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コラボレーションの利点
私たちは健康や栄養をしばしば話題にします。人間の体はひとりひと
りユニークで、
それぞれに特有のニーズがあり、何が動機になるか、ど
んなことを望んでいるかも人によって異なります。自分に合った心身
のケアの方法を見つけることは自己発見にもつながるすばらしい学び
の体験となります。

一個人としての自分に向き合うことが大切な
のは確かですが、一方では、私たちは自分と
似た夢や希望、
目標を持つ人々に囲まれて
いるほうが、
より健やかに幸せに暮らせると
いうのも事実です。すべての見解やニーズに
おいて自分と完全に一致する人はいません。
それでも、ポジティブな姿勢で常に前向きに
物事に取り組む健康な人たちの中に身を置
くことが、年を重ねるほどに若々しく生きるコ
ツとなるのです。
周囲の人々の影響力は憶測の産物ではあり
ません。
そう、私たちはその力をよく知ってい
るはずです。
これについては、大規模な研究
も行われています。例えば、ヘルシーなライ
フスタイルを実践している人と結婚すると、
かなりの確率でライフスタイルが改善され
ます。
もちろん、
その逆もまた真で、動きもせ
ず不平不満ばかり口にしている人と過ごして
いると、
自分のライフスタイルも悪くなってい
く可能性があります。
私自身も、
ジムで友人が待っていると思うと、
休まずに運動に出かけよう、
という気になる
ことを実感しています。友人もまた、同じよう
に感じているはずです。仲間と力を合わせて
健康を目指すことは、身のまわりのすべての
人にメリットをもたらします。

あなたにはあなたの個性があり、個別のニ
ーズを満たす必要があることは忘れてはなり
ません。
でも、助け合える仲間と一緒にチー
ムの一員として取り組んだほうが、
自分のニ
ーズも楽に満たせることも多いのです。
目標
や活動を共有できる仲間を持つことは人生
を豊かにしてくれます。大局的に思考の傾向
が似ていれば、細かいところで意見が合わな
くとも構いません。むしろ多様性を包含して
いるからこそ生まれる新しい（ときにはより
良い）
アイデアや状況、体験もあります。
それ
をまた皆で分かち合えばよいのです。
コラボレーションには計り知れない力が秘
められています。人間には誰かの役に立ちた
いという本質的な欲求があり、成功を共に喜
べる仲間がいるということ自体が心を満たし
てくれます。
ジム通い、仕事、食事の支度な
ど、
あらゆる場面で力を合わせて取り組め
ば、到達できない目標はありません。
目指す
ところへ一緒に歩む仲間が多ければ、
それ
だけすばらしい成果をあげることができま
す。今月のアート・オブ・グローイング・ヤング
には、
コラボレーションの力をテーマにした
記事を掲載していますので、ぜひ参考にして
ください。

Dwight L. McKee
Scientific Director

02 | The Art of Growing Young

最新ニュース
蒸し料理

睡眠の質を改善するには

調理方法によって食品の栄養価が大きく変
わることはご存知ですか。
アスパラガス、ビ
ーツ、
ナス、
インゲン、
カリフラワーといった
野菜は、蒸して食べるとコレステロールを低
減する物質をより有効にすることができま
す。詳しい仕組みはまだはっきりしていませ
んが、蒸すことによって胆汁酸と結合しやす
くなることが分かっています。
これにより、肝
臓はより多くの胆汁を作るよう促され
て、LDL（体に悪い方の）
コレステロールを盛
んに消費することになるそうです。一方、何ら
かの方法で調理したほうが体に吸収されや
すくなる栄養素を含む野菜もあります。
トマ
トはその好例です。

夜ぐっすりと眠りたいなら、
日中は一定のス
ケジュールを維持することをおすすめしま
す。
このほど発表された新しい研究報告で、
起床、身支度、食事、運動といった日中のスケ
ジュールが安定していない人は、
そうでない
人よりも入眠や睡眠に困難が生じがちであ
ることが明らかになりました。生活のリズム
を整え、睡眠の質を改善することで、糖尿や
心臓病、
うつ、体重増加などのリスクを低減
しましょう。
ぐっすりと眠れた次の日は、
きっ
と元気に楽しく過ごせるはずです。

サイクリング

朝食にスムージー
忙しいけれど太りたくない、
という大人は、朝
食をスムージーにしてはいかがでしょうか。
数分でも長く寝ていたくて、朝食抜きで仕事
に出かけてしまう人は少なくありません。
とこ
ろが研究により、食事を抜くことが習慣にな
るとお腹周りが太くなりやすいことが分かっ
ています。お腹周りに贅肉がつくのは健康に
よくありません。糖尿や認知症など、
あらゆる
健康問題の発症リスクを増やしてしまう可能
性もあります。食事を抜いて太りやすい体質
になるのが嫌なら、ヘルシーな朝食をきちん
ととることです。
自家製スムージーは時間に
余裕のない朝にぴったりです。冷凍フルーツ
1〜2カップをヘルシーな飲み物（ジュースは
100％果汁のものを）
と混ぜるだけ。
これを飲
んでから出勤するようにしましょう。

朝から自転車で通勤して、1日を通じて体を
守りましょう。朝に体を動かすと代謝が活発
になり、その後の日中の活動でより多くのカ
ロリーを消費することができます。
また、朝
の運動が脳の働きを活性化し、血圧を下げ
ることも研究で明らかにされています。朝の
運動には、習慣として維持しやすいという利
点もあります。いくつかの調査により、運動
を習慣にしている人の90％以上が朝の時間
帯に体を動かすことを好んでいると報告さ
れています。

ブルーベリー
ブルーベリーが脳に良い果物である証拠
がまた増えました。軽度の認知障害のある
50人近いシニア層を対象とした新しい研
究では、
ブルーベリー（実験においては乾
燥粉末）
を日常的に摂取すると認知機能と
脳の働きが向上したことが分かりました。
ブルーベリーを摂取した被験者グループ
においては、なかでも記憶力と言語や概念
にアクセスする能力に改善が見られたとい
うことです。抗酸化物質の豊富なスーパー
フルーツ、
ブルーベリーの力を裏付ける証
拠がまたひとつ増えたことになります。
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フィットネス

身体機能に関わらずコミュニティ
全体で仲間と運動を楽しむ
仲間がいるとやる気が出て、定期的なエクササイズを続けやすく
なる、ということはずいぶん前から知られています。1人仲間がい
るだけでも健康に良いものですが、2人、3人、
もしくはコミュニティ
全体でエクササイズをするのであればもっと良い、ということにな
ります。
一緒に運動する仲間を見つけたいという需
要は高まりつつあります。パートナー探しをし
てくれるウェブサイトがあるだけでなく、仲間
探しのヘルプをするスマートフォンのアプリ
まで登場しています。
スポーツやエクササイズの分野で、
どうして
これほど仲間探しの需要があるのでしょう
か。
それは、1人で運動しても、楽しくなけれ
ば、良い刺激にもならず、効果も上がらない
からです。行動医学会からは、
エアロビクス
を仲間と一緒にやると、
より多くのカロリーを
消費し、
より良い結果をもたらす、
という調査
結果が発表されています。

また、友人が一緒なら、新しいことにも気軽
にチャレンジするようになります。
ジムで新し
いクラスに参加したり、初めてフリーウエイト
を手に取ったりする場合でも、友人のサポー
トがあれば、おじけづいたりしなくてすみま
す。
さらに2人で説明を読めば、複雑なジムの
マシンの使い方も簡単に理解できます。信頼
できる友人があなたの側にいて、
「あなたが
やるなら、私もやってみる！」
と2人とも前向き
なら、健康に良い新しい体験を開拓すること
につながります。

話したり笑ったり、お互いに刺激を
与えたり、励まし合うことが、
やる
気を引き起こすことにつながって
います。
少なくとも1人仲間がいれば、運動は寂しくな
く、
より楽しくできるというわけです。
日課とな
っているエクササイズの種類にもよります
が、
このような社会的側面と相まって、長く続
けることができるのです。例えば、
ランニング
が好きでもすぐに飽きてしまう傾向があるな
ら、
ランニング中に話せる相手を探しましょ
う。
そうすれば最高のコンビとなり、
もっと長
く走れるようになるでしょう。
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負けず嫌いなところがあるなら尚のこと、友
人1人か2人と一緒にやるのがおすすめです。
一生懸命エクササイズに打ち込んで、
より良
い成果を得られるでしょう。
この効果を最大
限に活かしたいなら、
自分にとって目標とな
る人をパートナーに選びましょう。研究による
と、
自分の約40%上の能力を有する人をパー
トナーにすれば、競争心が促されて、
もっと
頑張ろうという意欲につながることが分かっ
ています。
これはやりがいがあり、かつ達成可
能な目標になります。

心にもエクササイズが必要だと思うなら、
身
障者の運動を支援するボランティア活動に
参加して、人々の潜在的な意欲を最大限に引
き出すという方法があります。
これは、非常に
やりがいがあるはずです。
2010年にアメリカで行われた国民の健康に
関する聞き取り調査では、障害を持つ成人の
半分以上は余暇を運動で過ごしておらず、中
程度の運動をしていると答えたのは4分の1
に満たないことが明らかになりました。定期
的な運動は健康と幸福につながります。
その
効果を享受する資格は、
身体機能に関わらず
誰にでもあるはずなのに、
です。
日常的にア
クティブなライフスタイルを過ごしづらい障
害のある人々にとって、意識的な運動はより
重要なことかもしれません。

ル・パワー
（車椅子使用）
といった組織があり
ます。
これらは、
このような組織のほんの一握
りです。たくさんの組織があるので、簡単なオ
ンライン検索で身近なところに団体を見つけ
ることができるでしょう。

障害によって、特別なエクササイズやケアが
必要な人がいるのも確かですが、幸いにも、
支援するボランティアを常に探しているグル
ープや組織はあります。KEENは、ボランティ
アのコーチの協力を得て、障害を持つ子供
のためのプログラムを無料で提供する組織
です。
プログラムは競うことを目的とせず、一
対一で楽しみながら体を動かし、体力をつけ
ることができるよう工夫されています。英国
のフェデレーション・オブ・ディスアビリティ・
スポーツ
（身障者スポーツ連盟）
も同様の組
織です。

年齢層に関わらず障害を持つ人々
が市町村などの地域社会で楽しめ
るコミュニティ･スポーツを後押しし
ています。

他にも主に欧米ですが、
ブリティッシュ・ブラ
インド・スポーツ
（視覚障害）
、
ディスエイブル
ド・スポーツ USA（身体障害）
、パラリンピック
（身体障害）
、
スペシャル・オリンピック
（知的
障害）
、UKデフ・スポーツ
（聴覚障害）
、ホイー

スポーツやエクササイズの分野であなたの
時間や能力をボランティアとして提供するこ
とは多くの恩恵をもたらします。多様な民族
を包含したある大規模な調査では、社会的
な支援をしている人は、
していない人よりも
死亡率が低い、
ということが分かっています。
異なる調査によれば、
自分の時間をボランテ
ィアに費やした人は、
より健康で、
より満足の
いく人生を送っている、
ということです。障害
を持つ人に役立つボランティアは、彼らにエ
クササイズを楽しんでもらいながら、
自分自
身と彼らの両方をヘルプしていることになる
のです。
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特集記事

協力し合える
職場環境を

オフィスワークの典型的な「トップダウン」方式は時代遅れとなりつつあ
ります。この変化は、若い世代が個々の声を聞くことの大切さを重視し
ていることの現れと考えられます。仕事を共同作業ととらえる新しいや
り方は、あらゆる人々の生活を向上します。
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新しい時代の革新的なリーダーたちは、従来
型の職場環境や人間関係はストレスの負担
が重すぎて従業員にも企業活動にもよくな
いと考えています。従業員の間でストレスや
悩みが蓄積すると、やがては身体的にも悪影
響が出て、病欠が増えるなど深刻な事態にな
りかねません。
ある大規模な研究では、
スト
レス過多の仕事で「燃え尽きた」
と感じてい
る労働者は、
そうでない人と比べると心臓病
や脳卒中の発症リスクが3倍も高いことが明
らかにされました。
連携がうまくできない職場では、仕事のスト
レスが悪化する可能性があります。締め切り
が迫っているときに、ひとり取り残された気
持ちになると、
ストレスや不安はさらに募り
ます。
ストレス性の頭痛、同僚との諍い、
その
他仕事を妨げる支障がしばしば重なると、仕
事の効率が落ちるだけでなく、病欠も増えて
ゆくでしょう。
職場環境を改善して、
チームで協力し合える
ように工夫すれば、
ストレスを大幅に低減で
きます。
その利益は地位に関わらず、全社員
にもたらされます。単にグループを組んでき
れいになった新しい会議室に集めるだけで
は、すばらしい何かは生まれません。ポイン
トは連携しやすい健全な環境をいかに実現
するか、
です。

最初はやはりトップが動くべきでし
ょう。
オフィス内をうまく変えていくには、強力なリ
ーダーシップが必要です。社内文化の根本
に関わる変更に取り組むとなると特に、
リー
ダーの力が問われます。役員、管理職、人事
が率先してチームワークを養成し、
よりよい
関係を構築し協働の姿勢を示すことで、職
場に一体感が広がります。
コラボレーションはひとりひとりが他者のニ
ーズを考慮していないと成り立ちません。
そ
こに利己的な行動の余地はないのです。
自
分のことしか考えていない人が、同僚に他者
のニーズを意識するよう期待することはでき
ません。
こういった姿勢もまた、
リーダー格が
しっかりとした手本を示し、従業員が見習え
るようにする必要があります。
トップが利己
的に行動しているのに、従業員に同僚のこと
を考えろと言ったところで、反感を買い、協力
関係の構築を妨げるだけです。

協力し合える環境づくりの基礎は、
円滑なコ
ミュニケーションです。情報は全員にスムー
ズに流れるようにしなければなりません。同
僚や関係者、マネージャーとアイデアを共有
すれば、
より迅速かつ明確にまとめるだけで
なく、知識や経験の異なる様々な人からそれ
ぞれの意見を引き出すこともできます。

コミュニケーションがオープンにで
きる環境であれば、情報共有の利
点を生かして、問題をより良好に
解決し、生産性を向上していくこと
も可能です。
従業員一人ひとりがチームの一員として知
識やアイデアを積極的に共有できる状態に
なれば、
その利益は組織全体に及びます。
もちろん、
このようなオープンなコミュニケ
ーションをするにはかなりの勇気を必要とす
る人もいます。
グループディスカッションの
場で個人的な考えを披露することに抵抗を
感じることも多々あるでしょう。
その場にいる
者全員が効果的なコミュニケーションにつ
いて学び、批判も建設的に行えるようにして
おきたいものです。建設的な批判ができるよ
うになるには、
ある程度の訓練をしなけれ
ばなりません。チームのメンバーのコミュニ
ケーションスキルを向上するためトレーニン
グの時間を作り、
メッセージの送り方、受け
止め方を学べるようにしましょう。
社内のコミュニケーションがこれまで閉鎖的
であった場合、チームが効果的に機能するよ
うになるには、
まず、従業員の間の信頼関係
を確かなものにする必要があります。陰で話
をするのではなく、互いを尊重しつつ率直に
意見を交換することを学ぶ機会をつくり、奨
励して下さい。チームの仲間を信頼すれば
自分にもそれが返ってくる、
ということを分
かってもらうのです。
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多様性は職場での協働関係に大き
く寄与します。
今日の従業員が職場で直面する課題は多岐
にわたっています。均一的な小さなグループ
ではなく、背景や得意分野の異なる仲間とチ
ームを組んでいれば、
それだけ幅広い課題
に取り組みやすくなります。
多様性に富んだ環境には、相応の課題も伴
います。優秀なチームリーダーは一人ひとり
の職分をよく把握して、
それを個々に説明す
ることができるだけでなく、柔軟な対応をす
ることもできます。新たに協働環境をととの
える場合は、
それぞれに期待されている責任
を明確にしつつ、従業員がどのように助け合
えるか、具体的な方法を一緒に考えるとよい
でしょう。
物理的環境もまた重要です。
グループで集ま
れるオープンな空間と静かに集中できる個
室がバランスよく配分されているのが理想
的です。
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チームを構成する人員には、
それぞれ特有
の希望やニーズがあります。
リーダーは個人
の成長を支援しつつ、チームを育成する役割
を担います。ピクサーやグーグルといったク
リエイティブな大企業は、
コラボレーション
を促進するために建物の設計を重視してい
ます。
可能であれば、大きな成果をあげている企
業から手掛りを得て、同様の戦略を導入する
とよいでしょう。
オープン設計のフロアで仕
事をしていると、偶発的な交流から新しい発
想が生まれることがあります。
これは部屋が
分かれていたら起こり得ない現象です。

キッチン、休憩室、会議室といった共有スペ
ースを多めに設けておくと、少人数なら必要
に応じて気軽に集まることができます。1人用
の小さな個室より、2～3人で使える部屋を重
視しましょう。
互いに助け合える職場環境をつくるには、新
しい考え方に適応できるリーダーが望まれ
ます。役職や地位を根拠に権力が行使でき
た旧時代からのリーダーは、力はチームとし
て活用したほうが有効だと理解することから
始めましょう。情報は誰かが独り占めするの
ではなく、
オープンに共有されるべきです。
組織の規模や構造は違っても、
チームで力を
合わせて問題解決やプロジェクト管理に取り
組む仕組みがすべての人の仕事を楽にする
ことに変わりはありません。
リフレッシュを取
り入れつつ、やりがいのある仕事ができれ
ば、生産性も最大限に引き出されるはずで
す。

デイリーバイオ
ベーシックス
栄養の宝庫

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 。
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

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。

© 2016 Lifeplus International
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ライフスタイル

健やかなコミュニティ
をつくるには
認知機能や精神衛生において社会とのつながりが有益であることは
よく知られています。

このほど発表されたある新しい社会学的研
究は、個人のみならず社会にも広く影響を及
ぼすコミュニティの秘訣に着目したもので、
非常に興味深く示唆に富んでいました。

コミュニティに根ざした活動がひ
とりひとりの生活の質を向上する
可能性については、学ぶべきことが
たくさんあります。
個人が重視される現代の欧米社会では、独
立性や権利意識、禁欲主義に価値を見出す
文化が成立しています。いずれも本質的に悪
いものではありませんが、個人の視点に偏っ
て共同体の存在感が薄れがちであることも
否めません。

孤独の要因のひとつとして指摘されている
のは、
コミュニケーションの手段が変わって
きたことです。
コンピューターや携帯電話、
タ
ブレットなどの端末が普及したことで24時間
いつでも友人やコミュニティとつながること
ができるにも関わらず、
テキストメッセージ
のやりとりや写真の共有で精神的なつなが
りがかえって弱まっているのではないか、
と
考えられています。
オンライン上のソーシャ
ルネットワークは実際に顔の見える現実の
人間関係に代わるものではありません。
あく
までも実社会の関わりを補完するツールに
すぎないということを忘れないようにしまし
ょう。

心理科学の専門誌に掲載されたある研究で
は、流行病としての孤独という概念が提唱さ
れました。
それは、孤独が30％も死期を早め
るという驚くべき結果が出たためです。
このような社会的交流の場が参加するすべ
ての人の健康に大きく寄与することは、最近
の研究でも明らかにされています。先ほどあ
げたどの事例においても、参加者個人が何
らかの恩恵を享受していますし、好ましい影
響がコミュニティ全体に広がっています。
人と社会という観点から健康を考えていく
と、一個人のニーズから多くの人々のニーズ
へと視野が広がります。
それに伴って、社会
に何が還元できるか、
どんなことを他者と共
有できるか、
を探る人々が増えてきました。
他者とのつながりをテクノロジーで補完する
動きはあちこちで見られます。新しいプロジ
ェクトを始めるために時間や才能、資源を集
めるクラウドソーシングや、地域の共同農園
を運営するコミュニティ、見ず知らずの旅人
を自宅のリビングやベッドルームに受け入
れてお金よりも交流を楽しむ民泊もその事
例と言えるでしょう。
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なかでも、都市部の共同農園を中
心としたコミュニティの影響力に
はすばらしいものがあります。
共同農園を介して都市と農村がパートナー
シップを組むことで、利用者はもちろん地域
の人々までも、社会的、経済的、
さらには保健
上のメリットを得ることになります。特に、世
帯収入の低い地域における利点は非常に大
きなものになります。公衆衛生の専門家や地
域社会で積極的に活動している人々の多く
はすでにその手応えを実感しています。

社会学者の説によると、
コミュニティ全体へ
の貢献を意図した人の集まりで交流を深め
ると、短期的にも長期的にも心身の健康に
有益だということです。
しかもその効果は生
涯を通じて累積的に増していくそうです。
で
すから、子供と一緒に参加すれば、子供はた
くさんの仲間から生涯役立つ好ましい影響
を受けつつ、将来に役立つ社交性を身につ
けることができます。

人間は周囲の環境に反応します。
ゴミだらけ
の空き地は見るだけで憂鬱な存在ですし、
近所迷惑になる問題行動を誘発しかねませ
ん。
ところが、丁寧に手入れされた菜園がそ
こにあれば、ポジティブな状況や行動を促し
ます。
緑のある美しい空間でなら、気さくに人と関
わることができます。
ミーティングや講習など
を企画することもあるでしょう。
こういった活
動が参加者の健康と幸せにつながることは
明らかです。
共同農園の栄養面におけるメリットも忘れ
てはなりません。都市部の貧困世帯が集まる
地域では、生の野菜や果物が手に入りにくい
「食の砂漠」化が進んでいます。
そこに新鮮
な食材が提供できるのはすばらしいことで
す。子供たちは小さいうちから食べ物になる
植物の育て方を学ぶことができます。
その知
識と経験は栄養面から一生を支えてくれる
はずです。

共同農園の他にも様々なコミュニティが相
乗効果を広げる試みにやりがいを感じつつ
活動を楽しんでいます。
コミュニティに参加
する機会はたくさんあります。社会貢献につ
ながる活動を行っているクラブはどこにでも
あります。
ロータリークラブのような立派な
組織もよいですが、気が引けるならごく小さ
な集まりから始めるのも一案です。少人数の
読書クラブでも仲間の役に立つことができ
ます。

どんなコミュニティに入るにしても、
あるい
は自分でコミュニティを作るにしても、ポジテ
ィブな心構えの仲間と一緒に取り組むこと
は、関わるすべての人によい影響を及ぼしま
す。
あなたの身近なところにも、
自分の感性
に合ったコミュニティがあるはずです。個人
に固執する世界観から脱却して、
自他ともに
健やかに暮らせるコミュニティに活路を開き
ましょう。
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栄養

栄養価の
ある食を後世に
お買い物のとき、あなたは何を基準に食品を選んでいますか。たいて
いの人はおいしくて栄養のあるものを、と考えていることでしょう。

食品の選択の幅を広げるという対策は、野菜
や果物以外にも適用できます。例えば、魚を
食べる人全員がマグロばかり選んでいたら
どうなるでしょうか。海からマグロがいなくな
ってしまうのは時間の問題です。
そうでなく
とも、マグロはあまり頻繁に食べるべき魚で
はありません。食物連鎖の上に位置する寿命
の長い魚なので、数そのものが限られている
だけでなく、体内には水銀など海中の有毒物
質が蓄積しやすい傾向があります。

では、買い物かごを手に、孫やひ孫、
そして
その後の世代が口にするのはどんな物にな
っているだろうか、
と想像してみたことはあり
ますか。通常、
そこまで深く考えることはない
と思われますが、
このような長期的なことを
視野に入れて買い物を計画するべき時が来
ているようです。
多くの専門家の間では、
そろそろ農業を持続
可能なものにしていかないと、子孫に栄養価
の高い豊かな食を遺せなくなる可能性があ
る、
との見解が一致しています。持続可能な
農業を実現するには、生態系をよく理解し、
生き物と環境の相関性に適合したシステム
を確立しなければなりません。具体的には様
々な手法がありますが、環境を改善し天然資
源の枯渇や浪費を防ぎつつ、
より健康的な
農産物を育てることを目的とする点は共通し
ています。
環境の悪化を放置すると、
その代償は子孫
に重くのしかかることになります。

現代人の生活がもたらす生物の生
息地の喪失や廃水汚染、土壌の侵
食・劣化、温暖化といった悪影響
は、子や孫が食べるものにまで及
びます。
後の世代のために栄養ある食を確保するこ
とは重要な課題です。
この課題に取り組むに
は、
あらゆる段階でできるだけのことをする
必要があります。
あなたが日頃何気なくして
いるお買い物も例外ではありません。持続可
能性を培う仕組みを支援しましょう。
それが、
子々孫々とおいしくて体によい食品を食べて
いけるようにすることにつながります。
消費者として、従業員として、家族の一員とし
て、
そして責任ある社会人として、私たちは日
々食べ物を選び買い求めています。食品の
生産、加工、輸送、調理を変える力は私たちに
こそあるのです。需要と供給が自由市場を決
定する、
という法則をごく単純に当てはめれ
ば、持続可能な農法で作られた食品への需

選択の幅を広げることは、食の供
給をより持続可能なものにしてい
くことです。
要が高まると市場もそれに合わせて変化す
ると考えられます。
グローバル化した現代の
食の供給システムは非常に複雑なものにな
っていて、経済的、文化的、環境的な多々の
要因が絡んでいます。
それでも実際に購入す
る人、つまりあなたの選択が鍵を握っている
ことに違いはありません。
多様性に富んだ食事は、幅広い種類の栄養
を摂取できる体によい食事であるだけでな
く、海や環境にも優しい食事となります。
スー
パーマーケットは消費者が求めるものを販
売しています。季節外れでも消費者が欲しが
るものがあれば、遠くから運んできて並べま
す。
このようにして入荷した食品は運搬過程
でかなりの炭素を排出させていますし、旬に
しか出荷できない地元の農家にも負担をか
けます。
また、遠方の産地から陳列棚に至るまで長
い時間がかかるため、季節外れの食品は風
味もいささか落ちてしまいます。
さらに、長距
離輸送に耐える商品にするために、遺伝子
操作を行って、風味や栄養の面では妥協して
いる場合もあります。地産地消を心がけ、旬
の農産物を積極的に選んだほうが、
よりヘル
シーでおいしい食事ができます。

持続可能性に配慮する人が増えれば、
それ
だけ海や水産業、食品流通業者、
スーパーマ
ーケットなどに好ましい影響を広げていくこ
とができます。
健康と環境に対する責任感に高い意識を有
する消費者が増えると、
オーガニックやフリー
レンジなど、
持続可能な方法で生産された農
産物がより多く流通するようになるはずです。
望ましいものを選ぶ、
というあなたの行動の
積み重ねが持続可能な農業を促進します。
未来の栄養事情を安全なものにするために
は、食品廃棄物を減らすことも有効です。いく
つかの推計によると、世界で生産されている
食料のうち、半分近くが無駄になっているそ
うです。EU圏だけでも、食品廃棄物は2020年
までに1億2600万トンに達すると言われてい
ます。食品廃棄物がゴミ処理場に負担となる
のは言うまでもありません。食品を生産すれ
ばするほど、
限りある天然資源が枯渇してい
くのも問題です。食べ物はできるだけ無駄に
せず、生ゴミはコンポストで再生するようにし
ましょう。養分を土に還してやれば、
また質の
よい食べ物を育てることができます。
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補完医療
補完医療という呼び方は、互いに補い合う関係に
ある複数の医療方式を組み合わせて治療に取り組
むことに由来しています。
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古来の知恵を拒否することなく、かといって
冷静な評価なしに代替療法をやみくもに取り
入れるのでもなく、有効な組み合わせ方を編
み出すのが補完医療です。科学的なデータ
も、伝統も常識も、有益なものは広い視野で
取り込んで、単一の医療だけでは達成し得な
い成果が出せるよう、最善の方法を考えるわ
けです。また、医師と患者はパートナーとして
力を合わせ、全体的なアプローチで治療を進
めていくことになります。全体を視野に入れ
るというアプローチに魅力を感じる人は少な
くありません。いくつかの研究報告による
と、40％近くの人が補完医療を体験したこと
があるそうです。

伝統的な中国医学から最先端の
外科治療まで、あらゆる方法を駆
使して補完医療を実現するには、
幅広い知見と経験が必要です。
2012年にアメリカで行われた国民健康聞き取
り調査の報告では、健康のための補完的ア
プローチとして一般的に利用されているもの
のトップ10は、ナチュラルサプリメント（ビタミ
ン・ミネラル以外の天然素材の栄養補助食
品）、呼吸法、ヨガ・太極拳・気功、カイロプ
ラクティックやオステオパシーといった手技
療法、瞑想、
マッサージ、食事療法、ホメオパ
シー、漸進的弛緩法、誘導イメージ療法でし
た。一方、上位に入ったもの以外にも、実に
様々な選択肢があります。なかでも、鍼治
療、指圧、催眠療法、レイキ、磁気治療などは
よく知られています。

一般的には補完医療というと、現代の主流で
ある西洋医学に他の代替的な医療を組み合
わせることを指します。病状や個々の目標、
仕事面、地域社会との関わり、ストレス度、
食事など、様々な要素を考慮して決めていく
ため、組み合わせ方は無限にあります。

ナチュラルサプリメントは最も広く
使われている手段です。
食生活の改善は根本的な健康改善につなが
ります。実際の病状が何であれ、専門教育を
受けた栄養士と一緒に取り組むことで最大限
の効果を引き出し、病気を闘うために必要な
栄養で体をサポートすることができます。
栄養の偏りは多くの健康問題の主因となって
います。肥満が蔓延しているのも、炭水化物
の過剰摂取によるところが大きく、現代人は
そのライフスタイルにそぐわない大量のカロ
リーを糖分から摂取しています。補完医療で
は食事を改善しハーブ類を活用することで、
ライフスタイルに適合したバランスのよい栄
養の取り方ができるようにしていきます。投
薬や手術に頼る前に、食生活を少しでも改善
して、肥満に関連する健康問題を防ぐように
しましょう。
投薬と合わせてライフスタイルを改善する、
というのも補完医療の好例です。事実、心臓
血管系の疾患を治療している多くの人々がこ
れを実践しています。高血圧で医者にかかれ
ば、処方薬を出してもらえます。補完医療に
関心のある医師なら、食生活や運動量、必要
であればストレス管理も考慮に入れて、改善
のためのアドバイスをくれるはずです。病気
の診断について、過度に神経質になったり強
い悲しみを感じたりした場合は、心理学かス
ピリチュアルなアプローチから手助けするこ
とも検討されるでしょう。ライフスタイルの
改善がうまく機能するようになったら、投薬
をやめても大丈夫になる可能性もあります。
全身に栄養素を行き渡らせ、丈夫な体を維
持するには、運動と栄養の両方からのアプロ
ーチが必要です。
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がんの治療でも、最大限の成果を引き出す
ために現代医療と代替療法がしばしば併用
されています。特にストレスや不安を軽くする
目的で、主流の医療に代替的な手段組み合
わせるという方法がよく使われています。

補完医療はしばしばストレスやうつ、疲弊感
を和らげるために行われています。具体的な
方法としては、
マッサージ、ヨガ、瞑想、アロマ
セラピー、誘導イメージ療法などがあり、いず
れも治療中のストレスを緩和し、心を落ち着
かせ、穏やかに快く過ごせるように手助けを
します。
私たちの体は心の状態と密接に関わってい
ます。どんな気分でいるかによって、健康状
態が影響を受けることがあるのです。病気に
なった時はなおさら、ネガティブな感情をも
たらすものは極力さけたいものです。なるべ
く穏やかで幸せな気持ちになれるよう、ポジ
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ティブな姿勢を心がけましょう。そのほうが
治療にもよいはずです。病状によっては、逃
げ腰にならないことが重要な転機につなが
る可能性もあります。
滅菌されたごく細い鍼を要所に打つことで体
内の気の流れを改善する鍼治療も、現代医
療とよく組み合わせて使われています。鍼が
痛みや嘔吐の治療に有効であることは、アメ
リカの国立衛生研究所でも証明されていま
す。痛み、悪心、嘔吐はがんの化学療法や腎
透析の際によく認められる副作用です。がん
の闘病中に鍼の効果を実感する患者は少な
くありません。よって、多くのがんセンターや
統合腫瘍治療においてこの伝統療法が取り
入れられています。
誘導イメージ療法はビジュアライゼーション
の手法のひとつで、ポジティブな方向に心の
焦点を合わせることでストレスを軽減し、気
持ちを落ち着けることを狙いとしています。
これは物事や人、経験、状況など、あらゆる
側面にポジティブな要素を見出す訓練になり
ます。私たちは、フォーカスしている方向から
物事を引き寄せています。ならば、病気だか
らといって望まないことばかり考えていたい
ですか、それとも快復したときの幸せな気持
ちを考えていたいですか。シンプルな考え方
ではありますが、そこに働く力は決して小さく
はありません。だからこそ、補完医療も最良
の健康状態に導くために心身のつながりを
重視した療法に積極的なのです。

世界各地で補完医療が注目を集め
ている理由は他にもあります。
患者は各種の療法の提供者とともにチーム
の一員となって自分の心身のニーズに合った
計画を立てるので、治療に主体的に参加して
いることが実感できます。
個性が違えば、各種のアプローチに対する反
応も人それぞれです。あるマッサージが自分
に有効であっても、隣にいる人も同じとは限
りません。逆もまた然りで、誰かが鍼で効果
があったといっても、それが自分に有効とは
限りません。万人に必ず効く魔法もなけれ
ば、誰にも効かない治療もないのです。常識
をふまえつつ心を開き、新しいことにほんの
少し目を向けてみれば、たくさんの可能性が
見えてくるでしょう。

プロアンセノルズ ®

100
酸化ストレスから身を守るために！◊

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。

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。

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。

© 2016 Lifeplus International
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ハーブとサプリメント

ハーブの相乗効果
現代医学の端緒が現れるより何世紀も前から、ハーブは病気や怪我
の治療に使われてきました。

試行錯誤を繰り返し、実際の効果を確かめ
る、
ということを積み重ねて、
より効果的な薬
草の組み合わせが見出されました。近代に
なって開発された薬品が主流を占めるにつ
れて、薬草を使う伝統療法は放棄されるよう
になりましたが、今日、
その価値に再び注目
する人々が増えています。かつて私たちの祖
先が頼りにしていたハーブの力が、
自然派の
全体療法に役立つと見直されているのです。

昔の人々が知っていたことを裏付ける根拠
は現代科学で続々と見つかっています。高
麗人参とレンゲが強力な組み合わせである
ことも、科学的に証明されました。なかでも
その相乗効果で免疫力が大幅に高まった
実験はよく知られており、体を守る白血球の
一種であるNK細胞が増えたことが認められ
ました。

高麗人参とイチョウ葉を組み合わせて子供
に摂取させた別の研究では、行動面に明確
な効果があっただけでなく、社会性にまつわ
る問題が低減されました。ハーブはエッセン
シャルオイルと抗酸化物質、植物ステロー
ル、
ビタミン・ミネラル類を豊富に含有してい
ます。

数種類のハーブを上手に組み合わ
せることで、
それぞれの潜在能力
を引き出し、有毒物質や病原菌と
闘う体をサポートすることができ
ます

薬効のあるハーブには多彩な効能が秘めら
れています。
それぞれが多種多様な有効成
分を含んでいて、大きな相乗効果をもたらす
可能性があります。有効成分は単独で働くこ
ともあれば、他の成分と組み合わさることで
効力を発揮することもあります。

薬用ハーブの組み合わせとして最
も古くからよく知られているのは、
高麗人参とレンゲでしょう。

組み合わせ次第で様々な効果を得られる可
能性はまだまだあります。現代医学で使う薬
剤は特定の問題に対処することに特化して
いますが、多彩な成分を含むハーブは体内
のあらゆる系統に同時に働きかけることが
できます。相性のよいハーブなら、
さらに相
乗効果が期待できるでしょう。

この2つを調合した薬は、免疫系の機能の維
持や筋肉、循環系の保護を目的に使われて
きました。
クルクミンとボスウェリア
（乳香樹）の組み合
わせも現代科学で実証された古来の知恵で
す。ひざ関節の管理におけるハーブ調合剤
の臨床評価を行った研究では、
この組み合
わせで摂取すると関節の健康状態と柔軟性
が維持され、痛みを緩和できるとされていま
す。
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健康的な食習慣に
チームで取り組む
ヘルシーな食事をするための調理法や買い物のコツ、栽培のしかた
を子供達に教えることは、
今の世の中を生き抜く鍵となるスキルを
身につけさせることに他なりません。

ここ何世代かのうちに私たちは既成食品に
頼るようになり、価値あるスキルを徐々に放
棄しつつあります。現代の若者たちの食生活
で既成の加工食品が主体となっている例は
珍しくありません。工場で大量生産された擬
似的な食品には様々な添加物が使われてい
ます。添加物として許可されている化学物質
の数は3,000を超えています。

従来は子供たちが健康的な食習
慣を身につけられるかどうかは親
次第でした。
ところが、今の親世代はかつてないほどに多
忙で、子供たちは学校やスポーツクラブ、保
育所、学童など、家庭の外で長い時間を過ご
すようになっています。昔は子供を育てるの
は村がかりと言ったものですが、
これは現代
的な家族にこそ警鐘となる言葉です。昔の村
にあたる現代の共同体には、教師やコーチ、
保育士といった人々も構成員として含まれて
います。
そういった人たちとあなたとの間で、
食と栄養の重要性に関する考え方が違って
いる場合はどうすればよいでしょうか。
自身
の信念と隔たりがあるようなら、率先して共
同体をよりヘルシーな方向へ導く努力が必
要かもしれません。
学校をはじめ子供たちが関与している組織
や団体に自分から働きかけてみましょう。
より健康的な食習慣を浸透させるには、共同
体がチームとなって取り組める環境づくりが
必要です。手始めとしてまず、子供たちが家
庭の外でどんなものを食べているか、現状を
把握しましょう。子供が学校から給食に関す
るプリントを持ち帰ったら、
よく読んで下さ
い。1ヶ月分のメニューだけで判断するのは
早急かもしれませんので、パターンが見えて
くるまで数ヶ月ほど観察しましょう。
また、単
にメニューを見るだけでなく、給食や学食の
背景にどんな法律や規制があるのかを知る
ことも大切です。
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学校で子供と一緒にお昼ごはんを食べる機
会を持つことができれば、
自分の目で確かめ
られます。
メニューに果物と書かれていて
も、
それがシロップに漬かった缶詰めの桃な
のか、新鮮なリンゴを切ったものなのかは実
際に見ないと分かりません。セルフサービス
式の食堂になっている場合は子供と一緒に
食べ物を取りながら、いつも選んでいるもの
を聞いたり、
よりヘルシーな選択肢を提案し
たりできます。
また、
メニューに書かれていな
くても、サラダバーやアラカルトが用意され
ている場合も、行ってみれば簡単に把握でき
ます。

現状把握ができ、なぜそのようになっている
のか背景を理解することができたら、誰に協
力が求められるか考えましょう。他の保護者、
給食担当の職員、校長、教育委員会、PTA会
員、生徒たち、
その他、食事内容の決定や実
際の準備、配膳、食事に関わるすべての人を
リストアップするのです。
そこから中核となる人たちのグループを立ち
上げ、利害関係者をまとめて栄養委員会を発
足しましょう。親だけの集まりではなく、各方
面の関係者から少なくとも1名ずつ来てもら
ったほうが有効ですから、委員会にはできる
だけ幅広い立場の人を含めて下さい。

委員会では、改善希望とその成果を検討し、
優先順位をつけて最初の目標を10件以内に
絞り込みます。
目標はあくまでも現実的な範
囲にしましょう。

トランス脂肪を排除し果糖やコー
ンシロップを制限することは、多少
の労は必要ですが達成可能です。
完全オーガニックのヴィーガン食に切り替え
るとなると実現は難しいでしょう。少なくと
も、初回の目標としては適切ではありませ
ん。最終的に達成したいと思い描くことは色
々とあるかも知れませんが、チームが機能し
活動が軌道に乗ってから考えたほうがよいこ
ともあります。

目標が決まってからが本番です。
改善を実現
するには委員会から多方面の関係者に働き
かける必要があります。PTAや教育委員会の
会合に出席し、
教員や管理当局の幅広い職
分の人たちと交流しましょう。
前向きな話をオ
ープンに進めながら、委員会に協力してくれ
そうな同志を探すのです。
学校の保健の先生や栄養士など、子供たち
の健康面に関わっている人々を巻き込むこ
とも大切です。保護者や管理職が集まる場で
専門知識に基づいた話をしてもらうことがで
きます。

また、皆に安心してもらうために
も、会話の緒には、これまでに学
校が生徒たちのために努力してく
れたことについてコメントをするよ
う心がけましょう。

これをきっかけに、
対話を進展させるのです。
要求を突きつける、
命令を下す、
といった態度
では、
関係者の間に高い壁を作ってしまいま
す。
できてしまった壁を取り去るのは容易なこ
とではなく、
改善を実現するという本来の目
的を妨げることになりかねません。
各関係者に事情をよく理解してもらうための
啓蒙活動が重要であることも予見しておいた
ほうがよいでしょう。
加工食品や体に良くない
食品の提供を中止してサラダバーや栄養価
の優れたホールフードに置き換えることに学
校側が合意したとしても、
利用者である子供
たち
（や大人）
がヘルシーな食事に不慣れな
現状があります。
ポテトチップとソーダ類を食事とみなす世代
の子供たちが、
ヘルシーな食品を抵抗なく受
け入れ、
より魅力的な食べ物と認識できるよう
になるには、
段階を追った教育が必要です。
導入から定着へと進んで行けるように、
ボラン
ティアとして学校教育に参加してみましょう。
栄養と健康に関する学習の機会をあらゆる場
面で作れるようにするためにも、
各方面に問
い合わせ、
必要に応じて力添えをするのです。

学校で提供される食事は往々にしてパター
ン化していたり、規制に束縛されたりしてい
ますが、
その背後に業界や公的組織の影響
力が働いているケースも少なくありません。
学校側に全く改善の意思がない場合は、子
供には自分のお昼を持たせるという選択肢
もあります。
あるいは極端ではありますが、給
食や学食で提供される不健康な食べ物をボ
イコットして、学校とは別に組合を作って、子
供たちが毎日ヘルシーなお昼を持参できる
よう、各家庭に週1回ランチ用の食べ物を届
けるといったことも考えられます。
どんな成果でも委員会として達成できたこと
があれば大いに喜びましょう。物事を変える
のは簡単ではないかも知れません。糖分過
剰のフルーツミックスを新鮮な果物に変更
するだけでも、多大な労力と長い時間がか
かる可能性はあります。
どんなに小さな歩み
でも、
どんなに時間がかかっても、
あきらめ
ずに一歩一歩進めていって下さい。
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シニア世代における
社会資本の重要性を理解する
定年は新しい人生の始まりです。その先にはアドベンチャーや成長、自己発見の機会とたくさんの
幸せが待っています。あるいは、そこにあるのは寂しい孤独だけかも知れません。仕事を離れてか
らの人生をどんな風に過ごすことになるか、実は本人次第なのです。自分の居場所を見つけること、
自分に合った人の輪に加わることは、自立した暮らしを持続する重要なポイントです。
地元の貸し菜園は、
ご近所づきあいにも、個
人の趣味としても、栄養面でも有益です。た
いていの大都市に借りられる区画があるの
で、検討してみて下さい。
オンラインでちょっ
と検索すれば、
あらゆる可能性が広がりま
す。庭仕事をしていると気持ちが落ち着くも
のです。趣味の仲間と一緒に楽しい時間を過
ごせたり、新鮮な野菜と果物が手に入った
り、体を動かす作業が健康に寄与したりと、
様々な利点があるのも魅力的です。

14,000人近い大人を対象とした健康調査の
結果、社会資本に恵まれたシニア層はそうで
ない環境にいる人よりも身体的活動能力が
大幅に優れていることが明らかにされまし
た。つまり、相互扶助の機能する地域社会で
は高齢者がより長く自立した生活を続けられ
る、
ということです。
社会資本には様々な種類のものがあります
が、生活文化に深く関わるものは、信頼、協
力、互恵を基盤としたやりとりの場となって
います。

こういった側面を重視する地域社
会では、個人の利益のみに固執せ
ず、共同体全般の受益が大切にさ
れています。
前述の調査に関連して行われた別の研究で
は、社会資本の充実した地域社会に暮らす
人々は、年齢に応じた健康診断を受けて、重
病を早期発見早期治療できる確率が高いと
示されています。健やかな住民が助け合い、
より多くの住民のライフスタイルを改善して
いくという理想的なサイクルを形成するため
には、
このような事例を参考にするべきでし
ょう。
同類の研究は他にもありますが、概ね、地域
社会において何らかの役割を持ち、主体的
に参加することは、健康に大きく寄与すると
示唆されています。
では、年を重ねつつ地域
社会との関わりを維持するにはどんな方法
があるでしょうか。地域の社会資本に貢献す
る方法はたくさんあります。
その幅広さはか
つてないほどと言ってもよいくらいです。
インターネットは社会との接点を保つ目的で
もすばらしいツールです。ただし、
あくまでも
実社会における接点を広げたり補完したりと
いった使い方をするべきであって、すべてが
ネット上の仮想空間に置き換わってしまって
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はなりません。
共有できるカレンダー、
ご近所
を対象とした自動メーリングリスト、
メールチ
ェーン、
ビデオ通話など、
家の外の世界に人々
とのつながりを維持するのに役立つツール
はたくさんあります。
今の年齢になってこれか
らオンライン通信を使えるようになるとは思
えない、
という方には、
こんなデータを紹介し
ましょう。
ピュー研究所が実施したインターネ
ットとアメリカ合衆国民に関するプロジェクト
の調査によると、
インターネット上のソーシャ
ル・ネットワーク利用者の増加率が最も高い
のは、
74才以上の高齢者層なのだそうです。

コンピューターを使うことに慣れて
いない多くの高齢者がこの手のデ
ジタルツールの使い方を学べば、
認知機能の保護に役立つ脳の運
動になるという嬉しいボーナスも
期待できます。
ただしツールはあくまでも手段のひとつで
す。
それを使って活動先を見つけること、
コミ
ュニティに参加することが目的であることを
忘れないでください。活動の場を選ぶにあた
っては、本人の希望や興味に合ったものにす
るとよいでしょう。退職してやっと時間ができ
たから、
という理由で、
それまで先延ばしにし
ていた旅行に出かける人は少なくありませ
ん。
実際、
シニア層のグループ旅行を専門に
手がける旅行代理店は数多く存在します。
そ
のような旅先での出会いがきっかけとなっ
て、
新しい友人の輪が広がることもあります。
やがては互いに行き来しあったり、
旅仲間とし
て海外へアドベンチャーに出かけたり、
といっ
た楽しみ方に発展する可能性もあるでしょう。

新しいコミュニティで友情に囲まれる機会は
身近なところでもたくさんあります。地元の
書店はしばしば読書クラブや作文講座、個別
指導の機会を提供しています。教会、病院、学
校、
その他の地元団体が常時ボランティアを
探しています。
あなたの手を必要としている
人のために、時間を割いてみませんか。

それがあなたと社会とのつながりを
維持し、社会資本のポジティブな側
面を促進することになるのです。
ニーズに合ったクラブやグループが見つか
らない場合は、
自分で作ってしまいましょう。
毎週トランプのゲームをする会、
ランチクラ
ブ、読書クラブなど、生きがいを共有できる
人々と定期的に集まる機会を持って下さい。
社会とどのような関わり方をするかは人それ
ぞれです。参加するコミュニティは人的資本
に恵まれた活発なものが望ましいでしょう。
社交的なグループやクラブはたくさんありま
すが、
より大きな構図を視野に入れて社会貢
献の一助となりたい、
と考える人ばかりが集
まるわけではありません。同じ時間と労力を
費やすのであれば、志を同じくするポジティ
ブな人たちと過ごしたほうが、はるかに有益
で、
より快く健やかに楽しめます。
あなたの周
囲にいる人々にも、同じことが言えます。ポジ
ティブなコミュニティに身を置くことで、
より
すばらしいチャンスと体験が引き寄せられ、
自分の望む生き方が実現できるようになる
でしょう。
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主夫として
やっていくために
近ごろは旧来の典型的な男性像から離れて子育てを担う家庭的な
男性が増えています。この新たな傾向は父親自身にも家族にもあら
ゆるメリットをもたらしています。しかし、そこに課題がないわけでは
ありません。
社会に古くからある男性への期待はときに
主夫にとって重荷となりますが、幸いにも現
在では様々な手助けを利用することができ
るようになっています。
専業主夫の道を選んだ男性は、
しばしば数
百年（あるいは数千年）
もの間受け継がれて
きた社会的規範に相対することになります。
役割の変化についていくために、心理学者
や心理療法士に助けを求める男性が増えて
いるのも新しい傾向です。なかでも、
自分が
子供のときに父親が家にいることがほとんど
なかったのに、子供とうまく関わっていける
だろうか、
と悩んでいる方は多いようです。明
確な手本となる存在がないのに、成長してい
く家族（や友人たち）
とオープンな関係を築
けるかどうか、不安なのでしょう。
主夫として家庭を担うなら、
まず最初に、パー
トナーと率直に話し合いましょう。家族関係
を構築するうえでパートナーの支えが自分に
とっていかに大切かを分かってもらい、世間
では比較的新しい主夫という役割に価値と
やりがいを感じていられるように協力してほ
しい、
と伝えるのです。

配偶者と心を開いてオープンな会
話を重ねることで、男性の心のニー
ズは満たされるはずです。それを
礎に、理想の家族関係を築いてい
きましょう。
古い社会規範に基づく否定的なコメントを
耳にすることがあれば、
その圧力をばねにす
るよう努めましょう。閉鎖的な価値観に束縛
されている人たちに、食べるものを持ち帰る
だけが父親ではないことを示すことができ
たなら、
自分の選択した役割の価値を再認
識するよい機会ともなります。他人の意見に
いちいち腹を立てたり傷ついたりするので
はなく、
その代わりに、
あなたが家族にどん
なメリットをもたらしているか、家庭で子供
たちと過ごす時間がどれほどすばらしいか、
といったポジティブな事実を伝えてみて下さ
い。
また、子供はいつもあなたをよく見てい
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ること、
あなたの行動が子供に影響を及ぼし
ていることを忘れてはなりません。内心どれ
だけ傷つこうと怒りを覚えようと、節度ある態
度で自己表現をするなど、常に望ましい手本
を示しましょう。父親としてのプライドを態度
で表すことは大切です。
意識の持ち方を変えるだけで解決に向かう
こともたくさんあります。
もちろん、言うは易
し行うは難し、
ですが、ネガティブな感情に
浸っていると、
もっとネガティブな要素を引
き寄せてしまいます。

ネガティブに考えるのをやめて、ポ
ジティブな方向へ意識を持ってい
くようにしましょう。父としての喜
びや、子供にもたらしているメリッ
トに注目すれば、外憂から距離を
置くことができます。
気持ちがネガティブに傾いてくるのを感じた
ら、意識的にプラス面を考えるのです。父親
が積極的に関わることが、子供たちの心身、
知能、行動の発達に有利に働いていることを
思い出して下さい。父親の存在を身近に感じ
て育った子供は、成績が良く人生に大きな望
みを持つ傾向があります。
また、十代で妊娠
したり心が不安定になったりといった障害の
リスクが低減されることも知られています。
家事育児に専念している男性はあなた一人
ではありません。
アメリカの在宅主夫のネッ
トワークによると、専業主夫の数はこの10年
間で倍増しているということです。
また、可能
なら専業主夫になりたい、
と思っている父親
もたくさんいるそうです。
ランカスター大学
マネジメントスクールの研究では、
フルタイ
ムで働く父親の82%が子供と過ごす時間を
増やしたいと望んでいると報告されていま
す。

近所に専業主夫がいなくても、孤立を感じる
必要はありません。
オンラインでアクセスで
きるものだけでも、父親向けの情報や父親
仲間を結ぶサイトがたくさんあります。
アメリ
カやイギリスには主夫仲間のネットワークが
あり、
そこから父親の輪を広げている人も少
なくありません。
自分のニーズに合ったものがなければ、助
け合える父親のネットワークを自分で立ち上
げてもよいでしょう。主夫仲間のコミュニティ
を作ったり既存のものに参加したりすること
で、親としての役割に専念する喜びとやりが
いが実感できるはずです。

アドバイスをやりとりしたり、気持
ちを分かち合ったり、ベビーシッタ
ーを頼んだり、グループで出かけた
りといったように、コミュニティを
通じて様々なサポートを得られま
すし、家庭に入った父親が孤立す
るのを防いでくれるはずです。

それでも孤独を感じた時は、
そんな自分をそ
のまま認めて下さい。赤ちゃんと一緒に過ご
す時間はすばらしいものですが、大人どうし
の交友関係はまた別物です。週に1回でも地
域にいる主夫仲間と定期的に集まるように
すれば、友情を育みつつ、乳幼児相手では期
待できない精神的な刺激を得ることができ
ます。近所の主夫たちと一緒に子供たちを見
守りつつ、大人相手だからこそ成り立つ会話
を楽しむ機会を持ちましょう。たまには夕方
に帰宅した母親に子供達の世話を頼んで、
父親だけで何時間か過ごすのも一案です。

最後になりましたが、従来から母親たちが集
まってきた場所にも、恐れずに顔を出してみ
て下さい。例えば、書店や図書館では子供向
けに無料の読み聞かせの会を催しています。
そこに父親の姿が見られないからと言って、
参加が拒否されているわけではありません。
輪の中に入ってみれば、周囲の母親たちがど
れほど主夫を応援してくれているかが分かっ
て、嬉しい驚きを感じるかも知れません。
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家族の健康

授乳とビジネスの
関係を考える
競争の激しい世界で仕事をする女性は、しばしば出産後に十分な時
間を取らず職場に戻ります。仕事にまつわる様々なプレッシャーか
ら、赤ちゃんがまだ授乳期間であっても母親が職場に復帰している
家庭が多いのが近頃の実情です。これは、母親や赤ちゃん、そしてビ
ジネスにとっても良いことではありません。
母親と赤ちゃんにとって、母乳育児が道理に
かなっているという理由は無数にあります。
母親なら、授乳は母親と乳児の間のつながり
を強めるだけでなく、産後のうつ病や特定の
癌の発症リスクを減らすことができ、人生の
後半における閉経後の骨粗しょう症の発症
リスクを減らすことができます。
赤ちゃんにとって母乳は免疫力を高め、
アレ
ルギーを防ぎ、肥満のリスクを減らすという
利点があります。
また、母乳育児は知力の発
達を助け、将来の2型糖尿病、
セリアック病や
クローン病の発症リスクを減らすことにも役
立ちます。
利点の多い母乳ですが、職場の様々な圧力
から、早期に授乳をやめてしまう女性は少な
くありません。
でも、本当にそうするしかない
のでしょうか。産休前、出産前に話を進めて、
母乳育児に優しい職場環境を作っておくこと
を考えてみて下さい。予期されることを早め
に説明すれば、上司側も十分な時間をかけ
て必要な手配を整えることができます。
授乳には身体の「プライベート」な部分が含
まれているために、多くの女性が恥ずかしさ
から上司に相談するのをためらっています。
でも、赤ちゃんのためにも、勇気を出してみ
ませんか。たいていの雇用者は従業員のニ
ーズを満たすべく対応するものです。
あなた
のニーズについて上司に相談すれば、希望
に合うよう最善を尽くしてくれるでしょう。

説得を必要とする場合は、母乳育
児に優しい職場環境を作ることで
ビジネスがうまくいく理由を説明す
るとよいでしょう。
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授乳を諦める女性と比較すると、復職後も授
乳を継続することができる女性のほうが、幼
児の病気を理由に欠勤する日数が少なくな
る傾向があります。
それは、母乳を通じて、抗
体、免疫因子、酵素、
白血球細胞が提供され
るため、赤ちゃんの免疫系が強化されるから
です。
また、母親が未接触の細菌に赤ちゃん
が接触した場合は、授乳中に子から母へと細
菌がうつされます。すると母親の免疫機能が
働いて、
この細菌に対する抗体を作り、授乳
によって赤ちゃんに抗体を与える、
といった
驚くべき仕組みまで備わっています。

授乳の可能な職場環境はとても重
要です。というのも、母乳の量は授
乳による刺激に直接関係があるか
らです。
実は、授乳が少ないほど、母乳の量が早く尽
きてしまうのです。母親が職場で授乳できな
いと、乳腺に母乳がたまり胸が張ってしまう
でしょう。乳腺がつまると乳腺炎や感染症を
引き起こし、抗生物質が必要になることもあ
ります。
そして、回復するまで病欠で休むとい
うことにもなりかねません。

何らかの理由で職場で授乳できない場合
は、搾乳用ポンプを購入するという方法もあ
ります。搾乳後の母乳をボトルに保存してお
くと、母親以外の人でもそれを人肌に温めて
から赤ちゃんに飲ませてやることができま
す。
プライバシーを保てる搾乳用の部屋を用
意するくらいは、たいていの企業で可能なは
ずです。地域によっては、法令によって企業
側に部屋の用意を義務付けている場合もあ
ります。
母乳育児に優しい職場環境を提供する企業
は、優秀な従業員の離職を防ぎ、かつ母親
や父親の病欠を減らし、赤ちゃんの病気に
かかる医療費を減らすことができます。そし
て、仕事の満足度も生産性も上がる、
という
わけです。

母乳育児に優しい環境は、顧客側
にとっても理にかなっています。
一般顧客の消費活動において女性の決定が
働く割合は、最大で85％にもなると推定され
ています。ビジネスや小売店、
レストランや
コーヒーショップが授乳に優しい環境を作
れば、乳児を抱える母親たちはより多くの時
間とお金をそこで費やしたいと思うでしょう。
実際に、授乳中の母親がそういった環境を
選んで消費するだけでなく、
リピーターとし
て戻り、肯定的なレビューを残す、
という傾向
があることも分かっています。

母乳育児に優しい環境とは、授乳する母親
を、他の顧客、常連客、
スタッフやマネージャ
ーと同じように扱うということでもあります。
それは公衆の目を避けて授乳したい母親
に、静かでプライベートなスペースを設ける
ということです。支持してくれる企業なら、管
轄地域の法律を理解し、他の顧客から授乳
に対する苦情があっても対応できるようにス
タッフを教育するでしょう。
これは視点を変
えれば、関係者全員に敬意を払うということ
にもつながります。
小児科専門誌に発表された研究による
と、90％の世帯で少なくとも6ヶ月間の母乳
育児が実現できたとしたら、米国だけで毎年
医療費のおよそ130億ドルの節約になる、
と
いうことです。
このようなデータを見ても、授
乳のできる環境がビジネスにも良いことは
明らかです。
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ライフプラスから新発売：

ボディスマート・ソリューションズの
ヴィーガンプロテインシェイク、登場！
ボディスマート・ソリューションズのヴィーガンプロテインシェイク は
毎日の栄養補給におすすめです。
一切の動物性食品を避けている方に安心してご利用いただけるよう、エンドウ豆と
玄米に由来する消化吸収のよい高品質のタンパク質を配合しています。

このおいしいシェイクは、
減量中も、パフォーマ
ンス向上を目指してい
るときも、体にとって
理想的なサポートとな
ります。
エネルギー源となるタンパク質が豊富な
うえ、低脂肪、低炭水化物です。スポーツ
やエクササイズのレベルアップには、筋肉
の成長と維持を支えるタンパク質が不可
欠です。
純植物性にこだわりつつ、ボディスマー
ト で体を引き締めたい方のための、低
脂肪、高タンパク質でおいしいドリンク
です！

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。
© 2016 Lifeplus International
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◊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。

専門家 への質問
栄養の「相乗効果」とは何ですか。
カルシウムといえば骨、ビタミンCといえば免
疫系、鉄といえば血液、
といったように、栄養
素を特定の用途と関連づけて覚えている人
は多いでしょう。
しかしながら、
どの栄養素も
実際にはもっと複雑な働きをしています。他
の栄養素との相互作用によって、栄養素が単
独の場合よりも効力を発揮するようになるこ
とを、栄養の相乗効果と言います。例えばビ
タミンDは鉄分の吸収効率を高めてくれま
す。
ですから、
オレンジ（のビタミンC）
とケー
ル（の鉄分）は互いに働きかけて相乗効果を
もたらしてくれます。

インターネットで検索すれば、柑橘
類とケールを使ったサラダのレシ
ピがたくさん見つかります。おいし
く食べて、相乗効果を健康に役立
てるとよいでしょう。
栄養の相乗効果を考えてみると、ビタミンや
ミネラルに特定の効果だけを期待するのも、
栄養素の組み合わせを足し算式に考えるの
も、視野を狭めることだと思えてくるはずで
す。相乗効果のすばらしさは、掛け算のよう

1日の食事回数は何回にすれば
よいでしょうか。

に何倍に有益な作用が得られる可能性にあ
ります。栄養素を望ましい組み合わせで摂取
すれば、健康増進に大きく寄与する優れた効
果が得られます。ビタミンB6が体内で活躍す
るには、亜鉛とリンが必要です。ビタミンCと
ビタミンEは、相乗作用でより大きな効力を
発揮します。
フラボノイド類とカテキンも絶
好の相性で、血液を健康な状態に保てるよ
う、
ともに働いてくれます。
これらはほんの少
しの例に過ぎません。科学者は数々の相乗
効果の存在を明らかにしてきましたが、
まだ
発見されていない効果もまだまだあるはず
です。だからこそ、幅広い種類の野菜と果物
をたっぷりと使った食事をすることが大切な
のです。
そうすれば、多彩な栄養素を取り入
れて、体内で生じる複雑な相乗効果の利点
を得ることができます。

この質問には、すべての人に共通する単一
の回答はありません。人の体はそれぞれに
ユニークで、ニーズも千差万別です。少量の
食事を1日に4〜5回とったほうが調子がよく
体重管理もしやすい、
という人もいれば、従
来どおりきっちり3回がいい、
という人もいま
す。
また、1日3食に加えて、軽いものを1回か2
回つまむという人も少なくありません。
どれ
だけの食事をどのようにとるかは、食習慣や
代謝効率、運動量、年齢、気分など、様々な要
因によって違ってきます。ただし共通して言え
るのは、体重を減らす目的で食事を抜くのは
絶対にやめるべき、
ということです。食事を抜
くと気分やエネルギー水準だけでなく、お腹
周りにも悪影響が及ぶ可能性があります。空
腹感が強いと、後になって過食に走りがちで
す。我慢できなくなって手軽な、
そして不健康
な食べ物に頼ってしまうことにもなりかねま
せん。栄養について学び、常識をもって少し
の試行錯誤をすれば、今現在の自分のライ
フステージに合った食事配分は決まってくる
でしょう。

男性も骨粗しょう症を意識する
べきでしょうか。
骨がもろくなってしまう骨粗しょう症は女性
に多いと言われています。数で言えば男性
より女性が多いのは事実ですが、骨粗しょ
う症のリスクにさらされているのは男性も
同じです。65才を過ぎると、男性も女性も同
じ比率で骨密度を失っていきます。疾病対
策予防センターが発表した推計による
と、2020年までにアメリカの男性330万人
が骨粗しょう症になると考えられています。
これは看過できる数ではありません。高齢
になってからも健康で丈夫な骨を維持して
いくには、若いうちにカルシウムやビタミン
D、ビタミンK、微量ミネラル類をしっかりと
摂取して、骨量を増やしておく必要がありま
す。いずれも重要な栄養素であるばかりで
なく、なるべく同時に多種の栄養を摂取す
ることが望まれます。例えばビタミンDはカ
ルシウムの吸収効率を高めてくれます。吸
収されたカルシウムを必要としている骨に
誘導するのは、ビタミンK2の役割です。
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ライフプラスから新発売：

ヴィーガン オメゴールド

®

「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。
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。」

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。
© 2016 Lifeplus International
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