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体の声を聞いていますか？
-心と体の関係を知る-

毎日の生活に、目を向けてみよう。
みなさんは「うつ」と聞いて、何が思い浮かびますか？
睡眠不足・過労は、「うつ」の発生に影響するとされて
います。また、食事のとり方は身体のリズムを作る重要な
要素となっており、これが不規則だと「うつ」に繋がるこ
ともあります。女性の場合は、性周期・甲状腺機能のホル
モンも大きく影響します。加えて、季節の影響が修飾因子
として働くこともあります。肥満についても１つの原因と
して検討されるなど、「うつ」については多方面から解明
が進められています。
この「うつ」の場合のように、一つの症状には多くの事
柄が関係していることがあります。身体の不調を感じたと
きには、是非生活全体に目を向けてみてください。例えば
自分の体重は現在何キロなのか、から始まり、毎日いつ何
を食べているのか、睡眠はどれくらいとっているのか、自
分がどんな体質なのか…等々。まずは自分を知ることから
始めてみましょう！

適正体重を知ろう。
健康管理というと、まずは適度な運動・食事といったものが思い浮かびますが、それ
と同時に自分の体重にも気を遣うことが必要です。体重を過度に意識しすぎるのもひと
つの問題とはいえ、健康のバロメーターとして、自分の体重や適性体重を知ることは決
して無益ではないはずです。

ＢＭＩを測ろう
近年、一般に普及しつつあり、ご存じの方も多いと思いますが、体重と身長から肥満
度を知ることができるＢＭＩ(Body Mass Index)という指標があります。

体重(ｋｇ)÷身長(ｍ)÷身長（ｍ）
という計算で出てきた数値がＢＭＩ値で、たとえば170cmで55kgの人であれば、

５５÷１.７÷１.７≒１９.０３
この人のＢＭＩ値はおよそ19ということになりますね。
厚生労働省のホームページによると、「日本肥満学会が決めた判定基準では、統計的
にもっとも病気にかかりにくいＢＭＩ22を標準とし、25以上を肥満として、肥満度を４
つの段階に分けています。」とのこと。その４つは次の表のようになっています。

普通体重に収まっていれば問題はないの
ですが、それを極端に下回っていたり、上
回っていたりする場合、何らかの注意が必
要です。

絶対的な体重にも注意
ＢＭＩのような指標によって適性体重を知り、自分の健
康管理をすることは、「相対的な」体重を知ることと言え
そうですが、それと同時に「絶対的な」体重の変化にも気
を配りたいもの。
たとえ適性体重の範囲に収まっていたとしても、短期間
での急な体重増減は時としてメンタルヘルスの危険シグナ
ルを意味していますし、また逆に、体重の増減によって精
神的な問題を抱えてしまう、ということもありえます。ま
た、急激な体重変化は、糖尿病などのさまざまな疾患の初
期症状として挙げられるポイントでもあります。
体重が急に減ったり、増えたりしたときには、単なる体重
と侮らずに、何が原因なのか、よく見極めるよう努めるこ
とが肝要です。

5大栄養素、知っていますか？
皆さんは、自分が食べているものについて、どれくらい知っていますか？
例えば、食事を通して摂 栄養素名
主な働き
多く含む食品
取する、身体にとって大切
たんぱく質 体をつくる
肉、魚、卵、大豆製品など
な「５大栄養素」について、
エネルギーになる
バター、マーガリン、植物油、肉の脂身など
何を指すのか知っているよ 脂質
うで知らないという方も意 炭水化物 エネルギーになる
ご飯、パン、めん、いも、砂糖など
外といらっしゃるのではな
ビタミン
体の調子を整える
緑黄色野菜、果物、レバーなど
いでしょうか？？
農林水産省のホームペー ミネラル 骨や歯などをつくる、体 海藻、牛乳、乳製品、小魚など
の調子を整える
ジによると、五大栄養素と
（出典：農林水産省HP http://www.maff.go.jp/j/fs/diet/nutrition/）
は炭水化物・たんぱく質・
脂質・ビタミン・ミネラル を指します。各栄養素の働きとそれらを多く含む食品とは、
以下のようになっています。
上記の成分については、摂り過ぎも不足も健康に良くないとされるものが多く、推奨
量・目標量等が設定されています。様々な栄養素をバランス良く適量取り入れることで、
健やかな食生活を送ることができます。

食事をとるポイント（心がまえ）
栄養素をバランス良く適量取り入れるといっても、「何を」「どれだけ」食べれば偏
りのない食事になるのかは難しいところです。五大栄養素の他に「三色食品群」や「六
つの基礎食品」といった分類方法もありますが、これだけでは具体性に欠けますよね。

とはいえ、健康的な日本食を多く食べる人と動物性食品などを多く食べる人では、前
者の方が、うつ症状になる人が少ないという傾向を示す研究結果もありますので、栄養
素をバランスよく摂取していくことは心の健康の維持のためにとても大切なことです。
そこで、バランスの
取れた食事を摂るため
に、厚生労働省と農林
水産省により公表され
ている「食事バランス
ガイド」が参考になり
ます。これは一日の食
事に関して具体的に
「何を」「どれだけ」
食べれば偏りのない食
事になるのかを、「料
（出典：農林水産省HP http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/kakudaizu.html ）
理」の組み合わせとし
てイラスト化したもの で、これを参考に食事を摂ってみるのも一つの方法です。回転す
る「コマ」のイメージで描かれ、食が偏ると「コマ」がバランスを崩し倒れ、また「運
動」という回転を与えなくてもコマは倒れてしまいます。実際に食べるべき量を「つ」
という個数で表現しているので、大雑把ですが参考になると思います。

生協食堂で実践できるバランスのとれた食事
生協第二食堂、農学部食堂、駒場食堂の三ヶ所では、レシートに三色食品群（赤、緑、
黄）という分類方法で、実際に購入したものの栄養構成が点数表示されています。こう
いうものに目を通してみるとバランスのとれた食事を摂るきっかけになるかもしれませ
ん。

※写真は味噌ラーメン単品を購入し
た場合。目安として、一食あたり赤
2点、緑1点、黄（男性：5～6点、
女性：4点）程度とされているので、
黄色の食品群に偏ってしまっている。
また一日の塩分も目安は男性：9g
未満、女性：7.5g未満程度が目安
なので、一食で一日分をオーバーし
てしまっている。
（出典：学食どっとコープ）

ＣОＬＵＭＮ

お酒とうつの深～い関係

今回は、栄養・体重といった観点から心と身体の健康について考えてきましたが、それ
と大きく関わるのが、「お酒」や「運動」などの、生活習慣。前回のメルマガでも少し取
り上げましたが、運動をすることによってうつ病を防いだり、精神の健康を改善させるこ
とができます。ハードな運動ばかりでなく、ジョギング・ウォーキング・ヨガなど、適度
に身体を動かす有酸素運動も効果的です。心身ともにときほぐすことで、リラックスした
り、日頃の閉塞感から解放されたりと、良いことづくめですね！逆に、飲酒は一日の疲れ
を癒すものに見えますが、場合によっては逆効果、ということもあります。飲酒は眠りを
浅くするため、お酒を飲んで寝ても疲れが残ったまま…ということになりがちです。また、
長い目で見ると、過度のアルコール摂取は絶望感や孤立感を強めたり、抑うつ傾向を強め
てしまうことも。本当に疲れているとき、ストレスがたまっていると感じるときは、お酒
を飲む代りに、ぐっすり寝てみましょう。体力が回復すると、心も伸びやかになります。

心にまつわる名言
"Ce n’est pas assez de lui roidir l’ame ; il lui faut aussi roidir les
muscles. Elle est trop pressée, si elle n’est secondée, et a trop à
faire de seule fournir à deux offices. Je sais combien ahane la
mienne en compagnie d’un corps si tendre, si sensible, qui se
laisse si fort aller sur elle."
Michel Eyquem de Montaigne(1533-1592)
「（子供の）魂を鍛えるだけでは十分ではありません。彼の筋肉をも鍛えねばならな
いのです。精神は、もし肉に助けられることがなければあまりにも苦しめられることに
なりますし、ひとつのものに二つの仕事をさせるというのはやりすぎです。わたくしは、
かくも軟弱で、かくも繊細な身体、かくもたやすく魂に身を委ねてしまおうとする投げ
やりな身体と道連れになっているわたくしの魂が、どれほどうめき声を上げているか
よくよく承知しているのです。」
A sound mind in a sound body.（健全な精神は健全な肉体に宿る）ということわざもありますが、モ
ンテーニュは「魂」を鍛えるだけでなく、「筋肉」を鍛えることの重要性を説いています。身体の問題に
引きずられると、精神も沈みがちになってしまうもの。研究に没頭したり、仕事に打ち込む一方で、"
roidir le muscle" （「筋肉＝身体を鍛錬する」ことも怠らないようにしたいですね。

学生相談ネットワーク本部のご案内
東京大学学生相談ネットワーク本部では、学生をはじめとする大学構成員に対する相談・支援の
ため、学生相談所、精神保健支援室、なんでも相談コーナー、コミュニケーション・サポートル
ームを設置し皆様からの相談を受け付けています。特に、なんでも相談コーナーではどんな相談
でも予約不要でお話をうかがいますので、お気軽にお越しください。なお、開室情報は学生相談
ネットワーク本部WEBページ（http://dcs.adm.u-tokyo.ac.jp/）にてご確認ください。
■学生相談所 ※原則予約制
キャンパス
駒場学生相談所★
本郷
柏

場所
１号館 ３階
旧東大出版会棟 3階
環境棟 １階

時間
10:00~17:00
10:00~17:00
10:00~17:00

曜日
毎週 平日
毎週 平日
毎週 平日

★駒場学生相談所（http://kscc.c.u-tokyo.ac.jp/）は独立した組織です。ご利用頂き易いよう同一の表中に掲載してあります。

■精神保健支援室（保健センター精神科）※原則予約制
キャンパス
場所
本郷
本郷保健センター（第2本部棟）
駒場
駒場保健センター 2階
柏
柏保健センター
■コミュニケーション・サポートルーム ※原則予約制
キャンパス
場所
本郷
旧東大出版会棟 2階
駒場
駒場保健センター 2階
柏
基盤棟 ２階 2B5室

（診察）時間
14:30~16:30
14:30~16:30
14:30~16:30

曜日
毎週 平日
毎週 平日
毎週 平日

時間
曜日
10:00~17:00
毎週 平日
14:00~17:00（毎週 月）/10:00~17:00（毎週 金）
14:00~17:00
第1・３火

■なんでも相談コーナー（白金・弥生キャンパスでは「相談室」として学生相談所とﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談も開室しています）
キャンパス
場所
時間
曜日
本郷
旧東大出版会棟 2階
9:30~17:30
毎週 平日
本郷（工学部分室）
工学部２号館210
13:00~17:00
毎週 火・木
柏
基盤棟 ２階 2B5室
10:00~17:00
毎週 月・水・金
隔週 木
なんでも相談
10:00~17:00
第２・４月
白金 学生相談所
１号館 ２階
10:00~17:00
不定期
ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談
２時間(40分×3コマ）
毎週 火 / 隔週 木
なんでも相談
14:00~17:00
第２・４水
弥生 学生相談所
農学生命科学図書館３階
14:00~17:00
第３水
ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談
２時間(40分×3コマ）

執筆者：学生編集委員（全8名）

