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健康を定義する
先日、私は「健康」を定義するよう求められたのですが、すぐ
には答えられませんでした。それよりも先に知らなければなら
ないことがあると思ったからです。その問いが身体的な健康
と精神的な健康、どちらについてのものなのか。質問者の言う
健康は、単に病気ではないことなのか、最大限に健やかな人
生を謳歌することなのか、と考えてしまったのです。それから、
私が何と答えようと、他の人が定義するものとは異なるであろ
う、とも。
健康の定義は実に人それぞれです。同じ人で
も長い人生、その時々で変わるでしょう。私
自身、今考えられる健康の定義は、二十歳の
頃のそれとは明らかに違っている、と言えま
す。それどころか5年前とも異なります。それ
は体が常に変化しているからです。
こういった理由から、健康を定義するのは、
不変の答を導き出すことではなく、人それぞ
れの旅路として捉えるべきだと思い至りまし
た。年齢、性別、経歴、食事、運動量、DNA、
後成遺伝、民族、志向性など、あらゆる要素
が人それぞれに異なっていて、その全てが一
個人に必要な食事や運動、心のニーズに影
響を及ぼしています。ある人にとってヘルシ
ーな食生活が、別の人にとっては体重維持に
苦労する内容であったり、夫婦の一人にとっ
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て健康的な運動習慣がもう一人には物足り
ないものであったりします。
あなたにとって、健康とは何でしょうか。病
気でなければ健康だと思いますか。健やかな
人生を最大限に謳歌することですか。どちら
でもない、という答えもありでしょう。唯一
の正解というものは存在しません。
自分なりに健康を定義して、達成可能な目標
を設定し、心身ともにできるだけ健康でいら
れるようにしましょう。

Dwight L. McKee
Scientific Director

最新ニュース

脂肪との戦いに終止符。

お肌の症状をラズベリーで和ら
げましょう。
ブラックラズベリーをたっぷりと食事に取り
入れると、皮膚アレルギー関連炎症の軽減
に役立つことを、
ある研究グループが見出し
ました。皮膚には体の免疫系に対する伝達
を担う細胞がありますが、
ブラックラズベリ
ーの成分がそこに働きかけることで、炎症反
応の発生を防ぐことができる、
と考えられて
います。2

新しい趣味で気分を上げて。
最近やや憂鬱な気分になっているとしたら、
新しい趣味を始めることで気分を高めること
ができるかも知れません。
イギリスで行われ
た研究によると、50才以上の成人約9,000人
を対象にした調査で、新しい趣味を始めた
ら、
うつ病のリスクが30％減少したそうです。
新しい趣味を始めるなどの生涯学習活動に
従事すると、気分が高揚するだけでなく、脳
が刺激されて、高齢になってからも認知能力
を保護する助けとなります。1

先延ばしの癖にはポジティブな
集中力で対抗を。

科学者と栄養士が国際的なチームを組んで
実施した最近の研究で、家族性の高コレス
テロール血症の人々については、飽和脂肪
の低い食事でコレステロールを減らせると
いう証拠はない、
との結論に達しました。
こ
の新たな科学的知見は、脂肪分の非常に少
ない食事は、かつて人々が考えていたほど健
康的ではない可能性を示唆しています。身体
活動で消費される量に見合ってさえいれば、
脂肪はあらゆる食事の一部を成す健康的な
存在となり得るのです。4

電源を切って、
ぐっすりと眠りま
しょう。
電磁場の制限は夜の睡眠改善に役立つ可能
性があります。ベッドに向かう前に、
コンピュ
ータとWi-Fiの電源を切りましょう。
どうしても
携帯電話をオフにしたくない場合は、頭のす
ぐ近くに置いたまま寝ないようにして下さ
い。寝ている間に電磁波にさらされないよ
う、モデムやルーターの電源をスイッチひと
つでまとめて切れるよう工夫しておくと、簡
単に実行できます。

自分の意識している感情が似たような感情
を引き寄せるということは、
ますます多くの
根拠とともに示されるようになっています。
最近の研究では、恐怖、苦痛、罪悪感などの
ネガティブな感情に浸っていると、物事を先
延ばしにする癖につながることが明らかにさ
れました。
その結果、
さらにネガティブな感情
にとらわれることになり、なかなか断ち切れ
ない悪循環が始まってしまう、
ということで
す。ポジティブな気持ちや経験に心を集中さ
せることで、
そのサイクルを断ち切れば、
より
生産的な暮らしができるようになります。3

野菜と果物で糖尿病と闘いまし
ょう。
2つの大規模な研究によると、野菜、果物、
全粒穀物が豊富な食事と、2型糖尿病の発
症リスクの低下には相関性があるそうで
す。なかでも全粒穀物は特に効果的で、暗
い色のパンや全粒粉のシリアルを非加熱
で朝食にするなど、
日常的に1サービング
以上を消費した成人で良好な変化が認め
られました。5,6

1
Fancourt, Daisy, Simon Opher, and Cesar DeOliveira. “FixedEffects Analyses of Time-Varying Associations between Hobbies
and Depression in a Longitudinal Cohort Study: Support for
Social Prescribing?” Psychotherapy and Psychosomatics, vol.
89, no. 2 (2019): 111–13. doi.org/10.1159/000503571.
2
Anderson, Kelvin, Nathan Ryan, Arham Siddiqui, Travis Pero,
Greta Volpedo, Jessica L. Copestone, and Steve Oghumu.
“Black Raspberries and Protocatechuic Acid Mitigate DNFBInduced Contact Hypersensitivity by Down-Regulating Dendritic
Cell Activation and Inhibiting Mediators of Effector Responses.”
Nutrients, vol. 12, no. 6 (2020): 1701. doi.org/10.3390/

nu12061701.
3
Pollack, Shira, and Joanna Herres. “Prior Day Negative Affect
Influences Current Day Procrastination: A Lagged Daily Diary
Analysis.” Anxiety, Stress & Coping, vol. 33, no. 2 (2020):
165–75. doi.org/10.1080/10615806.2020.1722573.
4
David M. Diamond, Abdullah A. Alabdulgader, Michel de
Lorgeril, Zoe Harcombe, Malcolm Kendrick, Aseem Malhotra,
Blair O’Neill, Uffe Ravnskov, Sherif Sultan, and Jeff S. Volek.
Dietary Recommendations for Familial Hypercholesterolaemia:
An Evidence-Free Zone. BMJ Evidence-Based Medicine, 2020;
bmjebm-2020-111412. doi:10.1136/bmjebm-2020-111412.

Zheng, Ju-Sheng, Stephen J. Sharp, Fumiaki Imamura, Rajiv
Chowdhury, Thomas E. Gundersen, Marinka Steur, Ivonne
Sluijs, et al. “Association of Plasma Biomarkers of Fruit and
Vegetable Intake with Incident Type 2 Diabetes: EPIC-InterAct
Case-Cohort Study in Eight European Countries.” BMJ, 2020,
m2194. doi.org/10.1136/bmj.m2194.
6
Hu, Yang, Ming Ding, Laura Sampson, Walter C. Willett, Joann
E. Manson, Molin Wang, Bernard Rosner, Frank B. Hu, and Qi
Sun. “Intake of Whole Grain Foods and Risk of Type 2 Diabetes:
Results from Three Prospective Cohort Studies.” BMF, 2020,
m2206. doi.org/10.1136/bmj.m2206.
5
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フィットネス

サイクリングの秋
夏のうだるような暑さがおさまり、気温が下がってくると、爽やか
な秋がやってきます。スポーツの秋と言われる通り、体を動かす
楽しみも増します。なかでもサイクリングはおすすめのアウトド
ア・アクティビティです。

涼しくなれば、
自転車通勤でも職場に着くま
でに汗だくになることは少なくなります。
（水
分の補給にさえ気をつければ、汗を流すこと
は良いデトックスになります。
）週末には森を
散策して、変わりゆく秋の彩りを楽しむのも
よいでしょう。サイクリングは体力維持にぴっ
たりです。
タイヤに空気を入れて準備ができ
たら、出発しましょう。
きっと以下のような利
点が得られます。
サイクリングは心臓にとても優しい運動で
す。30〜40分ほど自転車をこぐと、循環系に
よい有酸素運動になります。

サイクリングによる有酸素運動は体重管理
に役立ちます。3 のんびりとしたペースで（散
歩のように）楽しむのもよいですが、減量や
体重維持を目標にしているなら、
スピードを
上げた方が効率的です。代謝は個人の体質
によって異なりますが、平均的な体重の人な
ら、時速20キロを少し上回るくらいのスピー
ドで1時間あたり400～500カロリーのエネ
ルギーを燃焼できます。

サイクリングは低衝撃性で重力の
負荷もほとんどない、関節に優し
い運動です。
負傷の可能性も低く、脚部、特に太もも、ふく
らはぎ、お尻の筋肉を引き締めることができ
ます。
ジョギングの場合、足は地面を直接蹴
るので衝撃が関節に伝わりますが、サイクリ
ングではその心配がありません。
これは、関
節や足腰に痛みのある人にとって嬉しい点
です。

サイクリングは心血管系を丈夫に
し、冠状動脈性心臓病の発症リス
クを抑えるのに役立ちます。1
また、糖尿のリスクが気になっている人も、
通勤やレジャーで自転車に乗るようにする
と、
リスクを低減できるそうです。2しかも、
こ
れまでサイクリングになじみのなかった中高
齢でもその効果が期待できるということで
す。
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ただし自転車に乗るにはある程度のバラン
ス感覚が求められます。足がペダルを踏んで
いる間、腕や肩、体幹の異なる動きで進行方
向を操作しなければなりません。加えて、周囲
（曲がるときには後方も）の状況をよく見る
必要があるので、首も肩も使います。バラン
ス調整能力に不安があるなら、固定されたフ
ィットネス用のバイクを選びましょう。転倒は
大けがにつながりますので、
その危険を軽視
してはいけません。

1
Oja, P., et al. “Health Benefits of Cycling: A Systematic
Review.” Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,
vol. 21, no. 4, Aug. 2011, pp. 496–509. doi:10.1111/j.
1600-0838.2011.01299.x.
2
Rasmussen, Martin G., et al. “Associations between
Recreational and Commuter Cycling, Changes in Cycling,
and Type 2 Diabetes Risk: A Cohort Study of Danish Men
and Women.” PLOS Medicine, vol. 13, no. 7, July 2016.
doi:10.1371/journal.pmed.1002076.
3
Blond, Martin Bæk, et al. “How Does 6 Months of Active
Bike Commuting or Leisure-Time Exercise Affect Insulin
Sensitivity, Cardiorespiratory Fitness and Intra-Abdominal Fat?
A Randomised Controlled Trial in Individuals with Overweight

屋外のサイクリングは精神面でもよい刺激
になります。特に市街地では、路上の車のド
アが大きく開くことはないか、
あるいは、対向
車がスピードを落としてくれるかどうか、
とい
ったように、常に状況を判断しなければなり
ません。
自転車通勤をすると、朝に一人にな
って集中力を高める時間ができますし、午後
には一日を振り返りつつストレスを発散する
ことができます。
こういった利点は、主に運動
によって分泌されるエンドルフィンの作用が
もたらすものです。4
and Obesity.” British Journal of Sports Medicine, vol. 53, no. 18,
Sept. 2019, pp. 1183–1192.
doi:10.1136/bjsports-2018-100036.
4
Maitland, Murray E. “Purposeful Exercise, Including Bicycle
Transportation, Improves Health.” Clinical Journal of Sport
Medicine, vol. 22, no. 3, May 2012, pp. 292–293.
doi:10.1097/jsm.0b013e318256e797.

サイクリングは公衆衛生にも大きく寄与しま
す。
それは環境改善の鍵ともなり得ます。走
行する車の数が減れば、排気ガスが減りま
す。排気ガスが減れば空気がきれいになりま
す。サイクリングに適したインフラを整備して
いる都市は、市民の生活の質も高い傾向が
あります。
それは、サイクリング（あるいはそ
の他のアウトドア活動）
で楽しめる並木道や
自然公園のトレイル、静かな場所が身近にあ
るという環境が、
その都市の魅力となるから
です。5

5
Hirsch, Jana A., et al. “Municipal Investment in Off-Road Trails
and Changes in Bicycle Commuting in Minneapolis, Minnesota
over 10 Years: A Longitudinal Repeated Cross-Sectional Study.”
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,
vol. 14, no. 1, Feb. 2017. doi:10.1186/s12966-017-0475-1.

安全なサイクリングのためのチェックリスト：

✔ 自転車に乗るときはヘルメットを忘れず
に。ヘルメットにひびが入っていないか
も確認しましょう。
✔ 幅
 広のパンツで自転車に乗ると、裾が車
輪やギアに巻き込まれる可能性がありま
すのでやめましょう。
✔  自転車走行レーンのある道や車の通行
の少ない道を選ぶようにしましょう。

✔ 少
 なくとも年に1回は整備に出して、
フレー
ムにひびやサビがないか、
ホイールやタ
イヤに歪みや傷みがないか、
ブレーキや
チェーンに問題がないか、
確認しましょう。

✔ 日
 没後は明るい照明を使いましょう。後方
には点滅する赤のバックライトをつけま
しょう。
✔ 路駐している車の横を通るときは充分な
間隔をとりましょう。中に人がいて、突然ド
アを開いてしまうと危険です。
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特集記事

忙しくてもきちんと食べ
るには

私たちの日常は多忙です。毎日可能な限りの予定を詰め込んで
いると、持ち運びができて、素早く食べられるものが欲しくなりま
す。その結果、ジャンクフードを選んでしまうことがあるのではな
いでしょうか。手軽なだけでなく、おいしくヘルシーにお腹を満た
してくれるものを選びたくても、なかなかそうはいきません。今日
では利便性の高い食品でも健康的な選択肢としてアピールしてい
るものを見かけますが、実際のところ、カロリーや糖分が高く、ビ
タミンや栄養素、健康的な脂肪やタンパク質はほとんど含まれて
いないのが一般的です。

時間がないときにヘルシーな食事をするに
は、
どうすればよいのでしょうか。

目の前にあると食べたくなる、
を逆手にと
りましょう。
健康的な食生活を維持したい場合、手に入
れやすいかどうか、は重要なポイントになり
ます。
ジャンクフードは買わないようにしまし
ょう。買わなければ、手と目の届く範囲に存
在することもありません。

特にランチを充実させるのは重要
です。
タンパク質と食物繊維が豊富で栄養価の高
いランチを心がけ、午後に必要なエネルギ
ーを補給して下さい。
それは、昼食と夕食の
間の時間差は、朝食と昼食の間よりも長くな
る傾向があるからです。つまり、次の食事ま
で持たせるには、
より栄養価の高い充実した
食事が必要になる、
ということです。

心理的な理由で食べ物を口にしていな
いか、注意しましょう。

買い物に行くときはリストを作っ
て、
その通りに購入しましょう。ま
た、出かける前に食事を済ませる
のもおすすめです。空腹のままだ
と、ジャンクフードやスナックなど
不健康な食品の誘惑に負けそうに
なります。
満足感の得られる食事をしましょう。

一週間の献立を決めて買い物リストを作る
際は、腹持ちの良さを考慮に入れましょう。1
1
Hopkins, Mark, and John E. Blundell. “Energy Metabolism
and Appetite Control.” Appetite and Food Intake, 2017,
pp. 259–276. doi:10.1201/9781315120171-12.
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本当にお腹が空いているのか、
それとも何か
別の理由があるのか、
自分自身に問いかけ
てみて下さい。退屈、不安、悲しみ、怒り、孤独
感は、早食いやジャンクフード、
スナックの消
費につながりやすい感情です。不健康なスナ
ック菓子を食べるのはどんな時でしょうか。
注意してパターンを見出し、
どんな理由でど
んな風に食べてしまうのか、観察して下さ
い。職場の机のすぐ近くに自動販売機がある
せいでしょうか、
それとも、朝の通勤電車に乗
るために玄関を出るときの癖でしょうか。外
出することが多く、ヘルシーなおやつが手元
になくて、家に帰り着くまで我慢できない、
そ
んなことはありませんか。

パターンが分かれば対策ができます。

自分がいつ、なぜ便利なだけで不健康なも
のを食べているのか、見えてきたら対処法を
考えましょう。急いでいる時や忙しい時に不
健康な食事をしている場合は、利便性に優
れたヘルシーな食べ物を見つけて置き換え
ましょう。栄養の乏しい朝食をごく簡単に済
ませているなら、手軽に食べられて栄養もあ
る朝食のオプションを探して下さい。
デスク
を離れて食事をする時間がなくて、仕事中の
間食が癖になっている人は、
フロアの自動販
売機に頼らなくて済む方法を考えてみましょ
う。

ジャンクなスナック菓子に代わるものも
あるはずです。

持ち運べる食べ物がすべて悪いというわけ
ではありません。
よく言われることですが、加
工を最小限に抑えたホールフードを選ぶの
が一番です。以下のような天然のホールフー
ドは、
さっと食べられるヘルシーで便利なお
やつになります。
• ナッツ類、
ナッツバター
• カットされたチーズ
• 野菜スティック、果物のスライス
• 固ゆで卵
• フムスと野菜
• 自作のトレイルミックス
• 上質なダークチョコレート
• 骨で出汁をとったスープ
• プレーンヨーグルト、低脂肪タイプではな
いもの
• ポップコーン、調味料は少量の塩とオリー
ブオイルのみ
確かに、ヘルシーな食品を手元に用意して
おくには、時間と計画が必要です。その多く
は冷蔵が必要であったり、賞味期限が短か
ったりします。チーズやディップは冷蔵庫に
保管しておきたいですし、間食用にニンジン
やセロリをカットしておく、
フムスを作ってお
く、卵をゆでておく、などの準備をすることを
思えば、開封するだけで簡単に食べられる
既製品は確かに便利です。

スナックバーは持ち歩くのも楽ですが、ヘ
ルシーなものはなかなか手に入りません。
実際「ヘルシー」
と謳っているスナックバー
の多くは、砂糖や糖アルコール、あるいは
安全性の疑わしい人工甘味料を大量に使
用しています。スーパーに行ったら、栄養成
分表示をよく見て下さい。ビタミンなどの
栄養素に乏しく、高カロリーで、体に良いタ
イプの脂肪やタンパク質はほとんど含まれ
ていないことに気が付くはずです。精白加
工された穀類や糖分が含まれているもの
も少なくありません。

そして、炭水化物と食物繊維、体に良い脂肪
とバランスのとれたタンパク質が摂取できる
か確認して下さい。昼食の少し後にスランプ
を感じた時、朝のコーヒーやカフェインの力
が切れた時はエネルギーを補給したくなり
ます。エネルギーだけでなく、
その代謝に欠
かせないビタミンB群などの栄養素が含まれ
ているかどうかをチェックしましょう。
ミネラ
ル類では、マグネシウム、
カルシウム、ビタミ
ンD、亜鉛、鉄も必要です。手軽さだけではな
く、
日々の栄養ニーズに合っているかを考え
て選んで下さい。

「ヘルシー」
を装ったものに注意しましょ
う。

「グリーンウォッシング」や「ヘルスウォッシ
ング」
という言葉を耳にしたことはありませ
んか。
これは、環境に優しい、
あるいは体に良
いものとして商品をアピールしていながら、
実態がそぐわない場合を表しています。残念
ながら、エネルギー補給用スナックの分野で
はこれが常態化しています。先ほども述べた
ように、
ラベルの栄養成分表示をきちんと読
んで確認することが大切です。

原材料にホールフードが含まれていたとし
ても、糖分やカロリーがどの程度あるのか、
栄養素が摂取できるのかを見極めて下さ
い。ヘルシーなようでも、味を良くするため
に糖分が添加されている場合があります。原
材料リストの3つめまで、
あるいは5つめ以内
に糖が入っていないことを確認して下さい。

水も忘れてはいけません。

お腹が空いたと感じても、実は喉が渇いてい
るだけ、
ということはよくあります。お水とハ
ーブティーを随時飲むことを習慣にしましょ
う。

朝起きたらまず500ml程度の水を
飲み、食事の15分から20分前には
200ml強の水を飲んで下さい。
食事と食事の間に空腹を感じたら、大きめの
グラスで1杯の水を飲んで、数分待ってみま
しょう。
それで空腹感が収まる可能性があり
ます。

できるだけヘルシーなものを選ぶ
には、複合炭水化物に着目しまし
ょう。
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思いやりを大切に
今年は大変なことばかりです。パンデミックのもたらしたあら
ゆる困難から立ち直ろうと、世界中の個人、家族、社会、企業、
経済、政府が取り組んでいます。失業や収入減の影響を受け
た人は数知れず、学校や保育所が閉鎖されて、子供たちまで社
会や教育の規範の急変に直面しています。

仕事と育児のバランスをとるのに苦労してい
る家庭もあれば、
自分の健康状態と死への恐
怖に晒されて、孤立し孤独感を募らせている
高齢者もいます。ニュースを読んだり、報道
に耳を傾けたりすること自体が精神的な負
担になっている人もいるでしょう。
こういった状況に圧倒されたり、孤立し、不安
に苛まれたりしても、
よくあることだとされ
る…それが今、世界に共通する事態になって
います。
自分が感じていることはありのままに
認識する必要がありますが、
こんな時こそ、人
として思いやりを大切にしたいものです。家
族や友人、
地域の人々、
そして自分自身に優し
く心を寄せていますか。出口へと向かう唯一
の方法、
それは優しさを行動で表すことです。

また、何でもかんでも差し出して共有すれば
いい、
あるいは、見返りを決して受け取らず
に与え続けなければならない、
というもので
もありません。
しかしながら、心の窓を開くこ
とに伴うある程度のリスクは覚悟しておく必
要があります。人は本来、柔軟な心と相手を
敬う気持ち、思いやり、
そして気力に溢れる
存在です。

その精神的（および物質的）豊か
さが自分らしい人生を叶え、他者と
分かち合うことにつながります。
世界はときに人を無情にします。
それでも、
日常の中でちょっとした親切で小さな革命を
起こすことはできます。
自分の気持ちひとつ
で、
より大きな善につながる有意義な道を選
択できるのです。

思いやりを行動に移すのは常に簡
単とは限りません。実際には、
それ
が非常に困難なこともあるでしょ
う。意地の悪い人や自分勝手な人
たちが親切を受けるに値するかど
うか、考えてしまうのは仕方があり
ません。

人に優しく行動するには、無防備
な状態を伴います。善行は独り善
がりとは異なります。
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もしもあなたが厄介な人や価値観の合わな
い人に親切にすることを選んだとしても、相
手に屈服したことにはなりません。
どんな反
応が返ってきて、
それをどう感じるかは、やっ
てみないと分かりません。
リスクは、傷つけら
れたり、怒りや困惑など、何らかの感情に火
がついたりした時に、
それを自分がどう表現
するかという点に潜んでいます。相手は酷い
態度や対立を改めることなく、
さらに悪いこ
とに、受動的攻撃に出てくるかも知れませ
ん。
それでも、
自分の意思で親切に対処した
ならば、
その事実を誰よりも知っている自分
自身の中に、確かな力が感じられるでしょう。

私たちを取り巻く世界をより良いものにする
ために、今すぐできることはたくさんありま
す。
あなたは無力ではありません。私たちにと
って必要な変化を望む気持ちがあるのなら、
今こそが優しさに秘められた力を解き放つ
ときです。
スーパーの店員さんに向かって微笑み（鼻と
口がマスクで覆われていても、
目と表情全体
でその温かさは伝わります）
、パンデミックの
間も懸命に働いてくれていることに感謝しま
しょう。

その人の一日はきっとすばらしい
ものになります。郵便配達員に感
謝の気持ちを伝えるメモを貼って
おくと、ささやかながら、貴重な瞬
間を生み出すことができます。

最前線で働くスタッフに感謝の気持ちを伝え
るために、昼食や夕食をプレゼントする方法
はあるか、地元の病院や介護施設に問い合
わせてもよいでしょう。看護師や病院職員と
して働く人が近所にいるなら、隣人たちと協
力して寄付を集め、
セルフケアに使ってもら
えるようなギフトカードを贈ってみてはいか
がでしょうか。
思いやりのある行動には愛情が表れます。
で
すが、気持ちや感覚の問題として考えず、動
詞と行動に注目するという方法もあります。
こ
んな言い方をすると身も蓋もありませんが、
本心を別として、親切に相当する行動を意図
的にとったとしても、
それは偽善ではありま
せん。行動ありき、
で良いのです。泳いでみな
いことには、泳げる人にはなれません。国境
を出て旅して初めて、世界旅行者になります。
実際に教える経験をしてこそ、教師です。

言い換えれば、とても親切な行い
をすることで、自分の中にある優
しさが目を覚ます場合もあるので
す。
ポジティブな思考には、ポジティブな人や状
況を人生に引き寄せる働きがあります。
それ
以上に重要なのは、
そのポジティブな思考が
内なる心の風景を再構築し、新たな角度で
物事を捉えられるようになる、
ということで
す。同様に、親切な行動をすれば、思いやりや
優しさといった温かな感情が生まれます。
孤独感が迫ってくることはあるでしょう。居住
する国や社会によっては、パンデミックや他
の環境問題、
あるいは人道的な悲劇への対
処を見て、絶望的な気持ちになっているかも
知れません。感じたことはそのまま受け止
め、認識することが大切ですが、同時に、
どこ
にどんな優しさが現れているかを探し出す
練習をするのも忘れないで下さい。

社会的距離を保ちつつ高齢者に
食事を届ける活動をしている隣人
がいるかも知れません。
大丈夫かと簡単なメッセージを送ってくれた
友人の気持ちに応えてみましょう。地元でも
様々なグループが助け合っているのではな
いでしょうか。人の優しさ、懐の深さの証は、
いたるところにあるはずです。
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栄養

片頭痛
視界に異変を生じ、吐き気や嘔吐をもよおし、暗い寝室で何時間も、時には何日も苦しむしかない、
それ
ほどひどい頭痛を想像できますか。片頭痛に悩んでいる人は、
その恐怖をよく知っています。片頭痛は、世
界中で最も一般的な健康問題のひとつです。数ある病気の中でも、片頭痛は世界で3番目に多いと推定
されています。1急性片頭痛が生じると、およそ90％の人は仕事も手に付かない状態になると言われていま
す。2

片頭痛は非常に一般的なものであるにもか
かわらず、理解はあまり広がっていません。
片頭痛はただのひどい頭痛ではありません。
片頭痛がもたらす無力感がどれほどのもの
か、知らない人が多いのです。
そのため、
片
頭痛のある人は、症状が妨げとなって誤解さ
れたり、偏見を持たれたり、汚名を着せられ
たりすることにも悩まされています。英国で
は9月の第1週目を片頭痛啓発週間として周
知を図っています。
片頭痛は重度の頭痛を引き起こす神経疾患
で、大抵は頭の片側か特定の領域のみに発
生します。
片頭痛の特徴として、光過敏や吐
き気、嘔吐、嗅覚過敏、めまい、視覚障害（視
界がぼやける、
オーラのような光が混じるな
ど）
、聴覚過敏、腕や足、顔にしびれが出るな
どの症状が加わります。
片頭痛の原因は完全
には解明されていないため、医師や研究者
は患者の訴える症状に基づいて対応せざる
を得ません。患者から集めた報告を調査した
ところ、
片頭痛の引き金となる要因としては、
ストレス、ホルモンの変化やバランスの崩
れ、食事を抜く、食事が遅れる、食品過敏、天
候（特に低気圧）
、睡眠障害などが挙がって
います。なお、調査対象の患者の4分の1以上
が片頭痛の原因を食品過敏としています。3

「汝の食事を薬とし、汝の薬は食
事とせよ」というのは、古代ギリシ
ャの哲学者であり西洋医学の創始
者であるヒポクラテスの有名な言
葉です。

1
“Migraine Awareness Week 2020.” National Awareness
Days Events Calendar 2020 - UK; US, May 26, 2020.
www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/migraineawareness-week-2020/.
2
“Migraine Facts.” Migraine Research Foundation, Dec. 10,
2019. migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migrainefacts/.
3
Kelman, L. “The triggers or precipitants of the acute
migraine attack.” Cephalalgia: An International Journal of
Headache, vol. 27, no. 5 (2007): 394–402. doi:10.1111/j.14682982.2007.01303.x.
4
Menon, Saras, et al. “Effects of Dietary Folate Intake on

片頭痛対策はまず、水から始めましょう。脱水
はかなり頻度の高い要因です。一日を通じ
て、
しっかりと水分を補給しましょう。水やハ
ーブティーに加えて、水分の多い野菜や果物
を積極的に食べて下さい。
また、
カフェイン
の摂取量が片頭痛に関連していないか、注
視してみましょう。
カフェインと頭痛、
片頭痛
には複雑な関係があります。
カフェインには
頭痛を和らげる作用があり、
カフェインを配
合した頭痛薬も市販されています。
またカフ
ェインは摂り過ぎると片頭痛を招く一方、普
段からコーヒーを飲んでいる人が離脱を試
みるなど、不足しても片頭痛の原因となり得
ます。
アルコール、加工肉、食品着色料、食品
保存料や調味成分（硝酸塩、硫酸塩、
グルタ
ミン酸ナトリウム、
アスパルテーム、特定の糖
アルコールなど）についても、
片頭痛を誘発
するという報告があります。
一方、
片頭痛に悩む人の助けになることが期
待されている食品もあります。葉酸とマグネ
シウムは普段の食事では確保しにくい栄養
素ですが、
ある研究で、不足すると片頭痛に
つながる可能性が示されました。4,5,6
葉酸を多く含む食品には、豆類、
アスパラガ
ス、緑の葉野菜、ビーツ、
アボカドなどがあり
ます。葉酸を添加したパンやシリアルも市販
されています。マグネシウムは、ほうれん草、
かぼちゃの種、
ライ豆、
アーモンド、
ダークチ
ョコレート、
アボカドなどに含まれています。
コエンザイムQ10（CoQ10）は抗酸化作用の
ある補酵素で、体内の代謝に関与していま
す。体細胞内のミトコンドリアに存在し、炎症
の抑制にも寄与します。7

Migraine Disability and Frequency.” Headache: The Journal of
Head and Face Pain, vol. 55, no. 2, Feb. 2015, pp. 301–309.
doi:10.1111/head.12490.
5
Mauskop, Alexander, and Jasmine Varughese. “Why All
Migraine Patients Should Be Treated with Magnesium.”
Journal of Neural Transmission, vol. 119, no. 5, May 2012,
pp. 575–579. doi:10.1007/s00702-012-0790-2.
6
Peikert, A., et al. “Prophylaxis of Migraine with Oral
Magnesium: Results from a Prospective, Multi-Center, PlaceboControlled and Double-Blind Randomized Study.” Cephalalgia,
vol. 16, no. 4, June 1996, pp. 257–263. doi:10.1046/j.14682982.1996.1604257.x.

この補酵素は片頭痛の患者では不足しがち
で、サプリメントで補給すると片頭痛の予防
と軽減に役立つことが研究により実証され
ています。8

内臓肉、
マス、イワシ、ほうれん
草、カリフラワー、ブロッコリー、イ
チゴ、ピスタチオ、ゴマ、レンズ豆
など、CoQ10を豊富に含むホール
フードを取り入れてみましょう。
アレルギーがあると、
片頭痛も経験する可能
性が有意に高くなります。9自分の症状がアレ
ルギー性の片頭痛なのか、
それとも重度の
副鼻腔圧迫なのか、把握できていない人は
多いようです。副鼻腔が圧迫されると、鼻が
詰まったり、鼻水が出たりすることがありま
す。透明か白色の粘液が排出されることもあ
りますが、濃い黄色や緑色に変色した場合
は感染症が疑われます。
片頭痛が原因で鼻
水が出るという報告もいくつかありますが、
通常は透明か白色（感染症の心配が少ない）
です。
片頭痛には体の姿勢が影響していることも
あります。
これは、背骨の並び具合が悪かっ
たり、姿勢が悪かったりすると、背骨や首に沿
ってのびている神経に炎症が起こり、
片頭痛
の引き金になるためです。心当たりがある場
合は、理学療法士や整体師、
カイロプラクタ
ーなどの専門家に相談してみましょう。冷水
療法も良いそうですから、いつもの運動の習
慣に取り入れてみて下さい。

7
Yorns, William R., and H. Huntley Hardison. “Mitochondrial
Dysfunction in Migraine.” Seminars in Pediatric Neurology,
vol. 20, no. 3, Sept. 2013, pp. 188–193. doi:10.1016/j.
spen.2013.09.002.
8
Millichap, J. Gordon. “Coenzyme Q10 Deficiency and
Migraine Response to Supplementation.” Pediatric Neurology
Briefs, vol. 21, no. 2, Jan. 2007, p. 10. doi:10.15844/
pedneurbriefs-21-2-2.
9
“Migraine vs. Sinus Headaches.” American Migraine
Foundation, May 27, 2016. americanmigrainefoundation.org/
resource-library/sinus-headaches/.
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忍耐力
忍耐にまつわる諺や言い回しは世界各地にたくさんあります。
「忍耐は美徳」
「待つ身は長い」
「良いことは待つ者のところに訪れる」
「ローマは一日にしてならず」
「馬の前に荷車をつなぐな」
「好い時分に」
「急いては事をし損ずる」
「点滴石を穿つ」
「忍耐は苦し、されどその実は甘し」
忍耐とは、困難な状況にあっても怒りや憤り
に任せて行動せず、
自己を保って辛抱強く機
を待つことです。忍耐とは、経験や感情、人間
関係が、
自分が望んだものではないときも、
冷静に我慢できるということです。忍耐は、多
くの文化や地域社会で真価を認められる美
徳です。
しかしながら、周囲を見渡すとそれ
を体現している人ばかりではありません。
ま
た、
自分自信を振り返っても、
あの時は忍耐
が足りなかった、
と思うことはあるでしょう。
急かされるような焦りからくる不安が拭えな
い、
そんな経験は誰もがしているはずです。
何か成し遂げたいことがあると、私たちはす
ぐにでも済ませてしまいたいと思うもので
す。
そして私たちは、効率性や生産性、
すなわ
ちスピード、迅速性、締め切り厳守が奨励、促
進される社会で生きています。
自己中心的か
つ消費志向の慌ただしい日々の中で、
どうす
れば忍耐力を得ることができるのでしょうか。
そもそも、忍耐力がなぜ必要なのか、考えた
ことはありますか。
忍耐は、心の内により深い平穏さをもたらし
ます。
また、
ストレスの負担を減らし、落ち着
いて長い目で計画や成り行きを見極める助
けとなります。忍耐が足りないと、頭に血が上
りやすくなって、衝動に突き動かされてしま
います。
困難な時期にも冷静沈着でいられるのは、
よ
り高度な自己実現の証です。
これまでに、苛
烈な状況下でも冷静でいられる人に会った
ことがあるなら、おそらくその人は信用でき
る、頼りになる存在に見えたでしょう。逆に、
混乱してどう出るか予測もつかない人はそ
の対局にあったはずです。忍耐力に従うこと
を選べば、今現在に立ち返ることができま
す。確かに、未来に備え、過去を反省し、
そこ
から学ぶ必要はありますが、詰まる所、今の
この瞬間がすべてです。忍耐力を発揮すれ
ば、今現在の体験をより深いものにすること
ができます。
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2歳、
3歳くらいの子供の気が短いのは当たり
前のことです。
忍耐の価値と大切さを教える
のは私たち大人の役目です。
ある幼児発達の
専門家は、
子育てで最も重要なキーワードは
（おそらく愛以外では）
「待つ」
ことだと提唱し
1
ています。
そう、
子供たちには待つことを教
えるべきだ、
と思うかも知れませんが、
実は、
大人もまた、
子供の成長、
発達を待つ姿勢を
持たなくてはならないのです。
子どもたちにとって必要なお手本を示すに
は、
まず親が自らの行為や思考をよく見直し
て、
自分自身の行動に然るべき修正をしなけ
ればなりません。
「待って」
「我慢しなさい」
と
いくら言っても、
親が自分や他者に対して忍
耐のなさを露呈していては、
それを見ている
子どもたちは親の言葉を無意味なものと受
け止めるだけです。
思いやりをもって人に接するにも、
忍耐が役
立ちます。
人間関係を他のことより優先する
には、
相手をありのままに受け入れ、
本人が
自分に向き合えるようなゆとりを与える必要
があります。
忍耐と優しさを併せ持つことは、
人にしてもら
いたいと思うことを他の人にする、
その黄金
律にも沿っています。
人は誰でも間違えること
はありますし、
いつも望まれた通りにできると
は限りません。
他者に迷惑をかけることもあ
れば、
自己陶酔が先に立ったり、
冷たい態度
をとったりすることもあります。
うまくいかな
いことばかりで、
周りの人の忍耐を期待してし
まう時期だってあるでしょう。
忍耐力をもって
応じるということは、
不適切な行為をそのまま
で良しとすることではありません。
他の誰かや
自分自身が然るべき行動に移れるように、
背
中を押したり、
激励したり、
心を動かしたりす
ることもまた、
忍耐力の成せる技です。
それは
同時に、
目の前にいる相手の人生の今現在
を、
ある程度受け入れることにもなります。
1
Lansbury, Janet. “The Parenting Magic Word (10 Ways To Use
It).” Elevating Childcare, June 22, 2011. www.janetlansbury.
com/2011/06/the-parenting-magic-word-10-ways-to-use-it/.

では、
どのようにすれば忍耐力を発揮できる
のでしょうか。

まずは自分の子供時代を振り返ってみま
しょう。

生まれつき辛抱強い人もいますが、たいてい
の人は成長の過程で忍耐を学ばなければな
らなかったはずです。子供の頃を思い出し
て、
身近にいた親や教師、
その他関わりの深
かった大人たちが、困難にどう対処していた
かを考えてみて下さい。大人たちから耐える
こと、立ち上がることを教わったでしょうか。
あるいは、他者に過剰に批判的な大人を目
の当たりにしたでしょうか。節目となるような
重要なタイミングで失敗や敗北を経験したと
き、
あなたに忍耐強く寄り添ってくれたでしょ
うか。第一段階として子供時代を振り返るの
は、
自分の忍耐力がどのように受け継がれた
ものかを特定するためです。
もしも好ましい
対処法を教わることができなかったと感じて
いるなら、
自己を再発見するチャンスです。
日
々の生活の中で何度でも、忍耐ある行動をと
る練習をして、
自分の言動を見直しましょう。

自分にとっての引き金を理解しましょう。

一線を越えてしまう原因は何でしょうか。気
難しい親や、敬意を持てない同僚の存在か
も知れませんし、特定のタスクや行動をきっ
かけに冷静さを失ってしまうのかも知れませ
ん。引き金になる物事を特定し、踏みとどま
るのに役立つ行動や思考を試してみて下さ
い。

視点を変えましょう。

忍耐力のなさが行動に表れていませんか。
あるいは、せっかちな行動が忍耐力のなさ
に拍車をかけていませんか。思わしくない状
況や人々の行動の捉え方を変える方法を見
つけて、良い意味で一歩引いた視点に立て
るようにしましょう。意図的にポジティブな思
考に移すのが難しい場合は、逆に、最悪の場
合のシナリオを考えてみるという方法もあり
ます。ネガティブ思考の悪循環に巻き込まれ
ないよう、注意が必要ですが、別の作戦を考
えるのに役立つことがあります。
日常的な例
を挙げてみましょう。

朝、
さっさと支度を済ませて出かけたいの
に、子供が服を着るのを嫌がったとき、最悪
の事態とは何でしょうか。仕事に遅刻してし
まうこと、
自分の手で無理矢理にでも着替え
をさせること、子供が永遠に自分で着替える
ことを学んでくれないこと...と連想していく
と、たいていの場合、最悪のシナリオは現実
になる可能性が低いことに気付きます。

失敗に対する恐れを手放しましょう。

生きていれば誰でも、
リスクをとらなければ
ならない時があります。
そして、何かを台無し
にしてしまうのではないか、
と不安になるも
のです。失敗を恐れる気持ちを手放す、
その
意味するところは、先々のための計画や立案
をやめてしまうことではありません。
また、
自
分たちは無敵で成功は絶対に逃さない、
と信
じて疑わず、現実離れした妄想に生きること
でも、やみくもに衝動に任せることでもあり
ません。時には現実的な目線で見直し、やっ
てみる価値がないと判断することも必要で
す。私たちはしばしば、実際には起こらないこ
とを恐れたり、不安に思ったりしています。

同じ時間を費やすのなら、ネガティブな結果
に終わる可能性ばかり考えてストレスを募ら
せるよりも、実際の成果やポジティブな結果
につながる現実に目を向けましょう。

完璧主義に固執するのはやめましょう。

完璧さへのこだわりは、焦燥感のもとです。
譲れない理想や、現実の事情や時間にそぐ
わない期待に固執していると、必然的に短気
になってしまいます。完璧でなければ気が済
まない、
そんな自分に悩んでいるとしても、
あなたは一人ではありません。
それは、社会
的にそう仕向けられている面が多分にある
からです。
インスタのフィルターや、競争の激
しい学校や職場、高度に加工編集された雑
誌や写真などに囲まれていては無理もあり
ません。
自分の弱点も他人の弱点も温かく受
け入れることができれば、
ありのままに自分
らしく生きるには、完璧主義が邪魔になると
いうことが分かるはずです。
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ハーブとサプリメント

ビタミンＣ
ビタミンCは万能選手かも知れません。ビタミンDやオメガ3系と同様、ビタミンCには数え切れないほど
の効能があり、基本的な生体機能だけでなく優れた健康状態を維持するうえでも、最も重要な栄養素の
ひとつとなっています。

アスコルビン酸とも呼ばれるビタミンCは、
体内のコラーゲンの生成を助け、抗酸化物
質としてフリーラジカルの攻撃を撃退し、免
疫系の機能に関与する非常に重要な栄養
素です。輝くようなお肌も、エネルギーの増
強も、慢性疾患の軽減も、脳の健康も含め
て、ビタミンCは体のあちこちで大活躍して
います。
ビタミンCの欠乏が原因で起こる壊血病は、
栄養失調や極限状態の生活環境と深く関連
しています。壊血病といえば、牛肉と固いパ
ンで長期間の航海をしていた船乗りや海賊
のことが思い浮かぶのではないでしょうか。
壊血病は、歯茎から出血するほどの重度の
歯周病や、傷の治癒の悪化、古傷の再発、貧
血などを引き起こします。最近では発症は稀
ですが、残念ながら今の時代でも、戦争や
紛争で食料が入手困難になったり、飢饉が
発生したりすると壊血病が認められるよう
になります。
とはいえ、壊血病の予防に必要
なビタミンCは比較的少量です。その程度の
ビタミンCでは、現代のストレスの多いライ
フスタイルや環境に最適な対処はできませ
ん。
また「最適」な状態に必要な量は、同じ人
であっても、栄養、環境、免疫、
ライフスタイ
ルなど、生活上のあらゆる要因によって、大
きく異なります。
ビタミンCは免疫系に不可欠です。それは、
細胞レベルにおける幅広い働きを助ける存
在だからです。免疫系は最前線で体を防御
しています。1 私たちの体に先天的に備わっ
ている白血球は、免疫の活発な働きに欠か
せません。ビタミンCは、
リンパ球その他の
食細胞を含む白血球の生成、放出を助けて
います。免疫にはもう一つ、外から入ってく
る病原体（悪玉菌、
ウイルスなど）に応じて
防御体制を獲得する脳力も備わっていま
す。免疫の応答にもビタミンCが貢献してい
ます。

寒い季節に向かってゆく北半球では、呼吸
器系のウイルスが心配になってきます。ビタ
ミンCは風邪を防ぐことはできませんが、複
数の研究で、症状の期間と度合いを軽くで
きると示唆されています。2

ビタミンCはお肌にもいい栄養素
です。それは、よりしなやかで弾力
のあるお肌に導くタンパク質、コラ
ーゲンの生成を助けてくれるから
です。
ビタミンCはお肌の外層と内層の両方に存
在しますが、表皮（外層）から侵入し悪影響
をもたらすフリーラジカル（酸化物質）の攻
撃に対して特に強力に対抗します。経口摂
取であれ肌への塗布であれ、ビタミンCは、
酸化ストレスの原因となるフリーラジカル
を中和、除去します。
ですから、
アスコルビン
酸はアンチエイジング用スキンケア製品の
成分として広く使われています。
また、紫外
線や日焼けによるダメージからお肌を守る
役割も果たします。
ビタミンCは最も重要な抗酸化物質のひと
つです。
フリーラジカルは体内で代謝プロセ
スの副産物として生じますが、汚染物質、特
に大気汚染からも発生します。懸念すべき
は、体内で自然に発生する以外の、環境汚染
や有害物質、煙の中の粒子、野菜や果物に
付着した農薬、その他の汚染物質など、外部
に由来するものが蓄積された場合です。
フ
リーラジカルが過剰になり、体が対処しきれ
なくなると、バランスが崩れて問題が生じて
しまいます。
外界と接することなく生きていくことはでき
ませんので、
フリーラジカルもその蓄積も完
全には避けられません。抗酸化物質をたっ
ぷりと含む食事は必須です。ビタミンCを多
く含む食品といえば、オレンジ、
グレープフ
ルーツ、
レモン、
ライムなどの柑橘類が思い
浮かぶでしょう。

意外かも知れませんが、実
は、100gあたりのビタミンCの含有
量では、柑橘類よりも、パプリカ、
キウイ、ケール、ブロッコリー、芽キ
ャベツの方が豊富です。
また、紫キャベツ、イチゴ、
カシスにもたっぷ
り含まれています。ビタミンCは思ったより
簡単に様々な食材から摂取できます。
これ
は朗報と言えるでしょう。一日を通じて随時
ビタミンCの摂取を心がけましょう。
また、体
調が悪い時には摂取量を増やしてみて下さ
い。ただし、ビタミンCは大量に摂取すると
下剤として働くため、摂りすぎは下痢に繋が
ります（お腹がやや緩めになる程度まで摂
取量を減らしても害はありません）。免疫の
力を特に必要とする時に、お腹に影響のな
い範囲でビタミンCの摂取量を増やすのが
有用であることを実感している人はたくさん
います。摂取量は、起きている間に1時間か2
時間ごとに500mg〜2gが大まかな目安に
なります。
また、バイオフラボノイドはビタミ
ンCと非常に相性が良く、相乗効果があるこ
とも知っておくとよいでしょう。
1
Huijskens, Mirelle J. A. J., et al. “Technical Advance: Ascorbic
Acid Induces Development of Double-Positive T Cells from
Human Hematopoietic Stem Cells in the Absence of Stromal
Cells.” Journal of Leukocyte Biology, vol. 96, no. 6, Dec. 2014,
pp. 1165–1175. doi:10.1189/jlb.1ta0214-121rr.
2
Hemilä H., Chalker E. “Vitamin C for Preventing and Treating
the Common Cold.” Cochrane Database of Systematic Reviews
2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. doi:10.1002/14651858.
CD000980.pub4.
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家族の健康

新学期に向けて
最近、ソーシャルメディアやネット上の子育てフォーラムを目にした方
なら、休校措置や遠隔授業を心配する保護者の声が集まっているこ
とに気付いたでしょう。その負担はあらゆる家庭に重くのしかかって
います。学習面や成績で子供が「遅れ」をとることについて、不安な
親も少なくありません。

言うほど簡単なことではないかも知れませ
んが、今重要なのはリラックスすることです。
似た経験をしている人は世界中にいます。
そ
して子供たちは皆、大人がどのように対応す
るかを見ています。常に子供が家にいるとい
う状況で（特に自宅で仕事をしなければなら
ない場合や、働くために託児所を探さなけ
ればならない場合）
、想定外の課題に直面し
ている家庭は多いでしょう。

休校期間は、
自由と探求、創造の時間にする
ことができます。歴史の年代や九九を覚える
のに苦心するかも知れませんが、学問的な
知識は多少時間がかかっても獲得できるも
のです。今まさに休校中という家庭では、お
もちゃで遊んだり、庭で空想を広げたりする
時間は不可欠です。
それは、子どもたちが自
分で考え、創造力を発揮し、気持ちを整理す
る時間を与えることにもなるからです。

それでも、この機会を子供たちが
自由に創造性を発揮するチャンス
と捉えることもできるはずです。
もしかしたら、
それは子供たちが
必要としていることかも知れませ
ん。

事実や数字を暗記する学習にどれだけの価
値があるのでしょうか。教育が学習事項のチ
ェックリスト
（おそらく覚えてもすぐに忘れて
しまうような）に従うだけのものになってしま
ったら、子供時代の想像力や成長にどんな
損失があるか、考えるべきではないでしょう
か。

子供たちは時間制限なしに好きなように遊ぶ
（特に屋外で）
ことでのびのびと成長しま
す。ただし、ルーチンをなくせばよいというわ
けではありません。予測可能なルーチンも子
供の成長には必要です。ルーチンを義務とし
てではなく、
リズムと考えてみましょう。新学
期に入るというのは、
そのリズムに乗ること
なのです。

実のところ、社会が教育にアプロ
ーチする方法自体、変化が必要な
のかもしれません。
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しかしながら、今の世の中、子供たちは学問
的な知識を身につけ良い成績をとることを
求められています。遅かれ早かれ、学校に戻
る日は再びやってきます。
自宅で自由に遊
び、創造的な時間を過ごした子供たちがスケ
ジュールの決まった学校生活に戻るとき、移
行をスムーズにするためにはどうすればよ
いのでしょうか。

往々にして、私たち大人は、子供が変化に適
応していく過程を邪魔してしまうものです。
我が子を信頼しましょう。変化に何かを感じ
ている様子がみられる時は特に、子供は手を
とり寄り添ってくれる親を必要としています。
それでも子供が自力で歩みを進めることが
できるよう、一歩下がって見守って下さい。親
の顔色を優先するのではなく、
自分で自分の
ニーズに合った適応ができるようになるでし
ょう。

学校が再開する前に規則正しい学校生活を
思い出せるよう、家庭でスケジュールを調整
しましょう。時間割りを組んで算数や理科の
教科書を引っ張り出す必要はありません。学
校へ行くことを想定して、
まずは充分な睡眠
時間を確保し、適切な起床時間を守ることか
ら始めて下さい。
学期中と同じように、一日のスタートに朝食
をとり、身支度を整えるのです。時間に余裕
があれば、朝の散歩を兼ねて子供の通学路
を一緒に歩いてもよいでしょう。学校のある
日の予行演習になります。

子供たちは習慣性のある生き物
ですが、
それだけではなく、信じら
れないほど高い適応力を有する
ということは尊重されるべきでし
ょう。
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自然な方法で免疫活性化
今年は何かと困難続きで、健康上の懸念に直面した高齢者は、従来とは異なる方法で対応するよう迫
られています。COVID-19のパンデミックは、無差別に広がる伝染病の恐ろしさと、高齢者は特に影響
を受けやすいという事実を浮き彫りにしています。公衆衛生を巡る最前線の議論でも、合併症や慢性
的な健康問題を抱えている高齢者は重要な課題となっています。そんな中でも、免疫系を最適な状態
に保ち、身を守る方法を実践することは、高齢者のコミュニティの自主的な対策になるのではないでし
ょうか。
まずは自分自身の心構えを見直すことか
ら始めましょう。

安っぽく聞こえるかも知れませんが、
自分に
も他人にも、善行をしましょう。前向きな姿勢
で親切な行動をとり、希望に満ちた思考で今
を大切にするのです。
これは巷で流行ってい
るスピリチュアルの受け売りではありませ
ん。いずれも健康維持に不可欠なことです。
否定的な面やうまくいかない可能性を考え
るということは、
自分で自分のストレスを増
やすことです。慢性的な性質のストレスは特
に、内に秘めた心理や精神に悪いだけでな
く、免疫系にも悪影響を及ぼします。昨今は
ニュースから目を離せなくて、
それが多大な
ストレスの元になっている人も少なくありま
せん。情報は必要なものですが、
あまりにも
多いとストレスを生じます。なかでも誰かに
起こった恐ろしいことに焦点を当てたものは
要注意です。
ストレスは体内でコルチゾールを分泌させ、
炎症を助長します。

コルチゾールは本来、逃げるか闘
うかを迫られるような状況におい
て、ストレスに対抗する体を助ける
ためのホルモンです。
コルチゾールが途切れることなく分泌され
て体内を常時循環していると、体が他の重要
な活動に集中できなくなることがあります。
また、
ストレスでコルチゾール量が過剰にな
ると、免疫反応は著しく低下します。
かといって、困難やストレスの重なる状況
で、
その現実や影響力を見ないふりをする
のも得策ではありません。困難な状況を認識
し、
ストレスの原因とそれに対する自分の気
持ちを確かめた上で、ネガティブな感情に対
抗する方法を考えていくことが大切です。

18 | The Art of Growing Young

睡眠は大切です！

年齢を重ねると、若い頃ほどぐっすりと眠れ
ない夜が増えます。

だからこそ、年を経るほど、睡眠
のための衛生習慣は重要になりま
す。毎晩同じ時間に就寝し、毎朝
同じ時間に起床しましょう。

できたての食事を楽しみましょう。

一人暮らしや夫婦だけの世帯では、少人数
のために毎日新鮮な食事を作ることに気力
が湧かないかもしれません。
それでも、
シン
プルな方法でならさほど気負わず続けられ
ます。

就寝時間を早め（午後9時30分以前）にする
と、遅くに寝るよりも質の高い睡眠が促進さ
れるそうです。就寝の少なくとも2時間前に
は、
デジタル画面を見るのをやめましょう。寝
る前の儀式として、セルフケアを習慣にして
下さい。洗顔と軽いフェイシャルマッサージ
のような簡単なものでも、お風呂でリラック
スしてからストレッチや瞑想をするような丁
寧なものでも構いません。
ある有名な研究では、飲酒運転よりも睡眠不
足の方が運転中の危険性が高いことが実証
されています。大型自動車を操縦することは
なくとも、
日常の諸々の機能にどのような影
響があるかは想像に難くありません。睡眠は
免疫力を高める自然な方法として特に重要
です。基本的な機能をこなすだけで苦戦す
る体にせず、免疫にしっかり働いてもらえる
ようにしましょう。

体を引き締めましょう。

北半球は涼しくなってきますので、外に出て
秋の彩りを楽しみましょう。散歩か何らかの
運動を毎日実行して下さい。退職した人は朝
の散歩で一日を始め、
夕食後にもう一回散
歩するとよいでしょう。大切なのは、小さな一
歩でも踏み出して、毎日体を動かすことで
す。
自然の中で過ごす時間を作ることができ
れば、
さらに望ましいでしょう。

毎日、少なくとも一食は新鮮な生
野菜を食べられるよう、一週間の
献立を考えましょう。日持ちのす
るサラダを数日分まとめて作り、ラ
ンチやディナーのお供にしてはい
かがでしょうか。
あるいは、野菜たっぷりのスープを作り、仕
上げに新鮮なハーブやリボン状にスライス
した緑のお野菜を気前よく入れれば、色鮮
やかでおいしい一品になります。
恐ろしいパンデミックは今なお大きな課題
であり、人知の及ばない事態に戸惑うことも
あるでしょう。
それでも、健康と免疫力を支
え、生き続けるために、
できることを実行しま
しょう。
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健康的なストレス対策
最近の情勢では、ストレスは避けがたいものになっています。それでも、ストレスのせいで夜も眠れな
い、胃の調子が悪い、慢性的な頭痛がする、そんな生活はしたくないものです。健康的な方法でストレ
スに対処することを学べば、生きやすくなって、ポジティブな物事や人、経験が引き寄せられます。や
がてストレスを持ち越すことは減ってゆくでしょう。

健康的にストレスと闘うためには、精神面、
身体面、栄養面からアプローチする必要があ
ります。

メンタル

ストレスに打ち勝つためには、意識をポジテ
ィブに保つ方法を学ぶことが重要です。数時
間前、
あるいは何日も前のネガティブな会話
ややりとりにとらわれていると、
ストレスが溜
まってしまい、
よりネガティブな経験を引き
寄せてしまいます。
その上、
ストレスの原因と
なることばかりに時間を費やしていては、喜
びや安らぎをもたらすことに集中する時間
が持てなくなります。
心に去来するすべての思考を追うのではな
く、
自分がどのように感じているかを注視し
て下さい。悲しみやストレス、不安を感じてい
ることに気づいたとしたら、
それは、ネガティ
ブな思考パターンに向いているという心か
らのメッセージです。

そんな時は、感情をありのままに
認めてから、ポジティブな考え方
をするよう、調整して下さい。その
うち、自然にできるようになるは
ずです。
ストレスと闘うもうひとつの方法は、充分な
睡眠を確保することです。
ストレスの重なる
時期は特に睡眠パターンが乱れがちです。
体を睡眠へと誘導するために、就寝の1時間
前までにはテレビやパソコン、
スマートフォ
ンの電源を切りましょう。

1
Staff. “How 10 Minutes Can Be a Workout.” smokefree
gov. Accessed July 10, 2020. https://smokefree.gov/staysmokefree-good/get-active/how-10-minutes-can-be-workout
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その後は、本を読んだり、パートナ
ーと話をしたり、
リラックスできる
音楽を聴いたりするなど、寛ぎの
ひと時を楽しんで下さい。
寝室にはテレビやタブレットなど睡眠の邪
魔になるものを持ち込んではいけません。気
温は低めにし、部屋を暗くして横になって下
さい。

運動

激しい運動はストレス解消に最適です。
その
理由はたくさんあります。
しっかりと体を動か
すと、体内でエンドルフィンと内因性カンナ
ビノイドが分泌され、心身ともに快い状態に
なれます。
また、集中的な運動は、抑圧され
ていた攻撃性の解消にも役立ちます。
運動でストレスを発散しようにも、
そんな時
間がないと思っているのなら、
もう一度考え
直してみませんか。専門家はほぼ毎日30分
以上の運動を推奨していますが、一度にすべ
てを行う必要はありません。朝にわずか10分
でも運動をすれば、
それだけで気分を高め、
ストレスに強い一日のスタートを切ることが
できます。1
ストレスの負荷が大きければ、
それだけ激し
い運動を必要とする男性は多いようです。
そ
のような時には、
ランニングや水泳、チーム
スポーツなどが特に効果的です。

栄養

食べるものはストレスの対処法に大きな影
響を及ぼす可能性があります。糖分の多いソ
ーダやジャンクフードを食べていると、血糖
値の急上昇と急降下により、不安や心配にエ
ネルギーが傾き、
その後悲しみがやってきま
す。
このようなサイクルを繰り返していると、
さらにストレスの負担が重く感じるようにな
ってしまいます。

健康的な食生活で免疫力を高めたり、血圧
を下げたりすると、
ストレスの悪影響を抑え
ることができます。

また、野菜や果物、複合炭水化物、体によい
脂肪適量が摂取できる健康的な食事は、エ
ネルギーと集中力を長時間維持するために
必要なものを体に供給してくれます。

心を満たす食べ物にも健康的な選択肢はあ
ります。例えば、複合炭水化物のオートミー
ルを温めて食べると、セロトニンという快感
をもたらす脳内物質の分泌が促されます。

精神、身体、栄養の全面から自分自身をケア
することができるなら、
どんなストレスにも打
ち勝って、幸せで健やかな暮らしを楽しむこ
とができます。
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産休・育休明けの職場復帰
母親になることは、女性の生涯でも特にすばらしい経験のひ
とつです。子育てを経験した方なら、数時間も眠れないうちに
朝が来た日々を思い出せるのではないでしょうか。

あるいは、繊細なガラス細工を扱うように第
一子を抱き上げたこともあったでしょう。沐
浴やおむつ交換といった新生児の基本的な
お世話や、
くねくねと動く小さな体に服を着
せるのに手間取ったこと、数時間と経たない
うちに吐いたり、おむつが漏れたりしてまた
着替えさせたことなども記憶にあるはずで
す。無垢な時間と疲労感が入り混じった中で
母親になる方法を学んでいく、
そんな日常は
あっという間に過ぎ、やがて必然的に、仕事
に戻らなければならない日がやってきます。
産休・育休を終えて仕事に戻るとき、
どう適応
していくかは人によって異なります。
それは、
休職期間や仕事との相性、満足できる託児
所や保育所が利用できるか、職場のサポー
トがどれだけあるか、
といった多くの外的な
要因に左右されるからです。仮に、子供を預
ける先があり、配偶者とスケジュールを調整
でき、親になった職員を励ましサポートして
くれる職場環境など、すべてが揃っていたと
しても、
どうやって職場復帰に適応していく
のかは精神的にも肉体的にも大きな課題で
す。
職場復帰を目前にした女性の反応は人それ
ぞれです。大人の世界に戻ることを待ち望
み、準備万端という人もいれば、
もっと長く赤
ちゃんと一緒に家にいたかった、
と思う人も
います。心苦しさと嬉しさの両方で複雑な気
持ちになる人もいるでしょう。

仕事に戻ることについて、思うとこ
ろが異なれば、対処の仕方も違っ
てきます。以下に復帰の過程をよ
りポジティブにするための工夫を
まとめてみましたので参考にして
下さい。
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上司や同僚とコミュニケーションをとりま
しょう。

産後のニーズに協力的な職場は望ましいも
のですが、
コミュニケーションは大切です。母
乳を哺乳瓶に保管して使いたい場合は、搾
乳に必要な時間や保管場所、
プライバシー
などの問題についてどんな選択肢があるか
確認する必要があります。

上司や人事（もしくは産休から復
帰した職場の他の女性）に、急な
病気で子供を迎えに行かなけれ
ばならない場合の対処についても
聞いておきましょう。
疲労対策に、睡眠、昼寝、睡眠、昼寝。

復帰のタイミングによっては、子供がまだ一
晩中眠っていてくれないことがあります。授
乳のために起きる頻度にもよりますが（おむ
つ交換が必要な時もあります）
、職場で疲れ
を実感する日もあるでしょう。母乳育児をし
ている場合は、赤ちゃんが起きたら自分も起
きることになります。赤ちゃんがぐずる度に
自分も起きるしかない、
という場合は、睡眠
確保のためにスケジュールを調整して下さ
い。毎晩の就寝時間を30分でも1時間でも早
くすることができるかも知れません。毎回母
親だけが完全に目を覚まして授乳するので
はなく、パートナーと相談して、ベビーベッド
やバシネットから赤ちゃんを抱き上げてくる
役割を担当してもらうという案もあります。

仕事が休みの日は、昼寝をしまし
ょう。新生児期には、赤ちゃんが
寝ている間に寝るとよい、と聞い
たことがある人は多いはずです。
ところが、
そのアドバイスどおりにできる人
はほとんどいません（家に他にも小さな子ど
もがいる場合は特にそうでしょう）
。週末や仕
事が休みの日は睡眠をとる絶好の機会です。

不安に対処しましょう。

職場復帰が迫ってくると、赤ちゃんと離れるこ
とが寂しくて、残り少ない休暇を十分に楽し
めなくなる女性は珍しくありません。
もしも
心当たりがあるなら、
それはごく自然なことと
して受け止めつつ、貴重な今この瞬間にエ
ネルギーを注ぐようにして下さい。赤ちゃん
と離れることに対する不安について、他の母
親と話をするのもよいでしょう。

写真や動画を持ち歩いたり、保育
園での様子を定期的に知らせても
らったりすると、働くお母さんの心
の支えになります。
変化を受け入れましょう。

仕事に戻ることを楽しみにしていた場合で
も、
しばらくは困難を伴うでしょう。ただ、
それ
も時間の経過とともに変化していきます。

最初の数週間から数ヶ月は、後ろ髪を引かれ
るような気持ちになることが予想されます
が、職場で赤ちゃんのことを話し合える人が
少なくとも一人見つかれば、サポートになり
ます。悲しみや絶望にとらわれそうになった
時は「これもいつしか過ぎ去ってゆくもの」
と
唱えて乗り切って下さい。最初は難しかった
ことにも、やがて慣れていきます。
それを心
にとめておけば、職場で前向きな姿勢を保
ち、新しい日常に希望を持てるようになるで
しょう。
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専門家 への質問
体脂肪のつき方が健康に及ぼす
影響とは

食事の時間は健康に影響するの
でしょうか

体のどこに脂肪が蓄えられるかは、健康に深
い関わりがあります。
リンゴ型、洋ナシ型とい
った体型の分類については、皆さんも見聞き
したことがあるのではないでしょうか。
リンゴ
型の体はお腹まわりに脂肪がたまりやすく、
洋ナシ型の体はウエストが小さめで、お尻や
太ももにぜい肉がつく傾向があります。女性
はエストロゲンというホルモンが多いため、
洋ナシ型の人が多くなっています。欧州心臓
病学会が発表した最近の研究によると、お腹
に脂肪がたまるリンゴ型の体型と繰り返す
心臓発作には相関性があるということです。
腹部の脂肪と健康問題の関連性をテーマと
した研究は他にもありますが、複数の心臓発
作や脳卒中に腹部肥満が関わっていること
を示したものはこれが初めてです。

いつ食べるかは、
何を食べるかと同じくらい
重要かも知れません。
例えば、
夕食を遅くに食
べると体重増加や高血圧につながる可能性
があることは、
少なくとも1つの小規模な研究
2
で示されています。
1日3回
（朝、
昼、
夕）
しっか
り食べれば食欲や体重をコントロールでき
る、
という人もいれば、
軽めの食事を日中頻
繁に食べるのが合っている、
という人もいま
す。
また、
体重管理には断続的に絶食状態に
するのが良いという説にも根拠が示されてい
ます。
ただし、
断食期間を問わず、
終わったか
らといって過食に走ったりジャンクフードに
頼ったりしないよう、
注意しなければなりませ
3
ん。
自分の体に最適な方法が何であれ、
日課
を守ることは大切です。
体も次第に食事のタ
イミングを覚えていくはずです。
食事の時間
をいつもより遅く先延ばしにしすぎると、
ジャ
ンクフードへの欲求が抑えられなくなったり、
次の食事で食べ過ぎてしまったりすることが
ありますので気をつけて下さい。

体脂肪のつきやすい部位がどこ
であれ、スリムにする最善の方法
は、新鮮な野菜と果物をたっぷり
と含む食事をして、既製品やジャ
ンクフードを控え、しっかりと水を
飲むことです。

ヘルシーな食事にほぼ毎日の運動習慣を組
み合わせれば、脂肪のつき具合はすぐに変
わってきます。1

運動でいい気分になれる理由
運動をすると気分が良くなり、認知機能も守ることができま
す。
その背景には様々な理由があります。
まず第一に、運動
をすると血流が良くなり、脳を含めて体のあらゆる部位に
血液が送り込まれることが挙げられます。
この件について研
究している科学者によると、脳内の記憶に関連する領域へ
の血流が増加すると、認知機能の向上を助けると考えられ
ています。4激しい運動をした後の高揚感は、運動中に体内
で盛んに分泌される快感ホルモンによるものです。エンド
ルフィンや内因性カンナビノイドと呼ばれるこれらのホル
モンは、痛覚に関連する脳内の受容体と相互に作用し、体
の内側からポジティブな感情が湧くよう促します。
この高揚
感の効果は、
ある試算によると24時間も持続すると言われ
ていますので、毎日運動をすれば週に七日間、健やかで幸
せな気分を保つことができます。
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