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年齢に負けない筋肉を
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休暇は良薬
北半球ではお天気も気候も良くなってきました。いよいよ
家族旅行のシーズンです。週末のちょっとした連休でも、いつもの

仕事から離れて過ごすと、私はすっかり充電された気分になります。皆さん
はいかがでしょうか。期限や責務などからしばし解放され、家族とのんびり過
ごすことに専念できる休暇は、私にとっては魂の良薬とも言える貴重なもの
です。
仕事を休みたくな
いという人には、競
争に遅れたくない、
あるいは不在中に
仕事が山積みにな
るのはいやだ、
とい
う気持ちがあるよ
うです。
しかし、
だ
からこそ、休暇はし
っかり取るべきだ
と私は思います。

少し前のことですが、旅行先にまで仕事を持っていくという仕事熱心な人々が増えているという記事を目にし
ました。
しかも、休暇を取ることさえない人も珍しくないというのです。ゆっくりと休暇を過ごせないとは残念な
ことだと思うのですが、多忙を極めるライフスタイルがそれだけ浸透しているということでしょうか。
仕事を休みたくないという人には、競争に遅れたくない、
あるいは不在中に仕事が山積みになるのはいやだ、
という気持ちがあるようです。遅れをとるのも、成果が悪く見えるのも困る、
というわけです。
しかし、だからこ
そ、休暇はしっかり取るべきだと私は思います。休暇をとると、一時的には上司に目をつけられることはあるか
も知れません。それでも長期的に見ると、やみくもに働き続けることはキャリアに良くないだけでなく、本人の
健康状態や家族の幸せにまで影響してきます。
どんな仕事にもストレスはつきものです。
ストレスには動機につながるという利点があり、
この意味ではストレ
スがあるから物事を片付けられると言えます。
しかしながら、やがて蓄積し慢性的になると、
ストレスは不健康
のもとに早変わりします。仕事のストレスがあまりにも積み重なると、あふれたストレスはあなた自身にも、家
族にも侵食していきます。
そんな時、たいていは休暇をとるだけでストレスを大幅に低減できます。週末だけのキャンプであれ、
まる1週
間をリゾートで過ごす旅行であれ、休暇はリフレッシュして自分を取り戻すうえでとても有効です。
この夏は皆さんにもぜひ、休暇をとることをお勧めします。ただ職場に行かないだけでなく、仕事がらみのメ
ールをチェックするのも、電話してオフィスの様子をチェックするのもお休みにするのです。疲れ切ってしまう
のを待たず、今のうちから日程を決めて計画を立てておきましょう。あなたの体も、家族も上司も、結果的には
その決断に感謝してくれるはずです。
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最新ニュース

賢く脂肪を摂取して、
運動の効果を最大限
に引き出しましょう
一般的なダイエットの目標として、脂肪に
由来するカロリー摂取を全体の15％まで
にすることが提唱されていますが、
フィッ
トネスの観点から行われたいくつかの研
究では、さらに脂肪を制限することには
何ら利点がないことが指摘されていま
す。何十年と聞かされてきたのと違って、
脂肪は健康の敵ではありません。実際に
は、健康な体を維持するには欠かせない
脂肪も存在します。特に、魚、ナッツ類、
ア
ボカドなどに含まれる不飽和脂肪は重要
です。

体に悪い仕事をして
いませんか

健康な血圧
健康な血圧を保つために、温かくておい
しいオートミールの朝食をとりましょう。
このほどの調査で、水溶性食物繊維が豊
富な非精製オート麦を毎日食べた人の血
圧測定値が大幅に低下したことが判明し
ました。また、同じ研究で小麦とオート麦
の繊維質を比べたところ、オート麦由来
の繊維のほうが健康的な血圧とコレステ
ロールの制御により有効であったことも
分かりました。

お茶飲んで
日常的にお茶を飲んで、精神面の能力を
守りましょう。茶葉に含まれるフラボノイ
ド類に認知機能を保護する働きがあるこ
とは、いくつもの研究で明らかにされて
います。その利点は1日に淹れたてのお
茶をカップ1杯ほど飲むだけで得られる
そうです。ずっと認知機能を維持したい
なら、朝のお茶を習慣にしてみて下さい。

近頃ある研究で、一日中机に向かってい
る人は、
こまめに水飲み場に足を運ぶと
よいことが示されました。何時間も座りっ
ぱなしでいると、筋肉が仮死状態のよう
になり、
リポタンパク質リパーゼという代
謝の鍵となる脂肪分解酵素が減って、脂
肪や糖を燃焼しにくくなってしまうという
ことです。
しかしながら、
この問題は30分
ごとに2分ほど動くだけで解決できます。
コンピューターや携帯電話のアラーム機
能を利用して、席を立つタイミングを逃
さないようにしましょう。また、その都度
水を飲めば、1日に大きなグラス1杯分の
目標量を達成することもできます。

Falling in love
愛される男性は、予想外のメリットが期
待できるそうです。最近の研究で、既婚男
性はシングルの男性よりも血圧の動向が
健康的であることが分かりました。ただ
し、単に結婚しているだけでは不十分で
す。別の研究では、伴侶に支えられている
ことを実感している人のほうがそうでな
い人より動脈内壁のカルシウム蓄積が少
なかったと報告されています。
5

フィットネス
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運動する時間を作るには
健康になりたいと願う人々にとって、最大の課題のひとつは、体を動かす時
間を見つけることかも知れません。現代人のライフスタイルは何かと慌ただしく、スケ

ジュールは過密ぎみです。そんな中でも運動する時間を作るためのヒントをまとめてみました
ので、参考にして下さい。

1.

時間の使い方を見直す

運動のための時間を作るには、
まず
今現在の時間の使い方を把握する必要があ
ります。２、３日ほどの間、いつ何をしている
か、
メモをとってみましょう。毎日の日課や家
事で手一杯と感じているかも知れません
が、思っているよりも休憩時間はあるはずで
す。時間の使い方を見直してみると、お気に
入りのエクササイズを楽しめる可能性があ
ることに気づくでしょう。

2. 計画を立てる

回、
ランチ前に1回、夕食後に1回、その他に
も体操する程度のチャンスは何回かあるは
ずです。ほんの数分の隙間時間を活用して
体を動かしていれば、その積み重ねが違い
を生みます。

5. 量より効率

ステップエアロビクスや水泳、クロ
ストレーニングなど、上半身も下半身も同時
に使う運動は効率的です。
さほど量をこなし
たつもりはなくとも、
しっかりとカロリーが燃
焼されます。全身運動は貴重な時間を有効
に活用するうえでも見逃せません。

実際の時間の使い方が分かったら、
まとめて済ませることのできるものや、優先
順位を下げてよいものも見えてきます。そん
同時進行
な予定を整理して、日課の中に運動の時間
を確保しましょう。いつもやっていることに
犬を散歩に連れて行くか、運動をす
少し工夫を加えるだけで、朝のジョギングや
るべきかを二者択一で考えていませんか。
午後のジム通いは可能になります。
同時進行で両方こなすことが解決策になる
こともあります。犬は運動の仲間として理想
的です。裏庭に離して用を足させるのではな
計画どおりに実行する く、犬と一緒に近所を30分ほど散歩しましょ
う。必要な運動ができるだけでなく、犬も大
月間カレンダーを目につきやすい 喜びします。
場所に掲示して、1日の運動をこなす度に太
い黒のマジックペンでその日の欄に大きくX
印をつけましょう。運動しなかった日は、赤
フォーカスを切り替える
いマジックペンを使って下さい。
しばらくす
ると、黒で埋まるはずの欄に赤いXがつくの
良くも悪くも、普段の意識の持ち方
を嫌だと思うようになります。
こんなことで
によって、引き寄せられてくる物事や人、体
も毎日運動する動機につながります。
験、状況は異なってきます。運動をさぼって
しまった時の気まずさではなく、運動した
後の達成感と爽快さにフォーカスを合わせ
1分を最大限に有効活 ましょう。
このように切り替えて考えること
で、ポジティブな意識を持ち続け、運動の習
用
慣にも前向きに取り組んでいくことができ
たった1分でも時間は貴重です。1時間ほど ます。
ジムに行けたらいいのに、
と思われるかも
知れませんが、1日のうちに10分のエクササ
パートナーと組む
イズを6回できれば、同等の運動ができたと
考えても構いません。
まずは5分ほどの体操
体力作りに前向きな仲間と組むと、
をこまめにすることから始めてみましょう。
互いを励まし合ってやる気を持続させるこ
起きてすぐに1回、ミーティングの合間に1

6.

3.

7.

とができます。仲間が待っていると思うと、な
るべく休まないようにしようという気持ちに
なります。
これは相手にとっても同じです。人
ひとりの意志の力はすばらしいものですが、
仲間と力を合わせることで、限りない可能性
へのドアが開きます。

9. 水分補給を忘れずに

水分の不足した状態で運動を始め
るのは良くありません。運動の効果が落ちる
だけでなく、疲労を感じやすいので、早めに
切り上げたくなってしまいます。日中にこま
めに水分補給して、潤った状態で運動がで
きるようにしましょう。

10.

移動を兼ねて体を
動かす

車や乗り物に頼らず、歩いたり自転車をこい
だりする機会を増やすと、
より健康的な生活
ができます。近所の店にちょっとした買い物
に出るときや、友達の家を訪ねるときなど、
なるべく自分の足を使うようにすることで、1
日あたりの運動量を劇的に増やすことがで
きます。エレベーターのかわりに階段を使う
のも効果的です。
ちょっとした改善でも積み
重ねれば、1日が終わるまでに結構な時間を
運動に費やしたことになります。

4.

8.
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ボディランゲージ
コミュニケーションスキルを高めれば、
様々な方面で役立てることができます。
意思疎通がうまくいくと、職場でのミーティングから友達との集まり、家族とのひと時に至るまで、
あらゆる人間関係を円滑で有意義なものにすることができます。

あなたが口頭で発する言葉は、コミュニケ
ーション全体のほんの一部に過ぎないこと
はご存知ですか。実は最も強いメッセージ
は言葉以外から発信されています。それが
ボディランゲージです。
コミュニケーションのツールとなるのは、口
だけではありません。腕や足、顔、姿勢など、
人は全身で周囲の人々に対してメッセージ
を送っています。
この常時発信されている非
言語的メッセージはボディーランゲージと
呼ばれています。

ディランゲージの例ですが、実際のボディラ
ンゲージはとても奥深く、嘘を見抜く方法を
知るために法務官や専門家が研究している
ほどです。ボディランゲージによるメッセー
ジの効果的なやり取りをマスターするには、
その複雑な仕組みをよく理解しなければな
りません。

コミュニケーションにおいてボディランゲー
ジが重要な理由としては、本人が意識してい
るかどうかに関わらず、言葉以上に深い感
情を表現することが多いためです。例えば「
ありがとう」
と言うときに表情が何を語って
私たちは通常、ボディランゲージで何を表現 いるかを考えてみましょう。にっこりと微笑み
しているかをあまり自覚していません。
ながら言った場合は、相手はあなたの顔を
見て、感謝の表現として受け止めてくれま
一部の専門家の説によると、
コミュニケーシ す。
ところが顔をしかめていたり、前後の口
ョン全体に占めるボディランゲージの表現 がへの字になっていたりすると、メッセージ
力は90％以上にもなるということです。本人 は別物となります。いかにも不承不承といっ
が無意識であることが多いことを考えると、 た顔では、形式的に仕方なく言っている、あ
その重要性はさらに増すと言ってよいでしょ るいは皮肉で言っていると受け取られても
う。また、初めて会う相手やお互いをまだよ 仕方ありません。
く知らない段階では、ボディランゲージはさ
らに雄弁になるとも考えられます。最初の一 ボディランゲージは簡単にコントロールで
言が口から出るよりも早く、たくさんのメッ きる時もあれば、感情的になりすぎて制御
セージがやり取りされているのです。
できなくなる時もあります。特に激しい口論
や極度にストレスのかかる状況では、普段
特に意識していなくても、基本的なボディラ はコミュニケーション上手な人でも、ボディ
ンゲージは本質的に伝わりやすいもので ランゲージのコントロールに苦慮します。
す。友達が微笑んでいたら、その人は幸せな
気分なのだと分かります。同僚がそわそわと ボディランゲージは普段あまり意識されて
した様子であれば、緊張しているのだな、
と いません。本人に自覚はなくとも、
どんな気
判断するでしょう。いずれも分かりやすいボ 分で誰に接しているかによって、ボディラン

ゲージは変化します。自分のボディランゲー
ジを意識的に観察するよう努めると、コミュ
ニケーションの向上に効果的なだけでなく、
他の人々のボディランゲージからも多くを知
ることができるようになります。
仕事でも私生活でも、理解と信頼につなが
るボディランゲージを使えるようになると有
益です。今後顧客になる可能性のある人と
接するときは、腕や足を組むのは望ましくあ
りません。凝視するでもなく避けるでもない
「受動的」アイコンタクトで相手の視線をと
らえておくことは大切です。
また、相手のほう
にわずかに乗り出すような姿勢で話を聞く
と、関心をもっている、
という印象になりま
す。
もしあなたが誰かに話をしている時に、相
手が腕を組み、正面とはずれた方向を向い
て、全く視線を合わさないでいたら、
どう感
じるでしょうか。それと同じ印象をあなたは
相手に与えたいと思いますか。
何らかのメッセージが常時全身から発信さ
れているわけですが、特に雄弁な非言語コ
ミュニケーションは顔の表情でしょう。顔は
会話中に最も視線の集まる場所です。発話
している間も、唇、あご、目、眉、額、鼻、頭の
位置などが静かなるメッセージを送ってい
ます。
眉が上がると、驚きを感じたことが伝わりま
す。あごを突き出していると、頑固さや憤り
9

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。◊

© 2015 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。

が見て取られます。鼻にしわを寄せれば嫌悪感の表れと受け止め
られるでしょう。話し相手は常にあなたの顔を見ているわけですか
ら、
こういったメッセージは非常に強力です。

から、特に何かに怒っているわけではなく、単に部屋が寒いせい、
と
いうこともあり得るわけです。

また、ボディランゲージは文化によって大きく異なります。あなたに
受動的なアイコンタクトを維持する方法は、コミュニケーションの とって何でもない動作やジェスチャーが、他の文化では非常に不快
専門家が初心者に早い段階で指導することのひとつです。効果的 なものと受け取られる場合があります。
なコミュニケーションスキルを身につけたいなら、適度なアイコン
タクトのとり方はすぐにでもマスターすべきです。
これは相手の意 相手のボディランゲージを的確に読み取るには、その人全体をよく
識を引き付けるうえでポジティブな要素となる顔面のボディランゲ 見るだけでなく、状況やこれまでに知り得たことなども加味して、何
ージです。アイコンタクトの使い
を伝えようとしているのかを考え
方を覚えたら、自分の表情を常に
る必要があります。
意識するようにしましょう。笑顔を
見せたりウィンクしたりするタイ
腕、足、手、足、指、姿勢、動作、位
ミングが分かると、有効に活用で
置など、あらゆる組み合わせで体
もしあなたが誰かに話をしている時に、相手
きます。
は複合的なメッセージを発信し
が腕を組み、正面とはずれた方向を向いて、
ています。顔 の 表 情もそうで す
また、笑顔が不適切な場合もある
が、体の各部位にも言葉以上に
全く視線を合わさないでいたら、
どう感じるで
ことも知っておくべきです。悲し
深い意味が込められているもの
い話をしているのに相手がずっ
です。ボディランゲージを知ると
しょうか。
それと同じ印象をあなたは相手に与
とにこにことして聞いているよう
いうことは、たくさんの手がかり
えたいと思いますか。
であれば、
この人には注意したほ
を探してつなぎ合わせるパズル
うがよいと思われるでしょう。
に似ています。木を見て森を見
ず、では解くことはできません。同
ボディランゲージの複雑さは、同
時に発信されている複数の情報
じ風体や動作でも、時と場合によって意味が異なってくる点にあり を総合的に判断しなければなりませんので、そのうちのわずか1つ
ます。例えば話しかけた相手がこちらをなかなか見ようとしない場 か2つにとらわれて他を見過ごしてしまうと、誤解につながります。
合、相手は今からあなたが言おうとしていることを恐れているかも
知れませんし、他の何かで忙しいのかも知れませんし、あなたと話 ボディランゲージはとても複雑です。人によって、また、文化によっ
をすることを望んでいないのかも知れません。あるいは、単に恥ず て意味するところが変わってきます。それでも、少し時間を割いてし
かしがりなせい、
という可能性もあります。ボディランゲージの特定 ぐさの背後にある意味を理解するよう努めると、効果的なコミュニ
の側面だけに固執すると、他の重要な情報源を見落としてしまうこ ケーションの方法が学べます。口述されないメッセージの強さを忘
とになりかねません。腕組みは一般的には憤りや拒絶を示すと考え れないようにしましょう。
られていますが、部屋が寒い時にも腕を組むことはあります。です
11
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ポジティブな波に調和する
自分の望む生き方を現実のものにしようとする場合、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。

どうしてそ のようなことが 起こりうる の
か、疑問に思われるかも知れません。意識
の持ち方次第で良くも悪くも人生は変わ
るわけですが、これを理解するには、エネ
ルギーにつ いてい つくか 知っておくべき
ことがあります。
まず第一に、あなたは肉と骨だけの存在
で は ありませ ん 。エ ネ ル ギ ーと思 考 、情
緒、感 情、この 全てもまた 、あ な たという
存 在を成り立 た せています。思 考 が 人 間
の内外にどのような影響を及ぼすかにつ
いては、現代科学の最先端で研究が進め
られています。ある人 間 のその日その 時
の世界観には、思考、情緒、感情といった
エネルギーが投影されています。

ことで、私 たちは す ばらしい ハ ー モ ニ ー
を奏でることができるのです。
もちろん、共鳴はポジティブな周波だけで
なく、ネガティブ な 側でも生じ得ます。ネ
ガティブな考え方ばかりしていると、ネガ
ティブなエネルギーと合うようになってし
まいます。エネルギーは、プラスにもマイ
ナス にも作 用します。あ な た は 好ましい
物 事、人々、体 験、状 況と調 和してい た い
ですか、それとも、望まない物事、人々、体
験、状況に囲まれていたいですか。

自覚していようといまいと、あなたの意識
の 方 向 性 によって、あな た の 人 生 には ポ
ジティブ な 要 素もネガティブ な 要 素も引
き寄 せられています。これ は 引き寄 せ の
エネルギーは測定と定量化が可能です。 法 則と呼 ば れています。誰 かと口 喧 嘩 に
例えば、医 療 診 断 によく使 わ れる脳 波 図 なった時のことを思い出してみて下さい。
は脳の、心電図は心臓のエネルギー特性 口論の後、嫌な気分が長く燻ったりしませ
を測定し表したものです。
んでしたか。それはおそらく、機嫌の悪さ
にネガティブ な 要 素 が 引き寄 せられて、
エネ ル ギ ー に は、電 気、熱、光、音 など様 ネガティブな状態をこじらせてしまったか
々な 形 態 がありますが、い ず れも周 波 数 らで す。ネガティブ な エネ ル ギ ー に 遭 遇
で表すことができます。例えば赤、黄とい することがあっても、それはそれとして一
った色にはそれぞれに特有の周波数があ 旦受け止めた後で流すなり切り替えるな
ります。
ドの♯、レの♭にも特有の周波数 りすれば、ネガティブな波に引きずられる
があります。母親の声も、赤ん坊の声も周 ことはなくなります。
波数で表せます。
わざわざ自分を敵に回して格闘する必要
これらはまぎれもない事実です。ならば、 はありません。自分 がしたこと、考えたこ
ポジティブな思考に伴うエネルギーには とを責めたり疑ったりする気持ちは、内な
ある一定の周波数の範囲があり、別の範 る自己と闘っている状態です。渦巻く感情
囲の周波数がネガティブ思考の特性を示 に翻弄されているうちに、どんどん時間が
す可能性もあると考えられるのではない 経っていくことでしょう。今現 在を笑顔で
でしょうか。そして、ポジティブな考え方を 楽しく過ごしたければ、そこから抜け出さ
維持するということは、私たちの身の回り な けれ ば なりません。人 生で 唯 一自分 の
にあるポジティブなエネルギーに共鳴す 意 のままに なること、それ はあ な た自身
ること、と言ってもよいでしょう。そうする の意識の持ち方です。この真意が分かれ

ば、あなたも自分の力で自分の人生をコ
ントロールできます。ネガティブな要素は
単 なる比 較 の 対 象 物となり、あな た の 人
生 に入り込んでくることは なくなります。
すばらしいことだと思いませんか。
単純な話、望ましくないことばかり考えて
い たら、自分 が 本 当 に 望んで いることに
費やす時間もエネルギーもなくなってし
まいます。自分の心の動きを把握し、思考
の 基 盤をポジティブ な 範 囲 に置くことを
学べば、望む人生を歩むことができます。
あなたがポジティブな周波を維持してい
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 発 するエネ ル
ギーの 波 が 強 い ほど、調 和も促 進される
でしょう。
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隠れた糖分
このほど、5年ごとに開催されるアメリカ食生活指針諮問委員会で、健康的
な食事のための新たなガイドラインが発表されました。その中で、糖分の摂取量
を減らすよう強く推奨されたことが注目されていますが、同様の提言は他の主立った保健関連
団体からも多数上がっています。

それでも、
このような公の場で糖分摂取が
脂肪以上に危惧されたことは注目に値する
と言ってよいでしょう。脂肪はエネルギー消
費に見合った適切な量であれば、充分に健
康的な食生活の構成要素となり得ます。
これ
については、既に多くの専門家が同意して
います。
加工包装食品が多用されている現代社会で
糖分摂取を抑えることは、容易ではなさそう
です。
スーパーでは、パンやシリアル、マヨネ
ーズ、ピーナツバター、ケチャップ、
スパゲテ
ィーソースといった食品が日常的によく売
れています。今、例にあげた食品全てにひと
つの共通点があるのですが、それは何かお
分かりでしょうか。答えは、糖分が加えてある
ことです。

れますが、同時に慢性的な炎症を軽減する
とともに、脂肪の蓄積を促進します。
慢性的な糖分過多の食事は、今日では一般
的な、糖尿病、心血管疾患、虫歯その他の多
くの病気に関連しています。特に肥満は明ら
かな例と言えます。砂糖を加えた加工食品
が広く流通するようになってから、お腹周り
の大きな人がずいぶんと増えました。お腹
周りに脂肪がつくと、健康上のあらゆる問題
につながる可能性が出てきます。
あなたは毎日自分が摂取している糖分の量
を正確に把握していますか。

例えば、350mlの炭酸ジュース1本には、40g
(小さじ10杯分) もの砂糖が溶け込んでいま
す。コーヒーや紅茶を1杯飲むときに、小さ
ほんの数十年ほど前は、砂糖といえば台所 じ10杯もの砂糖を入れる人はまずいないで
にある調味料の一種に過ぎませんでした。 しょう。それが缶ジュースなら気軽に飲めて
食事は家庭で調理したものを食べていまし しまうのです。家庭の食卓に缶入りのみなら
たから、
日々どの程度の砂糖を消費している ず、ペットボトルの甘いソーダが登場するこ
かは家庭で把握できていました。
ところが現 とも現代では珍しくありません。
また、1人前
代では、ありとあらゆる食品に砂糖が使われ の分量が驚くほど大きくなっているのも問
ています。一見、砂糖を使っているようには 題です。映画館では2リットル近い巨大なサ
思えない食品にも、忍び込んでいたりする イズで売られていることもあります。大まか
のです。
このような隠れた糖分の存在は、健 に計算しても小さじ53杯、2カップ分もの砂
康的な食事を心がけている人でも糖分を過 糖が1人前に含まれていることになります。
剰に摂取してしまう危険性につながってい 砂糖2カップを目の前にしたら、一度にたい
ます。
らげようという気にはならないでしょう。そ
れでも形が変われば、意識せずとも簡単に
少量であれば健康的な食事の一部となる糖 摂取できてしまうのが問題なのです。今現
分も、過剰に摂取すると体に害を及ぼしま 在、日々の糖分の摂取量を正確に把握でき
す。
そして、特に大量に口にしたつもりはなく ている人はほとんどいません。そして、食品
とも、過剰摂取に陥る可能性は充分にあり 業界も協力的ではありません。
ます。なかでも簡単に分解吸収できるタイ
プの糖は要注意です。砂糖（スクロース）を 加工食品には様々な糖類の名前が列挙され
はじめとする精白糖は化学構造が比較的単 ていますが、糖蜜、果糖、乳糖、
ブドウ糖、
ショ
純なため、急速に体内に取り込まれます。す 糖はともかく、コーンシロップ、フルクトー
ると血糖値が急激に上昇し、爆発的なエネ ス、デキストロース、マルトース云々となる
ルギー増加をもたらしますが、その後すぐ と、糖分として認識されないよう、わざと分
に反作用でエネルギーが減退し、気分が低 かりにくくしているような印象さえ受けます。
迷してしまいます。また、血中の糖が急増す
ると、インスリンが分泌されます。インスリン そして、様々な名称の糖分が、意外な場所に
は血糖値を安全な範囲に保つために使わ 隠れています。例えば、低脂肪タイプの食品

に大量の糖分が入っているケースは多々あ
ります。脂肪は風味を豊かにします。脂肪を
除去すると、味気なくなってしまいがちです。
低脂肪をアピールしても、
まずくては売れま
せんから、食品メーカーにとってはその物足
りなさを補う対策が必須です。その対策とし
て一般的なのが加糖です。典型的なのがサ
ラダ用のドレッシングです。
低脂肪タイプのドレッシングの栄養表示を
読んだことはありますか。一度、脂肪をカット
していないドレッシングと糖分の量を比べ
てみて下さい。
ドレッシングを使うなら、
自分
で作ったものが一番です。少量のオリーブオ
イルとお気に入りのビネガー、ハーブを混ぜ
るだけのビネグレットなら、手軽でおいしい
サラダの味付けになります。
低脂肪のクッキーも脂肪を砂糖に置き換え
ています。バターその他の脂肪分を使わな
いクッキーなど、
とても食べられたものでは
ありません。おいしさを取り戻す最も簡単な
方法は、砂糖を使うことです。いくら低脂肪
でも、脂肪と砂糖を一緒に摂ると、肥満への
近道に入ってしまいます。
できるだけ天然食材を使って自炊をするだ
けで、食品に隠れている糖分を避けることが
できます。自分で作ると、糖分の摂取量もき
ちんと把握できます。
加工食品を利用する場合でも、低脂肪がヘ
ルシーとは限らないことを意識することが
大切です。砂糖を使っているのは甘いもの
だけではありません。必ず成分表示ラベル
を確認しましょう。パン、
ヨーグルト、ソース
類などなど、
日常的に買っているものにどれ
だけ糖分が含まれているかを知れば、驚き
つつも、
より賢明な選択ができるようになる
はずです。
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年齢に負けない筋肉を
体力作りを始めるのに遅すぎることはありません。それは人体の最もすば
らしい特性のひとつと言ってもよいでしょう。高齢期を健康に過ごすには、アクティ
ブな生活で筋肉量の維持に努めることが重要です。

残念ながら、現状では、そのような意識が
ないばかりか、けがを恐れてなるべく動か
な いようにしている人 が 少 なくありませ
ん。動かずにいると筋肉は萎縮し、いっそ
う動かしにくい体になってしまいます。思
うように動けないと、足元が滑ったりつま
づ いたりして転びやすくなり、さらに恐怖
心が増して、健康上の問題につながってい
くという悪循環に陥ります。
多くの高齢者にとって、転倒の恐れは現実
的な問題です。いくつかの統計データによ
ると、年間に65才以上の高齢者の3分の1
以上が転倒を経験しているようです。そし
て、イギリスだけでも毎年30万人以上の
高 齢 者 が 骨 折 に至っているということで
す。特に骨盤骨折などは深刻な合併症に
つながる可能性があり、恐怖を感じるのは
大げさなことではありません。

が重なっているからです。筋肉を失うこと
の恐ろしさはここまでの記述で充分でしょ
う。
しかしながら、悪いことが現実になると
は限りません。たいていの問題は適切に
体をケアすることで防げます。
筋肉量が影響するのは可動性とバランス
調整力、筋肉の強度だけではありません。
ある研究では、興味深いことに、筋肉量は
免疫系に多大な影響を及ぼすと指摘して
います。高齢者では特に除脂肪筋量の割
合の高い、引き締まった体つきの人のほう
が、筋肉の萎縮してしまった人よりも免疫
系の機能が高い状態にあることが示され
たのです。
ネガティブな見かたをすれば恐ろしい話
ですが、ポジティブな視点から考えれば解
決法は明らかです。高齢になってからも健
やかで幸せな生き方を手にするのは、何
ら難しいことではありません。アクティブに
暮らすこと、それだけで自らの健康に大き
く寄与することができるのです。

筋肉の質量は、運動の習慣を維持してい
ない限り、加齢とともに自然に減少してい
きます。筋肉が減ると、体を支える力もバラ
ンス調整能力も衰えてしまいます。また、
骨密度も加齢とともに減少します。高齢者 転ぶのが怖くて椅子から離れられない生
に骨折が多いのは、
こういった複数の要因 活や、筋力が弱いために思うように動けな

い日々よりも、楽しい暮らし方をしたいと
思いませんか。そのためにも、アクティブ
でいることは簡単かつ効果的な対策とな
ります。
無理にマラソンに挑戦したり、ジムで重量
挙げに勤しんだりしなくても、アクティブな
ライフスタイルは実現できます。何をもっ
てアクティブとするかは年齢や能力に応じ
て様々な解釈が可能です。何ヶ月も何年も
座りっぱなしでいた人も、ほんの少し体を
動 か すだ けで 効 果 が 期 待できます。さら
に、ポジティブな気持ちと簡単な運動の効
き目に意識を集中させていれば、自然と中
程度の活動を楽しくこなせるようになりま
す。
運動の習慣を身につけることで、転倒の事
故やこれにともなう恐怖感や骨折の危険
性を低減できます。
これはどの年齢層の人
にも言えることです。筋肉に負荷をかける
運動は、筋肉の衰えを防ぐためにも、筋肉
を増やすためにも欠かせません。ただし、
運動をしなくなって長い時間経ってしまっ
た場合は、医師に相談して無理のない適
切な方法で始めたほうがよいでしょう。転
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倒の恐怖にとらわれなくなると、より健やかに幸せに毎日を楽し
むことができます。これからの黄金時代を満たされた気持ちで生
産的に生きていけるでしょう。
運動が免疫系に及ぼす影響は少なくありません。筋力トレーニン
グであれ、有酸素運動であれ、お気に入りのスポーツであれ、体
を動かすことはストレスの解消になります。ストレスが免疫系の
機能を低下させることはよく知られています。ストレスを感じやす
い時期こそ、定期的な運動が必要です。
筋肉量を増やすには、筋力トレ
ーニングが効果的です。日常的
に適量をこなすことで、誰もが
利点を得ることができます。重
た いダ ン ベ ルと格 闘 するよう
な、辛い試練は無用です。除脂
肪筋量を少しでも増やすことが
できれば充分です。ゴムバンド
やフリーウエイトなど、自宅で
気軽に使えるエクササイズ用品
は安価で手に入ります。水を入
れたペットボトルやスープの缶
詰 なども筋 肉 に負 荷 を か ける
運動に利用できます。

また、水の抵抗力が筋力強化に役立ちます。泳げなくても大丈夫
です。水中ウォーキングは衝撃性の低い高齢者に適した運動で
す。 胸のあたりまで浸かる深さであれば、腰や膝、足首の関節に
かかる負担を浮力で軽減できます。水の抵抗が重く感じられるか
も知れませんが、それが筋肉を効果的に鍛えてくれます。体力作
りへの大きな一歩となるに違いありません。
筋肉量と免疫系の直接的な相関性を示す研究データが発表され
ていることと、体力をつけることで得られる健康上の利点の数々
を考えれ ば、筋 肉 量 は 年 齢 に負
けずに健やかに暮らすための鍵
と言ってよいでしょう。

長らく運動していなかった人は、手始
めにプールへ行ってみるとよいでしょ
う。水中では浮力が働くので、転ぶ心
配はありません。
また、水の抵抗力が
筋力強化に役立ちます。

カロリーは筋肉で燃焼されますので、筋肉が増えれば、同じ有酸
素運動をしていても、より多くのカロリーと脂肪を燃焼できるよう
になります。
この効果も年齢を問いません。
長らく運動していなかった人は、手始めにプールへ行ってみると
よいでしょう。水中では浮力が働くので、転ぶ心配はありません。

どんな運動でも、体を動かすと気
分が良くなります。それは活発に
動いていると体内で気分を自然
に向上させる物質が分泌される
からです。シニア世代でも、アクテ
ィブに暮らすことで心身ともに良
好な状態でいられます。いい気分
でいれば、アクティブなライフス
タイル の 好ましい 点 に注目する
のも簡単です。

筋力トレーニングは力こぶを大きくするだけのものではありませ
ん。いつでも、いつまでも、より健やかに幸せに生きるための手
段なのです。アクティブな毎日を楽しみながら筋肉量を維持しま
しょう。それが健康な体で自信をもってやりたいことができる人
生につながります。

19
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グルコサミンとその仲間たち
人体には動かすことのできる関節が200以上も存在します。成人の骨の数が全

部で206本であることを考えると、ずいぶんと多いように感じられますが、
どの関節も日々私たち
がこなす動作を可能にしてくれています。あなたは関節を守るために何かしていますか。

関節は靭帯、筋肉、軟骨で支えられていま
す。体のどの部位でもそうですが、関節もま
た、食事から得られる栄養素の影響を受け
ています。関節に優しい栄養素として最も有
名なのはグルコサミンです。
グルコサミンは
アミノ糖の一種で、軟骨の維持と生成を助
けています。関節の健康に役立つ栄養素は、
グルコサミンだけではありません。抗酸化
物質、ヒアルロン酸、硫黄化合物、オメガ3脂
肪酸も大切な役割を担っています。
軟骨の維持には、
グルコサミンが刺激となっ
て産生されるグルコサミノグリカンが使わ
れることが分かっています。
そう遠い昔のことではありませんが、3年以
上にわたり硫酸グルコサミン投与を試みた
結果、関節機能が25％も向上したという研
究が発表されました。健康な関節の構造と
機能におけるグルコサミンの補助効果が理
解されたという点で、
それは画期的なニュー
スでした。
その後もグルコサミンの有効性が次々と立
証され、サプリメントも市販されるようにな
りました。健康な関節を守るために、
グルコ
サミンのサプリメントを愛用している人はた
くさんいます。
ヒアルロン酸もまた結合組織の重要な構成
要素です。ヒアルロン酸は関節その他の組
織で、
クッションや潤滑油のような役割を果
たしています。ヒアルロン酸はコラーゲンや

エラスチンに結合して軟骨を形成し、水分子
を保持することにより、滑らかで柔軟な動き
を助けます。
関節の健康上、重要な栄養素をもうひとつ
挙げるなら、MSM（メチルスルフォニルメタ
ン、
またはジメチルスルホン）
でしょう。MSM
の効果は人づてに知られるようになり、サプ
リメントも普及しました。

酸、MSMに加えて、抗酸化物質の豊富な食
事を心がけることです。
どんな動作も関節の健康状態次第です。一
部だけにこだわらず、全身の関節をいたわ
ることも忘れないようにして下さい。柔軟性
を高める運動と健康的な食生活を組み合わ
せ、
自由に動かせる体を維持しましょう。

コラーゲンの生成と維持には硫黄が必要で
す。関節が気になってるかどうかは別にし
て、食生活で充分な硫黄を摂取できていな
い人は多いようです。必須ミネラルの硫黄
は、卵やニンニク、
タマネギなどから摂取で
きますが、MSMのサプリメントで効率的に
補給できます。
フリーラジカルは関節組織に悪影響を及ぼ
します。抗酸化物質を豊富に含む野菜や果
物をたっぷりと食べれば、関節内にフリーラ
ジカルが蓄積したり、それによって軟骨が劣
化したりするのを防ぐ作用が期待できます。
グルコサミン、ヒアルロン酸、MSMのサプリ
メントは入手が簡単です。日頃の食生活で
充分に摂取できていないと感じているなら、
取り入れてみるとよいでしょう。書類にサイ
ンする時も、マラソンをしている間も、体の
あちこちで関節は働き、適切な栄養を必要と
しています。関節の正常な機能をサポート
す る に は 、グ ル コ サ ミン 、ヒ ア ル ロ ン
21
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想像力を育むには
創造性の有無は生まれつきのものだと思っている人は少なくありません。

子供に創造的な能力があるかどうかは、親の力では変えられないと考えているのでしょう。
ところ
が真実はそうではありません。創造性も想像力も、育むことができるスキルです。子供の想像力
を伸ばすのも、親の仕事のひとつなのです。
あなたが子供に与える食べ物が育ち盛りの
子供の体と脳に大きな影響を与えているこ
とはご存知ですか。専門家がある種のビタ
ミンやミネラル類の豊富な食品を子供に食
べさせるよう推奨しているのは、授業中も休
み時間も活動できるエネルギーが食品から
供給されることを熟知しているからです。
小さな体と大きな想像力には燃料補給が必
要です。それは1日の始まりのヘルシーな朝
食から始まります。1日のうちで最も重要な
食事は朝食だ、
という話を聞いたことはあり
ませんか。
これは特に学童期の子供たちに
よく当てはまります。朝食を食べる子供たち
のほうがよく活躍することは、多数の研究で
何度も証明されています。
しかも、成績が良
好な傾向があるだけでなく、問題行動が少
ないことも指摘されています。
残念ながら、子供向けに販売されている朝
食用の食品は、砂糖などの精白された炭水
化物、脂肪、着色料、防腐剤、香料が大量に
使われています。このような食品を食べる
と、短時間のうちにエネルギーが激しく上下
し、午前中のうちに疲労感に襲われてしま
い、授業に集中できなくなったり、望ましい
行動がとれなくなったりしてしまいます。
ランチの時間まで心身に燃料を供給し続け
るには、タンパク質と複合炭水化物を豊富
に含む朝食が必要です。タンパク質と複合
炭水化物は消化に時間がかかるぶん、エネ
ルギー供給が安定して持続します。ですか
ら、頭脳もお昼までしっかりと働くことがで
きます。
子供に必要な栄養をしっかりと与えたら、創
造性を高める活動をさせましょう。子供と一
緒に物語を作るのは、子供たちの創造性を
豊かにするだけでなく、親も楽しめるすばら

しいアイデアです。
ご自身の創造性に自信が
なくても、心配は無用です。上手な語り手に
なれなくても、子供の自由な発想をどんどん
組み入れて物語にしていけばよいのです。
親子そろって、楽しく創造性を働かせること
ができるでしょう。

に外れることで怒られるのではないか、
とい
うように子供に気を揉ませることのないよ
う、のびのびと探求させるのです。

一方では、息抜きの時間に画面を見ないと
いうルールを決めておくことも大切です。コ
ンピューターやテレビ、
タブレット、ビデオゲ
そんな時間を確保することと同様に重要な ームやスマートフォンなど、電子機器の画面
のは、子供に適した空間を割り当ててやるこ に向かう時間が長すぎると、創造性が育ち
とです。親が正気を保つためにも、家庭内で ません。創造性が花開くのは、子供たちが自
子供が自由に遊べるスペースは決めておく 力で楽しく過ごす時です。受動的にテレビを
のが得策です。遊んでいるうちに高価な花 見るのではなく、読書や図画工作など、芸術
瓶を割ったりリビングを汚したりしないか、 的活動につながることを奨励しましょう。
ひやひやすることもなくなります。地下室や
ガレージがあれば、お絵かきで汚れても工 親にとっては難しいことかも知れませんが、
作でちらかってもあまり気になりません。
子供の最終的な成果よりも、何かを成し遂
げようとしている過程に焦点を合わせること
材料を与えてやれば、子供たちはそれぞれ は大切です。親なら子供が成功者として人
に何かを表現し始めます。遊んでいる間は、 生を歩むことを願うものですが、勝つこと、
子供たちの主体的な想像力に任せましょう。 頂点に立つことだけでは学べないものもた
大人が立てた構成に基づく指示は、逆に想 くさんあります。取り組んでいる間は楽しか
像力を抑制してしまう可能性があります。子 ったか、やってみて一番気に入ったことは何
供には、独自のアイデアと想像力で楽しく遊 か、
という風に、焦点を過程に合わせた質問
ぶ方法を自力で見つけさせてあげて下さ を投げかけてやって下さい。想像力を発揮
い。遊び心は人生を充実したものにするうえ する遊びと創造は、人間にとっても、文明の
で欠かせない素養のひとつです。一部の専 進歩にも欠かせない精神活動です。
門家の間では、自由に遊ぶことを制限され、
退屈な教育にじっと座って集中することを
強要されることが、注意力欠陥障害（ADD）
や注意欠陥多動性障害（ADHD）の増加傾向
に拍車をかけていると考えられています。最
近フィンランドで実施されたある研究プロ
グラムでは、公立学校で授業を1時間終える
ご と に 1 5 分 の 自 由 時 間 を 与 え た とこ
ろ、ADDやADHDの薬品使用がほぼゼロに
減少したということです。
子供の突飛なアイデアも問題解決になるか
ならないかの判断は保留して、そのまま受
け入れて見守ってやりましょう。大人の期待
23
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夏こそチャンス
夏はアクティブになれる季節です。冬と比べると、自然と活動量が増えることを感じてい

る人は多いのではないでしょうか。
これはもちろん気候によるところが大きいと言えます。寒くて
暗い冬の間は屋内にこもることが多くても、気候のよい今の時期なら気軽に外に出ることができ
ます。ぜひこの機会にアクティブな過ごし方を楽しんで下さい。

サイクリングは夏におすすめのアクティビ
ティです。30〜40分ほど自転車を漕ぐと、
循環系によい有酸素運動になります。サイ
クリングは心血管系を丈夫にし、冠状動脈
性心臓病の発症リスクを抑えるのに役立
ちます。週に2、3回でも自転車で通勤すれ
ば、心臓のためになる運動をかなりの量で
こなせるでしょう。

身の体重移動などを駆使してコントロー
ルするという複合的な動作は、バランス感
覚を磨き、全身を自由に動かす能力を高
めてくれます。明晰な頭脳を維持するうえ
でもサイクリングは適しています。それは、
全身の血行が良くなって、心身ともにアク
ティブな状態でいられるからです。最近で
は、コンピューター映像を見ながら自転車
こぎの運動ができるサイバーサイクルも
サイクリングその他の有酸素運動は体重 登場しています。映像は、路上の他の交通
管理にも有効です。少し速めのペースで漕 状況や障害物を認識しながらルートを選
ぐようにしていると、比較的短期間に思っ んで進むようにプログラミングされていま
た以上のカロリーを燃焼することができま す。このようなバーチャル機能付きの運動
す。カロリーの燃焼を促進すれば、冬の間 が、テレビを見たり本を読んだりしながら
に増えた体重も落としやすくなります。サ マシンを漕ぐだけの運動よりも高齢者の
イクリングなど中程度以上の運動を習慣 認知機能維持に有益であることは、臨床研
にすると、代謝効率が向上します。
しかも、 究で証明されています。
代謝のよい状態は運動を終えた後も数時
間続きます。ですから、仕事を終えて自転 夏にぴったりの運動はたくさんあります。
車で帰宅した場合、その日の夕食で摂取す 自転車が苦手という方は、自分に合ったも
るカロリーを効率よく燃焼することができ のを探しましょう。ジョギング、マラソン、ハ
ます。
イキング、水泳、カヤック、カヌー、バスケッ
トボール、サッカーなど、選択肢は無限大
自転車は足に対する衝撃の少ない運動で です。外で楽しく体を動かせるものなら何
ありながら、もも、ふくらはぎ、臀部の筋肉 でも構いません。
に負荷がかかるので、下半身が引き締まり
ます。また、ハンドルを操作したり体幹の なかでも水泳は夏におすすめのエクササ
筋肉を使ってバランスを調整したりするの イズです。何と言っても、楽しく涼めるのが
で、腕や腹部にも効果的です。さらに、足 魅力ですし、有酸素運動と筋力トレーニン
が直接地面につかないので、走る動作より グを兼ねることができます。水泳は泳法を
も関節に対する衝撃が少ないという利点 問わず全身の筋肉を駆使するとても優れ
もあります。関節や足腰の負傷をした人に た運動です。水中では空気中よりも負荷が
とっても、サイクリングは魅力的なのです。 かかるので、あらゆる筋肉が強化されて体
が引き締まってきます。また、大きな動作
自転車に乗っている間、足では円形の軌道 を繰り返すことで可動域が広がり、心血管
で ペダ ルを踏 み、同 時 に腕 だ けで なく全 系の機能も向上します。

水泳は有酸素運動を主体としつつ、水中
の圧力が負荷となって筋力も鍛えられる
運動なのです。
暑い日は水に親しむことで涼しく楽しく健
康的に過ごしましょう。プールや湖、フィッ
トネスセンター、ジム、学校など、泳げる場
所はあちこちにあります。ただし、泳力によ
ほどの自信がない限り、資格を有するライ
フガードの監視が届かない場所では泳が
ないよう注意が必要です。
日常的な運動はどんな季節であれ日課の
一部であるべきですが、屋内にこもってい
るのがもったいないほどの季節にこそ、少
しでも時間を見つけたいものです。夏のよ
い時期を最大限満喫するためにも、外に
出て元気に体を動かしましょう。
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DHAと脳の健康
栄養科学分野ではここ数年、
オメガ3脂肪酸に関して爆発的な数の研究が
行われています。
この間、健康的な脂肪にまつわる情報はことごとくニュースや健康食品市
場を賑わせてきました。それにはしかるべき理由があります。

オメガ3脂肪酸はつま先から頭のてっぺんま
で全身くまなく存在し、数多くの重要な役割
を担っています。オメガ3脂肪酸と脳の相関
性は、殊に重要と言ってよいでしょう。

続していくことで中高齢になってからも健康
な脳を維持しやすくなるということです。

DHAは脳の発達や認知機能の保護に役立
つだけではありません。過去イギリスで、数
オメガ3系のなかでもDHA、つまりドコサヘ 百人の新生児を対象に、6才までの成長過
キサエン酸は、脳に重要な栄養素として広く 程を追う研究が行われ、その結果、母乳で育
知られています。乳幼児から高齢者に至るま てられた子供のほうが視力が良い傾向があ
で、脳の形成と健康維持にDHAが寄与して ることが分かりました。そしてその違いが網
いることは多数の研究で証明されています。 膜に集まるDHAの量にあったことが突き止
められました。健康な母親の母乳を通じて、
DHAは脂肪酸の類では最も長い構造をして 粉ミルクよりも高濃度のDHAが摂取できて
います。年齢を重ねつつも良好な状態の脳 いた、
というわけです。
を守ろうとするなら、DHAほど有能な栄養素
は他にありません。DHAはすべての脳細胞 ずっと後の年齢層では、DHAの摂取量が多
を囲む薄い膜の主な構成要素になっていま いほどアルツハイマー病をはじめとする認
す。
また、脳に存在する脂質のうち、何と最大 知症や神経変性疾患の発症リスクが低くな
25％をオメガ3脂肪酸のDHAが占めています ることを示すデータが続々と発表されてい
（少なくとも、そうあるべきとされています）。 ます。
この重要な栄養素が脳に占める割合
食事から十分なDHAが摂取できないと、体 を考えれば、驚くほどのことではないでしょ
は神経細胞膜内にある他の脂肪酸で代用し う。
ようとしますが、
これが非常に望ましくない
結果を招くことがあります。
この件に関してタフツ大学で行われた研究
では、血流中のDHA濃度を高めることでア
DHAは脳だけでなく、神経系全体にも豊富 ルツハイマー病のリスクが大幅に低減され
に存在します。
また、脳細胞から筋組織その るという相関性が明らかにされました。さら
他の細胞に信号を送る際に中継点となるシ に、初期の研究に続いて、9年間の追跡調査
ナプスという接合部にもあります。
も行ったうえで、血中のDHA濃度の最も高
いグループでは、認知症の発症リスクが50
DHAなくして、脳は体の残りの部分と通信す ％近くも下がったことが最終的に確認され
ることができません。足の筋肉を動かす、肺 ています。
このグループでは、週平均3サー
呼吸をする、心臓の拍動を維持するといっ ビングを食 べてい たことも報 告されまし
た信号が脳から伝わらなかったらどうなる た。DHAは脳内のアミロイド斑を減らすこと
かは想像に難くないでしょう。
でアルツハイマー病を防ぐと考えられてい
ます。
科学的な研究によると、成長のごく初期の
段階でDHAを豊富に摂取すると脳の発達が 幼少期からDHAの豊富な食事ができれば
大いに助けられ、十分な量のDHA摂取を継 理想的ですが、脳の健康のためなら、
これか

らでも始めるのに遅すぎるということはあり
ません。
DHAの望ましい摂取源は寒流域でとれる脂
肪分の多い魚です。サケ、サバ、イワシ、アン
チョビ、ニシンなどを積極的に食べましょう。
ただし、サメやカジキ、オオサワラ、マグロと
いった寿命の長い大型の魚は、水銀その他
の汚染物質の残留濃度が高い傾向がある
ので、避けたほうがよいでしょう。この貴重
な栄養素は魚油サプリメントで摂取するこ
ともできます。ベジタリアンのニーズに応え
て、養殖藻類から抽出したDHAのサプリメン
トも販売されています。
アルツハイマー病の原因はまだ明らかには
なっていませんが、健康な脳を維持し、年齢
を重ねても最大限有意義に過ごせるよう、
新鮮な野菜と果物、DHAの豊富な食事をし
て、精神機能を刺激する機会に日常的に触
れるようにしましょう。
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脱水症状に陥らないために
近ごろはずいぶんと日が長くなり、気温も上がってきました。夏に近づくにつれ

て、きれいな水をたっぷりと飲むことの大切さは増していきます。

健康な人体には、水分を排出し、補うとい
うサイクルが働いています。季節に関わり
なく、私たちの体は汗や排尿、排便などで
水分を失っています。息をする度にも、呼
気とともに水分が蒸発しています。
こういっ
た自然な機能で失われる水分を補うため
に、医師は1日に1カップ程度の水を飲むこ
とを推奨しています。
水分の損失が大きくなると、脱水症状を生
じることがあります。脱水症状の主な原因
となりや す い の は、夏 の 高 温と運 動で す
が、他にも様々な要因が関与しています。
発熱、嘔吐、下痢といった症状があると脱
水症状のリスクが高まります。また、糖尿や
重篤な皮膚の損傷でも水分を損失しやす
くなります。
現代ではソーダ類やコーヒー、紅茶、アル
コール飲料といった飲み物が一般的です
が、実はいずれも利尿作用があるため体か
ら水分を奪ってしまいます。ですから、実質
的に1日の推奨量の半分も水を補給できて
いない場合が多いのです。
これではかなり
の人が慢性的な脱水状態にあっても不思
議ではありません。

ます。脱水状態に陥らないよう、体のニー
ズをきちんと理解したうえで、たっぷりと
水を飲む習慣をつけましょう。1日を通じて
適 度 に 水 分 補 給 を する最も簡 単 な 方 法
は、手元に水を入れたペットボトルか水筒
を置いておくことです。さらに、ウォーター
サーバーやキッチンにこまめに水をくみ
に行くようにすると、その都度体を動かす
ことにもなるので、さらに健康的です。ほ
んの少しの間席を立つだけでも、座りっぱ
なしでいるよりも健康な生活にすることが
できます。
また、水を飲む以外にも水分補給の方法
はあります。味のない水が苦手な場合は、
果汁100％のジュースを飲んでも構いませ
ん。さらに、食べ物からもある程度の水分
は摂取できます。野菜や果物は水分が豊富
です。食生活の内容によりますが、水分摂
取の20％くらいまでは固形の食品から得
ることができます。

たことのある人なら、水分の大切さはよく
ご存知でしょう。また、外見的にもツヤとハ
リのあるお肌には水が必要です。
全身に酸素を運ぶにも、腎臓から老廃物
や有害物質を排出するにも、水は不可欠
です。水分を摂取することはこれほどまで
に大切なのに、栄養や健康に関する他の
話題の陰に隠れてしまいがちです。
どんな
ビタミンを補給するべきか、どの程度のタ
ンパク質を摂 取 すべきかも大 事で すが、
水をしっかりと飲むことも忘れてはいけま
せん。
この夏をいきいきと健康的に過ごしたい
なら、水分補給を習慣にしましょう。1日1カ
ップの水を毎日、2週間ほど飲み続けるの
です。適切な水分補給の効果が短期間のう
ちに実感でき、水を飲むことを重視するよ
うになるに違いありません。

メロン、セロリ、レタス、オレンジ、キュウリ
はいずれも水分が多く、おいしいおやつに
もなります。
しかしながら、室温で飲むきれ
いな水に勝る選択肢はありません。医師が
室温の水を推奨するのは、冷たい水では
体内に吸収しにくいためです。

脱水状態は、頭痛、口の乾き、尿量低下、動
悸、無気力、精神錯乱など、様々な症状を引
き起こします。
しかしながら、症状が目立た 重度の脱水症状がなくても、毎日の水の摂
ず脱水状態にありながら見過ごされている 取量を増やすと、より快適な気分で過ごせ
ことも珍しくありません。多少の混乱などは るようになります。水には体温調整を助け
よくあることですから、本人に脱水の一症 る作用があり、通年快適に過ごすうえで欠
状として意識されるのはむしろ稀でしょう。 かせません。また、関節の潤滑を良好にし、
可 動 性 を 補 助 する働 きもあります。目 や
脱水症状は夏の暑い時期に多いものの、 鼻、口といった器官の潤いも、水なしでは
それ以外でも生じる可能性は充分にあり 保てません。目や鼻の極度の乾燥を経験し
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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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◊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。

フリーラジカルに弱いのは体
のどの部分ですか。

専門家への質問

簡潔な答えは「全身すべて」です。
フリーラジカルは、細胞膜
構造、
ミトコンドリア、細胞内のタンパク質や脂質など、体内
の至るところで損傷を生じます。脳も目も皮膚も、例外ではあ
りません。DNAそのものですら、
フリーラジカルの攻撃対象
になってしまいます。でも、恐れる必要はありません。
フリー
ラジカルが入り込める場所なら、
フリーラジカルを阻止する
抗酸化物質も入っていくことができます。抗酸化物質は他の
物質に電子を与えた後、他の抗酸化によって再度安定化さ
れるまでの間、不安定にならない性質を有しています。
また、
安定状態に戻れない抗酸化物質は無害な状態のまま崩壊し
ます。抗酸化物質は濃縮物のサプリメントで摂取できます
が、すべての果物、野菜、ハーブ、
スパイスに含まれています。

育ち盛りの子供の骨を守るには、
牛乳を飲ませれば十分でしょうか。
牛乳は骨を丈夫にするカルシウムの良い摂取源ですが、強い骨を
作り維持するには、カルシウムだけでは不十分なことが複数の研
究で指摘されています。
カルシウムを骨格系に正しく吸収させるに
は、牛乳に含まれる成分をはじめ、他の栄養素の助けが必要となり
ます。その主なものはマグネシウムとビタミンD、ビタミンKですが、
亜鉛、銅、マンガン、ケイ素、ホウ素といったミネラルも骨の健康に
関与しています。
また、オメガ3脂肪酸もある種の役割を果たしてい
ると考えられています。骨の成長を考えるなら、カルシウムだけに
頼ってはいけません。

抗酸化物質はどれも同じではな
いのですか。
フリーラジカルの原因は多岐にわたりますが、抗酸化物質の種類
もたくさんあります。OPCの略称で知られるオリゴメリック・プロア
ントシアニジンは抜群に優れた特性を有する抗酸化物質です。他
の抗酸化物質よりはるかに強力なだけでなく、体内のあらゆる組
織を攻撃するフリーラジカルに対して、広範な守備能力を発揮し
ます。その正体は様々な長さのカテキンの重合体（1分子の単量体
が多数繋がったもの）ですが、単一分子のビタミンCやビタミンA、
カロテノイド類とは異なり、単独でもネットワークとして機能するこ
とができるのが特徴です。OPCがフリーラジカルを無毒化する力
は、ビタミンEの20倍、ビタミンCの50倍もあります。OPCまた非常
に多方面で活躍します。例えば、
コラーゲンやプロテインに結合し
て、若々しい健康的なお肌を維持できるよう補助します。しか
も、OPCに関する膨大な研究資料を調べても、摂取により毒性が危
惧されるとの記述は一切ありません。
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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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