みんなに伝えたい

人間の体は百人百様で、同じである人
は一人としていません。同じ食べ物を食
べても消化・吸収力は異なります。知人
が良いと言った食べ物が自分にも良いか
どうか保証がありません。そのことを前
提にすると、他人の健康維持方法と同じ
やり方をしても、同じ効果が得られるか
ど う か 微 妙 で す が、
「健康でいたい」と
思う人は、これから紹介する健康維持の
取り組み方を参考に、試してみる価値は
あります。

に合った食生活が大切である、とい

体に合う食生活が体力の基盤をつくります
健康維持には、体力と精神力のバ

自分の体に合った食生活にありま

す。体力の基盤は、なんといっても

でないように感じてしまう人もいま

ないまでも生気を失い、自分が自分

です。どちらかが崩れれば、寝込ま

同じ硬さの料理が並ぶことでしょ

ていますが、同じ食材、同じ味付け、

そのような家庭はかなり少なくなっ

ら子どもまでいるとします。実際は

しょう。おじいさん、おばあさんか

たとえば、一家の食卓を見てみま

う意識を育む機会がありません。

す。ところが、
「自分の体に合った」

う。

ランスが必要なことは、誰でも同じ

というところが、分かるようで分か

他人の目で見れば、おじいさん、

になります。ほとんどのお母さんは、

て、食べ物に対する考えを持つこと

いで食べなさい」といった躾によっ

ても手間がかかるので、一人ひとり

作るおかあさんは、そのように思っ

良いのにと思います。実際に料理を

食べ物が良いのに、味付けは薄味が

おばあさんは、子どもより柔らかい

栄養士ではありません。見よう見ま

の体に合った食べ物に調理すること

これまで述べたことは、外見上の

糖尿病の人が１０００万人、生活習

うかは、大いに疑問があることです。
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らないことです。
子どもの頃は、
「好き嫌いをしな

ねか、あるいは料理教室で習った方

はありません。

しつけ

もいるでしょう。しかし、自分の体

ことです。家族の皆が同じ物を食べ

慣病で亡くなる人が３６００万人い

食事は美味しさより胃腸のことを考えて

ても、それで健康維持ができるかど

健康維持には
体力＋精神力が
必要です。

健康維持の秘訣

特集
みんなに伝えたい健康維持の秘訣

特集

ていることです。

った食生活をしていないかを実証し

る昨今です。これは、いかに体に合
と栄養吸収のため

休むことなく消化

い 物 を 飲 ん で も、

時代が過ぎると元の木阿弥になっ

告を発する人がいました。ところが、

って、美味しさを求める食生活に警

も、
「医食同源」や「腹八分」と言

の習慣は何千年来のことです。昔で

いか美味しくないかを考えます。こ

他の臓器も含め疲

す。生活習慣病は、

当に能天気な人で

っている人は、相

ない）しないと思

い、故障（傷つか

胃や腸は疲れな

に働きます。

て、美味しさを求め食欲を優先させ、
れと故障の表れで

食べ物や飲み物は、第一に美味し

健康維持を度外視したような食生活
もあるのです。

そ千差万別で一人として同じ人がい

胃や腸の消化力、吸収力は、それこ

ほうが良いですよ、ということです。

った時のことを考えた食生活をした

物、飲み物が口から胃や腸などに入

医食同源や腹八分の要点は、食べ

す。そこで、健康維持には他の食品

徐々に低下するのが一般的な傾向で

ことができません。消化・吸収力は、

ても、胃や腸の働きの衰えは避ける

体に合った食生活を続けていたとし

も、年を重ねれば

そうでなくて

もく あ み

になってしまいます。

ません。そのことは眼に見えないの
を摂って補うことも、人によっては

た人は 年間、一日も休まず働き続

年生きた人は 年間、 年間生き

胃腸は、何十年も働き続けます。

で、無料の試供品取り寄せを趣味に

種の健康補助食品のＣＭが花盛り

です。テレビショッピングは、この

その場合、何をどのように選ぶか

と

で、自分で目を向けたり意識したり
必要になります。

知らない胃の働き

する人がほとんどいません。

知っているようで

けます。食べたい物を食べ、飲みた

70

マキベリー

50

している人もいます。いくら試供品
といっても、売らんかなといった姿
勢が見え見えです。
友達の体験を聞いて試してみる人
もいますが、やはり信頼のおける専
門的な人の助言を参考にすることが
一番です。それでも、最終的な判断
は自分自身ですることになります。
そうした判断力が、健康維持に大き
（本誌・特集班）

く影響することを理解しておきまし
ょう。

との出合い

静岡県静岡市在住

南米のチリに自生する植物の果実で、ポリフェノールはアサイーベリー
の約５倍、ブルーベリーの約 倍も含まれています。体をサビさせる酸
素である活性酸素吸収能力値はアサイーの約１・７倍、ブルーベリーの
４・２倍になります。

佐津川榮子さん

知人の紹介でマキベリーを摂るようになったのは、昨年
月中旬頃でした。加齢のためだと思いますが、親指と人指し
指の爪が割れかけるので、主婦としは水仕事がつらかったの
です。行きつけの美容院の先生が、マニキュアでコーティン
グしたら良いと言って、二本の指と、ついでだからと言って
五本の指にもマニキュアをしてくれました。指先がきれいに
なり、水仕事にも痛みもなく、一時良くなりました。しかし、
二カ月半くらい過ぎた頃、気がついたらマニキュアがとれて
いるのに爪は割れていません。思い当たることは毎日三時お
やつの頃、ヨーグルトにハチミツと小さなスプーン一杯のマ
キベリーを食べている事です。ポリフェノールが多く含まれ
ていると言われ続けています。最近は、麦芽の豆乳に小さじ
一杯のマキベリーを入れて頂いています。卒寿になった今も、
体調も良く元気にいられることに感謝して過ごしています。
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マキベリーの実

食物が口で噛まれ、食道を通って胃に入ると、消化す
るために胃酸を分泌（胃酸分泌）します。その時、胃酸
から胃そのものを守るために胃粘膜から「粘液」を分泌（粘
液分泌）して、粘膜を粘液の薄いベールで覆います。食
ぜんどう
物と胃液を混ぜ合わせて（蠕動運動）吸収しやすい粥状
にして、次の消化器官である十二指腸へと運びます。こ
れが胃の働きです。

10

14

私の
体験

50

スーパーフルーツ

みんなに伝えたい健康維持の秘訣

特集

みんなに伝えたい健康維持の秘訣

特集

マキベリー

成分と効果・効能

摂取最適時刻は 15 時頃

マグネシウム：牛乳の約８倍の含有
量。３００種類以上の酵素の働きを

カリウム：むくみ予防、筋肉や神経

与。

体液のペーハーや浸透圧調節に関

な代謝反応。心臓、腎臓機能の維持、

伝達などに不可欠な成分。さまざま

リン：骨や歯の正常な発達や、神経

●ミネラル類

ー供給の補助、記憶力の高上、疲労

を補助。骨粗鬆症の予防、エネルギ

マンガン：糖質、脂質、尿素の代謝

作りにくくする。

管を拡張させて血圧を下げ、血栓を

ウムと拮抗して筋収縮を制御し、血

の発現や神経伝達にも関与。カルシ

り、栄養素の合成や分解、遺伝情報

成分と効果

の働きの調節。足のつり予防、細胞
改善、血糖値を下げる効果。

補助。エネルギーの生産に深く関わ

と血圧の正常化を維持する働き。体

●ビタミン類

化を引き起こす体の酸化を防ぐ。血

ビタミンＥ：抗酸化作用があり、老

抵抗力を強める働き。

ストレスや風邪などの病気に対する

素の生成を抑え、日焼けを防ぐ効果。

どを正常に保つ。皮膚のメラニン色

ビタミンＣ：毛細血管、歯、軟骨な

栄養素の吸収や輸送にも関与。

衡、筋肉の収縮、神経の情報伝達、

胞外液の浸透圧の維持、酸や塩基平

スを保つ。体内の水分バランス、細

ナトリウム：細胞のミネラルバラン

内の酵素の活性補助。

銅：豚レバーの約３倍の含有量。体

伴う疲労感、だるさ症状の緩和。

ンの約 倍の含有量。貧血とそれに

鉄分：ほうれん草の約３倍、プルー

量。

カルシウム：いわしの約５倍の含有

げ、減量に効果。

血行促進：血流が改善される効果が

緑内障、老眼など。

の疲労による視力の改善、白内障や

眼病予防：ドライアイ・疲れ目・目

中性脂肪を下げます。

動脈硬化予防：コレステロール値と

すい体を維持）があります。

体内にためこみにくくなり、やせや

の代謝を助け皮膚や髪の健康を保つ。

ビオチン：糖質、脂質、たんぱく質

胎児の発育に大切な成分。

葉酸：正常な赤血球の生成を助け、

助ける働き。

常に保つ働き。アミノ酸の再合成を

炭水化物の代謝や、神経の機能を正

ビタミン

時にたまる乳酸の燃焼を補助。

けてエネルギーを産生し、筋肉疲労

ビタミン

ち、抵抗力を強める。

ビタミンＡ：目や粘膜を健康に保

こつ そ そうしょう

内脂肪を燃焼させて基礎代謝を上

管の健康を保ち、血液をサラサラに

あるので、顔色も良くなり冷え性や

：炭水化物の代謝を助

して動脈硬化を予防。かぼちゃの約

： た ん ぱ く 質、 脂 質、

ひ ふ

（フィロキノン）：出

があるので、紫外線による光老化の

光老化予防：紫外線を吸収する働き

むくみが改善します。

血を止める働き。骨を丈夫にする働

症状の肌のしわ・シミの予防効果。
育毛作用：毛乳頭細胞を活性化する
効果があるので、毛髪を太くし、発
毛を促し、頭皮の健康によい効果。

しゃみ、目のかゆみなどの花粉症の

免疫バランスの調整：抗ヒスタミン

の他、生活習慣病の予防になります。

人の症状を軽減・予防する効果。

強力な抗酸化作用：活性酸素の増加

抗炎症作用：のどの痛み、発熱、下

癌細胞の増殖抑制：大腸癌細胞の抑

作用がある。免疫機能が過剰反応し

痢、潰瘍などの症状を改善します。

制と腫瘍細胞の増殖を阻害させる働

を抑えるので、加齢による肌の症状

抗糖尿病：インスリンの働きを助け

きが研究結果で判明。

てヒスタミンが分泌され、鼻水やく

て血糖値を下げる効果（血糖値が上

骨粗鬆症予防：骨密度の減少を抑制

かいよう

がらなければ、エネルギーとして使

する働き。

しゅよう

えなかった余分な糖分を脂肪として

（シミ・しわ・たるみなど）の予防

効能

ビタミン

B1

B6

き。動脈の石灰化を防ぐ働き。

倍の含有量。

10

K1
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2.3

ロイヤルゼリー
東京都世田谷区在住

栄養効果に個人差がある点に注目し、研究を重ねて製造された胃で溶け
にくく、腸で溶けた成分が無駄なく吸収されるロイヤルゼリーが作られ

渉さん

のすすめ

す。その栄養は古代ギリシャ時代か

蜂の咽頭腺から分泌されるミルクで

女王蜂の特別食として、若い働き

イヤルゼリーが他の動物の寿命も延

し驚異的な長寿を保っています。ロ

胞によって、体質の若返りを繰り返

女王蜂は絶えず分裂する新しい細

ストレスや更年期障害が緩和され、

テスの残したことばに「我が判断

私が最も尊敬する医聖ヒポクラ

からの贈り物であるロイヤルゼリ

できない食を助けるのが、ミツバチ

や生活に努める中でも補うことが

化を防ぎます。それは、活性酸素

の全部を尽くし、最もふさわしい養

医者は自分の判断力と自分の能力

して、まず患者さんに接した場合、

常に重要なことを順に言っていま

なうべし」とあります。これは非

神聖なる生涯を全うしつつ術を行

の躍動するようなものを食するこ

朝まで大地に根をはった生命現象

だけ多くの種類で新鮮な、できれば

選ぶことが大切であります。できる

であり、各々にとって適切な食材を

です。基本はあくまでも普段の食事

である。また肉体の酷使を避け、食

とは、精神的に安らかにさせること

正しい食事と生活を心がけましょ

単に考えれば、自然の摂理に沿った

健康はまず自分自身を見直し、簡

44

内田
私が盤石のロイヤルゼリーを飲み始めたのは、 歳頃でした。常飲していた友
人から、「疲れを感じなくなった」
「風邪を引かなくなった」と聞いていたからです。
私は、割と風邪を引くほうで、一度引いてしまうと治っても、その後３カ月くら
い微熱が続いて体が重く、気分がすっきりせず、集中して仕事をこなせないとい
おっくう
う感じで、人付き合いも億劫でした。今も現役で仕事をしていますが、あまり風
邪を引かなくなり、引いても以前のように微熱は続かないので、気分爽快な日々
を過ごしています。

とが分かり、世界的にブームになり

ら注目されていましたが、科学的に

ばすことが数々の実験で明らかにな

ました。

分析されると豊富なビタミン、アミ
りました。

貴重な栄養素から成り立っているこ

血行の促進は、代謝を高めて血流

骨粗 鬆 症の予防や改善にもなりま

ます。また、
女性ホルモンが整えば、

れやすい弱点があります。常温下

をスムーズにし、冷え性、むくみ、

す。

これが自然の摂理の原点です。現在

自然界にいる私たちは自然に従う。

こつ そ しょう しょう

では腐敗しやすい物質ですから、常

肩こりなどが改善することになり

技法の開発が行なわれていました。
ばん じゃく

年）に濃縮技

製 造 の 創 始 者 森 川 磐 石 氏 は、
１９５７年（昭和
ヤルゼリーの粉末化に成功し、腸

と能力の限りを尽くし、いともふ

ーであり、青汁などのサプリメント

私たちが自然の原点に沿った食事

で溶けた成分が無駄なく吸収でき

さわしき養生の方を選び潔くして

の除去によって可能となります。ま

とが理想的と言えるでしょう。

常飲者の体験的効果

た、疲労回復が早まり、風邪や他

生の方法を選んであげなさい。養生

べ物の良いもの悪いものをわきま

う。その上で、ネオロイヤルゼリー

疫機能が高まるからです。
葉酸には、自律神経を整える作用

えて、良いものを摂ることを教え諭

などの商品が健康の手助けになる

やデセン酸、

がありと言われています。自律神

すこと。そして適度な運動をさせる

含まれるビタミン

経の乱れは、うつ病や自律神経失

森川盤石著﹃健康への提言﹄から抜粋

ことを心より願っております。
ことです。
ので、この面でも予防が期待でき

私たち人間は自然界の一員です。

調症などの精神疾患の原因となる

かか

シミやシワ、たるみなど肌の老

の病気に罹りにくくなるのは、免

成功したのです。

る腸溶性ロイヤルゼリーの製造に

森川盤石氏のことば

創始者

温でも長期保存できるように濃縮

ます。

ロイヤルゼリーの原乳主成分は夏

ノ酸、ミネラルなど 種類にのぼる

ロイヤルゼリーとは

65

たのは世界で初めてです。

飲 み 方 栄 養 補 助 食 品 と し て、
１日１～３回、
１回５粒程度︵３
～５粒︶を目安に飲みます。飲
み過ぎても体には無害です。水、
お 茶、 味 噌 汁 な ど と 一 緒 に 飲 ん
でもよい食品です。

発売元
盤石ロイヤルゼリー株式会社

に弱く、紫外線や無機酸で破壊さ

40

私の
体験
法を開発し、世界で２番目にロイ

22

B12
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世界初の腸溶性

みんなに伝えたい健康維持の秘訣

特集

ムカロン・ＮＴ
で願望を叶えます

体の血流を好循環にすれば、活力が増し、健康を回復すると言われ、
「適
度な運動」
「歩行」
「マッサージ」などがすすめられています。ムカロン・

東京都渋谷区在住

大学入試の受験勉強が佳境に入る頃でした。母が「これを飲みなさい」と言って
渡してくれたのが、ムカロン・ＮＴでした。当時、自宅が西宮市にあって地元の高
校に通っていました。関西方面の受験生なら、一番に京都大学を目指します。私も
そうでした。体がそれほど丈夫なほうではなく、受験勉強を続けるうちに体力が落
ちていることは自分でも分かっていました。そのため、集中力を欠き、思うように
勉強がはかどらなくなりました。いよいよ追い込みに入る時期です。風邪などを引
いてしまうことは致命的です。半信半疑でムカロン・ＮＴを飲み始めたのですが、
みなぎ
三日目あたりから体力が漲り、集中力が増して来たことが分かりました。それは、
入試試験日半年前頃のことです。その後、志望大学に入って学ぶことができたのも、
今の自分があるのも、あの時の母の一言であったことを思い出し、感謝の気持にな
ります。

に切り替えたことで、臭いを抑え、
抗酸化力が 倍になりました。

平成 年に通常のニンニクパウダー

朝鮮人参、ハト麦、甘草が成分です。

国産発酵黒ニンニク粉、はちみつ、

ます。体力増強、抗ストレス、老化

貧血・疲労回復、免疫力アップさせ

配合成分は、補血強壮、風邪予防、

国産発酵黒ニンニクを始めとする

成分と特徴

から、国産発酵黒ニンニクパウダー

予防と薬害の治癒などが可能とな

防止、老人性認知症予防、薬害の
精神的な不安、恐れで自分の気持を

活に改善することです。第二には、

そこで、第一は血流を良くする食生

ち ゆ

ります。化学添加物や防腐剤、合
たものは一切不使用です。

常飲者の体験的な効果

血流を好循環にする食生活、精神

温を上げることで、低体温、冷え

血管を拡げ、血行を良くして体

ん、他人が行なうことを見て学び、

分しか分からないものです。もちろ

ことではありません。自分の体は自

生活は、他人に言われて確立できる

性を改善し免疫力が高まります。そ

アドバイスに耳を傾けることは大
切なことです。それでも、最終的に
は自分に合うことは自分で見つけ

れも血流を良くするための方法で

運動、歩行、マッサージなどは、ど

力が増すことができます。適度な

環にすることで、健康を回復し活

ラサラにします。体の血流を好循

血液の粘度を低下させ、血液をサ

臓の消化・吸収力が異なるからです。

とではありません。一人ひとりの内

同じように良い効果が得られるこ

が物語っています。ただ、皆が皆、

ＮＴ」が良いことは、常飲者の体験

助的な健康食品として、
「ムカロン・

その間の血流を好循環にする補

るよりほかにないのです。

す。しかし、肝心な食生活を従来

がら、年数をかけ根気よく取り組む

自分の体の動きをよく観察しな
一時的な効果は得られても、良い

ことで、以前の体質とは違う自分に
（本誌・特集班）

状態は長く続きません。典型的な

るでしょう。

なっていることに気がつく日が来
頭痛などでしょう。

現象といえば、体のダルさ、肩こり、

通りのまま習慣的に続けていると、

従来のニンニク末より格段に多く、

血流の固まりを防ぐアホエンが、

早めることになります。

れが、風邪の予防、風邪の治りを

ひろ

することです。

暗くし、乱すことがない精神生活を

飲み方 毎日１～３カプセルの
摂取から始めてください。しば
らく続けることで、自分の体に
とっての適量が分かるでしょ
う。

60 カプセル入り
製造元 神薬工業株式会社

村山博司さん

ＮＴは、その手助けを十分にしてくれます。

私の
体験
成香料、賦形剤など化学合成され

18
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製造され、記憶障害、認

葉エキスを主成分として

チョウの精は、イチョウ
信用ある店で購入されることをおす

目度が高くなっています。入手は、

昨今、安価な粗悪品が出廻るほど注

すめします。

イチョウ葉エキス・ビタミンＣ、ビ

成分

その反面、海外ではイチョウ葉エ
タミンＥ、アセロラ、 カロチン

「認知症予防効果なし」と断定する
論評も見られます。それは、世界的

す。ドイツでは、イチョウ葉エキス

感の高さの表れであるとも言えま
活性酸素の消去作用

血流改善が見られます。

血管拡張作用

作用と特徴

キスそのものの効能・効果に対して

くなったという声が聞かれます。

記憶力が良くなった、物忘れをしな

機能性表示食品です。常飲者からは、

知症の予防効果が期待される話題の

イ

飲み方 １日４粒から６粒を目
安 に、 ２ 回 に 分 け て 飲 む よ う に
します。ただし、血液がサラサ
ラになることから、手術直前や
直後は控えます

を認知症改善治療の医薬品として、
フラボノイドによる悪玉コレステロ

に高まっている認知症治療への期待

以前から服用がすすめられています。
ラにします。

ールの酸化を抑制して血液をサラサ

だけに、産地、収穫時期、エキスの
血小板凝固抑制作用

イチョウ葉エキスは天然物である
調製方法によって、有効性にも影響
ます。

血小板の凝集を抑えて血流を良くし

量は、
２４０
老化防止作用

が出ます。一般的には、１日の摂取
れ、多すぎると逆にマイナス作用が
認知症の予防が期待できます。

以下で有効性が得ら

出ると言われています。
その他の作用

耳鳴り、めまいの改善が期待できま

成分の原材料、製造方法からして
製造経費はかかる機能性表示食品で

に分泌するロウを精製して作った成

す。

の昔、明時代（中国）に利

分です。肌を保湿し、抗菌作用、抗

じゅん き こう

用されていた 潤 肌膏でし

炎症作用があります。

すが、認知症に対する関心が高まる

そ
た。日本では、江戸時代の

豚脂 肌のくすみや肌荒れを防いで

とん し

医師、華岡青洲が潤肌膏に豚脂を加え

くれる効果の他、肌を保湿します。
本特集で紹介した健康食品、機能性表
示食品は、神薬工業株式会社の通販で
取り扱っています。
問い合わせ電話番号
☎ ０３ ︱３４６０ ︱９４４５
０３ ︱３４６０ ︱3139

て製造した伝統的な民間薬で、１９０
年後の現在でも利用されています。
とっ さ

擦り傷、切り傷に塗ると、跡が残
らずに治ることから、咄嗟の怪我の
時、重宝されています。その他、ひ
び、あかぎれ、しもやけ、魚の目、

mail info@onakasukkiri.com
http://www.onakasukkiri.com
とうつう

あせも、ただれ、火傷、かぶれ、痔
核による疼痛にも効果が得られます。

成分と効果
※

紫根 ムラサキの根のことです。抗
炎症作用、肉芽形成促進作用、抗菌
作用、抗腫瘍作用などがあり、傷の
治りを早くします。

48
49
※肉芽形成 = 皮膚の組織が損傷した部分に、肉芽とい
う赤みを帯びた新しい組織がつくられること。

ß

120 粒入り
発売元 神薬工業株式会社

加齢によって低下する脳の血流を改善するこ
とで、記憶障害や認知症の予防に使用されて
います。
江戸時代から利用されている民間薬で
す。切り傷、火傷など咄嗟の怪我の手
当てに効果を発揮します。

使い方 傷の患部に適量に塗布
し ま す。 傷 の 程 度 で 異 な り ま す
が、塗布後、乾燥した時に塗り
替えることが一般的です。

当帰 根に血液循環を高める作用が
うみ

あり、充血によって生じる痛みの緩
和に有効です。膿を出し、肉芽形成
作用があります。
ごま油 血行促進やシミとたるみの
防止効果があります。
ミツロウ ミツバチが巣を作るため

QR コード

（イチョウ葉加工食品）

紫雲膏

mg

FAX

イチョウの精
う ん こ う
し

病気をしない体にする日々の暮らし方

馨
「寿王友の会」責任者

ういうものだと思っていま
した。
年を取り体力の消耗が激

ましたが治りませんでした。

します。
例えば、うつ病症状、幻覚や幻聴
神分裂病）を発症してもおかしくな

などになって表れ、統合失調症（精

脳は端末の臓器である腸と繋がっ

い状態にまでなってしまうのです。

さん持って来ました。元々好きでし

く、腸からも指令が脳にどんどん行

脳から指令が出ているばかりでな

もう一つの例をお話します。男性

めるようにと言い、 ℃以上のお湯

話をしました。その医師は、体を温

痢を治して下さったお医者さんに電

家族がびっくりして、お婆さんの下

こると、それに対応しようとして腸

ら来ています。腸で重大な異変が起

絶対にいけないというのは、ここか

に大変弱いのです。腸を冷やすのは

ミトコンドリアは、寒さや冷たさ

あるという病気です。現在のところ、

ると、３年から４年で死ぬ可能性が

で起きるという病気です。これに罹

ルの手のように変形し、麻痺が全身

それは、筋肉が縮まって硬化しサ

50

腸を冷やさない食生活と
習慣に秘訣あり
吉村

冷たいサイダーが大好きな
おばあさんの体の異変

歳のお婆さんは、子供の頃か
ところが、一人のお医者

しくなって来たので、下痢

らサイダーが大好きで、毎日のよ
さんから「口呼吸をするこ

冷たいものの食べ過ぎ、飲み過

うによく冷えたものを飲んでいま
とは咽の扁桃を乾燥させ、

体質を治そうと思い何人も

した。それで、子供の頃からいつ
菌に侵されやすくなるの

ぎが脳にまで悪影響を与える例を

も下痢をしていたので、便とはそ

気にさせるのです。そのような対処

のお医者さんに診てもらい

で、口呼吸を止めなさい。それに、

をしたところ、間もなくしてお婆さ

紹介します。

冷たいサイダーも飲まないようにし

んは普通の状態に戻ったのです。

しばらくして、次の診察の時にお

ていて、お互いに連動することで機

のど

てください」と指導されたのです。
婆さんは、そのお医者さんに「初め

能できるのです。専門的に言えば、

型の痴呆にも繋がって行く場合もあ

つな

て固形の便が出て、下痢でない便があ

「大脳辺縁系の脳細胞が、腸の平滑

ることが分かっています。

そして最後には、アルツハイマー

ることを知りました」と言ったのです。

筋細胞と相互に作用し合っている」

夏になって親類や知人が、お婆さ

たから、ついついよく冷えたサイダ

っているので、腸の異変が脳に報告

のサラリーマンには、耳が痛いこと

ということになります。

ーを飲みました。それから３時間く

されているのです。脳と腸の神経細

かもしれません。毎日のようによく

んの好物だからと、サイダーをたく

らいすると、お婆さんはテレビのリ

胞と、腸の内臓平滑筋と腸粘膜上皮

冷えた４℃のビール大瓶２本を飲ん

冷えたビールを毎日飲み
難病になった 代の男性

モコンを押して電話をしようとした

細胞（絨毛）は、様々な細胞の中で

を（体温より高い温度）飲ませるこ

のホルモンに乱れが生じ、即座に大

治す方法はないと言われています。

じゅうもう

のです。

でいた人が、進行性筋萎縮性側索硬

と。湯たんぽをお腹と背中に当て、

脳の脳細胞（大脳辺縁系）のミトコ

男性は 歳前半で、広島の国立大

かか

もミトコンドリアが最も活発に働い

化症という難病に罹ってしまいまし

それは、電話機と間違えたことで、

ている細胞です。

ち ほう

特に副腎辺りをよく温め、人工太陽

ンドリアが障害を起こし、脳の神経

学病院で余命３カ月と診断されまし

一時的な痴呆状態になったのです。

光の照射もするように言いました。

全般に波及して様々な症状を生み出

た。

太陽光線は、ミトコンドリアを元

42
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お医者さんの所へ行きました。その

た。その男性は、救いを求めてある
収され、白血球の中に入って、体中

ら抗原性のある黴菌や細菌などが吸

腸を冷やすと、腸のパイエル板か

食べていました。その経験がある人

昔は、井戸水で冷やしたスイカを

しては出て来ません。

て体外に出してくれるので、症状と

医師をＡ医師としましょう。
「冷た
を巡ることになります。それだけで
は、冷たくて気持いいと思ったこと

＊１

い酒はもっての外です。体を十分に
はありません。その他の抗原性の物
例えば、牛のＢＳＥや人のクロイ
らいです。今では冷蔵庫や冷凍庫が

スイカといっても、せいぜい ℃く

場合は、腸の粘膜を通過して感染し
細胞の新陳代謝でもう一つ大切な

大脳皮質の神経の働きがオフにな

りました。完全に病気の進行が止ま

くらい元気になったという連絡があ

学病院のお医者さんが首をかしげる

に、息子さんからＡ医師に、国立大

体を温める生活を始めて６ヵ月後

大好きだったビールを飲むのを止め

めて自分の病気の重大さを自覚し、

替わって神経がオフになり、新陳代

し、横になって睡眠を取ると、切り

態で、神経はオンの状態です。しか

陳代謝をし、無毒化して尿や汗とし

スは取り込んだ白血球が消化して新

下がっていない人は、細菌やウイル

で、休養が十分できていて、体温が

われている時です。新陳代謝が活発

イルスも、症状が出るのは体力が失

肝炎ウイルスもインフルエンザ・ウ

でも、ＭＲＳＡ（院内感染）
、エイズ、

ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）

る物理的な考えからすると、やはり

いますが、地球の重力に関わってい

は６時間、７時間の睡眠がいいと言

ているとは言えません。人によって

月で細胞が入れ替わると思ってよい

でそれを除けば、人間の体は約２カ

す。歯と骨は、代謝の期間が長いの

いものとして作り変わっているので

すると約１キロ分の肉の塊が、新し

っていると言われています。重量に

が新陳代謝をして新しく生まれ変わ

立っています。一晩で一兆個の細胞

同じような遺伝子を持つ細胞で成り

ったのです。

のです。

ろ ほう ひ がい
う

ばいきん

休め、お腹を温めなさい。そうすれ

ツフェルト・ヤコブ病の原因と言わ
普及しているので、冷やし過ぎてい

があるでしょう。井戸水で冷やした

実は、本人は余命が何年であると
れるプリオンです。このプリオンも、
る物を体内に入れ込んでいると言え

質も入ってきます。

いうことは聞かされていませんでし
腸のＭ細胞から吸収されるのです。
るのです。

ば、後 年から 年は大丈夫です」

た。それに、先の病院ではビール２
プリオンは大きなたんぱく質です。

ところがＡ医師に、
「冷たいビー
ていることです。この場合、腸の吸
ことは睡眠です。人間の体は 兆個

と診断されたのです。

本ぐらいは飲んでいい、と言われた
本来は、消化されないと腸の粘膜を

ルを止められないなら、この病気は
収の仕組みに何らかの問題が起きて
の細胞で形作られています。これは、

＊２

こともあって、その後も毎日のよう
通過できないのですが、ヤコブ病の

回復しません。病気の治療と寿命は
いると考えなければなりません。

ひとり一人の健康状態は
睡眠時間が左右している

に飲んでいました。

諦めて下さい」と言われ、それで初

る状態は、神経を働かせない状態に

謝をするためのプロセスが活動を始

ました。

すると神経細胞自身の新陳代謝のた

８時間ぐらいは取ったほうがよいと

るわけには行かないことです。

可能かも知れませんが、ずっと続け

力が旺盛な人にとっては、ある程度

す。若くて、エネルギーを生み出す

２時間でも平気だと言う人がいま

若い人の中には、睡眠１時間でも

ることが必要です。

を活き活きと保つには、ぐっすり眠

い

当然障害を受けます。脳の神経細胞

にあるミトコンドリアの新陳代謝が

続くと、脳神経細胞とその細胞の中

連日、一睡もしないで不眠状態が

いのです。

時間はきちんと取らなければならな

昼より夜に行なわれるので、夜寝る

発に働いてくれます。その動きは、

ドリアが新しい細胞を作るために活

必要です。それによって、ミトコン

言えます。

めます。

気となって症状が表れます。

52

15

60

めに、ミトコンドリアが働き始めま

の機能障害が起き、細胞の働きが悪くなって、さまざまな病

睡眠時間について、自分は４、
５

なります。もし、ミトコンドリアの働きが低下すると、臓器

す。大脳皮質は、骨格筋を支配して

働きによって、糖や脂肪を燃やす燃料として使われることに

たとえ眠りに落ちなくても、静か

よって体内の細胞に運ばれて取り込まれ、ミトコンドリアの

時間あれば十分だと言う人がいたと

もっています。たとえば、肺から吸い込んだ酸素は、血液に

います。体を動かしたり、起きてい

活動をするためのエネルギーを生産するうえで重要な働きを

に横になって骨格筋を休めることが

ほとんどすべての生物（動植物や菌類など）の細胞に広く

しても、新陳代謝が完全に完了され

含まれている細胞内構造物の一つです。人間の臓器が正常に

＊ 2 Ｍ細胞＝パイエル板を覆 濾 胞 被 蓋 上皮の吸
収上皮細胞間に散在する細胞である。
53

15

る時は絶えず骨格筋を使っている状

ミトコンドリアの働き

＊ 1 パイエル板＝虫垂や回腸によくみられる 10 〜
40 個のリンパ小節が集合した組織。
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病気を寄せつけない の暮らし方

細胞が働くための体温は、 ・ ℃

胞の中に入り込んで行きます。正常な

在して、体のあちこちに届けられ、細

こと。腸が冷えると細菌が白血球を介

一番目は、腸は決して冷やさない

んどん出し、免疫力を落と

増えた悪玉菌が毒素をど

秘は、
悪玉菌を増やします。

えて便秘をしないこと。便

三番目は、腸内環境を整

低い方は、体を冷やすような食べ物、

以上がよいのです。体温がそれより
に活性酸素がどんどん体

悪玉菌の毒素を消すため

してしまいます。その上、

と

よいのですが、それが過剰

内で作られます。作るのは

二番目は、必要以上にからだを冷
に出すぎて他の細胞を攻

けてください。
やすような服装や生活環境に気をつ

弱っている時は、そういう形で善玉

撃するので、生活習慣病の
四番目は、腸内細菌のバランスを
菌を増やすようにすると、だんだん

けること。特に冷房です。冷房は気

良くすること。善玉菌を増やすよう
体調もよくなります。そのようにし

引き金になります。

にいると体がどんどん冷やされ、体
にします。善玉菌の骨格は、多糖類

持良いからといって、ずっとその場
がダメージを受けて体調が悪くなり

ン置いて風を直接当てないように工

扇風機もそうです。ワンクッショ
を上げる抗原体になっています。そ

も同じ多糖類ですが、全身の免疫力

でできています。これは、食物繊維
大事です。

て全身の免疫力を上げて行くことが

ます。

夫して下さい。風を当てた部分の体
れが刺激剤の役目をします。

ことになります。

が戻るようにしてくれます。そして

と、リンパ球が活性化します。体が

多糖類がＭ細胞から入って来る

がいるようでます。そうすると、体

ことで、シャワーだけですませる人

疲労の蓄積、過労は細胞中のミトコ

とは、いろいろな障害に繋がります。

と。高齢化すると、疲れを溜めるこ

た

五番目は、体に疲れを溜めないこ

温が失われて、細胞自体の機能低下

ンドリアの過剰負担になり、病気の

その際、太陽の光を浴びることです。

温自体が上がらないことになります。

が起き、それによって痛みを発する

素地になって来ます。睡眠も十分に

それはミトコンドリアを元気にする

取ることです。

十番目は、心の持ち方として、何

か

六番目は、食べ物はよく噛んで食
している人は、意外と少ないのでは

吸をすること。扁桃という所は菌を

八番目は、口呼吸ではなくて鼻呼

んだり妬んだり呪ったりすることは

ると、体温は下がります。特に、悩

持を持つこと。物事を否定的に考え

時も明るく前向きに考え、感謝の気

ないでしょうか。玄米を食べる時は、

消化しているのです。口でばかり呼

いけません。感謝の気持を持つこと

べること。日頃から噛む回数を気に

一口１００回噛むと言われていま

吸をしていると、口を乾燥させるよ

です。
「ありがとうございます」と

のろ

す。それは玄米に限らず、普通の食

うな状況を作ることで、粘膜が切れ

いう気持になると、瞬間的に副交感

ねた

べ物でも１００回は噛みなさいと言

やすくなり、感染して菌が入りやす

っています。

神経が働きます。

噛むことによって、免疫力が左右
みなさいということです。それは、

くと、それが膿になります。膿は、

元です。そういうものを放置して置

虫歯や歯周病などは細菌の感染の

いうことです。交感神経が強ければ、

ことは、副交感神経も働いていると

しています。内臓の働きが良くなる

の分泌物にしても副交感神経が支配

腸の働きも、いろいろな消化器系

食べ物が口の中でドロドロになる状

口から入って腸から吸収され、全身

逆に副交感神経の働きが抑えられる

されるのです。最低でも、 回は噛

態です。噛まないと腸にかかる負担

に廻って行きます。虫歯や歯周病は、

のです。

などいろいろ言われています。要は

お風呂にゆったりと浸かったり、温

りと全身に巡らせるという意味で、

九番目は、温まった血液をゆった

うに心掛け、日々実行することで病

常に温かい食べ物、飲み物を摂るよ

疫力を上げなければいけない人は、

ことです。病弱な人、虚弱な人、免

うみ

七番目は、足を使った散歩をする

気づいたらしっかりと治しておくこ

足の筋肉を使うことです。高齢の方

泉療法で体に負担を掛けずに体温を

気になりにくい体質をつくることが

が大きくなってしまいます。
こと。歩くことについては、急ぎ足

とです。

でも、外に出て散歩をすることは健

じわじわと上げて行くようなことを

できます。

康にとても良いのです。
足のふくらはぎは、第二の心臓で

すること。汗だけ流せばよいという

要は、体も内臓も冷やしすぎない

で歩く、ゆっくり歩く、ジョギング

ります。

い状況を自分で作っていることにな

したいものです。

ことで、１日１回は外に出て散歩を

体を冷やすことは不健康のもとです

10

飲み物を摂らないよう十分に気をつ

5

す。この筋肉を使うと、心臓に血液
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