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それは、今日一日をアクティブに過ごせたな
ら、明日もアクティブな一日になる可能性が
高まるからです。逆に、昨日運動しなかったこ
とを悔やんだり、今日ジムに行くはずだった
のを明日にしようと考えたりしていると、おそ
らく運動の習慣は途絶えてしまうでしょう。

今この機会にあなたもぜひ、自分が目を向け
ている先が過去なのか今なのか未来なのか
を改めて考えてみて下さい。温帯域ではこれ
から秋が訪れ、気温も下がってきます。ランニ
ングなど屋外で運動をしている人は、重要な
時期にさしかかっていると言えます。それは、
今日外に出て体を動かすことが来るべき冬に
多大な影響を及ぼすからです。今から外へ走
りに行く、その行動がドミノ倒しのように働い
て、アクティブに冬を乗り切れるなら、すばら
しいことだと思いませんか。

また、今日という一日を精一杯体感しつつ、
自分の意識がどんな物事に向かっているか
を注視するのも忘れないで下さい。思考をポ
ジティブな方向に合わせれば（例えば運動な
ら終えたあとの爽快な気分を思い描くなど）
よりポジティブな気持ちや行動、体験があな
たの人生に引き寄せられてきます。

集中力はとても強いものです。意識の向け方
ひとつで、人生のあらゆることが好ましくなっ
ていきます。それは今この瞬間に限ったこと
ではありません。今日意識したことが明日の
暮らしを変え、次の1週間を変え、その先何ヶ
月もの自分を変えていくはずです。

今日に集中して明日に備える
幸せに暮らすには、マインドフルな心構えで今のこの時にしっかり
と向き合うことが大切です。過去にとらわれたり未来を思い悩んだ
りしていると、今目の前にある楽しみや喜びを見逃しかねません。
これは人生のあらゆる側面にあてはまることですが、特に食生活と
運動の習慣において重要です。
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最新ニュース
ホールフードは最高にヘルシー
な食品
イギリスの医学誌（British Medical Journal）
によれば、利便性の高い高度加工食品を避
け、元の状態のまま全体的に食べられるホ
ールフードを選ぶことである種の健康問題
を予防できるということです。高カロリーで
塩分糖分の多い加工食品に頼りがちな人
は、天然素材のホールフードを食べる人より
もがんの発症リスクが高いことが判明した
そうです。

思考を変えれば人生を変えることができる、
ということは古くから知られています。では、
思考の力で体を引き締めることはできるので
しょうか。このほど発表された新たな研究に
よると、その答えは「可」だそうです。マインド
フルネスを中心とした瞑想で、DNAまで改変
できる可能性が示されたのです。特にテロメ
アの長さに対する影響が認められたと報告
されています。テロメアとは染色体の端にあ
り、ストレスや劣化から染色体を守る役割を
担っています。精神力は正常なDNAを守るテ
ロメアを助けるということです。

このほどイギリスで行われた新たな研究で、
緑茶に含まれるEGCG（エピガロカテキンガ
レート）という成分に心臓血管系の健康を守
る作用があることが発表されました。緑茶の
健康効果についてはこれまでにも様々な研
究が行われており、アルツハイマー病に関連
するプラークの分解を助ける働きがあること
も知られています。

全体的にヘルシーなライフスタイルを実践
していれば、1日1個の卵が心臓血管系の疾患

（虚血性心疾患）や冠動脈のトラブル、脳卒
中などの発症リスクを下げるのに役立つ可
能性があります。これは中国のある研究
で、50万人近い人々を対象に、よく卵を食べ
る食生活の影響を調査している過程で見出
されたことだそうです。

足と脳がつながっているとは考えにくいか
も知れませんが、最近の研究により、足の
運動が脳の健康と神経系の発達に欠かせ
ないことが明らかになりました。神経科学
の専門誌（Frontiers in Neuroscience）に掲
載されたこの研究では、神経系の健康状態
は、足にある大きな筋肉から脳へ送られる
信号に左右されていることを突き止めてい
ます。ランニングやジョギング、ウォーキン
グなどでアクティブな生活を維持すること
は、脳を元気に健やかに保つことになるの
です。

緑茶に心臓の健康維持に役立
つ可能性

卵の好きな方に朗報

気力で対処

足の筋肉を増やして脳も元気に
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関節は靭帯と筋肉で支えられています。骨と
骨の間にある軟骨はコラーゲンというタンパ
ク質が何層にも重なってできており、衝撃吸
収材、潤滑剤、保護剤としての役割を担って
います。衝撃を吸収する構造のない自転車
で走行すると路上の凸凹が大きな振動とな
って伝わってくることはご存知でしょう。関節
は軟骨が衝撃を吸収し、スムーズに動く仕組
みになっています。

体が痛むと言って動くのを嫌がる人はたい
てい、関節を傷めています。いつまでもアクテ
ィブでいるには、痛みと無縁の柔軟な関節を
維持することが不可欠です。

また、健康な関節を維持することは、膝や股
関節でよく行われている人工関節置換術に
頼らないためにも重要です。

関節の健康を一発で解決するような魔法の
薬はありません。関節の健康の基本は、有酸
素運動、筋力強化、柔軟性向上を組み合わせ
た運動を続けて、健康的な体重を維持するこ
とです。膝や股関節、足首に負担のかかる動
作は避けた方がよいでしょう。

関節に余分なストレスをかけない運動とし
ては、ヨガ、太極拳、ピラティス、気功などが
知られています。特に太極拳とピラティスは
ストレッチ効果が期待できますが、自宅で道
具を使わずにできる簡単なストレッチ体操
でも十分です。

ストレッチは他の運動の前後にやるとさらに
効果的です。特定の関節や部位に痛みがあ
る場合は（例えば、膝正面が痛い、肩がこわ
ばっているなど）、整体や療法士の資格があ
る専門家に相談して、ニーズに合った安全な
方法を指導してもらうとよいでしょう。正しい
動かし方と姿勢を教わった通りに行うこと
は、マインドフルネスの実践にもなります。ス
トレッチと運動で適切に体を整えれば、関節
に過度のストレスがかかるのを防ぐこともで
きます。 様々なトレーニングの組み合わせなので、フ

ィットネスのバイキングと呼んでもいいくら
いです。いろんな運動を少しずつこなすこと
で全身を動かし、有酸素運動と筋力強化の
両方も網羅できるように考えられています。
一定の間隔で緩急のリズムがつけてあるの
も、心拍数を上げ、筋力を強化するプログラ
ムの一環です。クロストレーニングを支持す
る人たちによると、同じパターンの繰り返し
にならないから飽きがこないのも良いそう
です。
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フィットネスについて語るとき、主に話題になるのは体重や脂肪の燃
やし方、体型の引き締め方です。いずれも目標としたいところではあ
りますが、年齢を重ねるにつれて、関節の健康維持の重要性が増し
ていくことは知っておくべきでしょう。

骨と骨をつなぐ関節の健康
を維持するには

フィットネス

関節が健康でないと、体をひねっ
たり回したり、跳んだり走ったりと
いった動きができません。

近年流行のクロストレーニングも、
バラエティ豊かな運動プログラムと
して優れています。

また、関節の可動域を意識して、体
を大きく動かすこともポイントで
す。柔軟運動は筋肉と関節のスト
レッチになります。 
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カーディオとも呼ばれる有酸素運動は、心肺
機能や血管系の健康維持はもちろん、体重
管理にも役立ちます。余分な体重は関節に
かなりの負担をかけてしまいますので、関節
を健康に保ちたければ、体重に注意する必
要があります。また、年齢に応じて、関節に衝
撃のかかる有酸素運動を減らし、負担の少な
い運動に変えていくのも大切です。

ジムで運動する方が好きな人、自宅に運動
用の機器があるという人なら、自転車型のマ
シンやエリプティカル・トレーナーを選ぶと、
関節に負担にならない有酸素運動ができま
す。一方、大好きなエクササイズを衝撃性の
ために諦める必要はありません。ランニング
や縄跳びが気に入っているなら、衝撃吸収
性に優れた靴を履き、足首、膝、股関節周辺
の筋肉を鍛え、ストレッチで柔軟性も高めて
おきましょう。重要なのは、衝撃性のあるエ
クササイズはやり過ぎないように調整するこ
とです。

丈夫な筋肉は関節を安定させます。気にな
る関節の周囲の筋肉を丁寧に鍛えて、関節
の動きを筋力でサポートできるようにしまし
ょう。

ただし、ボディビルダーのような集中トレー
ニングや極端に重いウエイトを使った運動
は、トレーナーの指導を受け正しい知識に基
づいて行わない限り逆効果になる可能性が
高いので要注意です。ウエイトを軽めに設定
し、反復回数を増やした方が関節にかかる
負担は減らせます。

05

市街地の舗装された道路や歩道
を走るのではなく、公園や森林で
走るようにする、あるいは、水泳や
サイクリングを取り入れる、といっ
た工夫をして下さい。 
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集中力を高
めるために
健康な脳は健康的な食事と頭脳のエクササイズで保つことがで
きます。年をとれば認知機能は衰えるものだと思うかも知れませ
んが、加齢だけで必ずそうなるわけではありません。いつまでも
しっかりとした脳を保つために、ライフスタイル上の要因が大きく
関わっていることを理解して集中力を高めましょう。

特集記事

|    The Art of Growing Young
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生涯学習
研究によると、教育水準の高い人のほうが後
年になっても精神面の機能を良好な状態で
維持する傾向があるそうです。1 脳の健康を
考えるなら、博士号取得を目指すべきかとい
うと、そんなことはありません。結果と結論を
よく読むと、学歴が高いかどうかよりも、何か
を学ぶということを習慣にしているかどうか
のほうが精神機能に深く関連していると記載
されています。

博士号を持っている人は仕事柄、頭脳を盛
んに使っているのでしょう。それでも、認知機
能を考えるなら、新しい活動やスキルに挑戦
するほうが有効です。例えば、工学や数学の
研究職にある人でも、1日の間には慣れた手
順で反復する仕事もあるはずです。普段は縁
のなさそうな日曜大工教室に行ったり、バー
ドウォッチングをしたり、といった活動こそ、
そんな人たちの精神面によい刺激となりま
す。

五感を駆使する
おいしそうな料理や特定の香水の匂いが漂
ってきたときに、過去の思い出がふっとよみ
がえるという経験をしたことはありませんか。
新しいことを学ぶときも、人生で起こりうる様
々な経験も、五感でとらえたことは記憶に残
りやすく、思い出しやすくなります。

ある研究では、嗅覚と組み合わせると記憶が
持続することが示されています。2 新しい情
報が入ってくるときにマインドフルでいるこ
とが鍵とも言えるでしょう。何気ない日常生
活の中でも、今の瞬間に体験していることに
意識を向けてみてください。例えば、帰宅し
たときの空気の感じ、鍵の金属的な手触り、
キッチンカウンターの上に置いたときの音
などを五感で記憶しておけば、鍵をどこに置
いたか忘れることはなくなります。

脳を賢く使う
鍵はできればいつも同じ場所に置いたほう
がよいかも知れません。そうすれば、脳を別
のことに使う余裕が生まれます。カレンダー
にスケジュールを書いたり、用件をメモに書
き留めたり、といった作業はできればやりた
くない、と思う人はいらっしゃるでしょう。で
も、単純な仕事から脳を開放すると、複雑な
思考をしたり自由に思考を広げたりしやすく
なります。鍵はお仕事用のかばんの内ポケッ
トの中、と決めておけば、いつも必ずそこに
あるという安心感も生まれます。また、用事
をカレンダーかスケジュール帳に書き込ん
だあとは、それで自由になった脳領域を他の
何かに向けることができます。

一度にひとつのことに集中する
誰もがマルチタスクを求められる時代にな
っていますが、雑多なタスクに圧倒されるこ
ともあるものです。やろうとしていることに直
接必要でない要素はできる限り排除して、完
遂するよう努めましょう。携帯電話をオフに
するか隣室に置く、今から30分間は目の前の
仕事に集中して、その後5分間休憩する、とい
ったように、メリハリをつけるのです。電話や
コンピューターの設定を変えて、eメールや
テキストメッセージ、通知のポップアップを
表示しないようにするのも一案です。通知音
が必要な場合は、なるべくシンプルで短い、
思考の邪魔にならないものを選ぶとよいで
しょう。こういったちょっとした工夫が、集中
力を高め、生産性を上げることにつながりま
す。雑音や雑念に気がそれることの多い現代
では、これもひとつのスキルと言えます。

繰り返しで記憶を強化
口頭であれメモをとっている間であれ、新し
い情報を忘れないようにしたい場合は、何度
も復唱しながら自分の声に意識を集中させ
るのが効果的です。ちなみに、携帯電話に入
力保存するという方法は、手書きほど記憶に
は残りません。例えば、初めて会った人の名
前を記憶に強く残したい場合は、「初めまし
て、サラさん」といったように、挨拶の際に相
手の名前を呼ぶようにするとよいでしょう。 

脳に良いものを食べる
脳に燃料を送り込むために、日々の食事を見
直してみましょう。ヘルシーな野菜、果物、脂
肪分の豊富な魚、体によいオイル、抗酸化物
質の豊富な食品は、脳の健康にも望ましい
食べ物です。加工食品は体に悪いだけでな
く、認知能力にも悪影響を及ぼします。ベリ
ー類、葉野菜、サーモン、イワシ、寒冷水域の
小さめの魚、ハーブとスパイス（オレガノ、ロ
ーズマリー、クローブ、セージ、ターメリックな
ど）は、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、その
他の栄養素を豊富に含む、ヘルシーな食品
です。

また、一般的に言われるように、砂糖は避け
ましょう。砂糖は瞬間的にエネルギーを供給
しますが、採りすぎると認知面にも弊害をも
たらします。3 
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年を重ねても学び続ける人は、頭
も心もアクティブです。脳をしっか
りと働かせることで、脳細胞間の
連携が促進され、活発な細胞を保
つことができます。

1 Guerra-Carrillo, B, et al. “Does Higher Education Hone 
Cognitive Functioning and Learning Efficacy?  
Findings from a Large and Diverse Sample.” PloS One.,  
U.S. National Library of Medicine, 23 Aug. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28832590.
2 Morgan, C L. “Odors as Cues for the Recall of Words 
Unrelated to Odor.” Perceptual and Motor Skills,  
U.S. National Library of Medicine, Dec. 1996,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9017737.
3 Taylor, M K, et al. “A High-Glycemic Diet Is Associated with 
Cerebral Amyloid Burden in Cognitively Normal Older Adults.” 
The American Journal of Clinical Nutrition.,  
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29070566.
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カフェインの摂り方を考える
広く好まれているコーヒー、紅茶にはカフェ
インが含まれています。カフェインが健康に
及ぼす影響については賛否両論が重ねられ
てきました。脳の健康に着目する限りは、適
切な量に気をつけて摂取するべきと考えら
れます。少量であれば大抵は良い効果が期
待できますが、刺激に敏感な人にとってはス
トレスを増やす元となる可能性があるので
注意が必要です。4 1日あたりのカフェイン摂
取量の一般的な目安としては、400mgが上
限とされています。これは大雑把に言えばコ
ーヒーなら3杯から5杯程度になります。妊娠
中の女性は上限を下げて200〜300mg程度
までにするべきでしょう。コーヒーや紅茶に
は貴重な抗酸化物質も含まれています。ただ
しコーヒーはオーガニックのものを選び、い
れたてを飲むのがポイントになります。コー
ヒーメーカーで何時間も保温状態で放置さ
れたものでは、せっかくの抗酸化物質が壊れ
てしまっています。コーヒーは長年飲用する
ことでパーキンソン病の発症率低下に貢献
することが知られているほか、認知機能の向
上にも役立つことが複数の研究で示されて
います。ですから、コーヒーが好きなら完全
に断つ必要はありません。その代わり、適切
な取り入れ方をするのが賢明です。

一説によると、脳内物質ドーパミンの量を増
やすと考えられています。また、コーヒーや紅
茶、マテ茶などを飲むことでカフェインと同
時に摂取される抗酸化物質の効果とする説
もあります。カフェインがサイクリックAMP（
環状アデノシン-3’，5’-リン酸）を分解する酵
素を阻害することは既に明らかにされてい
ます。サイクリックAMPは重要な細胞内信号
伝達物質で、カフェインの働きにより耐性が
持続し、細胞内エネルギー産生に関与するよ
り多くの伝令を処理できるようになるという
ことです。

オフラインでリラックス
人生には休養できるゆとりが必要です。マル
チタスクや生産性の過剰促進で脳を酷使し、
適切な休養や余暇、リラクゼーションができ
ないままでいると、脳の健康を害します。体
にも心にも、充電する時間を与えなければな
りません。人の心は猿に例えられるほど落ち
着きがなく、雑多な思考であふれています。
呼吸法や瞑想、ヨガのような活動は心を落ち
着かせ、自律神経のバランスを整えるのに有
効です。

日常では、オンラインデバイスや仕事、家事、
付き合いなど、あちこちへ意識が引っ張られ
ます。どれも欠かすことはできませんが、少し
の間だけ離れることは可能なはずです。思考
はエネルギーの要ることです。何かに集中し
ているうちに、呼吸が浅くなり数も少なくな
る傾向がありますが、時 リ々ラックスする時
間をとって、脳にたっぷりと酸素を送り込ん
であげましょう。
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カフェインには覚醒作用があり、
集中力、記憶力、生産性を高めま
す。5 カフェインが脳の健康にどの
ように役立つのかについては、全
ては解明されていません。 

4 Lane, J D, et al. “Caffeine Effects on Cardiovascular and 
Neuroendocrine Responses to Acute Psychosocial Stress and 
Their Relationship to Level of Habitual Caffeine Consumption.” 
Psychosomatic Medicine, U.S. National Library of Medicine, 
1990, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2195579.
5 Ruxton, C H S. “The Impact of Caffeine on Mood, 
Cognitive Function, Performance and Hydration: A Review 
of Benefits and Risks.” Freshwater Biology, Wiley/Blackwell 
(10.1111), 13 Feb. 2008, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1467-3010.2007.00665.x/abstract.
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しかしながら、相互理解に基づく身体的な愛
情表現は、年齢に関係なく生涯を通じて誰も
が必要とするものです。愛情表現は大切な人
との関係に不可欠なだけでなく、身体の機
能にも実利的な作用をもたらします。それは
科学的にも証明されています。

今から10年近く前、世の母親や父親に、子ど
もにハグやキスをするのを控えるように医師
から進言すべきとする説がありました。

一方はワイヤーでできた母猿の模型で、ミル
クが飲めるように作られました。もう一方は
柔らかな手触りの布でできた母猿のぬいぐ
るみで、抱きつくのにちょうど良い具合に作
られました。

子猿たちはミルクが欲しくなるとワイヤー製
の模型に行きましたが、ミルクを飲んだ後は
ぬいぐるみに抱きついて過ごしました。子猿
がぬいぐるみと過ごした時間は1日に計17時
間から18時間、これに対してワイヤー製の模
型とは1時間も一緒にいませんでした。

研究者が子猿をおびやかす刺激を加えて観
察したところ、子猿たちはミルクのある模型
ではなく、ぬいぐるみの方に慰めを求めまし
た。ぬいぐるみで安心感を取り戻し、心身と
もにリラックスできる状態になってしばらく
すると、子猿たちは刺激に対する関心と勇気
を得たそうです。

抱擁するとオキシトシンという「愛情ホルモ
ン」が分泌されます。オキシトシンは出産や
授乳、オーガズム、身体的愛情伝達などで分
泌されます。オキシトシンは身体面にも精神
面にもすばらしい健康効果をもたらします。

オキシトシンは特に出産時に重要な役割を
果たします。その組成は8種類のアミノ酸か
ら成るペプチドで、出産の間に体内で分泌さ
れ、子宮の収縮を助けます。産後の子宮をも
との大きさに戻す（大きな赤ちゃんが出たあ
と不要になった空間を縮小する）のも、オキ
シトシンの役割です。さらに、母乳を作り、母
子の絆を深めるよう働きかけます。

不安感やストレスが軽減されるということ
は、心臓の健康にとてもよいことです。また、
オキシトシンの働きで炎症がおさえられ、睡
眠の質が高まります。

抱擁は免疫系を活発にします。それは、オキ
シトシンが制御性T細胞を増やし、免疫系の
バランスが調整されるからです。これは自己
免疫性疾患の予防にもつながります。さら
に、抱擁により「幸せホルモン」として知られ
るセロトニンも分泌されます。このホルモン
も免疫系を調整する作用があります。ある研
究では、大切な人とハグする機会を増やす
と、ウイルス性の呼吸器疾患にかかりにくく
なるか、かかっても軽くて済むことが報告さ
れています。1 
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抱擁を科学する

ライフスタイル

育児における身体的接触が人格障
害につながる、と考えられたため
ですが、ある有名な研究でその間
違いが明らかにされました。アメ
リカの心理学者、ハリー・ハーロウ
は、猿の赤ちゃんに2体の代理母
を用意しました。

愛する人を抱きしめることが精神
面に良いことは簡単に想像できま
すが、実は心臓の健康にも寄与し
ているのはご存じでしょうか。

仲良しのお友達と手をつなぐ子供たち、できたばかりの恋人と抱き
しめあう学生たち、手に手をとって歩く新婚夫婦など、愛情を身体的
な親密さで確かめるのは若者の特権と思われがちです。

1 Cohen, S, et al. “Does Hugging Provide Stress-Buffering 
Social Support? A Study of Susceptibility to Upper Respiratory 
Infection and Illness.” Psychological Science, 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4323947/.
2 Goodin, B R, et al. “Oxytocin – A Multifunctional Analgesic for 
Chronic Deep Tissue Pain.” Current Pharmaceutical Design, 
U.S. National Library of Medicine, 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4276444/.
3 Olszewski, P K, et al. “Oxytocin and Potential Benefits for 
Obesity Treatment.” Current Opinions in Endocrinology, Diabetes 
and Obesity, U.S. National Library of Medicine, Oct. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28590323.
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抱擁の効果として、痛みが緩和されることも
指摘されています。2  

減量がうまくいかない場合、しばしばホルモ
ンバランスの崩れが関係しています。過食や
不健康な食生活は、感情に由来する行動で
あることが多いとされています。ポジティブ
な身体的接触で分泌されるオキシトシンは、
減量を助けてくれます。初期の研究ではあり
ますが、オキシトシンで心が満たされると、
感情を落ち着かせるために食べることは減
らせるということです。3 

11

これもまたオキシトシンによるもの
で、腸に関連する慢性的な自己免
疫疾患や腰痛に悩んでいる人の痛
みを和らげたことが確かめられま
した。マッサージが体の緊張をほ
ぐすように、ハグが体に癒しを与え
てくれるというわけです。
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パントテン酸は、脂肪、タンパク質、炭水化物
の代謝、すなわち体がエネルギーを使用す
る過程で不可欠な役割を果たしています。ま
たパントテン酸は、体内における適切な脂肪
代謝を助け、副腎機能をサポートする上で特
に重要な役割を持つコエンザイムA（CoA）
の構成成分でもあります。

私たちはエネルギーを得るために食事をし
ていますが、食べ物に含まれるパントテン酸
は神経系において重要な役割を果たしてい
ます。

信号を伝達する神経インパルスは、全身の
筋肉にまで行き渡ります。神経伝達物質は、
私たちの中枢神経系（脳および脊髄）内だけ
でなく、全ての末梢神経系においても不可欠
です。

B5が特に重要な役割を果たす神経伝達物質
のひとつに、アセチルコリンがあります。アセ
チルコリンは記憶の形成に不可欠な物質
で、特に中枢神経系から体内の他の部位、な
かでも神経系と筋肉間で伝令役として機能
します。非常にまれではありますが、ビタミン
B5の欠乏によって下肢に神経因性の痛みや
しびれが起きることがあります。

ビタミンB5は副腎機能の維持にも関わって
います。副腎は腎臓の上部にある小さな内
分泌器官です。副腎は体のホルモン調整に
重要な役割を果たしています。ビタミンB5は
特に、睡眠、体力レベル、気分、ストレスの調
整に関わっている、ストレスホルモンの合成
を補助します。

ビタミンB5が欠乏すると副腎疲労の状態に
なり、不眠、ストレス耐性の低下、うつ状態や
体重変動などの体調不良が引き起こされる
可能性があります。ビタミンB複合体の一種
であるビタミンB5は体のストレス耐性強化
を助けることで、精神安定にも補助的に働き
ます。

さらにビタミンB5は、外部から侵入してくる
病気に対抗する抗体を形成することによって
免疫力の強化にも一役買っています。実際、
マラリア感染の予防にも活用されています。
また日々の免疫力の強化にも役立っていま
す。ビタミンB5には、食物代謝における役割
の中で、体の免疫活動の中心である腸の健
康を助ける働きもあります。さらにストレス
ホルモンのバランス調整作用が免疫系にも
直接良い影響を与えています。ストレスが高
まり、特にその状態が長時間に及ぶと、私た
ちの免疫系は適切に機能できなくなってし
まいます。

パントテン酸はまた、善玉と悪玉のコレステ
ロールバランスの調整に活用されます。1,2ビ
タミンB5には、LDL（悪玉コレステロール）お
よびトリグリセリドの値を低下させつつ、相
乗的に善玉コレステロールであるHDL値を
上昇させる作用もあります。

ではどうしたら、ビタミンB5の摂取量が足り
ているかどうかを確認できるのでしょうか。
実はそのヒントは名前に含まれています。

この名前には、様々な食品に多少のパントテ
ン酸が含有されている、という事実が反映さ
れています。

アボカド1個には約2mgのビタミンB5が含ま
れています。これは、男性と女性（妊娠中・授
乳中の場合を除く）の一日摂取量の推奨値と
される、5mgの40％に相当します。妊娠中の
女性は6mgを、授乳中の女性は7mgを摂取
するとよいでしょう。3  

13

ビタミンB12やB6の効能についてはよく話題にされますが、ビタミンB群を構成する8つの主要ビタミンB
複合体のうち、残りの6つについてはどうでしょうか。その中のひとつ、ビタミンB5に着目すると、覚醒と
認知機能の向上、体力増進、免疫システムの強化、気分の高揚、不安の軽減、コレステロール値の正常化
などの効果があります。ビタミンB5は、一般的にパントテン酸として知られる水溶性ビタミンで、神経系
の健康促進や副腎機能の維持に利用されています。

ビタミン B5 

栄養

パントテン酸は脳内で神経伝達の
活性化や発火（神経細胞が興奮し
電気信号を発する）に深く関わって
います。 

ビタミンB5の含有量が最も高い食
品は、全粒穀物、卵、豆類、アボカ
ドです。特にアボカドは一般的な
食品の中でも、最高濃度のビタミ
ンB5を含んでいます。. 

「パントテン」という言葉はギリシ
ャ語が語源で「どこからでも」また
は「あらゆる方向から」という意味
を持っています。

1 Evans, M, et al. “Pantethine, a Derivative of Vitamin B5, 
Favorably Alters Total, LDL and Non-HDL Cholesterol in 
Low to Moderate Cardiovascular Risk Subjects Eligible for 
Statin Therapy: A Triple-Blinded Placebo and Diet-Controlled 
Investigation.” Vascular Health and Risk Management, 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942300/.
2 Rumberger, J A, et al. “Pantethine, a Derivative of Vitamin B(5) 
Used as a Nutritional Supplement, Favorably Alters Low-Density 
Lipoprotein Cholesterol Metabolism in Low- to Moderate-
Cardiovascular Risk North American Subjects: A Triple-Blinded 
Placebo and Diet-Controlled Investigation.” Nutritional 
Research., U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925346.
3 “Office of Dietary Supplements - Pantothenic Acid.” 
NIH Office of Dietary Supplements, U.S. Department of Health 
and Human Services, 12 June 2018, 
ods.od.nih.gov/factsheets/PantothenicAcid-Consumer/.
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冬の健康に備える

特集記事

暑い夏の日は長く、太陽の光と熱気で時間の流れまでゆっくりとしてい
たような気がしませんか。アクティブにアウトドアを楽しんだ人もいれ
ば、夕食後に散歩していた人、湖やビーチへ向かった人もいたことでしょ
う。これからは気温が下がり季節も移り変わっていきます。できれば今の
うちから丈夫な免疫系を保ち、風邪やインフルエンザといった冬に流行
しやすい病気にならないよう、できることをしておきましょう。

|    The Art of Growing Young
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手洗いをきちんとしましょう。もうすぐウイル
ス性呼吸器疾患の増える季節がやってきま
す。最も重要な予防策は衛生管理です。手を
清潔に保ちましょう。石けんを使って20秒ほ
ど手をこすり合わせ、ぬるま湯でしっかりと
病原菌を洗い流して下さい。

水分補給も重要です。きれいな水をたっぷり
飲んで、体の本来の働きを助け、不要な毒素
を体外に排出しましょう。免疫系で重要な役
割を果たすリンパの何割かは水分です。

緑茶、マテ茶は抗酸化物質と少量のカフェイ
ンを含む飲み物です。エキナセアのお茶にエ
ルダーベリーのシロップを混ぜると免疫系を
サポートしながら水分補給ができます。

きちんと食べましょう。夏は食が細くなりが
ちですが、旬の野菜と果物が豊富に出回って
います。冬は代謝が落ちるのに炭水化物の多
いどっしりとしたものが食べたくなる傾向が
あります。免疫系の健康を考えるなら、ビタ
ミンD、ビタミンC、そして亜鉛をはじめとする
ミネラル類を含む食事を心がけて下さい。

温めるだけで食べられる冷凍食品は便利で
すが、加工されていない新鮮な食材でも手早
く簡単に食事をすることはできます。未加工
のホールフードを中心に、ほんの少しの手間
をかけるだけで、体も免疫系も喜んで、風邪
に負けないように支えてくれるでしょう。

ビタミンCの摂取量を増やしましょう。柑橘
類の旬が冬というのは偶然ではないのかも
知れません。

地産地消でビタミンCを確保したい場合は、
ベリー類、ピーマン、パプリカ、唐辛子、緑の
葉野菜も取り入れましょう。豊富な夏に冷凍
しておくのも一案です。
 
お料理にハーブを使うと、抗酸化作用が期待
できます。オーガニックの生姜、にんにく、胡
椒、オレガノ、ミント、カイエンペッパー、ター
メリックはいずれも体を癒す成分をたっぷり
と含んでいます。もちろん、体に良いだけでな
く、お料理の風味を引き出して、食事をおいし
くしてくれます。

1日のはじめに500ml程度のお湯にカイエン
ペッパー、ターメリック、地元産の未加工のは
ちみつ、搾りたてのレモン汁、小さじ1杯のア
ップルサイダービネガーなどを入れて、栄養価
の高いオリジナルフレーバーの飲み物を作っ
ておくと便利です。

15

国産のグレープフルーツ、レモン、
オレンジ、みかんなどが12月から3
月にかけて出回ります。ヨーロッパ
ならイタリアか地中海沿岸域、アメ
リカではフロリダ、テキサス、カリ
フォルニアが有名な産地です。

さらに、体に良いオメガ3脂肪酸を
魚やフラックスシード、ヘンプシー
ド、サプリメントなどから摂取しま
しょう。 

レモンや生姜をスライスして、その
日飲む水に浸しておくのもおすす
めです。

新鮮なにんにくたっぷりのガーリ
ックスープ、放し飼いにしたオーガ
ニックチキンのスープ、野菜スープ
に、キヌアやアマランサス、大麦な
どの穀類や緑の野菜、卵などを混
ぜてみましょう。
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熊やハチ、コウモリをヒントに、冬の間に睡眠
不足を解消しましょう。寒い時期は疲れやす
い、仕事が捗らないと感じる人は少なくあり
ません。日が短くなっていくにつれて、体の概
日リズムも冬仕様に変わっていきます。眠た
ければ、睡眠時間を増やしても良いのです。
毎晩8時間ぐっすり眠れば、免疫系も元気に
なります。体は休ませなければ元気になりま
せん。お昼寝をするのも効果的です。

スカンジナビアには、お天気に悪い天気など
ない、悪いのは服装が合っていないことだけ
だ、という古い言い回しがあります。身支度
を整えて、外に出ましょう。日光はビタミンD
をもたらしてくれます。ビタミンDは体内でホ
ルモンとして働き、免疫系を助け、元気な明
るい気分に導く物質です。ビタミンDはサプリ
メントや脂肪分の多い魚からも摂取できま
すが、朝日を浴びて癒される感覚は太陽にし
か期待できません。ただ、冬の日光は弱くて、
皮膚で受けてもビタミンDを効率よく作れな
い可能性があります。ビタミンDの補給は冬
こそ重要だと言えます。免疫系（同様に骨
格、筋肉、内分泌系、神経系）の健康のため
には、血中の25-ヒドロキシビタミンD値を40
〜80ng/ml (100〜200 nmol/L) に保つ必要が
あります。

加えて俗に「ビタミンN」とも呼ばれる自然と
の繋がりも重視されるべきでしょう。Nは 
nature つまり自然の頭文字です。自然と接す
ることが精神面だけでなく免疫系にも重要
であることが明らかになりつつあります。1 自
然に親しむことでストレスが軽減され、血圧
が下がったり、全身性炎症が緩和したりする
ことも示されています。2

運動は体を丈夫にするだけでなく、免疫系の
健康と睡眠の質の改善に役立つ体に良いホ
ルモンの分泌を促進します。

脳腸相関の重要性はこの数年ほどの間に注
目を集め、盛んに研究されています。健康な
消化管に端を発する免疫機能はたくさんあり
ます。確実に活性のある状態で腸まで届く
（酸の強い胃で生き残れない菌もいます）、
幅広い種類のプロバイオティクスのサプリメ
ントを見つけましょう。ゲルマン系やスラブ系
の食文化では、ザワークラウト、ヨーグルト、
サワークリーム、ケフィアヨーグルトといった
保存のきく発酵食品が活用されてきました。
日本の味噌も何世紀もの間使われてきた発
酵食品です。韓国の食生活に欠かせないキム
チも発酵食品です。昔の人たちがそうと知っ
ていたかどうかはともかく、冬に寒冷になる
地域に代々伝わる発酵食品は整腸作用があ
り、免疫系を助けてきました。

呼吸器系や消化器系の病気を引き起こすウ
イルスには抗生物質は効きません。ウイルス
による攻撃はバクテリアのそれとは違った仕
組みになっています。冬に体調を崩しても、
抗生物質はなるべく避けるようにしましょ
う。10日経っても良くならない呼吸器系疾患
の大半はウイルス性です。ウイルス性疾患に
かかった時に必要なのは、休養、睡眠、ヘル
シーな食事、ビタミンD補給、水分補給、そし
て時間です。抗生物質を使うと、消化管内に
いる体に良い微生物まで殺してしまいます。
腸内細菌は大切に守り育ててやるべきもの
です。時には、ウイルス性疾患と重複して細菌
感染が起こることがあります。その場合、消
化管と免疫系の健康を尊重して、慎重に抗生
物質を投薬できる医師に相談しましょう。

最後になりますが、ストレスに気をつけまし
ょう。冬の間に、ゆっくりと深く呼吸して、リラ
ックスした状態で、たくさん笑う機会を作っ
て下さい。家の中に居心地の良い環境を用意
して、キャンドルに火を灯したり、良書を手に
ソファでくつろいだりして過ごしましょう。夏
はピクニックにコンサート、ビーチ、パーティ
ー、フェスティバルと積極的に出かけていた
人も、寒くなると屋内にこもりがちになりま
す。でも、ひとりで過ごさなければならない
わけではありません。年末年始の行事に限ら
ず、冬も何かと集まる機会を作れるはずで
す。ディナーパーティーを開いたり、お友達を
呼んでムービーナイトにしたり、誘い合わせて
スパ施設や温泉に行ったりするのもよいでし
ょう。近所の人たちとスープを持ち寄ってレシ
ピの交換会をする、親友と少人数でアフタヌ
ーンティーにする、という案もあります。じっく
りと時間をかけて人とのつながりを実感して
下さい。励まされて元気が出てくるだけでな
く、免疫系にも良い影響が期待できます。
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外に出るようにすると、寒い季節
もアクティブな生活を続けようとい
う意欲が湧いてきます。ウイルスを
追い払う免疫系と運動の間には重
要な関連性があります。

1 Kuo, M. “How Might Contact with Nature Promote Human 
Health? Promising Mechanisms and a Possible Central 
Pathway.” Frontiers in Psychology, U.S. National Library of 
Medicine, Aug. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4548093/.
2 Mao, G X, et al. “Therapeutic Effect of Forest Bathing on 
Human Hypertension in the Elderly.” Journal of Cardiology, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22948092.
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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

© 2018 Lifeplus International

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。

◊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。
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詳しい分析（環境や健康上の利点）について
は後に触れることにして、まずは季節の味覚
がもたらす喜びに注目しましょう。季節に合
ったものは、よりおいしく食べられます。庭で
真っ赤に熟した摘みたてのトマトを味わった
ことはありませんか。ほんのちょっと塩を振る
だけで、果物のように楽しめます。真冬のス
ーパーに並ぶぼやけた色、食感のトマトとは
比べ物になりません。香り高くジューシーな
桃も格別です。ひと口かじるごとに、蜜のよう
に甘い果汁があごまで垂れてきます。桃は春
先から食べることはできますが、遠くから運
ばれてきた輸入ものでは薬品のようなにお
いしかしません。

ところが食べごろを迎える前に収穫され、冷
蔵や冷凍で長時間輸送されたものの方が広
く出回っています。品目によっては、低温環境
で風味や食感が落ちてしまいます。季節の食
材は見た目にも楽しいものです。鮮やかな色
とピュアな風味が充分な魅力になるので、調
味料でさほど手を加えなくてもおいしく食べ
られます。旬の野菜なら、塩コショウとオリー
ブオイルだけで立派な一品になります。最高
の状態に熟した果物をもぎたてで食べれば、
どんな添加物も要りません。

旬のものを食べることには、もっと意味深い
利点もあります。第一に、体によいことが挙げ
られます。食べごろに収穫された野菜や果物
は栄養価も最高です。未熟児として早くに生
まれた赤ちゃんは、ほぼ予定日通りに誕生し
た赤ちゃんと比べると肺が未発達で、体温調
整もうまくできません。農作物とて同じことで
す。最大限の可能性を引き出すには、かける
べき時間というものがあるのです。農作物の
出来は日光をどのくらい浴びたかで随分と
違ってきます。旬の野菜や果物は、抗酸化物
質、ビタミン、ミネラル、植物性化合物などの
栄養価も最も高い状態にあります。

自然の進化には理由があります。季節に合っ
た食事をすることは、季節ごとの体のニーズ
に応えることでもあります。例えば、柑橘類の
多くは冬が旬ですが、呼吸器系疾患の増える
時期とも重なっています。柑橘類にはビタミ
ンCをはじめとする抗酸化物質が豊富に含ま
れていて、免疫系のサポートにぴったりです。

体が温まり、満腹感も得られます。夏は食感
が軽めで風味の鮮明なものが豊富です。ベ
リー類、核果類、トマト、キュウリなど、ガスパ
ッチョから連想されるようなひんやりと食べ
たいものがたくさんあります。よく熟れたス
イカも夏の定番です。

季節に合った食べ方はお財布にも優しいも
のです。旬のものは同時期にたくさん収穫さ
れるので、値段も割安です。それは収穫量が
多いと単価が下がる傾向があるからです。さ
らに、地元産のものなら輸送費（燃料、人件
費、高速料金など）や貯蔵費用（冷蔵設備な
ど）が最小限に抑えられるぶん、消費者にと
ってお得な買い物が期待できます。

地元農家を支援することは、身近な範囲の雇
用を創出し、地域でできる工夫を支えること
になります。

地産地消で輸送や貯蔵の費用を節約できる
ことは先にも述べましたが、路上を長時間移
動するトラックが減り、長期間冷蔵保存する
必要もなくなるということは環境面から考え
ても望ましいことです。しかも季節に応じて
すくすくと育ったものなら、暖房をきかせた
温室ほど農薬に頼らずにすみます。個人の健
康に良いだけでなく、環境や地域経済にも
良い、というわけです。

身近な範囲で旬を迎えたものを選んで食べ
るということは、体にも自然のライフサイク
ルにも、消費者のお財布にも農家の経営に
も、そして母なる地球にも好ましいのです。
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秋は収穫の季節です。実りを祝い感謝する行事は、世界中のあらゆる国の文化や部族で何百年も何千年
も前から受け継がれてきました。田畑は作物であふれ、市場に行けば色とりどりの野菜や果物が並んで
います。収穫までの何ヶ月もの労力が美しいばかりの成果となって、食卓を彩る今、旬を迎えたものをふ
んだんに取り入れた食事を楽しみましょう。旬を味わうことは、生態学的、生物学的なシステムと相性の
良い、理にかなったことでもあります。

旬を味わう
ハーブとサプリメント

ヘルシーなデザートとして生の果
物をそのままの状態で出してもよ
いでしょう。

農家の経営が順調になれば、経済
全般にも良い影響を及ぼすことが
できます。 

一方、冬はずっしりとした栄養価の
高い野菜が利用できます。カボチ
ャ、根菜、緑黄色野菜をシチューや
スープ、キャセロールなどに煮込む
とよいでしょう。

食べごろで収穫した果物や野菜は
風味が豊かで色合いも鮮やかで
す。 
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家庭や家事で大人が大きな責任を負ってい
るのは明らかですが、子供を関わらせる方法
はいくらでもあります。責任について教えるこ
とは、子供にとっては自尊心や勤労意欲、ラ
イフスキルを学ぶ機会ともなります。

子供は幼い頃から大人が相互にやりとりをし
ている世界を見て観察しています。しばしば
子供はこれらの言動を手本とし、行動に移し
て理解します。もしおもちゃの掃除機を持っ
ていれば、2歳くらいでも、両親が実際に使っ
ている様子にならって使おうとするでしょう。
じっくりと時間をかけて、家事で子供にスキ
ルや役割を教えましょう。

よちよち歩きの幼児
この頃は両親にべったりでも、次第に自我を
発達させ自主性を身につけていきます。子供
が自力でできると思っているのに親がそれ
をさせてくれない時、子供は「自分でやる！」
と叫び、感情を爆発させ、怒ってしまうような
こともあります。

重要なことは、できる限り幼児が自分で多く
を判断しているような気分にさせてやること
です。「すぐにおもちゃを片付けなさい！」と言
う代わりに、それが楽しいことであるように
装って、流れを作ってしまいましょう。例えば

「そうね、キッチンセットで遊ぶなら最初に
レゴを片付けてしまわないとね」という風に
誘導するのです。片付けが最初から流れに
組み込まれていれば、子供にとってもやりや
すくなります。幼児は新しいことを学ぶのが
大好きですが、一方では手順に従う生き物
でもあります。

洗い終わった食器をしまうために、食洗機か
らお皿を取って渡す、というお手伝いなら、20
ヶ月程度の月齢の小さい幼児でもできます。
前面挿入式の洗濯機なら、洗濯物を入れる
お手伝いをしてもらいましょう。

2歳頃からは自分が着た服を洗濯かごに入
れたり、自分が座ったダイニングテーブルを
布巾で拭いたり、ゴミを捨てたり、ペットにえ
さをやったりすることもできるでしょう。

自分の子供が手伝う様子を想像できないな
ら、モンテッソーリの教育法に関する記事を
読んでみましょう。おすすめの本はポーラ・
ポーク・リラードとリン・リラード・ジェッセン
共著による “Montessori from the Start:The 
Child at Home, from Birth to Age Three” （誕
生から3歳まで、家庭でも最初からモンテッ
ソーリ教育） です。この本では礼儀正しい系
統立った方法で、どのように日常生活で必要
な能力を養っていけるかを具体的に紹介し
ています。

20

家族みんなが積極的に関与しお互いを思いやり、家庭を気遣ってい
ると、協力し合う家族関係が成り立ちます。

子供も一緒に楽しくお手伝い 

家族の健康

そうすれば親と子の絆を強くする
のにも役立ちます。さらに良いこと
は、親も子も貢献したという満足
感を得られることです。

お手伝いのご褒美として洗濯機の
ボタンを（正しいボタンかどうか見
ながら）押させてあげましょう。そ
うすると洗濯槽で服が回転する様
子を見て楽しめます。

幼児でも食べ終わった後の自分の
お皿をテーブルからキッチンへ運ぶ
ことはできます。そこで大人が受け
取って洗えば流れが分かります。
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就学前の幼児
4歳から5歳までは役に立っていると感じるこ
とが嬉しい年頃です。この数年の間に自我を
確立していき、自分に能力があることに満足
し、それを見てもらうことに目を向けるよう
になります。食洗機から食器を取り出しても
らうのも、よちよち歩きの子供だと躊躇する
かもしれませんが、就学前の幼児ならもうち
ょっと安心してお願いできるでしょう。幼児で
もこのくらいの年齢になれば食卓の準備や
洗濯した衣類をそれぞれの部屋に（母親、父
親、弟など分けた衣類の束を渡して）運ぶく
らいはできます。運動技能が発達してくるの
で、植物の水やりをしたり、ディナーの際に
みんなにお水を注いだりもできるようにな
ります。

学童期
6歳から9歳までの児童は自分でベッドを整
えたり、自分のランチを詰めたり、庭で落ち葉
を掻き集めたり、収集日にゴミ出しを手伝っ
たりするよう促してみましょう。この年頃にな
るとより一層自分のことは自分でできるよう
になります。自分だけでペットにえさをきち
んとあげられるようになり、こわごわとでもペ
ットの糞を始末することさえできるはずで
す。学童期でも年長になると、自分の衣類を
畳み、ほこりを払ったり、ブラシをかけたりす
ることもできます。この年頃は徐々に家事の
お手伝いに反抗し始める時期です。反抗に
は、お手伝いが楽しくなるように仕向けて対
抗しましょう。お手伝いの最中は子供が好き
な音楽をかけたり、スピードやスキルを競い
合うゲームのように見せかけたりしてみまし
ょう。また、自分のお小遣いが重要になってく
る年頃でもあります。子供たちを「雇って」家
事の分担にお駄賃を払うのもよいでしょう。
こなすのに苦労するものや広範囲にわたる
ものは、料金を高めに設定するのも一案で
す。貢献によってお金をもらう経験は満足感

を得るきっかけとなり、いずれ大きくなれば
同様の仕組みに自然に適応できるでしょう。

21
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一般に丸くなったと言われるような、柔和な
円熟味もそのひとつです。相手や状況を理解
して、許せることが増えるのは良いことです。
ゆっくりと動くということは、せかせかとスト
レスのたまる動き方をしなくなるということ
でもあります。自分に対しても人に対しても、
時間をかけて向き合うことができるでしょう。
全てはこなせないことが分かっているから、
より大切なことを優先するようになります。そ
れは持続可能性に優れたライフスタイルに
つながります。慈愛に満ちた健やかな後年を
穏やかに、かつ元気に生きるために、いくつ
かのヒントをご紹介しましょう。

空になった巣を埋めましょう。進学や就職で
子供が家を離れた後、慌ただしくも賑やかだ
った家が静まりかえったことに寂しさを感じ
るかもしれません。

ペットが人間の健康面にもたらす効果はま
だ明らかにはなっていませんが、伴侶として
迎えた動物に対する愛情が働いているとも、
犬と散歩に出かけることがよい運動になる
から、とも考えられます。

いつまでもロマンを大切に。子供に手がか
からないようになるか、独立していくかした
時は、パートナーとの関係に目を向けるよう
にしましょう。

お弁当入れやカバンの中に、愛のメッセー
ジを書いたメモを忍ばせてもよいでしょう。
そしておそらく最も重要なのは、アクティブ
なセックスライフを日常的に楽しむことで
す。

関節と靭帯を守りましょう。適切にサポートし
ていれば、年をとっても良いペースでランニ
ングやウォーキングを続けることができま
す。既に関節炎を患っているか関節に慢性的
な痛みを感じている場合は、水泳やエリプテ
ィカルのような負荷の少ない運動を選ぶと
よいでしょう。動かし続けていれば、関節を柔
らかく保ち、機能を維持することができます。

健康的なものを選んで食べましょう。年をと
るにつれて代謝が低下していくことは、残念
ながら事実です。ですから、摂取するカロリ
ーや栄養に注意して健康的な食べ物を選ぶ
ことがより重要になってきます。著名なフー
ドライターのマイケル・ポーランは、「きちん
と食べましょう。植物性のものを中心に、ほど
ほどに食べること」と推奨しています。サツマ
イモ、葉野菜、サーモン、雑穀類（グルテンや
レシチンに不耐症がなければ）といった栄養
価の高いものを基本とし、そこから幅を広げ
ていきましょう。ハーブ類、スパイス類はとて
も栄養価に優れています。若い人ほど味覚が
敏感でないぶん、量を増やすことができます
ので、積極的に活用してください。

料理は生涯必要な生活能力のなかでも特に
重要なスキルです。工場で大量生産された
加工食品があふれる現代こそ、重要性が増し
ていると言ってもよいくらいです。

1980年代から90年代にかけて、低脂肪タイ
プの食品があらゆるコマーシャルで宣伝さ
れていたことは記憶に残っているでしょう。チ
ョコレートファッジのクッキーが無脂肪とは
どういうことなのか、考えてみたことはありま
せんか。今は当時ほど脂肪を敵視することは
なくなっています。実は研究の結果、脂肪を
除去した加工食品よりも、体に良い脂肪（残
念ながらクッキーに入っているタイプのもの
ではありません）を摂取するほうが望ましい
ことが分かっています。体に良い脂肪は、魚、
乳製品（乳タンパクに過敏な場合はバターか
クリームくらいにしておきましょう）、アボカ
ド、ココナッツオイル、ナッツ類、オリーブ、オ
リーブオイルなどから摂取できます。

頭脳や心もアクティブでいられるようにしま
しょう。新しい趣味や習い事もおすすめで
す。あまり時間を費やしたくない場合は、1日
で終了する料理教室を選ぶとよいでしょう。
年を重ねても（あるいは年齢を問わず）新し
いことを学ぶ体験は、脳に新しい神経経路を
構築することにつながります。

定期的に運動して体を活発に動かす習慣は
大切です。自分が楽しいと感じられる方法を
いくつか見つけて続けることで、認知機能も
良好な状態に保たれます。

バランス調整能力を鍛えましょう。高齢にな
ると転倒のリスクが高まります。転倒はしば
しば負の連鎖の始まりになります。日ごろか
らバランス調整能力を意識した運動を取り
入れて下さい。太極拳やヨガを週に1、2回す
るか、歯を磨く間や調理中に鍋をかきまぜて
いる間、バスを待っている間などに、片足で
立ってバランスをとる練習をしてもよいでし
ょう。
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年をとるという現実はときに受け入れがたいものです。動きが鈍くなったなと思ったり、身体的にも精神
的にも、やすやすとできていたはずなのにできなくなってきたことに気付いたりしませんか。痛みが負担
になる、物忘れが増えた、若い頃ほど機転がきかなくなった、と感じる人もいるでしょう。それでも、年の
功というものもあります。

50才、60才、あるいは70才でも新たな人生を始
められる

家族の健康

犬や猫をペットにして暮らしている
中高年の人々 は、コレステロール値
や心臓の健康指標が良好で、感情
面、精神面でも健康的な傾向があ
ります。1  

手をつないで散歩をしたり、一緒
に買い物に出かけたりして向き合
ってください。 

運動は血液やリンパの流れを促進
します。これが脳をはじめ、全身に
良い影響をもたらします。

1 Keith A. Anderson, Linda K. Lord, Lawrence N. Hill, Sandra 
McCune. Fostering the Human-Animal Bond for Older Adults: 
Challenges and Opportunities. Activities, Adaptation & Aging, 
2015; 39 (1): 32 DOI: 10.1080/01924788.2015.994447
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諸外国の要人が居並ぶ国連の重要な会議に
出席するほどの高位のキャリアウーマンはそ
れまで、同世代はもちろん、若い女性たちの
手本を示せるようにと行動してきました。そ
んな彼女には、いつもと変わらずしっかりと
支えてくれる夫もいました。それでも記事の
中で、仕事と家庭生活を真にバランスよく両
立させることはできない、と認めたのです。文
中には、仕事が一段落したら、女性が全てを
手に入れられないことについて文章にしよう
と思う、と同僚に胸のうちを語った時のこと
も書かれています。同僚はびっくり仰天し、そ
んな何世代もの女性たちを失望させるよう
な論説を書くなんてありえない、と言ったそう
です。結果、この記事は、否定の対象であった
真実を明るみに出すことになりました。

記事が世に出ると、あらゆる年齢層の女性が
大騒ぎしました。

そして、その真実の底には、自分の心の奥に
押し込めてきた罪悪感があることにも。

社会や政界で権利を獲得するために、女性
は長い間様々な闘争や活動を積み重ねてき
ました。それでも心の奥底に横たわる罪悪感
にどう対処すればよいのか、といった個人的
なことはあやふやなままです。

昨今のメディアでは、セルフケアに関する議
論が流行しているようです。ちょっとしたご褒
美を日課に組み込むことはしばしば推奨さ
れています。マッサージ、スパトリートメント、
子供から少し離れる時間を作る、職場でノー
と言うのを学ぶなど様々な提案があります
が、おそらく最も重視すべきは、全てを思っ
たようにこなせなくても、自分を慈しむことで
はないでしょうか。これまでの人生でずっと
自分を責めてきた人、社会的に誘発される
罪悪感に晒されてきた人にとって、そこから
自分を解き放つのは簡単なことではありま
せん。

目的は正当化ではありません。目に見える形
で、自分が充分にやっているということを確
かめるのです。

そして、形勢を逆転させましょう。人は往々に
して自分に対して最も厳しい評価を下すも
のですが、日々の暮らしに慈愛が満ちていれ
ば、他人任せにせず自ら行ったことについ
て、より深く満足できるはずです。今日一日を
振り返るなら、できなかったことよりもできた
ことに目を向けましょう。例えば、３日前から
切らしているコーヒーと牛乳を買って帰るつ
もりだったのに、またスーパーに行けなかっ
た、と思うよりも、会議で遅くなる夫のために
ドライクリーニングの受け取りに行ってあげ
たことをカウントに入れるのです。

フィードバックを得ることもポイントです。義
務や人間関係で行き届かないことがあるよう
な気がするなら、思い込みで決めつける前
に、率直な意見を言ってくれる身近な人に、
相手から見てどうなのかを聞いてみましょう。

24

2012年、ザ・アトランティック誌に掲載されたある記事が、ちょっとした論争を巻き起こしたことがありま
す。寄稿したのは政府高官として活躍する女性ですが、キャリアと家庭で望むものを全て手に入れるなん
て女性には無理だ、と公言したのです。1  

罪悪感に対処する

家族の健康

ところが、最初の嵐のような反応
がおさまると、女性たちは社会に
何を求められているのか、どんな
ことを自らの責務としているのか、
といったことについて、受け入れ難
くも見えてきた真実に気づき始め
ました。

ですから、根拠になることに目を
向けてみましょう。筆記具を用意し
て、10分間、配偶者、子供、家族、
同僚を思い浮かべながら、身近な
人たちのためにこれまでにしてき
たことを書き出してください。

感謝の気持ちを伝えることは大切
です。特に、自分に対してそうする
ことを忘れてはいけません。ごく短
い文章でよいので、感謝の日記を
つけると、幸せな気持ちに満たさ
れます。

そんな風に自分の行いを認めてい
けば、その週の状況や仕事で用事
を済ませられなかった夫に理解を
示すゆとりも生まれるでしょう。 

1 Slaughter, Anne-Marie. “Why Women Still Can’t Have It All.” 
The Atlantic, Atlantic Media Company, 2012,  
www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-women-
still-cant-have-it-all/309020/.
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ところが始めてみると、感謝の対象は他人か
運か神様か、ということに気付くはずです。自
分のしたこと、自分の在り様に向けて感謝す
る何かをいくつか書くことを習慣にしましょ
う。自分の目標に近づくためにやったことで
も、他の誰かのために自らすすんでやったこ
とでも構いません。

そして、心の奥底にある感情と向き合ってく
ださい。兄弟姉妹とまめに連絡を取っていな
いことで責められ、自分でも悪いなと思って
いたとしても、落ち着いて考え直してみること
です。

日記をたどると実際には週に2度は電話して
いるとしたら、その事実は何を示しているで
しょうか。自分にとって大切な人との関係が、
いつしか不健全ななれ合いになっていたり、
非現実的な期待を押し付けられるものにな
っていたりすることはしばしばあるものです。
こういったことは、もとの家族（父母、兄弟姉
妹）や仕事仲間（要求の多い、あるいは自己
中心的な上司など）との間で生じやすい傾向
があります。あなたが感じている罪悪感は、
理不尽な要求をしてくる相手に対する怒りや
恨めしさを覆い隠しているのかも知れませ
ん。

あなたの価値は何をしたか、しなかったかだ
けで測れるものではありません。生産性が重
視される社会においては、行動して成果をあ
げてこそ認められる、という考え方が浸透し
ています。自分に向き合うときは人となりに
焦点を合わせるようにしましょう。どんな仕事
をしたかよりも、ひとりの人間として思いやり
がある、親切である、よく気が付く、楽しい、魅
力的である、そういった特性を大切にしてく
ださい。

25

ありのままの自分の真価を認めま
しょう。
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テストステロンについて考えるとき、大抵は
男性の健康という文脈で語られます。しかし
ながら、エストロゲン系のホルモン群とのバ
ランスから見て望ましい量のテストステロン
を維持できるようにすることは男女ともに重
要です。テストステロンの欠乏症で治療が必
要な場合はホルモン補充療法が選択できま
す。錠剤、ジェル、注射といった利便性に優れ
た医療がある一方で、自然に改善する方法
があることも知っておくとよいでしょう。

ところで、今日の男性にテストステロンの減
衰が目立つのはなぜなのでしょうか。その根
本にはどんな原因があって、何をすればバラ
ンスを取り戻せるのでしょうか。

複合的な要因は多々ありますが、特に問題視
されているのは余分な脂肪です。ある研究で
は、男性のテストステロン不足に最も密接に
関与しているのは肥満である、と結論づけて
います。1 また、別の研究で１０代の男子を
対象に調査したところ、標準的な体重の男子
と比べると肥満の男子はテストステロンの
量が半分程度にまで減っている場合もある
ことが示されました。2  

体内に余分な脂肪が蓄積した状態で好まし
くない食事をしていると、アロマターゼとい
う酵素が増えます。アロマターゼが増加する
と、テストステロンをエストロゲンに変換す
る働きが活発になります。3 そして、エストロ
ゲンが増え、テストステロンが減ってしまい
ます。つまり、体重管理がうまくできているほ
うが、体内のテストステロンがバランスよく
保てるというわけです。

驚くほどのことではありませんが、ストレスも
また、テストステロンを減らす要因になって
います。ストレスにさらされると、体内でコル
チゾールというホルモンが分泌されると同
時に、テストステロンの産生が抑制されま
す。4 運動、瞑想、マインドフルな習慣づけな
どの方法でストレスを解消しましょう。

ホルモン（特にテストステロン）のバランス
を整えるには、睡眠を確保することが重要で
す。それは、テストステロンは寝ている間に
増えるからです。睡眠不足になってしまうと、
日中にテストステロン量が大幅に低下しま
す。

お酒は控えましょう。飲酒の習慣があると、あ
らゆるホルモンバランスが崩れます。よくお
酒を飲む男性はテストステロンが少ない傾
向があります。それは胸毛が薄くなる、精巣
が小さくなる、エストロゲン分泌量が増える、
といったかたちで現れることがあります。

体によいタンパク質を積極的に摂ることも忘
れずに。炭水化物（特に、砂糖や精白小麦粉
のような単純な構造に加工されたもの）に偏
った食事をしていると、タンパク質が不足し
がちです。だからといって、ハンバーガーやホ
ットドッグに頼るのはおすすめしません。タ
ンパク質は、鶏肉やシーフード、植物性食品
から摂取するよう努めて下さい。
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テストステロンは人間の体内で作られる天然のホルモンで、男性で
も女性でも、健康的な水準の量を保つことが大切です。30才から60
才くらいの男性にテストステロン量の低下が認められるケースが増え
ていますが、これにはライフスタイルも大いに関与しています。

テストステロンを増やして
バランスを取り戻すには

家族の健康

男女を問わず、きちんと睡眠をとる
こともストレス解消に有効です。

なかでもテストステロンの維持によ
い食品は脂肪分の豊富な魚です。
あらゆるホルモンの産生に不可欠
なビタミンDが同時に摂取できる点
でも望ましいと言えます。

1 Dhindsa, S, et al. “Testosterone Concentrations in 
Diabetic and Nondiabetic Obese Men.” Diabetes Care, 
U.S. National Library of Medicine, June 2010, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200299.
2 Mogri, M, et al. “Testosterone Concentrations in Young 
Pubertal and Post-Pubertal Obese Males.” Clinical 
Endocrinology (Oxford), U.S. National Library of Medicine, 
April 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970699.
3 Leder, B Z, et al. “Effects of Aromatase Inhibition in Elderly  
Men with Low or Borderline-Low Serum Testosterone Levels.” 
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 
U.S. National Library of Medicine, March 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001605.

4 Sherman, G D, et al. “The Interaction of Testosterone and 
Cortisol Is Associated with Attained Status in Male Executives.” 
Journal of Personality and Social Psychology, 
U.S. National Library of Medicine, June 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26302434.
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マグネシウムは現代の男女に不足しがちな
ミネラルです。SHBG (性ホルモン結合グロブ
リン) と呼ばれるタンパク質はテストステロ
ンと結合しやすい性質がありますが、マグネ
シウムにはその結合を阻害する働きがあり、
その分、体内でテストステロンをより有効に
活用できるようにしてくれます。マグネシウム
が不足すると、活性のあるテストステロンも
不足することになります。マグネシウムは地
球上に豊富に存在する鉱物ですが、化学肥
料の使用によって、農産物の栽培される土壌
では枯渇しており、現代人の口に入りにくい
状態になっています。

亜鉛もまた、ホルモンのバランスと機能、そ
して免疫系に必要なミネラルです。牡蠣は食
べる媚薬とも言われていますが、何の偶然
か、亜鉛を豊富に含んでいます。亜鉛は穀類
や牛肉、豆類からも摂取できますが、含有量
はその比ではありません。

プラスチック製品の使用も控えるようにしま
しょう。特にBPA不使用かどうか不明なもの
は避けるのが賢明です。BPA、ビスフェノール
Aは、エストロゲン様の活性を有しホルモン
をかく乱するとして警戒されている物質で
す。BPAを体内に取り込むとテストステロン
が減少することは既に報告されています。5 
今日ではBPA不使用のプラスチック製品が流
通していますが、ビスフェノールAを類似物
質で代替しているだけなので、エストロゲン
様の作用が生じる可能性は否めません。で
すから、柔らかめのプラスチックで包装され
た食品はできる限り食べないようにしたほう
がよいでしょう。

グローバル化した反面、助け合い励まし合う
文化が失われた社会で生活している人は少
なくありません。ストレスが重なれば、それだ
けコルチゾールが増え、テストステロンが減
ります。テストステロンのあるべきバランス
を取り戻すため、体をできるだけ健康な状態
にしましょう。健康的なホルモンバランスは、
精神的な充足感にもつながります。
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現代人の生活にストレスはつきも
のです。責任や成果への期待は多く
の男性の肩にのしかかっています。 

5 Scinicariello , F, and Buser, M C. “Serum Testosterone 
Concentrations and Urinary Bisphenol A, Benzophenone-3, 
Triclosan, and Paraben Levels in Male and Female Children 
and Adolescents: NHANES 2011–2012.” National Institute of 
Environmental Health Sciences, U.S. Department of Health and 
Human Services, Dec. 2016, ehp.niehs.nih.gov/ehp150/.



|    The Art of Growing Young28

さらに、軟骨、血管、コラーゲン生成をサポー
トするビタミンC、亜鉛、酸化ストレスから細
胞を守るのに役立つビタミンEとビタミンDが含
まれています。◊ フォーエバーヤング・タブレ
ットは健康的なお肌を保ちたいあなたを栄養
面から応援します！フォーエバーヤング2粒に 
20mg のヒアルロン酸を含有。

体の内側から美しくなりましょう！

幅広い栄養素を含む海産物エキ
ス入りの、とてもユニークなサプ
リメントです。

フォーエバーヤング・スキンフォーミュラのタブレ
ットには、いきいきとしたお肌の維持に寄与する
主要ビタミン・ミネラル類を厳選して配合してあ
ります。◊

フォーエバーヤング タ
ブレット

© 2018 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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1日を通して決まった時間に食事をとること
で、新陳代謝が調整されて過食につながる
食欲を抑えやすくなります。ですからどの食
事が他よりも重要かは一概には言い切れま
せん。忙しい現代の日常では、毎朝家族の世
話や仕事へ行く支度に追われ、朝食をとる時
間を確保できないという人が少なくないよう
です。しかしそれは大きな間違いかも知れま
せん。なぜなら、健康的な朝食の重要性を指
摘する研究結果が次 と々報告されているか
らです。

メイヨークリニックの研究者によれば、朝食
をきちんと食べた人たちは、1年で平均3ポン
ド体重が増加しました。一方同じ期間、朝食
を不定期でしかとらなかった人は、平均で約
5ポンド体重が増加していました。それでは
全く朝食を食べなかった人はどうだったかと
いうと、約8ポンド体重が増加していたので
す。どんなに忙しい日常でも、毎日健康的な

朝食をとることは、健康的な体重を維持する
上で重要な要因であるようです。しかし、こと
栄養については全ての人に適用できる規則
はほとんどない、ということに留意する必要
があります。栄養学には、誰にでも当てはま
る唯一絶対の答えがあるというわけではな
いのです。一日のうち一定の短時間内だけで
食事をする、間欠的ファスティングのような
最近話題の食事法は、一部の人々に体重管
理や体力増進などの健康効果をもたらしま
した。いつ断食（fast）を破る（break）か、より
も、朝食に何を食べるか（自分の新陳代謝に
合ったホールフードやオーガニック食品かど
うか）のほうが重要であると考えられていま
すが、個々の生理機能や労作の内容、その他
の様々な個別性によっても変わってくる可能
性があります。とはいえ、どちらの要素も大切
と考えるべきでしょう。

否定的な感情や経験、人々あるいは思考は、
さらなるネガティブな意識や問題を自ら引き
付けてしまうようです。幸いなことに、同じこ
とが肯定的な感情にも当てはまります。肯定
的な意識を持てば、なお一層ポジティブな感
情へとつながるのです。自分の心こそ、自ら
を取り囲む世界を形成する最強のツールで
す。ある研究では、午前中に何か一つ嫌な経
験してしまうと、その影響が一日中続いてし
まう、という報告があります。ありがたいこと
に、この現象はポジティブな経験をした場合
にも当てはまるということです。あなたの家
族のために、この効果をどう活用できるか考
えてみましょう。朝、一日の始まりに、優しさと
思いやりを持って家族を仕事や学校へ送り
出すことができれば、家族にとって一日気持
ちよく過ごすためのなによりのプレゼントに
なるのです。さらには、そのポジティブな行
動が、あなた自身の一日の生活にも、より一
層のポジティブな感情や経験、人、思考を引
き寄せてくれることでしょう。

もちろんそんなことはありません。あなたの
年齢や身体状態に関わらず、健康になるき
っかけが遅すぎるということはありません。
一般的に、50代から60代に入ると、心臓は
老化の兆しを見せ始めます。活動量が低い
人や不健康な食生活を長年送ってきた人
の場合、より若い年代で心臓の老化が始ま
ります。それでも、運動によって、心臓の老
化を予防したり若返らせたりできます。専門
家によれば、運動で心臓年齢を20歳若返ら
せることも可能だということです。ただし、こ
れまで歩行以上の運動をしていない期間
が長いという人は、活動量を大幅に増やす
前に、医師に相談したほうがよいでしょう。
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否定的な感情は伝染しますか

今から運動を始めるのは遅すぎ
ますか

最近の研究で、朝食を抜くことが
体重増加や心血管疾患に直接的
な影響を及ぼすことが明らかにな
りました。

朝食が1日の中で最も重要な食
事であるというのは本当ですか

専門家  への質問



酸化ストレスから身を守るために！◊

プロアンセノルズ® 
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主成分の「リアルOPCｓ」は、ブドウの種子と
南仏に自生する特定の品種のマツの樹皮か
ら抽出されています。

プロアンセノルズは、50年に及ぶ
研究をもとに編み出された
本物の抗酸化物質をたっぷりと
含む高品質のサプリメントです。
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