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明るく暖かな季節の方がアクティブでいるの
は簡単ですが、そうでない冬こそ運動が重要
です。体を動かすと気分が高揚し、ポジティ
ブな気持ちになれることは、繰り返し実証さ
れています。運動は冬の方が大事、と言って
もよいかも知れません。特にSAD（季節性情
動障害）に悩んでいるなら、日中に外へ散歩
に出るだけでも、随分と気分が違ってくる可
能性があります。

例年ならこの時期、ジムに通ってアクティブ
な生活を維持するという人は多いでしょう。
でも、パンデミックが心配で、なかなかその
気になれないのではありませんか。かと言っ
て寒い屋外に出るなんて耐えられない、と思
うなら、次のような方法があります。

ヨガ。場所をとらずによい運動ができます。
オンラインで無料のクラスが多数公開され
ています。

ピラティス。こちらもリビングでできます。ヨ
ガより集中的に筋肉を使います。参考になる
情報はオンラインにいくらでもあるので、長
く続けることができます。

自重トレーニング。場所を選ばず、スクワット
やランジ、腕立て伏せ、腹筋など様々な方法
で体を鍛えることができます。

小さい子供のいる家庭なら、10分間のダン
スパーティーはいかがでしょうか。調子のい
いお気に入りの音楽を選んで、一緒に踊って
下さい。

この冬をどこで過ごそうと、体を動かすこと
は年齢を問わず大切です。仲間と外へ出かけ
るにしても、リビングでヨガをするにしても、
運動を続ければ必ずそのメリットが得られま
す。冬眠している場合ではありません。さあ、
アクティブな毎日を楽しみましょう。

冬眠せずに楽しい冬を 
気温が下がる暗い季節は、心地よいソファで毛布にくるまって、読
書や映画鑑賞を楽しみたくなるものです。私もそうしたいところです
が、それでも夜ごと体を動かすようにしています。それは冬中じっとし
ているのは良くないことだと知っているからです。これはあなたにも
当てはまるはずです。

02 |    The Art of Growing Young
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魚を食べて心臓を守りましょう
オメガ3系脂肪酸であるEPAとDHAの摂取に
関するメタ分析で、これらの脂肪酸の補給と
数種の冠状動脈性心疾患のリスクの大幅な
低下に関連性があることが指摘されました。
さらに、オメガ3系脂肪酸の利点は摂取量が
増えるほど大きくなるようです。4オメガ3系脂
肪酸は、寒流域でとれる新鮮な魚やその餌と
なる海藻に豊富に含まれています。これらの
海藻は商業的に栽培することができ、そこか
ら抽出されたEPAとDHAは植物由来のオメ
ガ3系脂肪酸サプリメントとなります。

肥満に悩む子どもたちにはプロバイオティク
スを含む食品をしっかりと食べさせましょう。
最近行われた研究によると、カロリー制限を
行っている肥満児がプロバイオティクスを摂
取すると、より効果的に減量できるということ
です。3消化器系の健康が体重管理に大きな
役割を果たしていること、ジャンクフードの多
い現代の食生活ではほとんどプロバイオティ
クスを摂取できないことを考えると、驚くには
あたりません。

オリーブオイル、穀物、果物、野菜を多く食
べる地中海沿岸域の食生活に様々な健康
効果があることは多くの研究で分かってい
ますが、最新の研究で関節リウマチから体
を守るという新たなメリットが見つかりま
した。喫煙者や過去に喫煙していた人には
特に効果が大きいかも知れないということ
です。5

子どもの肥満に消化器系の健康
が影響

地中海式食生活の新たなメリット

1 McMaster, Mitchell, et al. “Body, Brain, Life for Cognitive 
Decline (BBL-CD): Protocol for a Multidomain Dementia Risk 
Reduction Randomized Controlled Trial for Subjective Cognitive 
Decline and Mild Cognitive Impairment.” Clinical Interventions in 
Aging, Dove Medical Press, 21 Nov. 2018, www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/30538436.
2 Brush, C. J., et al. “A Randomized Trial of Aerobic Exercise 
for Major Depression: Examining Neural Indicators of 
Reward and Cognitive Control as Predictors and Treatment 

Targets.” Psychological Medicine, 2020, 1-11. doi:10.1017/
s0033291720002573.
3 Solito, Arianna, et al. “Supplementation with Bifidobacterium 
Breve BR03 and Bifidobacterium Breve B632 Favoured 
Weight Loss and Improved Insulin Metabolism in Children 
and Adolescents with Obesity in the BIFI-OBESE Cross-over, 
Randomized Placebo-Controlled Trial.” Endocrine Abstracts, 
2020, doi:10.1530/endoabs.70.oc3.5.
4 Hoang, Tung, and Jeongseon Kim. “Comparative Effect of 

Statins and Omega-3 Supplementation on Cardiovascular 
Events: Meta-Analysis and Network Meta-Analysis of 63 
Randomized Controlled Trials Including 264,516 Participants.” 
Nutrients, vol. 12, no. 8, 2020, 2218. doi:10.3390/nu12082218.
5 Kjeldsen-Kragh, J. “Mediterranean Diet Intervention in 
Rheumatoid Arthritis.” Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 
62, no. 3, 2003, 193-95. doi:10.1136/ard.62.3.193.

ケンブリッジ大学による最近の研究で、うつ
病の成人が中程度の有酸素運動を2ヵ月間
行うと、症状が55%改善することが分かりま
した。それより少ない運動では、気分の改善
には役立ったものの、効果はさほど認められ
なかったということです。2定期的な運動に加
えて意図的な思考を行えば、気分に多大な
影響を与えることができます。 

気分が落ち込んでいるときは体
を動かしましょう

オーストラリア国立大学の研究によると、食
事と運動がアルツハイマー型認知症の発症
リスク軽減に役立つということです。そしてこ
れは、認知機能低下の初期段階にある人に
も当てはまるそうです。この研究で、被験者
は週に2、3回運動し、脳を鍛えるアクティビテ
ィを行い、ヘルシーな食事をとりました。する
と適性体重に近づいただけでなく、脳の機
能も大幅にアップしたということです。1 

食事と運動で脳をパワーアップ

最新ニュース
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SADは1年のうち特定の時期にほとんど太陽
の出ない地域に住む人々に特に多く認めら
れます。お天気に問題がなくても、日が短くな
って太陽が空の低い位置を通るため、冬は
日照時間が減少します。晴れていても寒くて
外に出る気になれず、SADを発症する人もい
ます。

SADの一般的な症状は、うつ病のそれと似て
います。うつとの違いは、通常、暖かくなり日
照時間が増えると解消されたり、大幅に改善
されたりすることです。SADの典型的な状態
は、意欲が出なくなる、睡眠不足になる、エネ
ルギーが低下する、孤独を感じる、引きこもり
がちになる、イライラしやすくなる、不満をた
めこむ、記憶力が低下する、食欲が増す、感
情に任せて食べる（これが体重増加につな
がることが多い）、などです。

通常、SADの治療には、きちんと食べる、アル
コールを控える、体力をつける、計画的に社
交に時間を費やすといったような健康的な
ライフスタイルへの改善が適用されます。ラ
イトボックスランプ（SADランプとも）の光源
を利用して、日光を浴びるのと同様の体験を
する方法もありますが、あらゆる対策の中で
特に有用かつ不可欠であったのは、定期的
な運動でした。1

主に、運動中に分泌されるエンドルフィンと
呼ばれる特殊なホルモンや内因性カンナビ
ノイドの作用で、運動をすると気分が良くな
ります。

運動はまた、代謝を向上し、エネルギーを増
進します。SADによる衰弱の主な要因はエネ
ルギー水準の低下ですが、体力づくりがこれ
に対抗する手段となります。アメリカのハー
バード大学で実施された、うつ病の成人
8,000人について活動レベルに着目した大
規模な研究により、座りっぱなしで身体活動
が減少することがうつ病の重要な要因であ
ることが実証されています（同時に心血管疾
患などの他の健康問題に関連していること
も示されました）。2

SADの罹患者はしばしば極度の眠気や疲労
感を経験します。寒い時期に冬眠状態に陥る
人は多いようです。概日リズムは通年誰にで
もあるもので、冬には睡眠が多めになります
が、SADの罹患者は全般的な疲労倦怠も感
じる傾向があります。運動をすると、睡眠の
パターンがより健康的になります。3運動は筋
肉や体を疲労させる一方で、質の良い睡眠
をもたらすというメリットがあります。
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ゆっくりと時間の流れる晩秋から初冬にかけては、心地良い一
体感を味わうことができる時期です。キャンドルや暖炉に火を灯
し、休日のパーティーに家族で集まり、ウールの毛布で暖まった
り、入れたてのお茶を飲んだりと、居心地の良い空間に満たされ
るでしょう。ところが現実には、寒さや曇り空、骨にしみるような
底冷えなどで、SAD、すなわち季節性感情障害を経験する人は少
なくありません。

体を動かして季節性情動
障害を乗り越える 

1 Choi KW, Zheutlin AB, Karlson RA, et al. “Physical activity 
offsets genetic risk for incident depression assessed via 
electronic health records in a biobank cohort study.” Depression 
and Anxiety. 2020;37(2):106-114. doi:10.1002/da.22967

2 Schuch F, Vancampfort D, Firth J, et al. “Physical activity and 
sedentary behavior in people with major depressive disorder: 
A systematic review and meta-analysis” [published correction 
appears in J Affect Disord. 2018; Jan 1;225:79]. J Affect Disord. 
2017;210:139-150. doi:10.1016/j.jad.2016.10.050

3 Alley JR, Mazzochi JW, Smith CJ, Morris DM, Collier SR. 
“Effects of resistance exercise timing on sleep architecture 
and nocturnal blood pressure.” J Strength Cond Res. 
2015;29(5):1378-1385. doi:10.1519/JSC.0000000000000750

うつ病で悩んでいる人には、適度
な運動の習慣が欠かせません。

フィットネス
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では、どのような運動をどの程度すればよい
のでしょうか。うつになったとき、何が答えと
なるかは人それぞれです。運動ならどんなも
のでも構わない、というのは本当です。前述
のハーバード大学の研究では、抑うつ状態
の改善には、少なくとも週に4時間の運動が
極めて重要であることが示唆されています。
強度で言うなら中程度の運動（水泳、ジョギ
ング、ズンバクラスでのダンスなど）が好まし
いとされていますが、良く知られているよう
に、うつ状態の時にはモチベーションを維持
することが難しくなります。設定した目標や期
待値が高すぎて達成できないと、かえってモ
チベーションの低下につながり、悪循環に陥
る可能性があります。ですから、まずは達成
可能な計画を立てましょう。

一緒にいると楽しいと思える友人を誘って、
運動習慣に社会的責任感を組み合わせるの
もおすすめです。毎週一緒に出かけ、自然の
中を散歩したり、ハイキングをしたりしましょ
う。あるいは、最寄りのジムやスポーツセン
ターで水泳のクラスがあるかチェックしてみ
ましょう。この場合、周りに人がいても、社交
性を求められるとは限りませんが、水に触れ
る体験には精神を落ち着かせる作用がある
そうです。また、毎週フィットネスのクラスで
ダンスやエアロバイクに参加し、音楽に合わ
せて体を動かすという方法もあります（音楽
も良い気分転換になります）。
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1日20分〜30分近所を歩く、朝起
きたらリビングで何種類かのエク
ササイズをする（スクワット、ラン
ジ、クランチ、プランクなど）という
くらいでよいのです。



もしかしたら、皆さんの中にも、仕事を失っ
た人や収入が大幅に減った人がいらっしゃ
るのではないでしょうか。大切な人が
COVID-19で苦しんでいる、という方もおられ
るでしょう。間接的にでも、いわゆるパンデミ
ックの影響を受けた誰かを知っている、とい
う人は少なくないはずです。個人的に直接何
の影響もなかった人でも、山火事やハリケー
ン、洪水、日常的な侮辱、暴力、反乱など、メデ
ィアから流れてくる世界中の悪いニュースの
猛攻に、メンタルヘルスを蝕まれている可能
性があります。

顧みる
この一年のすべてを振り返ってみて下さい。
重い負担があったことは確かです。そこばか
り見ていてもいけませんが、あらゆる物事を
客観的に観察する視点は大切です。その都度
自分がどのように感じたかを確かめつつ、個
々の感情と距離を保って下さい。例年よりも
底の深さを感じたとしても、あなたは一人で
はありません。

年末は、去る年を振り返る機会になります。ど
んなことがあったのか、自分がどう反応した
か、人生の歩みをどう進めたのか、棚卸しを
するチャンスです。日記を書く習慣のある人
は、比較的簡単に自己を顧みることができる
でしょう。そうでなくとも、写真を見ながら思
い出を辿っていくことはできるはずです。い
ずれにしても、ペンと紙を用意して、一人にな
れる時間を1時間か2時間ほど作り、一年の総
まとめをすることをお勧めします。

自分に向かって、重要な問いかけをして下さ
い。今年、つらかったことは何でしょうか。困難
には健康的な方法で対処できましたか。自分
の応じ方でうまくいかなかったこと、健康的
ではない方法をとったことはありましたか。こ
ういった問いかけは、試練の経験を尊重する
だけでなく、自分がどう立ち上がったか、自分
にどんな回復力があったかを見出すために
も有意義です。

特に気になる困難な経験をひとつかふたつ
よく観察すると、自分の反応に何らかのパタ
ーンがあることに気付くかもしれません。観
察する人になりきるか、観察する人を見届け
るくらいの目線でいるとよいでしょう。

あなたは今年、どんなことを達成しました
か。生産性や物質面、職業的な意味での達成
とは別に（それも大切かも知れませんが）、
朝に時間を作って瞑想する習慣が身につい
た、といったような、個人的な何かに着目し
てみて下さい。今年出会った誰かと新たな人
間関係を築いてきた、裏庭の造園に取り組ん
だ、日常的によりヘルシーな料理をした、あ
るいは、携帯で写真を扱うスキルを学んだ、
特定のトピックについて読み込んで知識を
増やした、などの達成感を挙げていきましょ
う。

仕事がうまくいって職場で認められた人、昇
進や昇給に成功した人もいれば、裏庭にデ
ッキを自作した人、家具を磨き直した人、体
重を減らしたり、血圧を下げたりと健康上の
目標を達成した人もいらっしゃるかも知れま
せん。いずれもすばらしい成果として、どんど
ん書き出していきましょう。

さらに一歩踏み込んで、より深い内省を試み
て下さい。それらの達成にまつわる気持ちや
行動、思考がどんなものだったか、に注目す
るのです。実はとても大変だった、という経験
も深く探ってみましょう。裏庭にデッキを自作
した、あるいは耕して菜園にした、といった
経験の中にも、ため息をついた瞬間はあっ
たはずです。スマホで写真を撮っても設定が
うまくいかず、イライラしたことがあったかも
知れません。体重管理に取り組んでも、当初
の何週間か何ヶ月かは変化がなく、頭を抱え
たことはありませんでしたか。瞑想が習慣に
なるまでの困難はどうだったでしょう。最初
の頃は、いつもより早く起きるのが大変だっ
たり、退屈に感じたり、静かに座っているとソ
ワソワしたりしませんでしたか。

ポイントは、成果を振り返るということは、単
にハッピーエンドの喜びだけを見つけるの
ではない、ということです。達成に至るまでの
困難や苦闘、忍耐、気を取り直して立ち上が
ったことにも、思いを巡らせていただきたい
のです。そのすべてを含めて、成果を褒め称
えましょう。

高らかに、この一年を振り返る：
英気を取り戻し、フォーカスを改
めて
新しい年が近づいてきました。激動の一年を終えつつある今、より良
い方向へ進むことにフォーカスできる機会を歓迎している人は多い
のではないでしょうか。世界的に見ても、今年は困難、悲劇、苦難の
重なる歴史的な年でしたが、同時にレジリエンス、回復力の重要性
が浮かび上がる年にもなりました。ここで着目しているのは、2020年
がもたらした困難のすべてを乗り越えることができたかどうかでは
ありません。そんな中でも積極的に人生を前へ進めてきた、と言える
かどうかです。身体面や私生活、職場、社会性、個人の感情面などに
おいて、打たれ強さが試された場面は色 と々あったでしょう。

6 |    The Art of Growing Young

また、前進につながらなかったこ
とやうまくいかなかったことから
は、自分のどんな行動や対応に原
因があったのかが見えてきます。

また、もうひとつのステップとして、
この一年で自分がどのように変化
したか、そして自分自身について
何を学んだか、に目を向けて下さ
い。

特集記事
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パンデミックのせいで普段より孤独感に直
面することが多かった人は、その経験を通じ
て、一人になって自分に向き合う時間も必要
であることを学んだことでしょう。あるいは、
家族や友人になかなか会えなくて、寂しい思
いをしたかも知れません。そんな時間の中
で、自分が何者であるか、新たに見えてきた
ことがあったのではないでしょうか。

リチャージする
では次に、今年から来年へと移行する時期
にあたる、今現在に目を向けましょう。今はエ
ネルギーを再び充填する時です。それはつま
り、自分のニーズを認識し、それに応えること
であり、セルフケアの本質にかかわることで
す。前進を続けるために、今自分が必要とし
ているものは何でしょうか。先のことではなく

（前に進むため、という前提ではあります
が）、今現在、自分の心身全体をリチャージす
るために必要なものを考えてみて下さい。

心身をよみがえらせるものは、マッサージや
デイスパだけではありません。時には、あま
りやりたくないことに敢えて着手する必要が
あるかも知れません。病院に連絡して治療や
検査の予約を入れたり、家やガレージの大
掃除、書類の整理（と破棄）、キッチンの整頓
など、身辺を片付けたりするのも大切なこと
です。eメールの受信箱からも不要なものは
消してしまいましょう。

瑣末な、あるいは不要なニーズを最小限に
減らしていくと、より本質的な生命力に関わ
るものにフォーカスできるようになります。

整理整頓、お掃除、支払いや書類の処理を済
ませてゆとりができたら、心から楽しめるセ
ルフケアをしましょう。スケジュールを調整し
ていつもより早く就寝し、翌朝もゆっくりと寝
ていられるようにするのはいかがですか。マ
ッサージに行っても、自宅エステを楽しんで
も構いません。1週間、夜は画面を見ずに過
ごすと決めれば、夕方からの時間をゆったり
とした穏やかな気持ちで過ごせます。アロマ
セラピーをお風呂に取り入れ、自作のシュガ
ースクラブとオリーブオイルを使って、お肌
を磨くと贅沢な気分になれます。時間がなく
て見られなかった映画のあれこれが気にな
っているなら、1週間たっぷりと鑑賞に浸って
もよいでしょう。

フォーカスを改める
英気を取り戻したら、フォーカスを合わせ直
しましょう。内省を終え、セルフケアを楽しん
だら、その先の道筋がより明確に見えてきま
す。フォーカスを改めるとは、絶対にやらなけ
ればならないことを見極めて優先順位をつ
け、残りの時間で何をやりたいか厳選するこ
とです。昨年（または一昨年）に達成したかっ
た、あるいはやってみたかったけれど、手が
届かなかったことはありませんか。それは今
からでもまだやりたいことですか。

自分に喜びとエネルギーをもたらしてくれる
ものに注目して、それをより多く日々の暮らし
に取り入れる方法を考えて下さい。自由に使
える時間を増やすには、浪費や消耗のもとが
どこかにないか、見直すことから始めましょ
う。自由になった時間は自分が心から望んで
いることに費やしましょう。心穏やかに調和
のとれた日々を実感したいなら、自然散策を
週１回、ヨガを毎日、親友と月に１回は会う、
あるいは一人で裏庭に出て心を休めるなど
の使い方ができます。

一年を顧みて英気を取り戻し、フォーカスを
改めれば、2021年に何が待っていようと、最
善の状態で新年を迎えることができるはず
です。

今がその時
以上、頷けることは多々あったかと思われま
すが、良い案を生活の中で実行するのは必
ずしも簡単なことではありません。私たちの
社会には、何百万人ものすばらしい人々がい
ます。一人ひとりが身近な範囲から善良な面
に注目し、ベストを尽くすことはとても大切で
す。物事は常に循環しつつ、新しい時代、新し
い世情へと移行していきます。占星術の賢者
はそれを水瓶座の時代の到来と呼んでいる
ようです。人生は楽しむためにあります。生き
ている今が楽しむ時なのです。
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親しい友人や家族と過ごした時を思い浮か
べた人もいれば、休暇を利用して旅行に出か
け、新しい世界に飛び込んで、普段背負って
いるものから離れて心からリラックスした日
々に思いを馳せた人もいるでしょう。そうい
った思い出の多くは、おそらく明るい日差し
と暖かな気候とともにあったのではないでし
ょうか。 

北半球では今、暗く寒い日が続いています
が、そればかり気にしていると、さらに暗く寒

し々い感情や人、経験を引き寄せかねませ
ん。

そのためにも、自分自身を励まし、啓発する
ようなアファメーション（肯定的承認）を書き
留めることから始めましょう。書き出したリス
トを冷蔵庫の上など家の中の目立つ場所に
貼っておくと頻繁に目に入り、やがて紙を見
なくても自然に暗唱できるようになります。

自分の口から不平不満が出ていないか注意
し、言ってしまった時には意識的に自制して、
ポジティブな思考と行動へと切り替えて下さ
い。意に沿わない物事を変えるにはどうすれ
ばいいのか、それは可能なことなのか、と考
えてみると、新しい可能性が見えてくるかも
知れません。

認知行動の観点を取り入れて、確かな行動が
できるようになりたい場合は特に、カウンセラ
ーによる対話セラピーが有用となるでしょう。

何かと沈みがちな冬の気分を高揚させるに
は、日光を浴びるのも良い方法です。特に朝
のうちに太陽の光を素肌に受けることが望
まれます。冬の間、日光を浴びる機会が少な
い地域に住んでいる人は、通常の日中の時
間帯に光療法を取り入れることで、正常な概
日リズムを模倣することができます。

運動も欠かさないようにしましょう。屋外で
運動すれば一挙両得です。たとえ太陽が顔を
出していなくても、毎日外へ散歩に出ること
はセロトニンとメラトニンの調整に役立ちま
す。太陽が出ていればビタミンDが得られま
すし、自然に触れたり他者と過ごしたりする
良い機会にもなります。

外で運動する他にも、瞑想をしたり朝食を食
べたり、ガーデニングをしたり、ロッキングチ
ェアでくつろいだり、といった他の活動を楽
しんでも構いません。国立公園や森林保護
区へわざわざ足を運ぶ必要はありません。

冬の憂鬱を打ち負かす 
喜びに満ち、穏やかな気持ちでいられた時のことをいくつか思い
出してみて下さい。

08 |    The Art of Growing Young

冬の憂鬱に打ち勝つためには、友
人関係、家族、経験、状況など、あ
らゆる場面で自分の考えや感情を
人生のポジティブな面に合わせて
いく必要があります。

喜びや活力、心の平和を自分にも
たらしてくれる人々 のことを考え、
そんな人たちと定期的に一緒に過
ごすよう努めましょう。同じ志を持
った人々 と共に過ごすことは、ポジ
ティブなフィードバックが良い意味
で「連鎖」する、動的な環境に身
を置くことに他なりません。

気分を改善するための方法の中で
も、屋外で自然に触れることは特
に良いものです。毎日最低20分は
屋外で過ごすことを目標にして下
さい。

ライフスタイル
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庭やパティオ、地元の公園に行くだけでも、
新鮮な空気や植物を通じて自然に親しむこ
とができます。自分なりに書き出したポジテ
ィブな言葉のリストに、自然や新鮮な空気、
心が穏やかになる環境を連想させるものを
加えるのもおすすめです。

冬の間は直射日光を浴びる機会が減り、ビタ
ミンDが確保しにくくなります。それは、日が
短くなって日中に外に出る機会が減るだけ
でなく、冬の日光は、ビタミンDの生成を刺激
する短波長紫外線が少なくなっているからで
す。このような場合は、ビタミンDのサプリメ
ントを毎日摂取した方がよいかも知れませ
ん。

日光を浴びる機会が少ない場合や妊娠中、
授乳中の方（あるいは25-ヒドロキシビタミン
Dの血中濃度が40ng/ml未満であることが分
かっている場合）は、1日あたり4,000IUを上限
に補給を検討してみましょう。

冬の間、元気が出ない時があるのは、ごく自
然なことです。それでも、ポジティブなエネル
ギーで自分の思考や感情を整える努力をし、
体に必要な栄養を摂って身体のケアをすれ
ば、一年を通して幸せで健やかな生活を続け
ることができます。
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脂ののった魚や高品質のサプリメ
ントでオメガ3系脂肪酸の摂取量
を増やすのも一案です。また、柑
橘類やベリー類、ナッツ類（クルミ
やアーモンドなど）も積極的に摂
るようにしましょう。
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体内に存在する細菌の総数は人体を構成す
る細胞よりも多く、重量では脳に迫るほどで
す。1 この10年ほどで関連研究は増えていて、
腸内微生物叢が体の他の器官と通信し、影
響を及ぼす複雑な仕組みが明らかにされつ
つあります。一部の研究者の間では、体内の
微生物叢を体の一器官、あるいは一臓器と
見なすべきとも指摘されています。

健康な腸には侵入してくる細菌から身を守
る仕組みが備わっていて、胃腸の細胞を強化
することによって悪玉菌に対抗しています。2 
将来、馴染みのない海外へ旅行に出かける
際は、荷物をまとめるときにプロバイオティ
クスのサプリメントを入れるようにしましょ
う。

保育所や託児所（感染症のシャーレのような
環境）の子供たちを対象としたある大規模な
研究では、プロバイオティクスを摂取してい
る子供たちは呼吸器感染症にかかることが
少なく、罹患しても症状が軽いことが示され
ました。

尿路感染症（UTI）を頻繁に経験する女性は、
腸内の微生物叢の健康改善によって、免疫
力を高められる可能性があります。プロバイ
オティクスがUTIの再発に対処するための潜
在的なツールとなることは既に実証されて
います。3 UTIの治療やその他の目的で抗生
物質を一定期間服用する場合は、多様性に
富んだ丈夫な腸内細菌叢を育てておくと、下
痢などの副作用を防ぐのに役立ちます。

抗生物質が必要になった理由が何であれ、
服薬中もプレバイオティクスとプロバイオテ
ィクスを豊富に含む食品を積極的に摂り、高
品質のプロバイオティクスのサプリメントを
摂取することを検討して下さい。薬が終わっ
てからもしばらくは続けた方がよいでしょう。

健康な腸がもたらす免疫強化のメリットは、
自己免疫疾患やアレルギーに悩んでいる人
も期待できます。ここで着目したいのは、腸
管の透過性です。腸管は食べ物を消化した
後、必要な栄養素を透過させる一方で、大き
な分子が入り込んだり、腸内の細菌が血液や
リンパ系に侵入したりしないようにバリアを
築いて防いでいます。腸管バリアを越えてし
まった細菌は、免疫系の炎症反応によって排
除されなければなりません。腸管バリアの透
過性が過剰になると、「リーキーガット」（腸
漏れ）が起こります。透過性の正常な、健康な
腸内細菌叢は、多発性硬化症をはじめ、いく
つかの自己免疫疾患の予防と治療において
重要であると考えられています。4 腸を健康
に保ち、微生物叢に栄養を補給することで、
アレルギー症状と闘う免疫系を応援しましょ
う。5 ある研究では、アレルギーの薬やステロ
イドを服用していないアレルギー患者にプ
ロバイオティクスのサプリメントを与えたと
ころ、鼻結膜炎の症状が減少したことが示さ
れました。

食べ物は健康に欠かせないものです。それ
は私たちの体が使う栄養素を得るという観点
に限られません。腸内にある微生物叢を養う
ことも必要です。プレバイオティクスとプロバ
イオティクスの両方を食べるのはもちろん、
栄養に関わるその他の習慣も含めて考えな
ければなりません。プレバイオティクスはい
わゆる食物繊維のことです。繊維質は腸の上
部の消化酵素では消化されない大きな炭水
化物分子で、大腸の微生物叢によって消化さ
れます。野菜と果物の繊維と同様、スピルリナ
やクロレラなどの単細胞藻類、サイリウムの
種子や殻、グアーガム、亜麻仁、マルトデキス
トリン水溶性食物繊維なども、優れたプレバ
イオティクスになります。食物繊維の豊富な
食品はみな、腸内の微生物叢にとってよい餌
となります。腸内細菌は難消化性炭水化物分
子を使ってエネルギーを得て、短鎖脂肪酸 

（炭素数3のプロピオン酸、炭素数4の酪酸と
いった脂肪酸）を生成します。そしてこの短鎖
脂肪酸は、大腸に並ぶ細胞（大腸細胞）の主
要な燃料となります。また、プレバイオティク
スをたっぷりと含む食事は、プロバイオティク
スの増殖を助けることにより、腸内微生物叢
をより多様で丈夫で回復力の高いものにし
ます。さらに、脳や免疫系、その他の臓器の健
康的な機能をサポートします。新たな食材を
取り入れるなど、食事でプレバイオティクスの
摂取量を増やすと、体が適応するまでの間、
腸内でガスが生じやすくなる人がいますが、
これは特に珍しいことではありません。
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腸の健康と免疫力
あなたは「腹の虫がおさまらない」という経験をしたことがありま
すか。あるいは、緊張して「胃がよじれる」ようなことはありませ
んでしたか。良くないニュースを聞いて、胃が重くなったりしません
か。そういった感覚はただの偶然ではなさそうです。腸管と脳に複
雑に絡み合う相関性があることが分かってきて、今も盛んに研究
が進められています。腸と脳をつなぐ情報伝達の軸は、心身の健
康に欠かせないものです。腸の健康はまた、免疫系の機能にとっ
て特に重要です。
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カンジダ菌のような酵母の過剰増殖は、腸内
ガスの長期的な増加を引き起こす可能性が
あります。腸内微生物叢のバランスを再構築
し、プレバイオティクス食品による腸内ガス
の産生を減らすには、特別な低炭水化物食
に加えて、プロバイオティクスの摂取量を増
やし、場合によっては抗真菌剤を使用する必
要もあるでしょう。

多様性に富んだ食生活を維持しましょう。バ
ラエティ豊かな食べ物は生活を楽しくしてく
れるだけでなく、体の働きを良くすることに
もつながります。それは、多彩な食品を食べ
ていると、より幅広い栄養素を摂取すること
ができるからです。腸もまた、多様性の恩恵
を受けます。微生物叢は多種多様な細菌で
構成されていることが好ましく、細菌が異な
れば求める餌も異なります。ですから、変化
に富んだ食事をすると、微生物叢の多様性
が促進されることになります。6 

高品質のプロバイオティクスのサプリメント
は確かに便利ですが、できるだけ普段の食
生活を通じて基本的な栄養ニーズを満たす
ことが望まれます。キムチ、ヨーグルト、ケフィ
ア、味噌、ビートクワス、ザワークラウトなどの
発酵食品は優れた選択肢です。毎日多彩な
食品を食べているのでなければ、サプリメン
トの利用を検討するのも一案です。それは、
偏った食事よりもサプリメントの方が多様な
プロバイオティクスを含んでいる可能性が
高いからです。

腸の健康を高めるためにできることは他に
もあります。一部の人工甘味料は、腸内微生
物叢に混在する健康に良くない細菌の成長
を促すことがあるので、避けた方がよいでし
ょう。7 

不必要な抗生物質の使用は避けましょう。抗
生物質は開発されて以来多くの人命を救っ
てきた医薬品ですが、しばしば過剰処方され
ています（例えば、効果のないウイルス性疾
患に処方されたり、食事やサプリメントで効
果的に管理できるはずのニキビ治療で抗生
物質が長期使用されたりしています）。医療
用抗生物質の過剰使用に加えて、大規模な
工業型農場でも抗生物質が大量に使用され
ています。消費者はそこで生産された肉を通
じて抗生物質を体内に取り込むことになる
ため、こういった抗生物質が人類全体の腸内
微生物叢に及ぼす影響は世界的な健康問題
となっています。 

新生児の母乳育児が奨励されているのは、
生後6週間母乳のみを（粉ミルクを使わず）
与えられた乳児は、腸内微生物叢がより健康
的であることが知られているからです。8 
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doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3732. PMID: 26752321; 
PMCID: PMC4783194.
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ポジティブな人は心臓血管系の健康状
態が良好
前向きな姿勢と感謝の気持ちを重視する人
は、心臓の健康によい生活をしていると言え
るそうです。1 ネガティブな人と比べると、野
菜や果物をより多く食べる傾向にあることが
報告されています。2 また、ポジティブな人は
より活発に運動やエクササイズをする傾向
もあり、それが心臓の健康に寄与するとの指
摘もあります。3 

感謝と睡眠
一般的に、睡眠不足になるとイライラしやす
くなって気力が低下し、さらにネガティブな
思考に陥りやすくなります。また、ネガティブ
な思考でいると、細かいことまで考え込んだ
り、感情を反すうしたりして、睡眠が妨げられ
ることがあります。ですから逆にポジティブ
思考で感謝や楽観性を重視していると、より
良い睡眠の恩恵が受けられるというのは、驚
くようなことではありません。4 体内の代謝や
内分泌機能がうまく働くためにも、夜の良質
な睡眠は欠かせません。

感謝の気持ちと免疫力
感謝の気持ちに寄り添うと、自然とポジティ
ブな気持ちになり、それが免疫を強化してく
れるそうです。ある研究では、300人の成人を
対象に、風邪の罹患率を調べました。すると、
よりポジティブな行動（それには感謝の気持
ちが不可欠です）に参加したグループは、ウ
イルスに対してより強い抵抗力を示したとい
うことです。5 科学的な見地からは、これには
ホルモンによる免疫反応の強化が関連して
いると考えられています。6 

嫌だったことも認める�
感謝を心がけるということは、自分が感じた
悲しみや失望、損失を最小化したり、無視し
たりすることを意味するものではありませ
ん。望んだようにならなかったことも、苛立た
しさも、ありのままに認識しましょう。ただし、
その思いをいつまでも燻らせてはいけませ
ん。否定的な思考と感情を振り返って、それ
ぞれの経験を尊重したら、より多角的な見方
を試みて下さい。そこに人生の教訓（不遇や
不公平の要素も含めて）を見出すのです。思
わしくない状況にあっても、そこから抜け出
せるように手を差し伸べてくれた人や親切に
してくれた人がいたのではありませんか。悲
しみを乗り越えて、ポジティブな方向へ踏み
出す方法をプランにしましょう。

辛い経験に対処するには、感謝の散歩がお
すすめです。時計か携帯電話でタイマーをセ
ットして、散歩の前半は悲しみや怒りといっ
たネガティブな感情を振り返って下さい。そ
して後半は、意図的に感謝の対象を挙げるこ
とだけに集中するのです。

自分の内にこもらず、他の人に焦点を当てて
みることも必要です。自分の損失や悲しみば
かり考えてしまう時は、あえて他の誰かにお
祝いや前向きな願いを伝えましょう。すると、
自分の気持ちも明るくなってきます。どんな
時も、川上には必ず誰かがいて、川下にも必
ず誰かがいるものです。あなたの痛みが取る
に足らない、大したことではない、と言ってい
るのではありません。望みに手が届かなくて
も、自分を卑下しないで下さい。

薄皮をはぐように
タマネギでちょっとした連想をしてみましょ
う。タマネギの外皮を世界に、芯を自分の内
なる精神になぞらえて、感謝の気持ちを確か
めながら、1枚ずつ皮をはいでいく、というも
のです。最初は世界からスタートします。そし
て、自分の住んでいる大陸、国、都市、地域、
庭と家、部屋、外界と接する自分の体、体の内
側、そして心へ、と感謝していることを見つけ
ながら、意識を移していきます。

次に、心の内側から外に向かって順に、先程
とは別の感謝を挙げていって下さい。これ
は、個人と世界のあらゆる規模で感謝につい
て考えられる、優れた方法です。

満たされた気持ちに浸る
日々の生活で自分がどれだけ満たされてい
るかに着目すると、手の中にないものよりも、
既にあるものへと意識を向けることができま
す。基本的なものはもちろん、それ以上をもう
手に入れている、という風に考え方が変わっ
ていくでしょう。あれが「要る」これが「欲しい」
といった心の声を、ここに「ある」「ありがた
い」と意図的に変える努力を続けて下さい。

ミニマリズム志向の人が増えている一因は、
物を減らすことで喜びに満ちた豊かな生活
にフォーカスできるという点です。それは精
神的な負荷も軽くしてくれます。
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感謝のもたらすもの 
マインドフルネスやウェルビーイングの世界で感謝の気持ちに焦点を
当てることは、特に新しいことではありません。「感謝の気持ちを日
記につけましょう」「ポジティブなことに集中しましょう」など、口々
に言われています。ですが、なぜ感謝の気持ちが大切なのか、考えて
みたことはありますか。また、人生や社会生活において困難に直面し
た時、どうすれば感謝を大切にできるのでしょうか。
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PSY.0000000000000238. PMID: 26428445; 
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2 Sapranaviciute-Zabazlajeva, L et al. “Link between healthy 
lifestyle and psychological well-being in Lithuanian adults aged 
45-72: a cross-sectional study.” BMJ Open, Vol. 7,4 e014240. 
3 Apr. 2017, doi:10.1136/bmjopen-2016-014240
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doi: 10.1016/j.psym.2012.04.004. PMID: 22748749.
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psy.0000077508.57784.da. PMID: 12883117.
6 Silverman, Marni N et al. “Immune modulation of the 
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis during viral infection.” 
Viral immunology, Vol. 18,1 (2005): 41-78. doi:10.1089/
vim.2005.18.41
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自分が持っているものをもう充分だとみなす
と、喜びをもたらす機会や人、物事にエネル
ギーを注ぐことができるようになります。

構図を改める
あらゆる物事について現実的な視点から捉え
なおし、よりポジティブな側面に目を向けるに
は、ある程度の練習が必要です。何度もやって
みれば、習慣として定着しやすくなります。そ
れがよく分かる話をひとつ、ご紹介しましょう。

かつてある家庭に子供が二人いて、それぞ
れ非常に異なる物の見方をしていました。一
人はとにかく楽観的な子で、もう一人は感謝
の気持ちが薄く、立ち直る力の弱い子でし
た。両親は楽観的で現実離れした所のある
子について、いつの日か、世界が良い物事ば
かりではないことに気付くであろうことを心
配しました。明るくて理想に満ちた我が子を
愛しつつも、すべてがいずれは失望につな
がると考えていたのです。一方、両親はもう
一人の子供を見て、こう不平不満ばかりで
は、満たされた暮らしができるようにならな
いのではないかと心配しました。

ある時、両親は2つの部屋を全く異なるもの
で埋めて、子供たちの反応を見ることにしま
した。片方の部屋には、子供たちの好きそう
な、あらゆる種類のおもちゃと遊び道具をた
くさん用意しました。もう一つの部屋には、馬
糞を山のように積み上げました。そう、ウンチ
です。両親は、楽観的な子を馬糞の部屋で過
ごさせることで、人生は厳しく、失望すること
もあるのだと教えようとしました。そして、悲
観的な子には、喜びと感謝の気持ちをたくさ
ん経験して欲しい、と思ったのです。

子供たちはそれぞれの部屋に案内されまし
た。普段からネガティブな子がおもちゃでい
っぱいの部屋に入ると、疑心暗鬼になって周
りを見回しました。やがていくつか手に取っ
て遊んだ後、「こんなおもちゃがあったらい
いなと思うんだけど、ないみたいだね」と話
し始めました。それから、ごちゃごちゃしてい
る、硬くて嫌だ、好きでもないものばかりだ、
ほんの少ししか気に入ったものがない、とつ
ぶやきながら、数時間が経ちました。

おもちゃの部屋で遊んだ後（そして散々文句
を言った後）、片付ける時間になったときも、
口から出てくるのは不平不満だけでした。

一方、馬糞だらけの部屋に入った子供はさ
ぞ嫌な思いをしているだろうと、両親は思っ
ていました。臭いといい、糞の量といい、ひど
いものだったからです。部屋に入ると子供の
姿が見当たりません。おもむろに糞の山から
糞の塊が飛び、その先に別の山ができてい
ました。どこにいるのかと声をかけると、スコ
ップを手に、満面の笑顔で山の後ろから姿を
現した子供は言いました。「ママ、パパ、これ
見た？これだけ糞があるんだから、どこかに
ポニーがいるよ、絶対に！」と。

あなたはどちらの子から何を学べるでしょう
か。
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ビタミンD、マグネシウム、亜鉛、セレン、プロ
バイオティクスの場合とは異なり、CoQ10不
足で欠乏症になることは稀です。しかしなが
ら、ある種の条件下にある人は、サプリメン
トで追加したり、CoQ10を豊富に含む食品を
積極的に食べたりすることで、メリットが得ら
れます。加えて、年齢を重ねるにつれて体内
で作られるCoQ10の量が減っていく可能性
があるので、適宜サプリメントで補うのがよ
いかも知れません。

CoQ10は体内の代謝とエネルギー生産に欠
かせない成分で、カロリー燃焼はもちろん、
食べたものをエネルギーに変える過程を補
助しています。つまり、ヘルシーで栄養価の
高い食品を食べたとして、これを分解して適
切に利用するには、CoQ10の手助けが必要
になるのです。CoQ10は、体内の酵素が適切
に機能できるように、元素を運ぶ（電子に似
た）働きもしています。

これは多くの場合体内のミトコンドリアと関
連しています。体内のCoQ10は主に細胞の
発電所に相当するミトコンドリアに蓄積され
ています。1 CoQ10は体内のすべての細胞に
存在しますが、腎臓、肺、心臓といった生命維
持に不可欠な機能を活発にこなす臓器に特
に大量にあることが知られています。2

CoQ10は基礎代謝以外にも、心臓血管系、免
疫系、脳の健康、片頭痛の予防、認知機能な
どにおいて重要な役割を果たしています。こ
れらに関連する疾患がCoQ10の不足が原因
となって生じるのか、それとも疾患自体が
CoQ10の不足を引き起こしているのかは分
かっていません。

心不全患者が参加した2つの別々の研究で
は、CoQ10のサプリメントを摂取した場合、
合併症や入院の事例が少なかったと報告さ
れています。3 , 4 まだ決定的ではないものの、
高血圧をCoQ10の増量によって低下できる
可能性がいくつかの研究で示唆されています

（利点が認められなかったとする研究も他
にあります）。5,6 心臓病を患っている方は
CoQ10の補給を検討すべきかどうか、医療
従事者に相談してみてもよいかも知れませ
ん。

一方、高コレステロールとして一般的に知ら
れる高脂血症の問題を抱えている場合は、処
方されている薬によって体内のCoQ10の量
が低下している可能性があります。

スタチン薬の副作用で痛みや脱力感などの
症状が出ている場合は、CoQ10の補給で副
作用の一部を軽減できる可能性があります。
ただし、特に重篤な状態で処方された薬を
服用している場合は、まずかかりつけの医師
に相談して下さい。

CoQ10のメリットは脳の健康と認知機能に
も期待できます。脳は脂質が多く、加齢も相
まって、酸化によるダメージを特に受けやす
い性質があります。CoQ10は、フリーラジカ
ルの活動がもたらす酸化ストレスに対抗す
る重要な抗酸化物質です。ヒトを対象とした
研究がさらに必要ではありますが、CoQ10の
補給でアルツハイマー病やパーキンソン病
の進行を遅らせることができると考えられて
います。7,8  CoQ10の欠乏は片頭痛に悩む人
にも認められ、補給が片頭痛の予防や治療
に寄与することがいくつかの研究で示され
ています。9 

CoQ10が特に豊富な食品はいくつかありま
す。その多くが健康を最大限に引き出す食事
に望ましい標準的なものです。マス、サーモ
ン、マグロ、イワシ、サバなど、脂ののった栄
養たっぷりの魚を食べましょう。ホウレンソウ
やブロッコリーも抗酸化物質が豊富です。菜
食主義者や魚が苦手な方、魚アレルギーの
ある方には、豆類、特にレンズ豆がおすすめ
です。ゴマ、ピスタチオ、ピーナッツなどのナ
ッツ・シード類も肉類以外でCoQ10の摂取に
適した選択肢です。

15

CoQ10またはユビキノンの名でも知られるコエンザイム（補酵素）Q10は、体内で自然に産生される抗酸
化物質で、フリーラジカルの攻撃に対抗する重要な化学物質として活躍しています。抗酸化物質の多くは
食品やサプリメントから摂取するほかありませんが、CoQ10は体内で作ることのできるタイプの抗酸化物
質です。

コエンザイムQ10
ハーブとサプリメント

それでも、心臓病を抱えつつより
長生きしたい人にとって役立つ成
分として、CoQ10は有望視されてい
ます。
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乳幼児を相手にしているとあまり実感がな
いかも知れませんが、子供たちには生得的
な共感力があり、社会的な賢明さも備わって
います。ただし、その発達には時間がかかり
ます。初めのうちは、お掃除を手伝うとご褒
美がもらえるから、といったように、欲しいも
のを手に入れるために良い行いをしていた
としても、やがて、人に優しく親切な行動をす
ると褒めてもらえるのだ、と学びます。さら
に、社会的にも情緒的にも成長してくると他
者のニーズを認識するようになって、「遊び
場でよその子が泣いているのは、家に帰るの
が悲しいからだ」あるいは「妹が怒っている
のは、おもちゃが壊れたからだ」という風に、
理解が進みます。そこから、助けてあげたい
という深みのある感覚が芽生えます。子供た
ちは、誰かの力になることで自分が良い気分
になれることを本質的に知っているのです。
新しいことを学んだり、自分で着替えたり、靴
を履いたりできるようになるのは、子供たち
にとって誇らしいことです。同様に、私たちが
知っているような、他の誰かのために正しい
行いをしたときの気持ちも、子供たちは実感
し始めます。

そのためには、大人は多くの内省をすること
になるでしょう。ちょっと難しい自己分析も必
要になるかも知れません。命令口調で「優し
くしなさい、友達に怒鳴ったりしないで」と言
ったり「他の子のおもちゃを取り上げてはだ
め」と諭したりするのではなく、大人が他人を
どのように扱うかを見せることが子供たちに
優しさを教える第一歩となります。あなたは
買い物に出たとき、レジの店員に対しても感
謝の気持ちをもって礼儀正しく優しく接して
いますか。並んだ列がなかなか動かないと
き、苛立って鼻息が荒くなっていませんか。ご
近所さんとはフレンドリーな関係を築いてい
ますか。他の人のことを話すとき、批判的に
なっていませんか。この最後の事例は特に重
要です。それは、子供たちは常に大人の話を
聞いているからです（例えおもちゃを片付け
てほしいという親の要求を聞き流していたと
しても！）。他人の容姿を批判したり、迷惑だ
と思う人の噂話をしたりしている間も、子供
はそれを見聞きして学んでいます。

他者の親切な行動に目を向け、気付いたこ
とについて話してみましょう。例えば「おばあ
ちゃんはね、近所の学校で子供たちに本を
読み聞かせするボランティアをしているんだ
って」と切り出せば、おばあちゃんがどんなこ
とをしているのか、なぜそうしているのか、そ
してそれがどのように他の人の役に立つの
か、といった話を子供たちと一緒に考えなが
らすることができます。可能なら、子供たちと
関わりのある人々にも話し相手になってもら
って、優しさの重要性について語り合いまし
ょう。おばあちゃんと子供たちが話せる機会
をつくって、おばあちゃんが具体的にどんな
ことをしているのか、なぜしているのかを共
有できるよう促しましょう。そうすることで、優
しさを普通の感覚として身につけ、期待に応
えようという気持ちが生まれます。

「妹の方はもっと優しいのにね」などと言わ
れると、子供心に恥ずかしく感じたり、反発し
たくなったり、自分は劣っているのだと思った
りします。実際に相手の中に見出した優しさ
について、感謝と思いやりの気持ちをもって
話して下さい。「今切った電話でカスタマー
サービスの係の人と話していたのだけど、と
ても親切で頑張り屋さんだったわ。私の困っ
ていたことを解決するために親身になってく
れて、本当にありがたいことね」といったよう
に。 
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親として子供に何を望むかと問われたなら、健康であってほし
い、あるいは幸せであってほしい、と答える人は多いのではな
いでしょうか。また、子供には成功を経験してもらいたい、と言
う人もいれば、常に愛されていることを感じていてほしい、と言
う人もいるでしょう。では、優しさを優先的な価値観にして子供
たちに向き合っている人はどのくらいいると思われますか。子
供たちに優しさの大切さを教えることは、親（または祖父母、お
じ・おば、教師、子供の世話をする人）としてなすべきことの中
でも特に重要です。

優しさを子供たちに教える
には

家族の健康

ヘルシーな食事をすること、毎日
体を動かすこと、興味を持って学
ぶこと、等 、々子供に教えたいこと
は山ほどありますが、優しい人に
なってもらいたいと思うなら、お手
本を見せて教えるのが一番です。

注意していただきたいのは、他者
の親切な行動を引き合いに出し
て比較すべきではないということ
です。
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では、各家庭で優しい心を育てる方法をいく
つかご紹介しましょう。自分が感じたこと、思
ったことを話題にして下さい。特に、自分の
弱みについて話すことは大切です。そうする
ことで子供たちに、弱みを見せることも、感情
に対処することも、ごく正常なのだと示すこ
とができます。これは同時に、子供たちにとっ
ては、他者の問題にどう反応し、解決を手伝
うかを学ぶ機会となります。子供にもそれぞ
れに個性があることを念頭に置いて、一人ひ
とりが自分なりの優しさの「スタイル」を見つ
けられるように手助けをして下さい。

豊かさを共有する行動も見せましょう。自家
栽培で豊作（トマトなどの野菜でも花でも）
に恵まれたら、子供たちと一緒にどれくらい
の量があるか確認し、必要以上にあるものを
近所の家におすそ分けに行きましょう。

大人が夕食を作ったり掃除機をかけたりして
いるときには、それがどう家族を助けている
のかを話して聞かせましょう。時には子供に
手伝いを申し出ることも必要です。自分が家
族に手伝ってもらいたいと思うのと、同じ気持
ちでいることもあるかも知れません。

お友達との交流は毎日話題にしましょう。グル
ープで誰かがいじめられたり蔑まれたりして
いないか、気を配りながら耳を傾けて下さい。
自分たちが優しさを大切な価値観とする家族
であることを教えるだけでなく、さらに踏み込
んで、仲間の意地悪な行いについてよく考え、
噂話や嘲笑の対象にされている人の味方に
なれるか、話し合って下さい。

我が子もまた、社会貢献の一翼を担う存在で
あることを再認識しましょう。子供たちに健や
かで満たされた実りある人生を願うのは当然
ですが、他者と地球にとってよき人間になっ
てこそ、その意味があるということを忘れな
いで下さい。

17

家事手伝いは早めに導入しましょ
う（生後18ヶ月〜2才頃から）。た
だ単に家事を割り当てるのではな
く、助け合う家族の一員としての
責任が理解できるように話をして
下さい。
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ダンスは全身トレーニングです。自転車に乗
ったり歩いたりする時は、主に足を動かしま
す。いずれも非常に良いエクササイズです
が、全身を使うフィットネスなら、1つか2つの
筋肉群が過度に疲労するのを防ぎつつ、体
力をバランスよくつけることができます。さら
に運動がより面白くなります。

ウォーキングや階段昇降など、私たちが日常
的に行う動きは、頭頂から下へ向かう縦方向
の平面、つまり人体を左右に分けることを想
定した平面に沿うように体の動きを保つも
のです。踊っている時の動作は独特なもの
で、横向き、前向き、回転など、異なる軸で動
きます。足の動きとは全く関係なく腕をねじ
ったり、曲げたり、反らせたり、動かしたりもし
ます。

踊っている時は、実際に運動していることを
忘れてしまいます。サイクリングやジョギング
をしている時に、どれだけ時間が経過したの
か、どれだけの残り時間があるのか気になっ
て、何度も時計を見たことはありませんか。ダ
ンスはとても社交的かつダイナミックで楽し
い活動なので、踊っているとすぐに時間を忘
れてしまいます。ダンスなら、音楽と体の動き
を楽しみながら運動できます。肉体に課す面
倒な作業のようには感じません。

実はダンスは体に優しい全身運動です。膝、
足首、腰の怪我を引き起こす可能性のあるラ
ンニングのような運動とは異なります。プロ
のダンサーであれば自分の体を極限まで追
い詰めるでしょうが、ダンスは自分が頑張れ
る範囲を超える必要のない運動なのです。
社交ダンスは体にも優しい運動です。ダンス
クラスの運動量について気になる場合は、
事前にインストラクターに相談するか、クラ
スを見学して自分に合っているかどうかを確
認するとよいでしょう。

水泳、ジョギング、ボートといった運動は、反
復運動によって無我の境地に入るには最適
です。ダンスの動きは音楽やダンスパートナ
ー（パートナーと組むタイプの場合）によって
変わってくるので、よりダイナミックと言えま
す。ですから、ダンスをすれば心も同様にア
クティブでいられます。1

次の動きを考え、パートナーの動きに反応
し、音楽のリズムと次の動きの手がかりにな
る音を聞き、空間と自分の立ち位置を認識し
なければなりません。たくさんのことが同時
進行しているので、脳は様々な方法で考え、
反応することを迫られます。

一人で踊れば、不安や人目を気にすることな
く、好きなように踊ることができます。ソロで
踊るダンスでは、好きな音楽と踊りたい時間
を選択できます。また、オンラインにたくさん
あるダンスクラスにアクセスしてレッスンを
受けたり、やる気を引き出してくれるインスト
ラクターや指導員にアクセスしたりもできる
でしょう。

もちろん、ダンスクラスやダンスグループに
加わるという選択肢もあります。パートナー
が必要なダンスクラス（サルサダンスなど）
でも、インストラクターをフォローするだけの
ダンスクラス（ズンバなど）でも、好みで選択
して下さい。クラスの良いところは、他者との
約束が心の支えになる、という点です。さら
に、一緒に体を動かしながら、他の人と出会
ったり、楽しい人たちと時間を過ごしたりす
ることもできます。ダンスは世代を超えて楽
しめる運動です。若者や子供とのつながりを
保つのにも役立ちます。ぜひ、孫を誘ってダ
ンスクラスに行きましょう！

18

さて質問です。気分が高まり、社交性を保てて、かつ若 し々く感じられること。心臓の健康にも良く、新
陳代謝を高め、そして年を重ねるにつれてもっと楽しめるようになること、それは一体何でしょうか。答
えはダンスです！

ダンスで踊りましょう

家族の健康

ダンスはチェスに少し似ていま
す。記憶、計画、整理、技能の構築
といった脳の各領域を活性化し
ます。2 

ダンスは社会性の面でもかなり
多様だと言えます。朝起きて音楽
をかけ、誰にも見られずに自宅で
踊る、そんな単純な楽しみ方な
ら、特にスキルがなくても、新し
い動きを習いに行かなくても構い
ません。

ダンスには確かにバランスと動
きを調整する能力が必要です。能
力が以前より衰えてしまった場合
や、相応のレベルに達していない
場合でも、ダンスはそれらを向上
させてくれる良い選択肢になるで
しょう。

1 Edwards, Scott. Dancing and the Brain, Harvard Mahoney 
Neuroscience Institute, neuro.hms.harvard.edu/harvard-
mahoney-neuroscience-institute/brain-newsletter/and-brain/
dancing-and-brain.

2 Teixeira-Machado L, Arida RM, de Jesus Mari J. Dance for 
neuroplasticity: A descriptive systematic review. Neurosci 
Biobehav Rev. 2019 Jan;96:232-240. doi: 10.1016/j.
neubiorev.2018.12.010. Epub 2018 Dec 10. PMID: 30543905.
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フィットネスの世界ではゴルフはスポーツと
して数えられないことがあります。それは体
にやさしすぎるせいかも知れませんし、心拍
数がスポーツと言えるレベルに達しないせ
いかも知れません。しかし、ゴルフを軽く見て
はいけません。ポロシャツを着て白いバイザ
ーをつけたゴルファーがカートとうろうろし
ているだけの遊びではないのです。ゴルフは
立派なスポーツで、激しい運動に参加でき
ない人にとっても、気軽に外に出て体を動か
す良い機会となり得ます。

また、大規模グループを対象とした10年間に
及ぶデータを追跡調査したところ、常連のゴ
ルファーとゴルフをしない人では、死亡率に
有意な差があることが分かりました。10年間
の死亡率は、ゴルファーが15.1％であったの
に対し、ゴルフをしない人は24.6％でした。

なお、この研究では、ゴルフのプレー中歩い
て移動したか、ゴルフカートを運転したかは
示されていません。つまり、活力で優勢だっ
たという結果は、ホールからホールへと歩く
という身体活動のみに起因するものではな
いということです。このデータを分析した科
学者たちはむしろ、ゴルフが有益なのは、競
い合うことがもたらす興奮などの社会的側
面があるからではないかと考えています。ま
た、この情報の発表にあたっては、新鮮な空
気と太陽の光、自然がもたらす健康効果もあ
るとした医師もいました。

男性の孤独は今や社会的な問題となってい
ます。特に年齢を重ねると深刻になりかねま
せん。男の子は幼い頃から、自分の感情を他
者と共有することに違和感を覚え、自分の時
間を割いてまでやる価値のないことと見て
いるようです。2男の子の場合、悲しい状況に
直面したときに仲間とともにその経験を乗り
越える可能性は、女の子よりも低い傾向にあ
ります。残念ながら、こういった思考や行動
は男の子にとってロールモデルとなる成人
男性（男性は女性よりも友人が少ない場合
が多い）から模倣され、その後長じてからも
持続しがちです。

一方、男性の傾向として、社会的な交流の中
で結婚やキャリアを重視するのは興味深い
ところです。仕事や配偶者、家族に献身的な
こと自体はすばらしい特質ですが、そのため
に配偶者に社会的ニーズの責任を負わせた
り、公私の生活の境界線が曖昧になったりす
ることもしばしばあります。家族と支えあえる
のは良いことですが、家庭外で親しい友人関
係に恵まれている男性は、より健康で長生き
しやすいことがいくつかの研究で示されて
います。3

また、ミレニアル世代の多くが感情的知性に
確かな価値を見出し、自己の成長でも大切に
したいと考えています。

20

よく晴れた日、見渡す限りの緑豊かな自然の中で、そよ風を感じながらのんびりと歩き、全身運動をしな
がら気の合う人たちと一緒に過ごす…これがゴルフに出かけた日の典型的な様子です。

ゴルフの社会的メリット 

家族の健康

実に約6,000人が参加した大規模
かつ長期的な研究で、定期的に
（少なくとも1ヶ月に1回）ゴルフを
した人は健康上重要なメリットを
得ていたことが示されています。1

希望の光が見える報告もありま
す。ミレニアル世代は友人関係を
大切にする傾向が強く、社会的な
娯楽だけでなく、感情面を支え合
う目的でも家庭外のソーシャルネ
ットワークを頼りにしています。

1 “Golfing Regularly Could Be a Hole-in-One for Older Adults’ 
Health.” American Heart Association, 12 Feb. 2020, newsroom.
heart.org/news/golfing-regularly-could-be-a-hole-in-one-for-
older-adults-health.
2 Rose, Amanda J, et al. “How girls and boys expect 
disclosure about problems will make them feel: implications 
for friendships.” Child development vol. 83,3 (2012): 844-63. 

doi:10.1111/j.1467-8624.2012.01734.x.
3 Chopik, William J. “Family/Friend Influences on Health across 
the Lifespan.” OSF, 4 Apr. 2017. Retrieved from osf.io/9jpux.
4 Landrum, Sarah. “Millennials And The Resurgence Of 
Emotional Intelligence.” Forbes, Forbes Magazine, 21 Apr. 2017, 
www.forbes.com/sites/sarahlandrum/2017/04/21/millennials-
and-the-resurgence-of-emotional-intelligence/.
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ゴルフに話を戻しますが、社会性を大切にす
るにはどうすればよいのでしょうか。まずは、
顔を出して参加すること、そして、心の鎧は脱
ぎ捨てることです。

友人関係を生活上の優先事項にすることを、
自分との約束にして下さい。ゴルフのように
社会性のあるアクティビティ（ランニンググル
ープ、親の会、ゲームクラブなどでも構いま
せん）に参加して、人間関係を育みながら健
康に良いことを楽しみましょう。

21

臆病な面がむき出しになって気ま
ずく感じることもあるかも知れま
せんが、それこそが人間関係を深
める鍵となります。
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核家族化はここ100年ほどの間で見られるよ
うになった比較的新しい現象であり、歴史的
には頻繁に起こったことではありません。産
業革命中などは国内で田舎から都市部への
大規模な人の移動がありました。また1800
年代後半は大規模な植民地への入植、世界
大戦後はヨーロッパから南北アメリカへの
移民など、国から国へ人が移動しました。そ
れでも多くの場合、大家族全員が一緒に移住
していきました。

母乳育児は自然な人間の行為のひとつであ
りながら、最も非本能的とも言えるもので
す。新米ママが母乳育児を学び（それまで自
力で摂食する必要のなかった新生児もとも
に学ぶことになります）、適切な授乳ができ
るようになるまで、専門家の指導を何度か受
けても2〜3か月かかることがあります。母乳
育児で公的な支援を受け、順調だと感じて
いても、授乳は寝かしつけや赤ちゃんが眠っ
ている時間と重なりがちなので、その間は一
人で沈黙の中にいることになり、孤独を感じ
ます。こういった気持ちはあるがままに認識
しつつ、手本となるような「あるべき姿」のイ
メージにこだわらず、もっとのんびりと赤ちゃ
んと絆を結ぶ時間を持てるように考えてみま
しょう。

世界のどこに住んでいるかによりますが、産
後のサポートシステムは本人が積極的に動
かないと見つからない場合があります。デン
マークやスウェーデンなど一部の国では、地
方自治体が医療や教育制度を通じて初めて
子どもを持つ母親のグループを作っていま
すが、ほとんどの国では母親が自力でそのよ
うな支援を探さなければなりません。グルー
プ参加に費用が必要な場合や見つけるのが
難しい場合、ことはさらに複雑になります。

インターネットで情報を見つけるか、対面で
集まるグループへ足を運んでみましょう。イン
ターネットには豊富な情報がありますが、子
育てフォーラムの内容には注意が必要です。
というのは、（良くても）不必要な情報や不確
かな情報に基づいたアドバイスであったり、

（最悪なものでは）厳しい批判を載せてあっ
たりと、開いてはいけないパンドラの箱に手
をかけることになりかねないからです。居住地
域で新米ママのグループを検索するか（出産
前から参加できるグループもあります）、おす
すめのグループについて助産師や産科医に
尋ねてみて下さい。母乳育児をしている場合
は、ラ・レーチェ・リーグや地元の病院を通じて
母乳育児支援グループにアクセスできます。

他者と直接対面するグループに参加すること
については、自分なりに感じるところがあるは
ずです。自分の気持ちに沿って考えて下さい。
健康と安全の確認にどのような予防措置を講
じているか（口と鼻全体を覆うマスクの適切
な使用を義務付けているかなど）、グループの
リーダーに問い合わせてみるのも一案です。

あるいは、仲間の顔を見ながらライブミーテ
ィングができるオンライングループ

（Skype、Zoom、Googleチャットなど）に参
加するという方法もあります。繰り返しになり
ますが、これは誰がどう書いたか分からない
フォーラムやFacebookグループよりも望まし
い方法です。女性が産後に必要とする人間関
係には、人々の顔を見たり、声を聞いたり、笑
顔がすぐに返ってくるような交流をしたりす
ることが不可欠です。

妊婦さん、特に妊娠初期の場合は、出産前の
母親で集まるグループに参加することを検討
してみましょう。産科クリニックには「センタリ
ング・プレグナンシー」と呼ばれるコンセプト
を導入している助産師や看護師もいます。こ
れはクリニックの予約を予定日が近い妊婦
でまとめ、ヘルスケアに重点を置いたサポー
トグループを作るものです。これらのグルー
プは、出産後にも母親同士で会うことがよく
あります。
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初めて子どもを持つ母親の孤立は、現代社会共通のテーマです。
何世代か前までは数世代の家族が同居していたので、他の親から
も多くを学ぶことができましたが、最近は新米ママの多くが人生
を一変させる全く経験のない新しい母親業をスタートしてから孤
立を経験しています。この孤立には明らかな理由があります。そし
て、孤独に打ち勝つためのアイデアがあります。

新米ママの孤立 

家族の健康

現在では、独身、夫婦、核家族と
いった形態は珍しいものではなく
なり、親戚一族が何百キロも離れ
た遠くにいる、ということもありま
す。そして、この家族のあり方は、
新米の母親が母としての役割と
責任に慣れる手助けにはならず、
より一層複雑なものにしてしまい
ます。

新生児の世話で気が遠くなるほ
ど疲れている時や、社会的距離を
取る必要のあるパンデミックの間
は、直接何かをしに出向くのは難
しいでしょう。
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妊娠中は、地元のヨガスタジオをチェックし
て、妊婦が参加できるクラスや出産後のプロ
グラムがあるかを確認してみましょう。産後
のヨガプログラムは、腹部と骨盤底の回復を
中心にしたもので、よくある腹直筋離開が気
になる場合は特におすすめです。ヨガに興
味がない方は、新米ママがベビーカーと歩く
ウォーキンググループがあるかチェックして
みるとよいでしょう。

自分より数ヶ月か1年ほど早く出産した女性
を探して、気がかりなことや感情面について
相談相手になってもらえるか、聞いてみまし
ょう。

孤立感が産後うつにつながりそうだと思った
ら、すぐに専門家の助けを求めて下さい。ホ
ルモンバランスが崩れていて、睡眠は偏って
います。これら2つの事実だけでも心身が不
安定な状態になることを理解しておきましょ
う。

産後は、調整や加減、適応が必要な長い期間
になることを忘れず、他人にも自分自身にも
優しくしましょう。
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グループには助産師や看護師も加
わり、妊娠、分娩、出産の際にどう
いったことが起こるのかを教えま
す。また新生児のケアの方法も指
導します。

おそらく、得たばかりの知識を喜
んで共有してくれるでしょう。 
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非常に重要です！友人（と家族）は問題に直
面したときにセーフティネットとなって助け
てくれます。また、良いニュースがあるときに
は友人と共有することで喜びはさらに大きく
なります。人間が本質的に社会的な生き物で
あり、他者と過ごすことが心にも体にも良い
という科学的証拠はたくさんあります。幸福
感一つに着目しただけでも、社会的なつな
がりがうつを防ぐ最も強い要因であることを
示した研究が最近発表されています。1 

そしてグループの仲が親密になるにつれ、お
互いに対する責任感や信頼感も芽生え、健
康的でポジティブな関係を築くことができま
す。では、よい友人を持つことのデメリットは
あるでしょうか。答えはノーです。親しい友人
が何人必要かは人によって違いますが、同じ

価値観を持つ友人や家族と過ごす時間がい
つまでも若 し々くいるために重要であるとい
うことは永遠に変わらぬ真実です。

プロバイオティクスとは私たちの腸内に住
む小さな非病原性の細菌です。私たちの体
内には何兆もの微生物がいて、様々な活躍
をしています。本来人の体では消化しにくい
食べ物を分解し、人の消化管で吸収できる
栄養素に変えてくれている細菌もたくさんい
ます。また、プロバイオティクスは体に悪い
細菌が増えすぎるのを防ぐことで体を健康
に保ってくれます。バランスが崩れて悪い菌
が増えると、病気になったり不快感が増した
りしてしまうのです。プレバイオティクスはプ
ロバイオティクスの餌となるものです。地球
上のすべての生き物と同様に、プロバイオテ
ィクスも食べ物がないと生きていけません。
幸運なことにプロバイオティクスは野菜や
果物の食物繊維が大好きです。このため、繊
維質が少なく飽和脂肪酸が多い食生活では
プロバイオティクスが活躍できず、よって腸
内細菌叢を健康に保つことができません。
一方、新鮮な果物、野菜、全粒穀物、ナッツ、
種などをたっぷり食べる食生活ならそれが
可能です。プロバイオティクスにヘルシーな
プレバイオティクスを与えて大切にすれば、
彼らも私たちの体を大切に守ってくれること
でしょう。

全く同じ人は二人としていません。ですから人によって違う
というのが答えです。あなたの体のニーズは最も血縁が近
い家族とですら少し異なります。そのため、これが最もヘル
シーだ、と言える食事はないのです。しかし、全ての人に当
てはまる大まかなガイドラインはあります。必要な栄養素を
きちんと取れるように幅広い種類の食品を食べることや、き
れいな水を飲むことなどです。そしてどんな人も出来合いの
ジャンクフードは避けるべきです。これらのシンプルなルー
ルに従い、脂質、炭水化物、タンパク質をバランスよく、活動
レベルに応じた適切な量を食べれば、自分のニーズに合っ
たヘルシーな食事をしていることになるでしょう。常識と自
分の体に関わる直感、バラエティの豊かさを指針として、何
がベストかを考えましょう。

プレバイオティクスとプロバイオ
ティクスの違いは何ですか。

最もヘルシーな食事とはどんなものですか。

ポジティブな体験、人々、状況に
意識やエネルギーを向けたいと考
えている人が同じような考え方の
人たちと親しくなると、互いによ
い影響を与え合います。

友人を持つことはどのくらい重
要ですか。

1 Choi, Karmel W., et al. “An Exposure-Wide and Mendelian 
Randomization Approach to Identifying Modifiable Factors for 

the Prevention of Depression.” American Journal of Psychiatry, 
2020, doi:10.1176/appi.ajp.2020.19111158.
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