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バターは悪くない？



肝心なのは、何度
でも挑戦すること
です。自分なりの
バランスのとり方
が見つかったら、 
人生のすばらしさ
が自分でも驚くほ
ど実感できること
でしょう 。

栄養、運動、心構え、ライフスタイルなど、いつまでも若 し々
くいるためのポイントは多岐にわたります。健やかに幸せに暮
らすには心身の調和をとる必要があり、どれひとつとっても他より劣る要素
はありません。

あなたの体もあらゆる機能をバランスよく働かせるために常に働いています。血液の酸度が強くなりすぎた
り弱くなりすぎたりしないよう調整する、体内の温度を正常な範囲にする、細胞の機能に適した浸透圧を維
持する、血中の塩分やミネラル、イオンを適正範囲に保つ、といったように、あらゆる過程で慎重にバランスを
とっているのです。バランスが崩れて偏りが出てしまうと、体に問題が生じます。 

こういった体の仕組みは、私たちが生きていくうえで大切なヒントを教えてくれてもいます。仕事にあまりにも
多くの時間を割いてしまって、家族との暮らしにしわ寄せが来ていませんか。健康的な食事にこだわっていて
も、体を動かすことは全く考えていない、というのもバランスが悪い状態です。逆に、定期的に運動する習慣
があっても、毎日ファーストフードを買って帰るようではバランスがとれているとは言えません。

日々の暮らしのあらゆる面でバランスをとろうとするなんて、綱渡りのような至難の技だ、と感じるかも知れま
せん。確かに、時には思うようにいかないこともあるでしょう。でも、どうかそこで意欲を失ったり、諦めたりし
ないで下さい。いくらでもやり直してよいのです。何度も繰り返しているうちに、楽な気持ちでやり直せるよう
になります。やがて、バランスのよい暮らしに必要な物事があらゆる面から集まっていることに気付くはずで
す。 

誰だって失敗することはあります。でも、それでよいのです。それも人生の一部です。肝心なのは、何度でも挑
戦することです。自分なりのバランスのとり方が見つかったら、 人生のすばらしさが自分でも驚くほど実感で
きることでしょう。 

バランスのとり方を見つける
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減量を考えている
なら、
早く寝るようにしましょう。ハーバード大
学が20年がかりで行った研究によると、
毎晩の睡眠時間が6時間を下回った成人
は、睡眠時間のより長い人よりも体重が
増えやすかったそうです。しかしながら、
睡眠時間が8時間以上であった場合でも
太りやすい傾向が見られたため、毎晩6
～8時間、ぐっすりと眠ることが推奨され
ています。また、別の研究では、睡眠不足
が空腹感につながり、結果的により多く
のカロリーを摂取してしまうことになると
指摘されています。さらに、睡眠不足によ
ってカロリーの燃焼効率も悪くなるとい
うことです。

よく食べて食事量を
減らしましょう  
一見相反するようですが、一度に大量の
食事をするのを防ぐためにこまめに食べ
ることを多くの医師が推奨しています。1
日に4回から6回、小分けに食べることに
よって空腹感が抑えられるので、思い立
ってジャンクフードや自動販売機のスナ
ックに頼ることがなくなります。職場でも
ヘルシーな軽食をいくつか手元に用意し
ておけば、1日に摂取する飽和脂肪やカ
ロリーの量を減らすことができます。比
較的新しい研究で、太りやすい体になら
ないようにするには、1日に1度以上、連
続6～7時間、飲食しない時間帯を設ける
必要があると発表されています。その時
間帯は、夕食後と就寝時に合わせるのが
簡単かつ望ましい方法です。午後6時以
降に食べ物を口にしない、というアイデ
アが広まったのも、理にかなっていると
言えます。

長時間座りっぱなし？
8万人以上を対象とした2つの異なる研究
で、長時間座りっぱなしでいると、代謝促
進の鍵を握る酵素の活性が最大95％も低
下することが判明しました。平日のほとん
どを机に向かって過ごすオフィスワークな
どに携わっている人は、健康を害しないよ
う注意が必要です。頻繁に水を汲みにいっ
たり、ランチタイムに散歩したり、立ったま
ま作業できる机を導入したりと、工夫して
みて下さい。

社交性
新たな研究により、いつまでも若々しく
いるためには、社交性が重要であること
が示されました。日常的に友達付き合い
をすることが高齢になってからも心身と
もにアクティブでいることに役立つとい
うわけです。人と関わるということは、脳
の健康と認知機能のサポートに非常に
有益です。

最新ニュース

バラの香りを楽しみ
ましょう 
ストレス対策に、立ち止まってバラの香り
を楽しみましょう。バラの香りに含まれる
リナロールという成分に、心を落ち着け、
不安を軽減する働きがあることが証明さ
れました。リナロールは、バジル、ラベン
ダー、レモンにも含まれています。これら
の香りがアロマセラピーでよく使われて
いるのも、偶然ではないはずです。. 



フィットネス
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あなたのフィットネス
タイプはどれ？

自分にとって最適な体力づくりの方法を見
つけて下さい。どんなエクササイズならやる
気が持続するか、以下のタイプ別分析を参
考にして考えてみましょう。

自然派
自然派は、特に運動を増やす必要を感じな
いほど、日常生活の中でごく自然に体を動か
しているタイプです。自然派のライフスタイ
ルはすでにアクティブなものになっていま
す。通勤を兼ねてサイクリングをしたり、車や
交通機関を使わずに徒歩で買い物に行った
りという習慣のある人、それから体力を使う
仕事をしている人も自然派と言ってよいでし
ょう。自然派さんはジムではあまり見かけら
れませんが、生活の一環として、運動量の多
いスポーツを仲間と楽しんだり、家族で長距
離ハイキングに出かけたりしています。移動
は徒歩、力仕事は当たり前であった昔は自然
派が一般的でした。形式は変わったものの、
日常生活で十分に体を動かしている人は今
もたくさんいます。

徒歩での外出、サイクリング、公園でのスポー
ツ、そしてガーデニングなども、現代の自然派
さんがよく行っているアクティビティです。

スケジュール派
予定している運動のチャンスを逃したくな
い、と感じる人、仕事や私生活でも計画どお
りに進むと嬉しくなる、という人はこのタイ
プです。ジムに通う習慣をスケジュールに組
み込んで、心肺機能、筋力、柔軟性を着実に
高める運動を積み重ねることができるでしょ
う。また、エクササイズの内容と所要時間を
明確に把握した状態でジムに足を踏み入れ
る傾向があります。慎重に計画したルーチン
を守ることは、スケジュール派さんのライフ
スタイルと相性が良いのです。

パーソナルトレーナーやサーキット・トレー
ニング、長期的な目標などと組み合わせて
ジム通いを楽しんでもよいでしょう。

柔軟性重視
柔軟性を重視するタイプの人は運動のため
に特定の時間を割り当てることはありません
が、できるときを見つけてこなします。お昼休
みに近所でウォーキングをしたり、子供が寝
ている間にトレッドミルで走ったりと工夫が
上手です。スケジュール派とは正反対です
が、どちらが正しいかという問題ではありま
せん。柔軟性を好む人には、単調なことやル
ーチンを守ることが窮屈に感じられます。可
能な時間を見つけてやりくりする方針ですか
ら、1日か2日運動ができなくても気にせず、
その分次の週に運動すれば大丈夫です。運
動のためだけに時間をとれない場合は、自
然派の方法を参考にして、日常生活の中で体
を動かす機会を増やしても構いません。

ランチタイムの散歩、深夜のジム、自宅で使
えるマシン、仲間とのランニングなど、様々
な楽しみ方が可能です。 

週末アスリート
平日は仕事で多忙を極めていても、週末に
なると張り切って体を動かすタイプは週末
アスリートです。仕事のある日に運動できな
いぶん、休日にロッククライミングやスキー
など、体力を要するアクティビティを楽しむ
ことで取り返しています。

アウトドアやエクストリームスポーツ、競技
会参加など、自分の可能性の極限に挑む人
も少なくありません。 

プロ級
プロ級の人になると、可能な限りの時間を
運動に費やします。複数のトレーニングを次
々にこなしていくことも珍しくありません。友
達にもプロ級の人々がいて、互いに触発し
あって目標に向かっています。また、このレ
ベルになると体の仕組みも深く理解してい
て、最高の成果を引き出すために栄養面で
も配慮を怠りません。

ジムを利用したり、新たなテクニックを積極
的に身につけたりしながら体を鍛え、健康全
般を網羅したプランでゴールを目指してい
ることでしょう。 

あなたはどのタイプに最も近いでしょうか。
複数のタイプに共通点を見出した方も多い
はずです。全般に共通しているのは、楽しく
できる方法を見つけて好ましい面に着目し
ていれば、健康的なライフスタイルを持続し
やすいということです。柔軟性重視に共感し
た人は、スケジュールを軸にした方法にこだ
わらないほうがよいでしょう。自分の特性を
前向きに活用して、日々体を引き締めながら
爽快な気分を味わって下さい。  

運動の習慣を維持する秘訣は、楽しみで仕方なくなるような体の動かし方
を見つけることです。好き嫌いは個人の嗜好です。世の中にあなたと全く同じという人がい
ないように、あなたにとって最適のエクササイズは他人とは異なるものであるはずです。自分に
とって有効な方法が伴侶にも有効とは限りません。でも、それでよいのです。  
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グルテンは、小麦、ライ麦、大麦に含有され
るタンパク質合成物質であり、パン生地に
特有の粘りを持たせる働きを持っています。
グルテン分子は生地を捏ねることで交差結
合をし、粘度と弾力を与える性質を持つグリ
アジンと極微小の網状に絡み合います。パ
ンを捏ねれば捏ねるほど、さらにグルテン
の交差結合が起こり、生地はより弾力を持っ
ていきます。グルテンへの関心が高まるに
つれて、近年様々なグルテン抜きのパンの
レシピが開発されていますが、それでもパ
ンやパスタ、その他の穀類を使用した食品
の大部分に、多くの人が避けたいと考えて
いるグルテンが豊富に含まれているのが現
状です。

この数年の間に、グルテンは徐々に否定的
な評価を下されるようになってきました。そ
れは、小麦やグルテンに起因するある種の
体調不良を避けるために、グルテン抜きの
食生活を選択する人が増えてきたためと言
えます。確かに、人によっては、グルテンを食
生活から排除することで人生を一変するほ
どの利点が得られます。セリアック病に苦し
む人たちがその一例です。しかしながら、果
たしてグルテンを抜くことは万人にとって正
しい選択肢なのでしょうか。この質問に答え
るためには、まずはグルテンについて正し
い知識を持つことが不可欠です。

根本的には、グルテンはタンパク質の一種
です。グルテン由来のタンパク質は、イネ科
に属する穀類、すなわち小麦、大麦、ライ麦、
スペルト、ファロなどの胚乳に含まれていま
す。トウモロコシやカラス麦にもグルテンが
含まれますが、これらのグルテンに対して過
敏な人はそれほど多くないようです。そのた
め、レシピにもよりますが、コーンブレッドは
ディナーロールのグルテン抜きの代用品と
して利用されています。

グルテンを避けているのは、グルテン不耐
症に悩んでいる人々です。グルテン不耐症と
は、グルテン過敏症とセリアック病という2つ
の全く異なる健康障害の総称です。ある概
算では、全人口の約10％の人がこの種の過
敏症を持っていると言われています。 過去
30年間においてグルテン過敏症を持つ人が
5倍にも増えているのではないか、と複数の
研究で示唆されていますが、現段階ではそ
の原因は解明されていません。とはいえ、グ
ルテン不耐症の人が増えたことで、かつて
医師に見逃されてきた体調不良の説明が付
くようになってきました。

グルテン不耐症の診断は容易ではありませ
ん。実際、自分自身の問題に気付いていない
人も少なくないようです。カリフォルニア州
スタンフォード大学で行われた調査では、血
液銀行の血液を調べたところ130件に1件の
割合でセリアック病（最も症状が強く出るタ
イプのグルテン過敏症）が見つかりました。
さらにこのうち90％のケースは、それまでに
診断が付いていなかったのです。また、ある
特定の疾患（神経疾患、自己免疫疾患、悪性
疾患など）が、グルテン過敏症と有意に関連
しているということも明らかになってきまし
た。

グルテン不耐症がある人は、グルテンが体
内に入ってくると異常な免疫反応を起こし
ます。グルテン不耐症やセリアック病の場
合、皮膚の異常や倦怠感、下痢などの消化
不良、頭痛など、似たような体調不良がみら
れます。セリアック病の場合、このような症状
がより顕著に現れます。その上、セリアック
病がある人がグルテンを摂取すると、免疫
力の低下や骨粗しょう症などが引き起こさ
れる場合があります。セリアック病の人に小
腸の炎症や損傷が起こると、不快な腹部の
張りや体重減少、倦怠感などを引き起こす

ケースもあります。またグルテンを摂取する
毎に、体が食事に含まれる微量栄養素の吸
収を妨げるような免疫反応を起こしてしまう
ことがあります。このような場合、食事に栄
養素を補充しなければ、徐々に深刻な微量
栄養素の欠乏症へと発展してしまう可能性
があります。

もしあなたが、しばしばパンやパスタなど
を食べた後に下痢をしたり、お腹の調子が
悪くなるようなことがあるなら、グルテン過
敏症やセリアック病の可能性について医
師に相談したほうがよいかもしれません。

セリアック病ではないグルテン過敏症の
人にも、グルテン抜きの食事を摂る利点が
あります。セリアック病の人にとって困難な
のは、不快な症状を避けるためには、グル
テン抜きの食事をする以外に選択肢がな
いということです。言葉では簡単そうに思
えますが、実際にはそう容易なことではあ
りません。なぜなら、グルテンは、ビールや
しょうゆ、アイスクリームやケチャップな
ど、思いがけない様々なものにも含まれて
いるからです。肉の代用品として作られて
いる野菜が主原料の食品でさえ、その外見
や食感、風味を良くするためにグルテンが
使われています。自分にグルテン過敏症が
あるかどうかを判定する最良の方法は、ま
ず1ヶ月間完全なグルテン抜きの食事を摂
った後、数日間グルテンを豊富に含む食事

（全粒粉のパン、パスタなど）を食べてみ
ることです。もし、グルテンを避けた最初の
1ヶ月で消えていた慢性的な症状が、最後
の数日にグルテンを摂ることでまた現れた
ら、たとえ医学的な検査でセリアック病（最
も症状が強いタイプのグルテン不耐症）の
診断が付かなかったとしても、あなたには
グルテン過敏症がある可能性があります。

農耕が始まって以来、パンは世界中で最も一般的な主食となりました。しか
しながら、近年の栄養学的、あるいは医学的発見により、現代の一般家庭の食卓にあるパンの役
割について、多くの人が再考を迫られています。実際に、食生活の中からパンを完全に排除して
しまった、という人も少なくありません。この食生活の変化は、パンの原材料の主体となる成分、
グルテンに大きく起因しています。

グルテンの謎を解く



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。
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幸いにも、小麦やライ麦、大麦などといった一般的な穀類の代用と
なる食品は、以前に比べてずっと手軽に入手できるようになりまし
た。そのうち最も人気のある代用品として、アマランサスとキヌアが
挙げられます。アマランサスは1970年代から人気が出てきた食品
で、最初はメキシコから野生種として紹介されたものが米国で商業
生産化され、現在では専門店や健康食品店だけではなく、一般的な
食料品店でも見つけることができるようになりました。アマランサス
は繊維、タンパク質だけでなく鉄やマグネシウム、マンガンなどの各
種ミネラルを豊富に含む「グルテンフリー」の食品です。

アマランサス粉は小麦粉の代わりとして、パンなどのほとんどの焼
きものに使うことができるので、小麦アレルギーやグルテン過敏症
がある人にとっての優秀な代用食品となります。ナッツのような風
味があるため、特にパンやベーグ
ルなどに適しているようです。

キヌアはとりわけ栄養価の高い食
品です。いとこ的な存在であるア
マランサスと同様、キヌアから作
られた粉もまたほのかなナッツ
のような風味があり、ほとんどの
ベーキング食品に使うことができ
ます。ごくシンプルなパンやベー
グルから、エキゾチックな風味の
マフィンやクッキーまで、キヌアは
焼き菓子やパンなどを作る上で
とても優れた食材です。キヌアは
また、米のように主菜の美味しい
脇役にもなりますし、朝食ではオートミールの代わりとしても使えま
す。キヌアの風味は国籍を問わずどんな食材とも合わせやすく、スイ
ーツだけでなく塩味やスパイスとの相性も良いのです。

ブルーベリーがその豊富な栄養素から「スーパーフルーツ」と呼ば
れているように、キヌアのことも「スーパーグレイン」と呼んでよさそ
うです。キヌアは今まで使われてきた小麦粉をはるかに上回る栄養
素を含む上に、グルテンの心配がありません。グルテン摂取を控え
ようとする動きが広まるとともに、キヌアが伝統的な穀類の代用とし
て脚光を浴びています。キヌアは小麦と比較すると、オレイン酸を
646％、鉄を256％、リボフラビンを360％、カルシウムを240％含ん
でいます。キヌアはまた、完璧なタンパク源となりうる、植物性として
は極まれな食材です。この点については反対を唱える意見もありま

すが、キヌアがタンパク質の基礎物質であるアミノ酸を豊富に含ん
でいることに、疑いの余地はありません。

グルテンフリーダイエットの人気が高まったことで、グルテンフリー
を手軽に楽しめる新商品が続々と登場しました。ただし、これらの食
品はしばしば従来の商品のように栄養素の強化がされていない、と
いうことは知っておいてもよいでしょう。一般的なシリアルやパンの
多くは、葉酸や鉄、繊維などの栄養素が強化されています。とはい
え、栄養強化がされている食品は大元が精製された状態であるた
め、体内で急速に血糖に変化してしまう、すなわちグリセミックイン
デックス値が高い食品なのです。

食事からグルテンを排除するためには、店頭でグルテンフリーという
表示がある包装済みの食品を買
えばいいと思われるかも知れませ
んが、これに頼ることは最良の方
法ではありません。多くのグルテン
フリーと謳われている商品、例え
ばグルテンフリーピザなどは、しば
しば高炭水化物でグリセミックイ
ンデックスが高い傾向があるので
す。代わりに食生活の土台になる
食品として、加工がほとんどされて
いない、食材そのものである野菜
やフルーツ、ナッツ類、種子類を中
心に使うようにしましょう。

グルテンフリーの食生活を取り入
れる際に必要なのは、まずはグルテンとは何かを理解すること、何
にグルテンが含まれているかという知識を持つこと、また食品の成
分表示を注意深く読む忍耐力を養うことです。私達は誰もが、それ
ぞれ独自の食習慣を必要とします。炭水化物に過敏な傾向がある人
もいれば、乳糖の消化に問題がある人、そしてグルテンに敏感な人
もいるわけです。もし自分がグルテン過敏症なのではないかと思っ
たら、自己診断をする前に医師や栄養士に相談してみましょう。

*追記：今日普及している多くの食品には、体に悪影響を起こしうる
複合的な要因があります。例えば小麦だけでも異種交配などの現代
的な栽培によって数十年前の小麦とは全く異なるものが作り出され
ています。しかしながら、この点については本稿の範囲を超えるた
め、ここで言及するのみとします。 

11

キヌアはとりわけ栄養価の高い食品です。いと
こ的な存在であるアマランサスと同様、キヌア
から作られた粉もまたほのかなナッツのよう

な風味があり、ほとんどのベーキング食品に使
うことができます。



ライフスタイル
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私達のフォーカスは、日々の生活の中で、自
分が意識する物事に偏っていく傾向があり
ます。ジャンクフードの類を食べたいという
欲求とばかり戦っていれば、ジャンクフード
に気持ちが集中してしまい、その欲求に負
けたら最後、クッキー1枚で済まず欲求が収
まらなくなってしまう、というような例は、し
ばしば見受けられます。しかしながら、同じク
ッキー1枚でも、ゆっくり時間をかけて食べ
れば、次から次へと暴食せずに済むかもし
れません。ひと口ごとに味わいをしっかり楽
しんで、その後に気持ちを切り替えましょう。
クッキーに手を出したことを後悔するという
ような、否定的な考え方に縛られてはいけ
ません。なぜならこのような意識は、よりい
っそう否定的な考えをあなたの日常の中に
引き寄せてしまうからです。

ダイエットにふさわしいとは言い難いもの
でも、たまにならご褒美として食べてもい
い、という考え方については、健康への関心
が高い人たちの多くが納得しがたいようで
す。ご褒美を食べることをいけないことだと
感じてしまうのは、ルールを破ることはいけ
ないと教えられてきた私達にとって、ある意
味当然のことです。子供の頃、野菜を先に食
べきらなければデザートを食べてはいけな
い、と言われたことはありませんか。甘いも
のとデザートに関するこのようなルールは、
幼少時のしつけの一環として珍しいもので
はありません。過去に学んだルールのいく
つかは、ジャンクフードに偏った食生活を送
らないための助けとなるでしょう。ただ、一
方では、子供時代の強制感を成人になって
も持ち続けていることによって、自分の食生
活に否定的な印象を持ってしまう可能性も
あります。憂うべきは、否定的な面にフォー
カスしてしまっている場合です。

今日という日を、自分自身を否定的な思考パ
ターンから解き放つ日にしませんか。時た
ま、アイスクリームやケーキ、シュトゥルーデ
ルやクッキーを食べたからといって、日頃努

力している健康的な食生活がすべて台無し
になるというわけではないのです。あなた
のフォーカスが正しい方向へ向いてさえい
れば大丈夫です。ポイントは、あくまでも節
度を保つことです。

食べることは、常に楽しい体験であるべきで
す。食事の喜びを減じさせてしまう考え方や
行動は、いずれあなたの考えを否定的な行
動や発想へと結び付けてしまいかねませ
ん。例えば仕事中、机に向かったまま食事を
摂ること（この様な食事の仕方をすると、普
通の食事に比べより多くのカロリーを摂取
してしまいがちだという研究報告がありま
す）によって食べる楽しみが失われたり、メ
ニューの中から一番健康的なものを選ばな
かったからといって自己嫌悪に陥ったりした
ら、その否定的な考えが結果的にさらなる
ネガティブ要素を生活の中に引き寄せてし
まうことになります。

自分が食べているものに対して、決して罪悪
感を持ってはいけません。罪悪感と自己嫌
悪は全くもって精神に有害です。食生活で犯
したたったひとつの過ちで自分を責めるの
ではなく、今の瞬間を楽しんで、その特別な
一品から得られる満足感を味わいましょう。
もし自分の気持ちが否定的になりそうだと
感じたら、自分に向かって「自分はこれを食
べることを心から楽しんでいて、これは自分
を幸せにしてくれるのだ」と自分に言い聞か
せましょう。実際ご褒美的な一品とはそうあ
るべきもので、私達の気持ちを心地よくして
くれるものなのです。その気持ちを大切にし
ましょう。

否定的な感情を乗り越えようとすることは、
ストレスを引き起こし、体が食べ物を消化す
る過程を妨げてしまう原因にもなります。さ
らに、フォーカスが否定的な方へ向いてしま
えば、食習慣そのものにも影響が及びます。
ここで、私達誰にでも起こりうる、実際的な
例を挙げてみましょう。ジェーンとジョンとい

う2人の人がいるとします。彼らはどちらも
体重を減らすために、日頃から健康的な食
事を心がけています。ある日、彼らはそれぞ
れパーティーに参加し、バースデーケーキを
一切れ食べていつものルールを｢破り｣まし
た。ケーキを食べた際、ジェーンは、自分は
パーティーに参加していてこれは特別な機
会であると意識し、そのケーキを心から楽し
みました。ジェーンは常日頃から健康的な食
生活を送っているのだからと思い、この限定
的な楽しみを味わうことを自分に許すこと
ができました。一方ジョンは、一切れのケー
キを食べながら、そのカロリーや高い砂糖
含有量が気になり、また避けられないインシ
ュリン値の上昇を意識しながら、自分はこん
なケーキを食べるべきではないのに、と考
えていました。

その夜、ジェーンは前向きなフォーカスを維
持して、夕食にグリルドチキンサラダを食べ
ました。一方ジョンは、もう自分のダイエット
は台無しになってしまったのだから、もう何
を食べてもいいのだ、と自分に言い訳して、
夕食にファーストフード店へ立ち寄ってしま
いました。

このような態度の違いは、フォーカスする対
象の違いから生まれてきます。ジェーンは同
じ事柄のポジティブな面にフォーカスし、一
方、ジョンのフォーカスはネガティブな面に
向いてしまいました。食習慣から否定的な
考え方を切り離すことを学べば、食事が感情
に左右されるのを防ぐことができるのです。
仕事場で、または学校や友人関係において
も、私達は自らがフォーカスしたものを引き
寄せています。食生活でも同じことが言えま
す。自分が食べるもの（特別なときのご褒美
も含めて）のポジティブな面にフォーカスす
ることで、節度ある食生活を維持しましょう。
そうすれば、必要な栄養や適度な燃料を確
実に体に供給することができます。 

体に良い食事をするということは、適度に節制をするということであって、軍
隊のような制約を課すことではありません。あなたは食事のどのような面にフォーカ
スしていますか。言い換えるなら、一日の終わりに、その日のランチに食べた美味しくヘルシーな
サラダのことを思い出しますか。それともデザートに食べてしまったケーキのことを考えますか。

食事とフォーカス



栄養
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バターをはじめとする脂質が心臓病と体重
増加の原因と認識されるようになったの
は、1950年代のことです。これを受けて人
工油脂が一般に普及したわけですが、かえ
って弊害の大きいものであったことが現在
になって指摘されています。加工により部
分的に水素化された油脂は、トランス脂肪
の部類に属します。これは、健康と体重管
理のためには何としても避けたい脂肪で
す。脂肪との戦いが広まるにつれて、人々
のウエストが太くなってきたのは、偶然で
はなかったのです。医師、研究者、栄養士と
いった専門家がこれまでの常識が間違っ
ていたことを訴えようとしています。この機
会に、バターについても見直してみません
か。

脂肪は人間にとって不可欠なエネルギー
源です。ただし、必要な量は個人の運動量
によって異なります。バターに含まれる脂
肪のうち、およそ20％は短鎖か中鎖の脂肪
酸です（これに対して、体によくないタイプ
の脂肪酸は長鎖構造になっています）。こ
の手の脂肪はそのままエネルギーとして使
うことができるので、血中脂肪にさほど影
響を及ぼしません。

マーガリンをやめてバターを使うと、味覚
が満たされるだけでなく、健康上でも重要
な利点が得られます。 

バターには抗酸化作用のあるコレステロ
ールが含まれているので、フリーラジカル
によるダメージから体を守る働きが期待で
きます。脂肪の良い面が忘れられていたの
と同じように、コレステロールが健康の役
に立つことも見過ごされがちですが、コレ
ステロールは脳と神経系の発達において
重要な役割を担っています。

また、コレステロールには高密度 (HDL) と
低密度 (LDL) の2種類があります。HDLは
心血管系の疾患リスクを下げ、LDLはリス
クを上げる作用があります。心臓病につな
がる動脈硬化を起こすのは、酸化したLDL
であると考えられています。バターに含ま
れるビタミンAなど、たくさんの栄養素が
LDLの酸化を防いでくれます。HDLを増や
す方法としては、運動、マグネシウム補給
のほか、精製された炭水化物を使ったパン
やパスタを食べないようにすることが知ら
れています。  

殺菌処理されていないナチュラルバター
には、スチグマステロール（ウルゼン因子
とも呼ばれる）という抗剛性物質が含まれ
ていて、関節炎や動脈硬化を防ぐ働きがあ
ります。

バターは他にもビタミンK2、ヨウ素、共役リ
ノール酸 (CLA)、ビタミンE、セレンといっ

た栄養素を含有しています。脂肪という脂
肪を避けてきたため、バターに多彩な栄養
が含まれていることは残念ながらあまり知
られていません。 

バターにはバターの良さがあります。様々
な栄養が摂取できるバターは良質な脂肪
として上手に使うとよい、と考える専門家
は少なくありません。 

たいていの脂肪がそうであるように、バターは健康に悪いものとして長年敵
視されてきました。まずはマーガリンで代用されるようになり（今となってはトランス脂肪が
多いためとても健康的とは言えないことが分かっていますが）、近年では様々なオイルが流行する
ようになっていますが、バターにもそれなりに健康的な使い方とその根拠があります。詳しく知れ
ば、おいしいバターを再びキッチンに常備したくなるかも知れません。

バターは悪くない？



特集記事
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体内には想像以上に大量の細菌が存在し
ます。あなたの体も、約200種、10兆とも
100兆とも言われる数の細菌細胞のすみ
かとなっています。これらは非病原性（病
気の原因とならない）の有益な細菌で、プ
ロバイオティクスと呼ばれています。これ
らを総称する腸内細菌叢という言葉も聞
いたことがあるのではないでしょうか。 

不快に感じる人もいるかも知れませんが、
健康な消化管内は良い細菌が豊富です。
私たちが食べたものを体内で有効に活用
するには、この微生物の働きが不可欠で
す。プロバイオティクスは、消化の補助、免
疫系の促進、有害な細菌の抑制などの重
要な役割を果たしています。

微生物という概念が理解される前、数千
年ほど時をさかのぼってみると、古代バビ
ロニア人が胃腸の具合が悪い時にサワー
ミルクで治癒を試みた、という記録があり
ます。当時の人々には、有益な微生物を消
化管に提供する、という思考はなかったは
ずです。また、古代ローマ人は、胃腸炎の
治療に発酵乳を飲用していました。体内
の生態系に必要なものを供給するという

発想は彼らにもありませんでしたが、利点
を認識していたことは確かです。

現代になって、医師や研究者が強力な顕
微鏡で微生物を観察し、昔の治療方法に
科学的根拠があったことが検証されまし
た。体内に豊富に存在する適切な微生物
が消化機能を調整し、正常に働くよう助け
てくれていることは明らかです。 

人体に有益な細菌は200種ほどあります
が、特に重要性の高いものをいくつかご
紹介しましょう。プロバイオティクスの中
でも注目に値するのは、繊維などの多糖
類を部分的に分解する酵素を含むビフィ
ズス菌と乳酸菌です。私たちの体に備わっ
ている酵素だけでは、繊維を消化すること
はできません。ところが、ビフィズス菌と乳
酸菌は繊維の分子を発酵させる酵素を持
っています。この発酵作用により、繊維は
短鎖脂肪酸に変わり、消化管の内側を覆
う細胞が使える状態になります。その他の
様々なプロバイオティクスも、それぞれに
多様な働きをしています。より有用な栄養
素が得られるのも、有害な微生物が養分
を奪われて減少するのも、乳糖不耐症が

軽減されるのも、免疫系が補助されるの
も、ある種の問題（抗生物質に起因する下
痢など）に対処するのも、プロバイオティ
クスの活躍あってこそ、なのです。

プロバイオティクスを増やし活発に働い
てもらうには、適切な養分を提供する必
要があります。この養分がプレバイオティ
クスです。プレバイオティクスにも多くの
種類がありますが、一般的かつ重要なも
のは食物繊維です。ビフィズス菌と乳酸菌
の酵素が腸内で繊維を発酵させることは
前述したとおりですが、腸内細菌叢と人体
が相互に有益な関係にあるということは
もうお分かりでしょう。 

プレバイオティクスを積極的に摂取するこ
とはとても大切です。腸内にいて体に利点
をもたらしてくれる細菌は、養分がなけれ
ば消化を助けることができません。また、
悪い細菌の数が増えてしまうことも懸念
されます。良性の細菌が減ってしまうと、
悪性の細菌がのさばってしまうからです。
腸の内壁表面は細菌にとっては広大な生
活環境に他なりません。

細菌といえば通常私たちは病気の原因と認識し、健康維持のためにはで
きるだけ避けなければならないものと考えています。しかし、すべての細菌が当
てはまるわけではありません。避けてはならないだけでなく、経口摂取すべき細菌もたくさん
あるのです。

プロバイオティクスと 
プレバイオティクス



ライフプラス・ディスカバリー
中国伝統のハーブエキスと最先端の科学が生んだ、アンチエイジングの 

ため のサプリメント◊

ライフプラスでもかつてないほどエキサイティングな新製品が誕生しました。 ライフプラス･デ
ィスカバリーは、加齢は外見だけでなく内面でも進むという事実に着目して、高品質のオウギエキスを配
合したサプリメントです。オウギは何千年も前から中国で生薬として使われてきた伝統ある植物です。全
身で新しい細胞を盛んにつくれるよう、幹細胞の機能と修復を助け、幹細胞を長持ちさせる働きがあるの

で、細胞レベルで加齢と闘うあなたの味方になります。◊

実年齢に関係なく、ライフプラス・ディスカバリーで新しい可能性を見出しましょう。◊

◊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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繊維の豊富な食事を心がけて、腸内のプロバイオティクスを応
援しましょう。繊維質の豊富なものを食べると満腹感が得られ
ます。よって、食欲を抑えるとともに、食べ過ぎを防ぐ効果も期
待できます。また、繊維はある種の脂肪や単純炭水化物など、
私たちが食べたものに含まれている体に良くない成分を絡め
取ってくれます。繊維と結合した成分は消化されずに運ばれる
か、単 純 炭 水 化 物であっても消 化 に時 間 の か かる状 態 になり
ます。その結果、コレステロール値が下がり、心臓病の予防や
血糖値の安定に役立ちます。繊
維 の 効 果として 最 も 実 感しや
すい の は、お 通じが 良くなるこ
とでしょう。便秘を防ぎ、リズム
を整えるうえでも繊維が頼りに
なります。

一 方 、発 酵 食 品 や 食 物 繊 維 の
豊富な食事をしていても、健康
的な水準のプロバイオティクス
が 維 持 で きな い 場 合 が ありま
す。例えば、抗 生 物 質を投 与さ
れ ると、腸 内 環 境 が 乱 さ れ ま
す。どのくらい の 影 響 があるか
は 、抗 生 物 質 の 種 類 や 投 与 の
頻度、期間により異なります。抗生物質を適切に使用すること
の利点も、時にはそれが命を救うことも、疑いのない事実です。
しかしながら、むやみに抗生物質を使うことで、不快な症状が
出たり、抗生物質に起因する下痢になったり、生命を脅かす副
作用が生じたりすることもあります。 

プロバイオティクスは腸内でそれぞれの役割を果たすだけで
なく、養分を奪うことで病原菌を抑えています。プロバイオティ
クスの元気がなくなると、悪性の細菌が増えて病気になること
があります。ある研究グループが特定のプロバイオティクスに
着目し、消化管内壁にいる数を調査したところ、健康な人と大
腸炎（慢性下痢につながる）に悩んでいる人とでは、30倍もの
違いがあったということです。

消 化 が 正 常 に 行 わ れ れ ば 、私
たちが食べたものはビタミン、
ミネラル 、フラボノイド 、脂 肪
酸、アミノ酸などの基本的な構
造の栄養素に分解されます。プ
ロバイオティクスに必要なプレ
バイオティクスを含む食事を怠
ると、消化がうまくいかず、食べ
た もの が きちんと分 解 され ま
せ ん 。そうなると、食 品 中 の 成
分 が 体 内でフル に 活 用できな
くなります。

細菌を食べる、という概念は受
け 入 れ にくい か も知 れませ ん

が、適切な微生物を取り込むのは健康的な食生活に欠かせな
い、人間にとってごく自然なことなのです。腸内細菌も生きてい
ますから、養分を必要としています。プレバイオティクスとなる
食物繊維を豊富に含む食事で腸内細菌を助けましょう。それが
ひいてはあなた自身の体をケアすることになるはずです。 

19

不快に感じる人もいるかも知れませんが、健
康な消化管内は良い細菌が豊富です。私たち
が食べたものを体内で有効に活用するには、

この微生物の働きが不可欠です。
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科学者達が様々なスパイスやハーブ類の隠
された効果を解明したことによってその効
用が認められ、多くのスパイスやハーブ類
にまた注目が集まるようになってきたのは
近年のことです。

長期に渡り、薬効のあるスパイスとして使わ
れてきたスパイスのひとつに、薫り高いター
メリック（ウコン）があります。現代の科学に
よって、ターメリックにクルクミノイドという
強力な植物性抗酸化物質であるポリフェノ
ールが含有されていることが明らかになり
ました。クルクミノイドとそこに秘められた
驚くべき自然の抗酸化作用の特質について
は、過去数年間に研究者たちが様々な発見
を成し遂げています。

ターメリックに含有されるクルクミノイドに
もいくつかの種類がありますが、その主とな
っているのがクルクミンです。クルクミンの
色素は食品の着色料としても活用されてき
ました。ターメリックから得られる色素のナ
チュラルイエロー３は、マスタードやチー
ズ、コーンチップなど様々な食品に含まれて
います。

クルクミンの類縁化合物であるデメトキシ
クルクミンとビスデメトキシクルクミンは、ク
ルクミンと同様にその抗酸化作用の調査対
象となってきました。これらの抗酸化物質
は、食品やサプリメントの賞味期間を、安全
に、かつ栄養的な質や味を変えることなく延
長させられる添加物として用いられていま
す。また、体の調整機能や炎症反応など、身

体機能に対するクルクミノイドの様々な効
果についても研究が進められてきました。

クルクミノイドを含むスパイスとしてしばし
ばカレー粉が取り上げられますが、これは厳
密には正しい理解とは言えません。カレー
粉は数種類のスパイスをブレンドしてでき
たものだからです。カレー粉の中に最も多く
含まれるスパイスはクルクミノイドが豊富
に含まれたターメリックです。しかしながら、
たとえターメリックがカレー粉の主要成分
であると言っても、ターメリックと同様の、黄
色の染色効果や健康への効用があるという
わけではありません。

たいていのカレー粉にはターメリックが含
まれています。しかしながら、市販のカレー
の中には、それほど多くのターメリックが含
まれていない場合があります。それは、品質
よりもコストを重視するあまり、より安いス
パイスに置き換えていることがあるからで
す。植物栄養素や味の面でも最高のカレー、
ターメリックたっぷりのカレーは、やはり手
作りしたものでしょう。

インドの人々は昔からターメリックの健康効
果を知っていました。そして、アーユルヴェー
ダ医療を行う人たちは、しばしばターメリッ
クやターメリック入りのカレーを利用してき
ました。アーユルヴェーダはもちろん、その
他の自然医療組織でも、ターメリックを広い
範囲で利用し、効果を出してきたのです。そ
こに着目した研究が各種重ねられた結果、
ターメリックには脳や関節、心臓の健康を助

け、循環機能を向上させるというすばらしい
可能性があることが発見され、主流派科学
がクルクミノイドに注目するまでに至ってい
ます。

カレーを伝統的な医療目的で使用してきた
古来のアーユルヴェーダ式治療から、デモト
キシクルクミンやビスデメトキクルクミンな
ど、分離した成分を使用した最新の科学的
研究に至るまで、ターメリックやその他のス
パイスは繰り返しその真の健康効果を証明
してきたのです。

多くの食用ハーブやスパイスは私達の健康
に影響を与えてくれます。しかしながら、ター
メリックや黄色いカレーに含まれているク
ルクミンほど、幅広い効用を持っているハー
ブは類を見ないでしょう。しかもすばらしい
風味が楽しめるわけですから、活用しない
手はありません。 

天然ハーブやホメオパシー、その他の自然療法を扱う治療者たちは、現代
医学が発達するよりずっと前から、スパイス類と私達の健康との因果関係を
見抜いていました。治療者達は、特定のスパイスの健康効果を確認した上でそれを患者に
勧め、実際に多くの患者が救われてきました。その効果は次第に広く知られるようになりました
が、一方では科学的な裏づけがないために、軽視される傾向もあります。

クルクミノイド
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います。また、どんな運動を
する場合でも、適切なウォ
ームアップとストレッチを事
前に行うことが重要です。
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軽い痛みがあったけれど短期間で薄れた、
という方もいれば、あまりにも不調が長引い
て、心身ともに疲労している方もいるでしょ
う。脊椎の問題はあらゆる年代で生じうるも
のですが、放置すると後々より深刻な健康問
題につながることがあります。

ある推計によると、30才以上の人の10人中8
人は背面に何らかの痛みを経験するそうで
す。日頃から脊椎に注意しているかどうか
で、この先の人生を長期的な痛みとともに
歩むことになりかねないのです。苦痛に人
生をゆがめられるより、アクティブに楽しく
生きていきたいと思いませんか。

肩、首、腰の痛みの三大要素は、筋肉の緊張
と椎間板の異常、そして椎間関節（脊椎骨の
間で蝶番のような役割を果たす）の問題で
す。筋肉の緊張、挫傷、痙攣は最も一般的な
腰痛の原因です。急激な動作をしたり、体を
不適切にひねったりすると、筋挫傷になる場
合があります。

予防には、背筋や深部の腹筋を鍛える運動
を定期的に行うのが有効です。フィットネス
の専門家も医療従事者も、有酸素運動と筋
力強化トレーニングを組み合わせることを
推奨しています。また、どんな運動をする場
合でも、適切なウォームアップとストレッチ
を事前に行うことが重要です。

危険な部類と認識されていないスポーツで
あっても、不意に腰を痛めてしまう可能性は
十分にあります。ゴルフをする人に腰痛や椎
間板ヘルニア、背筋の痙攣が多いことは広く
知られています。椎間板の損傷には加齢に
よる乾燥も関連していますが、ゴルフのスイ
ングのように、脊椎を曲げた状態や伸ばし
た状態でも生じやすくなります。プレーする
前に、ウォームアップとストレッチを忘れな
いようにしましょう。 

長時間にわたる車の運転も良くありません。
特に休憩を取らず走り続けることで、痛みが
生じやすくなります。昨今より一般的に見ら
れるのは、コンピューターの画面の前に座り
っぱなしになることで、首、肩、腰に多大な負
担がかかっている事例です。座った状態でス
トレスや疲労を抱えていると、脊椎にもその
負担がかかってきます。 

職業病とも言える腰痛に対抗するには、背
中の低めの位置を支えてくれる椅子が使え
ます。そして、頻繁に休憩をして下さい。数分
ごとに立ち上がって上半身のストレッチを
する習慣をつけましょう。座りっぱなしにな
らないよう、浄水器のある場所までこまめに
水を汲みに行くだけでも、ずいぶんと違って
きます。騙されたと思って試してみて下さ
い。さらに、可能であれば立った状態で使え
るデスクを導入することをおすすめします。
慢性的な腰痛に悩んできたけれど、座って
いる時間を少しでも減らすことで症状が改
善した、という経験をしている人はたくさん
います。座っているより立っているように心
がけると、長期的に様々な効果が期待でき
ます。ただし、疲労や足の痛みを予防するた
めに、相応の履物で足をサポートすることは
大切です。

お尻のポケットに財布を入れるのも腰痛の
原因となります。これは特に男性に多く見ら
れます。財布の上に座ると、脊椎が不安定な
状態になります。これが仕事や通勤などで長
時間持続すると、脊椎にゆがみが生じ、不快
感や痛みにつながります。お財布は上着の
ポケットやデスクの引き出し、車のダッシュ
ボードの収納スペースなどに入れるように
すると、それだけで効果があるはずです。

あなたは自分の腰痛リスクを把握していま
すか。驚くなかれ、ほとんどの人は認識すら
していません。どのようなリスクがあるか、知
っておきたいと思いませんか。

喫煙、体重過多、重量物を持ち上げる仕事は
いずれもリスク因子となります。また、首、
肩、腰の痛みは、一度症状が出るとぶり返し
やすい性質があります。 

症状はごく軽い違和感から消耗や衰弱につ
ながる深刻なものまで様々です。一両日中
に改善しない痛みを感じた場合は、きちん
と診察を受けましょう。体の可動域などをチ
ェックすることで、痛みのもとが存在する筋
肉、椎間板、神経その他のポイントが分かり
ます。そして、診察の結果に応じて、適切な対
処法を指南してもらえます。頭蓋から仙骨に
至る脊椎を操作するカイロや整体は、痛み
の軽減に有効性が高いことで知られていま
す。椎間板ヘルニアの治療には外科手術が
最適とされています。手術をすればすぐに痛
みから解放されますが、2年後の状態に着目
すると、痛みがとれている確率は、外科手術
をした場合でもしなかった場合でもあまり
変わらないそうです。予防策としては、適切
な栄養摂取と運動に加え、ストレッチで体を
サポートし、座りっぱなしにならないよう気
をつけるのが一番です。特に首、肩、腰の痛
みについては、予防が最善の薬となること
に間違いはありません。

誰しも、腰痛その他の痛みに日常的に悩ま
されたくはないでしょう。自由に動ける体を
守っていくためにも、健康的なライフスタイ
ルを実践して下さい。 

鈍い違和感や鋭い痛みなど、首、肩、腰に不快な症状を感じたことはありま
せんか。脊椎の問題は老若男女を問わずよく起こることで、誰もが一度は経験すると言っても過
言ではありません。具体的な症状は様々ですが、高齢者にとっても若者にとっても面倒であること
は共通しています。

脊椎にご注意
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ポジティブな自己像を築くには

健全な自己像を持つことの利点は数えきれ
ないほどありますが、そのうちのいくつかを
まとめてみました。明るく自己と向き合える人
は、

        • 他人に頼らず、自力で行動できる
        • 大人の対応で職務をこなせる
        • 不満を健康的な方法で解消できる
        • 新たな課題に勇気をもって取り組める
        •  ポジティブな感情にもネガティブな感

情にも建設的に対処できる

自己との向き合い方が影響して、意識をポ
ジティブな方向性に集中させることができ
るのも、ポジティブな自己像の利点のひとつ
です。自分の望む生き方を現実のものにす
るには、ポジティブな意識を維持することが
強い力となります。好ましい物事、人々、体
験、状況に着目して、明るい展望を持ち続け
ていれば、さらにすばらしい要素が引き寄
せられてきます。

望む要素を引き寄せるには、まず自分自身
に対する評価をポジティブな方向に合わせ
る必要があります。自己を明るく受け止める
ことができて初めて、ポジティブな意識で望
む生き方を手に入れられるようになります。
あなたがポジティブな調子を維持していれ
ば、経済的にも、健康面でも、人間関係も日
々の体験も、すべてがポジティブに調和して
いきます。あなたの意識が強いほど、また、
自己の価値がよりよく認められるほど、調和
も促進されるでしょう。

健全な自己像は1回限りの行為で出来上が
るものではありません。この世に生を受けた
その日から、長い時間と過程を経て形成して

いくものです。乳幼児期は、存在の善し悪し
も価値の有無も、受容の対象となるか拒絶
の対象となるかも、親の対応ひとつにかかっ
ています。成長するにつれて、友達や他の大
人、教師などとの接触を通じて、自己像が形
成されていきます。 

子供の自己像は外的要因に大きく左右され
ていますが、本人はほとんどこのことを認識
していません。大人には、あらゆる要素が自
己評価に関与していることを理解する能力
があります。人生経験を積み成熟が進んで
いくことで、自己認識が深まります。

あなたはお友達と一緒にいる時、自分に降
り掛かっているネガティブなことから離れら
れないタイプでしょうか、それとも、自分も周
囲の人々もよりよい過ごし方ができるよう行
動するタイプでしょうか。自己像について考
えるなら、どちらの方が望ましいと思います
か。後者が望ましいのは明らかです。自分自
身がポジティブな影響力に集中していれ
ば、自己評価が向上するなど、より望ましい
要素を引き寄せる可能性が高まります。 
ポジティブな自己像を築くには、ネガティブ
な思考をしたからと言って、自分を批判しな
いことです。事実は事実として一旦受け止
め、それ以上ネガティブな面にこだわらない
ようにしましょう。 

自己像が身近な範囲でどんな影響を及ぼす
か、例をあげてみましょう。仕事で大変な目
にあった後、怒りがおさまらず、これといった
理由もなく友達に対して声を荒げてしまっ
たとします。ここでネガティブな面にこだわ
って自分を責めるのを止められなくなって
しまうと、望ましくない物事ばかりを引き寄
せてしまい、人間関係に支障が出たり、ひい
ては友達を失ってしまったりすることになり
かねません。 

一方、自分のしたことを事実と受け止め、そ
の場ですぐに謝れば、その後はずいぶんと
違ってくるはずです。望ましくない状況にも
うまく対処し、事態が悪化するのを防いだ、
という経験が意識をポジティブな方向に導
きます。 

謝るという理にかなった行動できたこと、そ
して自分を許す強さを得たこと、そういった
積み重ねがポジティブな自己像を形成して
いくのです。 

自己像と自己価値評価には深い相関性があ
り、ポジティブな状態を維持することが生き
やすさにつながります。自分のために、そし
て他の人のためにもできることをしていれ
ば、人生の可能性は無限大に広がります。 

成長期の自己像の形成には、親やロールモデルとなる人物が多大な影
響をもたらします。善き手本に恵まれた子供は、将来あらゆる可能性を切り開いていくこと
でしょう。実は、ポジティブな自己像の形成は、年令に関係なく、いつでも可能です。
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どんなエクササイズにも共通するのは、食生活
の影響を多大に受けるということです。 

新鮮な野菜と果物を食べると、抗酸化物質を
摂取することができます。抗酸化物質は運動に
よって生じるフリーラジカルから体を守る働き
をします。運動後に体内のフリーラジカルが増
加するのは自然な反応であり、体を疲労から守
るにはしかるべき栄養素が必要となります。柔
軟性やバランス調整力に不可欠な靭帯や軟骨
も運動で酷使されます。これらを修復し維持し
ていくためにも、各種のビタミンやミネラルが
必要です。

そして、タンパク質も忘れてはいけません。タ
ンパク質は筋肉組織の基礎構造を形成する成
分です。タンパク質から各種のアミノ酸を得る
ことができないと、せっかくの運動の効果が激
減してしまいます。ウエイトリフティングのよう
な筋力強化トレーニングは、筋肉増強に必要
な要素の半分でしかありません。残り半分は、
質の高いタンパク質を豊富に含む食事なので
す。 

栄養学の専門誌（Journal of Nutrition）に掲載
されたイリノイ大学の大規模な研究によると、
運動はタンパク質の豊富な食事と組み合わせ
たほうがはるかに効果的だということです。同
研究では、高タンパク食の効果の秘訣は、ロイ
シンというアミノ酸がたくさん得られることに
ある、と考えられています。

研究対象となった女性は48人。4ヶ月にわたり
調査を続けたところ、高タンパクの食事をして
いた人のほうが減量が進みました。しかも、筋
肉を減らすことなく、脂肪を落とすことに成功
しました。タンパク質をしっかりと補給したこと
で筋肉の減少が予防され、また、炭水化物を控
えたことでインスリンが抑制され、脂肪の燃焼
を促進することができたのです。

被験者はまず2つのグループに分けられまし
た。高タンパク食のグループでは、ロイシンを

一定量確保できるよう、肉類、乳製品、卵、ナッ
ツ類の豊富な食事をしてもらいました。ロイシ
ンは体内では合成できない必須アミノ酸で、
全粒穀物、豚肉、牛肉、鶏肉、大豆、葉野菜、卵、
牛乳、乳製品に含まれています。もう一方のグ
ループでは、パン、米、シリアル、パスタ、イモな
ど、炭水化物の多い食事をしてもらいました。
なお両グループとも、摂取カロリーは同じにな
るよう調整されました。

さらに2段階の運動レベルを設定し、片方のグ
ループでは週に2～3回のウォーキングを、他
方のグループでは、30分のウォーキングを週5
回、30分のウエイトトレーニングを週2回行い
ました。

食事、運動量でグループを分割したわけです
が、どちらのグループでも除脂肪筋肉量を維持
しつつ目標量の脂肪を落とすよう設計された
プログラムに従ってもらいました。すると、高タ
ンパク食のグループのほうが減量の成果が大
きく、しかも落とした体重のほぼ100パーセン
トが脂肪分でした。これに対して、高炭水化物
食のグループでは、落とした体重のうち25～30
パーセントを筋肉が占めていたのです。

ロイシンは必須アミノ酸の一種で、体内で合成
される様々な種類の生化学成分の材料として
不可欠です。ロイシンを必要とする生化学成分
の一部はエネルギー増進に使われます。利用
できるロイシンがどれだけあるかによって、タ
ンパク質生成の調整が変わってきます。

ロイシンが重要なアミノ酸であることに間違
いはありませんが、重要なアミノ酸はロイシン
だけではありません。特に運動中と運動後、人
体が最大限にその性能を発揮するには、あら
ゆる栄養素が必要となります。

質の高いタンパク質の摂取源としては、低脂肪
の肉、卵、乳製品などがあります。ベジタリアン
の場合は、穀類や大豆その他の豆類からタン
パク質を摂取することができます。また、プロテ

インシェイクも優れたタンパク源です。プロや
アマチュアのボディビルダーがトレーニング後
にプロテインシェイクをよく飲んでいますが、
それは彼らが筋肉の成長に良質のタンパク質
が必要であることをよく知っているからです。
また、就寝前にタンパク質を摂取すると、筋力
トレーニング後の筋肉の修復と成長に劇的な
効果をもたらすことも、研究で示されていま
す。タンパク質の摂取量を増やすことで利点を
得られるのは、ボディビルダーに限ったことで
はありません。 

筋肉の増強に有効な食事はすべての人に良い
食事です。なかでも、高齢者における重要性は
特筆されるべきです。高齢になると、筋力トレ
ーニングを定期的に行っていないと、10年ごと
に約3kgの筋肉が失われます。筋肉の減少は、
代謝効率の低下による脂肪の蓄積など、健康
上の様々な問題につながります。より懸念され
るのは、筋肉が失われることによってバランス
を調整する力が落ち、転倒しやすくなることで
す。でも心配しないで下さい。失った筋肉を取
り戻すのは難しいことではありません。全米退
職者協会によると、1日につき20分程度の筋力
トレーニングを週3回、10～12週間も続ける
と、1kg強の筋肉を再生できるということです。
つまり、過去10年間で失った筋肉を取り戻し、
さらに増やせるようになるまで、1年もかから
ないという計算になります。

タンパク質を豊富に含むヘルシーな食生活を
しながら定期的な運動をしていれば、今現在
の年令や体力レベルに関係なく、誰もが驚くほ
どの成果を得られます。  

エクササイズには様々な種類がありますが、たいていは心肺機能、筋力、
柔軟性のいずれかが重点的に鍛えられます。ランニングやサイクリングなど、心肺機
能を高め、脂肪やカロリーを燃焼する運動は有酸素運動と呼ばれています。ヨガや太極拳のような柔軟
運動は、柔軟性はもちろん、可動性とバランス調整力を高め、体幹筋肉を強化する作用があります。筋肉
に負荷をかけて強化するトレーニングには、ウエイトやトレーニングマシン、ゴムバンドなどが使われま
す。筋力をはじめ、骨や腱、靭帯も鍛えられます。

プロテインとエクササイズ
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ところが、日光の危険性がニュースで話題に
なったりすると、日焼けにもっと注意したほ
うがよいのだろうか、と疑問に思ったりもし
ます。ほんの少しの工夫をすれば、太陽の下
で安全に過ごすことは可能です。むしろ、日
光を浴びることは私たちの健康のために欠
かせないことなのです。

日焼けをするか焼かないか。

これについては、人によって正反対の意見
があるようです。夏はこんがりと焼けた小麦
色の肌で過ごしたい、という人もいれば、絶
対に日向には出たくないと、という人もいま
す。では、どちらが正しいのでしょうか。実は、
他のあらゆる物事と同様「ほどほどに」が一
番です。

まず始めに、日焼けは単なるファッションで
はないことを確認しておきましょう。日焼け
は日光に含まれる有害な光線に対する体の
自然な防衛反応です。紫外線を浴びた皮膚
はメラニン色素を増やします。茶色いメラニ
ン色素が増えると肌の色が濃くなるという
わけです。その仕組みは複雑なものですが、
メラニン色素は皮膚細胞を紫外線によるダ
メージから守る盾のような役割を果たしま
す。

その意味では、日焼けは有益と言えます。し
かしながら、過度の日光を浴び、度を超えた
日焼けをすると、やけどになってしまい、ヒリ
ヒリとした痛みが数日ではおさまらないこと
があります。いくつかの統計によると、一度
でも過度な日焼けをすると、後に皮膚がん
を発症するリスクが高まるということです。

一方、適度な日光を浴びることが推奨される
理由は、ビタミンDにあります。ビタミンD
は、骨を守ったり、免疫系を促進したりと、健
康全般で重要な役割を担う栄養素です。日
光なしには体内でビタミンDを産生すること
はできません。

日焼けを起こす紫外線には、A波（UVA）とB波
（UVB）の2種類があります。UVBを浴びすぎ
るとやけどの原因となり、UVAを浴びすぎる
と皮膚がんの原因となり得ます。 

体内におけるビタミンDの産生は、主にUVB
の刺激によって始まります。ここ数年の間に
行われたある研究では、健康な青年であれ
ば夏にほぼ全身に30分間日光を浴びただ
けで10,000～20,000IUのビタミンDが産生
できるとされています。つまり、日焼け止め
を塗らずに短時間の日光浴をすれば、必要
量のビタミンDは充分に確保できる（しかも
日光浴だけでは害になるほど大量のビタミ
ンDを得ることはない）のです。冬や寒冷地
域で屋外であまり過ごせない場合は、1日あ
たり1,000～2,000IUのビタミンDをサプリメ
ントで補給することが推奨されています。最
高の健康状態を維持するには、夏に自然に
得られるのと同じくらいのビタミンDを摂取
するべき、と考えて、体重10kgにつき1,000IU
程度のビタミンDを毎日補給するよう指導す
る専門家もいます。日光の浴び過ぎはやけ
どや皮膚の早期老化につながります。大量
の紫外線を浴びると、お肌のハリとツヤを支
えるコラーゲンが壊されてしまいます。日光
を浴びすぎた場合の危険性と、適量に浴び
ることの利点、その両方を心に留めておきま
しょう。

日焼け止めのローションやクリームは、UVA
とUVBの両方に有効なものを選び、外出の
1 5 ～ 3 0 分 前まで には 塗ってお いて下さ
い。SPFは15以上が望ましく、また、日中に何
度か塗り直すのもコツです。皮膚科医は、よ
り確実にお肌を守るために、SPF30以上の
強力なタイプを推奨しています。どの日焼け
止めが一番よいか、については近年盛んに
議論が交わされていますが、現在のところ、
一般的には、化学的に遮光するものよりも、
物理的に遮光するものがよいと考えられて
います。酸化亜鉛や酸化チタンを含む日焼
け止めは安全性が高い方ですが、ナノ粒子

の亜鉛やチタンを採用しているクリアタイプ
では、遮光性物質としては小さすぎて有効
性が劣る場合があります。日焼け止めの量
は、塗り足りないよりも塗り過ぎるくらいの
ほうがよいでしょう。

適度な範囲であれば、日光は全身の健康に
有益なだけでなく、不可欠な存在です。日焼
けオイルのかわりに日焼け止めを塗り、サン
グラスで目を保護して日陰を上手に使うよ
うにすれば、誰もが夏のアウトドアを心置き
なく楽しむことができます。

太陽の下で安全に過ごすためのヒント
      •  外出の30分くらい前に亜鉛を含む日焼

け止めを塗りましょう。

      •  紫外線は雲を貫通します。曇りの日にも
日焼け止めを使用しましょう。

      •  日焼け止めは2時間ごとに塗り直しましょ
う。泳いだり汗を大量にかいたりした場合
は、より頻繁に塗ったほうがよいでしょう。

      •  日の高い時間帯は特に過度に日光を浴
びないようにしましょう。 

夏休みには、ビーチで遊んだり、サイクリングに出かけたりと、楽しく過ごす
機会がたくさんあります。皆さんも太陽の光をたっぷり浴びて、夏らしい気候を満喫される
ことでしょう。長く暗い冬を抜けた後の温かさ、太陽の輝きは、何にも代え難いものがあります。

太陽の光あふれる夏休み
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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。
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心配事で血圧に影響が出る
のは本当ですか。

心配、不安、ストレス、悩みといった感情が生じると、一時
的ながらも血圧が上がります。一時的な血圧上昇が長び
くことはありませんが、上昇は急激なものとなり得ます。
血圧の急上昇が頻繁にあると、慢性的な高血圧と同じく
らいのダメージを生じる可能性があります。しばしばスト
レスを感じる人、心配性や悩み事の多い人には、ヨガや
瞑想などのストレス解消法を探して実践することをおす
すめします。 

体によい調理油はありますか。

どんなオイルでも脂肪の一種です。脂肪は長年にわたりダイエット
業界公認の最大の敵として扱われてきました。しかしながら、脂肪
は運動量に見合った適切な範囲で摂取する限り、問題なく健康的
な食生活の一部を構成しうる成分です。キッチンで役立つ食用油
は各種あり、それぞれに風味が異なります。最も人気があるのはエ
キストラバージンオリーブオイルです。まろやかな味わいで用途が
幅広く、健康的なオイルに切り替えたい方に適しています。ただし、
過熱させないよう、注意してください。いつもの料理にオイルでひ
と工夫する方法はたくさんあります。サンフラワーオイルとグレー
プシードオイルは発煙温度が比較的高いので、ソテーにも炒めも
のにも適しています。ウォルナッツオイルとパンプキンオイルに
は、コレステロールの調整に役立つオメガ3脂肪酸が含まれてい
ますが、加熱で酸化変質しやすいので、高温に達しない範囲で軽く
ソテーする程度にとどめておきましょう。フラックスシードオイルは
オメガ3の豊富な油ですので、非加熱調理に使って下さい。加熱に
よる酸化に弱いだけでなく、冷蔵庫に入れず長期間放置した場合
でも変質してしまいます。パームオイルとココナツオイルは飽和性
の高い油で、熱に強い性質があります。高温の調理にはこのタイプ
を使うとよいでしょう。ただし、毎日かなりの運動をして、大量のエ
ネルギーを日常的に消費している人を除いては、飽和脂肪の使用
はごく少量に控えて下さい。

専門家への質問

サイリウムというのは繊維の一種
ですか。

食物繊維には様々な種類があり、それぞれに異なる特徴を有して
います。サイリウムはオオバコ種子とその殻を丸ごと粉砕したもの
で、極めて優れた水溶性繊維として知られています。水溶性繊維は
消化の過程で糖分、脂肪分、コレステロールを絡め取り、体内に吸
収されにくい状態にします。水溶性繊維は便秘の解消を目的に市
販されている商品の主成分になっています。サイリウムをはじめと
する水溶性繊維は、満腹感を持続させ、腸内の健康を促進してくれ
ます。ただし、全般的な健康のためには、不溶性の食物繊維も必要
です。不溶性繊維は腸内のpHバランスを調整し、有害な老廃物を
速やかに除去できるよう補助します。不溶性繊維はあらゆる野菜と
果物から摂取できます。  
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フォーエバーヤング タブレット

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。◊ 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。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も含まれています。◊ 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！
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