立ちます。

交感神経系を刺激することを謳う、最近開発
されたショック装置については、アメリカ食
品医薬品局が認可しておらず医師の処方箋
も必要ないようなものには気を付けて下さ
い。迷走神経刺激装置として偏頭痛の予防
に効果があると証明されたものは実際に存
在しますが、全く迷走神経には働きかけない
完成度の低い装置も市場に多く出回ってお
り、体に悪影響を及ぼす可能性があります。

16

膨満感や便秘のせいで思考がクリ
アにならなかったり頭に靄がかか
ったように感じたりするのがよい
例です。
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クロムの魅力のひとつは血糖値を正常に保
つ作用があることです。甘いものを欲する気
持ちが和らぐという人も少なくありません。
お野菜を中心にホールフードを積極的に食
べる生活をしている限り、クロム不足になる
ことはないでしょう。

つまり、インスリンの働きをよくする作用があ
るのです。

インスリンは糖を細胞内に取り込みエネル
ギーとして使うプロセスに役立つホルモン
です。糖尿病の中でも最も患者数の多い2型
糖尿病の人の場合、細胞のインスリンに対す
る感受性が低下し（これをインスリン抵抗性
と言います）、インスリンが効きにくくなりま
す。子どもや若者に多い1型糖尿病ではイン
スリンが全く分泌されません。

糖尿病の発症や進行を防ぐために最も重要
なことは生活習慣の改善です。食生活と運動
は血糖コントロールができていないことに
関わるリスクを減らすために必須の要素で
す。しかしこうした生活習慣の改善は達成が
難しいというのも事実です。

薬で糖尿病を管理したり予備軍の進行を防
いだりすることには、しばしば副作用が伴い
ます。肥満の被験者に対するクロムのサプリ
メントの効果を調べたいくつかの研究では、
インスリン感受性の改善が期待できる結果
が出ています。1 

研究者たちはクロムがインスリン結合能を
高めると考えています。2型糖尿病とクロム不
足との関連性も指摘されてきました。そして
被験者の体内のクロム量を正常値まで増や
したところ、同時に血糖値も低下したのです。

62,000人を対象に複数年にわたり調査した
大規模な研究では、2型糖尿病の発症とクロ
ム（クロム入りのマルチビタミン剤）の摂取
について分析しました。その結果、クロムの
サプリメントをとっていた人は糖尿病になる
確率が27%低かったということです。2 

A1Cとは過去3か月間の血糖値の平均を把
握するための血液検査です。

これも健康的な食生活を送っていれば必要
な量のクロムが摂取できるからかも知れま
せん。クロムが食欲を抑えることを示す研究
結果もあります。5  

バランスの取れた健康的な食生活を送って
いれば、十分なクロムを摂取できていること
でしょう。ブロッコリーやブドウジュース、ワイ
ンといったブドウ製品にはクロムが多く含ま
れています。6  糖尿病やその予備軍の方は、
生活習慣の改善に加えてサプリメントによる
クロム補給について医師に相談してみて下
さい。

クロムは特に糖尿病患者やその予
備軍にとって重要な栄養素で、体
内のインスリン受容体を活性化さ
せることで血糖値の低下に役立ち
ます。1  

19

クロムは炭水化物や脂肪の代謝を助けるミネラルです。私たちが摂取するクロムの大部分は全粒穀物や
新鮮な野菜（特にトウモロコシやジャガイモ）、そして魚といった食品に由来します。クロムを最も豊富に
含む食品のひとつはニュートリショナルイーストです。プロテインパウダーやサプリメントから摂取するこ
ともできます。

クロム

ハーブとサプリメント

しかし、クロムが被験者の空腹
時血糖値（前夜から8〜12時間絶
食した翌朝の血糖値）を低下さ
せることに役立った可能性はある
が、A1Cの値は必ずしも改善されな
かったとする研究もあります。3  

クロムが血糖値によい影響がある
とする研究は、大抵が健康な人で
はなく糖尿病患者を対象にした研
究です。4 

1 Hua, Yinan, et al. “Molecular Mechanisms of Chromium 
in Alleviating Insulin Resistance.” The Journal of Nutritional 
Biochemistry, vol. 23, no. 4, Apr. 2012, pp. 313–319, 
doi:10.1016/j.jnutbio.2011.11.001.
2 McIver, David J, et al. “Risk of Type 2 Diabetes Is Lower in 
US Adults Taking Chromium-Containing Supplements.” 
The Journal of Nutrition, vol. 145, no. 12, Dec. 2015, pp. 
2675–2682, doi:10.3945/jn.115.214569.
3 Abdollahi, Mohammad, et al. “Effect of Chromium on Glucose 

and Lipid Profiles in Patients with Type 2 Diabetes; A 
Meta-Analysis Review of Randomized Trials.” Journal of 
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, vol. 16, no. 1, 2013, 
p. 99, doi:10.18433/j3g022.
4 Michelle D Althuis, Nicole E Jordan, Elizabeth A Ludington, 
Janet T Wittes. Glucose and insulin responses to dietary 
chromium supplements: a meta-analysis. The American 
Journal of Clinical Nutrition, Volume 76, Issue 1, July 2002, pp. 
148–155, https://doi.org/10.1093/ajcn/76.1.148.

5 Anton, Stephen D, et al. “Effects of Chromium Picolinate on 
Food Intake and Satiety.” Diabetes Technology & Therapeutics, 
vol. 10, no. 5, Oct. 2008, pp. 405–412, doi:10.1089/
dia.2007.0292.
6 “Office of Dietary Supplements – Dietary Supplement Fact 
Sheet: Chromium.” NIH Office of Dietary Supplements, 
U.S. Department of Health and Human Services, ods.od.nih.
gov/factsheets/Chromium-HealthProfessional/.
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一人の女性が静穏な自然に包まれ、目を閉
じ手を膝に置いて、足を組んで座っている姿
を思い浮かべるかも知れません。私たちは
その姿に、静けさ、穏やかさ、落ち着きを連想
します。私たちの生活もそれぐらい平穏であ
れば、マインドフルネスもお手のものになる
のでしょうが、現実にはそう簡単にいかない
ものです。

先ほどのイメージほど静謐にとはいきませ
んが、ここでは子どものマインドフルネスと
いう概念について考えてみます。幼児ヨガの
クラスに行ったことがある方は、ヤギヨガに
よく似ていることをご存知でしょう。

マインドフルネスのような耳慣れない言葉
は、4歳の子供には理解し難い言葉（または
概念）ですから、「気付き」のように言い換え
るとよいでしょう。とはいえ、何とかして体得
して欲しいと思うあまり、一方的な期待の押
し付けになってはいけません。親にとっては
そこで自制することも良い自己鍛錬になりま
す。子供が興味を示さない場合は、しばらく
待って違う形のアプローチを試して下さい。

どうにも気の進まない子には、他の子どもた
ちが楽しそうにしている様子を見せると気が
変わる可能性があります。年齢層に合わせた
ヨガやマインドフルネス（簡単で楽しいも
の）のワークショップやクラスに連れて行っ
てみましょう。

大人の介入が少ない（つまり親がすべて仕切
ってしまうのではない）、子供のグループに
参加できるところを探して下さい。

学校や保育園でマインドフルネスとヨガを
推奨する動きは広がりつつあり、一般教育に
導入される例も増えています。教師たちはそ
の効果について、子どもたちに自制心が身に
つき、攻撃性が減り、集中力が向上する、と述
べています。5分間でも取り入れることができ
るかどうか、他の親や教師、学校の指導者と
相談してみて下さい。

親が自らお手本を示すことも考えましょう。児
童発達の専門家によれば、子供を読書家に
したければ、親が本を読んでいる姿を見せる
ことが重要だそうです。これはマインドフル
ネスの練習にも当てはまります。子供は、親
の行動を見て気付きを得るのです。

20

ヨガやマインドフルネスと言えば、普通思い浮かぶのは大人、なかで
も女性のもの、というイメージではないでしょうか。

子供のための 
マインドフルネスとヨガ

家族の健康

子供の発達上の必要性と能力を
満たすために、特別に開発された
ヨガや瞑想を毎日練習すると、子
供たちは精神的に落ち着いて集中
力がつくだけでなく、楽しく過ごせ
るようになります。

お友達の代わりに、「バディ」とし
て専用のぬいぐるみを用意するの
も一案です。瞑想の時間になった
ら、そのぬいぐるみを持たせてあ
げて下さい。仰向けに寝て、ぬいぐ
るみをお腹の上にのせて呼吸をす
る、といった使い方ができます。

親の目からは猫の放し飼いのよう
に見えたとしても、あまり深刻に受
け取らないことです。このようなク
ラスでは、ゆっくりと会話したり、
呼吸を意識したり、普段とは違う方
法で体を動かしたりすることから
始めます。
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毎日の習慣や繰り返しは、マインドフルネス
の基盤を作るのに役立ちます。新しい景色や
音、匂いに「気付く」機会を求めて、マインド
フルネス・ウォーキングに出かけましょう。就
寝前の3分間にはボディスキャンで体の隅々
まで意識を向けることができます。子供が学
校や遊びから帰宅したら、手を洗うついでに
深呼吸を練習しましょう。

子どもの話にはいつでも耳を傾けましょう。
あるいは、聞いてあげられる存在でいましょ
う。子どもが感情的なときはそっと寄り添っ
て下さい。子供がイライラしたり、怒ったり、
攻撃的になり始めているのに気付いたら、次
のことを試してみて下さい。自分がしている
ことを止めて、子どもと目の高さを合わせま
す。そして、子どもの様子（動揺している、イラ
イラしている、怒っているなど）に気付いたこ
とを伝えます。

その際、感情分析を付け加えてはいけませ
ん。短い一文で「今あなたは怒っているよう
に見える」とだけ伝えます。だらだらと話や説
教を続けるのは禁物です。「私がゲームを続
けさせず早く寝なさいと言ったから、イライ
ラしているんでしょう」などと言ってはいけま
せん。子供たちが何を感じ話したいのか、彼
らに問いかけてもよいですが、時にはただ
隣に座っているだけという方法もとると、子
供たちは自分の感情を意識し、自分で向き合
えるようになっていきます。

21
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実際の予測数値は何であれ、秒や分という
かなり短い単位でとらえられているのが一般
的なようです。営業や人事担当者の間では

「エレベーターピッチ」と呼ばれるトーク法
が支持されていますが、これはエレベーター
に乗り合わせている短い時間の間に自分の
商品や考えを伝えるテクニックです。

今の世の中ほど気の利いた冗談や皮肉で応
じることを急かされた時代はかつてなかっ
たのではないでしょうか。

もしも、気が散るもとになるデバイスのスイ
ッチを切ってしまったら、私たちはどうなるで
しょうか。スピードを落とし、じっくり耳を傾
け、集中し、他者が共有しようとしていること
に意識を向けてみたら、何が起こるか想像で
きますか。

さらに年を取ってくると、失敗や実現しなか
った夢について思いを巡らせます。若者は自
分にとっての世界の意味を理解しようとしま
すが、年寄りは世界にとっての自分の意味を
理解しようとします。自分は何を残すのだろ
うか、と。

シニア世代を対象としたプログラムや組織
には、人生の物語を語ってもらったり、記録と
してまとめる手伝いをしたりするものがあり
ます。ビデオチャットでシニア世代のグルー
プが人生経験を共有しあうオンラインプログ
ラムや、介護施設や公民館などで実施される
プログラムもあります。時にはボランティア
が介護施設の入居者やホスピスの患者に聞
き取りをして、彼らの人生の物語を作り上げ
る手伝いをすることもあります。

老年学の研究者は、人生を語ることは高齢者
が自身についての理解を深めるのに役立つ
と述べています。輝かしい日々や幸せの瞬間
を思い返せば、その頃の生き生きとした気持
ちに何度でもひたることができます。苦難や
失敗の記憶は、それを受け入れて自分を癒
す機会ともなります。

年長者の物語は、彼らの成人した子供たち
やコミュニティの人々など、聞く側にとっても
ためになります。優れた物語にはドラマがあ
り、聞き手を引き込みます。共感できると同
時に、自分が経験したことも考えたこともな
いような興味深いものが詰まっています。び
っくりするような展開やユニークな教訓が得
られることもあります。

物語に耳を傾けるときはリラックスするた
め、ドーパミンが分泌されます。話者の経験
を聞いて優しい気持ちになったり、年配者の
有難みが分かって、より深いつながりを感じ
るようになったりするかも知れません。
さらに、物語を聞くと、脳の中でニューラル・
カップリングと呼ばれる現象が起き、聞き手
と話者の神経細胞が同じパターンで発火し
ます。人間がこうした経験を通じてつながり
合うように進化してきたことがうかがえます。
物語を語ったり聞いたりすると記憶力も高め
られます。単なる事実よりも個人的な物語の
ほうが22倍記憶に残りやすいと言われてい
ます。そして面白い物語に夢中になっている
とき、聞き手の脳の中には「幸せホルモン」と
も呼ばれるオキシトシンが分泌されます。こ
のように、人生を語ること、それを聞くこと
は、脳の深いところでも大きな変化をもたら
すのです。
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ツイッターが文字制限を140文字から280文字に増やしたとき、ネットは大騒ぎとなりました。行動科学分
野の研究者たちは、特定の聴衆の集中力の持続時間について10秒か10分かと議論しています。

人生を語る

家族の健康

年を重ね、特に子どもたちが巣立っ
たり、定年退職したりした後、人生
について考えるのは自然なことで
す。人は自分の経験や功績を振り
返るようになります。 

語ることが自分自身を許し、より平
穏な心持ちを得る助けとなるので
す。人生を語るということは、会話
療法とはちょっと違います。

ボランティア経験者によると、か
なりの高齢者でも衰えを知らな
かった若い頃を思い出せるそうで
す。昔のようにはできないことが
多くなってきた時、このようなプロ
グラムは自信を取り戻す手助けと
なります。言い換えれば、人生を
語ることが彼らの尊厳を強調する
のです。  
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女性の不妊症については、臓器や構造上の
異常（または最適ではない状態）、ホルモン
のアンバランス、月経周期のタイミング、年齢
など、様々な可能性が原因として考えられま
す。これに対して、男性不妊の場合はほとん
どのケースにおいて精子に原因があります。
具体的には、精子の質、運動性、数、および持
久力などです。 

肥満は、高血圧や糖尿病はもちろん、環境
上の懸念（食物消費の増加に伴う農業、輸
送、廃棄物の増加など）をも引き起こしかね
ないとして、より一層深刻な問題になりつつ
あります。男性の肥満は、生殖機能に悪影響
を及ぼします。2肥満が私たちの体内に及ぼ
す影響は様々ですが、特に炎症と相互依存
的な関係があります。過剰な体脂肪は、精子
の生成に関与するホルモン系にも影響を与
えます。

生活習慣もまた、精子の質と量の低下に関
連している場合があります。喫煙、過度の飲
酒、睡眠不足などといったいわゆる不摂生
は、男性の生殖能力までも低下させる大き
な要因と考えられています。

血流促進は体を若返らせる効果的な方法で
す。血液は、全身に酸素と栄養素を運びます。
血流の促進には、運動が何より効果的です。
ジョギングや水泳などの中程度の活動を日
常的に行う男性は、活動量が低い男性と比
較すると、精子の質と量に関して状態が良い
ことが分かっています。3

生殖能力を高めたいなら、食べ物にも配慮
しましょう。精子の生殖能力を高める栄養素
には、亜鉛やビタミンDなどがあります。亜鉛
は、精子形成（体の精子の生成）や生殖ホル
モンのバランスを助け、生殖器官や泌尿器
官の内膜を正常に保つほか、様々な利点が
あります。4,5ビタミンDに関するある研究で
は、カップルの男性側に血清ビタミンDの低
下がある場合、パートナーとの妊娠率が下が
る、という報告があります。6 

 

幸いなことに、亜鉛とビタミンDは、免疫系の
健康にも重要な栄養素です。免疫機能を理
想的な状態に保つことは生殖機能において
も重要なのです。また、抗酸化物質は食物を
選ぶ上で最優先するべきです。ある研究で
は、抗酸化物質を補助食品として摂取した男
性被験者において、精子の質に改善が見ら
れました。7 男性被験者の精子の多くに、数の
増加、運動性の向上、細胞複製の増加、精子
形状の向上などが認められたと報告されて
います。
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物事の責任は双方にある、と言われますが、それは生殖機能と妊娠に関する一般的な考え方とは一致
しません。実際、カップル間に不妊という問題がある場合、パートナーの双方に原因があるケースもあれ
ば、片方だけに原因があるケースもあります。推定によると、不妊の症例の30〜40パーセントは男性側に
原因があると考えられています。1 

男性の生殖機能 

家族の健康

体重は、男性の生殖機能に大きく
影響している可能性があります。

1 Hirsh, Anthony. “Male Subfertility.” BMJ : British Medical 
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健康のためにも、食生活を豊かにするため
にも、抗酸化作用のある様々な食材を毎日と
るようにしましょう。天然のサケなどの食品
に含まれる、オメガ3脂肪酸をとりましょう。8 
飲み物には緑茶、特に抹茶を選んで下さい。
グラノーラの代わりに、ブラジルナッツ、アー
モンド、クルミなどのミックスナッツを取り入
れてみましょう。ブルーベリーとクルミを高品
質のヨーグルトと一緒に食べるのもよいでし
ょう。

調査によれば、西洋では過去40年間で精子
数がほぼ50％減少しているそうです。9 

この重要な研究では、発展途上国における
精子現象の原因については言及されていな
いのですが、一部の評論家たちはこの研究か
ら、現代のライフスタイルが農薬汚染と慢性
的ストレスに満ちているからだ、と主張しま
した。10  一方他の評論家たちは、開発途上国
にもまた、同じ懸念が存在していると指摘し
ました。ラテンアメリカ、アフリカ、またはアジ
アの男性の精子数に顕著な減少は見られな
かったとする研究者もいますが、これらの地
域では同様の研究がほとんど行われていな
いというのが現状です。
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不妊という問題の中には、日常生
活や自己管理では対処できないも
のもあるようです。
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子どもというものはその瞬間を生きる才能
に長けているのです。しかし私たちの多くは
年を取るにつれ、素直に芸術を楽しめなくな
っていきます。自分のやることを評価・批判し
たり、もっと上手い人と比べたりしてしまいま
す。ピアノやダンスのレッスンと言えば子ども
の習い事だと考えます。私たちはリスクを恐
れ、自分の能力に不安を覚え、他のことを優
先させてしまうのです。
 
音楽
最後にシャワーを浴びながら歌を歌ったの
はいつのことですか。子どもやティーンのこ
ろ、もしかするともう少し後まで私たちはシャ
ワールームの中で大声で歌ったものです。と
ころが年を取るにつれ、シャワーは単にやら
なければならないことのひとつになってしま
います。

別れ話が進んでいる時に悲しい音楽を聴く、
あるいは、渋滞に巻き込まれてイライラして
いる時にラジオから流れてくるダンスミュー
ジックで気分が変わる、といったように、音楽
は心に働きかけてきます。

どんな歌でも曲や歌詞に即座にアクセスで
きる今の時代、すでに音楽鑑賞が習慣にな
っているかも知れません。でも、もし昔ほど
音楽を聴かなくなっていることに気づいたな
ら、最近のヒット曲を聴く時間を作ってみて
はいかがでしょう。

ダンス
ただ音楽を聴くだけでなく、音楽に合わせて
体を動かしましょう。踊ることは音楽に対す
る体の自然な反応です。リズミカルなドラム
のビートを聞いて、赤ちゃんが体全体を揺ら
して反応するのを見たことはありませんか。

間抜けに感じるかもしれませんが、心にも体
にもよい影響を与えます。

視覚芸術
定期的に友人や夫、妻と、あるいは一人で気
ままにアートギャラリーや美術館、アートウォ
ークに出かけましょう。難しいことは考えずに
単純にアートを楽しんで下さい。特に、一人
ならどっぷりと芸術の世界に浸れるに違いあ
りません。

何度か自由に鑑賞した後は、特別展のガイド
付きツアーに参加したり、好きなアーティス
トの個展のオープニングイベントに行ったり
しましょう。そういったところでは、ある意味
学生グループの一人として気楽にアートに
ついて教わることができます。
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私たちが子どもだった頃、芸術は自然で身近なものでした。学校教
育の一部であっただけでなく、遊びの時間の大部分で絵を描いた
り、工作をしたり、空想したりとクリエイティブに過ごしていました。

クリエイティビティを高めよう

家族の健康

音楽は私たちの気分に即座に作用
する特別な力があります。感情を外
に出すために音楽を使うこともあり
ます。

ダンスのレッスンを受けたり、コミ
ュニティのダンス教室に参加した
り、あるいは家に誰もいないことを
見計らって、好きな曲を流して踊っ
てみるのもよいでしょう。
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そして、自分でもやってみたいと思ったらレ
ッスンに通えばよいのです。真剣に学ぶほど
でもないと思う方は、大人向けのぬり絵やス
テンドグラスのキット、モザイクの作成など
心穏やかに集中できるようなアクティビティ
にトライしてみましょう。スマホのカメラでい
ろいろな写真を撮ってみるのもおすすめで
す。あるいは、ワインを飲みながらの絵画教
室が各地で行われているので、友人を誘って
参加してみてはどうでしょうか。プレッシャー
もなく楽しい雰囲気の中でインストラクター
が手ほどきしてくれます。一回きりの教室な
ので続けられるかどうかという心配なく参加
できます。

文芸
読書が好きな人はたくさんいますが、文章を
書くことが好きな人も相当いるはずです。出
来事や気持ちを日記に書く人もいれば、小説
を書く人もいるでしょう。何時間も空想の世
界で遊ぶ小さな子どもたちからインスピレ
ーションを得て、幻想的な物語や夢のような
筋書きを考えてみましょう。ある意味、現実か
ら逃避するよい機会ともなるはずです。

自分の中のクリエイティブな部分を模索し広
げていくことは時に勇気が必要です。女性で
ある私たちは自分の無力さに傷ついたり怯
えたりすることもあるでしょう。しかし自己批
判をしないことが重要です。自分に優しく、未
知なるものを受け入れて、子供たちのよう
に、その時その瞬間の喜びや好奇心を大切
にして下さい。
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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。

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。

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 ®
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健康に最も良いのは「ホール」で新鮮な野菜
や果物を主とした食生活です。ホールとは全
体という意味ですが、パイナップル1個を丸
ごと食べるとか、桃を種まで食べるというこ
とではありません。ホールフードとは、加工
や精製が施されていない、自然な状態の食
品です。リンゴを食べるのとリンゴジュース
を飲むのとを比べてみましょう。どちらもヘ
ルシーだと考える人は少なくありません。し
かし、自然のままのリンゴには食物繊維やそ
の他の栄養素が含まれていますが、加工する
とその多くが失われてしまいます。一方、リン
ゴジュースには砂糖が加えられていることが
多く、栄養価も高くありません。

こうした食品を最も多く食べる集団に肥満
が急増しているのも偶然ではありません。米
国立衛生研究所が行った研究で、参加者を2
つのグループに分け、一方にはホールフー
ド、もう一方には高度に加工された食品を主
とした食生活をしてもらいました。すると、前
者は平均して1週間に2ポンド体重が減り、後
者は1週間に2ポンド体重が増えたのです。1

驚くべき結果ですが、ホールフードが重要な
理由はこれだけではありません。それは、食

品を加工する過程で多くの栄養素が失われ
てしまい、人工の添加物や脂肪分、糖分が加
えられているからです。

その通りです。怒りは心にも体にも悪影響を
与えます。怒りなどのネガティブな感情は、血
圧を上げたり呼吸を早めたりといった生理
学的な変化を起こします。長期にわたるネガ
ティブな感情は、炎症マーカーの上昇とも関
連しています。自然な免疫反応であるとも言
えますが、慢性の炎症は様々な疾患、特に心
血管系の病気につながることが分かってい
ます。

怒りを感じれば感じるほど炎症が起こりやす
くなります。 2怒りが不健康である大きな理由
はもうひとつあります。私たちは自分が意識
を集中させている感情を日々の生活に引き
付ける傾向があるということです。怒りを抱
え込んだままの時間が長くなればなるほど、
より多くのネガティブな考えや感情、状況を
引き寄せてしまうのです。そしてついには、怒
りの感情に集中すればするほど他にも腹が
立つことを見つけてしまい、それによって慢
性的な炎症をさらに引き起こしてしまうとい
う悪循環に陥ります。怒りの悪循環に陥るこ
となく心と体の健康を保つため、ネガティブ
な感情に対処する方法を見つけ、ポジティブ
な物事や人物、体験、考えにエネルギーを向
けましょう。

長い間、就寝前の運動は睡眠を妨げると考えられ
てきました。仕事と家族を持つ人にとって、子ども
を寝かしつけた後が運動できる唯一の時間であ
る場合も多いため、これは残念なことです。しか
し、こうした人々に朗報です。夜の運動は睡眠を妨
げないとする新しい研究結果が出ました。23件の
研究をメタ分析した結果、夜に運動をすると睡眠
が少し改善されることがわかったのです。もちろ
ん改善には限りがあり、運動すればするほどよい
わけではありません。中程度の運動なら寝る直前
までOKですが、激しい運動は就寝の1〜2時間前
までにすべきということです。定期的な運動は健
康的な暮らしに欠かせません。子どもたちを寝か
しつけた後、不眠の心配をすることなく運動を楽
しんで下さい。
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怒りは健康に悪いのですか。

就寝前に運動するのは避けるべきで
すか。

欧米型の食生活は高度に加工さ
れた食品であふれています。

ホールフードとは何ですか。なぜ
それほど重要なのですか。
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