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ヒポクラテスからキャンベル博士まで、「健康の原則」を名言から学ぶ

～自然に身につく 「名言の教え」。日めくり万年カレンダー 第２弾、完成！～

Message
from
SHR

去る５月24日に放送されたＮＨＫテレビ『ガッテ

ン！』の内容は、「肉を食べないとタンパク質不足

のためにアルブミン値が低下し、骨粗鬆症、心筋梗

塞、感染症などのリスクが高くなる」というもので

した（http://www9.nhk.or.jp/gatten/articles/20170

524/index.html）。

私の友人からは「最新の栄養学に無知とはいえ、

公共放送がこうした情報を広めてしまうことには憤

りを感じます」といったメールも届きました。

会員の方の中には、同じような感想をもたれた方

もきっといらしたことでしょう。

太平洋のこちら側から日本のメディアの健康情報

を見ていると、日本の医師や栄養士のみなさんの

「栄養と健康に関する認識」は、アメリカに比べ30

年は遅れているように映ります。

アメリカ建国の父であり、物理学者でもあるベン

ジャミン･フランクリンは、200年以上も前に、「肉を

食べない食事をしていると、病気になることがない。たと

え病気になったとしても、症状は軽く、すぐに快復する」

という名言を残しています。

フランクリンは、平均寿命が40歳以下だった18世

紀末に、84歳まで生きたのです。しかも、亡くなる

２年前までの３年間は、ペンシルバニア州の州知事

を務めていたといいます。

また、ジョン･マクドゥーガル博士は 「あなたが食

べる脂肪は、それがどんな脂肪であれ、体にこびりつく脂

肪となる」 と忠告しています。

肉を食べると、たとえ赤身のヒレ肉であっても、

かなりの脂肪をとり込むことに気づいていない人が

たくさんいます。

肉や魚、卵、乳･乳製品などの動物性食品をとらな

くても、バラエティーに富んだ色とりどりの「プラ

ントベースでホールフード」から、体に必要なカロ

リー量を十分摂取している限り、タンパク質が不足

することはありません。

ガン専門医のオリバー･アラバスター博士は、「何

千年もの間、果物、種子類、穀類、野菜は<人間の食事

の基本>だった」 と述べています。

「タンパク質＝肉」として、19世紀初頭からタン

パク神話が根強く浸透してきたアメリカでは、「毎

食肉を食べないと、タンパク質が不足する」と信じ

て疑わない人がまだまだたくさんいます。

今から12年前、超肥満だったロニーという米国男

性の体験をご紹介します。彼は46歳で心臓発作を起

こしてバイパス手術を受け、３年後に再び発作に見

舞われ、ステント留置術、バルーン血管形成術を受

けたものの、その日の深夜、再び激しい胸の痛みに

襲われました。

ニトログリセリンを服用しながら、インターネッ

トを検索していくと、「心臓病の根本原因は食生活

の誤りにあり、プラントベースでホールフードの食

事に変えることで、克服できる」という情報に出合

います。

それは、ナチュラル･ハイジーン理論に基づいて治

療を行なっているジョエル･ファーマン博士のサイト

でした。

ロニーはその翌日から動物性食品の摂取をやめま

した。１年後には、なんと63.5キロも減量、総コレ

ステロール値は228mg/dlから132mg/dl、ＬＤＬ値は

148 mg/dlから75mg/dl、中性脂肪値は312mg/dlから

63mg/dl、そして血圧は161/110mmHgから115/70mmHg

へと低下し、心臓発作の心配がない健康体に変身し

たのです。

そればかりか、家族全員がロニーに倣って「プラ

ントベースでホールフードの食習慣」をとり入れ、

ロニー同様に心臓病を患っていた兄と姉も、それぞ

れ10.4キロと21.3キロやせ、心臓病を克服していま

す。ロニーの息子も11.3キロやせ、ウエストがわず

私家版ではないので、全国書店でも購入でき

ます（本体1200円＋税）。
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「ブルーゾーン」という言葉を聞いたことがおあ

りでしょうか。

これはアメリカで2008年に出版され、ベストセラー

となった『The Blue Zone：Lessons for Liv ing

とれたて最新ＵＳＡ情報 from Mamiko Matsuda,Ph.D.in Houston と

れ 「ブルーゾーン／世界の健康長寿地域」 のことをご存じですか !?
百寿者（100歳以上の人）の暮らしと習慣を「ナチュハイ」の教えと比べてみたら…

か３週間で10.2センチ細くなったといいます。

もちろん現在もロニーは家族とともにリバウンド

せず、健康な生活を送っています。

業界が喧伝する「タンパク質神話」によって蔓延

した先進国のメタボや心臓病は、食習慣を変えるだ

けで、なくすことができるのです。

ディーン･オーニッシュ博士は、「あなた自身の生活

習慣は、医者がしてくれるどんなことよりも、あなたの健康

や幸せに大きな影響を与える」 と述べています。

色とりどりの豆類、木の実や種子類、そして緑葉

野菜などからタンパク質を補う方法は、肉類からタ

ンパク質を補給するのと異なり、必要なタンパク質

を十分摂取できるだけでなく、免疫力を高め、ガン、

感染症、糖尿病、心臓病など、炎症から始まる病気

から体を守るファイトケミカル、ビタミン、ミネラ

ルも豊富にとることができます。

肉・魚・卵・乳類などには、これらの栄養はほと

んど、あるいはまったく含まれていません。

そのため、タンパク質だけに目を向けているので

は、病気知らずの超健康な体を手にすることはでき

ません。「何から栄養をとるのがベストか」という

ことにも配慮が必要です。

ウィリアム･ロバーツ博士は 「我々が<食べる目的>

で動物を殺すと、最終的には動物が我々を殺すことにな

る。なぜなら、その肉は本来<ベジタリアン>である我々人

間のための食べ物ではないからだ」 と述べています。

タンパク質情報に関連して、もう一つみなさんに

知っておいていただきたいことがあります。

みなさんの中には、冒頭の『ガッテン！』のよう

な肉食礼賛番組をご覧になったあと、「この情報は

間違っている」と、周りの人に伝えようとして、逆

に冷笑されたり、顰蹙（ひんしゅく）を買っていや

な思いをされたりした方がいらっしゃるかもしれま

せん。

日本の社会にプラントベース栄養学がすんなりと

受け入れられるようになるには、もう少し時間が必

要なのかもしれません。

現在、米国政府の「食事指針」には、「プラント

ベースの食事」でも必要な栄養は十分摂取できるこ

とが明記されていますが、1976年当時、「肉や脂肪

の摂取量を少なくし、果物と野菜の摂取量を増やす

ことが心臓病を予防する」と指摘した『マクガバン

報告』は、「食事指針」を決める政府委員たちから、

「インチキ情報」呼ばわりされました。

また、ガン予防のために果物・野菜・全穀物中心

の食事を推奨した1982年の「全米科学アカデミー

（ＮＡＳ）」の報告書『食物・栄養とガン』が発表

されて以来、執筆者の一人だったキャンベル博士も

長いこと卑劣な中傷を受けてきました。

しかし今、アメリカでは、この食べ方がヘルシー

な食事の代名詞として受け入れられつつあります。

ですから日本もいずれはアメリカのようになると

思いますが、もう少し時間が必要でしょう。

哲学者のショーペンハウアーは言っています。

「真実はすべて、三つの段階を得て人々に受け入れら

れるようになる。最初は笑われ、次には反対されるが、

やがてそれは<当たり前のこと>となって受け入れられる」

今、ＳＨＲの会員のみなさんにできることは、食

習慣だけに焦点を当てるのではなく、広い意味での

健康管理全般ついて、周囲のみなさんに関心を持っ

てもらうことではないでしょうか。

こうしたＰＲ・普及活動をサポートしてくれるツー

ルが先月末、できあがりました。『日めくり万年カレン

ダー 「超健康革命･名言の教え ２」』です。

これは「会報」でお伝えしてきた健康に関する名

言をカレンダーにしたもので、健康を手にするため

の秘訣がたくさん詰まっています。ご好評を得てい

る小型サイズの「パート１」より大きなサイズになっ

ているので、さらに見やすくなりました。

今回の巻頭メッセージの本文中で引用している名

言（太字個所）も掲載されています。

どんなすばらしい言葉も、一回見聞きしただけで

は記憶に残りにくいものです。

この「日めくり万年カレンダー」で１年に12回見

ることによって、脳裏に深く刻まれ、食生活や考え

方に大きな影響を及ぼす可能性が広がります。

みなさんが健康になってほしいと願っているご家

族やご親戚、そしてお友達のみなさんに、食習慣の

誤りを指摘する代わりに、このカレンダーをプレゼ

ントされてはどうでしょう。

このカレンダーを毎日めくるごとに、健康改善に

役立つメッセージを目にし、毎月同じ言葉から刺激

を受けることで、小さな習慣はやがて大きな力となっ

ていくことでしょう。
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Longer From the People Who’ve Lived the Longest』
という本に紹介されている、世界の長寿地域のこと

です。

日本語版も『ブルーゾーン 世界の100歳人(セン

テナリアン)に学ぶ 健康と長寿のルール』というタ

イトルで、2010年にディスカヴァー･トゥエンティワ

ンから刊行されましたが、現在は絶版のようなので、

ご存じの方は少ないかもしれません。

その「ブルーゾーン」とは、イタリアのサルジニ

ア、日本の沖縄、アメリカのカリフォルニア州ロマ

リンダ（住民はセブンスデー･アドベンティスト派の

人々が中心）、コスタリカのニコヤ半島、そしてギ

リシャのイカリア島の５か所です。

この本の著者で、世界的に知られる冒険家のダン･

ビュイトナー氏（1960～）は世界各地を回り、健康

に暮らすセンテナリアン（百寿者。100歳以上の人、

の意）のライフスタイルを克明に調べただけでなく、

人口統計学者の協力を得て出生記録や死亡記録など

も調査し、上記の５か所を世界の長寿地域と特定し

て、「ブルーゾーン」と名付けたのです。

ビュイトナー氏とそのスタッフは、これらの地域

に住む百寿者のライフスタイルに関して研究を重ね、

彼らに共通する習慣があることに注目しました。

自国（アメリカ）に帰ったビュイトナー氏は、そ

の共通点を「センテナリアンに学ぶ<健康長寿のため

の９つの習慣>」として、肥満や慢性病があふれるア

メリカ社会に紹介しています。

<９つの習慣>とは、次のとおりです。

①プラントベースの食事 ブルーゾーンに暮らす百寿

者の食事の90～95％は、果物、野菜<イモ類を含む>、

全穀物、豆類中心のプラントベース。肉を食べるこ

とはあっても、きわめてまれ。セブンスデー･アドベ

ンティストのグループでは100％プラントベース。

②腹八分

③目的意識 （生きがい） を持つ

④所属する 同じ考えや信仰を持つ人たちとのつな

がり。

⑤自然に動く 体を動かすことが生活の一部。

⑥人との交流 社会的つながりを持ち、互いに助け

合う。

⑦ストレスをためない

⑧家族を優先

⑨適度のお酒 必須とは限らない。アドベンティス

ト派の人は、お酒を飲まない。

まさに「ナチュハイ」実践者にとっては（お酒を

除いては）おなじみの「健康の要素」ですね。

ビュイトナー氏は、<９つの習慣>をただ紹介した

だけに留まらず、このライフスタイルを世界中に広

めるために、「ブルーゾーン･プロジェクト」を立ち

上げました（注）。

まずミネソタ州南部の都市アルバート･リー（人口

約１万8,000人）で、このライフスタイルを実践しや

すいコミュニティー作りに乗り出したのです。

市長、市議会議員、商工会議所、地元の会社のＣ

ＥＯ、スーパーマーケットやレストランのオーナー、

学校長、学校給食の責任者らの協力を得て、プラン

トベースの食材が手頃な値段で入手できる食料品店

や「プラントベースの食事」ができるレストランな

どの拡充、学校給食の改善などをに着手しました。

このプロジェクトに賛同するボランティアを募り、

彼らが中心となって、住民にブルーゾーン･スタイル

の啓蒙を呼びかけました。

徒歩や自転車での通勤通学の奨励、運動をとり入

れやすい環境作り、互いに助け合えるコミュニティー

作り、「プラントベースの食事」のポットラック･パー

ティー（料理持ち寄りの食事会）の開催、プラント

ベースでおいしいレシピの提供、オンラインによる

サポートなど、「ブルーゾーン･コミュニティー」の

環境を整えていきました。

2009年に始まったこのプロジェクトの結果はめざ

ましく、住民の平均余命が伸び、医療費は40％も削

減され、肥満人口も激減したのです。

健康都市に変貌したアルバート･リーの取り組みに

は、全米各地の自治体が関心を寄せ、現在までにア

ルバート･リー以外に８州の郡や都市が「ブルーゾー

ン･プロジェクト」をとり入れています。

その詳細は、「Blue Zone Project」でネット検索

すると地図が出ていますので、興味のある方はご覧

ください（注）。

『文藝春秋』2017年５月号にも関連記事が出てい

ましたので、ご存じの方がおいでかもしれません。

さらに一歩進んで、私が今考えていることは、こ

の「ブルーゾーン･プロジェクト」がナチュラル･ハ

イジーンの普及活動の参考にならないだろうか、と

いうことです。

ナチュラル･ハイジーンの健康改善・増進効果のす

ばらしさを周囲の人に紹介したいと思っても、聞い

てもらえない」というみなさんにとって、ナチュラ

ル･ハイジーンの考え方は、ブルーゾーンの百寿者が

続けている習慣と共通点がたくさんあります。

ですから、「ポットラック･パーティー」を主催し、

親しい友人たちを招き、ブルーゾーンに暮らす百寿

者の話を紹介し、ナチュラル･ハイジーンの考え方は

決して特殊ではなく、百寿者のためのライフスタイ

ルと共通していることを知っていただくのです。

そこで共感が得られたら、百寿者をめざすライフ

スタイルを、さらに多くの人に知っていただくため

のグループに発展させていきましょう。

「ナチュラル･ハイジーン理論は極端でも特殊でも

なく、ブルーゾーンに暮らす百寿者のライフスタイ

ルと共通する」ことを伝えることから「ナチュハイ･

ライフ」で健康長寿をめざす輪を広げていくことが

できるようになるのではないでしょうか。
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特に戦後生まれの沖縄のみなさんは、沖縄がブルー

ゾーンの一つであることを認識し、ブルーゾーンの

コミュニティーを絶やさぬよう、ご近所やご親戚の

百寿者のみなさんから、そのライフスタイルについ

て学び、継承していってほしいと思います。

戦前の沖縄のみなさんは、白いご飯ではなく、紅

芋を主食に緑葉野菜や豆腐などを中心に、食事の96

％がプラントベースでした。

百寿者をめざすコミュニティー作りには理想的な

ところだと私が思っているのが、この春（４月８日）、

盛大なナチュラル･ハイジーン講演会が開催された宮

崎県です。

この講演会を主催してくださったＳＨＲの会員、

古嶋さゆりさんは、綾町（あやまち）の精進料理の

お店のオーナーで、『フォークス･オーバー･ナイブ

ズ』の上映会や「ナチュラル･ハイジーン」の勉強会

を主宰し、すでに地域のみなさんの健康改善に熱心

に取り組んでいます。

綾町は全国一オーガニック農業が盛んで、人々の

健康意識も高いところですし、町長さんや教育関係

のみなさんが、正しい食習慣指導で生活習慣病改善

に取り組むことに関心を持ってくださっています。

さらに、隣接する小林市の野尻中央病院のリハビ

リ科では、療法士の先生方がナチュラル･ハイジーン

理論を患者さんに指導し、「プラントベースでホー

ルフードの食習慣」による健康改善に全力を挙げて

いる、と聞いています。

また、宮崎市在住でＮＰＯ「キャンサーフリー･ファ

ミリー」を主宰している長友明美さんは、ご自身の

末期の絨毛ガンを「プラントベースの食事」で克服

された体験をもとに、市の教育委員会と協力してガ

ン撲滅の活動を行なっています。

さらに、４月８日の講演会をサポートし、250名収

容の宮崎ホールを満席にしてくださった大勢のみな

さんも「百寿者コミュニティー」の立ち上げに賛同

してくださるのではないでしょうか。

最後に、前述のダン･ビュイトナー氏の次の言葉を

みなさんに贈ります。

「年のとり方には二つある。何年も不自由な体に

耐えながら、短い人生を過ごすこともできれば、病

気に苦しむ期間はきわめて少なく、健康なままでき

る限り長く生きることも可能だ。どちらを選ぶかは、

センテナリアン（百寿者）の友人たちが教えてくれ

る」

（注）https://www.bluezonesproject.com/

（Ｑ１） 紫外線に対する感受性を高め、紫外線を吸収しや

すくする作用がある 「ソラレン」 が含まれる食べ物（注）を

食べてから外出して紫外線を浴びると、肌にかゆみや赤

身、シミ、色素沈着を引き起こす可能性がある、という情

報があります。特に午前中に食べると、シミや肌が黒くな

るというのは本当でしょうか。

（編集部・注） レモン、オレンジ、グレープフルー

ツなどの柑橘系、イチジク、キウイ、アセロラ、

キュウリ、パセリ、セロリ、シソ、三つ葉など。

Ａ．ナンセンスです。「ナチュラル･ハイジーン」の

食生活で紫外線による細胞への酸化のダメージを防

ぐ抗酸化力がきわめて高い「ファイトケミカル」

や「抗酸化栄養」を、果物や野菜から豊富にとり込

んでいる限り、そのような心配は無用です。くわし

くは、「会報」第70号（2016年７月号）の「Ｑ11」

をご覧ください。

（Ｑ２） ５５歳の女性です。ここ１５年くらい右下腹に異物

感があり、下剤や腹部への指圧でやっと細い便が出る状

態です。腸の検査では「異常なし」で、医師に「開腹しない

とわからない」と言われたため、それ以来病院に行ってい

ません。

蓄膿症、後鼻漏、声がれ、口臭、乳腺症（右乳房）もあ

ります。ノーマン･ウォーカー博士の『大腸をきれいにすれ

ば病気にならない』 （徳間書店） を読むと、原因は大腸に

あるような気がしています。

肉や魚は極力食べず、生食も心がけ、サラダは毎食食

べていますが、夕食がどうしても遅くなり、穀類やお酒が

大好きなので食べすぎる傾向があります。

娘も私同様のトラブルがあります。さらにゲップもしょっ

ちゅうで、やせ形で、アトピーや鼻炎、側弯もあります。太り

たいこともあり、肉や魚も食べ、特にご飯をたくさん食べ

ます。親娘ともに改善したいので、原因と食生活のアドバ

イスをお願いいたします。

Ａ．食生活の見直しが必要です。ご質問者のトラブル

はすべて、体が有害物質で詰まっていることを物語っ

ています。

プラントベースの食事であっても、ご飯が中心で、

しかも夜遅くたくさん食べると、消化が十分行なわ

れません。水分や食物繊維も不足します。

未消化の物質が毒素となって体内にため込まれて

しまうため、体はそれを便や鼻汁の形で排泄させた

いのですが、ご飯中心の食事では、水分と食物繊維

の摂取量が不十分で、便は硬くなり、鼻汁も粘っこ

くなって速やかに排泄できません。

ご飯（たとえ玄米でも）でお腹を満たすのではな

く、サラダをメインディッシュにし、まずはサラダ

でお腹をいっぱいにさせることです。

「超健康革命」何でも相談室

（ご質問は事務局宛どうぞ）
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次に、野菜と豆のスープほか、加熱した野菜料理

や豆料理を食べ、玄米ご飯を食べるのはそのあとに

します。豆は１日２カップを目標に。

毎日ご飯ではなく、食物繊維がご飯の８～10倍含

まれている豆類や、２～３倍含まれているサツマイ

モやカボチャ、キヌアご飯など、多種類の炭水化物

食品を使います。

朝は体が排泄モードですので、水分の多い果物や

野菜ジュース、グリーンスムージーなどをたっぷり

とります。日中も水分補給に努めましょう。

早期改善には、「ウォーターオンリー･ファスティ

ング」（『Ｑ＆Ａブック③』「Ｑ３」参照）か「ジュー

ス･ダイエット」（『Ｑ＆Ａブック②』「Ｑ95」参照）

がおすすめです。

右下腹の異物感は、ポリープか腫瘍の可能性も否

めませんので、専門機関で精密な内視鏡検査を受け

ることをおすすめします。

お嬢さんのアトピーについては、今号の「Ｑ６」

を参照してください。正しい食習慣を心がければ、

適正体重になれます。アボカドや種実類から良い脂

肪をとることもお忘れなく。

側弯に関しては、進行すると神経圧迫による下肢

への支障、内臓圧迫による消化器や呼吸器への障害

が出てきますので、治療をおすすめします。

（Ｑ３） 現在７歳（小学校２年生）の息子は、ベジタリアン

で育てたので、アレルギー対応として、お弁当持参で通っ

ています。給食アレルギー対応の面談で栄養士、保健の

先生から、「動物性タンパク質を食べさせず、豆・野菜・雑

穀だけでは、育ち盛りの子供には栄養が足りない」 と指

摘され、「ナッツは嗜好品なので、育ち盛りの子供には肉

を食べさせなさい」 と言われました。

サッカーを始め、運動量も増え、体力の変化も感じてい

ます。具体的に１日に必要なタンパク質を植物性で補う

には、野菜、豆、ナッツ、種子をどれくらい与えればいい

か、教えてください。

Ａ．まず、バラエティーに富む「プラントベースでホー

ルフードの食事」から、体が必要なカロリー量を十

分に摂取している限り、タンパク質不足を心配する

必要はありませんので、自信を持って、プラントベー

スでお子さんを育ててあげてください。

『チャイナ･スタディー』の第２章と11章をご覧に

なると、一層自信を深めていただけると思います。

米国「栄養と食事のアカデミー」(Academy of Nu
trition and Dietetics、前身は米国栄養士会）のポジ

ションペーパー（公式見解文書）にも、「献立をよ

く吟味したベジタリアンの食事は乳幼児や子供、青

少年にとっても必要な栄養を満たし、正常な成長を

促進する」と明記されています（注）。

2015年版「日本人の食事摂取基準の概要」によれ

ば、運動量が活発な７歳の男子児童の場合、必要な

カロリー量は、1750キロカロリーで、そのうちの13

～20％をタンパク質から摂取することを目標量とし

て挙げています。

しかし、子供の成長に必要なタンパク質量は10％

で、それ以上になると思春期を早めるばかりか、ガ

ンや心臓病ほか、さまざまな病気のリスクが高まる

ことを、近年の複数の研究が明らかにしています。

サッカーなどの激しいスポーツをする男子児童の

場合でも、13％以下にとどめておくほうが安全です。

1750キロカロリーの13％は227.5キロカロリーにな

ります。タンパク質１グラム当たりのカロリー量は

４キロカロリーなので、227.5キロカロリー分のタン

パク質の重さは、約57グラムになります（227.5g÷

４kcal＝56.875g）。

57グラムのタンパク質は、肉類に頼らずとも、植

物性食品からだけで十分補えます。下の「表」を参

考にしてください。

朝食にフラックスシード（大さじ１）入りグリー

ンスムージーと、ヒマワリの種（1/4カップ）をかけ

た季節の果物を与えると、タンパク質の合計は８グ

ラム強です。

【タンパク質に富む主な植物性食品と含有量】

（１カップはアメリカ使用のもの／240ｍｌ入り）

＊豆類はすべてゆでたもの。

※ブラックビーンズ（黒インゲン豆）、ヒヨコ豆、

キドニー豆、ウズラ豆など。

（資料「Self Nutrit ion Data」（http://nutrition

data.self.com/）

食品名 重量
ダイズ（１カップ）＊ 29ｇ
レンズ豆（１カップ）＊ 18ｇ
アズキ（１カップ）＊ 17ｇ
グリーンピース（１カップ）＊ 8ｇ
その他の豆類（※）（１カップ）＊ 15ｇ
豆腐（100ｇ） 8ｇ
納豆（100ｇ） 8ｇ
テンペ（50ｇ） 9ｇ
ベジバーガー（１パテ）70g 11ｇ
セイタン（50ｇ） 12.5ｇ
キヌアご飯（１カップ） 8ｇ
玄米ご飯（１カップ） 5ｇ
全粒粉のパン（２枚） 7ｇ
スパゲッティ（ゆで／１カップ） 5ｇ
蕎麦（１カップ） 5.8ｇ
アーモンド（1/4カップ） 8ｇ
クルミ（1/4カップ） 8ｇ
カシューナッツ（1/4カップ） 6ｇ
カボチャの種（1/4カップ） 10ｇ
ヒマワリの種（1/4カップ） 6ｇ
ヘンプシード（大さじ２） 5.3ｇ
フラックスシード（大さじ２） 4ｇ
チアシード（大さじ２） 3.8ｇ
アーモンドバター（大さじ２） 7ｇ
ピーナッツバター（大さじ２） 8ｇ
ホウレンソウ（ゆで／１カップ） 5ｇ
ブロッコリー（ゆで／１カップ） 3～4ｇ
小松菜（ゆで／１カップ） 3ｇ
ケール（ゆで／１カップ） 2.5ｇ
アボカド（１個／304グラム） 7ｇ
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昼食のお弁当に、ベジバーガーパテをホールウィー

ト（全粒粉）のパンにはさんだサンドウィッチとブ

ロッコリー1/2カップとサラダを詰めると、タンパク

質は20グラム以上、摂取できます。

夕食で玄米ご飯１膳、１カップのブラックビーン

ズ入りの野菜スープ、蒸したホウレンソウ１カップ、

そしてサラダを用意すると、タンパク質は約25～26

グラム以上とれます。

おやつに大さじ１杯のピーナツバターをつけたリ

ンゴを与えると、４グラムのタンパク質がとれます。

これで１日に摂取するタンパク質量は57～58グラ

ム強、総摂取カロリーのおよそ13％です。

サラダに添えるドレッシングも種実類をベースに

すると、ここからもタンパク質が補えます。

ですから、必要なカロリーを摂取している限り、

肉に頼らずともタンパク質不足にはなりません。

また、ナッツや種子類は嗜好品ではなく、すぐれ

たタンパク源、オメガ３脂肪酸源ですので、積極的

に利用してください。

学校の栄養士や保健の先生と面談する機会があっ

た際は、『チャイナ･スタディー』をご紹介されては

いかがでしょうか。「プラントベースでホールフー

ドの食事」に理解を深めていただくことができるか

もしれません

（注）「Journal of American Dietic Association」

（July 2009：Vol 109 (7):1266-1282）

（Ｑ４） ナチュハイのレシピでは、ブレンドジュース、ドレッシ

ング、スムージー、スープなどをこしらえるとき、ジューサー、

ミキサー、ミルサーなどを多く使います。

「陰陽」 の考えに基づくマクロビオティックの本では、ミ

キサー、果物、粉末のナッツはいずれも「陰」が強い要素と

して記載されており、これらの器具の使用頻度の注意が

記されています。先生はこれらの使用頻度をどうお考えで

すか。ご意見をお聞かせください。

Ａ．これらの器具の使用頻度に関しては、私はあえて

意識しておりません。主に次の理由からです。

まず第一に、「陰が強い要素がある」という理由

で果物や粉末のナッツを敬遠すると、これらの食べ

物に含まれる酵素やファイトケミカル、良い脂肪な

どをとり込めない、というデメリットが生まれます。

第二に、これらの器具を毎日使ったとしても、健

康レベルにダメージを与えるようなことはあり得な

いと思うし、実際に30年近く継続して使用している

私は、そうしたダメージを感じたことは一度もあり

ません。

切る、削る、おろす、噛むなどでは容易に壊せな

い植物の細胞壁や植物繊維の主成分であるセルロー

スをこれらの器具で壊すことによって、中に蓄えら

れている栄養を体が利用しやすくなります。

そのため、ジューサーやミキサーなどを利用して

野菜ジュース、グリーンスムージーなどをとるほう

が、免疫力を高めるのに役立ちます。

体内に蓄積された有害物質による組織への刺激で、

炎症を引き起こし、感染症、ガン、糖尿病、心臓病

などの深刻な病気へと進展させないようにするには、

高い免疫力をキープすることです。

野菜ジュースやグリーンスムージーを毎日たくさ

ん摂取し、ガンほかの深刻な病気を克服した例は枚

挙にいとまがありません。

ミルサーは木の実や種子類を粉末にし、サラダの

トッピング、お野菜のゴマ和えやナッツ和え、そし

てドレッシングをこしらえるのに重宝します。

これらの便利な器具から得られる健康増進効果を

見逃すことはできません。

（Ｑ５） 去年の秋ごろから、腰、背中、関節が痛く、脚に力

が入りません。普通の速度で歩けない状態です。病院で

検査したところ、血中の「リン」 と 「25･ヒドロキシビタミン

Ｄ」 の値が低く （それぞれ、2.2mgと４ng/ml）、一方、副

甲状腺ホルモン(ＰＴＨインタクト） とアルカリホスファター

ゼ （ＡＬＰ） の値が異常に高くなっています （それぞれ33

3ＰＧと806ＩＵ/Ｉ）。

その結果、医師から「ビタミンＤ不足」 か 「骨軟化症」

といわれましたが、まだ確定はしていません。ナチュラル･

ハイジーンの食生活を続けると、ビタミンＤ不足になるとあ

りましたが、何か関係がありますか？

（編集部・注）

ＰＴＨインタクトは、副甲状腺ホルモン値の検査法の

一種。副甲状腺ホルモンは、血中へ分泌されたあ

と、速やかに分解されるため、ＰＴＨ-Ｃ（パラサ

イロホルモンＣ末端）、ＰＴＨ-Ｍ（パラサイロホ

ルモン中央部）、ＰＴＨインタクト（パラサイロ

ホルモン全長）として測定される。

アルカリホスファターゼ （ＡＬＰ） は、リン酸化合物を

分解する酵素。

Ａ．「ナチュラル･ハイジーンの食生活」と「ビタミ

ンＤ」と「骨」の健康について理解するには、二つ

の基礎知識が必要です。

一つは、ビタミンＤ不足は食事からの摂取不足で

はなく、日光不足であること、そしてもう一つは

「ビタミンＤとＰＴＨ（副甲状腺ホルモン）の関係」

についてです。

まず、「ナチュラル･ハイジーンの食生活を続ける

とビタミンＤ不足になる」という認識は正しくあり

ません。

ビタミンＤのいくらかは、食べ物から摂取できる

かもしれませんが、体が必要とするビタミンＤの量

のほとんどは、日光を浴びることで作られます。

日光に当たったとき、体は皮膚表面下でビタミン

Ｄを製造します。日光に十分当たっている限り、ビ

タミンＤ不足にはなりません。

ナチュラル･ハイジーンの「健康の７大要素」の一

つに「日光」が挙げられているのも、そうした理由

からです。

ビタミンＤの値は「25-ヒドロキシビタミンＤ」の
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血液検査でわかります。「25-ヒドロキシビタミンＤ」

とは、肝臓に蓄えられている貯蔵型のビタミンＤで

す（くわしくは『チャイナ･スタディー』469ページ

からの「補項：「ビタミンＤの働き」について」を

ご覧ください）。

この値が20ng/ml未満はビタミンＤ欠乏症、20～30

ng/mlは不足状態です。ご質問者の値は「４g/ml」で

すから深刻な欠乏状態です。

ビタミンＤが欠乏状態になると、血液中のカルシ

ウムやリンの値も正常値より低くなり（それぞれ

「低カルシウム血症」「低リン血症」といわれる症

状）、その一方、副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）やア

ルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）の値は高値を示し

ます。

次に「ビタミンＤと副甲状腺ホルモンの関係」に

ついて説明します。

副甲状腺ホルモンは血液中のカルシウム濃度を上

昇させるとともに、リン濃度を低下させる作用があ

ります。

ビタミンＤはカルシウムの吸収に不可欠な栄養素

なので、日光に十分当たっていないとビタミンＤが

不足し、小腸でカルシウムを吸収することができま

せん。その結果、血液中のカルシウム濃度が低下し

ます。

血中カルシウム濃度が低下すると、副甲状腺は血

中カルシウム濃度を上昇させるために、このホルモ

ンを増産させます。

量が増えて副甲状腺ホルモン濃度が高くなると、

破骨細胞（骨を壊す細胞）が活性化されます。こう

して骨からカルシウムを放出させ、血液中のカルシ

ウム濃度を上昇させるのです（カルシウムの99％は

骨に蓄えられています）。

長期にわたり副甲状腺ホルモンの分泌が増加した

ままだと、骨を作る細胞（骨芽細胞）の機能が抑制

され、破骨細胞の機能が活性化されるため、骨の破

壊が進行します。

骨はコラーゲンと呼ばれる物質にカルシウムやリ

ンなどのミネラル成分が沈着することにより、硬く

なります。

しかし、ビタミンＤ不足によるカルシウム不足の

ために骨の組織からカルシウムやリンが引き出され

てしまうと、軟らかい骨が増え、骨軟化症となりま

す。

腰、背中、関節の痛みや、脚に力が入らず、普通

の速度で歩けないなどの症状が現われます。ご質問

者の状態は、まさにこれに当たるといえるでしょう。

ビタミンＤ欠乏症によって「血中リン濃度」が低

くなるのは、副甲状腺ホルモンの濃度が上昇すると、

リンはカルシウムとともに骨から放出され血中への

吸収が促進されるのですが、腎臓ではリンの再吸収

が抑えられ、リンの放出が活性化されるからです。

また、血中アルカリホスフォターゼの値が高いの

は、骨の代謝機能（骨を壊し、新たに再生する作業）

が高まっているためと考えられます。

これでおわかりのように、体内のビタミンＤ合成

とその作用は、血液中のカルシウムやリン、そして

副甲状腺ホルモンの精妙なバランス機能によって

「内分泌系」（体の調整システム）が組み立ててい

る、といえるでしょう。

日光に当たり、ビタミンＤ濃度をヘルシーな値に

保つことは、骨を健康に保つためばかりか、全身の

細胞を健康に保つためにも不可欠です。くわしくは

前述の『チャイナ･スタディー』469ページ以降をご

参照ください。

晴れた日に１日15分間、戸外で日光に当たること

で、ビタミンＤ不足は改善され、副甲状腺ホルモンの

値も低下するといわれますが、ご質問者のように深

刻な欠乏症になっている場合は、医師の処方による

ビタミンＤ療法が必要でしょう。

現在、骨のトラブルなどがない人も、日光に当た

る機会が少ない場合は、ビタミンＤのサプリメント

の摂取が必要です。

なお、骨を健康に保つには、きわめて低塩の食事

にし、緑葉野菜、ゴマ、ヒジキなどから十分なカル

シウム補給も忘れないことです。

（Ｑ６） 全身にアトピー症状がひどく、１０代の頃にアトピー

性白内障 （注） で手術をしている３４歳の知人の男性に

関する質問です。マクロビオティックの実践者で、食生活

の改善や断食などを試みたものの症状は改善されず、今

は普通の食事に戻り、毎日お酒も飲んでいるそうです。

ナチュラル･ハイジーン・プログラムをすすめたいと思い

ますが、特に強調すべき食べ物や生活習慣などあります

か。また、まじめにナチュハイ･ライフを実践した場合、最

低どの程度の期間で改善が見られるでしょうか。目安が

わかると、本人も励みになると思いますので、教えていた

だけると助かります。

（編集部・注）

アトピー性白内障：アトピー性皮膚炎の合併症とし

て、若い人にみられる白内障。炎症による目の周

りのかゆみのために目をこすったり、掻いたり、

叩いたりすることで生じる眼球の外傷が要因とい

われる。加齢とともに症状が現われる加齢性白内

障とは異なる。

Ａ．ナチュラル･ハイジーンのプログラムには、「ア

トピー性皮膚炎には○〇が、そしてリウマチには△

△がおすすめ」といった特定なものはありません。

健康な人も病気の人も皆、同じです。

つまり、きわめて低塩の「プラントベースでホー

ルフードの食事」です。

アトピー性皮膚炎に関して、ナチュラル･ハイジー

ンの食事プログラムは、ほかのどんな治療法よりも

効果がある理由が主に三つあります。

一つ目は、アレルギーを引き起こす最大原因の

「動物性タンパク質が含まれていないこと」です。

二つ目は、植物油を使用しないため、アレルギー
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反応として生じる炎症に関与する化学物質「プロス

タグランジンＥ２」(注)の製造を過剰にしないこと

です。

（注）植物油に多く含まれるリノール酸（オメガ６脂

肪酸系）から変換されるアラキドン酸から産生

される炎症性の化学物質。ＰＧ２とも呼ぶ。こ

れとは別に、フラックスシード、ヘンプシード、

チアシード、クルミなどに豊富なαリノレン酸

（オメガ３脂肪酸系）から変換されるＥＰＡや

ＤＨＡからは、抗炎症性の化学物質「プロスタ

グランジンＥ１（ＰＧＥ１）、およびＥ３（Ｐ

ＧＥ３) が産生される。

三つ目は、アレルギーの原因となる物質（アレル

ゲン)を体が速やかに処理できる免疫力保持に必要な

栄養（抗酸化栄養やファイトケミカル）が豊富に与

えられることです。

これらの３点に関しては、『Ｑ＆Ａブック①』121

～126ページ、『Ｑ＆Ａブック③』「Ｑ77」、同じく

「Ｑ93」でくわしく解説していますので、そちらを

参照してください。

「ナチュラル･ハイジーン」の食事プログラムを真

面目に実践した場合に期待できる改善のスピードで

すが、個人差もありますが、２週間から１年余りと

みておくとよいと思います。

以前、私が札幌の講演会で出逢った男子高校生は、

幼児のときからアトピー性皮膚炎でステロイドホル

モンを使っていたのですが､ライフスタイルを変えて

２か月足らずのうちに完治し､少し前までグジュグジュ

の皮膚に悩まされていたなどとは全く信じられない

ほどきれいなお肌になっていました｡

なお、『Ｑ＆Ａブック①』（82～83ページ）にも

アトピー関連事項を記しています。

（Ｑ７） 抗インフルエンザ薬 （タミフル、リエンザ、イナビル、

ラピアクタなど） に関する質問です。服用すると通常長引く

インフルエンザの症状がすぐに治るうえ、副作用もあまり

ないとのことなので、悪化させるよりは、早めに服用した

ほうがよいのでしょうか。すぐ効くということは、大きなデ

メリットもあるのでしょうか。

インフルエンザにかからないようにするのが一番ですが、

もしかかったとき、仕事をあまり休めないので、薬を使用

したほうがよいのでは、と思っています。アドバイスをお願

いします。

Ａ．どんな薬も体にとっては異物です。「副作用は

あまりない」という薬であっても、下痢、悪心（お

しん。吐き気、むかつき）、肝機能値の異常、胃腸

障害などの軽度のものから、タミフルやリエンザの

ように、異常行動を引き起こす可能性のあるものま

で、さまざまな副作用が報告されています。しかも

それは氷山の一角です。

さらに、「薬で症状が消えたこと＝健康回復」を

意味するものではありません。

抗インフルエンザ薬で症状が消えても、ウイルス

が繁殖しやすい体内環境（毒血症）は一掃されては

いません。

インフルエンザの根本原因は、ウイルスではなく、

ウイルスが繁殖しやすい体内環境にあります。

したがって薬で症状を仮り止めしても、毒血症が

ある限り、「病気の７段階」の炎症状態(第４段階）

をさらに悪化させていくことになります。

インフルエンザにはかからないようにするのがベ

ストですが、万が一かかってしまった場合、それを

長引かせないようにするには、副作用を伴う薬を飲

むより、「食事を抜くこと」です。

食事をとると、消化に体のエネルギーや酵素が奪

われるため、回復に時間がかかります。

体のエネルギーと酵素の多くを、インフルエンザ・

ウイルスの処理に振り向けることで、回復が大幅に

早まります。

「インフルエンザと闘うために栄養をつけなけれ

ばいけない」と思い、肉や卵などの動物性食品を食

べたりすると、インフルエンザ･ウイルスの繁殖を助

長し、症状を悪化させてしまうだけです。

体が利用できない物質をとり込み、それがインフ

ルエンザ･ウイルスのエサとなるからです。

「ウォーターオンリー･ファスティング」を行なう

のが最も有効ですが、１日でも仕事が休めない場合

は、「ジュース･ダイエット」がおすすめです。方法

は『Ｑ＆Ａブック②』「Ｑ95」をご参照ください。

なお、最良のインフルエンザ対策は、そもそもイ

ンフルエンザにかからないように、日頃から「スー

パー免疫力」を維持しておくことです。

それには、「Ｇ-ＢＯＭＢＳ」を重視した「プラン

トベースでホールフードの食事」を心がけることで

す。くわしくは『Ｑ＆Ａブック③』の「Ｑ42」をご

覧ください。

【事務局より】
◎松田先生の「２０１７年 秋の来日講演スケジュール」は、別紙をご覧ください。

◎今号の【付録】は、「日本ナチュラル･ハイジーン普及協会」のホームページにほぼ毎月掲載されている松田先生

の「ヒューストンからのメッセージ」の記事（２０１７年２月、３月、５月分）を再編集したものです。

◎次号(第７５号)の会報は、２０１７年１０月上旬発行の予定です。

「超健康革命の会」事務局： ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０３－３７７５－４５０３

(平日の午後０時～６時まで、応対いたします）


