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ところが、あまりにも多くの情報が高速で流
れ込んでくると、圧倒されたり戸惑ったりす
るのも事実です。栄養関係のビッグニュース
でも、翌日には完全にひっくり返されてしま
うように思ってしまうのは、私だけではない
はずです。長年、真実とされてきたことが最
近になって変わった例は実際にあり、そんな
ニュースもほぼリアルタイムで耳に入ってきま
す。食事から脂肪を除去するべき、とする説
は随分前から信じられてきました。 数十年
前の研究者が善意で進言したことは確かで
すが、最近の研究では、脂肪の摂取に起因す
るとされていた健康問題の多くについて、実
は欧米型の食生活において史上最大規模で
精白糖が多用されているために生じていると
いうことが示されています。子供の頃から聞
かされていたこととは違いますが、現在私た
ちは健康でいるためには質の高い脂肪が必
要であることを知っています。

知識をアップデートすることは大切ですが、
時には情報から自由になることも必要です。
全ての最新情報を漏らさず入手することは不
可能です。そこまでしなくとも、ヘルシーでい
ることはできます。栄養科学の最新情報と言
っても、新鮮な野菜と果物をたっぷりと含む
食事をし、定期的に運動し、ストレス解消法

を実践し、助け合えるネットワークを保ち、ポ
ジティブな展望を維持するという、ごく基本
的な概念を裏付けるものが大半です。

細かい点では今後も改められていく情報はあ
るでしょう。それでも、自分の気持ちと常識
に背かず、ポジティブな方向へ意識を集中さ
せていれば、逐一がむしゃらに最新情報を追
わなくても大丈夫です。

健康について学ぼうとすることを阻止するつ
もりはありません。ただ、多忙な毎日の中で
氾濫する情報と格闘してばかりいると、実際
の生活に支障をきたしかねないことに注意
していただきたいのです。スマートフォンを伏
せて置き、ラップトップを閉じ、テレビを消し
て、今この瞬間を家族や友人と共に存分に楽
しんで下さい。ニュースやメディアは癖になり
がちです。真に健やかで幸せな暮らしのため
に、大切な人たちと健康を見失わないように
しましょう。

情報化社会に振り回され
ないために
私たちは情報の時代に生きています。インターネットにはいつでもアク
セスでき、24時間放映のケーブルテレビもあります。かつてないほど
の情報が手軽に入手できる状態にあるのです。いろんな意味でこれ
は良いことと言えるでしょう。ヘルシーな暮らしに役立つ最新の知見
も即座に入手でき、日々の生活にすぐに取り入れることができます。

02 |    The Art of Growing Young

Dwight L. McKee
Scientific Director



2017 年9月/ 10月    | 03

最新ニュース
血糖値を下げる

ほうれん草をもっと食べましょう

糖尿に悩んでいる方は血糖値のコントロー
ルにブロッコリーを利用できるかも知れま
せん。最近の研究で、ブロッコリーに含まれ
るスルフォラファンという化合物が血糖値を
下げるのに役立つことが示されました。3ヶ
月スルフォラファンのサプリメントを摂取し
た被験者は、血糖値が10%下がったというこ
とです。スルフォラファンには複数の形態の
がんのリスクを減らす作用もあります。ちな
みに、生のブロッコリー（および、カリフラワ
ー、キャベツ、芽キャベツ、クレソンなどのア
ブラナ科の野菜）をカットしてから数時間置
くと、ミロシナーゼと呼ばれる酵素の働きで
スルフォラファンを増やすことができます。
一方、同じアブラナ科の野菜でも冷凍物の
場合は茹でてから凍結されているため、酵
素のミロシナーゼは不活性化されています。
活きたミロシナーゼはマスタードシードの
乾燥粉末に豊富に含まれています。調理前
にこれを振りかけておくと、スルフォラファン
を取り戻すことができます。

適度な時間に退社して、脳卒中のリスクを低
減しましょう。ヨーロッパ、アメリカ合衆国、オ
ーストラリアの60万人以上の成人を対象に
した調査によると、 定刻で終業し良好なワー
クライフバランスを維持している人と比べる
と、長時間働く人は脳卒中のリスクが高い傾
向にあることが分かりました。この研究にお
いては「長時間」の基準を週あたり55時間以
上と設定しています。また、週あたりの労働
時間が40時間未満の場合は脳卒中と心臓病
の発症が少ない傾向にあることも明らかに
されています。

心臓を守るために10分を割くことはできま
せんか。5万人以上の成人を対象にランニン
グの効果を15年間追跡調査したところ、走っ
た距離や時間、速さに関係なく、ランニング
を続けた人は心臓病のリスクが低減されて
いたということです。1日に5分でも10分でも
走れば効果が期待できるというのは、多忙な
私たちにとって嬉しい発見と言えるでしょう。30年後の脳を守る為に今すぐソファから立

ち上がりましょう。運動は認知機能の保護に
役立ちます。これは少し前から科学者の間で
認識されている事実です。最近の研究で、若
いうちに定期的に体を動かしていると数十
年後の認知症を防ぐうえで役に立つことが
立証されました。研究の結果、ほとんどの時
間を座ってテレビを見るなど動かずに過ごし
てきた人は、アクティブな生活をしてきた人
と比べると、後の認知症発症リスクが2倍近く
高い確率であることが明らかになりました。
今日のライフスタイルがヘルシーと言えるか
どうかは、明日のあなたを変えるだけではあ
りません。もっと後になってから自分を守る
ことにもなるのです。

携帯電話に起因する首、肩、腰の痛みを訴え
る人が増えています。スマートフォンが普及
して、頻繁にメールやメッセージをチェック
する人は珍しくなくなりましたが、つい猫背
で前かがみになってしまいがちです。テキス
トであれネットサーフィンであれ携帯を使う
時は姿勢を正すよう意識し、電話を目と同じ
高さに持ってください。

新たな研究により、緑の葉野菜が体重管理
に役立つ可能性が示されました。米国栄養
学会がこのほど発表した研究によると、ほ
うれん草には食欲を抑制する成分が含ま
れているそうです。注目の成分とはチラコ
イドです。ほうれん草からチラコイド5gを
摂取すると、食欲の満たされた状態が主観
的判断で２時間以上も増えたということで
す。さらに、食後の血糖値を調べたところ、
非常に好ましい反応が確認されました。食
事の最初に、あるいはタイミングを問わな
くとも、ほうれん草のサラダを食べるように
すると、食べ過ぎを防ぎ体重管理を助ける
ことが期待できます。

心臓を守る

認知症を運動で食い止める 

携帯電話で脊椎に負担をかけて
いませんか 

好ましいワークライフバランスを
維持するには
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ガーデニングはホースを持って水やりをする
だけではありません。実際には、草刈り、草引
き、掘り返し、落ち葉かき、植え付けなど多彩
な活動を伴うため、持久力、柔軟性、筋力が
鍛えられます。

ガーデニングにまつわる動作はすべて、ヘル
シーなライフスタイルに繋がります。1時間の
ガーデニングでおよそ300カロリーが消費で
き、しかも身近な環境が改善されます。これ
はジムで行う運動では得られない利点です。

庭仕事も日常的に続けていると、血圧や悪玉
コレステロール値を下げ、糖尿や心臓病、う
つ、骨粗しょう症の発症リスクを低減します。
庭の手入れをしている間は、足、腕、尻部、腹
部、肩、腰など、主だった筋肉をすべて駆使し
ます。

庭の造作やプランを考えることは、頭脳の運
動にもなります。1

ガーデニングの効果を最大限に引き出すた
めに、目的意識を持って取り組んでみましょ
う。芝刈りの場合、乗って運転するタイプでは
あまり運動になりませんが、押して歩くタイ
プなら自走式でも1時間で300カロリー以上、
動力なしの手押し式なら475カロリー以上が
消費できます。 その他、落ち葉かきや剪定、
除草、植え付けといった比較的単純な作業で
も、1時間あたり200カロリー近くを消費する
ことになります。2

適度な大きさの低木や木を植えるのは全身
運動になります。1時間あたりの消費熱量は
女性でおよそ270カロリー、男性で354カロリ
ーくらいになります。

草引きは激しい運動ではありませんが、足腰
を丈夫にします。除草剤を使用せずに物理
的に草を引き抜く作業は地道ですが、食用
に栽培しているものに化学物質が混入する
のを防ぐことができます。

落ち葉を掃くだけでも疲れるものですが、運
動と思えば軽度な部類ですし、腕、肩、腰、腿
などの筋肉を使って、300カロリー余りを消費
できます。 3

04

体にも環境にも良いエクササイズが近頃人気を集めています。ひ
ょっとしたらあなたも随分前から実行しているかも知れません。
というのも、その正体は園芸、ガーデニングだからです。

運動になるガーデニング

フィットネス

土を耕し、苗を植え、除草、剪定、
草刈り、水やりや見回りをし、収穫
に至るまで、庭に出るたびに心臓
はしっかりと鼓動し、体が鍛えられ
て引き締まっていきます。

植えた後のメンテナンスとしては
剪定が必要です。この作業は手、
腕、肩、背中の筋肉を引き締めま
す。

1 Tilley, Nikki. “Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise.” Gardening Know How. N.p., 25 Jan. 2017. Web. 
22 June 2017.
2 Tilley, Nikki. “Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise.” Gardening Know How. N.p., 25 Jan. 2017. Web. 
22 June 2017.

3 Rindels, Sherry. “Gardening for Exercise.” Horticulture and 
Home Pest News. Ohio State University, n.d. Web. 22  
June 2017.
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ガーデニングの効果は、単にカロリーを消費
するだけではありません。高い枝に向かって
背伸びしたり、草をむしるために（正しい姿
勢を意識して）屈んだりといった動作は、柔
軟性とバランス感覚の向上に役立ちます。

ガーデニングを運動と考えることに確信が持
てたでしょうか。 米国立衛生研究所 (NIH) が
推奨する肥満対策になるアクティビティに
は、30〜45分のガーデニングも含まれていま
す。しかも、それが8kmのサイクリングや3km
強のウォーキングに相当する、としています。

ガーデニングはストレスを解消して気分を
良好にする効果もあります。自分のために庭
に緑豊かな聖域を作ってみましょう。ストレ
スの重なる1日の終わりにそこで過ごすだけ
でも、気持ちが安らぎます。自分で手を入れ
た庭で自然に身を委ねていると、気分を高め
る作用のある物質が体内で盛んに分泌され
てくるはずです。

自然に親しみながら引き締まった丈夫な体
を作れるガーデニングは、家族で一緒に楽し
めるのも魅力です。ぜひ庭仕事を家族の日
常生活の一部に取り入れて、ヘルシーな環境
とヘルシーな体を手に入れてください。

腐葉土の袋を持ち上げたり、手押
し車で土を運んだりする作業はウ
エイトリフティングに似た筋力トレ
ーニングになり、骨や関節の健康
に寄与します。エアロビクスやジョ
ギングを比べると、ガーデニングは
関節にかかる負担や不快感を最小
限に抑えられる運動方法です。
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水:人類にとって
最も重要な天然
資源
地球上のどんな植物も動物も、生きていくには水が必要です。この重要性
にもかかわらず、地球上で価値が最もおろそかにされている天然資源のひ
とつとなっています。人口増加、経済発展と持続可能性を考慮しない慣行
は、私たちの利用可能な水資源を危険にさらしています。私たち現世代の
ためだけでなく、次世代以降のためにも飲み水の供給を守っていくには、今
の生活を変えるべきです。それにはたくさんの理由があります。

特集記事

06 |    The Art of Growing Young
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全ての筋肉組織の約75%は水分から成って
います。脂肪組織にもおよそ10%の水分が含
まれています。一つ一つの細胞にも水分が
含まれており、老廃物を運び出す間に酸素
や栄養素を運ぶ役割を果たしています。1 ま
た水分は目や口、鼻といった部位で潤いを
保つ働きをします。目に水分がなければ、ほ
んのまばたきでも不快な感じがするでしょ
う。水分は臓器や組織を守るのはもちろん、
消化や排泄を助け、体温を調整し、関節を動
きやすくし、腎臓を守る働きをしますが、それ
だけでなく、もっと多くの役割があります。2, 3

一人あたりどれくらいの水を飲むべきなの
か、ということに関して言えば、いくつかの説
があります。その中でも多数派は8x8、つまり8
オンスを8杯飲む（総量64オンス、約1900ml）
というものです。この数値が基準となります
が、頻繁に運動をする人や高温の気候区域
に住む人は、汗として排出される量が多いの
で水分をもっと補給する必要があります。

摂取量8x8の根拠を訝しく思っていません
か。単純に喉が渇いた時に飲めばよいわけ
ではありません。

高齢者ほどこの割合は高くなります。という
のも、加齢とともに喉の渇きを知らせるサイ
ンが遅れるためです。

軽い脱水症状は頭痛や疲労、イライラする大
きな原因となります。研究によると脱水症状
は気分のムラ、集中力や認識力に影響すると
しています。水分の欠乏が長引く片頭痛を誘
発する、としている観察研究もあります。脱水
による頭痛が起こると、体内の水分量を元に
戻すだけでは片頭痛を抑えるのに足りない
可能性も出てきます。4

水分の欠乏と脱水症状は身体的な動きを損
なうことが長く知られてきましたが、最新の
研究では軽い脱水症状でも身体能力に影響
を及ぼすことが分かりました。5 

身体的に厳しい運動をする間には体重の6
〜10％相当を発汗により失う可能性があり
ます。6 適量の水を摂取せず、失った分を補給
しないと、体はエネルギーが不足し、筋肉は
痙攣を起こすかもしれません。脱水を防ぐに
は、運動前や運動中はもちろん運動後にも
水を飲まなければなりません。7

軽度の脱水は、注意力、短期記憶、知覚判別、
演算能力、視覚追跡、精神運動に否定的な変
化をもたらします。公園でサッカーをプレー
したり、オフィスでテキパキ働いていても、喉
の渇きを待たずに定期的に水を飲むように
しましょう。そうすればこれらの問題を避ける
ことができます。

もっと水を飲むべきであるという以上の理由
をもってしても十分に納得できないというの
なら、もう一つ、多くの人が知らない理由を
挙げましょう。水を飲むことは体重管理にと
ても役立つ方法なのです。私たちは時々、喉
の渇きをお腹が空いていると勘違いし、不必
要におやつを食べたりしています。

数キロでも体重を落とそうと頑張っている人
なら、水分を補給する方がより手軽だという
ことがやってみれば分かるはずです。

胃に取り込まれた水は食べ物と混ざり合い、
より早く満腹感を得やすくなります。もちろ
ん、新鮮なピュアな水（もしくはハーブティ
ー）が一番ですが、炭酸水、ジュース、スポー
ツドリンクなどを予め飲んだ場合もカロリー
摂取の抑制が期待できます。

水分を多く含む食べ物も体重を抑えるのに
役に立ちます。なぜなら量が多く見え、かさ
がある分よく噛んで食べる必要があるからで
す。よく噛めば噛むほど、体はよりゆっくり消
化するようになり、満腹感を得られるように
なります。このような水分の多い食べ物に
は、豆類、オートミール、汁気の多いスープ、
果物や野菜が挙げられます。8

5 Bliss, Rosalie. “Dehydration Affects Mood, Not Just 
Motor Skills.” Agricultural Resource Service. United States 
Department of Agriculture, n.d. Web. 22 May 2017.
6 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8  
(2010): 439–458. PMC. Web. 22 June 2017.
7 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council  
on Exercise. 2008.
8 “What Does Water Do for the Body?” New Health Guide. 
N.p., 11 Dec. 2013. Web. May 2017.

07

その理由は、体が水を欲する時点
で、体の水分総量の約1%を既に失
っているからです。.

適量を摂取しないと、懸命に動い
ている体が効果的に体そのもの
を冷ますことができなくなり、熱
性疲労を引き起こしたり、より重
度なら熱中症を発症することにも
繋がります。

食事の前に一杯の水を飲めばカロ
リー摂取量を控える手助けになり
ます。 

1 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on  
Exercise. 2008.
2 “What Does Water Do for the Body?” New Health Guide. 
N.p., 11 Dec. 2013. Web. May 2017.
3 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8  
(2010): 439–458. PMC. Web. 22 June 2017.
4 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8  
(2010): 439–458. PMC. Web. 22 June 2017.
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また水はいくつかの方法で消化の手助けを
します。水によって体は脂肪を乳化させ、水溶
性食物繊維に結合させます。便の量を増や
し、腸内に留まる時間を減らし、排泄しやすく
します。消化管に入ると、水はモチリン、ガスト
リン、膵臓ポリペプチド、血管作動性腸管ペプ
チドやその他腸管ホルモンの分泌を促進さ
せます。また、水は便秘を予防し、体から排泄
物が排出されるのを助けることで、腎臓や肝
臓の負担を減らします。水を十分に飲んでい
ないと、他の部位で使うために体は結腸から
水分を取り込み、これが便秘に繋がります。9

体全体で水は不可欠なものであり、健康を
保つ多くの働きをしているにもかかわらず、
体に水を貯めておくことはできません。カロ
リーはエネルギーとして後に使えるよう脂肪
として貯めることができますが、水はこのよ
うに蓄えておくことはできないのです。した
がって水分は定期的に補給する必要があり
ます。脂肪の貯蔵量にもよりますが、食べ物
がなくても数週間から数ヶ月は生きられま
す。しかし、水がなければほとんどの人が数
日しか生きられないことでしょう。10

これらの飲み物はしばしば結果的に体内で
脱水を引き起こすことがあります。カフェイン
とアルコールは利尿作用があり、腎臓から送
り出される血流から水分を奪う働きをしま
す。炭酸飲料は悪い飲み物の代表格です。

純粋な水は水素原子2つと酸素原子1つで構
成されています。残念ながら地球上にある水
のほとんどは汚染されています。水道水です
らも微量の塩素やクロラミン、その他化学物
質が含まれています。現在稼働している水処
理工場では除去のしようのない医薬品の影
響も懸念されています。水処理の過程でバク
テリアの殺菌に使用される化学物質の残留
物は、消化管に存在する有益なバクテリアに
とっては有害となり、体内の酸化ストレスを
増やします。文明社会の歴史を紐解けば、水
系感染する伝染病を広げないという観点で
は、近代の水処理方法によってより安全な水
にアクセスできるようになったと言えるでしょ
う。しかし、多くの専門家は汚染物質、特に微
生物叢に有害となる塩素を取り除くためにフ
ィルターを使うよう勧めています。水の補給
はどのような年齢でも長く健康を保つには
不可欠です。

複雑で高価なものからシンプルで手頃な価
格のものまで、容易に購入できる濾過のオプ
ションはいくつかあります。一般的に使用さ
れているのは蒸留、逆浸透膜、カーボン・ブロ
ック・フィルターです。カーボン・ブロック・フ
ィルターは最も人気のある方法で、効果があ
り価格もそう高くありません。水差しへ注ぐ
ものや、蛇口に装着するものなど各種あり、
モデルにもよりますが、鉛を除去してくれる
ものもあります。

新鮮な飲み水をどんな方法で手に入れるに
しても、環境のためにコップで飲むか、再利
用可能な水筒を持ち歩きましょう。プラスチ
ックのボトルに入ったミネラルウォーターを
いくつも購入すると、使用後はゴミとなり結
果的には環境汚染に繋がります。それによ
り、子供達の世代が新鮮な水を得ることをよ
り困難にしてしまいます。水は自然からの貴
重な贈り物なのです。私たちみんなが水の供
給を守るために生活を省みるなら、子供達
の子供達の世代まで人間が一番必要とする
資源の恩恵を受けることができるでしょう。

水をたくさん飲むためのヒント

•  どこへ行くにも水筒を持ち歩く。蛇口にフィ
ルターが取り付けられているところがあれ
ば水を補充し、もっと飲みなさいという合図
と思うようにする。

•  豆類、果物や野菜など水分の多い食べ物を
積極的に食べる。

•  毎食、食事前に一杯の水を飲み、食事中に
もう一杯飲む。

•  ライムやきゅうりのスライス、果物ひと切れ
などナチュラルでヘルシーなものを水に入
れて風味を付ける。

•  喉が渇くまで待たない。必要なら数時間ご
とに通知が受けられるようにスマートフォ
ンのリマインダーをセットする。

•  外食のときは炭酸飲料やお茶、コーヒーよ
りも水を注文する。

08

水分補給には新鮮な水が一番で
すが、ほとんどの人はコーヒーや
紅茶、アルコール飲料、炭酸飲料、
栄養ドリンクやスポーツドリンクか
ら水分を摂取しています。

血流で酸負荷を作り出し、カルシ
ウムとマグネシウムが使われて激
減してしまいます。11

9 “Functions of water in the body.” Mayo Clinic. Mayo 
Foundation for Medical Education and Research, n.d.  
Web. 27 May 2017.
10 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on 
Exercise. 2008.

11 Wyshak G, Frisch RE. “Carbonated beverages, dietary 
calcium, the dietary calcium/phosphorus ratio, and 
bone fractures in girls and boys.” J Adolescent Health. 
1994;15:210–215.
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ふとした花の香りを感じた時に立ち止まって
楽しむなど、においを意識するよう心がける
と、私たちはより豊かに生きることができる
かも知れません。

嗅覚と感情の相関性には多くの研究者が着
目しており、においで記憶が呼び覚まされ
る理由を探る試みも進められています。高
度な神経画像技術を用いて調べたところ、
被験者にとって何らかの意味のあるにおい
を嗅ぐと、脳に非常に強い感情反応が現れ
ることが分かりました。既知のにおいが引
き金となって脳内の扁桃体という領域が反
応し、そのにおいと結びつく感情を引き出す
という、神経生物学的な確固たる証拠が示
されたのです。1 

鼻から吸気すると大脳辺縁系全体だけでな
く、嗅覚皮質、扁桃体、海馬の神経細胞も刺
激されることが特定されたのです。

端的に言うなら、私たちの脳には、感情とに
おいを接続する回路が組み込まれているの
です。草刈りの青 と々したにおいが漂ってくる
と、日暮れまで夏の野原を駆け回って遊んだ
子供のころの記憶がよみがえるのも、随分前
に食あたりを経験した食べ物のにおいが受
け付けられないのも、この仕組みによるもの
です。

アロマテラピーは、においと記憶と感情の関
連性を理解し、嗅覚を上手に活用していま
す。アロマテラピーは、特有の香りがするエッ
センシャルオイルを使って心身を支えバラン
スを整えます。ストレスや不安、悪心を和らげ
る作用もあるので、生活の質の向上に役立ち
ます。また、マッサージや鍼など他の補完的
治療と組み合わせて施術されることもよくあ
ります。

嗅覚から感情と記憶に働きかけるアロマテラ
ピーは、もっと複雑な健康問題にも有益な作
用をもたらす可能性があります。特に、慢性
的な不安や恐怖、ストレスといった心理的な
問題を抱えている人にとっては、嗅覚を通じ
た緩和が有益となることでしょう。3

仏教では禅定あるいは静慮に至る行として
瞑想が行われることがありますが、これに嗅
覚を組み合わせて気持ちを落ち着かせるの
も一案です。快適な環境に身を置いて、心を
空っぽにするというよりは、嗅覚に意識を集
中させてください。静かに空気を吸い込みな
がら、好きな香りを嗅ぎ分けましょう。空気
に意識を集中すれば、微細ながらも心地良く
感じられる何かを見出せるはずです。

10

嗅覚というすばらしい才
能を活かしましょう

ライフスタイル

最近の別の研究では、鼻から強く
息を吸い込むと、脳内の電気的活
動により、感情的な判断力が強化
されるとともに記憶の呼び出しが
促進されることが明らかにされま
した。

口呼吸の被験者には同様の記憶
の呼び出しは認められなかったた
め、感情に関連した脳の活性化は
嗅覚がもたらすものだと結論づけ
られました。2 

人間の嗅覚は胎児のうちから発達しているそうです。私たちはごく微
量の物質から何千種類ものにおいを嗅ぎ分けることができます。嗅
覚はまた感情的な記憶とも密接に繋がっています。

1 Herz RS, Eliassen J, Beland S, & Souza T. Neuroimaging 
evidence for the emotional potency of odor-evoked memory. 
Neuropsychologia 42 (2004), 371–378.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 

et al. “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.” Journal of Neuroscience. 
7 December 2016, 36(49), 12448–12467, DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 Kadohisa, Mikiko. “Effects of Odor on Emotion, with 
Implications.” Frontiers in Systems Neuroscience 7 (2013):  
66. PMC. Web. 27 May 2017.
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また、視覚も聴覚もにおいを感知する鼻先に
集中させましょう。

瞑想という行為と嗅覚の力で、心と体が香り
に溶け込むようにして一体化してゆき、脳内
で香りと良い思い出が結びついて、リラックス
した気持ちになれます。

空気の中に好ましい香りを見つけたら、ゆっ
くりと呼吸を続けながら、心地良い状態に浸
ってください。このような機会を増やせば、そ
れだけ多くの喜びを味わえます。

1回30分を目安に練習を重ねましょう。やれ
ばやるほど、目的とする心静かなリラックスし
た状態に至る時間は短くなっていきます。嗅
覚を活用した瞑想をぜひ試してみてくださ
い。 

11

習慣として繰り返すうちに、瞑想状
態でなくとも好きな香りを感知し
て、 自分を最高の気分に導くこと
ができるようになります。 あらゆる感覚を全て鼻先に向ける

のです。

4 “Jhana: Smell the Air.” Personal Power Meditation. N.p.,  
26 Sept. 2015. Web. 27 May 2017.
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野菜や果物を自宅で育てるのはさほど難しく
ありません。家族で一緒に世話をすれば、楽
しく過ごしながら栄養や自然、持続可能性に
ついて教えることができます。子供たちも自
分が育て収穫に関わった野菜なら積極的に
食べるでしょう。

研究によると、大量生産されている農産物と
比べると、地元で作られたオーガニックもの
の方が、健康に欠かせないミネラル類など
の栄養素を豊富に含んでいるということで
す。1 フリーライジカルと闘う体を助け、守っ
てくれる抗酸化物質についても同様の指摘
があります。2 また、自家栽培の場合、農薬や
化学物質の残留も大規模農場より少ない傾
向があります。3 自分で手をかけたものがより
おいしく感じられるのは、鮮度が良いからだ
けではないようです。野菜や果物の種類によ
っては、農場から店先まで長距離の移動を経
ても長持ちし、見た目を良くなるように栽培
されています。そのために風味が犠牲になる
こともしばしばです。4

プロのシェフが地元のオーガニック食材にこ
だわったレシピに力を入れているのも、その
方がおいしい料理ができるからです。同じ利
点を自宅で活かさない手はありません。自家
栽培には、おいしい食事ができるだけでな
く、たくさんのメリットがあります。裏庭に家
庭菜園を作ると、よりおいしく体に必要な栄
養素をたっぷり含んだ食事を家族で楽しめ
ますし、出費を抑えて家計を助けることがで
きます。また、次世代のための環境を保護し、
大量の土壌浸食を防ぎ、エネルギーを節約
し、不要な農薬や化学物質を冷蔵庫に持ち
込むことなく、緑豊かな美しいコミュニティ作
りに貢献することにもなります。

野菜を初めて作る場合は、トマト、ズッキー
ニ、ピーマン、マメ類といった育てやすいも
のから少しずつ試してみるとよいでしょう。い
ずれも露地植えでも鉢でも栽培でき、おいし
い実をたっぷりともたらしてくれます。

トマトは種まきから始めることもできます
が、植え付けの時期になると苗が出回りま
す。また、トマトは日当たりが良ければ屋内で
も栽培できます。鉢でも露地でも、日当たり
の良い場所を選びましょう。また、実がつい
ても慌てて摘み取らないようにしてくださ
い。太陽の光をたっぷりと当てて完熟させた
トマトのおいしさは格別です。

ズッキーニはとても育てやすい、おいしい野
菜です。ほぼ確実に豊作になりますので、家
族や友達にも譲ってあげるとよいでしょう。ト
マトと同様、種まきをしてもよいですが、苗の
方が手早く簡単です。鉢、プランター、露地な
どに植えると、どんどん育ちます。ズッキーニ
は花も食用になります。オリーブオイルで軽
くソテーにして、塩コショウで味を整えるだけ
でおいしく食べられます。

品種によって色、大きさ、辛みなど違っても、
育て方はほぼ同じです。コンパクトなので、
鉢植えに適しています。また種類の異なるも
のをいくつか一緒に植えた方が良いとされ
ています。ぜひカラフルでヘルシーなお野菜
を家族で楽しんでください。なお、日陰ではう
まく育ちませんので、日当たりの良い場所を
選ぶ必要があります。

蔓を伸ばすタイプなら、支柱に誘導する仕事
を子供に手伝わせてやると喜びます。また、
屈んだり大きな葉をかき分けたりする必要
はなく、子供の背丈なら立ったままで簡単に
収穫できます。

自家栽培のお野菜をよりおいしく食べられる
ように、ハーブ類も一緒に育てましょう。台所
の窓辺でも育てられるハーブはたくさんあり
ます。生きた植物から摘み取ったばかりのハ
ーブを加えると、これ以上ないと言ってよい
ほどの豊かな風味が楽しめます。窓辺のハー
ブ栽培はほとんど手間要らずです。フレッシ
ュなハーブを有効活用するためのレシピ探
しに忙しくなるほどでしょう。

育てやすいもので自信がついたら、次のシー
ズンに向けてちょっと珍しい種類に挑戦する
のも一案です。選択肢は無限にあります。ど
んな野菜や果物を育てるか、年ごとに家族で
相談して栽培しているうちに、食べ物のでき
るまでを理解できるようになるはずです。ガ
ーデニングに親しんで育った子供は、大きく
なっても積極的に野菜を食べ、育てるように
なります。おいしく楽しくヘルシーな家庭菜
園は難しくありません。さっそく家族で始めま
しょう。好きな野菜や果物について、植え方、
育て方を調べて取り組むのも楽しいもので
す。今この時期に準備を始めておけば、暖か
くなったらすぐに苗を植えることができます。

13

青果類の栄養価は収穫した瞬間から減少していきます。このことを念頭に置けば、庭先で摘み取ったば
かりの作物と、何百マイルも離れた土地から運ばれてきて、スーパーの棚に並んでからもどのくらい時間
が経ったか分からないもののどちらを口に入れたいと思うでしょうか。

簡単にできる自家栽培
栄養

少し手間がかかってもよければ、イ
ンゲンマメがおすすめです。

ピーマンには様々な種類があり、
パプリカやシシトウも含め、トウガ
ラシの仲間です。さほど場所を取
らず、長期間にわたってたくさんの
実をつけるので、初心者向きと言
えます。

1 Średnicka-Tober, Dominika, et al. “Higher PUFA and n-3 
PUFA, Conjugated Linoleic Acid, α-Tocopherol and Iron, but 
Lower Iodine and Selenium Concentrations in Organic Milk: 
A Systematic Literature Review and Meta- and Redundancy 
Analyses.” The British Journal of Nutrition 115.6 (2016): 
1043–1060. PMC. Web. 13 June 2017.
2 Barański, Marcin, et al. “Higher Antioxidant and Lower Cadmium 
Concentrations and Lower Incidence of Pesticide Residues in 
Organically Grown Crops: A Systematic Literature Review and 
Meta-Analyses.” The British Journal of Nutrition 112.5 (2014): 
794–811. PMC. Web. 13 June 2017.
3 Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter GE, Bavinger JC, 
Pearson M, Eschbach PJ, et al. “Are Organic Foods Safer or 
Healthier Than Conventional Alternatives?: A Systematic Review.” 
Ann Intern Med. 2012;157:348–366. doi: 10.7326/0003-4819-
157-5-201209040-00007.
4 Charles, Dan. “How The Taste Of Tomatoes Went Bad (And 
Kept On Going).” NPR. NPR, 28 June 2012. Web. 13 June 2017.
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あなたにぴったりの
ヨガはどれ？

特集記事

ヨガにはたくさんの種類があり、どれを選ぶかによって期待できる効
果も変わってきます。共通しているのは、血圧の改善、柔軟性の向上、
骨密度の上昇、筋肉の引き締め、ストレス低減などです。ヨガ用のマッ
トを用意して、クラスを探してみましょう。

14 |    The Art of Growing Young
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いざとなると、どのヨガを選べばよいか迷って
しまうかも知れません。 あまりの選択肢の
多さに、自分に合っているものが分からなく
なる可能性があります。 以下の情報を参考
にして、主なヨガの特徴を把握しておきましょ
う。完璧なリストではないものの、新旧様々な
タイプをまとめていますので、大まかな違い
はお分かりいただけるはずです。ここに気に
入ったものがなくとも、探せば何か見つかり
ます。自分のニーズと目標に合ったものを選
んでください。

ハタヨガ
ハタヨガは特定のポーズ（アーサナ）を用いる
ヨガで、様々な流派が存在します。呼吸法 
（サンスクリット語に由来する用語でプラー
ナヤマとも呼ばれる）をアーサナと組み合わ
せて行うこともあります。様々なヨガの源流
となった6種類のヨガのひとつですので、この
記事に挙げた中でも特に古いタイプと言え
ます。古代から行われてきたハタのポーズと
呼吸法はヨガの古典とみなされているため、
ハタはポーズをとるヨガの総称ともなってい
ます。アシュタンガ、ヴィンヤサ、アイアンガ
ーは、すべてハタヨガです。1 

アヌサラヨガ
1997年にできた新しいタイプのヨガです。歴
史が浅いからといって、躊躇する必要はあり
ません。

アイアンガー（後述）をベースにしたスタイル
ですが、形式的な要素にこだわって完璧なポー
ズを目指すよりも、ポーズを通じてできる範囲
で自己表現をすることが推奨されています。

アシュタンガヨガ
アシュタンガは数あるヨガの中でも特にペー
スの速いヨガです。結果的に落ち着いた穏や
かな気持ちになる人もいるかもしれません
が、このヨガが目的とするのはそのような状
態ではありません。しっかりを汗をかいてリ
フレッシュし、エネルギーを取り戻すことを
目指すヨガです。アシュタンガでは一連のポ
ーズを数呼吸分ずつ流れるように次から次
へとこなしていきます。カロリーを消費して体
を引き締めたい方に適したヨガです。

ビクラムヨガ
ホットヨガとも呼ばれるビクラムは 35〜42°C
に暖めた湿度40％ほどの室内で行われます。
汗をたくさん流すことになりますので、そのつ
もりで用意しましょう。 サウナに似た環境で
深部の筋肉を守りながらストレッチをし、毛
穴を開いてデトックスを促進し、有酸素運動
と同等に心拍数を上げていきます。伝統的
なハタヨガから選んだ26のポーズを順番に行
います。2  ビクラムはホットヨガの代表格です
が、温室環境で他のタイプのヨガをやっても
よいでしょう。

アイアンガーヨガ
アイアンガーでは精度の高いポーズが重視さ
れます。正しいポーズがとれるよう、ベルトや
ブロック、ハーネス、ボードなどの小道具を活
用します。道具の手助けがある分挑戦しやす
く、年齢層や体力レベルの異なる幅広い人々
に適しています。3

クンダリーニ
クンダリーニでは動作と呼吸、瞑想、詠唱を
組み合わせて、体を動かすことをスピリチュ
アルな体験にします。内面で意識を高めつ
つ、身体的な活力を身に付けたい方に向いて
います。4

マタニティヨガ
妊娠中の女性を支えるために特別に開発さ
れたヨガがあるのはご存知ですか。出産後の
体型を整えたい女性のためのヨガを実施し
ている教室もあります。体に負担をかけない
よう配慮しつつ、妊娠期間中の筋肉を維持し
体を引き締めるよう考えてあります。妊娠に
伴うストレスを乗り越え、心穏やかに過ごし
たい方にもおすすめです。5

リストラティブヨガ
リストラティブは筋肉を動かすことよりもリ
ラクゼーションを重視したヨガです。ポーズ
はせいぜい４〜５種類程度ですが、それぞれ
を維持する時間が長く、ひとつのポーズに20
分かけることもあります。快適にポーズを維
持できるよう、小道具の使用も可能です。運
動よりもストレス対策、リラクゼーションを望
む場合に検討してみるとよいでしょう。6

5 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
6 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
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従来のヨガに親しみのない方にも
始めやすいようアレンジされてい
ますので、初心者向けのヨガと言っ
てもよいでしょう。

1 “Types of Yoga.” Yoga Journal. N.p., 03 Apr. 2017.  
Web. 13 June 2017.
2 “Home.” Bikram Yoga®. N.p., n.d. Web. 13 June 2017.
3 “B K S Iyengar - Home.” B K S Iyengar—Home. N.p., n.d. 
Web. 13 June 2017.
4 “Types of Yoga.” Yoga Journal. N.p., 03 Apr. 2017. Web. 13 
June 2017.
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ヴィンヤサ、パワーヨガ
呼吸と合わせてポーズを変えていくヨガです。
一連のポーズには流れがあり、順番も考慮さ
れていますが、教室では飽きないように少し
ずつ変化させるなどの工夫もしています。7

陰ヨガ
道教の思想と呼応した陰ヨガもリラクゼーシ
ョンのためのヨガで、結合組織を伸ばすこと
に重点が置かれます。筋肉強化を目指す陽ヨ
ガと対をなすものとも言えるでしょう。陰ヨガ
のポーズは受動的なものが多く、筋肉を弛緩
させていきます。ひとつのポーズを維持する
時間は長めです。ストレス軽減と忍耐力の養
成に役立ちます。8

陽ヨガ
陰ヨガと補完的にバランスを整える陽ヨガ
は、古典的なハタヨガやアシュタンガのよう
にアーサナを基盤としています。ゆったりとし
た陰ヨガとは対照的に、筋力、スタミナ、柔軟
性を鍛えるヨガとなっています。9

タントラヨガ
タントラというと密教の秘儀が連想されます
が、タントラヨガはアーサナ（ポーズ）とマント
ラ（瞑想中の）、ムードラ（手指の印）、バンダ
（エネルギー保持）、チャクラ（エネルギー
中枢）への働きかけを組み合わせたもので
す。女神シャクティのもたらす５つの生命エネ
ルギーを活用することで、 自己を強化し、す
っきりとした気持ちで日々の暮らしに至福を
もたらすことを目的としています。10

ラフター（笑い）ヨガ
インドの医師マダン・カタリアを祖とするラフ
ターヨガは、心から笑ってもそうでなくても
体には同じ効果があると考えます。笑うこと
自体を目的としても、血中のストレスホルモン
（エピネフリンやコルチゾールなど）を低減
するなどの期待ができます。11

ビールヨガ
20人余りが集まって、人気のヨガとビールを
組み合わせる試みを実践しています。ビール
瓶を手に（時々飲みながら）ポーズをとり、楽
しく体を動かします。運動量はさほどにはな
りませんが、仲間と和気藹 と々ヨガ体験がで
きます。12

ガンジャヨガ
医療用大麻が合法となった州で最近話題と
なっているガンジャヨガは、最初の15分間に
何らかの形態の大麻を使用します。ビールヨ
ガのような風変わりな流行と思われるかも知
れませんが、歴史家によると大麻とヨガを組
み合わせるという方法の起源は何千年も前
まで遡ることができるそうです。古代の行者
には、大麻の花を使ったバングという飲み物
や大麻の精製物であるチャラス（ハシシ）は
日々の瞑想とアサーナのお供と言えるくらい
身近な存在だったということです。
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7 “Types of Yoga.” Yoga Journal.N.p., 03 Apr. 2017.Web.13 
June 2017.
8 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
9 “Yin/Yang Yoga | Yoga for Today | Sherwood Park Yoga.” 
Yoga for Today.N.p., n.d.Web.13 June 2017.
10 “Tantra Yoga.” Yoga Journal.N.p., 03 Apr. 2017.Web.13 
June 2017.
11 “For Health, Happiness and World Peace.” Laughter Yoga 
University.N.p., n.d.Web.13 June 2017.
12 Mandybur, Jerico. “‘Beer yoga’ is a thing, now, and it’s 
going international because, well, ‘Beer Yoga.’” Mashable.
Mashable, 17 Jan. 2017.Web.13 June 2017.
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EPA と DHA は、心臓の正常な働きを支えま
す。◊さらに DHA には、脳の働きや視力を正
常に保つ効果もあります。◊ライフプラスが提
供する藻類由来の ヴィーガン　オメゴールド
は、動物成分を含む食事を召し上がらない
菜食主義の方が、オメガ 3 脂肪酸を手軽に摂
取することができるようにサポートします。

◊ヴィーガン　オメゴールド が今日からあな
たの健康と幸福をサポートします。」

「オメガ 3 脂肪酸は、いくつかの
重要な体の働きを維持する上で
非常に役に立ちます。

ヴィーガン オメゴールド®
ライフプラスから新発売：

© 2017 Lifeplus International

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。
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エマーソンの名言を心に留めて身近な植物
を見直すと、思いも寄らない所においしくヘ
ルシーな食材となる雑草が見つかるかも知
れません。園芸では厄介な存在でも、増やし
たくなるほどの価値を秘めている可能性が
あります。いつの間にか裏庭に茂っているも
の、道端でよく見かけるものの中から、そん
な植物をいくつかご紹介しましょう。

ネトル（セイヨウイラクサ）
とげのあるイラクサは嫌われ者の雑草ナン
バーワンかも知れません。葉と茎には細かい
とげが生えていて、触れると皮膚に強い痛み
を感じさせる物質が注入されます。ところが、
イラクサはビタミンA、B、Cが豊富で、カルシ
ウム、マグネシウム、その他のミネラル類も
含有しています。また、エストロゲンの合成を
補助し、情動面に寄与する作用もあります。
さらに、研究により、日常的に摂取することで
記憶の消失を改善できる可能性があると示
されています。茹でる、蒸す、乾燥させるなど
の処理をして使いますが、必ず手袋を着用す
るなど、取り扱いには注意が必要です。 1

シソ
シソは日本、韓国、ベトナムでは馴染みのあ
るハーブです。赤紫蘇、青紫蘇ともビタミンA
とビタミンCが豊富で、免疫系を丈夫にする
とも考えられています。

繁殖力が強く、こぼれ種からどんどん発芽し
ます。隣家に種を飛ばさないよう注意した方
がよいでしょう。 2

タンポポ
タンポポは非常に丈夫な植物です。芝生の
庭では特に厄介な雑草として扱われていま
すが、おいしくヘルシーで手に入りやすい食
材として捉えれば、その丈夫さも美徳のひと
つです。

花、葉、茎をサラダの材料にしたり、スープや
スムージーに混ぜたりしてもよいでしょう。根
には肝臓を浄化する作用があります。また、
傷を癒す効果もあるので、自家製の軟膏や
ボディケア用品に使われています。 

スベリヒユ
スベリヒユはごくありふれた雑草です。人知
れず、都市部の歩道のひび割れた所にまで
生えています。スベリヒユはレモンを思わせ
るようなほのかな酸味と塩気のある葉野菜
です。生薬としてはバシケンの名で知られ、
サーモンに豊富なヘルシーな脂肪、オメガ3
脂肪酸の優れた摂取源（植物では最も効率
的）になります。4 スベリヒユ100gでα-リノレ
ン酸が最大で400mg摂取できるそうです。調
理後の分量で葉部1カップ (250ml) につき、
カルシウムが90mg、カリウム561mg、ビタミ
ンA 2,000 IUが含まれています。5 葉だけでな
く、茎や花も可食部です。生でも、軽く火を通
しても構いません。6 サラダに加えてみるとよ
いでしょう。 世界各地で雑草とみなされてい
ますが、地中海の食文化では珍重されてきま
した。

カンゾウ（萱草）
ワスレグサの仲間を雑草と考える人はあまり
いないかも知れませんが、栄養価の面で見過
ごされているという点では他の食べられる雑
草と共通しています。ユリに似た花は咲くとそ
の日のうちに落ちてしまうと言われ、英語では
デイリリーと呼ばれています。夕方に花を摘
み取ってサラダに加えると、ビタミンAたっぷ
りの風味豊かな夕食が楽しめます。野生種（オ
レンジ色のワスレグサ Hemerocallis fulva や
黄色のマンシュウキスゲ H. lilioasphodelus な
ど）を食用に採取する場合は、姿のよく似たユ
リ科（有毒植物が多い）のものと間違わないよ
う、充分な注意が必要です。7

ワイルドキャロット
英語で「アン女王のレース」の異名を持つこ
の雑草もタンポポ同様とても丈夫で、放置す
るとすぐに芝生の庭を侵食してしまいます。
タンポポとは違って、主に食用となるのは根
の部分です。

花も食べることはできますが、秋に根をスー
プやシチューに入れると自然の恵みをおい
しくいただけます。 8

オオバコ
オオバコもまた、歩道の亀裂や砂利のように
過酷な環境でも生育する強い植物です。実
は誰もが知っている緑の葉野菜、ホウレンソ
ウと近い種類で、鉄分、ビタミンA、ビタミンC
を豊富に含んでいます。柔らかくなるまで調
理が必要ですが、ホウレンソウと同じように使
えます。おいしく食べられるだけでなく、毒消
しや炎症対策になる成分が摂取できます。 9

19

「雑草とは何か？ その美点がまだ発見されていない植物である。」 – 
ラルフ・ワルド・エマーソン

健康に役立つ雑草：ありふれた野
の草花を見直してみませんか

ハーブとサプリメント

1 Rutherford-Fortunati, Alisa. “Weeds Worth Growing.”  
Gentle World. N.p., 15 Feb. 2014. Web. 20 June 2017.
2 Wanjek, Christopher. “5 Garden Weeds You Can Eat!” 
LiveScience. N.p., 10 July 2012. Web. 20 June 2017.
3 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should »  
Nature Moms.” Nature Moms Blog. N.p., 03 Jan. 2016.  
Web. 20 June 2017.
4 Wanjek, Christopher. “The Five Healthiest Backyard Weeds.” 

LiveScience. Purch, 31 July 2011. Web. 20 June 2017.
5 Simopoulos, A P; Norman, H A; Gillaspy, J E; Duke, J A 
(August 1992). “Common purslane: a source of omega-3  
fatty acids and antioxidants.” Journal of the American  
College of Nutrition. 11(4): 374–382.
6 Wanjek, Christopher. “The Five Healthiest Backyard Weeds.” 
LiveScience. Purch, 31 July 2011. Web. 20 June 2017.
7 Wanjek, Christopher. “5 Garden Weeds You Can Eat!” 

LiveScience. N.p., 10 July 2012. Web. 20 June 2017.
8 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should »  
Nature Moms.” Nature Moms Blog. N.p., 03 Jan. 2016.  
Web. 20 June 2017.
9 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should »  
Nature Moms.” Nature Moms Blog. N.p., 03 Jan. 2016.  
Web. 20 June 2017.

タンポポは花も葉も茎も食べられ
ます。タンポポの花はジャムやお
茶、ワインなどに加工できます。

指のような形の細長い根はニンジ
ンに似た使い方ができるので、野
良人参の別名もあります。

ミントとフェンネルを組み合わせ
たような風味は独特で、おいしく食
べられます。
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心臓の拍動や消化、神経系の機能とは異な
り、呼吸は意図的なコントロールが可能で
す。意識を呼吸に集めてコントロールする
と、心と体に大きなメリットがもたらされま
す。こじつけのように聞こえるかも知れませ
んが、恐怖や緊張などで感情が不安定にな
ったとき、深呼吸で気持ちを落ち着けて乗り
切ろうとしたことはありませんか。多少なりと
も効果はあったはずです。

スタンフォード大学医学部の最近の研究で
は、呼吸と心の状態を連携させる神経細胞
が存在する脳の領域が特定されました。医
師の間ではずいぶん前から呼吸のコントロ
ールがストレス障害に好ましい影響をもた
らすことが知られていました。その理由がま
た一段と掘り下げて理解できるようになった
のです。

ヨガでは意識的な呼吸で心を穏やかな状態
に導く方法をプラーナヤマと呼んでいます。
これはほぼすべてのタイプのヨガで用いら
れる基本的な技法です。古来のヨガ行者が
直観的に見出した技法が現代の科学的研
究で認められたわけです。スタンフォード大
学の研究では、安らぎ、注意、興奮、不安とい
った状態と呼吸を結びつけるニューロンの
小さな集まりは、脳幹の奥深くに見つかりま
した。 報告によると、この小さな領域は呼吸
のパターンを監視し、その情報を脳の他の
部分に伝達しており、睡眠から覚醒する、注
意力を保つ、不安や苦痛を引き起こすとい
ったような活動に結びついているというこ
とです。1

スタンフォード大学が覚醒を左右する領域
を見出した一方で、医療機関ノースウエスタ
ン・メディスンの研究では、呼吸のリズムと脳
内の電気的活動、特に感情的判断や記憶の
想起を促進する活動の間に相関性が認めら
れました。ほんの１回でも鼻から息を大きく
吸い込むことで、脳を強化し記憶を明晰にで
きるのだそうです。被験者に人の顔を識別し
てもらったところ、息を吐いているときよりも
吸っているときの方が迅速に判断していたこ
とが明らかになりました。2

集中力を用いる呼吸法は、自律的なポンプ
を持たないリンパ系にも良い影響をもたら
します。体内のリンパ液は、呼吸をするたび
に循環します。浅い呼吸を少なめにしている
と、デトックスや免疫機能の鍵を握るリンパ
系が有効に働きにくくなります。横隔膜を意
識した深い呼吸でリンパ系の機能を最大限
に引き出しましょう。息は鼻からゆっくりと深
く吸い込みます（これは記憶力などあらゆる
機能にも役立ちます）。吐く時は口からゆっく
りと吐き出してください。10回ほど（多ければ
なお良いでしょう）深呼吸をするだけでも血
流に酸素がたっぷりと取り込まれ、解毒を司
る肝臓周辺のリンパの流れが良くなります。

健康効果のある意識的な呼吸の秘訣は横隔
膜にあります。これは、リラックスしたい時、脳
を活性化したい時、リンパの循環を改善した
い時も同じです。息を大きく吸い込む間、お
腹の方へと横隔膜を押し下げていくようにし
てください。深呼吸というと胸を大きく張るイ
メージがありますが、横隔膜を伸ばすには、
お腹の動きを意識した方がよいでしょう。

ストレス過多の現代人は、思いついた時に
深く息を吸い込むだけでも負担を軽くするこ
とができます。この場合、意図的にそうするこ
とにも意味があります。単により多くの空気
を吸って吐くことを性急に繰り返してはいけ
ません。

スローな深呼吸に集中することで、心も体も
収束してきます。できれば長めに深呼吸を続
けましょう。その方が体によい効果が得られ
ます。意識的な呼吸法を身に付けたら、職場
で、壇上で、家事をしながら、家族と映画を見
ながらなど、いつでもどこででもその利点が
活用できます。3

20

大半の人々にとって呼吸とは、人体の他の様々な機能と同様、意識
せずとも自然に行われている過程にすぎません。生命維持に必要な
酸素を吸気から取り込み、二酸化炭素を吐き出すということを私た
ちは日々休みなく続けています。わざわざ時間を割いてまで呼吸の
ことを考えるようなことはあるでしょうか。 もしも意識的に呼吸に向
き合ったらどんなことが起こるのでしょうか。

仕事、遊び、休息に役立つ
呼吸法

家族の健康

呼吸に意識を向けるというのは、
ストレスや不安感を管理するうえで
とても有益な方法です。

頭の中でゆっくりと３つ数えなが
ら息を吸い、またゆっくり３つ数え
ながら息を吐いてください。

et al. “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.” Journal of Neuroscience. 
7 December 2016, 36 (49) 12448−12467; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 “Are you breathing the right way?” Best Health Magazine 
Canada. N.p., 07 May 2009. Web. 20 June 2017.

1 Kevin Yackle, Lindsay A. Schwarz, Kaiwen Kam, et al. 
“Breathing control center neurons that promote arousal in 
mice.” Science. 31 Mar 2017: 1411−1415.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 
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ストレスに役立つ対策としてもうひと
つ、4-7-8呼吸法を紹介しておきましょう。これ
もゆっくりとした呼吸法ですが、4つ数えなが
ら息を吸い、息を止めて7つ数え、8つ数えな
がら息を吐く、というものです。ストレスを感
じたら、1分ほどやってみてください。

気持ちを穏やかにする呼吸法は、ポジティブ
思考やマインドフルネスの様々な手法との
相性も抜群です。呼吸法で心を落ち着けてか
らなら、自分の中にある感情や思考とスムー
ズに向き合うことができ、ポジティブな方向
へと誘導しやすくなります。

ヨガや太極拳、瞑想といったリラクゼーショ
ンのためのエクササイズと呼吸法を組み合
わせれば、一段と深い安らぎに至ることでし
ょう。ヨガではサーマ・ヴリッティという均等
呼吸のテクニックがあります。この呼吸法で
は息を吸う時と吐く時にかける時間は同等
にします。

ヨガの本格的なセッションや上級者レベル
では「勝利の呼吸」を意味するウジャイとい
う呼吸法が実践されます。 これは喉の奥を
軽く収縮させる鼻呼吸ですが、全身に大量の
酸素を送り込む、深く力強い呼吸です。4

呼吸法と太極拳やヨガなどのストレス解消
法を組み合わせると、あなたの体に驚くべき
ことが起こります。新しい画期的な研究で、心
身に働きかけるエクササイズがDNAまで変
えることが明らかにされました。 850人近い
被験者を対象に18の試験を行い分析したと
ころ、瞑想やヨガと意識的な呼吸を組み合わ
せるなど、心と身体の両方に働きかける方法
を実践している人  々では、炎症に関連する
遺伝子の活性が抑制されていたということ
です。5 

初心者のための深呼吸 

•  仰向けに寝るか、楽な姿勢で座ります。
• 首、肩、手足をリラックスさせます。
•  片手を胸に、もう一方の手をお腹の上に置
きます。

• 2秒間、鼻から深く息を吸い込みます。
•  吸気中は胸よりもお腹を膨らませるよう意

識してください。
•  ゆっくりと息を吐きながら全身の力を抜き
ます。

• これを10分間繰り返します。
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ごく基本的な呼吸法ですが、神
経系を落ち着かせ、血圧を下げ、
ストレスを和らげると言われてい
ます。

4 Sengupta, Pallav. “Health Impacts of Yoga and Pranayama: 
A State-of-the-Art Review.” International Journal of Preventive 
Medicine 3.7 (2012): 444–458. Print.
5  Buric Ivana, Farias Miguel, Jong Jonathan, et al. “What 
Is the Molecular Signature of Mind-Body Interventions? A 
Systematic Review of Gene Expression Changes Induced by 
Meditation and Related Practices” Front Immunol. 16 June 
2017, https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00670.
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鉄不足に起因する貧血は高齢者にとって軽
視できないリスクです。50代以上で貧血が多
いのは事実ですが、鉄がなぜ不足したかと
なると原因は千差万別で特定しにくいもの
です。

非ステロイド性抗炎症薬の使用歴の長い人
ほどリスクは高いので、高齢者に起こる確率
も高いと考えられます。

加齢に伴って味覚が鈍くなると、食べ物にあ
まり興味が持てなくなって食事が偏ることが
あります。偏食は特定の栄養素が不足する原
因となりかねません。シニア層ではビタミンB
と鉄の不足が一般的です。

高齢者で鉄が不足しがちな理由は様々です
が、代表的なものだけでも、服薬、抗がん剤、
吸収不良などが挙げられます。さらに厄介な
ことに、高齢者の貧血は、炎症によって引き
起こされることもあります。

また、鉄不足そのものは軽度でも、疲れたり
体が弱くなったりすると貧血を生じやすくな
るケースもあります。鉄欠乏が重度になると、
顔色が青白く変わったり、認知能力が低下し
たり、臓器に障害が生じたりします。1

米国立衛生研究所によると、50才以上の大
人は1日あたり約8mgの鉄を摂取するのが望
ましいということです。2 しかしながら、加齢に
伴い健康問題を抱えるようになると、鉄の必
要量も増えていくであろうことは容易に想像
できます。

女性の場合、閉経後は鉄の必要量が大幅に
下がり、男性とほぼ同等となります。鉄欠乏貧
血症になったら、なぜ鉄が足りなくなったの
かを特定するために医師に相談しましょう。
というのも、場合によっては知らないうちに
消化管や尿路系に腫瘍ができていて、継続
的に血液を失っていた、というような原因が
判明することがあるからです。自己判断で食
生活のせいにして、鉄分のサプリメントで補
おうとしてはいけません。必ず専門家に診て
もらってください。 

一方、鉄欠乏症と診断されていない人がサプ
リメントで鉄を余分に摂取し、推奨量である
1日8mgを超えてしまうと、体にとって害とな
ります。遊離鉄はフリーラジカルの触媒とし
て強力な作用を有するので、体内の酸化スト
レスを悪化させてしまいます。

イギリスの食品基準庁は、レバーが苦手な
人は牛肉から鉄を摂取してもよい、としてい
ます。米国の肉牛・牛肉事業者協会は、栄養
強化シリアル、栄養強化穀物に次ぐ3番目に
優れた鉄の摂取源として牛肉を位置付けて
います。シニア層のライフスタイルを考える
と、脂肪の少ない赤身肉を選ぶのがよいでし
ょう。脂肪も健康的な食生活の一部を成す
重要な存在ではありますが、消費量は活動
量に見合った範囲でなければなりません。50
代以降はたいてい運動量が減りますので、脂
肪の摂取量も減らすのが賢明です。

鉄を添加した栄養強化シリアルはベジタリア
ンやヴィーガンの方にとって好ましい選択肢
です。シリアルに鉄をはじめとするミネラル類
やビタミン類を添加するという製法は、一般
的な食生活では不足しがちな栄養を補うた
めの工夫としてかなり前から実施されていま
す。ただし、ラベルを確認するのを忘れてはい
けません。ウィスコンシン州の調べ（病院・診
療所の理事局による）では、種類によっては1
食分で18mgもの鉄が入っている場合がある
ことが明らかになっています。朝食用のシリア
ルひとつでも、自分に合ったものを選べば、
その日必要になる鉄を確保できます。

シリアルと同様、栄養を強化した穀物製品も
普及しています。穀物そのものだけでなく、
パン、パスタ、小麦粉など、健康に配慮して鉄
などのミネラルやビタミンが添加されたも
のはたくさんあります。先ほどもお話ししたよ
うに、成分表示の確認はお忘れなく。何をど
れだけ摂取することになるのか理解すること
は大切です。

レバーや牛肉、栄養強化シリアルほどの含有
量でなくとも、鉄の摂取に有益な食品は他に
もたくさんあります。体が必要とする鉄を幅
広い種類の野菜と果物を食べることで確保
することは可能です。

どんな食品から鉄を摂取するにしても、ビタ
ミンCを同時に摂るよう工夫してみてくださ
い。ビタミンCがあると鉄の吸収が良くなるこ
とは既に立証されています。柑きつ類、赤ピ
ーマン、ケール、ブロッコリーなど、ビタミンC
が豊富な野菜を一緒に食べましょう。食品か
らより多くの鉄を得たい50代以上の方には
特におすすめです。3
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鉄は生きていくうえで不可欠なミネラルです。鉄がなければ、体内のあらゆる器官・組織・細胞に酸素を運
ぶことができなくなってしまいます。他の栄養素と同様、鉄の必要量はライフステージに応じて変化しま
す。ひとつの節目となる50代以降にどの程度の鉄分摂取が必要なのか、考えてみましょう。

中高年に必要な鉄分
家族の健康

1 “Iron-out-of-Balance in the Elderly.” Iron Disorders Institute. 
N.p., n.d. Web. 21 June 2017.
2  “Office of Dietary Supplements—Dietary Supplement  
Fact Sheet: Iron.” NIH Office of Dietary Supplements.  
U.S. Department of Health and Human Services, n.d. Web. 
29 May 2017.

3 Hallberg L, Brune M, Rossander L. “The role of vitamin C in 
iron absorption.” Int J Vitam Nutr Res. 1989;30:103–108.

鉄分の豊富な植物性食品として
は、モリーユ茸、アプリコット、濃い
緑の葉野菜、オリーブ、豆類、エン
ドウ、アスパラガスなどがありま
す。

鉄の摂取源となる食品として最も
優れているのはレバーです。動物
の肝臓は焼いたり煮たり炒めたり
して食べられます。レバーは鉄だけ
でなくビタミンAやアラキドン酸、ビ
タミンB群も豊富です。

アスピリンやその他の非ステロイ
ド性抗炎症薬は、痛みの自己管理
を目的に広く使われていますが、
長年服用していると、消化管から
出血が生じる可能性があります。
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このほど発表された子供と自然に関する報
告は、従来の多くの研究で明らかにされたこ
とを強調する内容になっています。それは現
代の家庭の多忙なライフスタイルと社会全
般の懸念が相まって、子供たちが身近な自然
環境を自由に楽しむ機会が制限されている、
というものです。1

一般的にはアウトドアには夏休みや温暖な
季節が最適と考えられていますが、冬こそ外
で活発に動くことが重要です。冬の間、外で
運動しないでいると、特定の筋肉の成長が妨
げられてしまいます。雪の中を歩くという運
動は子供の足の筋肉を鍛えます。また、雪を
かき分けて進むことで、粗大運動技能の発達
が促進されます。

秋を経て気温が下がってきても、防寒着さえ
あれば充分に外で遊べます。雪の降る地域
なら、そり遊びやクロスカントリースキー、雪
だるま、かまくら作りなど、冬ならではの楽し
み方ができるでしょう。子供たちがある程度
成長したら、玄関先や私道の雪かきを手伝っ
てもらいましょう。

冬に子供たちを外で遊ばせることは、日光の
必要性から考えても重要です。温帯域の冬の
陽射しでは、皮膚で充分な量のビタミンDを
合成するのに必要な短波紫外線は確保しに
くいのですが、それでも体内の概日リズムや
睡眠・覚醒のサイクルを助けるなど、ビタミ
ンDに限らず太陽の光を受けることにはたく
さんの利点があります。

日光の力は、ちょっとしたことで苛立ちやす
いティーンに特に有益と考えられます。

風邪やインフルエンザの流行しやすい時期
を元気に乗り切るためにも、外で過ごす時間
を増やしましょう。気温が低いと風邪をひく、
と長年信じられてきましたが、寒い時に外に
出ることと病気になることの因果関係には科
学的根拠はありません。ビタミンDの免疫系
における役割に着目すれば、むしろ逆に、外
に出て太陽の下で過ごす時間が長いほど免
疫系が強化されると言ってよいでしょう。

家庭や学校、職場にいるウイルスや細菌の
すべてを子供たちに触れさせないというの
は不可能です。それでも、なるべく屋外で遊
ばせるようにすることで、接触を減らすことは
できます。さらに、疾病対策予防センターに
よると、自然に親しむ中で子供たちが接触す
る細菌や害虫は、自己免疫疾患やアレルギ
ーの発症しにくい体をつくるうえで役に立つ
ということです。

外で遊ぶ時間を増やすことは、視力の保護
にもつながります。専門家の間では、近視の
上昇率はコンピューターやテレビ画面を見
つめて過ごした時間の長さに起因するとい
う説や、外で過ごす時間が少ないからだとす
る説が有力視されています。眼科の専門誌

（JAMA Ophthalmology）に掲載された最近
の研究は、直射日光の不足が眼球を変形さ
せ、視力を低下させると述べています。2 いず
れもデジタル端末から離れて外で遊ぶこと
が対策となる、としています。
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人生で最高のものにはお金がかからない、という表現がありますが、外遊び
から子供たちが得られる喜びと利点はまさにその一例と言えるでしょう。裏
庭から近所の公園、湖、自然保護区に至るまで、子供たちが自由に走り回って
遊べる公共の場所はたくさんあります。

最高で無料のもの

家族の健康

雪遊びは子供たちの睡眠サイクル
にも寄与します。ソファに座ったま
まテレビやゲームに釘付けになっ
ているとエネルギーを持て余した
ままベッドに入ることになります
が、日中に発散できていれば寝つ
きもよくなるというわけです。

日光とビタミンDには気分を安定さ
せる働きもあります。冬の憂鬱な
気分は、外に出て太陽の下で過ご
すだけでも大方撃退できます。

1 Karen Malone, Sue Waite. “Student Outcomes and Natural 
Schooling Pathways from Evidence to Impact Report 2016.” 
www.plymouth.ac.uk.

2 Williams KM, Bentham GCG, Young IS, McGinty A, et 
al. “Association Between Myopia, Ultraviolet B Radiation 
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もうしばらくすると冬休みです。おもちゃやゲ
ームのような物理的なプレゼントよりも、外
で体験できることを子供たちへの贈り物に
考えてみませんか。物よりも体験を贈り物に
した方が社会的関係が育まれることに着目
した新しい研究では、体験したことの思い出
は長く心に残ることが指摘されています。

体験は壮大なものや高価なものである必要
はありません。遠い国まで行くのは楽しくと
もストレスのかかるものです。そんな旅行よ
りも、近場の公園で親と一緒に笑顔で過ごし
た思い出のほうが、子供たちの心を温かく支
える力となります。

自由に動き回れる屋外で遊ぶ時間は、季節
を問わず親から子へ与えることができ、生
涯有益となる、とてもヘルシーな贈り物な
のです。
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サファリのアドベンチャー、キャン
プ旅行、山でハイキングといったよ
うなアウトドアの思い出は特に、何
か物をもらうよりも長く続く心の
絆をつくるのです。3

3 Cindy Chan, Cassie Mogilner. Experiential Gifts Foster 
Stronger Social Relationships Than Material Gifts.  
Journal of Consumer Research. 2016; ucw067 DOI:  
10.1093/jcr/ucw067.

Exposure, Serum Vitamin D Concentrations, and Genetic 
Polymorphisms in Vitamin D Metabolic Pathways in 
a Multicountry European Study.” JAMA Ophthalmol. 
2017;135(1):47–53. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.4752.
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非言語的なメッセージは常に発信されてい
ます。そして無意識のうちに相手のボディラ
ンゲージを読み取ってもいます。ボディラン
ゲージによる情報に対する反応は本能的な
もので、当人にコミュニケーションをしてい
るという意図はないこともよくあります。目に
涙をためてうつむいている友達に対する反
応と、握りこぶしを腰にあてて口をへの字に
している友達に対する反応は、自ずと違った
ものになるはずです。一言も言葉を交わして
いなくとも、そこではすでに言外のコミュニ
ケーションが成立しています。

コミュニケーション全般の中でボディランゲ
ージが占める割合については様々な研究が
行われており、50〜70％とする説もあれ
ば、90％以上と認めている報告もあります。 
何かを論破しようとしている時や要点を明確
にしたい時に、ボディランゲージがどれほど
重要かは推して知るべし、です。言葉が重要
であることも事実ですが、何を言うかにばか
り気をとられてボディランゲージがおろそか
になっていると、討論でどんなに確かなデー
タに基づいて話していても説得力に欠けて
しまうかも知れません。

姿勢、動作、視線、手振り、呼吸、体表の温度
など、身体のあらゆる要素が常にメッセージ
を送り出しています。そのメッセージは、その
人が身体的な反応や動作をどの程度コント
ロールできるかによっても変わってきます。

ボディランゲージには伝達内容を強調する
ものがあります。例えば、道順を説明する時
に方向を指さすといった動作は、シンプルな
がら発言内容を繰り返すようにして強調して
います。はい、と答えながらうなずくのも同様
です。ところが、はい、と口で同意しつつウイ
ンクをした場合はどうでしょうか。状況によっ
ては言葉を裏返して解釈するべき逆のメッ
セージとも受け取れます。1 

「ありがとう」の一言にしても、笑顔で言う
か、しかめっ面で言うかによって大きな違い
があります。一方は感謝の気持ちを強く伝え
るメッセージですが、他方は怒りや恨みが見
え隠れします。

コントロールや理解の難しいボディランゲー
ジというのも存在します。一般的には感情的
な人ほどボディランゲージのコントロールが
難しいと言えるでしょう。ある種の感情につ
いては、体の反応を意図的に変えるのが困
難な場合があります。悲しい時に涙が出た
り、怒りで震えたり、緊張で汗がにじんだり、
嬉しさでつい笑顔になったり、といった反応
は制御しようのないことも多いものです。

赤面は怒りか恥ずかしさを表すことが多い
ものの、ついさっきまで激しい運動をしてい
ただけ、ということもあり得ます。ボディラン
ゲージを理解するには、環境も要因として考
慮しなければなりません。例えば震えが恐怖
からくるのか、寒さからくるのかは、室温で判
断できる可能性があります。顔面の紅潮の原
因が怒り、恥ずかしさ、運動直後のいずれな
のかは他の要素も考えないと区別しにくい
かも知れません。

ボディランゲージには見た目には微細なも
のもたくさんあります。時には口元のほんの
わずかな変化も感情を物語ります。口角が上
がっているときは、気分が良いか楽観的であ
ることが読み取れます。逆に下がっていると
きは不満や悲しみを示していると考えられま
す。激しい感情でおもわず顔をしかめるよう
な場合は、とても分かりやすいボディランゲ
ージと言えます。 2

ボディランゲージは単一の動作や姿勢だけ
で成立するものではありません。

驚きは顔面や首の紅潮、視線の下がり方、頭
の動き、縮こまるような姿勢、アイコンタクト
の欠如、ゆがんだ表情などを伴います。どち
らの例でも、その人がどんな気持ちでいるか
は、たくさんのサインから容易に理解できま
す。それは同時に、自分のボディランゲージ
を磨くためには、たくさんの工夫が必要にな
ることを意味しています。
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私たちは心に感じていることをボディランゲージによって常に相手
に向けて伝えています。それは家庭でも職場でも、新しい恋人との
デートでも同じです。気持ちを強調するためにウインクしたり、本
音を隠すために微笑んだり、作り笑いで裏切りをごましたり、とい
った風に、ボディランゲージには様々な用途や役割があります。身
の回りの人たちのボディランゲージを深く理解し、自分の立ち居振
る舞いをコントロールすることで、人生のあらゆる場面におけるコ
ミュニケーションをより円滑なものにすることができます。

ボディランゲージを読み取る
家族の健康

幸せな気分は、微笑みや目の開き
具合、笑い、組んでいない腕や足、
好ましいアイコンタクト、良い姿勢、
ほぐれた筋肉などが相まって表現
されます。 

1 Tidwell, Charles. “Non-Verbal Communication Modes.”  
Non Verbal Communication. Andrews University, n.d.  
Web. 05 June 2017.

2 Cherry, Kendra. “How to Read Body Language.”  
Very Well. N.p., 18 May 2016. Web. 02 June 2017.
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感情的に特別高揚しているわけでも落ち込
んでいるわけでもない状態であれば、比較
的容易にボディランゲージをコントロールで
きます。場合によっては非言語的な表現が自
分の意図ではどうにもできず出てしまうこと
もあります。それでも自分のボディランゲー
ジを日ごろから意識し、落ち着いた状態を把
握していれば、感情的に揺さぶられるような
事態に直面しても制御しやすくなるでしょう。

人は全身からメッセージを発しています。指、
手、腕、脚、足、姿勢、動作、席のとり方など、少
し考えてみれば、コミュニケーションの多く
を非言語的要素が占めていることはよく分か
ります。人と関わるなかでたくさんの手がか
りを探してつなぎ合わせていくという点で、
ボディランゲージはパズルに似ていますが、
練習を重ね、自分のボディランゲージも折に
触れて見直すことで、雑多なパズルのピース
だったものが全体像を結んでいくようになり
ます。そうなればごくわずかな判断材料にこ
だわって相手のメッセージを読み違えるよう
なことはなくなります。3

週に１回か可能ならそれ以上、鏡に向かって
自分と対話する時間を作ってみて下さい。

また、話し相手がその動作をした時にどんな
印象を持つかも考えましょう。 自習を繰り返
せば、自分が発信しているメッセージも、他
の人の非言語メッセージも、より深く理解で
きるようになるはずです。
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自分の動作を観察し、それがどん
なメッセージを発信しているかをよ
く見るのです。

3 Tidwell, Charles. “Non-Verbal Communication Modes.”  
Non Verbal Communication. Andrews University, n.d.  
Web. 05 June 2017.
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心身ともにベストな状態で１日を過ごすため
に必要な、ビタミン、ミネラル、食物繊維がバ
ランスよく配合されています。画期的な独自
のブレンドで、スムーズ、なめらか、クリーミー
な栄養ドリンクをいつでもお楽しみいただ
けます

全身の健康をサポートするなら、
栄養たっぷりのデイリーバイオ
ベーシックスがおすすめで 
です 。

栄養の宝庫

デイリーバイオ
ベーシックス
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疫学者、医師、栄養学者といった専門家を世
界から集めた委員会によると、食品の栄養価
はいくつかの栄養素の合算では語りつくせ
ないものだということです。これは果物や野
菜に限らず、脂肪が多いと敬遠されがちな肉
類やチーズにも当てはまります。コペンハー
ゲン大学の栄養・運動・競技学部の発表によ
ると、食べ物に含まれる多種多様な栄養素
には複雑な相互作用が働くため、1つか2つ
の栄養素にこだわるのは賢明ではないと言
えます。

ところが、チーズについて行われた研究で
は、飽和脂肪酸の含有量から推定されたほ
どには血中のコレステロール値に影響が出
ないことがつきとめられました。体内におい
て栄養素は単独では機能しません。科学者
が認識できるものだけでも非常に複雑な相
互作用が働いています。その関係性にはま
だ見出されていないものもたくさんありま
す。この何十年もの間、脂肪は人々の最悪の

敵とみなされてきました。一方、この間に人
々に何が起こったかというと、ウエストライン
が飛躍的に太くなりました。その原因は精白
された砂糖だと考えられています。精白糖は
脂肪を蓄えるよう体に働きかける作用のあ
るインスリンを慢性的に増やしてしまいま
す。栄養に関する理解が深まるにつれて、脂
肪の摂取は活動量とバランスがとれていれ
ば健康的と言えること、脂肪もまた健康に欠
かせない存在であることが明らかにされて
います。 

もちろんです。 年を経るとともに人間の体は
ゆっくりと筋肉量、骨量、可動性を失ってゆき
ます。これを防ぐには定期的に体を動かす必
要があり、何もせずにいると腰痛や変形性関
節症、転倒につながるバランス維持力の低
下、肥満、骨粗しょう症など、あらゆる健康問
題に悩むことになってしまいます。年令を問
わず、運動の習慣を身につければ損失を遅
らせたり失った筋肉を取り戻したりすること
ができます。シニア層でもより丈夫な体をつ
くり、より長く自由に動ける体を維持すること
は可能なのです。運動には、骨を強くし、柔軟
性を高め、関節や筋肉の痛みを和らげる働
きもあります。それがより長く自由に動けるア
クティブな暮らしにつながり、シニアライフ
をより良いものにしてくれます。可動性とバ
ランス感覚はシニアの精神面にも深く関連
しています。転倒するのが怖いという気持ち
があると、外出もままなりません。失った筋肉
を取り戻したい、と思うなら、近所を軽く散歩
するだけでも適度な運動になります。安定感
が増すと、よりアクティブに過ごせます。この
好ましいサイクルは年令を問いません。繰り
返し積み重ねていくことで、引き締まった体
が手に入ります。 

あなたの健康状態に直接的な影響を及ぼ
す要素は食事と運動の２つだけではありま
せん。人は一緒に過ごす相手からも様々な
影響を受けています。悲観的な人といる時
間が長いと、物事をネガティブに捉えがち
になります。いつも健康的でポジティブな
心構えの人たちと過ごしていると、自分の考
え方や習慣も周りの人のそれと似てくるで
しょう。誰かのせいで太るということはあり
ませんが、思った以上に周囲の人々の影響
を受けている可能性は否めません。例えば
職場の人たちの様子はどうでしょうか。デス
クにおやつを常備していてランチルームで
何かしら食べていますか、 それとも、お昼を
軽めに済ませて外で散歩してから午後の仕
事に戻る人が多いですか。 いずれにして
も、身の周りの人たちの習慣に多少は合わ
せているのではないでしょうか。同僚だけ
でなく、友人、家族、その他共に過ごす関係
にある人たちとの間には同様のことが起こ
り得ます。これを積極的に利用して、 ポジテ
ィブな心の持ち主と一緒にヘルシーなライ
フスタイルを楽しむように努めると、好まし
い習慣を自分のものとして身につけること
ができます。
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年をとってもアクティブでいるこ
とは大切なのでしょうか。

友達の影響で太ってしまうこと
はあるでしょうか。

例えば乳脂肪分を減らしていない
タイプの乳製品を健康によくない
と考えて避けている人はたくさん
います。

脂肪は食事から除くべきでしょ
うか。

専門家 への質問
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ナチュラリィのクレンジング、スクラブ、化粧
水、保湿を毎日のお手入れにシリーズでお使
いください。お肌に必要な栄養を補給しなが
ら、リフレッシュできます。

アボカドオイル、アサイヤシの天然粒子、カモ
ミール、アロエベラ、シナモン、ローズヒップと
いった天然素材を組み合わせた丁寧な配合
で、お肌をやさしくケアします。

ライフプラスのオーガニックスキ
ンケアシリーズでお肌に必要な
たっぷり栄養を与えて、リフレッ
シュしませんか。

ナチュラル、ピュア、真心こめて
栄養たっぷり、ライフプラスの 自然派オーガニック
スキンケア


