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はじめに 

 

 

 筆者は長年にわたり、名北労働基準協会の

機関誌（MEIHOKU）に月１回のペースで、健

康づくりとがん、循環器疾患、糖尿病などの

生活習慣病、ひいては健康長寿についての連

載記事を執筆してきました。このたび、青木

國雄先生（名古屋大学名誉教授、愛知県がん

センター名誉総長）が創設される基金の事業

の一環として電子出版されることになり、前

記の連載記事の一部＊を編集して「健康づく

りと生活習慣病予防－健康長寿への道」を発

刊することになりました。連載記事はその都

度、健康づくりと生活習慣病予防に関するト

ピックスを選んで書いていますので、読み切

りのトピックス記事を並べ換えて編集しもの

で系統的でなく、全分野を網羅していません

が、それぞれの項目はそれなりに興味深い内

容ではないかと思っています。筆者も高齢化

するにつれ、健康づくりと生活習慣病の予防

だけでなく、健康長寿に関しても関心を抱く

ようになりました。近年わが国は著しい高齢

化社会を迎えていますが、単に長生きするの

みでなく、健康で長生きすることが人生の質

の向上、ひいては年々増加している医療費や

介護費の節減にも有用かと存じます。 

 最後に本出版の機会を与えていただきまし

た青木国雄先生と連載記事を基に本書の出版

をご許可いただきました名北労働基準協会に

感謝いたします。 

 

 

 

 

 

愛知県がんセンター名誉総長 

富永祐民 

 

＊2002年10月号から2007年１月号

までの生活習慣病こぼれ話シリーズ

（10から1000）と2007年２月号

から2013年３月号までの健康づくり

と生活習慣病予防シリーズ（１から

62）から選んだ109編の記事を掲載

いたします。 

Administrator
タイプライターテキスト
目次へ戻る



第１章 がんの疫学と予防  TOMINAGA S 

2 

 

 

第１章 がんの疫学と予防 

 

 

101 新しい胃がん検診法 

102 大豆製品の乳がん予防作用 

103 乳がんにかからない方法と死なない方法 

104 前立腺がんの予防と早期発見 

105 がん予防のコツ、８項目 

106 がん予防のための５つの条件 

 

 

Administrator
タイプライターテキスト
目次へ戻る



第１章 がんの疫学と予防  TOMINAGA S 

3 

第１章 がんの疫学と予防 

 

101 新しい胃がん検診法 

 

 わが国では昭和40年代頃まで胃がんと子宮

がん死亡が非常に多く、がん全体の過半数を

占めていました。そのため、政府は昭和41年

度と42年度から市町村が実施する胃がん検診

と子宮がん検診に補助金（平成10年度からは

地方交付税に組み込み）を出すようにしまし

た。 

 標準的な胃がん検診法としては、バリウム

を飲んでＸ線検査を行う方法が採用され、現

在に至っていますが、この方式では40歳以上

全員を対象として、毎年１回胃Ｘ線検査を繰

り返す必要があります。 

 その後、胃内視鏡の機器と技術が進歩し、

胃がんの早期発見に胃内視鏡検査が有用であ

ることがわかりました。最近では一部の地域

や職域で胃内視鏡検査による胃がん検診も行

われています。 

 

 元東邦大学消化器内科主任教授の三木一正

博士（現名誉教授、特定非営利法人日本胃が

ん予知・診断・治療研究機構理事長）らは約

10年前から血清ペプシノゲン（ＰＧ）値とヘ

リコバクター・ピロリ菌（Ｈｐ）抗体を測定

して胃がんの高危険病変である萎縮性胃炎患

者とＨｐ感染者を選び出し、胃がんリスクに

応じて胃内視鏡検査の間隔を変える方法（三

木法、ＡＢＣ検診法）を確立しています。こ

の方法の最大のメリットは、血清ＰＧ値とＨｐ

抗体値から推定した胃がんリスクに応じて検

診間隔を１年毎（A群：ＰＧ陽性、Ｈｐ陰

性）、２年毎（B群：ＰＧ陽性、Ｈｐ陽性）、

３年毎（C群：ＰＧ陰性、Ｈｐ陽性）、５年

毎（D群：ＰＧ陰性、Ｈｐ陰性）に胃内視鏡

検査を行えばよいとしています。ここでＰＧ

陽性でＨｐ陰性のＡ群が１年毎で、ＰＧ陽性

でＨｐ陽性のＢ群が２年毎の検診になってお

り、一見逆転しているように見えますが、萎

縮性胃炎が進行するとＨｐが住めなくなり、

Ｈｐ検査が陰性化するからです。筆者はＰＧ

陰性、Ｈｐ陰性のＤ群ですから５年に一度胃

内視鏡検査を受ければよいわけです。この方

式を用いると胃がん検診の効率がよくなり、

検診費用も安くなります。また、胃Ｘ線検査

によるⅩ線被爆を避けることもできます。 

 最近の胃内視鏡検査は以前に比べて苦痛が

少なくなっていますし、バリウムを飲む必要

もありません。この方法の早期胃がんの発見

感度は従来の胃Ｘ線検査法と同等もしくはそ

れ以上であることが証明されています。ただ

し、この方法による胃がんの死亡率低下効果

が十分に証明されていなかったため、厚生労

働省の研究班では胃がん検診の標準方式とし

てのお墨付きを与えていませんが、最近この

検診法による胃がんの死亡率低下効果が英文

の専門雑誌に発表されていますので、将来こ

の方法の評価の見直しを行うものと思われま

す。この方法による胃がん検診はすでに東京

都目黒区をはじめ、いくつかの地方自治体や

企業で採用されていますので、将来はこの方

法が全国的に標準方式として普及すると期待

されています。また、ヘリコバクター・ピロ

リ菌に感染していることがわかれば、除菌に

より胃がんの予防も可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 32) 

(MEIHOKU-2009.09) 
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102 大豆製品の乳がん予防作用 

 

 最近わが国でも乳がんが増えていますが、

欧米先進国の率と比べるとまだまだ低いです。

その理由として、わが国では豆腐、味噌など

の大豆製品を多量に摂取しているからではな

いかと考えられています。大豆には女性ホル

モン作用があるダイゼイン、ゲニスタインな

どのイソフラボンが多量に含まれており、こ

の物質が何らかのメカニズムで乳がんの発生

を抑制しているのではないかと考えられてい

ます。 

 国立がんセンター研究センターの山本研究

員らは全国の11保健所管内の29市町村で実施

している大規模な疫学研究（多目的コホート

研究）の結果から、イソフラボンの摂取量が

多い人ほど乳がんにかかりにくいことを明ら

かにし、米国国立がん研究所の雑誌に報告し

ました。この研究は1990年に研究を開始した

４保健所管内の40～59歳の女性約２万２千人

を10年間追跡した結果に基づいています。追

跡期間中に179人の女性が乳がんにかかって

います。研究開始時に質問票による栄養調査

を実施し、「みそ汁」と「大豆、豆腐、油揚

げ、納豆」の２群の摂取量を調べ、イソフラ

ボンの摂取量を推計しました。イソフラボン

の摂取量に応じて全対象者を４群に分け、乳

がんの発生率を調べたところ、イソフラボン

摂取量が多い群ほど乳がん罹患率は低下して

いることを明らかにしました。 

 

 一般に、乳がんは女性ホルモン、特にエス

トロゲンが多いと乳がんにかかりやすくなる

ため、イソフラボンには女性ホルモン様の作

用があるので一見矛盾するように見えますが、

エストロゲンが接着する場所（レセプター）

に先にイソフラボンが接着してしまうため、

本物の女性ホルモンが作用を発揮することが

できなくなるからではないかと考えられてい

ます。 

 

 

 

 大豆製品の摂取量は国・人種によって大差

があり、一般にアジア諸国では摂取量が多く、

欧米諸国では大豆摂取量は極端に少ないので

す。大豆製品を多量に摂取するアジア諸国で

は乳がんの率は低く、大豆製品をあまり食べ

ない欧米諸国では乳がんの率が高いことも理

解できます。さらに、動物実験でもゲニスタ

インなどの植物性女性ホルモンの乳がん予防

作用を示す結果も得られています。しかし、

乳がんの発生には動物性脂肪の多量摂取、肥

満、高齢初婚・出産、少産、乳がんの家族歴

など、他にも多くの因子が関係しており、大

豆製品を多量に摂取すれば乳がんが予防でき

るというほど単純なものではありません。今

後さらに、実際にイソフラボンを多量に摂取

する群と少量（通常量）摂取する群に分けて

長期間観察して乳がんの発生率を比較する化

学予防試験を実施して今回の研究結果を確か

める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 60) 

(MEIHOKU-2003.09) 
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103 乳がんにかからない方法と乳がんで死な

ない方法 

 

 乳がんは女性の代表的ながんで、2003年の

全国の乳がん罹患数は約46,000人で、女性の

全がんの約２割を占めています。また、約

６％（18人に１人）の女性が一生涯の内に乳

がんにかかる計算になっています。乳がんの

罹患率は40歳代から急増しますので、40歳以

上の女性が乳がん検診の対象になっています。

たとえ乳がんにかかっても４人に３人は助

かっていますが、乳がん検診を受けた方が助

かる率がさらに高くなります。 

 アメリカやヨーロッパでは乳がんの死亡率

が十数年前から低下していますが、わが国で

はまだ上昇しています。これは欧米諸国では

乳がん検診の受診率が70～80％と高率で、乳

がん検診による死亡予防効果が現れていると

考えられています。しかし、わが国では発見

感度が高いマンモグラフィーが乳がん検診に

導入されたのは比較的最近のことで、受診率

も欧米諸国に比べて低いため（約20％程度）、

まだ乳がん検診による乳がん死亡の予防効果

が現れていないと考えられます。 

 さて、乳がんの予防は一次予防と二次予防

に大別されます。「一次予防」は「疫学的研

究から明らかにされた危険因子を除き、予防

因子を補うことにより乳がんにかからないよ

うにすること」です。一方、「二次予防」は

「定期的に乳がん検診を受けて、早期発見・

早期治療により、乳がん死亡を予防するこ

と」です。 

 乳がんは食生活などの生活習慣と密接に関

係しています。肥満の原因となる高カロリー

食（過食）は乳がんの危険因子です。閉経後

の肥満は乳がんの危険因子となっていますが、

不思議なことに閉経前（特に若年時）の肥満

は逆に予防因子になっています。肥満防止に

役立つ運動・身体活動は乳がんの予防に役立

ちます。飲酒も閉経期乳がんの危険因子に

なっています。生活習慣以外の因子では、早

い初潮と遅い閉経、高身長、良性の乳腺疾患

の既往などが危険因子となっていますが、こ

れらはいずれも栄養がよかったことを反映し

ています。一方、早い結婚と出産、授乳経験

は乳がんの予防因子になっています。放射線

も閉経後乳がんの危険因子です。遺伝的因子

に関しては乳がんの家族歴が危険因子として

あげられています。したがって、乳がんにか

からない一次予防法としては前述の乳がんの

危険因子を極力除き、予防因子をできるだけ

補うようにすればよいわけです。 

 乳がんの二次予防は40歳以上の女性ではマ

ンモグラフィー検診を隔年で受ければよいの

ですが、危険因子がある人では毎年受けた方

が安全です。現在画像検診としては主にマン

モグラフィーが使われていますが、40歳代の

女性ではまだ乳腺組織が発達していて乳がん

の陰影が写りにくいことがあます。そのため、

超音波検診の併用が勧められていますが、超

音波検診の乳がん死亡の予防効果はまだ証明

されておらず、現在研究中です。乳がんの自

己検診も乳がんの早期発見に役立つと考えら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 44) 

(MEIHOKU-2010.09) 
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104 前立腺がんの予防と早期発見 

 

増加しつつある前立腺がんと日本人に前立

腺がんが少ない理由 

 近年わが国では前立腺がんが増えています。

前立腺がんは動物性脂肪の摂取量が多い欧米

先進国に多く、わが国の前立腺がんの増加も

動物性脂肪の摂取量の増加を反映しているも

のと思われます。 

 一般に前立腺がんの成長速度は遅く、前立

腺の組織にがん細胞ができてから臨床的に診

断がつく程度の大きさになるまでには30年前

後を要すると推計されています。70歳以上の

高齢者になると２，３割の人が臨床的に診断

ができない微少な“潜在がん”を持っている

ことがわかっています。興味深いことに、前

立腺がんが多い欧米先進国でも前立腺がんが

少ない日本でも潜在がんの頻度はほぼ同じな

のです。臨床的に診断が可能な大きながんは

欧米先進国に多く、日本で少ないのです。つ

まり、日本人では前立腺がんの成長速度が遅

くなっていると考えられます。成長速度が遅

い理由はよくわかっていませんが、日本人で

は動物性脂肪の摂取量が少ない上にブレーキ

役の植物性女性ホルモンを含んでいる大豆製

品の摂取量が多いからではないかと考えられ

ています。 

ＰＳＡ検査による前立腺がん検診の有効性 

 数年前に新聞でＰＳＡ検査を用いた前立腺

がん検診の有効性に関する厚生労働省の研究

班と泌尿器科学会の見解の対立が報道されま

した。厚生労働省の研究班（主任研究者：浜

島千里国立がん研究センター室長）ではＰＳＡ

検査を用いた前立腺がん検診の有効性につい

てのこれまでの研究報告を分析し、まだ死亡

率低下効果が証明されていないこと、過剰治

療の可能性があることなどから、「集団検診

としての実施を推奨しない」と結論づけてい

ます。これに反して泌尿器科学会は、ＰＳＡ

検査の早期前立腺がんの発見感度が高いこと、

検診発見がん患者の生存率が高いこと、米国

では前立腺がん検診が普及してから前立腺が

ん死亡率が低下していることなどから「前立

腺がん検診は有効だ」反論しています。さて、

どちらの言い分が正しいのでしょうか？この

論争に決着をつけるためには、前立腺がん検

診を行う群と行わない群に無作為に分けて２

群の前立腺がん死亡率を比較すればよいので

すが、少なくとも数千人以上の高齢者の協力

を得て数年間以上追跡する必要があり、実施

には多額の研究費と研究期間を要します。 

 ＰＳＡ検査を用いた前立腺がん検診のもう

一つの問題点は、発見感度が高いために、放

置しておいても害がない前立腺がんを発見し

て治療を行ってしまう過剰治療の可能性があ

ります。そのために、ＰＳＡ検査で前立腺が

んが疑われた場合には、すぐに治療を行わず

に、３ヶ月から６ヶ月毎に検査を行い、前立

腺がんが進行したら治療を行うという「待機

療法」も採用されています。 

前立腺がんの予防と早期発見法 

 前立腺がんにかかりにくくするためには、

動物性脂肪の摂取量を抑え、大豆製品（煮豆、

豆腐、納豆など）をしっかり摂ることが推奨

されます。 

 前立腺がんの早期発見のためには、50歳を

過ぎたら、ＰＳＡ検査を受けて正常値（４ナ

ノグラム以下）であることを確かめ、６ナノ

グラム以上になれば精密検査（直腸診、超音

波検査、ＭＲＩ検査、生検など）を受ける必

要があります。４から６ナノグラムまでの値

は境界域で、経過観察が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 56) 

(MEIHOKU-2011.09) 
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105 がん予防のコツ、８項目 

 

 国立がん研究センターでは約20年前に「が

ん予防十二ヵ条」を作成し、その後何回か改

訂しています。津金部長らが作成した「がん

予防のコツ、８項目」は従来のがん予防12ヵ

条の項目数を減らしたものではなく、津金部

長らが1990年から全国の地域住民約14万人を

対象として実施してきた大規模な疫学調査の

結果や、その他のがん予防指針なども参考に

して作成したものです。今回作成した「がん

予防のコツ、８項目」ではあらたに数値目標

を設定し、具体的ながん予防指針としていま

す。以下にその骨子を紹介します。 

 

① 喫煙者は禁煙。たばこを吸わない人も他

人のたばこの煙を避ける。 

② 適度の節酒（日本酒なら１日１合、ビー

ルなら大瓶１本程度以内）。 

③ 野菜果物は１日400グラム以上。野菜は

毎食、果物は毎日。 

④ 塩蔵品と塩分摂取は最小限。食塩として

１日に10グラム未満、塩辛や練りウニなど

の高塩食品は週に１回以内。 

⑤ 定期的な運動の継続。ほぼ毎日合計60分

程度の歩行などに適度な運動、週に１回程

度は汗をかくような激しい運動。 

⑥ 成人期での体重維持。ＢＭＩで27を越え

ず、20を下回らない。（ＢＭＩ＝キログラ

ム単位の体重÷メートル単位の身長の自乗） 

⑦ 熱い飲み物は最低限。熱い飲料は冷まし

てから飲む。 

⑧ 肝炎ウイルスの感染の有無を知り、その

治療（感染者）や予防（未感染者）の措置

をとる。 

 

 第１項目の禁煙についてはあえて説明の必

要はないと思います。今回は非喫煙者でも他

人が吸うたばこの煙を避けるように呼びかけ

ています。禁煙は単に肺がん、その他のたば

こ関連がん（口腔がん、喉頭がん、食道がん、

胃がん、膵臓がん、膀胱がん、子宮頚がんな

ど）の予防のみでなく、心筋梗塞などの心疾

患、慢性気管支炎や肺気腫などの呼吸器疾患、

胃・十二指腸潰瘍などの一連の“たばこ病”

の予防、老化の遅延、健康づくりにも有効で

す。 

 第２項目の“適度の飲酒”とは、日本酒換

算で１日に１合（ビールなら大瓶一本）程度

以内を指しています。適正飲酒もがん予防の

みでなく、心疾患や脳梗塞の予防などにも有

効です。ただし、酒が弱い人は無理をして飲

む必要はありません。特に、昔は酒が弱かっ

たがだんだん強くなった人、酒はかなり飲め

るがすぐに赤くなる人では有害なアセトアル

デヒドが分解されにくいため、血液中に長時

間貯まりやすく、飲酒の害が最も強くでるの

で要注意（危険）です。 

 第３項目は野菜と果物を合わせて400グラ

ム以上としていますが、厚生労働省の勧めは

「野菜は350グラム（５皿）以上、果物は200

グラム（みかん２個）程度」です。果物は糖

分（カロリー）が多く、取り過ぎも要注意で

す。 

 第４項目の塩辛いものを避け、食塩摂取は

１日10グラム以内は胃がんの予防と高血圧の

予防の両方に有効で、一石二鳥です。 

 第５項目の定期的な運動は大腸がんや乳が

んの予防の他、心疾患の予防、糖尿病の予防、

健康づくりなどに役立ち、“一石多鳥”です。

毎日約60分の歩行で約6,000歩の歩行数とな

ります。 

 第６項目の成人期の適正体重の維持は太り

すぎのみでなく、若い女性などでは痩せすぎ

にも注意（骨粗鬆症になりやすい）する必要

があります。 

 第７項目の熱い飲食物を避けるは以前のが

ん予防12ヵ条にも含まれており、食道がんや

胃がんの予防に有効です。 

 第８項目の肝炎ウイルスの感染の有無を知

るためには、定期健診や人間ドックを受診す

る必要があります。 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 84) 

(MEIHOKU-2005.09) 
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106 がん予防のための５つの条件 

 

 国立がん研究センターのがん予防研究部の

津金昌一郎部長らは1990年代から岩手県、長

野県などの９府県の地域住民を対象として膨

大な疫学調査を実施しています。同研究部の

笹月静代室長らは、45歳から74歳までの男女

約８万人を2006年まで追跡し、生活習慣や体

型とがんの発生状況の関係を調べました。そ

の結果、５つの健康的な生活習慣・体型（た

ばこを吸わない、酒を飲み過ぎない、塩漬け

の食品を控える、日常生活中で活発に動く、

適正な体重）が１つ増えるごとに、がんリス

クが男性では平均14％、女性では平均９％ず

つ下がることがわかりました。５つの条件を

すべて満たす場合はがんリスクが半減（男性

では0.53倍に、女性では0.63倍に低下）する

と推計しています。 

 国立がん研究センターでは以前からがん予

防12カ条を作成していますが、12項目を記憶

し、実行するのは大変です。５つの条件なら

覚えられないことはありません。禁煙・節酒

はがん予防、健康づくりの常識で、解説は不

要でしょう。食生活では｢塩漬けの食品を控

える」を代表項目として取り上げていますが、

塩辛い食品は胃がんの重要な危険因子だから

です。塩漬けの食品の例示としてタラコを取

り上げていますが、タラコ以外にも佃煮、塩

漬け野菜、干し魚、梅干しなどがあります。

食塩の多量摂取は高血圧の重要な危険因子で

もありますから、塩辛い食品を控えることで、

高血圧、ひいては脳卒中、心臓病の予防にも

役立ちます。 

 禁煙・節酒、運動（日常生活で活発に動

く）も適正な体重もがん予防特有の条件では

なく、脳卒中、心臓病、糖尿病、メタボリッ

ク症候群の予防、健康長寿にも役立ちます。

笹月室長らもこのことを考慮して、単にがん

予防だけでなく、広い視野で５つの条件を選

んだもの推測されます。 

 ５つの条件の内、「日常生活で活発に動

く」は男性と女性で具体的条件が変わってい

ますが（男性では座ったり立ったりに加え、

１日に１時間程度の肉体労働やスポーツを、

女性では１日に３～８時間、立ったり座った

りする）これも日常生活の男女差を考慮した

ものと考えられ、妥当だと言えます。同様に、

適正体重（男性ではＢＭＩが21～27、女性で

は19～25）も男女差がみられ、男性では適正

体型がやや肥満側に拡大されていますが、こ

れは実際のデータから最適条件を選んだから

で、合理的だと言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 64) 

(MEIHOKU-2012.05) 
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魔除け瓦を追って（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私には陶芸やニューオーリーンズジャズ

鑑賞など、いろいろな趣味がありますが、

最も長く組んでいるのは、「魔除け瓦」の

写真撮影です。医学部を卒業後2年目頃

（1964年頃）に循環器疾患の疫学調査の

フィールドの１つの八尾市の住宅地を歩い

ていた時、偶然古風な開業医の屋根に瓦製

の鍾馗さんの像が置いてあるのを見つけま

した。これを契機としてその後各地を歩き

魔除け瓦を探しました。最も多く見つかっ

たのは京都市内の住宅地で、数え切れない

位見つかりました。奈良の奈良町周辺でも

たくさん見つかりました。名古屋地方でも

戦災で焼け残っている住宅地で見つかりま

した。今回は比較的最近、名古屋地方で見

つかった魔除け瓦を本書で紹介します。 

（富永記）

旧瀬戸街道沿いの元米屋 
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第２章 循環器疾患の疫学と予防 

 

 

201 寒冷、運動、緊張で血圧が上昇 

202 日常生活での血圧の変化 

203 「仮面高血圧」とは？ 

204 血圧と脳卒中リスクの関係―世界最大の疫学研究から 

205 一過性脳虚血発作（ＴＩＡ） 

206 「トランス脂肪酸」の摂りすぎにご注意！ 

207 脂質異常治療剤（プラバスタチン）の効用と意義 

208 野菜・果物の脳卒中、心臓病予防作用 

209 高血圧の予防・管理は痴呆の予防に役立つ 
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第２章 循環器疾患の疫学と予防 

 

201 寒冷、運動、緊張で血圧が上昇 

 

 寒冷期には血圧が上昇しやすく、脳卒中に

もかかりやすくなります。血圧は季節変動の

みでなく、一日中でも動作や状況によりかな

り変動します。そこで寒冷刺激、運動、緊張

などによりどの程度血圧が変動するかを実験

してみました。実験をしたのは昨年（2008

年）の12月上旬で、手首にマンッシェット

（ゴム製の袋）を巻いて測定するデジタル血

圧計を使用しました。実験結果を表に示しま

す。 

 

いろいろな動作・状況別血圧と脈拍の日内変動 

動作と状況 最大血圧 最小血圧 脈拍/分

覚醒時布団内で（約10度Ｃ） 110 66 73

筋トレ約15分間後 114 71 92

洗面台前で 110 77 80

冷水に手を浸ける 139 89 79

トイレへ入る 115 75 72

トイレでいきむ 134 94 75

遅いスクワット約20回/５分 187 118 105

安静５分後 123 77 73

速いスクワット130回/５分 140 73 109

テレビ体操５分間後 140 84 104

外出前玄関内で（約15度） 132 78 75

室外へ出た直後（約10度） 141 101 87

自動車運転（赤信号で停車時） 135 73 75

ウオーキング10分後 147 95 105

ウオーキング20分後 115 53 102

安静５分後 115 75 70

浴室の脱衣場で脱衣後 138 90 70

入浴（42度）１分後 117 72 83

入浴（42度）３分後 112 64 91

風呂から出た直後脱衣場で 87 55 90

入浴後５分居間で 117 72 74

夕食後 110 65 74

就寝前布団内で 115 68 75

実験者：富永祐民、12月上旬

 

 筆者の平常時の血圧は最大血圧が115ミリ

前後、最小血圧は70台、脈拍も１分間に70台

です。表では血圧が上昇したり､異常に低下

した時の動作と数値を赤字で示しています。

血圧が最も上昇したのはゆっくりと腰を落と

すスクワットです。なんと５分間で最大血圧

187ミリ、最小血圧は118ミリに上昇し、脈拍

も105に増加していました！これは危険だと

思い、あまり無理（がまん）をしないで腰の

落とし方を控えめにしてみると、最大血圧は

150ミリ前後、最小血圧は95から110ミリ前後

にとどまりました。通常の速いスクワットを

約５分間で130回してみると、最大血圧は140、

最小血圧は73ミリにとどまっていました（た

だし、脈拍は増えていました）。逆に血圧の

異常な低下で驚いたのは、入浴直後に脱衣場

で立位で測定した時で最大血圧は87ミリ、最

小血圧は55ミリに低下していました！筆者は

熱い風呂に短時間（３分から５分）入るのが

好きですが、熱さのために皮膚血管が拡張し、

血圧が異常に低下してしまったようです。や

はり、40度以下の少し温めの風呂にゆっくり

浸かるのが安全な入浴法のようです。 

 

 寒冷刺激による血圧上昇は洗面時に冷たい

水に手を浸けた時、暖かい室内から寒い戸外

へ出た時、入浴前の脱衣場が寒い時などに最

大血圧で約20ミリ前後上がることがわかりま

した。 

 

 運動ではゆっくりと腰を落として我慢する

遅いスクワットなどは危険ですが、ウオーキ

ングやラジオ体操程度なら血圧上昇は軽度で、

安全のようです。 

 

 緊張や精神的ストレスの血圧上昇の影響は

調べるのは困難ですが、自動車の運転中に赤

信号で停車した時に測定してみると軽度に上

昇していました。 

 

 血圧変動には個人差がありますので、筆者

の実験結果が読者の皆様に当てはまるとは限

りませんが、興味がある方（特に、血圧が高
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めの方）は簡易デジタル血圧計（数千円前

後）を購入して同じような実験をされること

をお勧めします。最近の研究から家庭で測定

した血圧の重要性が指摘されており、2008年

公表された高血圧学会の改訂ガイドラインで

も正常血圧は家庭血圧が最大血圧130ミリ以

下、最小血圧85ミリ以下と追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 25) 

(MEIHOKU-2009.02) 
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202 日常生活での血圧の変化 

 

 寒い冬には血圧が上昇します。これは体温

が下がらないように皮膚の末梢血管が収縮し

ているからです。冷水に手首を浸して血圧を

測定してみると、個人差はありますが、収縮

期血圧は20ミリから30ミリ程度上昇します

（寒冷昇圧試験）。私も水が冷たい時期に冷

水に手首を浸して血圧を測定してみたところ

約20ミリ上昇しました。水温が低下する冬に

冷水で洗面すると血圧はこの程度は上昇しま

すので、できれば温水で洗面したいものです。

寒い冬に暖かい室内から冷たい戸外へ出る時

にも血圧は上昇しますから、暖かい服装にし

て外出するべきです。 

 日常生活で血圧が下がるのは入浴した時で

す。昨夜入浴する時に手首に巻く血圧計で血

圧の変化を調べてみました。室温が約16度の

やや肌寒い脱衣場で着衣のまま立位で測定す

ると、収縮期血圧は131ミリ、拡張期血圧は

84ミリで普段より約10ミリ高くなっていまし

た。41度弱の風呂に肩まで浸かった直後には

収縮期血圧は132ミリ、拡張期血圧は78ミリ

で血管が拡張したせいか拡張期血圧は少し下

がっていました。入浴後３分後には収縮期血

圧は124ミリ、拡張期血圧は70ミリに低下し、

６分後にはさらに118、65ミリに低下してい

ました。入浴６分後に風呂から上がり､ 脱衣

場より少し暖かい浴室内で立位で測定すると、

収縮期血圧は103ミリ、拡張期血圧は63ミリ

に低下に低下していました。脱衣場で着衣し

て立位で測定すると、それぞれ113ミリ、78

ミリになっていました。約10分後に居間でく

つろいだ状態で測定してみると血圧値はほぼ

同じでした。今回の実験では入浴により血圧

値は約20ミリから30ミリ低下しましたが、以

前に行った実験でも約30ミリ低下していまし

た。 

 運動による血圧の変化をみるために室内で

スロースクワット（十数秒かけてゆっくり腰

を落とす方法）を５回行ってみると、収縮期

血圧は118ミリから151ミリへ、拡張期血圧は

78ミリかた99ミリへ上昇しました。これは筋

肉の収縮により血流が阻害され、筋肉を伸ば

した時に血圧を上昇させるホルモンが放出さ

れるからです。 

 洋式トイレで排便した場合も息みにより約

20ミリ上昇していました（和式トイレならか

がみ込むのでもっと上昇する可能性がありま

す）。 

 スクワットでも普通の速いペースで100回

行ってみると、収縮期血圧は126ミリから153

ミリへ、拡張期血圧は86ミリかた95ミリへ上

昇していました。 

 戸外でのウオーキングでは脈拍は増えても

血圧はほとんど上昇しませんでした。 

 緊張した時には血圧は上昇しますが、深呼

吸をすると副交感神経が優位となり、血圧が

下がります。寝る前の数回の深呼吸も催眠効

果があります。 

 血圧を下げる食事（減塩法、野菜など）は

次号で紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 49) 

(MEIHOKU-2011.02) 

 

 

（中尾忠明 画） 
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203 「仮面高血圧」とは？２４時間高血圧管

理の重要性 

 

 以前に本欄で「白衣高血圧」を紹介しまし

が、「白衣高血圧」は普段の血圧は高くない

のに、白衣を着た医師や看護師の前では緊張

して血圧が高くなるというものでした。今回

紹介する「仮面高血圧」は白衣高血圧とは逆

に、医療機関で測定してもらった時には高く

ないのに、朝起きた時や夜間に測定すると高

くなっている高血圧のことです。このように

本当は高血圧であるのに医師の前では高血圧

が正常血圧の仮面を被っているように見える

ので、“仮面”高血圧と呼ばれます。血圧が

高くなっている時間により、「早朝高血圧」、

「夜間高血圧」、「持続性高血圧」と呼ばれ

ます。 

 東北地方で行われた高血圧に関する大迫研

究から、医療機関で測定された血圧よりも家

庭血圧の方が重要であること、特に早朝高血

圧が脳卒中などの循環器疾患の発生に密接に

関わっていることが明らかにされました。早

朝高血圧の定義としては、早朝と就寝時の収

縮期血圧（最高血圧）の平均値が135ミリ以

上で、早朝時の血圧が就寝時の血圧より15～

20ミリ以上高い場合を指し、朝夕の差が15ミ

リ以下なら「持続性高血圧」とされます。 

 「仮面高血圧」は本当は高血圧なのに、医

療機関で測ってもらった時には正常血圧に

なっている場合を指しますが、これには２種

類あります。本来の仮面高血圧は降圧剤を飲

んでいない場合で、医療機関で測定しても

らった時は正常血圧であるのに、早朝や夜間、

または仕事中に血圧が上昇しているものを指

しますが、降圧剤を服用しているために血圧

が正常化している場合も一種の仮面高血圧で

す。この場合は朝降圧剤を飲む前の血圧は高

く、降圧剤を飲んだ後の血圧は低下します 

 個人差はありますが、血圧は一日中に大き

く変動します。昼間仕事に追われている時に

は血圧が上昇していることが多く、帰宅後に

入浴してリラックスすると、血圧は低下しま

す（筆者の経験では昼間の収縮期血圧が130

ミリ前後であるのに、入浴中および入浴後に

リラックスしていと100ミリ以下に下がって

いました）。常習性の多量飲酒は高血圧の危

険因子ですが、少量の飲酒後には血管が拡張

し、ストレスが発散されるせいか血圧が低下

することが多いです。また、散歩などの軽い

運動でも血管が拡張し、循環がよくなるので

血圧は低下します。たばこを吸うとニコチン

の血管収縮作用のため、一過性に（約30分

間）収縮期血圧と拡張期血圧は約10％から

15％（10から20ミリ）上昇します。 

 一般に冬の寒い時には血管が収縮して血圧

が高くなりやすいです。冷たい水で食器を

洗ったり、冷たい水で顔を洗ったりする時は

血圧が上昇しますので、水が冷たい時期には

なるべくぬるま湯を使うことが望ましいです。 

 仮面高血圧の仮面を剥ぐためには、家庭用

の血圧計を買って、早朝、就寝時などの家庭

血圧を測ることが先決です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 89) 

(MEIHOKU-2006.02) 

 

 

（中尾忠明 画） 

Administrator
タイプライターテキスト
目次へ戻る



第２章 循環器疾患の疫学と予防  TOMINAGA S 

15 

204 血圧と脳卒中リスクの関係－世界最大の

疫学研究から 

 

 読者の皆さんも高血圧は脳卒中や心臓病の

危険因子であることはよくご存じと思います。

高血圧と言えば、収縮期（最大）血圧が140

ミリ以上、または拡張期（最小）血圧が90ミ

リ以上を指しますが、ある値以下と以上で天

と地ほどに脳卒中への影響が変わるものでは

ありません。 

 イギリスの有名な疫学者のリチャード・

ピート卿らは世界各地で行われた61件の循環

器疾患に関する疫学研究の述べ約100万人の

データを１カ所に集めて総合解析し、血圧値

と脳卒中リスクの関係を詳しく分析して、

2002年にランセットという権威ある専門誌に

分析結果を報告しました。世界中の61の研究

に日本からも６つの研究グループが参加して

います。筆者はこの研究の運営委員として参

加しました。研究結果をみると、図１に示す

ように、血圧と脳卒中リスクの関係は連続的

に上昇していることがわかります。 

 一般に、高血圧でなければ脳卒中にかかり

にくいと思いがちですが、図１に明らかな

ように、高血圧でなくても（血圧値が正常範

囲であっても）、血圧が低ければ低いほど脳

卒中にかかりにくくなることがわかります。

その逆も真で、高血圧でも血圧値が高いほど

脳卒中リスクが高くなっています。 

 この調査結果から言えることは、高血圧で

あってもなかっても血圧値は低いほどよく、

正常範囲の血圧値の人でも生活習慣に注意し

て少しでも血圧を下げた方がより安全である

といえます。一般的なことですが、血圧値を

下げるためには以下のことに注意するとよい

と思います。 

 

・塩分摂取を少なくする。 

・寒さに気をつける(洗面、脱衣、外出時など)。 

・散歩など、軽度の運動に心がける。 

・怒ったり、いらいら、くよくよしない 

(ストレスの回避)。 

・肥満（特に、内臓肥満）を避ける。 

・多量飲酒を避ける、 

・喫煙しない。 

・過労を避け、適度に休養をとる。 

・適度に（約７時間）睡眠する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 37) 

(MEIHOKU-2010.08) 
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205 一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）は脳梗塞の

前兆 

 

一過性脳虚血発作とは 

 一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）は、高齢、高

血圧、脳動脈硬化などを基盤として、脳血管

に血栓ができ、血流障害のために、一過性に

顔がゆがむ、腕の動きが悪くなる、舌がもつ

れるなどの脳卒中様の症状が現れ、短時間

（２分～12分、平均約８分）で症状が消えて

しまうものです。 

 一過性脳虚血発作は脳梗塞の前兆で、１年

以内に約10％、５年以内に約30％の人に脳梗

塞が発生すると言われています。逆に、脳梗

塞の患者さんの約30％は一過性脳虚血発作の

ような前兆を経験しています。 

 

３時間以内に血栓溶解剤の注射 

 一過性脳虚血発作の初期治療で特に有効な

のは、症状が出てから３時間以内に、血栓

溶解剤のｔ－ＰＡ（組織プラスミノーゲン活

性化因子）の注射を受けることです。 

 一般に、救急医療が必要と考えられた時に

は、すぐに119番を呼び出して、氏名、住所

（場所）、症状などを的確に伝える必要があ

ります。脳卒中の場合は心臓発作ほど急を要

しないので、自家用車やタクシーで病院を受

診することも可能ですが、救急車を呼んだ方

が症状・病状の伝達が的確にでき、病院側で

受け入れの準備もできますので有利です。 

 脳卒中様の症状は血栓が血管内に詰まる脳

血栓だけでなく、脳血管が破れる脳出血でも

同じような症状が出ます。脳出血に血栓溶解

剤を注射すると、出血が止まらず症状が悪化

してしまいます。このため、ＭＲＩや血管撮

影を併用したＭＲＡなどの精密検査を受け、

脳血栓と脳出血を治療前に鑑別しておく必要

があります。 

 

一過性脳虚血発作と脳梗塞の予防と治療 

 一過性脳虚血発作と脳梗塞はいずれも高齢、

脳動脈硬化や高血圧を基盤として発生します

ので、まず高血圧の予防と管理が重要です。

高血圧の予防には、①減塩食に心がけ、②寒

さに気をつけ、③ウオーキングなどの運動で

内臓脂肪を減らし、④ストレスが溜まらない

ように、趣味などでストレスを発散しておく

ことが有効です。 

 次に血栓を予防するために、就寝前にコッ

プ一杯の水を飲むなど、十分な水分補給をし

て血液をさらさらにしておくことも重要です

（筆者は夜中に排尿のために起きないように、

コップ半分程度にとどめています・・・）。

真夏は発汗のため脱水しやすく、血液が濃く

なり、血栓ができやすくなりますので、十分

に水分を補給する必要があります。 

 水分補給以外で血栓の防止に有効なのは、

サバ、サンマ、イワシ、マグロなど、不飽和

脂肪酸の多い食品を摂ることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 73) 

(MEIHOKU-2013.02) 
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206 「トランス脂肪酸」の摂り過ぎにご注

意！ 

 

 私は2008年にペルのマチュピチュへ行って

きました。中部国際空港からペルまでは一度

米国で飛行機を乗りかえ、片道20時間近くを

要します。飛行機内で退屈しのぎにドリンク

サービスの際に配られたおつまみのプレッ

ツェルの包みに書かれていた英文の表示を読

んでいると、「トランス脂肪酸の含有量はゼ

ロ」と書かれていました。ちなみに、表示の

冒頭に一包み当たりの栄養データと書かれて

おり、熱量は55キロカロリー、全脂肪0.5グ

ラム、飽和脂肪酸ゼロ、その次ぎにトランス

脂肪酸ゼロと書かれ、次いでコレステロール

ゼロ、ナトリウム170ミリグラム、さらに含

水炭素やたんぱく質、ビタミン、ミネラル類

の量と括弧書きで一日の所要量の何％に相当

するかが示されていました。日本のコンビニ

やスーパーマーケットなどで売られている弁

当や菓子などの加工食品の表示では食品・栄

養成分の多い順に書かれており（数字は示さ

れていません）、使用された食品添加物（酸

化防止剤、着色料、増粘剤など）が詳しく書

かれています。アメリカでは健康や病気の予

防を重視した食品表示になっており、日本で

は食の安全性を重視した表示になっているこ

とがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 約30年以上前から動脈硬化の予防には植物

性の油や魚油がよいと言われていましたので、

ベニハナ油などの植物油に部分的に水素添加

して固形化したマーガリンやショートニング

が使われるようになりました。 

 

 「トランス脂肪酸」は水素添加によりでき

る脂肪酸です。その後に行われた多くの動物

実験や疫学研究から、植物油を原料にして作

られたマーガリンはかえって有害であるとい

う研究結果が報告されました。全エネルギー

に占めるトランス脂肪酸のエネルギーが２％

増える毎に心臓病のリスクが1.2倍から1.5倍

程度高くなると言う疫学研究の結果も報告さ

れました。そのため、わが家でもマーガリン

の使用を止めてバターやオリーブ油を使って

います。 

 

 国際的には2003年に世界保健機関（ＷＨＯ）

と食料農業機構（ＦＡＯ）の合同専門委員会

が食事から摂取するトランス脂肪酸のエネル

ギーを総摂取エネルギーの１％未満に抑える

ように勧告しています。これを受けて、デン

マークでは2004年から全ての食品のトランス

脂肪酸の含有率を２％以下に制限し、カナダ

では2005年12月から、アメリカでは2006年１

月から加工食品中のトランス脂肪酸の表示を

義務づけています。わが国では栄養調査の結

果から１日当たりのトランス脂肪酸の摂取量

は1.56グラム（アメリカでは約６グラム）、

摂取カロリーの0.7％と推定されたことから

食品安全委員会では特に問題視していませ

ん。しかし、栄養摂取量の個人差は大きく、

トランス脂肪酸の多いクロワッサン、ドー

ナッツ、クラッカー類はあまり食べ過ぎない

ようにした方が安全です。 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 23) 

(MEIHOKU-2008.12) 

（中尾忠明 画） 
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207 脂質異常治療剤、プラバスタチンの効果

と意義 

 

 2008年９月に東京農工大学名誉教授の遠藤

章博士（当時満74歳）が米国の権威あるラス

カー賞を受賞しました。この賞の受賞者の多

くは後にノーベル賞を受賞しており、ノーベ

ル賞の受賞も有望です。受賞理由は脂質異常

症の治療、ひいては脳卒中、心臓病の予防に

役立つスタチンの発見です。遠藤博士は大手

製薬メーカー三共の研究所に勤務していた時

に６千種類におよぶカビの成分を調べ、1973

年に「スタチン」（物質名はコンパクチン）

という物質を発見しました。これは細菌感染

に対するペニシリンの発見に相当するもので

す。遠藤博士らはコンパクチンの商品化に取

り組みましたが、初期の製剤では毒性が強く、

副作用の少ない薬剤の開発に取り組んでいま

した。コンパクチンの発見から14年後の1987

年に米国の製薬会社のメルクが一足早く商品

化（ロバスタチン）に成功しました。わが国

の三共もコンパクチンを改良し、二年後の

1989年に「プラバスタチン」という副作用の

少ない脂質異常治療薬の開発に成功しました。 

 遠藤博士が開発したプラバスタチンは現在

では、脂質異常症や脳卒中、心筋梗塞などの

予防・治療薬として世界100か国以上で販売

され、3,000万人以上が使用しています。 

 

 2008年３月までは血清総コレステロールが

高い場合を高コレステロール血症と読んでい

ましたが、４月に特定検診が導入された際に、

総コレステロールは悪玉のＬＤＬ（低比重）

コレステロールと善玉のＨＤＬ（高比重）コ

レステロールに分けて評価するように変りま

した。ちなみに、プラバスタチンは悪玉の

ＬＤＬコレステロール値を約25～35％下げ、

逆に善玉コレステロール値を増やす作用があ

ること、その結果心臓病死亡率を約30％低下

することがわかっています。 

 

 

 

「一に運動、二に食事、しっかり禁煙、最

後にクスリ」 

 厚生労働省は2005年に「一に運動、二に食

事、しっかり禁煙、最後にクスリ」という健

康づくりと生活習慣病予防のための標語を発

表しました。これは2000年に開始された健康

日本21計画の中間評価から、運動不足と食べ

過ぎによる肥満や糖尿病が増加していること

がわかったからです。ここで、“最後にクス

リ”とは、いくら運動や節食に心がけても、

血圧値、血清脂質値や血糖値が正常化しない

場合に医療機関で薬物治療を受けることを意

味しているのです。 

 従来は検診を受けて異常が見つかれば、す

ぐに薬物療法を行っていましたが、2008年４

月から始まった特定検診、特定保健指導制度

では、健診結果から保健指導（運動、食事、

禁煙など）の必要性と程度を判断しています。

生活習慣を改善しても高血糖、高血圧、脂質

異常などが正常化しない場合には医療機関を

受診して適切な治療を受ければよいのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 22) 

(MEIHOKU-2008.11) 
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208 野菜・果物の脳卒中、心臓病予防作用 

 

 野菜・果物のがん予防作用はよく知られて

いますが、最近米国で行われた大規模な疫学

研究から、野菜や果物を頻回に摂取している

人では脳卒中や心臓病の死亡率が低くなって

いるということがわかりました。 

 米国ツレーン大学のバッザノ博士らの研究

グループは、1971年から1975年にかけて行わ

れた米国の国民栄養調査に参加者した25歳か

ら74歳までの成人、9,608人について、その

当時の野菜・果物の摂取状況とその後19年間

の脳卒中、心臓病の死亡率の関係を調べまし

た。その結果、野菜・果物を１日に３回以上

食べていた人では、１日に１回未満の人と比

べて、脳卒中死亡率が42％低く、心筋梗塞な

どの虚血性心疾患の死亡率も24％低くなって

いることがわかり、その研究結果を2002年７

月号の米国臨床栄養学雑誌に報告しています。 

 この研究では野菜・果物の摂取状況は、新

鮮（生）、缶詰、冷凍、調理済み、ジュース

など、すべての種類の野菜・果物」と一括し

て調べているため、野菜と果物のどちらがよ

り有効なのか、またどのような野菜や果物が

特に有効なのかはわかりません。また、野菜

や果物をよく摂取している人では肥満者や高

コレステロール血症の人が少ない可能性もあ

りますが、肥満度や血清コレステロール値の

偏りを統計学的に補正しても結果は変わらな

かったとしています。しかし、血圧値の偏り

を補正すると、野菜・果物の脳卒中、心臓病

の予防効果が減少したことから、野菜・果物

の頻回摂取により、何らかのメカニズムで血

圧が低下しているためではないかと考えられ

ました。最近の別の研究から、野菜に含まれ

る葉酸などのビタミン類に動脈硬化予防作用

があることがわかってきましたので、血圧低

下を介さないで、野菜・果物が直接脳卒中、

心臓病を予防する可能性も明らかにされつつ

あります。 

 

血清ホモシステイン値と動脈硬化の関係 

 ホモシステインはアミノ酸の一種のメチオ

ニンがシステインに代謝される際に中間産物

として生成されるアミノ酸です。最近、血清

ホモシステイン値が正確に測定できるように

なり、血清ホモシステイン値が高い場合は脳

卒中、心臓病にかかりやすくなることがわ

かってきました。わが国でも高知県衛生研究

所の森山ゆり主任研究員、筑波大学の磯博康

教授らは疫学研究から血清ホモシステイン値

が高い人では脳卒中リスクが高くなることを

明らかにしています。 

 野菜に含まれる葉酸やビタミンＢ６、ビタ

ミンＢ12などのビタミンにはホモシステイン

値を低下させる作用があります。それではこ

のようなビタミンを摂取すると脳卒中や心臓

病の予防効果があるのでしょうか。最近、ス

イスの研究者グループは冠動脈狭窄の治療を

受けた患者を無作為に２群に分け、１群には

葉酸、ビタミンＢ６、ビタミンＢ12を、他の

１群には偽薬を６ヶ月間飲んでもらった。そ

の結果、ビタミンＢ群服薬群では、11ヶ月後

の狭窄の再発率が38％低下したと報告してい

ます。脳卒中についてはまだこのような臨床

研究は行われておらず、今後の研究を待つ必

要があります。いずれにしても、野菜や果物

類を頻回に摂取すると、がん予防と合わせて

脳卒中、心臓病などを予防することが可能と

なり、まさに「一石二鳥」であるといえます。

米国では、１日に野菜・果物を５回（または

５皿）摂取する「ファイブ ア デー (５ Ａ 

ＤＡＹ)」運動が展開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 53) 

(MEIHOKU-2003.02) 
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209 高血圧の予防・管理は認知症の予防にも

役立つ 

 

 認知症と言えばアルツハイマー病を思い浮

かべるかも知れませんが、痴呆の内アルツハ

イマー病は約８割を占め、残りは脳血管障害

を基盤にした痴呆です。アルツハイマー病は

比較的若年から発病しますが、脳血管障害性

認知症は高齢者に多くなっています。 

 脳血管障害の主な原因は高血圧ですから、

若いときから生活習慣に気をつけて高血圧を

予防し、高血圧にかかってしまった場合は塩

分制限、肥満防止、多量飲酒の回避など、生

活習慣の改善に一層留意し、必要に応じて降

圧剤を服用します。高血圧の予防・管理は脳

血管障害（脳梗塞、脳出血）の予防のみでな

く、心筋梗塞、狭心症、心肥大の心臓病の予

防にも役立ちます。 

 高血圧の原因はいろいろありますが、塩分

の多量摂取は重要な原因です。一方、塩辛い

食品は胃がんの重要な危険因子であることが

わかっていますので、野菜の塩漬け、塩乾魚

類、麺類のスープ、塩から・佃煮、ハム・練

り製品などの塩からい食品をできるだけ避け

ると、高血圧、脳血管障害、心筋梗塞などの

循環器疾患の予防に役立つのみでなく、胃が

んの予防にも役立ち、一石二鳥です。 

 寒冷刺激も血圧を上昇させるので、寒冷期

にはトイレ、浴室等の寒さ防ぐ方策を立てる

ことが望ましいです。また、暖かい屋内から

戸外へ出る時の温度差を少なくするためにも

暖房の温度は控えめにしておくことが望まし

いです。 

 多量飲酒は高血圧、脳血管障害の危険因子

であるのみでなく、口腔がん、食道がん、肝

臓がん等の原因になっていますので、避ける

必要があります。逆に少量飲酒は循環器疾患、

がんの予防、延命にも役立つことがわかって

きましたので、節酒に心がける必要がありま

す。喫煙も循環器疾患の重要な危険因子です

から“禁煙・節酒”に心がけることが大切で

す。 

 

 過激な労働は高血圧の１原因ですが、逆に

散歩や軽い運動は高血圧の予防に役立ちます。 

 血圧値は日内変動や季節変動がありますか

ら、できれば家庭用の血圧計を購入して、い

ろいろな場で血圧を測定しておくと、どのよ

うな時に血圧が高くなりやすいかがわかり、

対策が立てやすくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 65) 

(MEIHOKU-2004.02) 
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魔除け瓦を追って（2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私には陶芸やニューオーリーンズジャズ

鑑賞など、いろいろな趣味がありますが、

最も長く組んでいるのは、「魔除け瓦」の

写真撮影です。医学部を卒業後２年目頃

（1964年頃）に循環器疾患の疫学調査の

フィールドの１つの八尾市の住宅地を歩い

ていた時、偶然古風な開業医の屋根に瓦製

の鍾馗さんの像が置いてあるのを見つけま

した。これを契機としてその後各地を歩き

魔除け瓦を探しました。最も多く見つかっ

たのは京都市内の住宅地で、数え切れない

位見つかりました。奈良の奈良町周辺でも

たくさん見つかりました。名古屋地方でも

戦災で焼け残っている住宅地で見つかりま

した。今回は比較的最近、名古屋地方で見

つかった魔除け瓦を本書で紹介します。 

（富永記）

瀬戸市瀬戸川沿いのまんじゅう屋 

（屋根の四方に魔除け瓦がおいてある）
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第３章 糖尿病、その他の生活習慣病の

疫学と予防 

 

301 糖尿病は薬なしで治せる 

 

 表題の「糖尿病は薬なしで治せる」は元国

立がんセンター研究所疫学部長で、東京農業

大学栄養学科教授を経て、国立栄養健康研究

所の理事長を務めた渡邉昌先生が2004年９月

に角川書店から発刊した単行本の題名です。 

 渡邉先生は糖尿病の専門ではなく、食生活

とがんなどに関する疫学、予防医学の専門で

す。約10年前、渡邉先生がまだ国立がんセン

ターに勤務していた頃のことですが、出張先

のホテルで風呂上がりに何気なく体重を量っ

てみると77キロあった体重が72キロにまで

減っており、筋肉の張りもなくなっているこ

とに気づきました。当時渡邉先生はがんの疫

学研究で多忙を極め、食事時間は不規則、長

時間勤務のため空腹を感じると、近くのレス

トランで美味しいごちそうを腹一杯食べてい

たそうです。運動もろくにしていなかったた

めか、体重も徐々に増えていましたが、気に

もしていませんでした。出張先から東京に帰

り、体重減少の原因を調べるために（がんを

心配していた）、国立がんセンター病院の内

科で診察を受けてみたところ、立派な糖尿病

であることがわかりました。空腹時血糖値は

なんと260ミリグラムにもなっていました。

正常値は70～110ミリグラム程度で、126ミリ

グラム以上は糖尿病と診断されます。過去２、

３ヶ月の血糖値の指標になるヘモグロビン

A1cも12.8％にもなっていました（正常値は

4.0～5.5％）。渡邉先生の血糖値もヘモグロ

ビンA1c値もかなり高めで、通常なら直ちに

入院してインスリンの注射を受けるか血糖低

下剤を服用しなければいけないところです。

しかし、渡邉先生は生活習慣病予防の専門家

ですから、内科の主治医の先生に「とりあえ

ず、食事療法と運動でどの程度血糖値が下が

るか試してみます」と宣言しました。早速、

翌日から自動車通勤を電車と徒歩の通勤に変

え、１日に１万歩歩くことにした。週に３回

は自宅の近くのプールで泳ぎました。 

 渡邉先生は食生活でも涙ぐましい努力をし

た。以前１日に４、５回の美食をしていまし

たが、食事は１日に３回、規則正しくとるこ

とに決め、午前10時と午後３時のお茶とおや

つもやめました。医師と相談して１日の摂取

カロリーを1,600キロカロリーと決めました。

早速病院の管理栄養士の指導を受け、食品交

換表を購入してご飯・麺類、肉・魚類、牛

乳・乳製品、果物類、野菜類などの食品群を

組み合わせて、１日のカロリーが1,600キロ

カロリーにおさまるようにしました。食べ物

はゆっくりよく噛んで食べるようにしました。

外食は食べ過ぎるので、必ず半分残すことに

しました。渡邉先生は簡易血糖測定器を購入

して食後にどの程度血糖が上昇するか、運動

でどの程度血糖値が下がるかを調べました。 

 渡邉先生は食事療法と運動を続けたところ、

薬なしで血糖値もヘモグロビンA1cも徐々に

低下し、ついにどちらもほぼ正常値に低下し

てしまいました。運動を続けたおかげで筋肉

も引き締まり、ホノルルマラソンに参加でき

るくらいになったそうです。まさに、「一病

息災」と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 77) 

(MEIHOKU-2005.02) 
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302 コーヒーのがん、糖尿病予防作用 

 

 コーヒーにがんと糖尿病を予防する効果が

あることをご存じですか？コーヒーには200

～300種類もの抗酸化物質が含まれており、

１杯のホットコーヒーの抗酸化作用はレモン

３個分に相当するそうです。そこで数年前に

愛知県がんセンター研究所疫学・予防部で

コーヒーのがん予防作用を調べたところ、

コーヒーを毎日飲む人ではほとんど飲まない

人に比べて、胃がんと大腸がん（特に、直腸

がん）に罹る率（リスク）が半減しているこ

とがわかりました。その後、2005年には国内

の４つの研究グループが相前後してコーヒー

を毎日飲む人ではほとんど飲まない人に比べ

て肝臓がんリスクが半減していることを報告

しました。同じ頃に九州大学の予防医学教室

では糖尿病予備軍の男性自衛官を対象として

疫学研究を行い、コーヒーを毎日飲む者では

食後の血糖上昇が抑制され、２型糖尿病への

進展が抑制される可能性があることを明らか

にしています。 

 今回はコーヒーと２型糖尿病の関係に関す

るいくつかの研究結果を紹介します。オラン

ダのファンダム博士らは2005年１月までに報

告されたコーヒーと２型糖尿病に関する論文

を検索し、16編の論文を見つけました。その

内の大規模なコホート研究（追跡研究）９件

の全対象者（約19万３千人、その内２型糖尿

病の新規発生者約８千４百人）のデータをま

とめてコーヒー摂取量と２型糖尿病の罹りや

すさの関係を分析しました。その結果、コー

ヒー摂取量が最も少ない（１日に０～１杯）

の群に比べて、最もよく摂取していた（１日

に６～７杯以上）群の２型糖尿病リスクは

0.65倍に低下していることがわかりました。

１日に４～６杯摂取していた群でも２型糖尿

病リスクは0.72倍に低下していました。コ

ホート研究以外の断面的な研究でも、コー

ヒーをよく摂取する人では高血糖症を合併し

ている率が低くなっていました。 

 その後、わが国で行われた研究でも国立医

療センターの野田光彦部長は東京都葛飾区の

住民を対象にしてコーヒー摂取と糖尿病との

関係を調べ、コーヒー摂取が週に１回未満の

人に比べ、週に５回以上の人では２型糖尿病

リスクは0.61倍に低下していることを報告し

ています（出典：2006年２月12日の日経新

聞）。日本人でコーヒーを１日に６～７杯も

飲む人は少ないと思いますが、１日に２～３

杯でも２型糖尿病の予防効果があるようです。 

 コーヒーを飲むとなぜ２型糖尿病に罹りに

くいのかとう理由はよくわかりませんが、

コーヒーにはカフェインが含まれていますか

ら、交感神経を刺激し、エネルギー消費を高

め、脂肪の分解を促進する効果があるためで

はないかと推測されています。それなら、

コーヒーだけでなく、緑茶や紅茶にも同じ効

果がありそうですが、実際に大阪大学医学部

公衆衛生学教室の磯博康教授らは日本の２５

地域で行われた疫学研究から、緑茶をほとん

ど飲まない人に比べて緑茶を毎日飲む人では

２型糖尿病リスクが0.6～0.8倍に低下してい

ること、紅茶やウーロン茶にも僅かながら２

型糖尿病の予防効果があることを認めていま

す。磯教授らの研究でもコーヒーをほとんど

飲まない人に比べて、コーヒーを一日に３杯

以上飲む人では２型糖尿病リスクが0.63倍に

低下していることを認めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 ３) 

(MEIHOKU-2007.04) 
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303 糖尿病治療のための糖質制限食の効果と

問題点 

 

 最近新聞やテレビで糖尿病治療のための

「糖質制限食」が話題になっています。昔は

糖尿病の治療と言えば、しるこやぜんざいな

どの甘いもの、ご飯、パン、麺類などの糖質

（含水炭素）の多い食品の摂取を制限してい

ました。その後、糖質制限よりもカロリー制

限の方が効果的だということが常識化してい

ました。しかし、最近カロリー制限でも改善

しない糖尿病が糖質制限で改善するという話

が注目されています。わが国の糖質制限食の

火付け役は、京都の財団法人高尾病院理事長

の江部康二医師です。江部医師は約10年前か

ら糖尿病治療に糖質制限食を取り入れ、その

経験を基に2005年に「主食を抜けば糖尿病は

よくなる！｣（東洋経済新報社刊）という本

を発刊しています。この本はロングセラーと

なっており、徐々に糖質制限食の効果が知ら

れてきたようです。筆者も2010年にナツメ社

から発刊された｢糖尿病がだんだんよくなる

糖質制限食 カロリー制限食より効果抜

群！」という本と2011年にダイヤモンド社か

ら発刊された「主食をやめると健康になる 

糖質制限食で体質が変わる！」という本を読

んでみました。 

 

糖質制限食の方法と効果 

 糖質制限食では、ご飯、パン、麺類、甘い

菓子、日本酒、ビールなどの糖質の多い食品

を避け、その代わりに肉、魚、卵などの動物

性脂肪や蛋白質の多い食品は自由に摂取でき、

面倒なカロリー計算も不要です。 

 糖質制限食は３段階に分かれており、

「スーパー糖質制限食」では朝、昼、夕の３

食共にご飯やパンなどの主食を抜き、「スタ

ンダード糖質制限食」では朝夕は主食を抜き、

昼のみ糖質を食べる方法で、勤務者などが外

食で糖質を含んだ昼食を摂取することが可能

です。もう一つの方法は「プチ糖質制限食」

で夕食だけ主食を抜く方法です。 

 主食の他アルコール飲料も日本酒、ビール、

発泡酒などの糖質の多いものは避けて、焼酎、

ウイスキーや糖質ゼロのアルコール飲料に変

える必要があります。 

 糖質制限食に変えると、血糖値は低下し、

インスリンや内服薬も不要になる位改善する

ことが多いようです。また、血糖値が低下す

るだけでなく、中性脂肪の低下、体重の減少、

脂肪肝の改善、歯垢の減少による歯石の減少

もみられ、体質改善のせいか難治性の尋常性

乾癬や脂漏性皮膚炎、花粉症、逆流性食道炎

なども改善することが経験されています。 

 

糖質制限食の問題点 

 糖質を制限し、脂肪や蛋白質でカロリーを

補うと、脂肪酸がカロリー源になるため、血

液中のケトン体が増えることが問題ですが、

増え過ぎない限り支障はないようです。糖質

制限食を推奨している江部医師自身も糖尿病

にかかっており、過去10年間糖質制限食を続

けているそうですが、血液中のケトン体が高

い他は異常がないそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 70) 

(MEIHOKU-2012.11) 
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304 糖尿病は万病の元 

  －アルツハイマー病にも罹りやすくなる 

 

 糖尿病は心筋梗塞、狭心症、末梢血管の循

環障害、視力障害、慢性腎不全などの種々の

合併症を伴いやすいことが昔から知られてい

ますが、最近の疫学研究からアルツハイマー

病にもかかりやすくなることがわかりました。

九州大学医学部環境医学の清原裕教授らは福

岡県の久山町の地域住民を対象として約45年

前から行われている疫学研究から、糖尿病と

その予備群ではアルツハイマー病に罹る確率

が4.6倍も高くなっていることを明らかにし

ました。久山町の人口は約８千人であり、

1961年から現在に至るまで主として循環器疾

患の発生状況把握と原因究明のために、健診

と健康管理を行いながら疫学研究が行われて

います。この研究の特徴は死亡した場合の病

理解剖率が非常に高いこと（約８割）です。

現在では脳卒中でもＣＴ検査などによりかな

り正確に診断でるようになりましたが、40年

以上前では病理解剖をしないことには脳出血

か脳梗塞かの鑑別も容易ではありませんでし

た。この研究は病理解剖率が非常に高いため

に死亡原因も正確で、世界的にも有名になっ

ています。 

 久山町研究は1961年に開始されていました

が、清原教授等は1985年の時点でアルツハイ

マー病でない65歳以上の地域住民826人を１

５年間追跡しました。その間に188人の認知

症が発症し、その内の93人がアルツハイマー

病でした（残りの認知症は脳血管障害などに

よるもの）。アルツハイマー病はアミロイド

という物質が脳に沈着することによることは

わかっていますが、原因はよくわかっていま

せん。しかし、これまでの疫学的研究から生

活習慣が健康的な人（特に、よく歩く人）で

は罹りにくいことがわかっています。つまり、

アルツハイマー病は生活習慣病の要素もある

わけです。糖尿病は典型的な生活習慣病です

から、糖尿病患者がアルツハイマー病に罹り

やすいことがわかっても不思議ではありませ

ん。清原教授らは別に40歳から79歳までの約

2400人の地域住民を1988年から12年間追跡し、

糖尿病の人ではがん死亡リスクが3.1倍高く、

脳梗塞も1.9倍、心筋梗塞などの虚血性心疾

患も2.1倍高くなっていることを明らかにし

ています。これらは一見バラバラのように見

えますが、不健康な生活習慣（喫煙、運動不

足、食べ過ぎ、野菜・果物の摂取不足など）

が糖尿病の他、がん、脳梗塞、虚血性心疾患

などの一連の疾患のリスクを高めていると考

えれば矛盾無く理解できます。逆に生活習慣

を健康的（運動、健康的な食生活、禁煙、節

酒、休養など）にすると、これらの一連の生

活習慣病はいもづる式に予防できることにな

ります。生活習慣病にかからないようにする

と、健康寿命を延伸することができますし、

病気に伴う苦痛や障害の防止、医療費、介護

費の節約にも役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 10) 

(MEIHOKU-2007.12) 
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305 痛風の予防は、節酒と節食で 

 

 痛風は大昔からあった病気で、エジプトの

ミイラからも尿酸結晶が見いだされています。

中世のヨーロッパでは痛風は「帝王病」､

「王様の病気」と呼ばれていました。ご馳走

を食べ、酒を飲み、運動不足の人が痛風にか

かりやすく、生活習慣病の一種です。痛風の

特徴は足の親指の付け根などに激痛の発作が

おこること､血液検査で尿酸値が高いこと

（100ミリリットル当たり７ミリグラム以上）

です。高尿酸血症の人は全国で約800万人、

痛風患者は約70万人と推定されています。激

痛は血液中の高濃度の尿酸が針状の結晶とな

り、親指の関節膜などを刺激するからです。

血液中の尿酸はプリン体(細胞核の主成分で

おいしさの元)からできるので、表１に示す

ような尿酸が多い食品を多量摂取すると尿酸

値が高くなります。最近、東京薬科大や防衛

医大などのチームは、尿酸は腎臓からのみで

なく、約３分の１は腸管から排泄されるので、

腸管から尿酸を排出するポンプのような役割

を果たしているABCG２という蛋白質を作る遺

伝子の変異があると尿酸の排泄が悪くなるこ

とを明らかにしています。 

 

表 1 食品に含まれるプリン体の量 

プリン体の量 主要食品 

極めて多い 

（300mg～/Dl) 

鶏肉（レバー）、干物（マイワシ） 

イサキ白子、アンコウ（肝の酒蒸

し） 

多い 

(100～200mg/Dl) 

豚肉(レバー)、牛肉レバー 

干物(マアジ、サンマ）、カツオ、マイ

ワシ 

中程度 

(100～200mg/Dl) 

芽キャベツ、大豆、納豆 

牛肉・豚肉・鶏肉(レバー以外） 

真鯛、ヒラメ、マグロ、サバ、たらこ

少ない 

(50～100mg/Dl) 

ホウレン草、ブロッコリー、ピーマン

ハム、ベーコン 

極めて少ない 

(～50mg/Dl) 

米、麦、そば、枝豆、豆腐 

鶏卵、牛乳、チーズ、魚ソーセージ

資料：痛風予防の A・B・C(金子希代子、薬事日報社）から抜粋

 

痛風、高尿酸血症の予防法 

 痛風を予防するには、血液の尿酸濃度が高

くならないように、節酒、節食、運動、スト

レス回避などの生活習慣に心がければよいの

です。メタボや糖尿病、心臓病予防のための

生活習慣と少し異なるのは、飲酒ではビール

の摂取を控えること、食生活では特においし

い肉(特に、レバー)、魚類（特に、イワシ、

アジなどの干物など）の摂取を控えることが

重要です。 

 

 さて、読者の皆様はご自分の尿酸値をご存

じですか？ご存じない方は一度検診結果表を

チェックしてみて下さい。ちなみに、筆者の

尿酸値は 4.4 ミリグラムでしたので、正常値

の上限の７ミリグラムより低く、セーフでし

た。 

 生活習慣に気をつけても尿酸値が７ミリグ

ラム以下に下がらない場合は、尿酸値を下げ

る薬を服用する必要があります。尿酸の産生

を抑える薬としては、アロプリノール、尿酸

の排泄を促進する薬としてはプロベネシドな

どがあります。 

 

おいしい食品に多いプリン体 

 プリン体は尿酸の原料です。主要食品のプ

リン体の量は表１に示す通りです。プリン体

は肉(特に豚や鶏のレバー)、魚類（特に、イ

ワシ、アジ、サンマ、カツオ、煮干しなど）

に多く含まれています。植物性食品は一般的

にプリン体は少ないのですが、干し椎茸には

多量のプリン体が含まれています。アルコー

ル飲料ではビールのプリン体含有量が多く、

ビールの摂取量に比例して尿酸値が高くなっ

ています。発泡酒ではプリン体をカットした

飲料も市販されています。 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 66) 

(MEIHOKU-2012.07) 
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306 慢性閉塞性肺疾患（COPD)はたばこ病、

あなたの肺年齢は？ 

 

 以前は肺気腫、慢性気管支炎などと呼ばれ

ていた慢性肺疾患は10年程前から一括して

｢慢性閉塞性肺疾患｣（COPD）と呼ばれるよ

うになりました。全国の慢性閉塞性肺疾患の

死亡数は約１万５千人ですが、診断されてい

ない患者を含めると約800万人に上ると推計

されています。慢性閉塞性肺疾患は高齢者に

多い疾患で、80歳代になると４人に１人位の

割合になっています。この疾患の初期では咳、

痰、息切れなどの症状はなく、呼吸機能検査

をしなければ診断できません。スパイロメー

ターという器械を使えば正確に診断できます

が、簡易型のスパイロメーターでも診断でき

ます。この器械では年齢別呼吸機能に応じて

｢肺年齢｣が推計されますので、実年齢に較べ

て何歳若いか、または何歳老けているかがわ

かり、興味を引きます。 

 スパイロメーターで呼気流量を測定し､最

初の１秒間に肺活量の70％以上吐き出せると

正常、70％未満なら閉塞性肺疾患と診断され

ます。最初の１秒間に吐き出せる呼気量が肺

活量(最大吸気量）の80％以上なら軽症で、

50から80％は中等症、50％未満は重症です。 

 慢性閉塞性肺疾患の症状としては、咳、痰、

息切れがあります。重症になると呼吸困難を

伴い、肩で息をするようになります。さらに

重症になると酸素吸入が必要になります。 

慢性閉塞性肺疾患の原因と予防 

 慢性閉塞性肺疾患の主原因はたばこです。

肺がんでは診断から治療までの期間が短く、

治るか治らないかも数年以内にわかりますが、

閉塞性肺疾患は20年､３年かけて徐々に進行

するので苦しむ期間が長くなります。以前に

禁煙を勧めていた私の知人が20年以上経って

から近所の親しい人のがんで相談に来られま

した。自動車の運転は何とかできるようでし

たが、歩くとすぐに呼吸が苦しくなり、常に

酸素ボンベを引いて移動しておられました。

その知人は「昔私に禁煙を勧められた時に禁

煙しておれば、このような状態にならないで

済んだのに」と後悔していました。また、別

の親しい割烹料理店のご主人と女将さんにも

禁煙を勧めていましたが、たばこが止められ

ず、ご主人は最近痰が詰まって呼吸困難にな

り、救急車で病院に運ばれ、女将さんが心配

して電話をかけてこられました。ご主人の慢

性閉塞性肺疾患は痰が多いタイプで、女将さ

んは咳が多いタイプでした。禁煙すると呼吸

が楽になりますよと強く禁煙を勧めましたが、

たばこから抜け出せるかどうかわかりません。 

有名人の慢性閉塞性肺疾患 

 スーダラ節で有名な植木等さんは前立腺が

んの他に肺気腫による呼吸不全で2007年に亡

くなられました。てなもんや三度笠、必殺仕

置き人・必殺仕事人、刑事もので有名な藤田

まことさんも食道がんと閉塞性肺疾患を煩い、

舞台を下り2010年に亡くなられました。落語

家の桂歌丸師匠は慢性閉塞性肺疾患にかかり

ましたが、禁煙により元気になり、和田アキ

子さんと一緒に慢性閉塞性肺疾患の早期発見

と予防を呼びかけるコマーシャルに出演して

おられます。 

慢性閉塞性肺疾患の治療 

 壊れた肺は完全に元通りにはなりませんが、

禁煙により症状は軽快し、悪化は防げます。

禁煙をしても息苦しい人は気管支拡張剤を服

用すると呼吸も楽になります。それでも呼吸

困難がある場合は酸素吸入が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 65) 

(MEIHOKU-2011.06) 
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魔除け瓦を追って（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較的最近建てられた尾張旭市
内の民家の玄関の屋根 

 私には陶芸やニューオーリーンズジャズ

鑑賞など、いろいろな趣味がありますが、

最も長く組んでいるのは、「魔除け瓦」の

写真撮影です。医学部を卒業後２年目頃

（1964年頃）に循環器疾患の疫学調査の

フィールドの１つの八尾市の住宅地を歩い

ていた時、偶然古風な開業医の屋根に瓦製

の鍾馗さんの像が置いてあるのを見つけま

した。これを契機としてその後各地を歩き

魔除け瓦を探しました。最も多く見つかっ

たのは京都市内の住宅地で、数え切れない

位見つかりました。奈良の奈良町周辺でも

たくさん見つかりました。名古屋地方でも

戦災で焼け残っている住宅地で見つかりま

した。今回は比較的最近、名古屋地方で見

つかった魔除け瓦を本書で紹介します。 

（富永記）
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第４章 生活習慣と関連があるその他の疾患・病態 

 

 

401 過労死と“過労病”の予防 

402 ＥＤと生活習慣 

403 ホルモン補充療法の功罪 

404 男性にも更年期障害がある 

405 うつ病と自殺対策 

406 肥満、歩行、非喫煙は肺炎の予防因子 

407 体を温めると病気が治る 

408 イチョウの記憶力増強効果は？ 

409 アルツハイマー病の意外な予防法 

410 ウォーキングの痴呆予防効果 

411 精神的な余暇活動で痴呆の予防 

412 １００歳までぼけない１０１の方法 
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第４章 生活習慣と関連があるその他の

疾患・病態 

 

401 過労死と“過労病”の予防 

 

 成人病、生活習慣病、過労死は国際的には

通用しない日本特有の病名です。「成人病」

は老化を基盤とした脳卒中、心疾患、がんな

どの疾患群であり、「生活習慣病」は生活習

慣に密接に関連した疾患群の総称です。「過

労死」は過労（長時間勤務による疲労の蓄

積）が引き金となった急性の脳・心疾患死で

す。 

 

過労死の新認定基準 

 2000年７月17日に最高裁判所は、くも膜下

出血で死亡した某会社の支店長付き運転手と、

高血圧性脳出血で死亡した51歳の大型観光バ

ス運転手に関する労災請求事件で、前者では

長時間の運転業務による慢性疲労と過度のス

トレスの持続が脳動脈瘤増悪の原因となり、

後者では自動車運転、寒冷暴露などによる血

圧上昇の反復が脆弱性を進行させ、それぞれ

死亡につながったとの判決を下しました。 

 このため、厚生労働省は従来の過労死の認

定基準の見直しを迫られ、2000年11月に、過

重労働による脳・心臓疾患死（いわゆる“過

労死”）に関する労災認定基準の見直しを行

うための専門検討会を設置し、2001年11月に

報告書がまとめられました。これを受けて厚

生労働省は2001年12月12日付けの通達で新認

定基準を定めました。さらに、2001年２月に

は「過重労働による健康障害防止のための総

合対策」が策定され、労働基準局長より各都

道府県の労働局に通達されました。 

 新認定基準では、長期の過重負荷による疲

労の蓄積に由来する急性の脳・心臓疾患の発

症が業務上の疾病となりうるとしています。

この基準では「長期の過重負荷」を発症前の

労働時間で判断しています。具体的には、①

発症前１ヶ月に大体100時間を超える時間外

労働がある場合、または、②発症前２ヶ月か

ら６ヶ月間にわたって１ヶ月当たり大体80時

間を超える時間外労働がある場合としていま

す。 

 

過労死と“過労病”の予防 

 長期にわたる業務上の過重負荷に起因して

発症した脳・心臓疾患による過労死は労災と

認定され、労災の給付を受けることができま

す。しかし、脳・心疾患が軽症ぼ場合や適切

な医療により、死にいたらず短期間で回復し

て、職場復帰した時は、多くの場合、生活習

慣病として取り扱われ、医療費のみ健康保険

から給付を受けることになると思われます。

過労死の新認定基準により過労死の門が広

がったとしても、遺族が労災保険給付を受け

ることができるだけで、死亡した労働者が

戻ってくるわけではありません。したがって、

過労死やその予備軍の“過労病”を予防する

ことが重要です。 

 過労死は過労が引き金となっていますが、

多くの場合、高血圧、肥満、高コレステロー

ル血症、糖尿病などの基礎疾患があり、喫煙、

過度の飲酒、運動不足、不適切な食生活など

を伴っている場合が多いです。過労死とその

一歩手前の“過労病”の予防のためには、労

働者は過労を自覚して、できるだけ休養を取

り、禁煙・節酒、適度の運動、適切な食生活、

適度の睡眠など、健康的な生活習慣を心がけ

ると共に、定期的に健康診断を受けて健康管

理に努める必要があります。一方、行政およ

び事業者は、労働時間を短縮し、時間外労働

（残業）を規定時間の範囲にとどめ、健康診

断の受診率を高め、要医療者には医療を受け

るように勧奨するなどの健康管理が必要です。

結論的に、過労死と過労病の予防には労使双

方の相互理解と協調が必要です。 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 51) 

(MEIHOKU-2002.12) 
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402 ＥＤと生活習慣 

 

 ＥＤ（erectile dysfunctionの略）は医学

の専門用語で、勃起障害、インポテンスのこ

とです。俗に老化は「目・歯・まら」の順に

進むと言われていますから、勃起障害は老化

現象の一種であるとみられます。「まら」は

魔羅・摩羅・末羅とも書き、梵語のmaraで、

仏教修業を妨げ、人の心を惑わすもの、つま

り、陰茎を指しているそうです。 

 筆者は長年陶芸を趣味としています。数年

前の陶芸仲間の新年会で酒が回った頃、ト

ラックの運転手をしている50歳位の男性が

「先生、たばこをやめたら息子は元気になり

ますかね？」と尋ねた。筆者は即座に「もち

ろんです」と答えました。喫煙は健康へいろ

いろな影響を及ぼしますが、勃起障害もその

１つです。アメリカで作られた反喫煙テレビ

コマーシャルで、たばこをくわえた男性の前

をグラマーな美人が通り過ぎました。その男

性の目が美人を追っている最中に口にくわえ

たたばこがグニャッと垂れ下がってしまい、

男性はばつの悪そうな顔をしていました。

たった数秒の無言劇でしたが、よくできてい

ると思いました。 

 勃起障害の男性は全国で約1130万人いると

推定されていますが、実際に泌尿器科を受診

しているのはその内の５％位とのことです。

年齢層は20代から80代と幅広くなっています。

その原因は、ストレスなどの精神的なものと

思われがちですが、生活習慣が深く関わって

いることが明らかにされてきました。勃起障

害に関する学会も存在しています。1978年に

はインポテンス研究会が組織されましたが、

1989年には日本インポテンス学会に昇格し、

1994年には「日本性機能学会」に改称され、

現在に至っています。この学会の会員数は当

時780名で、2001年には専門医制度も導入さ

れたそうです。 

 2005年に開催されたＥＤに関するセミナー

では、米国カリフォルニア大学泌尿器科のト

ム・Ｆ・ルー教授が米国で行われた生活習慣

とＥＤに関する大規模な疫学研究の結果を紹

介しました。すなわち、定期的な運動はＥＤ

のリスクを30％下げ、逆に肥満はＥＤリスク

を30％上げること、喫煙、飲酒、テレビ鑑賞

もＥＤのリスクを上昇させること、慢性的な

疾患にかかっていないで、定期的に運動して

いる男性ではＥＤのリスクが最も低いと報告

しました。フィンランドで行われた疫学調査

でもＥＤリスクは肥満で1.7倍、喫煙で1.5倍

増加していたと報告しています。ボストンで

行われた疫学研究から、ＥＤの予防のために

は、若い時から健康的な生活習慣を始め、定

期的に運動し、喫煙をやめ、飲酒も控えめに

すると、心臓病などの予防とともにＥＤも予

防できると説いています。イタリアで行われ

た勃起不全を有する肥満男性を対象とした予

防研究では、生活習慣の改善によって約３分

の１の患者でＥＤが改善したということです。

ちなみに、最初に紹介した陶芸仲間は翌年の

新年会で「先生、たばこはやめました」と報

告したので、調子はどうですか？と尋ねたら、

「はい、おかげさまで」と答えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 92) 

(MEIHOKU-2006.05) 

 

 

（中尾忠明 画） 

Administrator
タイプライターテキスト
目次へ戻る



第４章 生活習慣と関連があるその他の疾患・病態  TOMINAGA S 

33 

403 ホルモン補充療法の功罪 

 

 女性は更年期になると、顔のほてり、発汗、

のぼせなど、いろいろな症状に悩まされるこ

とが多くなります。これは閉経により女性ホ

ルモンの分泌が急激に減り、自律神経の失調

を来すためです。このような不快な症状を軽

減するために女性ホルモンの投与が効果的で

す。女性ホルモンの補充量療法はさらに骨粗

鬆症の予防、卵巣がんの予防にも有効です。

しかし、乳がんの危険性が僅かではあるが増

加したり、血栓が生じやすくなるなど、副作

用もあります。 

 米国では50歳から79歳までの女性約１万７

千人を対象として、２種類の女性ホルモン

（エストロゲンとプロゲステロン）の併用効

果に関する大規模な臨床試験が行われました。

対象者は無作為に２群に分けられ、１群には

２種類の性ホルモンが投与され、他の１群は

対照群でプラセボ（偽薬）が投与されました。

この研究は2005年まで継続される予定でした

が、約５年の観察期間後に女性ホルモン群の

乳がんの危険性が僅か（26％）ですが上昇し、

脳卒中、心臓発作、静脈血栓症の率も上昇し

たため、2002年の７月に中断されました。一

方、大腿骨頚部骨折などの骨折と大腸がんリ

スクは低下していました。なお、死亡率全体

としては２群に差はみられませんでした。こ

の臨床試験の研究者らは乳がんリスクの上昇

率は僅かであり、骨折の予防作用などメリッ

トもあるものの、安全性を重視して臨床試験

を中断しています。 

 筆者は約45年前に米国で臨床試験に従事し

ていました。この臨床試験は男性の心筋梗塞

患者約8,400人を対象として、種々のコレス

テロール低下剤を長期間投与した場合の延命

効果を調べるものでした。この臨床試験では

エストロゲンという女性ホルモンも使用され

ました。エストロゲンを大量使用した群では

静脈血栓、肺塞栓などの血栓症の率が上昇し

たほか、冠動脈にも血栓が多発し、心筋梗塞

の再発率が上昇してしまったので、早期に中

断しました。エストロゲンの少量群ではこの

ような副作用も少なかったため、使用が継続

されました。しかし、驚いたことに徐々にが

ん死亡率が上昇してきたのです。この臨床試

験では男性のみを対象としていましたので、

乳がんの増加はみられませんでしたが、肺が

ん、膵臓がん、大腸がん、胃がんなど、いろ

いろながんが増加しました。一般に、一個の

がん細胞が発生してから増殖し、画像診断が

可能になるまでの大きさになるには10年から

20年以上を要しますので、すでに存在してい

た潜在がんが女性ホルモンの投与により急速

に増大したものと考えられました。今回の女

性を対象とした臨床試験でも同じような結果

に終わったわけです。 

 わが国ではホルモンの補充療法を受けてい

る女性は数％にとどまっていますが、米国で

は閉経期年齢の女性の３～４割（約600万

人）がホルモン補充療法を受けています。ホ

ルモンの補充療法には不快な更年期障害の軽

減、骨折の防止、卵巣がんリスクの低下など、

メリットもありますが、乳がんリスクの上昇、

種々の血栓症の増加などの副作用もみられて

います。米国の研究者は安全性を重視し、公

衆衛生的見地からはホルモンの補充療法は推

奨しないが、個人が自分の判断で使用するの

は自由であるとしています。このような副作

用を承知の上でホルモン補充療法を継続する

女性では肥満防止、乳がん検診の受診など、

副作用対策を怠らないようにする必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 49) 

(MEIHOKU-2002.10) 
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404 男性にも更年期障害がある 

 

 女性の更年期障害は程度の差こそあれ、た

いていの女性が閉経期頃にほてり、のぼせ、

どうき、発汗などの症状を経験します。 

 男性にも更年期障害がるのでしょうか？か

なり多くの男性が50歳代頃に、更年期障害と

みられる症状を経験しています。女性の更年

期障害は閉経期に卵巣からの排卵と生理が終

わり、急速に女性ホルモンの分泌量が少なく

なり、更年期障害の症状が現れます。男性で

も50歳代で男性ホルモン（テストステロン）

の分泌量が低下し、精力、性力、気力が減退

し、表の１～12までのいろいろな症状が２つ

以上あるか、13～15のような性欲、性力の減

退症状が見られれば男性更年期障害と判定さ

れます。元札幌医科大学の泌尿器科の教授で、

現在日本臨床男性医学研究所（東京都）の熊

本悦明所長は男性更年期障害の権威です。多

くの男性は恥ずかしさのせいか、男性更年期

障害の存在を知らないせいか、男性の更年期

障害を認識せず、泌尿器科や心療内科を受診

していません。 

 新聞報道（産経新聞、2007年４月26日号）

によると、漫画家でテレビ番組のクイズダー

ビーのレギュラーとして活躍したはらたいら

氏も49歳頃から約10年間、かなり重症の男性

更年期障害に悩まされたとのことです。はら

たいら氏はヘビースモーカーで、ヘビードリ

ンカーでしたので、男性ホルモンの分泌低下

と酒・たばこの害の両方で症状が早く、きつ

く現れたのかも知れません。 

 帝京大学病院泌尿器科の安田弥子講師は日

本人サラリーマンの唾液中の男性ホルモン

（テストステロン）量を調べ、年齢と共に低

くなる傾向があること、働き盛りの40歳代～

50歳代で最も低くなっていること（60歳代よ

りも低い）を専門誌（国際メンズヘルス学

会）に報告しています。 

 

 次の更年期障害のチェック表に示す男性更

年期障害のチェックリストで１から12の症状

が２つ以上あり、13から15をかなりはっきり

と感じている人は要注意です。このような症

状は男性ホルモンの分泌低下に起因している

可能性が高く、医療機関（泌尿器科、心療内

科）を受診してみることです。治療法はカウ

ンセリング、男性ホルモン剤、抗うつ剤、漢

方薬の投与などです。 

 筆者に関しては幸い表の１から12の症状は

なく、13から15の項目も順調に？年齢相応に

減退しています。 

 

男性の更年期障害 チェック表 

① 体調が優れず、気難しくなりがち 

② 不眠に悩んでいる 

③ 不安感・淋しい 

④ くよくよしやすく、気分が沈みがち 

⑤ ほてり・のぼせ・多汗 

⑥ どうき・息切れ・息苦しい 

⑦ めまい・吐き気 

⑧ 疲れやすい 

⑨ 頭痛・頭重・肩こり 

⑩ 腰痛・手足の関節の痛み 

⑪ 手足がこわばる 

⑫ 手足がしびれたり、ぴりぴりすら 

--------------------------------------- 

⑬ 性欲が減退した 

⑭ 勃起が減退した 

⑮ 早朝勃起が少なくなる 

（出典：中日新聞（2007年２月16日）を改変） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 ６) 

(MEIHOKU-2007.01) 
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405 うつ病と自殺対策 

 

 晩秋に紅葉が落下し、早く日が暮れるよう

になると、健康人でも侘びしさを感じます。

この季節にうつ病が発症しやすいのですが、

大部分のうつ病は季節を問わずに発生します。

うつ病には遺伝的素因も関係していますが、

多くの場合いろいろな原因によるストレスが

引き金になっていることが多いです。また、

近年自殺が増加していますが、その基盤にう

つ病があります。現在の厳しい経済環境、高

齢化社会ではいろいろなストレスがかかり、

うつ病・うつ状態を経て、自殺につながるこ

とが多くなっています。 

 うつ病と自殺の予防のための根本的解決法

は、最初の引き金となるストレスを軽減する

ことが大切です。現代社会においてストレス

を完全に避けることはできませんので、スト

レスが貯まらないように上手に発散する必要

があります。ストレスの発散法はいろいろあ

りますが、手っとり早い方法は気分転換のた

めの趣味を持つことです。 

 

これによって仕事のことで頭が一杯になって

いる場合でも仕事上のストレスが発散されま

すし、身体を動かす趣味（ゴルフ、山登り、

畑仕事など）であれば、快い疲れで熟睡でき、

心身の休養になります。女性では”ストレス

食い”もありますが、太ってしまって逆効果

になります。同様に、酒やタバコによるスト

レス発散も要注意です。飲酒は少量（日本酒

換算で１合以内程度）であれば、健康によい

かも知れませんが、飲み過ぎると健康を害し、

ストレスが増強してしまいます。たばこはス

トレス発散効果よりも健康への害、禁煙場所

の増加などにより、全体でみるとストレスが

増える可能性が大きいと考えられます。 

 仕事に追われたり、いろいろな問題を抱え

て苦境に陥っても、最後の手段は“くよくよ

しない”ことです。 

 うつ病の初期症状としては、物事をやるの

がおっくうになります。仕事に集中できず、

能率が落ち、悲観的になります。その他、不

眠、頭痛、頭重感、食欲不振、便秘、肩こり、

動悸、寝汗、性欲低下、女性では月経不順な

ど、多彩な症状が出る可能性があります。 

 さて、うつ病患者への対応で気をつけなけ

ればいけないことは、励まさないこと（善意

の励ましは逆効果になることが多い）、心身

の休養をとること、精神神経科を受診し、薬

物療法を受けることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 74) 
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406 肥満、歩行、非喫煙は肺炎の予防因子 

 

 寒い時期には脳卒中や肺炎にかかりやすく

なります。脳卒中の予防には日頃から血圧を

測定して、高血圧を早期に発見し、必要に応

じて降圧剤を服用することが大切です。一方、

肺炎の予防は寒い時期に風邪を引かないよう

に気をつけ、日頃から体を鍛えて抵抗力（免

疫力）をつけておくことです。肺炎死亡は高

齢者ほど多くなりますが、これは老化と共に

免疫力が低下し、若い時なら滅多にかからな

い肺炎にかかってしまうからです。故岸信介

首相は年寄りの心得として「風邪を引くな、

転ぶな、義理を欠け」と言っていますが、こ

れは名言です。「風邪を引くな」は肺炎にか

からないように気をつけよということです。

「転ぶな」は大腿骨折で寝たきりにならない

ように用心して歩き、下肢を鍛えておくこと

です。「義理を欠け」とは高齢者は体調を考

えて無理をしないようにすることではないで

しょうか。 

 肺炎は感染症ですが、その危険因子はよく

わかっていません。しかし、最近文部科学省

の研究費で行われた大規模な疫学研究（40～

79歳の地域住民約11万人を対象として約10年

間追跡）から肺炎死亡の危険因子が明らかに

されました(Inoue,Ｙ他、2007)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その主な結果を図１に示します。意外にも

肥満度（ＢＭＩ）が高い（肥っている）人ほ

ど肺炎死亡率が低くなっていました。肥満度

が低い人では栄養状態が悪く、免疫力が低下

している可能性があります。喫煙者で肺炎死

亡リスクが高いのは、喫煙による免疫能の低

下、クリアランス（喀痰などの排出）の低下

によるのではないかと思われます。ちなみに、

飲酒については、以前に飲酒していて今は飲

んでいない人の肺炎リスクが高くなっている

のみで、現飲酒者ではむしろ非飲酒者より低

くなっていました。肺炎死の予防のために希

望がもてるのは、よく歩く人ほど肺炎死亡リ

スクが低くなっていることです。これは歩行

自身の効果のみでなく、健康意識と健康水準

が高いことによるのかも知れません。 

 ビタミンＣは肺炎やインフルエンザの予防

には効かないかも知れませんが、風邪の予防

には有効です。日頃からビタミンＣを摂取し

ておくことが望ましいのですが、摂取してい

なくても風邪を引いたかなと思ったら、その

日から大量のビタミンＣ（１日に２～３グラ

ム）を摂取すると引かずにすむ（軽くすむ）

ことが多いようです。ただし、風邪を引いて

２日目から飲みはじめてもほとんど効果はあ

りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 13) 

(MEIHOKU-2008.02) 

 

Inoue (2007) 
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407 体を温めると病気が治る 

 

 暑い季節に「体を温める」話題は不適かも

知れませんが、今回は三笠書房から発刊され

ている石原結實著の「体を温めると病気は必

ず治る」と題する単行本の内容を紹介させて

いただきます。著者の石原氏は長崎大学医学

部を卒業した医師で、同大学の大学院を修了

して医学博士の学位を得た後にスイスのベン

ナー病院へ留学し、自然療法を研究していま

す。そもそもこの本を読む気になったのは、

ある商業雑誌に「体を暖めて免疫力アップ」

という１頁の記事が目にとまり、内容を詳し

く知りたいと思ったからです。石原氏はこの

単行本の他に、「病は冷えから」（光文社）

など多数の著書を発刊し、「おもいっきりテ

レビ」にも出演しています 

 石原理論の概要を紹介しますと、体温が平

熱より１度下がると免疫力は30数％低下し、

逆に１度上がると５～６倍上昇するとのこと

です。そのメカニズムとしては愛知医大の伊

藤要子助教授の熱ショック タンパク（ＨＳ

Ｐ）の産生と機能に関する研究を引用し、体

温が上昇するとＨＳＰが産生され、壊れたタ

ンパク質を修復または破壊して細胞の機能を

正常化し、免疫能も高めるからであるとして

います。一般に、ウイルスや細菌に感染する

と発熱しますが、これは一種の防御反応であ

り、あわてて解熱剤など使用して体温を下げ

ると、感染症の治りが遅くなって病気が長引

き、逆効果になる可能性があります。筆者は

風邪を引くと、初期の段階で大量のビタミン

Ｃは服用しますが、解熱剤は服用せず、熱は

出たままにして無理をしないようにしていま

す。そのせいか治りは早いようです。子ども

の発熱は心配でしょうが、あわてて解熱剤を

投与して熱を下げないで、水分補給をして、

安静にしておくことが重要なのです。 

 さて、石原氏の「体を温めると病気は必ず

治る」では、最初に体温を上げることにより

免疫力、抵抗力が上昇することを述べた上で、

食べ物や運動などにより体温を上げる方法を

紹介しています。食べ物では暑い夏でも冷た

いペットボトルの飲料などを避け、生姜紅茶

など、体が温まる飲み物を勧めています。生

姜（ジンジャー）はインド原産で、ジンゲロ

ンなどの辛みのある薬効成分を含んでおり、

古くから多くの漢方薬で処方されています。

生姜は気の流れ、血液の流れ、水の流れをよ

くするようです。 

 生姜紅茶の作り方は、熱い紅茶にすり下ろ

した生姜を適量入れ、黒砂糖（または蜂蜜）

で甘みをつけます。石原博士は生姜紅茶の他

に生ジュースを飲むことを勧めています。１

日３杯分の生ジュースの作り方は、ニンジン

２本、リンゴ１個が基本で、これにキャベツ、

セロリ、レモン、シソの葉などのいずれかを

少量50～100グラム）加えて作ります。 

 石原博士は体温の上げ方として、生姜紅茶

などの他に、半身浴、ウオーキング、スク

ワットなどの運動を勧めています。 

 暑い夏でもアイスコーヒーより、ホット

コーヒー、冷やし中華より、熱いラーメンの

方が体に良さそうです。 
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408 イチョウの記憶力増強効果は？ 

 

 イチョウ（銀杏）は古くから中国で漢方薬

として使われていました。わが国へは僧侶が

持ち込んだようです。そのせいか、お寺の境

内にイチョウの木が植えられていることが多

いようです。今回はイチョウの葉の記憶力増

強作用が話題です。昔から漢方薬としてイ

チョウは咳止めや痰切り薬として喘息や気管

支炎などの呼吸器疾患に使われてきました。

一方、食品としてのイチョウは果実のギンナ

ンが茶碗蒸しや酒のつまみとして食されてい

ます。おいしいからと言って煎ったギンナン

を十数個も食べるとギンナン中毒にかかる恐

れがあります。特に子どもは敏感で、たくさ

ん食べさせると、けいれんが起こったり、昏

睡状態に陥り、死亡する場合もあるそうです。

これはギンナンの成分がビタミンＢ６を阻害

するからだと考えられています。 

 イチョウの葉エキスには血管拡張作用、血

流増大作用、活性酸素除去作用、抗炎症作用、

中性脂肪低下作用など、いろいろな作用があ

ることが報告されています。フランスやドイ

ツなどではイチョウの葉エキスは医薬品とし

て認可されており、めまい、頭痛、記憶力・

集中力・運動機能低下、老人性痴呆の改善作

用、肩こり、冷え性、手足のしびれ解消など

に使われています。フランスではイチョウの

葉エキスの売上額は血管系薬剤の中では第１

位と言われています。わが国ではイチョウの

葉エキスは健康食品、サプリメントとして市

販されています。イチョウの葉エキスには

様々な薬理作用がありますが、最も注目され

ているのは記憶力増強作用、認知症の予防・

治療作用です。記憶力増強作用に関しては多

くの研究報告がありますが、肯定的なもの、

否定的なものが混在し、はっきりした結論は

得られていません。一般に、民間療法的なも

のについては厳密な臨床試験によって効果や

安全性が確認されているものは少ないです。 

 さて、米国のウィリアムス大学精神科のソ

ロモン博士らは60歳以上の健康者230人を対

象として、無作為に２群に分け、１群にはイ

チョウの葉40ミリグラムを、他の１群には偽

薬を与え、二重盲検法（薬を与えている医師

も薬を服薬している患者さんもどちらの薬か

わからないようにして与える方法）で６週間

試検薬を投与しました。有効性の評価は記憶

力、注意・集中力、呼称力、言語の流暢性に

関する評価および全般的評価などについて自

己評価と配偶者・友人・親族による第三者的

評価を行いました。その結果、イチョウの葉

投与群と偽薬投与群の間には統計学的に意味

のある差は認められなかったと報告していま

す。この研究に対して他の研究者から、健康

人でなく、脳血管性痴呆やアルツハイマー型

痴呆の患者では改善がみられたとか、もっと

多量（数倍の量）を使った場合には有効で

あったなどの反論が寄せられました。しかし、

有効であったとする報告では研究方法に問題

があるものが多く、イチョウの葉の記憶力増

強作用を確認するためには、今後もっと大規

模な研究を行う必要があります。 
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409 アルツハイマー病の意外な予防法 

 

 アルツハイマー病は認知症の１種です。

「認知症」は以前は「痴呆（俗語ではぼ

け）」と呼ばれていた疾患です。2004年10月

15日にあいち健康プラザで財団法人長寿科学

振興財団主催の第17回国際長寿科学シンポ

ジュウムが開催されました。その中で「開か

れつつあるアルツハイマー病の先端医療」と

題するパネルディスカッションが開催されま

した。その記録集を読んでいたところ、アル

ツハイマー病の予防法は特別なものではなく、

生活習慣病の予防方法と大差がないことがわ

かり、意外な感じがしました。例えば、パネ

リストの１人の米国ケース・ウエスタン・リ

ザーブ医科大学のロバート・フリーランド教

授はアルツハイマー病のリスクを低下させる

ためには、抗酸化物質を多量に含む果物や野

菜、不飽和脂肪酸に富む魚類をたくさん摂る

こと、高脂肪食や高塩食を避けること、肥満

は早期（中年）発症型のアルツハイマー病の

誘因になるので、肥満を避けることを勧めて

います。また、行動面では、若い頃から身体

や頭をよく働かせること、スポーツなどによ

る頭部の外傷に気をつけることを勧めていま

す。最後の知的活動を活発にすること、頭部

の外傷に気をつけることなどを除いて、食生

活の注意、肥満の防止などはがんや循環器疾

患などの生活習慣病の予防とほとんど同じで

す。 

 他のパネリストの筑波大学臨床医学系精神

医学の朝田隆教授は地域における認知症予防

活動として、次の３つを推奨しています。 

第１は、有酸素運動。「有酸素運動」とは息

が切れる程度に持続的に行う運動のことで、

注意力や集中力をつかさどる前頭葉の機能を

高める働きがあると言われています。 

第２は、適度な睡眠。具体的には、昼食後に

短時間の昼寝をとること、夜の睡眠に気持ち

よくはいれるように、夕方に軽く運動するこ

と。 

 第３は、栄養面で、不飽和脂肪酸（ＥＰＡ、

ＤＨＡなど）に富む魚類、イチョウ葉エキス

やリコピンを含むサプリメントの摂取（希望

者のみ）です。 

 これらの２人のパネリストが推奨している

アルツハイマー病の予防法は生活習慣病の予

防法を共通している部分が多いことです。し

いて言えば、若い頃から知的活動を活発にし

ておくこと、年を取ってからでも家族や友人

などとの接触を保つことなどが認知症の予防

に特有のものであると言えます。一般に、認

知症はアルツハイマー型と脳血管障害型に大

別されます。脳動脈硬化症、脳血栓などの脳

血管障害は生活習慣病の一種とみなされます

から、アルツハイマー病の予防法と生活習慣

病の予防法に共通点が多いことは当然かも知

れません。したがって、特に意識して認知症

を予防しなくても、生活習慣病の予防に心が

けておれば結果的に認知症も予防できること

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 80) 

(MEIHOKU-2005.05) 

Administrator
タイプライターテキスト
目次へ戻る



第４章 生活習慣と関連があるその他の疾患・病態  TOMINAGA S 

40 

410 ウォーキングの認知症予防効果 

 

 激しい運動をしなくても、ウオーキング程

度の軽い運動でも認知症予防効果があるとい

う２つの研究結果が報告されました。２つと

もアメリカで行われた研究です。１つはホノ

ルル・アジア加齢研究に参加した71～93歳の

日系男性2,257人を対象としたものです。

1991～93年に１日当たりの歩行距離を測定し、

３年後と６年後に神経学的検査を実施しまし

た。その結果、調査期間中に158人の認知症

患者が把握されました。 

 １日の歩行距離を0.25マイル（400メート

ル、約570歩）、0.25～１マイル（400-1,600

メートル、約570-2,290歩）、１～２マイル

（1,600-3,200メートル、約2,290-4,570歩）

の４区分に分けています。認知症は神経学的

検査によりアルツハイマー病、血管障害型認

知症とその他の認知症に分けて分析していま

す。 

 その結果は図１に示しますように、１日の

歩行距離が短い者ほど認知症の発生率が高い

ことがわかりました。１日当たりの歩行距離

が換算すると約 2,300歩以下の場合はア

ルツ１マイル（1,600メートル）以下、歩数

にハイマー病、血管障害型認知症共に発生率

が高くなっています。この研究では１日に２

マイル以上（約3.2キロメートル、歩数に換

算して約4,570歩以上）の者を歩行距離最も

長いグループとして一括していますが、高齢

者でもさらに歩行距離が長い者（歩行数が多

い者）では認知症の発生率が一段と低くなっ

ていることが想定されます。この研究では歩

行距離のみでなく、歩行の早さとの関係も調

べており、歩行のスピードが速い者の認知症

の発生率が低いことも明らかにしています。 

 

 もう一つの研究は米国の70～81歳の女性看

護師約18,800人を対象として、約10年間追跡

したものです。この調査からもウォーキング

などの身体活動を長期間、定期的に行ってい

る高齢女性においては、神経学的検査の結果、

認識機能が有意に優れているだけでなく、認

知機能の低下も軽度でした。一般に、ウォー

キングは身体の健康づくりや生活習慣病の予

防に役立つと考えられていますが、加齢によ

る認知機能の低下の防止、遅延にも役立つこ

とがわかりました。
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411 精神的な余暇活動で認知症の予防 

 

 わが国では著明な高齢化社会を迎えており、

高齢者が増加しています。80歳以上、90歳以

上の超高齢者の増加に伴い認知症患者も増加

しています。認知症は本人にとっても、家族

にとっても、社会にとっても不幸なことです。

認知症の症状としては、記憶力の著しい低下、

恍惚状態、徘徊、失禁、暴れるなど、いろい

ろあります。 

 米国のアルバート・アインシュタイン大学

医学部のヴァーゲス博士らは余暇活動、特に

精神的な余暇活動が認知症の予防に役立つと

いう興味深い結果を2003年６月にニューイン

グランド ジャーナル オブ メディシンと

いう医学雑誌に報告しました。この研究は

ニューヨーク市ブロンクス地区に住む75歳か

ら85歳の高齢者469人を対象とし、1980年か

ら83年にかけて精神的な余暇活動と身体的な

余暇活動を調べておき、その後12～18ヶ月ご

とに問診を行い、2001年まで、最長21年間追

跡しました。 

 その結果、精神的な余暇活動については、

「ゲームをよくする人」（週に数回以上）で

はあまりしない人（週に１回以下）に比べて

認知症の発生率は0.26倍に低下していました。

同じように、「本や新聞をよく読む人」では

0.65倍、「楽器演奏の回数が多い人」で

は0.31倍に認知症の発生率が低下していま

した。 

 一方、身体的な余暇活動について11項目に

ついて調べたが、「ダンスをよくする人」の

認知症の発生率が低下していただけで、他の

10項目については回数が多くても認知症の発

生率には影響がみられませんでした。これら

の結果から、この研究グループは身体的な余

暇活動よりも精神的な余暇活動が認知症の予

防に役立つとしています。 

どちらが原因、どちらが結果か 

 精神的な余暇活動が認知症の予防に役立つ

としても、ひょっとしたら認知症の初期症状

で精神的な余暇活動が低下していた、つまり

精神的な余暇活動の低下は認知症の原因とい

うより、結果ではないかという可能性もあり

ます。この点を明らかにするために、研究グ

ループは、研究を開始してから９年以内に認

知症と診断された人たちを除外し、ベースラ

イン調査から10年以上経ってから発生した認

知症に限定して発生率を分析しましたが、結

果は同じでした。このことから精神的な余暇

活動の低下は、認知症の結果ではなく、原因

である可能性が大きいといえます。この点

（原因か、結果か）を明らかにするためには、

超高齢の対象者を無作為に２群に分け、１群

には積極的に精神的な余暇活動を勧め、他の

１群には積極的に勧めないようにし、その後

の認知症の発生率を比較すればよいのですが、

このような研究を行うことは困難です。 

 認知症はアルツハイマー型と脳動脈硬化症

などの脳血管障害に由来する型に分かれます

が、脳血管障害は高血圧、高脂血症、喫煙な

どの生活習慣が関与していますので、精神的

な余暇活動と併せて生活習慣も改善する必要

があります。今回の米国での研究からスポー

ツなどの身体的な余暇活動は認知症の発生に

ほとんど関係が無く、本や新聞をよく読む、

書道、クロスワードパズル、碁・将棋、楽器

演奏、グループでの話し合いなどの精神的な

余暇活動が認知症の予防に役立つことがわか

りました。若い頃からいろいろな精神的な余

暇活動に積極的に取り組み、「心の健康づく

り」に心がけておくことは高齢者になってか

らの認知症の予防に役立つようです。 
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412 白澤流１００歳までぼけない１０１の方法 

 

 アンチエージング（抗加齢学）で有名な順

天堂大学大学院医学研究科の加齢制御医学講

座の白澤卓二教授は「百歳までぼけない百一

の方法 脳と心のアンチエージング」（文春

新書）と題する本を発刊しています。本書の

帯には日野原重明先生の推薦文も書かれてお

り、2011年３月号の文藝春秋誌で百歳までぼ

けない方法について、日野原先生と著者の白

澤教授による対談記事も掲載されています。

誌面の制約からこれらを詳細に紹介できませ

んので、筆者の独断と偏見で目新しい項目を

紹介させていただきます。 

 

○朝食はパンよりごはんを 

 筆者の朝食は長年パンとコーヒーのタイプ

ですが、白澤博士の朝食はご飯と味噌汁型で

す。これはご飯よりパンの方が消化が良く､

血糖値が上がりやすいこと、味噌汁など、ご

飯の副食物には健康によい食べ物があるから

だとみられます。 

○魚の王様はサケ 

 サケの赤い色はアスタキサンチンという天

然色素によるもので、この物質の抗酸化作用

はビタミンEやカロテン類に比べてずっと強

力です。 

○野菜の王様はブロッコリー 

 ブロッコリーにはイソチアネートやカロテ

ンなどの抗酸化物質が多量に含まれています。

そのほかにも200種類以上の植物性化学物質

が含まれています。 

○真っ赤なトマトを食卓に 

 トマトは熟してくると赤くなりますが､赤

色色素はリコピンで、ビタミンＥより抗酸化

作用は10倍以上も強力です。リコピンは熱に

も強く、油に溶けやすいので炒めたり､煮込

んだりしてもおいしく食べられます。 

○インド人にはアルツハイマー病が少ない 

 インドと言えばカレー、カレーの黄色い成

分のウコン（クルクミン）は強力な抗酸化物

質です。動物実験でもクルクミンによるアル

ツハイマー性病変の予防効果が証明されてい

ます。 

○地中海食と日本料理の共通点 

 地中海沿岸諸国と日本は共通して心臓病が

少ないのですが、これは魚をよく食べること、

動物性脂肪よりも魚油やオリーブ油などの不

飽和脂肪酸の摂取量が多いからだとされてい

ます。 

○腹７分で体重５％減 

 昔から「腹８分目医者いらず」と言われて

いますが、腹７分目にすると一層抗老化作用

があり、寿命も延長します。猿に７割の餌を

与えて長期間飼育すると、若さを保ち、がん

にもかかりにくく、長生きすることが証明さ

れています。人では日野原重明先生が腹７分

目を実践し、若さと元気を保っておられます。 

 本書にはそのほかにも効果的な運動法や､

ストレスの発散法などが紹介されています。

ぼけない方法は、生活習慣病の予防にも、健

康増進にも役立ちます。 
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魔除け瓦を追って（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市中区の小工場の屋根に見つけた２体の魔除け瓦 

 私には陶芸やニューオーリーンズジャズ鑑賞など、いろ

いろな趣味がありますが、最も長く組んでいるのは、「魔

除け瓦」の写真撮影です。医学部を卒業後２年目頃

（1964年頃）に循環器疾患の疫学調査のフィールドの１

つの八尾市の住宅地を歩いていた時、偶然古風な開業医の

屋根に瓦製の鍾馗さんの像が置いてあるのを見つけまし

た。これを契機としてその後各地を歩き魔除け瓦を探しま

した。最も多く見つかったのは京都市内の住宅地で、数え

切れない位見つかりました。奈良の奈良町周辺でもたくさ

ん見つかりました。名古屋地方でも戦災で焼け残っている

住宅地で見つかりました。今回は比較的最近、名古屋地方

で見つかった魔除け瓦を本書で紹介します。 

（富永記） 
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第５章 肥満とメタボリック症候群 

 

501 肥満は遺伝か環境か？ 

 

 認知症の予防も兼ねて、毎日朝か夕方に自

宅の近所にある図書館へ通い、５紙か６紙の

新聞に目を通しています。英字新聞のジャパ

ンタイムスの見出しに目を走らせていました

ら、「科学者が肥満はＦＴＯという遺伝子の

しわざであること見つけた」という見出しに

目がとまりました。これは2007年４月13日付

けのサイエンスという権威ある専門誌に電子

出版された研究論文を紹介したものでした。

この論文を読んでみたいと思い、早速愛知県

がんセンターの図書館へ行き、インターネッ

トで論文を読んでみました。 

 この研究は英国のペンニンスラ医科大学の

アンドリューハッタースレイ博士らにより行

われたもので、彼らは1924例の２型糖尿病患

者と2938例の非糖尿病患者について50万近

い遺伝子マーカーをしらみつぶしに調べ、

ＦＴＯという遺伝子の変異が肥満と密接に関

連していることを見つけました。これまでに

もいくつかの肥満関連遺伝子が報告されてい

ますが、いずれも決め手にはなっていません

でした。しかし、今回見つかったＦＴＯ遺伝

子の変異（塩基配列が正常型と１ヶ所異なっ

ている）は欧米の白人ではどのような集団で

も例外なく関連していることがわかりました。

しかし、日本人についてはＦＴＯ遺伝子の変

異が肥満に関連しているかどうかはまだわ

かっていません。また、ＦＴＯ遺伝子の変異

がどのようなメカニズムで肥満をもたらして

いるのかもわかっていません。確実にわかっ

ていることは、ＦＴＯ遺伝子は第16番染色体

にあること、ＦＴＯ遺伝子の変異がある集団

では肥満の頻度は約1.6倍高く、平均して約

３キログラム体重が増加していること、欧米

の白人では約16％の人にＦＴＯ遺伝子の変異

が見つかっていることなどです。 

 

親子の肥満をどう解釈するか？ 

 昨年の夏に５歳の男の孫を連れて愛知牧場

へ行きました。ジェラートを売っている建物

の休憩所で少学高学年とおぼしき超肥満児に

目がとまりました。子どもをこのように肥ら

せた親の顔が見たいと思って横を見たところ、

お母さんもお父さんもれっきとした肥満体で

した。両親のいずれかが肥満で、片親が肥満

でなければ遺伝の可能性もありますが、家族

全員が肥満であれば、遺伝による肥満という

よりも家族全員が過栄養による肥満である可

能性が大です。最近、森林公園の駐車場で同

じような肥満児を見つけ、両親はどうかと

思って観察しましたところ、お母さんは超肥

満体で、おばあさんも年にしては立派な肥満

体でした。お父さんの姿は見えませんでした

ので、遺伝による肥満の可能性も残りますが、

恐らく家族全員が食べ過ぎているのではない

かと思いました。 

 最近、食育が重視されていますが、親は子

どもの生育に責任を持ち、自分も子どもも食

べ過ぎないように注意し、運動にも心がける

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 ５) 

(MEIHOKU-2007.06) 

（中尾忠明 画） 
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502 軽度の肥満は長生きに有利？ 

 

 10月は“天高く、馬肥ゆる”季節で、人間

の体重も増加する季節です。筆者は毎年夏期

には食欲は減退しなくても約１キロ位体重が

減少します。しかし、10～11月頃には１、２

キロ増加してしまいます。これには理由があ

ります。筆者は柿が好物で、毎日１、２個は

食べてしまうのです。野菜はいくら食べても

カロリーの取りすぎになりませんが（いも類

などの根菜を除く）、果物には果糖が含まれ

ているので、食べ過ぎるとカロリーの取りす

ぎになり、太ってしまいます。そのため、厚

生労働省・農林水産省の食生活指針でも果物

の摂取量は１日に２個分（ミカンなどは２個、

グレープフルーツや大型リンゴなどは１個）、

または200グラム程度とされています。 

 さて、昔から肥満者は短命とされ、「ベル

トが１センチ伸びると、寿命が１年縮む」と

言われています。そのため、生命保険加入時

にも肥満度の測定のために身長、体重、腹囲

などが測定され、肥満度がチェックされてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカでは食べ過ぎと運動不足のため、

国民の半数以上が肥満者で、肥満に関連した

病気も多いです。ところが最近、アメリカで

軽度の肥満者の方が標準体重の人より寿命が

長い（死亡率が低い）と言う結果が報告され

ました。米国疾病対策・予防センターのフ

レーガル博士らはアメリカで過去に３回行っ

た国民健康栄養調査の結果を分析し、どの年

齢層でもＢＭＩ（キログラム単位の体重を

メートル単位の身長の自乗で割った数値）が

25から30の軽度の肥満グループの死亡リスク

が最低であることを明らかにしました（図１

参照）。 

図には示していませんが、非喫煙者ではこの

傾向がさらに顕著でした。ＢＭＩは肥満度の

指数で、18.5以下は「やせ」、18.5から25以

下が正常、25から30までは軽度の肥満（過体

重）、30以上は明らかな肥満、35以上は高度

の肥満とされています。 

 

 長年明治生命保険会社に勤務していた塚本

宏博士も十数年前に、標準体重より少し多め

グループの死亡率が最も低いことを見つけ、

“小太り長命学”を提唱しています。これは

少し太り気味の人にとっては朗報です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 86) 

(MEIHOKU-2005.11) 
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503 東アジア人の最適肥満度は“小太り” 

 

 最近日本人は運動不足と食べ過ぎのために

肥満者が増え、糖尿病も増えています。通常

国際的に肥満度はボディ・マス・インデック

ス（ＢＭＩ）で判定されています。ＢＭＩは

体重（キログラム）を身長（メートル）の２

乗で割った値です。肥満度の正常範囲は18.5

以上、25未満です。22前後が最適肥満度です。

18.5未満は「痩せ」、25以上は「肥満」と判

定されます。しかし、欧米先進国では肥満者

が多いため、30以上を肥満とし、25から30ま

での人を“過体重”と呼んでいます。ちなみ

に、筆者のＢＭＩは体重が57キロで、身長が

1.64メートルですから、21.2で正常範囲に収

まっています。読者の皆様もご自分のＢＭＩ

を計算してみて下さい。ＢＭＩが25を少し上

回っていても心配はありません。 

 愛知県がんセンター研究所の疫学予防部の

田中英夫部長らは中国、韓国、台湾、シンガ

ポール、インド、バングラディシュの研究者

らと共同研究を行い、約110万人の一般住民

を対象とした疫学調査のデータを集め、肥満

度と死亡率との関係を解析しました。この

データには愛知県内の約２万２千人の地域住

民も含まれています。ＢＭＩは１０段階に分

け、ＢＭＩが22.6から25.0の人の死亡率を

1.0とした各段階のＢＭＩと全死因による死

亡率の関係を図１に示します。 

ＢＭＩが20未満以下ではＢＭＩが小さくなる

ほど死亡率が高くなっています。一方、ＢＭＩ

が27.6以上ではＢＭＩが大きくなるほど死亡

率が高くなっています。ＢＭＩが高くなる

（太る）ほど死亡率が高くなるのは理解でき

ると思いますが、ＢＭＩが小さすぎても（痩

せ過ぎても）死亡率が高くなっているのは奇

異に思われるかも知れません。これは栄養不

足、過度のダイエット、がんや消化器疾患な

どによるものと考えられます。 

 わが国では中高年男性の肥満と若い女性の

痩せが問題となっています。特に、若い女性

では体型を気にして過度のダイエットにより

痩せすぎの人が増えています。若い女性は美

容面からみるとやややせ型の方が良いかも知

れませんが、過度のダイエットは将来骨粗鬆

症にかかる可能性が高くなり、妊娠した場合

には未熟児を出産する可能性も高くなります。 

妊婦がダイエットをすると胎児の成長が阻害

され、ホルモン代謝にも影響をおよぼし、将

来閉経期前の乳がんにかかりやすくなるとい

う研究報告もあり、要注意です。女性は健康

面から言うと“ぽっちゃり型”の方が良いと

言えます。 

 肥満度と死亡率の関係は昔から生命保険会

社で研究が行われており、二十数年前に明治

生命保険株式会社の塚本宏医務部長らは標準

体重より約５％多いやや肥満傾向の人の死亡

率が最も低いことを明らかにし、“小太り長

命学”を提唱しています。“大太り”の人は

とりあえず、“小太り”を目指すのが賢明と

思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 57) 

(MEIHOKU-2011.10) 
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504 肥満に関するこぼれ話 

 

早食いの人は肥りやすい 

 名古屋大学大学院医学研究科の豊島英明名

誉教授らの研究グループは愛知県内の地方自

治体の職員を対象とした健康と生活習慣に関

するアンケート調査を行い、早食いの人は太

りやすいことを認め、日本疫学会の学会誌に

発表しました（図）。食事の早さは自己判断

により、非常に遅い、比較的遅い、普通、比

較的早い、非常に早い、の５段階に分けてい

ます。肥満度はＢＭＩ（キログラム単位の体

重をメートル単位の身長の２乗で割った数

値）で示しています。ＢＭＩの正常範囲は

18.5以上、25未満です。18.5未満は痩せすぎ、

25以上は肥満です。図に明らかなように、男

女とも食事時間が早い人ほど肥満度が高く

なっています。体重でみると、男性では非常

に遅い人では61.5キロですが、非常に早い人

では70.1キロと10キロ近くも増加しています。

女性でも非常に遅い人では50.1キロですが、

非常に早い人では56.5キロと５キロ強増加し

ています。 

 早食いの人が肥りやすい理由として、早食

いの人では血糖値が上昇して空腹感が低下す

る（ブレーキがかかる）までに食べ過ぎてし

まうこと、早食いにより急に血糖値が上がる

ので、インスリンの分泌量が増え、血液中の

脂肪酸が脂肪として沈着しやすいことなどが

あげられています。逆に、ゆっくり食べる人

では食事中に血糖値が高くなり、空腹感が消

えるので、食べ過ぎをせず、肥りすぎないも

のとみられます。 

 

深夜の飽食、肥満の元 

 日本大学薬学部衛生学の榛葉茂紀助教授ら

はＢＡＬ１というたんぱく質が夜の暗い時、

特に深夜に増加し、「脂肪をため込みなさ

い」という指令を送っており、深夜に飲食を

すると脂肪の蓄積が起こりやすいので、夕食

時間を遅くしすぎない方がよいとしています。

これらは動物実験の段階ですが、肥満防止の

ためには、夕食は低カロリーにし、午後７時

までに摂ることを勧めています。 

 

体重増加防止ワクチン 

 米国カリフォルニア州のスクリプス研究所

と大阪市立大学の研究チームが2006年７月31

日の米科学アカデミー紀要（電子版）に、脂

肪分解を抑えるグレリンというホルモンの働

きを抑えるワクチンを注射し、動物の体重増

加が少なくなったと報告しています。しかし、

これもまだ動物実験の段階であり、ワクチン

が人の肥満の防止に応用できるのは先の話で

す。当面は肥満防止のために、ゆっくり食事

をし、夜遅くに飽食しないことが勧められま

す。もちろん、運動も重要です。 

 

食事の早さと肥満度（BMI） 

男性 女性 

非常に遅い 21.8 20.6 

比較的遅い 22.2 21.2 

普通 22.8 21.5 

比較的早い 23.7 22.0 

非常に早い 24.4 23.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 97) 

(MEIHOKU-2006.10) 
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505 メタボリックシンドロームの鍵を握る善

玉脂肪ホルモンのアディポネクチン 

 

 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候

群）は腹部に脂肪がたまることに起因してい

ます。腹部脂肪は単に脂肪のかたまりでなく、

アディポカイン（脂肪ホルモン）と総称され

る種々の生理活性物質を分泌しているのです。

アディポカインは数種類あり、あるものは炎

症を起こし、別のものは血圧を上げたり、イ

ンスリンの抵抗性を高めて血糖値を上昇させ

たり、悪玉のＬＤＬコレステロールや中性脂

肪を増やす作用があります。これらはいずれ

も悪玉のアディポカインですが、「アディポ

ネクチン」は唯一善玉のアディポカインです。 

 

善玉のアディポネクチンの作用 

 最近の研究から善玉のアディポネクチンが

減少すると、血圧、血糖値、中性脂肪値など

が上昇したり、善玉のＨＤＬコレステロール

値が低下し、メタボリックシンドロームに

なってしまうことがわかりました。したがっ

て、メタボリックシンドロームの予防や治療

のためにはアディポネクチンが増えるように

すればよいわけです。これまでの研究から、

善玉のアディポネクチンを増加させるには、

運動、禁煙、食事療法（カロリーを抑え、大

豆製品をよく食べるなど）が有効であること

がわかっています。善玉コレステロールは善

玉アディポカインと同様に、運動、禁煙で増

加しますから、運動と禁煙でメタボリックシ

ンドロームを予防するアディポネクチンと動

脈硬化を予防する善玉のＨＤＬコレステロー

ルが増えますから、運動と禁煙は一石二鳥の

効果があると言えます。しかし、アディポネ

クチンの量は生活習慣だけでなく、遺伝的な

影響も受けていることもわかっています。 

 

“小さく産んで、大きく育てる”は危険 

 名古屋大学大学院医学研究科の玉腰浩司教

授らは愛知県の公務員を対象とした疫学研究

で、出生時体重と成人してからの血清アディ

ポネクチン値の関係を調べ、出生時体重が大

きいほど成人後の血清アディポネクチン値が

高いこと、成人の肥満者では血清アディポネ

クチン値が低いことを明らかにしています。

以前から出生時体重が低い児では成人後の血

圧が高くなり、心臓病にかかりやすいことが

わかっていました。これはどうやら血清ア

ディポネクチンが低いからではないかと考え

られます。このことから、“小さく産んで、

大きく育てる”のは危険であると言えます。

最近、若い女性では痩せすぎの人が多くなっ

ていますが、痩せすぎの女性では胎児の体重

も軽い傾向があり、成長後のアディポネクチ

ンの低下、ひいてはメタボリックシンドロー

ムにかかりやすくなることも考えられますの

で、痩せすぎは避けた方がよいと思います。 

 

運動により善玉のアディポネクチンが増加 

 岐阜大学大学院医学研究科総合病態内科学

の松本雅美医師らは岐阜県下の長寿地区と非

長寿地区の住民を対象として生活習慣調査や

健康診断を行い、長寿地区の住民では非長寿

地区に比べて血圧は低く、アディポネクチン

値は高く、運動能力が良好であることを認め

ています。これは長寿地区ではよく運動して

いるために運動能力が良好であり、アディポ

ネクチンが増加し、血圧が低くなるからでは

ないかと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 ４) 

(MEIHOKU-2007.05) 
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506 メタボリック症候群の克服法 

 

 メタボリック症候群（メタボリックシンド

ローム）の概念と基準は日本内科学会、日本

肥満学会、日本糖尿病学会など８関連学会の

合同委員会（委員長：松澤佑次住友病院長）

により作成され、2005年4月に公表されまし

た。この合同委員会が示したメタボリック症

候群の定義は男性では腹囲が85センチ以上、

女性では90センチ以上で、次の①②③の三つ

の内の二つ以上を伴っているもの（１つのみ

の場合は“予備軍”と呼ばれる）。 

 

① 軽度の高血圧（最高血圧が130ミリ以上

か最低血圧が85ミリ以上のいずれか、また

は両方） 

② 軽度の高脂血症（中性脂肪が150ミリ以

上か善玉のＨＤＬコレステロールが40ミリ

以下のいずれか、または両方） 

③ 軽度の高血糖（空腹時血糖が110ミリ以

上） 

 

 これらの基準をめぐって、一部の臨床家や

学会が「外国の腹囲の基準に比べてわが国の

男性の基準は厳しすぎる。この基準の根拠も

ない」などと批判しています。しかし、わが

国の腹囲の基準は腹部ＣＴ検査で内臓脂肪の

面積が100平方センチ以上に相当する値に設

定されているのです。また、根拠についても

前記の軽度の高血圧、高脂血症、高血糖がい

くつか重なった場合は、心筋梗塞などのリス

クが重なった数に比例して高くなるという

データも示されています。女性の腹囲基準が

男性より５センチ緩なっているのは女性では

害が少ない皮下脂肪が多いからです。内臓脂

肪には血圧、血清脂質、血糖値を高くする脂

肪ホルモンが含まれていますので有害です。 

 もう一つの批判はわが国の男性のメタボ

リック症候群の基準が厳しすぎるので、２人

に１人がメタボリック症候群と診断されてし

まう。これらの該当者が医療機関へ押しかけ

ると外来がパンクしてしまい、医療費も逆に

増加してしまうではないかというものです。

これは誤解です！メタボリック症候群の該当

者の全てが医療（治療）の対象になる訳では

ありません。メタボリック症候群対策で特に

重要なことは、軽度の高血圧、高脂血症、高

血糖なら、まず運動や節食を勧めるなどの保

健指導を受けて異常値が改善するかどうか調

べることです。運動や節食により、腹囲が小

さくなり、血圧値、脂質値、血糖値などが正

常化すれば「めでたし、めでたし」で引き続

き生活習慣の改善に務めれば治療も不要で健

康状態が保たれます。とは言え、いくら運動

や節食に心がけても血圧値、脂質値、血糖値

などが治療が不必要な程度にまで下がらなけ

れば医療機関で治療を受ければよいのです。 

 筆者の妻は2007年の夏に近所の診療所で基

本健康診査を受けました。その結果、腹囲は

正常範囲でしたが、血圧値、血清脂質値、血

糖値がメタボリック症候群に該当する程度に

まで上昇していました。医師は運動や食生活

などの注意はせずに、いきなり「薬を飲みま

すか？」と尋ねたそうです。妻は「いいえ。

とりあえず運動と食事制限をして様子を見ま

す」と答えて帰ってきました。その後、妻は

まじめに運動と節食に心がけ、数ヶ月後の再

検査で血圧値、中性脂肪値、血糖値はいずれ

も低下してほぼ正常値になっていました。お

まけに腹囲も約５センチ小さくなり、ウエス

トが引き締まり、「昔着ていたお気に入りの

ドレスがまた着られるようになった」と喜ん

でいました。医療費も“衣料費”も要らず、

二重に得をしたようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 14) 

(MEIHOKU-2008.03) 
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魔除け瓦を追って（５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市大須観音付近
の民家に屋根に見つけ
た２体の魔除け瓦 

 私には陶芸やニューオーリーンズジャズ

鑑賞など、いろいろな趣味がありますが、

最も長く組んでいるのは、「魔除け瓦」の

写真撮影です。医学部を卒業後２年目頃

（1964年頃）に循環器疾患の疫学調査の

フィールドの１つの八尾市の住宅地を歩い

ていた時、偶然古風な開業医の屋根に瓦製

の鍾馗さんの像が置いてあるのを見つけま

した。これを契機としてその後各地を歩き

魔除け瓦を探しました。最も多く見つかっ

たのは京都市内の住宅地で、数え切れない

位見つかりました。奈良の奈良町周辺でも

たくさん見つかりました。名古屋地方でも

戦災で焼け残っている住宅地で見つかりま

した。今回は比較的最近、名古屋地方で見

つかった魔除け瓦を本書で紹介します。 

（富永記）
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第６章 喫煙と飲酒 

 

601 大規模疫学調査からみたたばこの害 

 

 ５月31日は世界禁煙デーです。今回は２件

の大規模な疫学研究に基づいた喫煙の害に関

する研究結果を紹介します。どちらの研究も

厚生労働省の研究班（主任研究者＝祖父江友

孝元国立がん研究センター部長：現大阪大学

医学部公衆衛生学教授）が文科省、厚労省、

環境省の研究費で行われた３つの全国的規模

の疫学調査をプールし、40歳から70歳までの

男女併せて29万7千人について約10年追跡し

たデータを集計解析し、2008年の日本疫学会

の英文誌に発表したものです。その一つの研

究（筆頭研究者＝小笹晃太郞元京都府立医科

大学准教授、現放射線影響研究所疫学部長）

は40歳の時点での平均余命は非喫煙者に比べ

て喫煙者では男女とも約４年短縮しているこ

と、男性喫煙者が40歳、50歳、60歳、70歳で

禁煙すると、喫煙を継続している男性に比べ

て、それぞれ4.8年、3.7年、1.6年、0.5年寿

命が長くなること、つまり早く禁煙した方が

延命効果が大きいと推計しています。 

 同じ研究グループのもう一つの研究（筆頭

研究者＝片野田耕太国立がん研究センター室

長）では、非喫煙者に比べて喫煙者の死亡確

率は、男性では①消化性潰瘍7.1倍、②喉頭

がん5.5倍、③肺がん4.8倍、④くも膜下出血

2.3倍、女性では①肺がん3.9倍、②慢性閉塞

性肺疾患（COPD)3.6倍、③心筋梗塞3倍、④

子宮頸がん2.3倍高くなっていると報告して

います。これらの結果から過去の喫煙歴があ

る人も含めると男性の27.8％、女性の6.7％

はたばこ関連死であると推計しています。さ

らにこれらのデータを2005年の死亡統計にあ

てはめて計算すると、年間の死亡者108万４

千人の内、たばこ関連死亡者は男性16万３千

人、女性３万３千人、男女合計で19万６千人

がたばこ関連病で死亡していると推計してい

ます。このほか受動喫煙による死亡者も約６

千人と推計されていますので、併せて20万人

以上となり、自殺者の約約７倍、交通事故死

の約40倍に相当しています。 

 たばこ関連死は交通事故や自殺に比べると

桁違いに多いのですが、あまり注目されない

のは何故でしょうか。主な理由としては、交

通事故死や自殺では原因がはっきりしている

のに、たばこ関連死、例えば肺がん死ではへ

ビースモーカーでも長生きしている人がある

し、たばこを吸わなくても肺がんにかかる人

もあり、１人１人の因果関係はわかりにくい

のです。疫学調査の結果は多数の人について

の“平均値”でみたもので、１人１人の結果

ではありません。今回ご紹介した報告からも､

早く禁煙した方が延命効果が大きいことがわ

かっていますから、禁煙するなら先延ばしに

しない方が得策です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 53) 

(MEIHOKU-2011.06) 

（中尾忠明 画） 
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（中尾忠明 画） 

602 たばこ１本吸う毎に約８分寿命が短縮す

る！ 

 

 表題の「たばこを１本吸う毎に約８分寿命

が短縮する！」の基礎データは、滋賀医科大

学の公衆衛生学の三浦克之教授らが全国各地

で行われた13の疫学調査のデータを統合し、

男女約18万人について、喫煙者と非喫煙者の

死亡率を比較した結果に基づいています。こ

の研究の結果、喫煙者の死亡率は非喫煙者に

比べて､男性では1.5倍、女性では1.6倍高く

なっていました。この倍率を全国に当てはめ

ると、我が国では毎年約13万人が喫煙により

過剰に死亡している計算になります。 

 三浦教授らはさらにこれらのデータに基づ

いて、喫煙者と非喫煙者の40歳での平均余命

を計算し、男性喫煙者では5.2年、女性喫煙

者では5.8年平均余命が短縮していることに

なると報告しました。さらに筆者はこれらの

データを用いて喫煙者が１日に１箱、20本の

ペースで、20歳から70歳まで50年間喫煙した

場合のたばこ１本当たりの寿命の短縮時間を

計算してみました。その結果、たばこを１本

喫煙する毎に男性では7.5分、女性では8.4分

寿命が短縮する計算になりました。たばこ１

本当たりでは寿命の短縮時間は僅か８分です

が、１日に20本吸うと男性では毎日150分

（２時間30分）、女性では167分（２時間47

分）も寿命が短縮する計算になります。換言

すると、１日24時間が男性では10％､女性で

は12％短縮することになります。 

 三浦教授はさらに外国のデータも紹介し、

イギリスの疫学者のドール卿が行ったイギリ

スの医師約３万４千人を50年間追跡した疫学

調査では、喫煙者の平均寿命は非喫煙者より

約10年短かったが、50歳前後に禁煙した人で

はこの差が約５年に短縮し、40歳前後に禁煙

した人では非喫煙者とほぼ同じになっていた

と紹介しました。これは禁煙者にとって朗報

です。 

 本誌の読者で喫煙している人は今からでも

間に合いますから､是非禁煙に踏み切って下

さい。自分の意志で禁煙できない場合は、医

療機関を受診して禁煙治療（ニコチンパッチ

や内服薬）を受けることができます。禁煙補

助剤を使用すると､ニコチンの離脱症状が緩

和され､禁煙成功率も高くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 41) 

(MEIHOKU-2010.06) 
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603 喫煙習慣と歯の保有数 

 

 内外で行われた疫学研究から喫煙者では歯

周病にかかりやすいことが知られています。

歯周病は初期では歯周炎の状態ですが、徐々

に歯と歯ぐきの間のポケットが深くなり、食

物残渣や膿がたまり、歯がぐらつき始め、や

がて歯が抜けてしまいます。 

 あいち健康プラザでは総合健診の受診者に

は歯科健診も行っています。1998年から2005

年までに歯科検診を受けた6,265人（男性

3,971人、女性2,294人）の受診者の歯の保有

数を性・年齢・喫煙習慣別に比較すると45歳

頃までは喫煙者と非喫煙者の歯の保有本数に

差は見られませんが、45歳を過ぎると喫煙者

の歯の保有本数が徐々に少なくなり、60歳か

ら64歳になると、非喫煙男性では平均して、

24本の歯を保有しているのに喫煙者では21本

となり、非喫煙者より３本少なくなっていま

す。女性では非喫煙者で23本、喫煙者で17本、

喫煙女性では６本も少なくなっています。男

女平均では60歳を過ぎる頃には喫煙者では非

喫煙者より約５本歯の保有数が少なくなって

います。65歳以降では年齢が進むにつれ、非

喫煙者の歯の保有本数も減少し、喫煙者と非

喫煙者の歯の保有本数の差は小さくなってい

ます。このことから喫煙者では非喫煙者に比

べて老化が早く進行しているといえます。 

 歯周病の原因は喫煙だけではありません。

歯のブラッシングの程度、細菌感染、免疫、

老化、遺伝などの影響も考えられますが、喫

煙により歯ぐきの血液循環が悪くなること、

免疫能が低下することなどにより歯周病にか

かりやすく、進行しやすいことも十分考えら

れます。喫煙者でも禁煙し、歯のブラッシン

グを丹念に行うと歯周病の進行はくい止めら

れ、軽快することも報告されています。 

 歯の本数が少なくなると、食べ物も十分噛

めなくなり、食道や胃にも悪い影響を与える。

「8020」運動は80歳で20本の歯を残そうとい

う運動です。途中経過として、「6024」、つ

まり、60歳で24本の歯を残すことを中間目標

にしていますが、60歳から64歳の非喫煙男性

の歯の保有本数は24本ですから、非喫煙男性

ではこの目標を達成しています。女性では妊

娠、出産の影響からか、男性より歯の保有本

数が少なくなっています。 

 近年、成人男性の喫煙率は著明に低下して

いますが、若い女性の喫煙率は高くなってい

います。老若男女にかかわらず、喫煙すると

不快な口臭のみでなく、歯ぐきや歯の着色、

歯周病にかかりやすく、中高年になると歯の

保有本数が少なくなり、食事も楽しめず、健

康にもよくない。禁煙は歯の健康にも役立つ

のです。 

 

性・年齢別に見た喫煙習慣と歯の保有数（1998－2005）

 

非喫煙者

(男) 

喫煙者 

(男) 

非喫煙者 

(女) 

喫煙者

(女)

30～34 歳 27.5 27.7 27.7 27.3

35～39 歳 27.6 27.4 27.3 27.7

40～44 歳 27.3 26.9 27.1 26.7

45～49 歳 27.0 26.0 26.4 24.7

50～54 歳 26.6 24.4 25.7 23.6

55～59 歳 25.9 23.7 24.8 17.8

60～64 歳 24.3 21.0 23.0 16.9

あいち健康プラザ（2006）
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604 喫煙、飲酒は乳がんの原因、節酒は百薬

の長 

 

乳がんの予防に魚が有効、植物性脂肪は逆

効果 

 愛知県がんセンター研究所疫学・予防部の

若井健志室長（現名古屋大学予防医学准教

授）らは文部科学省の大規模がん疫学研究か

ら、新鮮な魚の頻回摂取は乳がんの予防に役

立ち、植物性脂肪は意外にも乳がんリスクを

あげること、むしろこれまで悪いと言われて

きた動物性脂肪の方が僅かではあるが、乳が

んリスクを下げることを報告している。 

 また、別の研究者により不飽和脂肪酸に富

む新鮮な魚類は乳がんの予防のみでなく、大

腸がん、肺がんの予防にも役立つ可能性があ

ることも報告されている。 

 

飲酒は乳がんの原因、節酒は百薬の長 

 飲酒は乳がんのリスクをあげることが多く

の研究者により報告されていたが、愛知医科

大学公衆衛生学教室の林（リン）櫻松講師ら

は文部科学省の大規模疫学研究から、飲酒習

慣のある女性では飲酒習慣のない女性に比べ

て乳がんリスクが1.27倍高くなっていること

と報告している。この研究から１日当たりの

アルコール摂取量が15グラム（日本酒換算で

約0.6合）以下であれば乳がんリスクは僅か

しか上昇しないが、15グラム以上の女性では

乳がんリスクが約３倍も上昇していると報告

している。女性の多量飲酒は何かにつけ禁物

である。林博士らは同じ研究から、１日のア

ルコール摂取量が0.1から22.9グラム（日本

酒換算で0.9合以下）の飲酒者では、非飲酒

者に比べて全死因死亡率が男で0.80倍に、女

で0.88倍に低下していると報告している。し

かし、多量飲酒者（１日当たりのアルコール

摂取量が69グラム以上、日本酒換算で約３合

以上）ではがん、心臓病、その他の外死因な

どのリスクが有意に上昇していることを明ら

かにしている。 

 これらの研究から節酒（少量飲酒）は百薬の

長、多量飲酒は有害であることが確認された。 

喫煙は乳がんリスクを上昇 

 厚生労働省の大規模疫学研究からも多くの

研究報告があるが、注目されるのは喫煙女性

で乳がんリスクが約２倍高くなっていること、

特に閉経前の喫煙女性では、自分自身は喫煙

せず、受動喫煙もしていない女性に比べて、

乳がんリスク約四倍高く、受動喫煙によって

も約2.5倍高くなっていることである。また、

この研究では受動喫煙と乳がんの関係は家庭

での夫の喫煙による受動喫煙よりも職場の同

僚による受動喫煙の影響が大きいことも明ら

かにされている。これは働く女性が多くなっ

ている現在、職場での受動喫煙対策の重要性

を示している。喫煙と乳がんの関係について

は否定的な研究報告も多いが、今回紹介した

厚生労働省の研究は約２万人の地域住民を10

年以上追跡した研究で、研究方法もすぐれて

おり、研究報告は信頼し得るものである。 

 乳がんの予防のためには、禁煙、節酒、食

べ過ぎと肥満の防止、魚の頻回摂取、身体活

動などが役立つようだ。 
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605 国際的に強化されるたばこ規制「たばこ

規制枠組み条約」発効 

 

 ＷＨＯ（世界保健機関）は1980年に、「た

ばこか、健康か、選ぶのはあなた」のス

ローガンを掲げて世界各国に喫煙対策の推進

を呼びかけました。８年後の1988年には前記

のスローガンを「たばこか、健康か、健康

を選ぼう」に強化し、毎年５月31日を「世

界禁煙デー」と定め、その年ごとに喫煙対策

の重点課題を選び、世界的に喫煙対策を推進

することにしました。しかし、これらは単な

る勧告で拘束力が無いため、たばこ対策に関

する国際条約を制定することにしました。そ

こで、ＷＨＯでは2000年頃からたばこ規制に

関する多国間条約を制定するための準備を進

め、何回も会議を重ねた末、ついに2003年の

５月のＷＨＯ総会で「たばこ規制枠組み条

約」を承認しました。この枠組み条約は40か

国が批准してから、90日目から発効すること

になっていました。わが国では2004年３月に

閣議でこの国際条約に参加することを承認し、

署名手続きをとった。引き続き５月には衆議

院、６月には参議院で条約が批准され、わが

国は16番目の批准国となりました。同年11月

28日に40か国が批准し、90日目後の2005年２

月27日に「たばこ規制枠組み条約」が発効

しました。 

 

国際的に強化されるたばこ規制 

 「たばこ規制枠組み条約」ではたばこ消費

を減らすため、広告の原則禁止、増税により

たばこ価格を大幅に上げること、たばこ包装

の30％以上を健康への警告表示にあてること、

未成年者がたばこの自動販売機でたばこを買

えないようにすることなど、いろいろな具体

策を定めています。 

 カナダをはじめ諸外国では、たばこ包装の

警告は文字だけでなく、写真入りで多種類の

警告を用意し、順次入れ替えて使用するよう

にしています。わが国のたばこの警告はきわ

めて“マイルド”で外国からは無いに等しい

と批判されていました。そこで、2005年７月

からたばこ警告文書をかなり強化しました。

電車内のたばこの広告もすでに2004年の10月

から自粛されています。 

 わが国では2003年の５月に健康増進法が制

定され、非喫煙者の健康を保護するための受

動喫煙対策が急速に進んでいます。「健康日

本21」では未成年者の喫煙をゼロにすること

を目標にしていますが、これを達成するのは

容易ではありません。そのためには、学校で

喫煙の健康影響に関する健康教育を充実する

と共に、未成年者が簡単にたばこを買えない

ようにするために自動販売機を撤去するか、

年齢証明を義務づけること（その後タスポが

導入されました）、たばこ価格を欧米諸国並

み（一箱数百円）に値上げすることなど、か

なり思い切った対策を立てる必要があります。

喫煙者の約６～７割はできることなら禁煙し

たいと思っているので、禁煙希望者に対する

支援対策も強化する必要がある。 
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606 職場における喫煙対策のための新ガイド

ライン 

 

 2003年の５月１日から健康増進法が施行さ

れました。この法律の第25条では乗物、駅構

内、公共施設、学校、病院などに加えて、飲

食店、旅館、事務所などでも非喫煙者の健康

を保護するために禁煙、または完全分煙とす

ることと定められています。この法律では事

務所、その他多数の者が利用する施設を管理

する者に対し、受動喫煙防止対策を講じるこ

とが努力義務化されています。これを受けて、

厚生労働省では平成８年２月に出されていた

「職場における喫煙対策のためのガイドライ

ン」を見直し、今年の５月９日付で新しいガ

イドラインを出しました。ここでは主な改正

点を紹介します。 

 旧ガイドラインでは受動喫煙防止のために、

喫煙室または喫煙コーナーの設置を行うこと

とされていましたが、新ガイドラインでは、

受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な

限り、非喫煙場所にたばこ煙が漏れない喫煙

室の設置を推奨しています。喫煙室を設置す

る場合でも、たばこ煙が喫煙室から漏れ出さ

ないように、排気装置を設置して戸外へたば

こ煙を排出できるようにする必要があります。

健康増進法に付随した局長通知や新ガイドラ

インでも具体的な基準が示されています。す

なわち、喫煙室の出入り口で外部から喫煙室

へ向かう気流の風速が毎秒0.2メートル以上

とすることが定められています。なお、旧ガ

イドラインでは空気清浄機も認められていま

したが、空気清浄機では一酸化炭素、窒素酸

化物、ニトロソアミン系の発がん物質など、

ガス状の化学物質は除去できないので、新ガ

イドラインでは空気清浄機を設置しても、喫

煙室の空気を外部に排出する換気装置も設置

しなければ対応できないとしています。 

 前記の条件を満足する喫煙室を設置するこ

とが望ましいのですが、独立した喫煙室が設

置できない場合は喫煙コーナーでもやむを得

ないとしています。しかし、この場合も開放

的な空間では不十分であり、仕切を作り、強

力な換気扇を設置するなど、できるだけたば

こ煙が漏れないように工夫する必要がありま

す。地方自治体などでは喫煙室を設置する予

算がないという理由で、全館禁煙に踏み切っ

ているところも増えています。 

 

経営首脳者、管理者、労働者が果たすべき役割 

 旧ガイドライン、新ガイドラインを通じて、

経営首脳者、管理者、労働者の役割も定めら

れています。経営首脳者、管理者などのトッ

プの考え方や姿勢は喫煙対策に大きな影響を

与えます。経営首脳者や管理者は自分が喫煙

者であるか非喫煙者であるかにかかわらず、

労働者の健康保護を優先して対策を進めるべ

きです。労働者においては以前は喫煙者と非

喫煙者の話し合い、相互理解により喫煙対策

が進められていましたが、最近ではたばこ問

題を取り巻く社会環境は大きく変わり、現時

点では喫煙者の肩身が狭くなり、非喫煙者の

立場が強くなっています。また、健康増進法

のような法律も制定されていますので、法律

を根拠にして喫煙対策を進めることができま

す。ただし、新ガイドラインには喫煙者と非

喫煙者の話し合い、衛生委員会や組合交渉な

どを通じて経営者に喫煙対策の推進を要望す

ること、喫煙対策委員会を設置することも残

されています。今後の職場での喫煙対策とし

てはこのような受動喫煙防止のための分煙対

策のみでなく、喫煙に関する健康教育、禁煙

希望者に対する禁煙支援など、広く喫煙対策

を推進する必要があります。 
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607 涸れつつある喫煙者のオアシス 

 

 わが国では最近禁煙する人が増えています。

禁煙の動機としては、自分の健康を気にして

ということもあるでしょうが、たばこが吸え

る場所がだんだん少なくなってきたこともあ

げられると思います。バスや地下鉄はもちろ

ん、今では鉄道の駅構内、ホームなどもほぼ

全面的に禁煙になっています。大都市では駅

周辺の人通りの多い道路は条例で歩行喫煙が

禁止されています。バスの停留所も禁煙、タ

クシーも禁煙になっているため、たばこが吸

える場所がだんだん少なくなってきました。 

 職場でも最近は建物内が禁煙になっていた

り、特定の喫煙室でしかたばこが吸えなく

なっているところも増えています。仕事場を

離れて喫煙室へ行くのも気がひけることで

しょう。家へ帰っても家の中ではたばこが吸

えず、ベランダか戸外でしか吸えない“蛍

族”も増えています。最近では喫煙者にとっ

てのオアシスは喫茶店、飲食店、酒場くらい

しかなくなっています。 

 

 2003年に施行された健康増進法では受動喫

煙防止のために飲食店なども禁煙とするか、

閉鎖的な喫煙室を設けることになっているの

ですが、罰則規定がないため、事実上無視さ

れています（ただし、筆者がよく行く回転寿

司店のように、この法律の制定を契機として

待合室も含めて全面禁煙にしました）。国が

制定した法律の不備を補うために、神奈川県

の松澤知事は陣頭指揮を取りながら罰則規定

を盛り込んだ厳しい受動喫煙防止条例を制定

しようと意気込んでおられました。しかし、

ご多分に漏れず、飲食店組合やたばこ業界の

激しい抵抗に会って、当初の計画は徐々に後

退し、最終的には床面積が百平米以下の小規

模な飲食店の受動喫煙対策（禁煙または完全

分煙）は“努力目標”に終わってしまいまし

た。それでも不特定多数の人が集まる公的色

彩の強い施設や大規模な施設には完全禁煙か

完全分煙を求め、違反した場合には罰金を科

すという条例が2009年３月に県議会で承認、

制定されました。たとえ小さな進歩でもこの

動きは新聞などで何回も報道されましたので、

大きなインパクトを与えました。 

 喫茶店、飲食店、酒場などでの受動喫煙対

策は、単にたばこを吸わない客が不愉快な思

いをしたり、受動喫煙の害を被らないように

するだけでなく、従業員の健康保護にも重要

なことなのです。これと同じことがタクシー

の禁煙化にも当てはまります。乗客にとって

たばこの臭いがしない禁煙タクシーは快適で

すが、喫煙する客のたばこの煙を長時間にわ

たり吸わされる運転手さんの健康保護の方が

重要なのです。喫煙者の最後の砦になってい

たイギリスのパブやアメリカのバーも今では

禁煙になっていますが、これも従業員の健康

保護が重視されて実現したのです。すでに

バーやパブが禁煙になってから不整脈などに

よる心臓死が減少したことも報告されていま

す。 
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608 たばこ価格の大幅値上げは一石三鳥 

 

 近年たばこ価格は徐々に高くなっています

が、欧米先進国のたばこ価格に較べるとまだ

安く、１箱数百円以上に値上げする必要があ

ります。2005年に発効したたばこ規制枠組み

条約の第６条ではたばこ消費を減少させるた

めに、たばこ価格値上げ政策をとるように定

めています。現在のたばこ価格の約400円を

600円程度に値上げすると一部の喫煙者は禁

煙してもまだたばこ税は減少しないと推計さ

れています。 

 たばこ価格の大幅値上げの効果は大きいの

です。第一に、増加した税収の一部を健康増

進や生活習慣病の予防対策に充てれば、さら

に多額の医療費や介護費の節減が可能になり

ます。第二に、たばこ価格の大幅値上げを契

機として禁煙する人が増えれば、たばこ病に

よる医療費の節減、労働損失の減少、健康寿

命の延伸にも役立ちます。第三に、諸外国の

経験から、たばこ価格の大幅な値上げにより

未成年者の喫煙率は著明に低下することがわ

かっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わが国では世界に例を見ない「たばこ事業

法」が制定されており、第一条にたばこ事業

の健全な育成（たばこ税収の確保）がうたわ

れていますが、たばこ価格を上げることによ

り、税収増が見込まれますので、法律の趣旨

にも合致します。 

 喫煙による超過医療費だけでも１兆数千億

円と推計されています。増加しつつある医療

費を抑えるためにも、未成年者の喫煙防止の

ためにも、たばこ価格の大幅値上げを実行す

べきです。 

 最近たばこが吸える場所が減り不自由に

なったせいか、自分の健康を気にしてか、禁

煙する喫煙者が増えています。禁煙のメリッ

トはいろいろあります。まず、たばこ代が要

らなくなります。ここでたばこを買ったつも

りで、たばこ代相当分を貯金すれば、１年で

10万円以上貯まることになります。このお金

で家族を旅行か外食に誘えば大歓迎されるこ

とでしょう。禁煙すると家族や職場の同僚に

も煙たがられなくなります。禁煙は健康づく

りや生活習慣病の予防に役立ち、長い目で見

ると医療費も節減できます。火災防止にも役

立つでしょ－う。たばこ価格の大幅アップは

まさに「一石三鳥」と言えましょう。 
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609 ほどよい飲酒の心臓病予防作用 

 

 赤ワインの心筋梗塞予防作用は有名ですが、

これはフランス人は動物性脂肪を多量に摂取

しているのに、心筋梗塞の死亡率が比較的低

く、“フレンチパラドックス”と呼ばれてい

ます。その原因として、フランス人は日頃か

ら多量の赤ワインを飲んでいるので、赤ワイ

ンに多量に含まれるポリフェノールが動脈硬

化の進展が抑えているのであろうというもの

でした。その後、あまり酒が飲めない筆者も

宴会などでは白ワインより赤ワインに手を出

す機会が多くなっています。 

 本欄でも以前に「少量飲酒は、がん、脳卒

中などの予防に有効」と題して、少量飲酒

（日本酒換算で１日に0.5合程度）のがん、

脳卒中の予防作用、総死亡率の低下作用を紹

介しましたが、これは国内で行われた大規模

な疫学研究の結果に基づくものでした。 

 その後、アメリカで行われた疫学研究から、

“ほどよい”（少量）飲酒は心筋梗塞などの

心臓病の予防に有効という結果が報告されま

した。アメリカのムカマール博士らは男性の

歯科医や獣医師などの保健医療従事者３万８

千人余りを１２年間追跡したところ、この間

に約１万４千人の心臓発作が発生していまし

た。追跡開始時の飲酒状況とその後の心臓発

作の関係を調べてみると、週に１日以下しか

飲まない人に比べて、週３、４日飲む人では

心臓発作の率が0.68倍に、５日以上飲む人で

は0.63倍に低下していました。しかし、多量

飲酒者でない限り、飲酒量と心臓発作リスク

の間に関係はみられませんでした。ちなみに、

この集団では毎日飲酒する人の平均飲酒量は

アルコール換算で11～14グラム（日本酒換算

で0.4～0.5合）程度の少量でした。この集団

でも１日に50グラム以上（日本酒換算で２合

以上）の多量飲酒者では健康を害した者が多

くなっていました。したがって、毎日酒を飲

んでいる人でも“飲めば飲むほど心臓病の予

防に有効”というわけではなく、少量飲酒

（節酒）にとどめるべきです。 

 また、この研究では特に赤ワインが心臓病

の発作の予防に有効というわけではなく、ど

のアルコール飲料でも予防作用は同じである

ことがわかりました。赤ワインならポリフェ

ノールで心臓病の予防作用は説明がつきます

が、どのようなアルコール飲料でも差がない

となると、少量の飲酒により、血液循環がよ

くなり、ストレスが発散され、十分な睡眠が

とれるからかも知れません。 

 毎日の少量飲酒が心臓病の予防に良いと

いっても、酒が弱い人は無理に飲まない方が

よいです。元々酒が弱かったのに、だんだん

強くなってきた人も要注意です。このよう人

ではアルコールの分解産物のアセトアルデヒ

ドの分解速度が遅く、長時間血液中にたまっ

ているので有害です。白人では遺伝的に日本

人のように酒が飲めない人、弱い人は少なく、

事実上全員酒が強いのです。それにも関わら

ず、この集団（保健医療従事者）ではアル

コール50グラム（日本酒換算で２合）以上の

多量飲酒者は僅かに3.5％しかおらず、ほと

んど全員が少量飲酒者であり、注目（敬

服？）に値します。 

 心筋梗塞、狭心症などの動脈硬化性心臓病

の高危険因子として、高血圧、高コレステ

ロール血症、喫煙、ストレス、運動不足、肥

満などが知られています。少量飲酒だけに

頼っていては心臓病の予防はできません。生

活習慣全体を適正化する必要があります。 
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610 酒に強くなった人はご用心 

 

 そろそろビールがおいしい季節になってき

た。日本人の約五割は生まれつき酒が強く、

４割強は元々酒が強くなく、すぐに顔が赤く

なるが、鍛えている内にだんだん飲めるよう

になり、残りの１割弱はほとんど酒が飲めな

い。 

 アルコールはアルコール脱水酵素でアセト

アルデヒドに代謝される。さらにアセトアル

デヒドはアセトアルデヒド脱水素酵素により

酢酸に、最後に無害な水と二酸化炭素に分解

される。アセトアルデヒド脱水素酵素の働き

はＡＬＤＨ２という遺伝子でコントロールさ

れている。ＡＬＤＨ２は生まれつきGlu/Glu

型、Glu/Lys型、Lys/Lys型に分かれている。

Glu/Glu型ではアセトアルデヒドをどんどん

分解するから、悪酔いもせずかなり多量の酒

を飲むことができる（虎型）。Glu/Lys型で

はアセトアルデヒドの分解能力が低いので、

血液中に長時間アセトアルデヒドが貯まり、

すぐに顔が赤くなる（猿型）。Lys/Lys型で

は酒を一口飲んだだけでも顔が赤くなり、ほ

んの少量しか飲めないのでアセトアルデヒド

は貯まらない。アセトアルデヒドを分解する

酵素の遺伝子型は生まれつき決まっているか

ら、酒の強さは生まれつき決まっていると言

える。 

 さて、元々酒は強くないのに鍛えている内

にだんだん強くなるのは、別の助っ人酵素の

働きによるのである。最初にアルコールをア

セトアルデヒドに代謝するのはアルコール脱

水素酵素であるが、この酵素の処理能力には

限界があり、多量のアルコールを飲むと、ミ

クロソーム・エタノール酸化系酵素が助っ人

として登場する。この酵素は弾力的に働き、

最先端で働いているアルコール脱水素酵素の

処理能力を超える量のアルコールを飲むと働

き始める。だんだん酒が強くなるのはこの

助っ人酵素の働きによっている。逆に酒が強

い人でも、しばらく酒を飲まないでいると、

以前程酒が飲めなくなることがある。これは

助っ人酵素が働く必要がなく、さぼっていた

からである。しかし、この助っ人酵素もアル

コールからアセトアルデヒドへの代謝を助け

ることができても、アセトアルデヒドの分解

を助けることはできない。 

 

 以上は前置きで、いよいよ本論の「酒が強

くなった人はご用心」の話をしたい。元々酒

が弱いのに、助っ人酵素のおかげで酒が強く

なったとしても、アセトアルデヒドの分解能

力は低いままなので、発がん性がある有害な

アセトアルデヒドが長時間血液中に貯まって

しまう。愛知県がんセンター研究所疫学・予

防部が行った分子疫学研究では、元々酒が強

いGlu/Glu型のALDH2の人がほぼ毎日２合以上

の酒を飲むと、全く飲酒しない人に比べて食

道がんにかかる危険性は4.6倍にとどまって

いたが、鍛えている内に酒が強くなった

Glu/Lys型のALDH2の人ではなんと95.4倍！も

高いことがわかった（図）。「酒が強くなっ

たひとはご用心！」で、節酒に心がけた方が

安全である。 
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魔除け瓦を追って（6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私には陶芸やニューオーリーンズジャズ

鑑賞など、いろいろな趣味がありますが、

最も長く組んでいるのは、「魔除け瓦」の

写真撮影です。医学部を卒業後２年目頃

（1964年頃）に循環器疾患の疫学調査の

フィールドの１つの八尾市の住宅地を歩い

ていた時、偶然古風な開業医の屋根に瓦製

の鍾馗さんの像が置いてあるのを見つけま

した。これを契機としてその後各地を歩き

魔除け瓦を探しました。最も多く見つかっ

たのは京都市内の住宅地で、数え切れない

位見つかりました。奈良の奈良町周辺でも

たくさん見つかりました。名古屋地方でも

戦災で焼け残っている住宅地で見つかりま

した。今回は比較的最近、名古屋地方で見

つかった魔除け瓦を本書で紹介します。 

（富永記）

名古屋市大須観音付近の

仏具屋の屋根に見つけた

魔除け瓦 
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第７章 食生活 

 

701 野菜スープの効用とおいしい食べ方 

 

 野菜を生の状態で食べると多量に摂取する

ことはできません。熊本大学医学部微生物学

教室の前田浩教授（現名誉教授）は野菜類は

煮てスープにして摂取すると、活性酸素（フ

リーラディカル）を消去する抗酸化作用が数

倍から数十倍に増加し、がんや老化の予防に

は生野菜よりも有効であるという実験結果を

「野菜はガン予防に有効か 酸素ラジカルを

巡る諸問題」という単行本（1995年、菜根出

版）で詳しく紹介しておられます。残念なが

らこの本は絶版になっていましたが、その後

の研究結果や新情報も加えて、「活性酸素と

野菜の力」と書名を変えて別の出版社（幸書

房、2007年）から発刊しておられます。私は

この新版の発刊に際して推薦のことばを書か

せていただいています。推薦のことばの中で

も紹介させていただきましたが、2004年に福

岡で日本癌学会が開催された際に懇親会で九

州大学の倉恒匡徳名誉教授から「前田教授の

薦めにしたがって野菜スープを飲んでいたら

白内障が消えてしまいましたよ」という耳寄

りな話を聞きました。実は私も約10年前に人

間ドックで白内障を指摘されましたが、日常

生活に支障が無かったので、放置していまし

た。私は前田教授の勧めに従い、倉恒教授か

ら野菜スープで白内障が消えたという話を聞

く前から頻繁に野菜スープを飲んでいました

ので、私の白内障も消えてしまったのかも知

れないと思い、その後益々熱心に野菜スープ

を飲んでいます。ここで注意しなければいけ

ないのは、味噌、醤油などで鍋物の味付けを

して汁を飲みますと、塩分の過剰摂取になる

恐れがあります。そこでわが家では食品市場

の昆布専門店で肉厚の上等の昆布を買ってき

ています。具体的には昆布を約10センチから

15センチに切って鍋の底に敷き、（板前さん

のように沸騰する前に昆布を引き上げてしま

うのでなく）最後まで敷き詰めておき、後で

食べています。野菜などの具の味が薄すぎる

場合はポン酢などをかけてもよいと思います。

野菜、キノコ、豆腐、椎茸、豆腐などの他に、

魚や豚肉などを適宜加えるとおいしくいただ

けます。わが家では野菜鍋の汁の最後の一滴

まで飲むために、夕食で食べる野菜鍋の具と

汁は意識的に３分の１か４分の１位残してお

き、翌朝の朝食時に少し野菜類を加えて、汁

が煮詰まっている場合は少し水で薄めてみそ

汁代わりにして飲み切っています。これは安

上がりで、健康的な食べ方ではないでしょう

か。読者の皆様も薄味の野菜鍋で汁（スー

プ）を飲んで、がんや老化の予防、健康づく

りに励んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 26) 

(MEIHOKU-2009.03) 

（中尾忠明 画） 
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702 大豆製品の乳がんと前立腺がん予防作用 

 

 欧米諸国に多い乳がんと前立腺がんは、食

生活の欧米化を反映してか、最近わが国でも

増加しています。しかし、欧米先進国に比べ

る乳がんと前立腺がんの頻度はかなり低率で

す。フランスでは動物性脂肪に富む食事をし

ているのに心筋梗塞・狭心症が少なく“フレ

ンチパラドックス”と呼ばれていました。こ

の原因としてフランス人は多量の赤ワインを

飲んでいるから、赤ワインに含まれているポ

リフェノールが冠動脈硬化の進展を抑制して

いるのではないかと考えられています。欧米

先進国に比べてわが国で乳がんと前立腺が少

ない理由として大豆製品の多量摂取が有力視

されています。 

 乳がんも前立腺がんも性ホルモン代謝と関

係があり、女性ホルモンが多いと乳がんにな

りやすく、男性ホルモンが多いと前立腺がん

にかかりやすいとされています。実際、乳が

んの治療には男性ホルモン剤や女性ホルモン

の拮抗剤が使われ、前立腺がんの治療には女

性ホルモン剤や男性ホルモンの拮抗剤が使わ

れています。 

 本誌の1999年7月号の生活習慣病こぼれ話

⑩で豆乳を多量に摂取すると血液中の女性ホ

ルモン濃度が低くなるという岐阜大学医学部

公衆衛生学教室の永田千里教授らの研究結果

と幼弱マウスにジェニスティン（大豆に多量

に含まれている女性ホルモン用物質）を与え

ると乳がんにかかりにくくなるという米国ア

ラバマ大学での動物実験の結果を紹介してい

ます。その後、2003年９月号の生活習慣病こ

ぼれ話60では国立がんセンター研究所の山本

研究員らによる大豆製品に多量に含まれてい

るイソフラボンの摂取量が多い群で乳がんリ

スクが低いという大規模な疫学研究の結果を

紹介しました。さらに、2005年７月号の生活

習慣病こぼれ話82では名古屋市立大学の実験

病理学の白井智之教授等による大豆に含まれ

ているイソフラボンの前立腺がん予防効果に

関する動物実験結果を紹介しました。 

 

 最近米国の研究者によりハツカネズミに悪

性度の高い前立腺がんの組織を移植した場合、

大豆に含まれているジェニスティンを投与し

ておくと前立腺がんの浸潤と転移が抑制され

るという興味深い結果が発表されています。

約30年以上も前に病理学者の赤崎兼義博士

（愛知県がんセンターの初代研究所長）は浸

潤しない顕微鏡で診断できる程度の潜在性前

立腺がんの頻度はアメリカ人でも日本人でも

変わらず、高齢者ではかなり高率であるが、

浸潤がんはアメリカ人に多く、日本人では少

ないという興味深い結果を得ていました。当

時は何故日本人では潜在性前立腺がんが浸潤、

増殖しないのかという理由は不明でしたが、

今回の研究により大豆製品の多量摂取がブ

レーキ役を果たしているのではないかという

ことがわかりました。一方、大豆製品の乳が

ん予防のメカニズムは大豆に多量に含まれて

いる女性ホルモンのそっくりさんが乳腺組織

の女性ホルモンの受容体に結合してしまい、

本物の女性ホルモンの作用が発揮できなくな

るからではないかと考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 19) 

(MEIHOKU-2008.08) 

（森沢康代 画） 
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703 大豆の前立腺がん予防作用 

 

前立腺がんの診断と治療 

 前立腺がんは欧米諸国で多いがんですが、

最近わが国でも増加しています。天皇陛下が

前立腺がんにかかられたこともあり、前立腺

がんに対する関心が高まっています。前立腺

がんの早期発見は血液中のＰＳＡ値（前立腺

特異抗原値）を調べることにより可能です。

この検査は極めて鋭敏で、場合により放置し

ておいてよいものまで発見してしまう可能性

があります。ＰＳＡ値が異常に高い場合は

ＭＲＩ検査、ＣＴ検査、超音波検査、生検

（バイオプシー検査）などで精密検査を行う

必要があります。治療法は手術療法、放射線

療法、ホルモン療法などがあります。手術療

法は排尿障害、性機能障害を少なくするため

に神経や血管を傷つけないようにする機能温

存術が行われています。放射線療法も重粒子

線治療・陽子線治療,強度変調照射療法、放

射性ヨウ素125針を埋め込む方法など、新し

いより効果的な治療方法が開発されています。

ホルモン療法としては男性ホルモンの働きを

抑えるか女性ホルモン剤を投与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大豆の前立腺がん予防作用 

 さて、わが国で前立腺がんが増えているこ

とは事実ですが、欧米先進国に比べるとまだ

低率です。その原因として、わが国では大豆

の消費量が多いことがあげられていました。 

大豆のイソフラボンにはダイジン、ゲニスチ

ンなどの植物性女性ホルモンが含まれていま

すから、日頃から豆腐、納豆、味噌、豆乳な

どの大豆製品を摂取すると知らず知らずのう

ちに、女性ホルモンによる前立腺がんの予防

が行われている可能性があります。 

 名古屋市立大学大学院医学研究科の白井智

之教授は長年前立腺がんの研究を行っていま

す。白井教授はネズミを２つの群に分け、両

群共に前立腺がんを作る発がん物質を与え、

１群には大豆のイソフラボンを加え、他の群

には加えませんでした。その結果、イソフラ

ボンを加えた群の前立腺がんの発生率は加え

なかった群の約３分の１に低下していました。

この動物実験により大豆製品の前立腺がん予

防作用が見事に証明されました。大豆の有効

成分はダイジン、ゲニスチンなどの植物性女

性ホルモンですが、このような純粋の女性ホ

ルモン剤を薬の形で服用する必要はなく、大

豆を使ったおいしい料理を摂取すればよいの

です。 

 1999年７月号の生活習慣病こぼれ話⑩で大

豆製品の乳がん予防作用を紹介しています。

わが国では乳がんも増加していますが、前立

腺がんと同じく欧米先進国の発生率に比べる

と低率です。この原因として大豆の乳がん予

防作用が疑われていました。疫学的研究から

も大豆製品の乳がん予防作用が示されました

が、動物実験によっても大豆の有効成分であ

るゲニスチンの乳がん予防作用が確認された

わけです。毎日大豆を使った料理を食べるこ

とにより、乳がんと前立腺がんの予防ができ

るわけです。これはまさに医食同源と言えま

しょう。ちなみに、前立腺がんや乳がんが多

い米国では大豆は主として家畜の餌として使

われ、人間はほとんど食べていません。もっ

たいないことです。 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 82) 

(MEIHOKU-2005.07) 

（中尾忠明 画） 
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704 トマト丸かじりの方が有効成分よりがん

予防効果が大きい 

 

 トマトのがん予防作用は以前から知られて

いました。2009年８月号の本欄にも「トマト

のがん予防作用」と題して、多くの疫学的研

究から、トマトの摂取頻度が高い場合やその

有効成分のリコペンの血中濃度が高い場合は

いろいろながんのリスクが低くなっているこ

とを紹介しました。今回紹介するのはトマト

そのものを摂取する方がトマトの有効成分の

リコペンを摂取する場合よりがん予防効果が

大きいということです。ただし、今回紹介す

るのは動物実験の結果です。米国のイリノイ

大学栄養科学部のトーマス・ボイルー博士ら

は雄のラットを３つのグループに分け、どの

グループにも男性ホルモンと発がん物質を投

与して前立腺がんが発生するようにしておき、

最初のグループには天然のトマトの粉末を、

２番目のグループにはトマトの有効成分のリ

コペンを加え、３番目のグループにはどちら

も加えない対照群として飼育しました。２番

目のグループに投与したリコペンの量は天然

のトマト粉末に含まれているリコペンの10倍

量です。実験の結果、前立腺がんの発生率は

トマトの粉末群62％、リコペン群72％、対照

群80％となり、天然のトマト粉末投与群の発

生率が最も低く、トマト粉末群の10倍量のリ

コペンを含む群の方が発生率が高くなってい

ました。この結果は驚くに値しません。トマ

トにはがん予防作用のあるリコペンが多量に

含まれていますが、リコペン以外にもカロテ

ンやビタミンＣなど、いろいろながん予防物

質が含まれているからです。緑黄色野菜に多

量に含まれているベーターカロテンを天然食

品から摂取する量の約10倍も投与したがん予

防臨床試験ではがんを予防するどころか、逆

にがんリスクが高くなっていました。今回の

動物実験では対照群より発がん率は高くなっ

ていませんでしたが、天然トマトに含まれて

いるリコペンの10倍量を与えても期待したほ

どのがん予防効果はみられなかったのです。 

 今回の研究結果が意味するところは有効成

分のみをサプリメントのような形で与えても

それほどの効果は期待できず、天然食品を摂

取する方がより安全で、効果が大きいという

ことです。 

 

ダイエットのがん予防効果 

 今回の実験ではそれぞれの餌を20％減らし

たダイエット群も設定して、ダイエットのが

ん予防効果も調べています。その結果は前立

腺がんの発生率は通常群の79％に比べて、ダ

イエット群では65％と約２割低くなっていま

した。これらの実験結果を総合すると、サプ

リメントに頼らず、天然食品を腹八分目に摂

取することががん予防に役立つということで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 68) 

(MEIHOKU-2004.05) 
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705 リンゴで健康増進・がん予防 

 

 日本では「リンゴが赤くなると、医者が青

くなる」言われていますし、外国でも 

"An apple a day keeps the doctor away"

（１日１個のリンゴで医者いらず）と言われ

ています。リンゴは天地創造の時代からあっ

た果物で、アダムとイブが食べた“禁断の木

の実”もリンゴであったという説もあります。

リンゴの原産地は中央アジアで、ヨーロッパ

を経て、広く世界に広まり、日本へも江戸時

代に伝わり、明治時代の初期から本格的に栽

培されるようになりました。 

 昔のリンゴは「国光」のように、小振りで、

堅く、甘酸っぱく、みずみずしかったのです

が、品種改良が進み、現在出回っているリン

ゴは大きく、甘く、柔らかいもので、昔のリ

ンゴの面影はありません。また、昔のリンゴ

は小振りでしたので、丸々一個を皮も剥かず

にかぶっていましたが、最近のリンゴはかぶ

りつくには大きすぎ、丸ごと１個は食べられ

ません。農薬汚染の心配もあり、皮を剥いて

フォークで上品に食べるようになりました。 

 さて、富山医科薬科大学外科の田澤賢次教

授と弘前大学医学部老年科の水島豊教授は以

前からリンゴの食物繊維（アップルペクチ

ン）の活性酸素の消去作用（抗酸化作用）、

整腸作用、がん予防作用などについて研究し

ています。アップルペクチンの効果はテレビ

番組でも取り上げられ、話題になりました。

最近両教授はリンゴの様々な効果を「天然

アップルペクチン 男と女の腸内ミステ

リー」という一般人向けの単行本にまとめ、

冬青社から出版しています。今回は同書の内

容をかいつまんで紹介します。 

 

アップルペクチンの効能 

 アップルペクチンの「ペクチン」はリンゴ

やミカンなどの果物類の食物繊維のことです。

昔から病院食では便秘予防のために、皮付き

のリンゴが添えられることが多かったです。

リンゴの食物繊維のアップルペクチンは果肉

より果皮に多く含まれているので、皮付きの

リンゴを食べた方がよいのです。リンゴの皮

は固くて消化されにくいと思われ勝ちですが、

アップルペクチンは水溶性の食物繊維であり、

胃や腸の中でどろどろのゼリー状に消化され

てしまいます。昆布、わかめなどの海藻類に

はアルギン酸、こんにゃくにはグルコマンナ

ンという水溶性の食物繊維が含まれています。

これらの水溶性食物繊維は腸内細菌のバラン

スを良くし、有害物質の産生を抑え、腸管内

での糖分の吸収を緩やかにするので、血糖値

の上昇も抑えます。また、水溶性の食物繊維

はゼリー状になってコレステロールを包み込

んで便として排泄するので、コレステロール

の吸収も抑制する作用が期待できます。 

 一般に、食物繊維は水溶性のものと水に溶

けないものがあります。水の溶けない食物繊

維は穀類、豆類、根菜類に含まれているもの

で、胃の中に長時間帯留するので、満腹感が

得られ、腹持ちがよいので、肥満防止に効果

的です。水に溶けない食物繊維は保水性が高

く、腸管内で水分を吸収して容積が増し、便

の量が多くなり、腸管蠕動を促進し、便秘防

止に役立ちます。これらの作用は大腸発がん

の抑制にも役立つと考えられています。 

 リンゴ、特に果皮の部分にはブドウの皮と

同じくポリフェノールも多量に含まれていま

すので、がん、心臓病の予防、老化防止にも

役立つと考えられています。ただし、大部分

の研究は動物実験止まりで、リンゴペクチン

の人のがん予防効果などはまだはっきりして

いません。 
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706 ウコンの抗酸化作用・がん予防作用 

 

 元名古屋大学大学院農学研究科の大澤俊彦

教授らは長年にわたり、ウコン（鬱金）の抗

酸化作用・抗がん作用を研究しています。大

澤教授らの研究グループはウコンの主成分で

あるクルクミンよりもその生体内代謝産物の

テトラヒドロクルクミンに強い抗酸化作用が

あることを明らかにしています。 

 ウコンはターメリックとも呼ばれ、主成分

はクルクミンです。ターメリックはインドで

は香辛料としてカレーなどの料理に多量に使

われています。わが国では沖縄でウコン茶

（ウッチン茶）として飲用されています。イ

ンド料理に使われているターメリックや沖縄

で飲用されているウコンはアキウコンです。

アキウコンに対してハルウコンがあります。

アキウコンは秋（８～11月）に花を咲かせま

すが、ハルウコンは文字通り、春（４～６月

頃）に開花します。ハルウコンの別名はキョ

ウオウ（彊黄）であり、見た目にはアキウコ

ンと似ていますが、主として生薬として用い

られています（紛らわしいことですが、中国

で鬱金と呼ばれているのはハルウコンで、彊

黄はアキウコンで日本と逆になっています）。

アキウコンの根茎には多量の黄色色素が含ま

れていますが、ハルウコンの黄色色素の含有

量は少ないです。黄金色の染料として使われ

ているのはアキウコンでする。アキウコンは

木綿の染料として使用されているほか、タク

アンを黄色く染めるためにも使用されていま

す。 

 鬱金は漢方では止血剤や健胃剤として用い

られています。インドでは伝統医療のアーユ

ルヴェーダでもターメリックが利胆薬として

肝臓障害や胆道炎、健胃、利尿、虫下し、腫

れ物に使われています。また、インドやマ

レーシア、インドネシアなどでは女性が皮膚

にターメリックを塗る習慣があります。これ

は単に化粧品として用いられたのではなく、

ウコンには古くから抗菌作用や抗炎症作用が

あることが知られており、経験的に紫外線に

よる皮膚の傷害を防止するために使用されて

いたのかも知れません。また、わが国では高

価な陶器や漆器類をウコンで染めた黄色い布

で包んでいますが、これは黄色という色より

も、経験的にウコンに抗酸化作用、抗菌作用

があることが知られていたからかも知れませ

ん。 

 さて、ウコンのがん予防作用ですが、京都

府立医科大学生化学教室の西野輔翼教授らは

動物実験によりウコンの主成分のクルクミン

に抗がん作用があることを明らかにしていま

す。大澤教授のグループや他の研究者らも

ターメリックやその代謝産物のテトラヒドロ

クルクミンの抗がん作用を明にしていますが、

これらの研究はいずれも動物実験止まりであ

り、まだ人のがんの予防作用は証明されてい

ません。 

 インドやスリーランカ、東南アジアの一部

の地域では古くから噛みたばこを噛む習慣が

あり、口腔がんの原因になっています。北海

道大学歯学部の研究者らはスリーランカにお

いて、噛みたばこの代わりにターメリックを

含んだチューインガムを与えて口腔がんの予

防作用を調べるための研究を行っていますが、

結論はまだ出ていないようです。 

 長寿県の沖縄ではウコン（アキウコン）が

ウコン茶（ウッコン茶）として飲用されてお

り、沖縄以外の地方でもウコンが民間薬とし

て服用されています。カレーにもターメリッ

クが使われています。ウコンは薬剤というよ

りも抗酸化作用が強い保健食品として使用す

ればよいのではないかと考えられます。 
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707 ヨーグルトの効用 

 

 わが家では十数年前から毎朝ヨーグルトを

食べています。食べ始めたきっかけはその頃

に開催された日本癌学会の懇親会で当時徳島

大学医学部細菌学教室の大西一成教授（現名

誉教授）に勧められたからです。大腸内には

100から150種類、合計100兆個もの細菌が棲

息しています。これらの菌は善玉菌と悪玉菌

に大別されます。善玉菌の代表的なものは赤

ちゃんに多い乳酸菌です。悪玉菌の代表的な

ものはウエルシュ菌や大腸菌などです。大西

教授によると乳酸菌等の善玉菌は年齢と共に

減り、悪玉菌が増え、有害物質の生成も増え

てきます。しかし、乳酸菌は大腸内では増殖

できないので、ヨーグルトを毎日食べる必要

があるとのことでした。 

 最初はケフィアヨーグルトを入手して、牛

乳で種継ぎしながら作っていました。この

ヨーグルトは酸味が強く、さっぱりしたもの

でした。いつしか雑菌が混入してだめになっ

てしまいました。その後京都大学の家森幸男

名誉教授がカスピ海地方から持ち帰られた

ヨーグルトの種菌を入手し、現在はこれを種

継ぎしながらヨーグルトを作っています。 

 さて、前置きが長くなりましたが、ヨーグ

ルトの効用として最初に気づいたのは、大便

とおならの臭いが弱くなったことです。これ

はインドール、スカトールなどの悪臭物質を

作る悪玉菌が減ったからだと考えられます。

次ぎに気づいたことは、私は牛乳を飲むとお

腹がグルグル鳴っていましたので牛乳を敬遠

していましたが、ヨーグルトではお腹が鳴ら

なくなり、便通もよくなったことです。その

他、気づかないまでもヨーグルトの効用とし

て考えられることは、毎日牛乳でできたヨー

グルトを摂取していますので、カルシュウム

の摂取量が増加していることです。牛乳に含

まれているカルシュウムは吸収率が高く、よ

り効果的です。カルシュウムの摂取量が多い

ほど血圧が低くなるというデータがあります。

カスピ海の西部のグルジア地方では子供の時

から毎日ヨーグルトを摂取しており、そのた

めかこの地域では高血圧とそれに伴う脳卒中

や心臓病が少なく、長寿者が多くなっている

のかも知れません。しかもヨーグルトは牛乳

ほどたくさん摂取しませんから、動物性脂肪

の過剰摂取による虚血性心疾患の増加も心配

しなくてよいと思われます（家森教授は牛乳

半分、豆乳半分でヨーグルトを作ることを勧

めておられます）。 

 カスピ海ヨーグルトはしゃぶしゃぶで固ま

りにくいので、わが家ではヨーグルトに１セ

ンチ位の厚さに切ったバナナ半本分と皮付き

のりんご４分の１をすりつぶしたもの、きな

粉、さらに味付けのためにブルーベリージャ

ムとオリゴ糖を加えてかき混ぜたものを食べ

ています。これらの果物類による整腸効果も

重なっているのかも知れません。わが家では

現在カスピ海ヨーグルトを食べていますが、

ケフィヤヨーグルトでも、市販のヨーグルト

でも同じ効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 27) 
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708 コーヒーの効用－最近の研究から 

 

コーヒーの膵臓がんの予防作用 

 膵臓がんは早期発見がむずかしく、最も治

りにくいがんです。膵臓がんの原因もよくわ

かっていませんが、これまでの研究から喫煙、

多量飲酒、糖尿病などが危険因子としてあげ

られています。膵臓がんの予防因子は明らか

にされていませんでしたが、2007年の日本癌

学会で国立がんセンター予防研究部の津金昌

一郎部長らが行った大規模な疫学研究から、

コーヒーに膵臓がんの予防作用があることを

発表しました。この研究ではコーヒーをほと

んど飲まない男性に比べ、コーヒーを一日に

１～２杯飲む男性の膵臓がんリスクがやや低

く、３杯以上飲む男性ではさらに低くなって

いました。ただし、女性ではこのような傾向

は見られませんでした。文部科学省の大規模

ながんコホート研究でも男女共コーヒー飲用

者で膵臓がんのリスクが低くなる傾向は見ら

れませんでした。したがいましてコーヒーの

膵臓がん予防作用はそれほどはっきりしてい

ません。それどころか、二十数年前に米国の

ハーバード大学の世界的に有名な疫学者のマ

クメーン教授らはコーヒーは膵臓がんの危険

因子であるというセンセーショナルな結果を

報告しました。しかし、この研究はその後他

の研究者により行われた疫学研究で否定され

ています。わが国では十数年前に札幌医科大

学公衆衛生学の三宅浩教授らが北海道で行っ

た膵臓がんの疫学研究を行いましたが、意外

なことにコーヒー飲用者では膵臓がんのリス

クが低くなっていました。三宅教授らは不審

に思ってそれまでに内外で行われた疫学研究

報告を調べてみたところ、１日に３倍以下の

飲用者では膵臓がんリスクが低くなっている

場合が多く、１日に５、６杯以上飲んでいる

場合はリスクが高くなっていました。した

がって、当時からコーヒーを１日に２、３杯

程度飲む者では膵臓がんリスクが低くなる可

能性が指摘されていました。 

コーヒーのその他の効用 

 愛知県がんセンター研究所の疫学・予防部

が以前に行った疫学研究からコーヒーの毎日

飲用者では大腸がんと胃がんの予防作用があ

ることを報告していました。最近多くの研究

グループがコーヒーの肝臓がん予防作用を報

告しています。文部科学省の研究費で行われ

た大規模ながんのコホート研究の結果からは

コーヒーの毎日飲用者では全死因および全が

んの死亡率が10～20％程度低下していていま

した。 

 2008年１月に東京で行われた日本疫学会で

は岐阜大学の疫学者がコーヒーを毎日１杯以

上飲む者では糖尿病リスクが約30％低下して

いると報告しています。また、同じ学会で九

州大学の研究者はコーヒー飲用者では多量飲

酒による肝機能障害が軽減されていると報告

しています。 

コーヒーの強力な抗酸化作用 

 コーヒーの主成分はクロロゲン酸ですが、

その他にも約200種類以上の抗酸化物質が含

まれているそうです。熊本大学名誉教授の前

田浩博士らの実験的研究によりますと、コー

ヒーの活性酸素消去作用は強力で、他の飲み

物（赤ワイン、緑茶、紅茶など）に比べて数

倍以上であったと報告しています。三重大学

農学部の田口教授はホットコーヒーに限らず、

インスタントコーヒやアイスコーヒーでも強

い抗酸化作用があることを明らかにしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 18) 
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709 緑茶の効用－最新の研究報告 

 

 今回は緑茶と健康、特にがん予防に関する

最近の研究を紹介させていただきます。緑茶

の効用、特に突然変異原性の抑制作用はかな

り以前から知られていましたが、人のがんの

予防効果についてははっきりしていませんで

した。以前に行われた疫学研究では緑茶の頻

回摂取者では胃がんや肺がんのリスクが低く

なっているという報告もありましたが、関係

がないとする報告もありました。2008年１月

に東京で開催された日本疫学会で緑茶と健康

に関する研究報告が４件ありましたので、そ

の概要を紹介致します。 

 最初の研究は文部科学省の研究費を得て行

われた大規模な疫学研究（文部科学省がんコ

ホート研究）では1988～1990年に全国の35地

区の40～79歳の地域住民約７万８千人を対象

としてベースライン調査を実施し、その後

2003年末までの十数年間にわたり追跡調査が

行われました。その結果、男性では１日に７

杯以上緑茶を摂取している群では全死因によ

る死亡率が約10％低下していること、女性で

は１日に５～６杯以上と一日に７杯以上の摂

取群で全死因死亡率が約20％低下しているこ

とがわかりました。ところが、がん死亡につ

いては男女共に緑茶の摂取量との関係はみら

れませんでした。これは緑茶はがん以外の疾

患の死亡率の低下作用があることを示唆して

います。なお、この研究グループでは緑茶の

みでなく、紅茶、ウーロン茶、コーヒーにつ

いても死亡率やがんとの関係を詳細に調べて

いますが、ここでは省略させていただきます。 

 厚生労働省の研究班でも大規模な疫学研究

（多目的コホート研究）を実施していますが、

この研究グループでは緑茶摂取と前立腺がん

との関係を調べています。前立腺がん全体と

しては緑茶摂取と明らかな関係はみられませ

んでしたが、１日に５杯以上の緑茶を飲用し

ているグループでは進行した前立腺がんのリ

スクが半減していました。これは偶然の可能

性もありますが、緑茶が前立腺がんの進行を

抑制している可能性があることを示唆してい

ます。 

 東北大学と宮城県立がんセンターの研究グ

ループでは緑茶摂取と子宮体がんの関係を症

例対照研究（症例群と性・年齢・居住地を

マッチした対照群の過去の生活習慣などを比

較）で調べ、緑茶を１日に４杯以上摂取して

いる群では週に４回以下しか摂取していない

群に比べて子宮体がんの罹患リスクは0.4倍

に低下していたと報告しています。なお、こ

の研究では低学歴、肥満、糖尿病の既往歴、

コーヒーをあまり飲まない群の子宮体がんリ

スクが高くなっていました。 

 ４件目の疫学研究も東北大学の研究グルー

プによるもので、これは緑茶摂取と肺炎死亡

の関係を調べたものです。この研究は1994年

に宮城県大崎保健所管内に居住する40～79歳

の国民健康保険加入者約５万人を2001年末ま

で追跡したもので、この間に237名が肺炎で

死亡しています。興味深いことに女性では緑

茶を１日に１、２杯以上摂取している群では

肺炎死亡リスクが約0.4以下に低下していま

したが、男性では緑茶摂取と肺炎死亡の間に

関係はみられませんでした。ただし、なぜ女

性のみで緑茶の肺炎予防作用が見られ、男性

でみられなかったかの理由については、偶然

の可能性もありますが、男性では喫煙・飲酒

者が多く、緑茶の肺炎予防効果が薄められて

いる可能性も否定できません。いずれにして

もこれらの研究から緑茶は健康飲料であると

いえます。 
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710 魚の摂取頻度と死亡率の関係 

 

 日本人の平均寿命は世界一長いが、その一

因として日本人は魚をよく食べるからではな

いかと考えられていた。これを実証するよう

なデータが2003年１月に山形で開催された日

本疫学会で発表された。この研究を行ったの

は滋賀医科大学循環器内科の中村保幸医師、

同大学福祉保健医学講座の上島弘嗣教授らで

す。中村医師らは厚生労働省が1980年に行っ

た国民栄養調査の対象者、約9,200名を19年

間追跡し、魚の摂取頻度とその間の死亡率の

関係を調べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果は図１に示すように、魚をまれにしか食

べない人に比べて、魚の摂取頻度が高い人ほ

ど全死因の死亡率が低くなっており、心筋梗

塞と脳梗塞でも同様の傾向がうかがわれまし

た。しかし、脳出血では逆に死亡率が高く

なっていました。魚をよく食べる人では脳出

血死亡率が高いことは以前から知られていま

した。死因により傾向は若干異なりますが、

全死因が最も重要であり、魚をよく食べる方

が死亡率が低くなる（長生きする）ことは確

かなようです。図は男性についての結果です

が、女性では死亡率が低いせいか、男性ほど

きれいな傾向は見られませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 67) 

(MEIHOKU-2008.07) 
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711 砂糖は毒？ 

 

 2012年の２月２日号のネイチャーという信

頼性の高い科学雑誌に、カリフォルニア大学

のラスティグ教授らが「砂糖は毒」であるか

ら過剰摂取を抑制するために、酒やたばこと

同様に砂糖に課税すべきだという論文を発表

しました。ラスティグ教授らはアメリカでは

過去50年間に砂糖の消費量が３倍に増え、肥

満、肝臓への毒性や砂糖の依存性による健康

と社会への影響が深刻化しており、砂糖に課

税すべきだと主張しています。これに対して

砂糖や飲料水業界は、砂糖消費量と肥満の因

果関係は明らかでなく、運動不足も肥満の原

因になっているので、砂糖のみを問題視する

のは不当だと反発しています。 

 アメリカ人は男性でも食後にデザートとし

て甘い大きなケーキ類を食べ、コーヒーにも

多量の砂糖を加えている人を見かけます。ち

なみに2010年の１人当たりの砂糖の年間摂取

量はアメリカでは32キログラム(１日当たり

88グラム)ですが、日本では18キログラム

（１日当たり49グラム）であり、1970年代に

較べて砂糖消費量は約３割減っています。日

本ではアメリカほど肥満者も多くないので、

砂糖の害はそれほど深刻ではないと思われま

す。しかし、缶入りのソフトドリンクなどで

は１缶には砂糖が20グラムから30グラムも含

まれているものもあり、注意する必要があり

ます。 

 ラスティグ教授らは砂糖はカロリー源とし

て肥満の原因になるだけでなく、依存性があ

るため規制すべきだと主張しています。砂糖

を摂取すると、脳内のドーパミンが増えて、

いわゆる「報酬系」が活性化され、エンドル

フィン(幸福ホルモン)が分泌され、依存性が

成立しやすいとしています。確かに砂糖には

幸福感をもたらす麻薬的な作用があるかも知

れません。筆者は普段はコーヒーはブラック

で飲みますが、出張時にホテルで朝食を摂る

時には最初の一杯はブラックで飲み、食後に

もう１杯飲む時は少量の砂糖とクリームを加

えてくつろぎながら飲んでいます。これも一

種の依存性かと思っています。筆者は長女の

幼児期にチョコレートなどの甘いお菓子をた

くさん与えましたところ、小学生になる頃に

は虫歯がたくさんできてしまい、その後は甘

い菓子類を与えないようにしました。しかし、

長女は大人になってからでも甘いケーキ類が

大好物のようで、これも砂糖の依存性かと

思っています。｢甘」という漢字の語源は

“落とし穴”(依存性)を意味しているそうで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筆者が子どもの頃は甘いものがなく、おは

ぎやぜんざいなどは大変おいしいご馳走でし

た。そのためか、高齢者の現在でもお祭りの

夜店などでは焼きそばやたこ焼き店は素通り

して、鯛焼きの店の前で足が止まってしまい

ます。 

 現在では甘いものが氾濫しており、減塩な

らぬ”減糖”に心がける必要があります。甘

いものを避けると肥満防止のみでなく、虫歯

の予防にも役立ちます。 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 67) 

(MEIHOKU-2012.08) 

（中尾忠明 画） 
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712 食品添加物と食品表示 

 

 筆者が愛知県がんセンターに勤務していた

頃、妻に弁当を作ってもらっていました。い

つもご飯におかずの和食弁当でしたので、

「時にはサンドイッチでも作ってほしい」と

言いましたら、「サンドイッチを作るにはハ

ムやソーセージを使わないといけないし、食

品添加物が心配で・・・」と答えました。妻

に限らず一般の主婦は食品添加物を悪者扱い

にしているようです。確かにハムやソーセー

ジには発色防腐剤として亜硝酸ソーダも使わ

れていますが、添加量は微量であり、野菜漬

けに含まれている硝酸塩が胃袋内で亜硝酸に

変化したものが断然多いのです。亜硝酸の全

摂取量の内、食品添加物に由来するのは僅か

数％であり、90％以上は野菜に由来している

のです。 

 食品添加物には天然添加物と化学合成添加

物がありますが、食品添加物を用途で分類す

ると次のように分けることができます。 

① 食品の品質を保つもの（保存料、殺菌剤、

酸化防止剤など） 

② 食品に色（着色料、漂白剤など）、味

（甘味料、酸味料）、香り（香料）などを

つけるもの 

③ 食品の製造または加工時に必要なもの

（豆腐の凝固剤、乳化剤、抽出のための溶

剤など） 

④ 食品の栄養成分を補うもの（ビタミン、

ミネラル、アミノ酸など） 

 

 それではハムやソーセージには実際にどの

ような食品添加物が使用されているでしょう

か。食品安全法では原材料表示欄に食品原料

と添加物をそれぞれ量の多い順に表示するこ

とが義務づけられています。ちなみに、近所

のスーパーマーケットで購入したＡ社製の

ロースハムの場合、原材料が豚ロース肉で、

添加物としては、乳たん白、糖質（粉末水あ

め、砂糖）、食塩、たん白加水分解物、酵母

エキス、香辛料、卵殻カルシュウムなど、比

較的添加物の種類は少なく、しかも天然添加

物のみが使用されています。しかし、Ｂ社製

の粗挽きウィンナーソーセージでは、原材料

が豚肉と鶏肉で、添加物として、結着材料

（でんぷん、大豆たん白、乳たん白）、水あ

め、食塩、香辛料、たん白加水分解物（大豆、

鶏肉、豚肉を含む）、調味料（アミノ酸な

ど）、リン酸塩（Ｎａ、Ｋ）、保存料（ソル

ビン酸Ｋ）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタ

ミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）と表示され

ています。ちなみに、ハムと同じＡ社製の粗

挽きウィンナーソーセージでは、原材料が豚

肉で、添加物としては豚脂肪、食塩、でん粉、

還元水あめ、ブドウ糖、酵母エキス、砂糖、

香辛料、かつお節エキス、たん白加水分解物、

貝カルシュウムとなっています。Ｂ社製の

ウィンナーソーセージは豚肉のみでなく、鶏

肉も使われており、添加物の種類も多く、発

色剤として亜硝酸Ｎａが添加されています。

また、Ａ社製のハムとソーセージには「無塩

せき」との表示があります。これは亜硝酸が

添加されていないことを示しています。さら

にＡ社製のハム、ソーセージには栄養表示も

示されており、100グラム当たりのエネル

ギー（カロリー）、たんぱく白、脂質、炭水

化物、ナトリュウム、食塩相当量が示されて

います。栄養表示で特に重要なのはエネル

ギーと食塩含有量です。Ａ社製とＢ社製の

ウィンナーソーセージの味比べでは私も妻も

Ａ社製に軍配を上げました。 

 駅弁や缶コーヒー、その他のソフトドリン

クなど、ほとんどの市販食品には食品表示が

あるはずですから、今後ご注目いただきたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 10) 

(MEIHOKU-2007.11) 
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713 抗酸化サプリメントの一部はかえって有

害！ 

 

 「サプリメント」は補足、補遺、追加の意

味ですが、栄養・食生活では「栄養補助食

品」を意味します。本来なら食生活で十分な

栄養素を摂るべきですが、若者、単身赴任者、

高齢者の一人住まいなどでは十分量のビタミ

ンやミネラルをとれない場合があります。こ

のような場合には不足量を補うサプリメント

を摂取することも考えられます。しかし、サ

プリメントが栄養素の不足を補うのでなく、

がんや老化を予防するために多量のサプリメ

ントを摂取した場合の効果と安全性はわかり

ません。今回紹介するのは多量の抗酸化サプ

リメントを長期間摂取するとかえって有害と

いう物騒な話です。 

 一般に、がんや老化の予防のために使われ

る抗酸化サプリメントとして、ベーターカロ

テン、ビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＥ、

セレンなどが使用されています。これまでに

行われた多くの疫学的研究から緑黄色野菜を

頻回に摂取している人ではがんに罹りにくい

ことがわかっていました。通常の食事から摂

取しているベーターカロテン量は３ミリグラ

ム弱ですが、化学予防研究ではより大きな効

果を期待して５倍から10倍（15ミリグラムか

ら30ミリグラム）も投与しています。このよ

うながんの予防研究が世界各地で行われまし

た。フィンランドでは喫煙者を対象として多

量のベーターカロテンを投与して肺がんの予

防効果を調べる研究が行われ、1994年にその

結果が報告されました。驚いたことに、ベー

ターカロテン摂取群では非摂取群より肺がん

死亡率が高くなっていたのです。その後アメ

リカで行われていた同様の化学予防研究でも

ベーターカロテン摂取群の死亡率が高くなっ

ているか、非摂取群と差がありませんでした。

代表的な抗酸化剤のベーターカロテンの他に、

ビタミンＡ、ビタミンＣ、ビタミンＥ、セレ

ンなどの抗酸化剤のがん予防効果も研究され

ました。 

 デンマークを中心とする研究グループは

2005年10月までに報告された抗酸化サプリメ

ント（ベーターカロテンの他にビタミンＡ、

ビタミンＣ、ビタミンＥ、セレン）のがん予

防効果に関する68件の研究論文を選び、その

内バイアス（偏り）が少なく、信頼性が高い

47件の研究報告の参加者、合計約18万１千人

についてのデータを総合的に解析し、2007年

２月28日号の米国医学雑誌（ＪＡＭＡ）に報

告しました。これらの研究ではいずれも抗酸

化サプリメント投与群とプラセボ（偽薬）群

に無作為割り付けした化学予防試験で、信頼

性の高い方法で行われたものです。総合解析

の結果は予期に反して、何らかの抗酸化剤を

投与した群ではプラセボ（偽薬）群に比べて

死亡率が1.05倍高くなっていました。抗酸化

剤を種類別にみると、ベーターカロテン投与

群では非投与群に比べて1.07倍、ビタミンＡ

投与群では1.16倍、ビタミンＥ投与群では

1.04倍高くなっていました。これらの結果は

いずれも統計学的に有意でした。ビタミンＣ

とセレン投与群については非投与群と統計学

的に有意差はありませんでした。 

 これらの結果はどのように解釈すればよい

のでしょうか。恐らく抗酸化剤の使用量が多

すぎたために有害作用がでてしまったものと

考えられます。つまり、“過ぎたるは及ばざ

るが如し”ということです。がんや老化の予

防物質はサプリメントの形でなく、自然食品

の形で摂取する方が有効で、安全であると言

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 ９) 

(MEIHOKU-2007.10) 
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714 「食品三十品目以上」の由来 

 

 最近、会議で東京へ出張した際に名古屋駅

で弁当を買おうとしたところ、「三十品目

以上弁当 健康弁当宣言」という弁当を見

つけました。そこで30品目以上弁当を買って

みました。外見上はとうてい30品目の食材が

使われているとは見えず、数えてみると15、

6種類しかありませんでした。そこで、弁当

に添付されていた表示を読んでみると、原材

料名：雑穀入りご飯（白米（国産）、きび、

その他）、煮物（南瓜、さといも、椎茸、人

参、絹さや、その他）、野菜と鶏の分離液状

のドレッシング（ブロッコリー、蒸し鶏、カ

リフラワー、その他）、豆腐入り魚肉ハン

バーグ黒酢ソース和え、卵焼き、鶏照り焼き、

薩摩芋レモン煮、ひじき昆布煮、白菜漬け、

ゆでレッドキドニー、枝豆煮、付け合わせ、

（原材料の一部に海老、カニ、小麦、乳、落

花生、鯖、大豆、豚、リンゴを含む）と書い

てありました。確かに目に見えないドレッシ

ングの材料や原材料に○○△△・・を含むも

数えると30品目以上になるようでした。その

他、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、加

工澱粉、増粘剤、甘味料、着色剤、保存剤、

リン酸塩、酸味料、酸化防止剤、アルコール、

香料、凝固剤なども書いてありましたが、こ

れらは食品添加物で、食品ではありません。

このように、家庭で調理する場合に較べて、

駅弁のように大量に調整する場合は主要食品

（卵、肉、魚、野菜など）に加えて、多種類

の少量の食材や添加物が使用されています。

しかし、30品目以上弁当の一食当たりのカロ

リーは約600キロカロリー、蛋白質約20グラ

ム、脂質約10グラム、炭水化物約110グラム、

ナトリウム約1.3グラム（食塩に換算して約

３グラム）で、適量と言えます。 

 

“一日に食品30品目”の由来 

 30品目弁当は他でも見かけましたが、「１

日に食品30品目」の由来をご存じですか？こ

れは昭和60年に公表された厚労省の｢健康づ

くりのための食生活指針」の５本の柱の１つ

の「多様な食品で栄養バランスを」の１項目

の「１日30食品を目標に」に由来していま

す。これは元々糖尿病患者に「特定の食品に

偏らずに、いろいろな食品を少しずつバラン

スよく食べるように」と指導する際の目やす

であったものを健康づくりに転用したもので

す。この目標は食塩10グラム未満や全カロ

リーに占める脂肪由来のカロリーを25％以下

に抑える等のような測定や評価が困難な指針

に較べると大変わかりやすい（測定しやす

い）ので、広く普及しました。しかし、30食

品を摂取しようとするあまり、食べ過ぎるき

らいがありましたので、平成２年に公表され

た「成人病予防のための食生活指針」では、

「いろいろ食べて成人病予防 －主食、主菜、

副菜をそろえ、目標は一日30食品」に「いろ

いろ食べても、食べ過ぎないように」と改訂

されました。読者の皆様もいろいろ食べても、

食べ過ぎしないようにご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 74) 

(MEIHOKU-2013.03) 

（中尾忠明 画） 

Administrator
タイプライターテキスト
目次へ戻る



第７章 食生活  TOMINAGA S 

79 

715 血糖値が上がりにくい食事と食事法 

 

 血糖値は糖尿病やメタボリック症候群の診

断で重要です。一般に、血糖値は空腹時に最

も低くなり、食後に上昇します。糖尿病では

空腹時でも血糖値が高く、食事をするとさら

に高くなります。正常人では空腹時血糖値は

110ミリ以下（厳しい基準では100ミリ以下）

ですが、126ミリ以上になると「糖尿病」と

診断と糖尿病と診断されます。血糖値が110

ミリから126ミリの間なら「糖尿病予備軍」

です。食後２時間目の血糖値が200ミリ以上

の場合は「糖尿病」と診断され、140から199

ミリまでは「糖尿病予備軍」です。 

血糖値が上がりやすい食べ物 

 甘いものや白いご飯、白いパンなどを食べ

ると血糖値は上がりやすくなり、玄米や芋類

では上がりにくく、麺類ではさらに上がりに

くくなります。これを数値で表したものが

「グライセミックインデックス（GI)」です。

この数値は空腹時に50グラムのブドウ糖を食

べたときの血糖値を100として表したもので

す。代表的な食品のGI値を表１に示します。

同じカロリーの食べ物でも血糖値の上がり方

が異なりますから、なるべくGI値が低い食品

を選んで食べると血糖値が上がりにくくなり

ます。食物繊維の多い食品は一般的に血糖値

があがりにくいようです。 

血糖値が上がりにくい食べ方 

 ご飯を食べるときでも、ゆっくりとよく噛

んでたべると血糖値は上がりにくくなります。

早食いは肥満の原因ですが、早食いの人では

血糖値が急に高くなり、多量のインスリンが

分泌されてブドウ糖がグリコーゲンや脂肪酸

に変換され、肝臓や内臓脂肪組織に沈着し肥

満になりやすくなります。また、早食いの人

では血糖値が上がる前に食べ終わるので、空

腹感が消えず、食べ過ぎてしまいます。どん

な食べ物でも味わいながらよく噛んで食べる

と、胃に優しいだけでなく、肥満、糖尿病、

メタボリック症候群の防止にも役立ちます。 

 

 

表１ 各食品のグライセミックインデックス（GI) 

100 ブドウ糖 

80-90 コーンフレーク、せんべい 

70-79 
白米、白パン、フライドポテト、あめ 

ドーナッツ、カボチャ 

60-69 
大麦、発芽米、半つき米、クロワッサン 

スナック菓子、和菓子（餡入り）等 

50-59 
玄米、ピザ、ポテトチップス、さつまいも 

やまいも、キウイ、バナナ等 

40-49 
そば、うどん、パスタ、ラーメン 

いちご、桃、れんこん等 

30-39 オレンジ、リンゴ、低脂肪牛乳等 

10-29 普通牛乳、ヨーグルト、煮豆 

資料：平成20年度厚生労働省科学研究費補助金「食事バランスガイド

を活用した栄養教育・食環境づくりの手法に関する研究」班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 31) 

(MEIHOKU-2009.08) 

（中尾忠明 画） 
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716 「健康食品」とは 

 

 口から入るもので、医薬品以外はすべて

「食品」とみなされています。「健康食品」

とは「健康の保持増進に役立つ食品」のこと

ですが、法律上の定義はありません。「保健

機能食品」は健康食品の一部で、国が安全性

や有効性などを考慮して定めたものです。話

は複雑になりますが、保健機能食品は食品の

目的や機能等の違いにより「栄養機能食品」

と「特定保健用食品」（トクホ）に大別され

る。「栄養機能食品」は12種類のビタミン類

および５種類のミネラルを含む食品で、食品

に含まれている栄養素の機能を表示すること

ができますが、併せて注意喚起表示をするこ

とも義務づけられています。例えば、ビタミ

ンＣの場合、「ビタミンＣは、皮膚や粘膜の

健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持

つ栄養素です」と表示できますが、「本品は、

多量摂取により疾病が治癒したり、より健康

が増進するものではありません。一日の摂取

目安量を守って下さい」という注意喚起表示

をしなければならないのです。 

 「特定保健用食品」（トクホ）は血圧、血

中コレステロールなどを正常に保つことを助

けたり、腸の調子を整えるのに役立つなど、

特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行

うことができますが、個別に国の審査を受け

て許可を得なければならないのです。2005年

の時点で許可・承認されているのは503件で

す。特定保健用食品の表示例としては、・血

圧が高めの方に適する食品、・コレステロー

ルが高めの方に適する食品、・血糖値が気に

なる方に適する食品、などの表示にとどめな

ければならず、「血圧、コレステロール、血

糖値の低下作用があります」などの表示はで

きません。 

 話はさらに複雑になりますが、一定の有効

性が確認されているが、有効性に関する科学

的根拠が一定水準に達していないものは、

「条件付特定保健食品」として認可されます

が、次のような表示が義務づけられています。

例えば、「○○を含んでおり、根拠は必ずし

も確立されていませんが、△△に適している

可能性がある食品です。」のような控えめな

表示にとどめる必要があります。 

 ビタミン類などの栄養機能食品でもビタミ

ン類の機能に加えて食生活全般についての注

意表示を行う必要があります。例えば、ビタ

ミンＢ２の場合、「ビタミンＢ２は、皮膚や

粘膜の健康維持を助ける栄養素です」に加え

て「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを」の表示も行うことが義務

づけられているのです。 

 健康食品に関しては国立健康・栄養研究所

ホームページの｢｢健康食品｣の安全性。有効性情

報｣(http://hfnet.nih.go.jp/main.php)は情

報が豊富で検索しやすいです。健康食品の一

般的なことは、「健康食品の基礎知識」項の

健康食品Ｑ＆Ａ集が、アガリクスなど、特定

の健康食品の効能などに関する情報は、「健

康食品の素材情報データベース」の五十音別

アルファベット別一覧が有用です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 83) 

(MEIHOKU-2005.08) 
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717 全世界に通用する食生活での「がん予防

８ヵ条」 

 

 世界がん研究基金・米国がん研究協会は多

くの専門家の協力を得て食生活とがんの研究

報告をまとめ、1997年に全世界に通用する

「がん予防14ヵ条（喫煙を含めると15ヵ

条）」を公表しました。その後10年以上経過

し、25人の専門家の協力を得て５年がかりで

食物とがんの関係を見直し、2007年に新しい

がん予防のための食生活指針を公表しました。

膨大な報告書では各種の食品・栄養素と各種

のがんの関係について詳細に検討しています

が、誌面の制約からその骨子を表１に示しま

す。 

 今回の新指針で注目されるのは第１～３条

の肥満防止対策です。どうやら食べ過ぎと運

動不足による肥満の増加は全世界的な傾向の

ようです。新８ヵ条の内、日本人で実行がむ

ずかしいのは「第７条の１日当たりの塩分摂

取を５～６グラム以内に抑えること」でしょ

う。日本人の塩分摂取は近年になってようや

く10グラム前後に減ってきましたが、さらに

半減させる必要があります。第７条で塩分摂

取と抱き合わせになっている「黴びた穀類や

豆類を避けること」は冷蔵庫が普及していな

い開発途上国向けの勧告です。塩をして保存

した肉、魚、野菜類の摂取をなるべく少なく

する必要があります。 

 また、今回の新指針でも「栄養素はなるべ

く自然食品から摂取し、サプリメントの摂取

は推奨しない」としています。 

 今回の新指針では最後に「乳児は生後６か

月間は母乳で育てること」と「がん生存者は

栄養士の指導の下に適切な食生活に心がける

こと」の２ヵ条を追加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 全世界に通用する「食生活面でのが

ん予防８ヵ条」 

－世界がん研究基金・米国がん研究協会推

奨（2007）－ 

 

第１条 肥満を避け、体重を正常範囲に保つ 

・子供の時から一生涯を通じて 

第２条 日常生活で身体をよく動かす 

・毎日30分以上の散歩に匹敵する 程度の運

動（中等度の運動60分以上を目指して） 

・座ってテレビを見る時間を短く 

第３条 カロリーの多い食品や糖分入りの

飲料摂取を少なく 

・カロリーの多いファーストフードはなるべ

く避ける 

第４条 植物性の食品を中心に 

・葉野菜と果物を１日に600グラム以上（１

日に５皿以上） 

第５条 赤身の肉と加工肉はなるべく少なく 

・牛肉、豚肉、ハムなどは１週間に300～500

グラム以内に 

第６条 多量飲酒を避ける 

・男性は１日に２杯以内、女性は１杯まで

（１杯はエタノール10～15グラム、日本酒

換算で約0.5合） 

第７条 塩分摂取は少なく、黴びた穀類や

豆類を避ける 

・塩分摂取は５～６グラム以内に 

第８条 栄養素は自然食品から摂取する 

・サプリメントは推奨しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 15) 

(MEIHOKU-2008.05) 
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718 食事記録の効用 

 

 筆者は長年愛知県がんセンターに勤務し、

がんの疫学と予防に関する研究を行っていま

したが、2003年３月に定年退職し、その後４

年間は大府にある「あいち健康プラザ」に勤

務し、健康づくりと生活習慣病予防に関する

仕事をしました。2007年３月にこの仕事を辞

めた時、仕事が一つ減ったので、何か別の仕

事を補おうと思いました。そこで思いついた

のが毎日、毎食の食事記録です。私は十数年

前から毎日万歩計を装着して歩行数を記録し

てきました。健康づくりや生活習慣病の予防

には運動と食事が重要ですが、食生活につい

ては気をつけるだけで記録を残していません

でした。そこで４月１日から食事記録をつけ

ることにしたのです。しかし、食事記録が三

日坊主に終わらないように、記録は簡単にし、

毎食毎に摂取した料理・食材の量が大まかに

わかる程度（例えば、チーズを三十グラム、

野菜サラダ百グラムなど）にとどめました。

食卓から手が届く所に食材用の小型秤を置い

ておき、重さがわからない時は計ってみて目

測の精度を高めるように心がけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最初に食事記録の効用として気がついたこ

とは、半日か一日前の食事が簡単に思い出せ

ないことです。これは“脳トレ”に役立つ！

と思いました。本誌の読者の皆様は昨日の昼

食と夕食で何を食べたか思い出せますか？朝

食は変化が少ないので簡単に思い出せるで

しょうが、昼食や夕食は簡単に思い出せない

かも知れません。２日前の食事になると絶望

的になります。また、食事記録の第２の効用

としては、外国で行われた研究ですが、食事

記録をつけるだけで食事の摂取量が減ること

がわかっています。 

 筆者がどのように食事記録をつけているか

を具体的に紹介しますと（表１参照）、Ａ４

版の大学ノートに４本の縦線を引き、最初の

欄に日付を、次の欄に主な行動記録（東京へ

出張、フルーツパークを散歩など）を、次の

３欄に朝食、昼食、夕食の料理名、大まかな

量を記入しています。また、ほぼ５日目毎に

体重、体脂肪、腹囲を行動欄に記録していま

す。例えば、１年前の同じ日の食事記録を振

り返ってみますと、表１のようになっていま

す。 

 幸い食事記録は三日坊主に終わっておらず、

今日まで２年間（2013年現在７年間以上）続

いています。読者の皆様も食事記録をつけ、

脳トレと節食を試みてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 30) 

(MEIHOKU-2009.07) 

表１ ある１日の行動・食事記録 （１年前の2008年５月26日の例） 

月日 行動 朝食 昼食 夕食 

５月26日 東谷山↑ 

（↑：登山の略

号） 

トースト（マ、ジャ）

（マ：マーガリン、

ジャ：ジャムの略）

卵50ｇ、野菜50ｇ 

ご飯、みそ汁 

鶏肉70ｇ 

野菜煮70ｇ 

海藻50ｇ 

野菜サラダ150ｇ 

ご飯 

野菜鍋（野菜150g、豆腐50ｇ、 

茸30ｇ、桜エビ20ｇ） 

野菜サラダ100ｇ 

杏仁豆腐50ｇ 
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719 健康長寿には「腹７分目」 

 

 昔から「腹８分目医者いらず」と言われて

いますが、これを実証する長期間の動物実験

の結果が2009年の７月に米国のウィスコンシ

ン大学のコールマン博士らの研究グループか

らサイエンスという専門雑誌に報告されまし

た。これまでにも線虫、ショウジョウバエ、

ネズミなどを用いた実験から餌を制限した方

が長生きするという報告がありましたが、今

回は人間に近い猿を用いて20年間にわたり飼

育実験が行われたものです。この研究は1989

年に雄猿30匹を用いて開始され、1994年に雄

猿16匹、雌猿30匹を追加し、合計76匹を対象

として、餌を好きなだけ食べさせる対照群

（38匹）と摂取カロリーを30％減らした制限

群（38匹）に分けて20年間観察しました。そ

の結果、現在なお生存している猿（平均27

歳）はカロリー制限群で20匹、対照群で13匹

でした。飼育中に死亡した猿を解剖してみる

と、糖尿病、がん、脳萎縮などの加齢性の病

気で死亡したのは、制限群ではわずか５匹で

したが、食べ放題の対照群では14匹になって

いました。加齢に伴う脳の萎縮の進行もカロ

リー制限群の方が遅くなっていました。論文

にはカロリー制限群と食べ放題群の猿のカ

ラー写真も掲載されていますが、一目見ただ

けで、カロリー制限群の猿は若々しく、食べ

放題群の猿は老けて見えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方京都大学の西田栄介教授（細胞生物

学）らの研究チームは線虫を用いて餌を減ら

すと寿命が約1.2倍伸び、２日毎に２日間断

食させると寿命は1.5倍も伸び、動きも活発

であること、断食させた線虫で寿命が延びる

時には特定の遺伝子が働いていることも発見

し、2008年の12月に英国の科学誌ネイチャー

に発表しています。昔からわが国や東洋で健

康法として断食が行われていますが、線虫の

実験が断食の効果を裏付けているといえます。 

 日本抗加齢医学会副理事長で慶応大学医学

部眼科の坪田一男教授も総摂取カロリーを約

３分の１制限すると多くの生物で寿命が延長

するという研究結果に基づき、摂取カロリー

を65％位に制限すること（カロリス）による

アンチエイジング（抗加齢）を勧めています。 

 また、現在満101歳を迎えられた日野原重

明先生は長年１日1,300キロカロリー以内の

低カロリー食を実践しておられますが、今で

も大変お元気でかくしゃくとしておられ、

「腹７分目」の低カロリー食が健康長寿によ

いことを実証されています。 

 動物実験並びに日野原先生らの経験からも

腹８分目（できれば腹７分目）が健康長寿に

よいことはわかっていますが、実行は困難で

す。実際には、おいしいものを少量（量より

も質）食べること、カロリーの少ない野菜を

多く摂ること、空腹を感じても食事の時刻ま

で我慢し、できるだけ間食をしないこと位し

か実行できないようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 35) 

 (MEIHOKU-2009.12) 

（中尾忠明 画） 
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魔除け瓦を追って（７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私には陶芸やニューオーリーンズジャズ

鑑賞など、いろいろな趣味がありますが、

最も長く組んでいるのは、「魔除け瓦」の

写真撮影です。医学部を卒業後２年目頃

（1964年頃）に循環器疾患の疫学調査の

フィールドの１つの八尾市の住宅地を歩い

ていた時、偶然古風な開業医の屋根に瓦製

の鍾馗さんの像が置いてあるのを見つけま

した。これを契機としてその後各地を歩き

魔除け瓦を探しました。最も多く見つかっ

たのは京都市内の住宅地で、数え切れない

位見つかりました。奈良の奈良町周辺でも

たくさん見つかりました。名古屋地方でも

戦災で焼け残っている住宅地で見つかりま

した。今回は比較的最近、名古屋地方で見

つかった魔除け瓦を本書で紹介します。 

（富永記）

名古屋市千種区古井の
坂付近の長屋で見つけ
た魔除け瓦 
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第８章 運動とその他の健康づくり法 

 

801 健康づくりのための運動指針 

 

 厚生労働省は2005年に、健康づくりと生活

習慣病予防のために、「一に運動、二に食事、

しっかり禁煙、最後にクスリ」という新しい

標語を作りました。しかし、このようなかけ

声だけでは運動を推進できないので、具体的

でわかりやすい運動指針を策定することにし

ました。そこで厚生労働省では「運動所要

量・運動指針策定検討会」を設置し、約１年

をかけて、運動所要量を決め、これに基づい

て、具体的でわかりやすい運動指針を作成し

ました。ここでは2006年に公表された「健康

づくりのための運動指針2006」のさわりを紹

介します。 

 まず運動所要量については膨大な文献レ

ビューに基づいて、１週間の運動所要量を２

３メッツ・時以上（その内４メッツ・時以上

は中強度以上の運動を含める）とした。

「メッツ」とは身体活動強度を示す単位で、

国際的に広く使われています。１メッツは寝

ころんで安静にしている時の運動強度であり、

これを尺度として身体活動時の運動強度を示

しています。時速４キロ（分速67メートル）

程度の普通歩行は３メッツであり、時速６キ

ロ（分速100メートル）の速歩になると４

メッツ、ジョギングは７メッツ、ランニング

は10メッツです。運動指針では３メッツから

15メッツまでの各段階に該当する生活活動と

運動を詳しく例示しています。 

 「身体活動量」はメッツ・時（身体活動強

度と時間を掛け合わせたもの）で示されるが、

検討会ではこれを「エクササイズ」と呼ぶこ

とにしました。 

 一方、身体活動によるエネルギーの消費量

は普通、「キロカロリー」で示されますが、

運動指針でキロカロリーを使っていないのは、

同じ身体活動強度でも体重によって消費カロ

リーが異なるからです。消費カロリーは身体

活動量（エクササイズ）×体重（キロ）×

1.05）の換算式で計算されます。例えば、体

重が60（50）キロの人なら、１エクササイズ

（１メッツ・時）の身体活動により約60

（50）キロカロリーのエネルギーを消費する

ことになる。 

 さて、一週間に23メッツ・時以上の身体活

動が必要となると、１日平均で3.3メッツ・

時以上となります。これは普通歩行（３メッ

ツ）なら毎日66分以上、速歩（４メッツ）な

ら45分以上の歩行に相当します。体重60キロ

の人なら208キロカロリー（3.3×60×1.05）

のエネルギーを運動で消費する必要がありま

す。 

 摂取エネルギーが消費エネルギーを上回る

と、余分のエネルギーは脂肪として貯えられ、

体重は増加します。体重を１キロ（腹囲を１

センチ）減らそうとすると、7,000キロカロ

リーの運動か食事摂取量の制限が必要です。

運動で7000キロカロリーを消費するのは容易

なことではありません。１ヶ月で体重を１キ

ロ（腹囲を１センチ）減らすには、毎日233

キロカロリー相当の運動をするか、食事で半

分の116キロカロリー分減らし、運動で116キ

ロリー（普通歩行なら約40分、速歩なら約30

分）のエネルギーを消費する必要があります。 

 運動指針では性・年齢別に「体力」の標準

も示している。体力は三分間に歩行できる距

離と一分間に椅子から何回立ち上がれるかの

回数で測定することにしている。 

 社会保険出版社は厚生労働省が公表した47

ページからなる膨大な運動指針の報告書を

「エクササイズガイド」と題する８ページの

わかりやすいリーフレットにして発刊してい

ます。 
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802 にこにこペースの運動の効用 

 

 一時期ジョギングやエアロビックスが流行

しました。しかし、激しい運動は長続きしな

いし、ジョギングやランニングでは膝関節を

傷める危険性もあります。最近の研究から散

歩程度の軽い運動（にこにこペースの運動）

でも十分効果があることがわかりました。 

 運動は健康づくりに役立つだけでなく８つ

の効用があります。 

・血圧が下がる。 

・肥満防止に役立つ。 

・脂質異常症が改善する。 

・血糖値が低下し、糖尿病の予防や治療に 

役立つ。 

・大腸がんの予防に役立つ。 

・よく眠れる。 

・ストレスの解消に役立つ。 

・医療費・介護費の節減に役立つ。 

 

もう1,000歩歩こう 

 厚生労働省は平成12年３月に「健康日本21

計画」を策定しました。これに引き続き「あ

いち計画」や「なごやプラン」も策定されま

した。これらの計画に共通して数値目標に

「もう1,000歩歩こう」が含まれています。

一日の歩行数は性、年齢、職業などによって

異なっていますが、どのような性、年齢、職

業の人でも現在の歩行数よりもう1,000歩多

く歩こうというものです。1,000歩というと

早足なら10分、ゆっくり歩いても12，３分の

歩行です。これならやってやれないことはな

いでしょう。「もう1,000歩」を確認するた

めには万歩計を毎日つけておくことが望まし

いです。筆者は長年ネクタイピン風の万歩計

を愛用していましたが、定年退職後はネクタ

イを締める期間も減り、現在は普通の万歩計

を着用しています。メモリーがあるので、歩

行数の記録を忘れた日でも記録できます。現

在ではほとんどすべての携帯電話に万歩計の

機能が備わっていますから、あえて万歩計を

購入しないでもよいのですが、一日の活動が

終わり、万歩計を置く時に「今日はよく歩い

た」、「今日はたったこれだけしか歩けな

かった」と満足・反省するのに役立ちます。 

 

よく運動するようになった人 では医療費

が安くなった 

 アメリカで行われた研究から身体活動が活

発になった集団では不活発のままの集団に比

べて医療費が安くなったという耳寄りな結果

が報告された。この研究を行ったのはヘルス

パートナー研究基金のブライアンＣマーチン

ソン博士らで、50歳以上の成人約2,400人を

２年間追跡し、その前後の身体活動の変化と

医療費の関係を調べています。身体活動が不

活発（週に０～１回運動）のままの集団では

医療費が266ドル増加していましたが、不活

発から活発（週に３回以上運動）に変化した

集団では逆に1.936ドル減少していました。

これが前述の運動の８番目の効用（医療費の

節減）の根拠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 64) 
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803 楽しみながら､考えながらのウォーキン

グのすすめ 

 

 私はスポーツは何もやっていませんが、昔

から積極的に歩くように心がけています。

1999年から現在に至るまでは毎日の歩行記録

を残してパソコンでデータ管理をしています。

私は2003年３月まで愛知県がんセンターに勤

務していましたが、その頃の一日平均歩行数

は5,000歩弱でした。自宅から勤務先へはマ

イカー通勤をしていましたので、職場での歩

行が主でした。私は歩行数を増やすために、

職場ではなるべく内線電話を使わずに相手の

部屋まで出向いて用件を済ませ、エレベー

ターは５階以上の高層階を除き極力使わない

ようにして階段を上下しました。夕方には勤

務先の近くの池を一周（約2,500歩）してい

ましたが、それでも１日の平均歩行数は

5,000歩には達していませんでした。その後

2003年４月から2007年３月まで愛知県健康づ

くり事業団の健康科学総合センター（あいち

健康プラザ）に非常勤で週３日勤務しました。

この施設は広大で、周辺に池を周回するウ

オーキングコース（１周1.1キロ）が整備さ

れており、時間的余裕もできましたので、昼

食後に早足、大股で一周しました。その結果、

一日の平均歩行数は6,000歩から7,000歩程度

に増えました。2007年３月にあいち健康プラ

ザも辞めて完全退職しました。さらに時間的

余裕ができましたので、仕事（主として東京

で開催される不定期な種々の会議や学会・研

究会など）がない日は妻と一緒に１時間前後

ウオーキングをするようになりました。その

結果、１日平均の歩行数は8,000歩を超える

ようになりました。私の個人的な経験からみ

て、散歩・ウォーキングをするにしても時間

的余裕がないと歩行数は伸びにくいことがわ

かりました。歩行数が増えるにつれ、私の体

重と腹囲は年々減少し、85センチ近くあった

腹囲も81センチに減少し、体重も61キロから

57キロに減少し、二十歳代の体型に近づきま

した。さらに、血圧値や中性脂肪値なども正

常高値から正常値へ低下しました。ちなみに

この数年間の私の食生活はほとんど変わって

いませんから、体重と腹囲の減少は主として

歩行数の増加によるものとみられます。 

 自宅の近くにはジムもありますが、単調な

歩行器は利用せず（歩行速度を測る時のみ利

用）、自宅の近所の集落の細い旧道、池の周

り、小川の堤防沿い、農道､山辺の散歩道を

季節の花々や水鳥などを眺めながら歩いてい

ます。月に１、２回は標高120メートル位の

東谷山に登っています。私が住んでいる人口

約８万人の尾張旭市は古くからＷＨＯの健康

都市として認定されており、市は運動環境の

整備に力を入れ、10種類近いウォーキング

コースを整備していますが、私は自分の好き

な「マイウォーキングコース」も数コース決

めていて、適宜選んで歩いています。また、

同じ方向へ歩く時でも（一筆書きの要領で）

往きと復えりはなるべく別ルートとし、同じ

道路を２度歩かないように、考えながら歩い

ています。なお、私の通常ペースの歩行数は

10分間で約1,000歩、歩幅は約85センチです

から、歩行速度は時速５キロ強となっていま

す。 

 ウォーキングの効用は身体的な効用のみで

なく、気分転換、癒し効果、認知症の予防、

良好な睡眠（特に、歩行数が多かった日）な

どの精神・心理的な効果もありますし、健康

づくりや生活習慣病の予防、ひいては医療費

や介護費の節約にも役立ちます。読者の皆様

もウォーキングにチャレンジしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 40) 

(MEIHOKU-2010.05) 
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804 テレビ視聴などの座位行動と肥満、糖尿

病の発症リスク 

 

 一般に、運動により肥満が軽減し、糖尿病

の発生率も抑えられることがわかっています。

それでは、逆にテレビを見たり、座位時間が

長い場合はどうなるでしょうか？アメリカの

ハーバード大学公衆衛生学部栄養学教室のフ

ランク ヒュー博士らは1992年から98年まで

に、全米の11州の女性看護師の内、高度の肥

満（ＢＭＩ：体重（キログラム）を身長

（メートル）の自乗で割った数値が30以上）

を除く約５万人を６年間追跡し、テレビの視

聴時間と高度肥満（ＢＭＩが30以上、以下単

に「肥満」と記す）と２型糖尿病（中年以降

から発症する通常の糖尿病、以下単に「糖尿

病」と記す）発症の関係を調べました。６年

間の追跡期間中に3,757人の肥満と1,515人の

糖尿病が発症しました。 

 テレビ視聴時間や座位時間と肥満や糖尿病

の発症率の関係を分析すると、予想通り両者

の間に関係が見られました。ここでは年齢、

喫煙、運動量、食事因子などの影響を統計学

的に補正しても、テレビ視聴率が２時間増え

るごとに肥満の発生率は23％、糖尿病の発症

率は14％上昇し、座位作業が２時間増えるご

とにそれぞれ、５％と７％上昇していました。 

 一方、自宅での立位作業または歩行作業２

時間ごとに肥満の発生率は９％、糖尿病の発

症率は12％低下していました。さらに、１日

１時間の速歩によって肥満は24％、糖尿病は

34％も低下していました。テレビ視聴時間を

１週間当たり10時間以下に抑え、１日に30分

の速歩により肥満の新発生は30％、糖尿病の

新発症は43％予防できると推計されました。

座位時間の短縮と歩行時間を長くすることは

単に肥満や糖尿病のみでなく、高血圧、心臓

病、がんなどの生活習慣病の予防にも役だつ

と推察されます。 

 

肥満で全がん死亡率が上昇 

 アメリカで行われた別の大規模な研究から、

肥満度が高くなるほど全がん死亡率が高くな

ることがわかりました。この研究は1982年か

らアメリカがん協会により行われたもので、

約90万人（男性約40万人、女性約50万人）の

米国民を16年間追跡したものです。肥満度は

前述のＢＭＩで判断しています。その結果、

男女とも肥満度が高くなるにつれて全がん死

亡率が高くなっていました。がんの種類別に

見ると、胃がんと食道がんは男性のみでした

が、その他の大部分のがんでは肥満度が高い

ほど死亡率が高くなっていました。これの

データから推計すると米国民の全がん死亡の

内、男性では約14％、女性では約20％が肥満

によって生じるという結果でした。国民総肥

満といわれる米国では肥満は深刻な健康問題

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 61) 
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805 運動不足は肥満や喫煙に匹敵する死亡原

因 

 

 世界の死亡の9.4％は身体的不活動（運動

不足）が原因で、その影響の大きさは肥満や

喫煙に匹敵するという論文がランセットいう

英国の権威ある医学専門雑誌に報告されまし

た。この研究はブラジルのペドロＣハラール

博士が中心となり、北米、ヨーロッパ、オー

ストラリア、日本、南アフリカ、タイ、コロ

ンビアなどの約30名の研究者によって行われ

ました。この研究グループにはわが国からも

東京医科大学公衆衛生学講座の井上茂主任教

授も参加しています。 

 身体的活動と心疾患の関係は古くから研究

されており、1953年には英国のジェリー・

モーリス博士が、終日ロンドンの２階バスの

１階と２階を行き来する身体活動の高い車掌

では、１日中座って運転を続ける運転手より

も心筋梗塞の発症が少ないことを報告してい

ます。米国でもパッフェンバージャー博士が

ハーバード大学の卒業生約17,000人を対象と

して卒業後の身体活動と死亡率の関係を調べ、

身体活動度の高い者ほど死亡率が低くなって

いることを明らかにしました。その後フレミ

ンガム心臓病研究やその他の多くの疫学研究

により活発な身体活動は心梗塞などの心疾患

の予防と死亡率の低下に役立つことが確認さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前述の研究グループの研究では全死因のみ

でなく、疾患別にも身体的不活動の影響を調

べています。身体的不活動の影響は全死因に

対しては9.4％でしたが、冠動脈疾患の5.8％、

２型糖尿病の7.2％、乳がんの10.1％、大腸

がんの10.4％となっていました。これらの数

値は全世界の平均的な数値ですが、日本のみ

に限定すると身体的不活動の影響はさらに大

きくなり、全死因の16.1％、冠動脈疾患の

10.0％、２型糖尿病の12.3％、乳がんの

16.1％、大腸がんの17.8％となっていました。

日本の身体的不活動の影響が世界平均より大

きいことの理由は明らかではありませんが、

恐らく欧米諸国より肥満が少ないこと、開発

途上国より感染症に関連した死亡が少ないこ

とから、相対的に身体的不活動の影響が大き

くなっているのかも知れません。 

運動は健康づくりと生活習慣病の予防に重

要 

 日本では運動は古くから健康づくりの柱の

１つに数えられ、最近では生活習慣病の予防

にも重要であるとされています。厚生労働省

は1978年度から第１次国民健康づくり事業を

開始し、｢栄養、運動、休養｣のスローガンを

掲げて健康づくり事業を展開しました。2000

年に開始された健康日本二十一でも運動不足

（特に歩行数の減少）が明らかにされ、｢１

に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後にク

スリ｣のスローガンを掲げ、運動を推奨して

います。運動と言っても激しい運動を行う必

要はなく、ウォーキングや家事程度の身体活

動でも効果があるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 71) 

(MEIHOKU-2012.12) 

 

（中尾忠明 画） 
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806 健康増進法施行：治療から予防、健康増

進へ 

 

 2003年５月１日に健康増進法が施行されま

した。この法律は21世紀の法律であるといえ

ます。昔は病気にかかってから治療を受ける

治療医学が主流であり、病気の予防や健康増

進は影が薄かったと言えます。しかし、厚生

労働省は早くから健康づくり対策を進めてき

ました。昭和53年から第一次国民健康づくり

対策を始め、市町村の保健センターの整備、

健康診査の普及に力を入れてきました。さら

に、10年後の昭和63年から第二次健康づくり

対策を開始し、運動指導員を養成し、「運動、

栄養、休養」の三本柱を中心に健康づくり運

動を展開しました。 

 平成12年には第三次国民健康づくり対策と

して、10年計画の「健康日本21」事業を開始

しました。健康日本21計画は厚生労働省が全

国版として策定したもので、平成13年から都

道府県が地方の特性を考慮した健康日本21計

画（愛知県では健康21あいち計画、名古屋市

では平成14年度に健康日本21名古屋計画）を

策定しました。その後さらに市町村レベルの

計画が策定されました。 

 健康増進法は「健康日本21」事業を法制化

したものです。この法律では、「食生活、運

動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康保持、その

他の生活習慣に関する正しい知識の普及」を

国民の健康増進の基本方針としています。 

 この法律の第10条として国民健康・栄養調

査の実施をあげています。国民栄養調査は昭

和22年から毎年実施されており、最近では血

圧、体重、歩行数、血液化学（血清コレステ

ロール値など）なども測定しており、国民健

康・栄養調査と呼ばれています。これは世界

的にも類をみない調査であり、栄養、健康に

関する貴重なデータが得られているのです。 

 また、この法律の第16条では生活習慣病の

発生状況を把握するために、がん登録と循環

器疾患登録に務めなければならないとしてい

ます。従来、地域がん登録などは法的根拠も

なく、自主的に行われていたが、これで法的

根拠ができたわけです。 

 

 この法律では喫煙対策にも触れており（第

25条）、受動喫煙の防止を中心にしています。

受動喫煙の防止のために、「学校、体育館、

病院、劇場、観覧席、集会場、展示場、百貨

店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多

数のものが利用する施設を管理する者は、こ

れらを利用する者について、受動喫煙を防止

するための措置を講じなければならない」と

かなり具体的に踏み込んでいます。これらの

施設の中に事務所も含まれているので、職場

において事業者は非喫煙者が受動喫煙の被害

にあわないように、職場を完全禁煙にするか、

独立した喫煙室を設けて非喫煙従業員が受動

喫煙の影響を受けないように施設を改善する

必要があります。さらに、飲食店においても、

飲食店の経営者は全面禁煙にするか、たばこ

を吸わない客が受動喫煙の影響を受けないよ

うに、厳密に喫煙席と禁煙席を分ける必要が

あります。 

 喫煙対策としては未成年者の喫煙を防止す

る防煙対策、禁煙希望者の禁煙を支援する禁

煙対策もありますが、前者については明治33

年に制定された未成年者喫煙禁止法がありま

す。禁煙対策に触れていないのは、健康日本

21計画の策定過程でたばこ業界の圧力で喫煙

率に関する数値目標の設定を見送ったことも

あり、これを含めると法律の制定が困難にな

るとの判断で禁煙対策が含まれなかったもの

と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 56) 

(MEIHOKU-2003.05) 
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807 いよいよ始まった特定健診・保健指導 

 

 2008年の３月までは老人健康法（老健法）

に基づいて、市町村では基本健康診査を行っ

ていましたが、４月からはこの制度に代わっ

て40歳から74歳までの地域住民や職域の勤務

者を対象とした「特定検診・特定保健指導」

制度が始まりました。 

 従来の健診の目的は、「定期健診によって、

異常を早期に発見し、適切な医療を受けるこ

と」を主目的としており、食生活の注意や運

動などの保健指導は“おまけ”扱いにされて

いましたが、今回開始された特定検診・保健

指導制度では保健指導（主として、生活習慣

の改善）が主目的となり、健診は保健指導の

必要性とその程度を判断するために行われる

ことになり、健診と保健指導の立場が逆転し

ました。つまり、以前“おまけ”程度に行わ

れていた保健指導が主役になり、健診は脇役

になった訳です。新制度では予防を重視して

いますが、検診で要医療と判断された者には

適切な医療を受ける道も開かれています。 

 今回開始された高齢者医療確保法に基づく

特定検診・保健指導制度のもう一つの大きな

特長は、この制度の運営の責任者が衛生管理

者から国民健康保険または健康保険の保険者

に代わったことです。これまでは保険者（市

町村国保課と健康保険組合）は医療機関から

請求された医療費をチェックして医療費を支

払うのみでしたが、今後は医療費のチェック、

支払いに留まらず、関係者（機関）の協力を

得て特定検診と保健指導を行い、医療費を節

減することが義務づけられています。これに

は”あめと鞭”が用意されており、特定健診

実施率、保健指導実施率、医療費削減効果な

どに基づいて、75歳以上を対象とした後期高

齢者医療制度（以前の老人医療制度）に対す

る支援金が10％を限度として増減されること

になっています。 

 特定検診・保健指導の主目的はメタボリッ

クシンドローム対策ですから、検診項目も一

部変更されました。最も大きな特長は体重の

他に腹囲が追加されたことです。また、従来

重視されていた血清総コレステロール値は善

玉コレステロールのＨＤＬコレステロール値

と悪玉コレステロールのＬＤＬコレステロー

ルに分けられました。その他、糖尿病の早期

診断のために、空腹時血糖値とＨｂＡ１ｃ

（ヘモグロビンエーワンシー）値が重視され

ていることです。検査結果以外では喫煙習慣

が重視されています。その他にも若干の変更

があります。 

 勤務者には従来通り労働安全衛生法による

定期検診が行われますが、腹囲を追加するな

ど、特定検診・保健指導と歩調を合わせてい

ます。 

 これらの健診結果と喫煙などの生活習慣に

基づき、保健指導は３群に分け、ハイリスク

群には積極的に個別指導を行い、低リスク群

には情報提供に留めるなど、メリハリをつけ

た保健指導が行われています。 

 さて、今回始まった特定検診・保健指導は

40歳から74歳までの人々を対象とした制度で

すが、75歳以上の後期高齢者に対しては、積

極的な検診・保健指導よりも生活の質を向上

させる施策を推進するになっています。また、

勤務者に対する健康保険（共済保険などを含

む）の家族に対しては居住地の市町村や社会

保険事務所などが対応することになっていま

す。今回の新制度は従来の制度と考え方や対

応方法が大きく変わり（検診・治療よりも予

防を重視）、あたかも明治維新のような感が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 15) 

(MEIHOKU-2008.04) 
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808「健康寿命」を伸ばすには 

 

「平均寿命」と「健康寿命」 

 日本人の平均寿命は世界でもトップクラス

で、2012年の時点で男性では79.6歳、女性で

は86.4歳となっています。しかし、これは寝

たきりや認知症など、日常生活の支援や介護

を要する期間も含まれています。本当に意味

があるのは健康な状態での寿命（健康寿命）

の長さです。「健康寿命」の定義はいろいろ

ありますが、「１生涯（平均寿命）の内、日

常生活で支援や介護を要しない、自立して生

活できる期間」とするのがわかりやすいです。

この定義に従って計算すると、日本人の健康

寿命は、2010年の時点で男性では70.4年、女

性では73.6年です。平均寿命と健康寿命の差

は自立した生活が営めず、日常生活で支援ま

たは介護を要する非自立期間であり、男性で

は9.2年、女性では12.8年となっています。

せっかく長生きしても日常生活に支障があり、

外出もままならず、支援や介護を要する状態

では本人にとっても家族にとっても不都合な

ことです。わが国では急速に高齢化が進んで

おり、高齢人口が増加している。このため、

医療費や介護費も年々増加しています。 

 

健康フロンティア作戦 

 自民公明両党は2004年に高齢者が自立して

暮らせる「健康寿命」を２年伸ばす「健康フ

ロンティア戦略」をまとめ、生活習慣病や要

介護者を減らす具体策を作り、数値目標を設

けて実現を促すことにしました。政府の経済

財政運営の基本方針2004（骨太方針）にこれ

を盛り込みました。同戦略は2005年から2014

年までの10年間にかけて実施し、要介護者の

割合を現在の７人に１人を10人に１人に減ら

すことを目指しています。これは要介護者を

約３割減らすことです。結果的には介護費も

３割減り、恐らく医療費も減ることが期待さ

れています。政府の「健康フロンティア戦

略」は立て前上は日本人の健康寿命の延伸で

すが、本音は増大しつつある介護費、老人医

療費を抑止しようとするものであるとみられ

ます。政府の考えはどうであれ、国民も自己

防衛のために、高齢に達してからも健康で人

生が有意義に過ごせるように努力する必要が

あります。 

 

健康寿命の伸ばし方 

 健康寿命を伸ばすには、若い頃から日常生

活に注意して健康づくりと生活習慣病の予防

に心がけると共に、各種の健診を受けて、生

活習慣病の早期発見・早期治療に心がける必

要があります。具体的には次のような方法が

考えられます。 

 

○禁煙・節酒（日本酒換算で１日１合以内） 

○よく歩く。できれば筋トレやストレッチを

行い、転倒を防止する。 

○野菜類、豆類、魚類をよく食べる。ただし、

腹八分目にとどめて胃の負担を軽くし、肥

満を防止する。 

○食べ物はよく噛んで食べる。これは食べ過

ぎの防止、脳への刺激・認知症の予防にも

役立つ。 

○適度に睡眠をとる（睡眠時間は７時間くら

い）。 

○定期的に各種の健診を受け、異常の早期発

見・早期治療に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 76) 

(MEIHOKU-2005.01) 
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809 健康寿命を伸ばしてピンピンコロリ 

 

 健康長寿は人生の目的ではありませんが、

人生を有意義に過ごすためには重要です。し

かし、いくら長生きできても、寝たきりの状

態や認知症にかかっては本人も不幸ですし、

家族や社会にも迷惑をかけますので、健康で

長生きするのが理想的です。 

 

ピンピンコロリ 

 「ピンピンコロリ」は元気に生活して、寝

たきり状態や認知症にかからず、コロリと死

ぬことです。ピンピンコロリ運動は長野県が

発祥の地ですが、全国的に広まっています。

大阪に住んでいた義母は、長年息子夫婦と暮

らしていましたが、息子夫婦が外で働いてい

たため、食事の支度、掃除、洗濯などの家事

を引き受け、散歩も欠かさず、時々お寺参り

をしていました。満88歳になったある日、身

体の不調を感じ、近医を受診したところ心筋

梗塞の疑いがあるとのことで、すぐに大病院

に入院して精密検査お受け、治療を受けまし

た。本人は特に苦痛を訴えておらず、２，３

日で退院できると思っていたようです。義母

が心筋梗塞で入院していることを知り、遠く

に住んでいる子どもや孫らが病院へ駆けつけ

てお見舞いしました。久しぶりに孫にも会い

喜んでいましたが、２，３日後に血圧が下が

り、意識もなくなり、苦しまずに大往生を遂

げました。これはまさに理想的な「ピンピン

コロリ」ではないかと思いました。つまり、

義母の場合は満88歳になるまで日常生活に支

障なく生活していて、数日間入院して苦しま

ずに亡くなりましたので、健康寿命は満88歳

で、不健康な期間は僅か１週間弱でした。 

健康寿命と要介護期間 

 「健康寿命」の概念は2000年にＷＨＯ（世

界保健機関）が提唱し、同年に世界各国の健

康寿命を公表しました。健康寿命とは平均寿

命から長期間の入院治療や介護を要する期間

を引いたものです。言い換えれば、「介護の

必要が無く、自立して生活できる生存期間」

ということになります。2010年の日本人の健

康寿命は男性で70.4歳、女性で73.6歳でした。

2012年の平均寿命は男性79.6歳、女性で86.3

歳でしたので、要介護期間は男性で約9.2年、

女性で12.8年でした。ここでは心筋梗塞や脳

卒中にかかっていても軽快・治癒している場

合や高血圧や糖尿病などにかかっていても、

日常生活に支障がなく、介護を要しない場合

は“健康”とみなされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理想的な健康長寿は健康な期間が長く、要

介護期間が短いことです。そのためには、若

い内から健康づくりに心がけ、生活習慣病に

かからないようにすることです。そうすれば、

健康寿命が長くなるだけでなく、医療費や介

護費も節減できます。また、高血圧や糖尿病

などの生活習慣病にかかっていても、生活習

慣を改め、医療機関で適切な治療を受ければ

重症化せず、介護の必要性も少なくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 72) 

(MEIHOKU-2013.01) 

（中尾忠明 画） 
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810 生活習慣病の予防は子どもから 

 

 食生活は健康づくりや生活習慣病の予防で

重要な位置を占めています。食べ物の好みは

幼児期に決まってしまうと言われていますの

で、健康的な食習慣のしつけは幼児期から始

める必要があります。わが家の子育ての経験

からもそのことがうかがわれました。幼児期

にチョコレートなど、甘いものを与えた長女

は成長してからも甘いものを好み、結果的に

虫歯がたくさんできてしまいました。これに

懲りて次女には幼児期から甘いものを与えな

いようにしましたところ、虫歯は１本もでき

ず、成長してからでも甘いものを敬遠するよ

うになりました。 

 約40年前のことですが、米国の有名な疫学

者から日本人の平均寿命がアメリカ人より長

いのは離乳食から差があるのではないかと思

うので、日本の離乳食の実態を教えてほしい

と依頼されました。ちなみに、米国の離乳食

は昔から瓶詰めのペースト状のもので、ス

プーンで口へ入れてやると噛まずに呑み込ん

でしまいます。そのため子どもの顎の成長が

遅れ、歯並びも悪くなってしまいます。日本

でも最近になってペースト状の離乳食が売ら

れていますが、やはり少し固目の離乳食を与

えて乳幼児期からよく噛む習慣をつけた方が

よいのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校給食も食育の場に幼児が成長して小中

学校へ通うようになると、学校給食の場で健

康づくりや生活習慣病の予防に役立つ実践的

な食生活の指導、教育ができるのではないか

と思います。ここでわが国の学校給食の歴史

を振り返りますと、第２次世界大戦の終戦前

後に深刻な食糧不足が生じ、国民総栄養失調

の状態になりました。貧困家庭では昼食の弁

当を持参しない子どもも居たため、昭和22年

からアメリカから無償供与された脱脂粉乳を

用いて学校給食が開始されました。昭和24年

にはユニセフ（国際連合児童基金）からミル

クの寄贈を受けて、ユニセフ給食も始まりま

した。昭和29年には学校給食法が制定されま

した。この頃になるとわが国の栄養事情もか

なり改善しており、単に児童の栄養不足を補

うだけでなく、食事についての正しい理解や

望ましい習慣をはぐくむなど、学校給食を教

育の一環としてとらえるようになっています。

現在ではもはや栄養不足の時代ではなく、過

栄養・偏食の時代です。学校給食においても

単に栄養摂取量とバランスの適正化だけでな

く、塩分制限、十分な野菜摂取など、健康づ

くり、生活習慣病予防のための食生活の教育

の場にする必要があります。以前わが家の子

どもたちが小中学校へ通っていた頃、わが家

の食事は昔から低塩食にしていたので、子供

らはわが家の食事より学校給食の方がおいし

いとこぼしました。これは遺憾なことで、む

しろ学校給食を低塩食にして、子どもが家で

食事をするときに、家の料理は塩辛すぎると

言ってほしいものです。 
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811 「１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 

最後にクスリ」 

 

 厚生労働省は2005年に健康日本21の中間評

価に際して、健康づくりと生活習慣病予防の

ための新しい標語「１に運動 ２に食事 

しっかり禁煙 最後にクスリ」を策定しまし

た。わが国においては長年、健康づくりの標

語として「栄養、運動、休養」唱われてきま

した。今回の標語に運動と食事が含まれてい

ることは従来の健康づくりの標語と同じです

が、禁煙とクスリが新たに入り、休養が消え

ました。がん、循環器疾患病などに対する喫

煙の影響は大きく、「しっかり禁煙」が入っ

たことは妥当です。３，４が無くて、「最後

にクスリ」というのはいくら生活習慣を改善

しても生活習慣病にかかってしまうことがあ

り、生活習慣の改善で治らない時は治療が必

要であることを意味しています。健康づくり

の標語として長年使われていた「栄養、運動、

休養」の「栄養」は今回の標語では「食事」

に変わっています。これは栄養素のバランス

や量の適正化のみでなく、食習慣の重要性を

示しています。「休養」も依然健康づくりの

ためには重要です。 

 厚生労働省は2000年に健康日本21計画を策

定しましたが、これは従来の健康づくり事業

と生活習慣病予防対策を併合したものです。

健康日本21の特長は「数値目標を設定し、一

定期間後に評価すること」です。厚生労働省

が策定した健康日本21では９分野で延べ71項

目（実質56項目）に及びましたが、その後都

道府県が策定した地方計画ではさらに項目数

が増加しています。あいち計画では89項目に

達しています。これだけ項目数が多いと、各

項目のインパクトが小さくなってしまうこと

が危惧されます。そこで厚生労働省では生活

習慣病予防のために特に重要と考えられる生

活習慣の改善目標として次の３分野の６項目

を上げています。 

 

 

 

体重 

・適正体重の維持 

  ＢＭＩ：18.5～24.9 

運動習慣の徹底 

・日常生活における歩行数 

  男性9,200歩以上/日 

  女性8,300歩以上/日 

・運動の習慣化 

  １回30分以上の運動を週２回以上 

食生活の改善・食育の推進 

・脂肪によるエネルギー摂取の制限（25％以

下） 

・食塩摂取量の減少：10グラム未満/日 

・野菜摂取量の増加：350グラム以上/日 

 

 前記の生活習慣の重点改善目標に「禁煙」

が含まれていませんが、生活習慣病の予防に

は禁煙は必須であり、このたび策定された生

活習慣の改善のための標語に含まれたことは

妥当なことです。 
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812 私の健康づくりと生活習慣病の予防 

 

 健康づくりと生活習慣病予防―健康長寿へ

の道のシリーズを始めるに当たり、この欄の

執筆者の私がどのように健康づくりと生活習

慣病の予防をしているかを紹介させていただ

きます。一般に、健康づくりと生活習慣病の

予防のためには、次のような生活習慣がよい

とされています。 

 

① 適度の運動・身体活動 

② 健康によい食生活 

③ 禁煙 

④ 節酒 

⑤ 心身の休養 

⑥ 定期的に健診を受診 

 

 さて、私は現時点（2007年）これらを次の

ように実行しています 

 

１ 適度の運動・身体活動 

 スポーツはしていませんが、毎日30分

から40分程度早足で歩いています。１日

の歩行数は7,000歩前後です。太極拳、気

功、自橿術、ヨガもかじりましたが、断

続的で長続きしていません。 

２ 健康によい食生活 

 野菜（鍋物が中心）、米ぬか入りパン、

茶飯、魚類（白身が中心）、豆類、カス

ピ海ヨーグルトか野菜・果物のジュース

を摂り、味付けは薄味、朝食はしっかり、

昼食は普通、夕食は軽く食べ、全般的に

腹８分目に心がけています。 

３ 禁煙 

 たばこは吸いません（吸ったこともあ

りません）。 

４ 節酒 

 酒は飲めません(下戸)。 

５ 心身の休養 

（睡眠、入浴、 趣味、旅行など） 

・睡眠時間は若い頃から約６時間で、や

や睡眠不足気味。寝つきと寝覚めはよい。 

・入浴は熱めの湯に短時間、夏を除いて、

休日には朝風呂。 

・陶芸歴は約30年。ただし、下手の横好

き。気分転換には最高。 

・ニューオーリーンズジャズのレコード・

ＣＤ鑑賞、カーラジオなどで。 

・屋根の魔よけ（鬼瓦ではない）・招福

の瓦の写真を約40年前から撮っています。

将来写真集を出版するか、ホームページ

で公開する予定。 

・旅行にはよく出かけます（昨年は泊り

がけの旅行を７回）。西国三十三番の札

所めぐり実施中です。勤務の関係で長期

休暇が取れないため、もっぱら国内旅行

のみ。外国旅行は将来の楽しみ。 

・散歩は花、水鳥、新緑、紅葉、日没な

どを眺めながら、池の周り、小川の堤防、

山の小径、農道、住宅街の狭い旧道など

を好んで歩いています。 

・外食は週に１回位、家族サービスにも

なります。 

・孫の相手：７人の孫の内、２歳の女の

孫が同居しています。 

・テレビ：旅行もの、「ふるさと」、

「遠くへ行きたい」など。 

 

６ 定期的な健診の受診 

 職場での健康診断は毎年受診、約５年

に１回くらいの割合で人間ドックを受診。

昨年は国立がんセンターのがん予防検診

研究センターで総合がん検診を受診しま

した。 

 

 健康状態は良好で、健康診断やがん検診

でも異常はなく、強いて言えば、耳鳴り、軽

度の聴力低下、軽度の老眼、記憶障害（特に

人名）があげられますが、医療機関には全く

かかっていません。歯の定期検診も受けてお

り、歯は一本も抜けていません。 

 これからも健康づくりと生活習慣病の予防

と健診の受診に心がけようと思っています。 
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813 健康づくりのための睡眠指針 

 

 運動、栄養、休養は健康づくりの三本柱と

されています。健康づくりのために、運動を

すること、適切な栄養をとることは理解しや

すいですが、休養はどのようにすればよいの

かわかりにくいです。休養には身体の休養と

心の休養があります。「身体の休養」には過

労を避けて、適当に休息日を設け、毎日適度

に睡眠をとればよいと思われます。一方、

「心の休養」にはストレスをためないように、

趣味やスポーツなどで気分転換をすることな

どが考えられます。心の休養には十分な睡眠

をとることも大切です。十分な睡眠は必ずし

も長時間の睡眠を意味しません（後述）。 

 これまでに健康づくりの観点からの睡眠に

関する指針がなかったため、厚生労働省では

平成15年３月に「快適な睡眠のための七箇

条」を公表しています。その骨子は次の通り

です。 

 

①快適な睡眠でいきいき健康生活 

 ○健康な睡眠で、疲労回復・ストレス解

消・事故防止 

 ○睡眠に問題があると、高血圧、心臓病、

脳卒中などの生活習慣病のリスクが上昇 

 ○快適な睡眠をもたらす生活習慣 

  ・定期的な睡眠は熟睡をもたらす 

  ・朝食は心と体の目覚めに重要、夜食は

ごく軽く 

②睡眠は人それぞれ、日中元気はつらつが快

適な睡眠のバロメーター 

 ○自分にあった睡眠時間があり、８時間に

こだわらない 

 ○寝床で長く過ごしすぎると熟睡感が減る 

 ○年齢と共に睡眠時間が短くなるのは普通 

③快適な睡眠は、自ら創り出す 

 ○夕食後のカフェイン摂取は寝付きを悪く

する 

 ○睡眠薬代わりの寝酒は、睡眠の質を悪く

する 

 ○不快な音や光を防ぐ環境作り、自分に

あった寝具の工夫 

④眠る前に自分なりのリラックス法を、眠ろ

うとする意気込みが頭をさえさせる 

 ○軽い読書、音楽、香り、ストレッチなど

でリラックス 

 ○自然に眠くなってから寝床に就く、眠ろ

うと意気込むとかえって逆効果 

 ○ぬるめの入浴で寝付きよく 

⑤目が覚めたら日光を取り入れて体内時計を

スイッチオン 

 ○同じ時刻に毎日起床 

 ○早起きが早寝に通じる 

 ○休日の遅くまで寝床で過ごすと、翌日の

朝がつらくなる 

⑥午後の眠気をやりすごす 

 ○午後の短い昼寝でリフレッシュ 

 ○夕方以降の昼寝は夜の睡眠に悪影響 

 ○長い昼寝はかえってぼんやりのもと 

⑦睡眠障害は、専門家に相談 

 ○睡眠障害は、「体や心の病気」のサイン

のことがある 

 ○寝付けない、熟睡感がない、充分眠って

も日中の眠気が強いときは要注意 

 ○睡眠中の激しいいびき、足のむずむず感、

歯ぎしりも要注意 

 

 健康と長生きは同義語ではありませんが、

これまでの内外の研究から最も長生きする睡

眠時間は７間前後とされています。最近、睡

眠時無呼吸症候群が注目を浴びています。今

回の指針の７箇条目に該当する睡眠障害があ

る場合は、専門家に相談する必要があります。 
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814 音楽療法の効果 

 

 音楽療法は耳慣れないことばですがが、代

替療法の一種です。わが国では音楽療法の歴

史は浅いのですが、外国では古くから音楽療

法が行われています。アメリカでは第二次世

界大戦で負傷した兵士に対して音楽療法が試

みられました。1944年にはミシガン州立音楽

大学に音楽療法の教科が設置され、１950年

にはカンザス大学の大学院に音楽療法学の博

士課程が設置されています。その後、全米音

楽療法協会も設置され、音楽療法士制度が広

がりました。わが国では1960年代に音楽療法

が導入された。昭和61年には聖路加国際病院

の日野原重明博士らがバイオミュージック研

究会を創設しています。平成７年には全日本

音楽療法連盟が設置され、平成13年には臨床

音楽療法協会と全日本音楽療法連盟が統合さ

れて「日本音楽療法学会」が設立された。最

初は認知症患者に対する音楽療法の効果に関

する研究が行われましたが、その後心の健康

づくり、特にストレス緩和作用に関する研究

も行われました。 

 わが国では音楽療法はまだ代替療法の一つ

とみなされ、心の健康づくりや心理的治療法

として確立していませんが、岐阜県では平成

６年に音楽療法に関する研究所を設置し、平

成８年から県独自の音楽療法士を認定してい

ます。 

 大阪府立健康科学センター（現大阪府が

ん・循環器疾患予防センター）では平成14年

から健康大阪21の委託事業として音楽療法の

ストレス緩和、心身リフレッシュ効果に関す

る研究を行っています。平成14度には健康落

語道場を開催し、247名の参加者を対象とし

て落語聴取前と聴取後の唾液中のストレス関

連ホルモンの代謝産物であるコルチゾールと

クロモグラニンＡの濃度を測定しました。そ

の結果、落語聴取後に両者の濃度が有意に低

下すること、即ちストレス緩和作用があった

ことを認めています。落語の笑いは音楽の効

果と同じとは限らないため、音楽の効果につ

いても調べる必要があります。そこで平成15

年度の研究では男女44名を２群に分け、１群

（先発群）には12週間に６回音楽療法を実施

し、他の１群（後発群）は最初の12週間を観

察期間とし、12週後から先発群と同様の音楽

療法を実施しました。その結果、約８割の参

加者が「音楽療法に定期的に参加したことが

心身のリフレッシュに繋がったと感じた」と

報告しています。音楽療法士とビデオによる

評価からみても、積極性、協調性、アイコン

タクト、コミュニケーションのいずれにおい

ても音楽療法開始後の評価が高くなっていま

した。一方、客観的な検査結果については、

音楽療法体験コース参加後に安静時の最大血

圧、最小血圧、Ｔ細胞数が有意に低下してい

ましたが、ＮＫ細胞数、唾液中のコルチゾー

ルとクロモグラニンＡの濃度には変化が見ら

れなかったと報告しています。 

 好きな音楽を聴いたり、カラオケで十八番

の歌を歌ったりすることは心身のリフレッ

シュ、ストレス発散には有効なようです。 
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815 あなたの歯の健康づくり得点は？ 

 

８０２０を目標 

 「８０２０」とは「80歳を過ぎても自分の

歯を20以上残そう」という運動です。これを

最初に提唱したのは愛知県歯科医師会ですが、

その後日本歯科医師会にも採用され、平成12

年に策定された厚生労働省の健康日本21でも

歯科領域の目標として採択されています。 

 健康人の歯は左右上下で28本ありますが、

虫歯、歯周病、老化などで年齢と共に歯を

失っていきます。40歳くらいから徐々に歯を

失い始め、50～54歳で約５本（残歯23本）、

65～69歳で約10本（残歯18本）を失ってしま

います。「８０２０」の中間目標として、60

歳で24本以上、「６０２４」をあげています。 

 歯が多いほど食べ物をよく味わうことがで

き、よく噛むことができます。話をするため

にも好都合です。食べ物をよく噛むことによ

り、胃に対する負担も軽くなり、食べ過ぎを

防止することができます。身体の健康づくり

と同様に、自分の歯を失わないためには、日

頃から歯の健康づくりに励む必要があります。 

 

 次の表であなたの歯の健康づくり得点を計

算してみて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の10の質問、「はい」、「いいえ」のそ

れぞれの欄の点数を合計してください。 

20点が満点で、合計点多いほど、あなたの歯

の健康づくり度は良好です。16点以上なら合

格です。11～15点なら「少し問題あり」で、

歯を失う可能性があり、要注意です。10点以

下なら「大いに問題あり」で、すでにかなり

の歯を失っているか、今後も失う可能性が濃

厚です。質問の１、２、７が「はい」の場合

はすでに歯に異常があります。歯もがんと同

様に、定期検診を受けて歯の異常の早期発見、

早期治療が重要です。質問４の趣味は一見歯

と関係がなさそうですが、ストレスは歯に悪

く、趣味はストレスを発散に役立つからです。

また、質問の最後はたばこですが、喫煙は歯

周病の重要な原因だからです。 

 自分の歯をできるだけ失わないためには、

表で０点になった項目を修正すればよいので

す。特に重要なのは、一日に最低２回（食前

より、食後、夕食後より就寝前）歯をみがく

ことと、定期的（できれば６ヶ月ごと、最低

でも１、２年ごと）に歯科医を受診して、車

検ならぬ“歯検”を受けることです。たばこ

を吸わないことは肺がん、心筋梗塞、肺気腫

などの予防のみでなく、歯の健康にもよいの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 69) 

(MEIHOKU-2004.06) 

                         はい  いいえ 

質問１  歯ぐきがはれたことがありますか        ０    ４ 

質問２  歯ぐきがしみることがありますか        ０    ３ 

質問３  間食をよくしますか             ０    ３ 

質問４  趣味がありますか              ３    ０ 

質問５  かかりつけの歯医者さんはいますか       ２    ０ 

質問６  歯の治療は早めに受けるようにしていますか   １    ０ 

質問７  歯ぐきから血が出ることがありますか      ０    １ 

質問８  歯磨きを１日に２回以上していますか      １    ０ 

質問９  自分の歯ブラシがありますか         １    ０ 

質問10  たばこを吸いますか             ０    １ 

合計得点→ 

（＊この表は愛知学院歯学部の中垣晴男教授らによって開発されたものです。） 
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816 心の病は脳の傷、治療に役立つ食事と運

動 

 

 朝日新聞社で長年医学・医療記事を担当し、

定年退職後はフリーの医療ジャーナリストと

して活躍中の田辺功氏から、「心の病は脳

の傷 うつ病、統合失調症、認知症が治

る」と題する単行本（著者 田辺功、話す人 

松澤大樹、2008年、西村書店発刊）を贈って

いただきました。この本は松澤大樹という画

像診断の大家のユニークな学説を紹介してい

ます。松澤大樹博士は愛知県がんセンター研

究所開設時の放射線部長で、後に東北大学の

教授になり、現在は東北大学の名誉教授です。

松澤博士はＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴなどの画像

診断の権威で、ＭＲＩなどを用いた脳ドック

検診の創始者でもあります。 

 松澤博士は脳神経疾患を専門とし、うつ病、

統合失調症、認知症などの患者を診察して、

病状も調べた上で、脳のＣＴやＭＲＩの画像

を詳しく観察しています。その結果、特殊な

角度でＭＲＩの画像の断層撮影をすると（特

許済）、うつ病、統合失調症、認知症などの

患者の脳の海馬と扁桃体に小さな傷が見える

ことを発見しました。海馬と扁桃体は呼吸や

心拍を支配する脳幹と記憶や意思決定を司る

大脳の中間に位置している左右一対の小さな

脳組織です。 

心の病の治療に役立つ食事 

 松澤博士はうつ病、統合失調症、認知症な

どの患者に薬物療法や食事療法をすると症状

の改善に伴って脳の傷も消えるか、小さくな

ることを観察しています。薬物療法の詳細は

ここでは省略しますが、松澤博士は投与する

薬剤の種類を極力減らし、食事療法や運動療

法を重視しています。食事療法としては、バ

ナナ、大豆、赤身の魚、牛肉や豚肉の摂取を

勧めています。これらの食品がなぜ心の病の

治療に役立つかというと、ドーパミンとセロ

トニンという神経伝達物質の代謝とバランス

を改善するからです。これらの食品にはセロ

トニンの前駆物質（素）になるトリプトファ

ンというアミノ酸を多量に含まれています。

食事療法に併せて運動も治療に有効ですが、

運動はトリプトファンからセロトニンへの代

謝を促進すると共に神経組織の傷を治す神経

幹細胞の増殖を促進するからとのことです。

このような食事や運動はうつ病、統合失調症、

認知症などの治療だけでなく、恐らく予防に

も役立つと思われます。そのために一見生活

習慣病に関係がないと思われる松澤学説を本

欄で紹介している訳です。画像診断の権威の

松澤博士のユニークな学説はまだ精神神経科

学会などで広く認知されていませんが（一般

に“非常識”が常識になるには十年位かかる

と言われています）、その内に市民権を得る

ことと思います。松澤博士は現在は東京駅に

隣接したオアゾで心の病の自由診療をしてお

られます。うつ病、統合失調症、認知症など

の診断・治療に関心がある方は下記のホーム

ページをご覧下さい。 

松澤大樹オフィシャルサイト：

http://www2.ocn.ne.jp/~taijudr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 28) 

(MEIHOKU-2009.05) 
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817 平安時代からあった生活習慣病 

 

 「生活習慣病」という言葉は厚生労働省が

平成９年から使い始めました。脳卒中、心臓

病、糖尿病、がんなどは以前は老化が主な原

因と考えられ、「成人病」と呼ばれていまし

たが、疫学的研究の結果から、これらの疾患

の発生には喫煙、飲酒、食生活、運動不足な

どの生活習慣が深く関わっていることがわか

り、「生活習慣病」と呼びかえたのです。ま

た、最近話題の「メタボリック症候群（メタ

ボ）」も平成17年に日本肥満学会などの関連

学会が診断基準を発表し、注目されるように

なりました。メタボの主な原因は食べ過ぎと

運動不足です。もちろん、遺伝も多少は関係

していますが、喫煙、飲酒、食生活、運動不

足などの生活習慣が主な原因であることは間

違いありません。 

 さて、生活習慣病は昔からあったのでしょ

うか？最近、図書館で「病気日本史」（中島

陽一郎著、雄山閣発刊）を見つけました。こ

の本の著者は大正９（1920）年生まれで、長

年国会図書館に勤務されていた関係で、病気

に関してもいろいろな資料を調べておられた

ようです。中島氏はこの本の巻末に多数の文

献を示されており、日本人の病気や生活習慣

を詳細に調査されています。中島氏は平成12

（2000）年に満80歳で亡くなられています。

この本の初版は昭和58（1983）年に発刊され

ていますが、貴重な資料が収録されているた

めか、著者の死後５年目（2000年）に新装版

として再発刊されたものです。 

 

昔からあった超肥満と糖尿病 

 この本の巻頭に平安末期から鎌倉初期の病

人を描いた「病の草紙」の絵が22枚挿入され

ています。その中に歩行も困難そうで、左右

から支えられながらのろのろ歩いている超肥

満女性が描かれていました。この女性は京都

の七条あたりで高利貸しを営む金持ちで、食

べ過ぎと運動不足のせいか過度の肥満体にな

り、汗をかき、苦しみながら歩いている様子

が描かれています。恐らく外見上の超肥満だ

けでなく、糖尿病、高血圧、心臓病などを

伴っていたと推測されます。 

 平安時代の貴族官僚で多分贅沢な暮らしを

していた藤原道長も食べ過ぎと運動不足で飲

水病（糖尿病）、眼病（糖尿病性網膜症？）、

胸痛（狭心症？）に悩み、背中にできた癕

（化膿性の腫れ物）で亡くなったと記述され

ていますから、典型的な糖尿病の合併症で死

亡したようです。 

 

昔の庶民も悩んでいた歯周病 

 「病草紙」に描かれていたもう一つの印象

的な絵は、一庶民が大盛りの飯、一魚、二菜、

一汁の食事を目の前にしながら、泣き顔で大

きな口を開け、歯槽膿漏の苦痛（歯が動き、

少し固い食べ物は噛みきれない）を女房に訴

えている絵です。 

 また、別の絵ではひどい口臭の雑司（下級

女官）に男も近寄りつかず、同僚女官も鼻を

つまんで避けている様子が描かれています。

口臭は歯の不衛生、歯周病のみでなく、慢性

胃炎なども原因になりますが、平安時代から

口腔衛生が悪く歯槽膿漏があったことが示唆

されています。 

 

生活習慣病で死亡した武将 

 「病気日本史」では25人の歴史的人物の死

因も資料に基づき推測されています。有名な

のは徳川家康の胃がん、加藤清正の脳卒中、

武田信玄の胃がん・食道がん、源頼朝の脳動

脈硬化症・脳卒中、上杉謙信の脳出血？など

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 62) 

(MEIHOKU-2012.03) 

（中尾忠明 画） 
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818 古代インドの健康法：アーユルベーダとは 

 

 ここでご紹介するのは紀元前1000年から

1500年頃にインドで開発され、現在も行われ

ているアーユルベーダという健康法です。筆

者が初めて「アーユルベーダ」という言葉を

耳にしたのは、約50年前の阪大医学部の学生

の頃です。当時衛生学の丸山博教授は講義で

古代インドの健康法にアーユルベーダという

のがあると話されただけで、具体的な方法は

紹介されませんでした。丸山教授はその頃仲

間と共にアーユルベーダを勉強されていたよ

うで、1970年にアーユルベーダ研究会を立ち

上げ、初代の会長に就任されました。その後

この研究会はアーユルベーダ学会になり、会

員数も増えました。丸山教授の後継者として

阪大医学部を卒業し、後に東邦大学の解剖学

の教授になられた幡井勉教授（1918年生ま

れ）がアーユルベーダ研究会の理事長に就任

されました。 

 筆者は以前からアーユルベーダに関する資

料を集め、学会でインドへ行った時にも英文

のアーユルベーダの本を買いましたが、難解

で、全貌とポイントをつかみかねていました。 

 過日ある健康雑誌に幡井勉名誉教授（当時

満81歳）から取材したアーユルベーダの解説

記事が掲載されていました。大変わかりやす

い内容でしたので、以下にそのエッセンスを

紹介させていただきます。 

 人間はヴァーダ（風）、ピッタ（火）、カ

パ（水）という三つのドーシャ（要素）で構

成されており、この３要素は人間の身体と人

間を取りまく自然環境に存在し、３つのドー

シャのバランスを保つことが重要で、諸悪の

根源になる「アーマ」を溜めないようにする

と健康が保て、バランスが崩れて、アーマが

溜まると病気になると考えています。もう少

し具体的に説明しますと、消化力を支配する

ピッタ（火）は午前10時頃から午後１時頃に

ピークに達するので、昼食はしっかり摂った

方が良く、カパ（水）は午前６時から９時頃

に強く働くため消化力が弱く、朝食は軽めの

方がよいとしています。また、夏は冷たいも

のを摂取せず、飲み物としてはお茶よりも白

湯の方が良いと説いています。食生活では食

材よりも量に気をつけること（食べ過ぎを避

け、腹八分目にとどめる）が重要であるとし

ています。 

 不眠、ストレス対策としては暖かいごま油

を使った３点（頭、耳たぶ、足裏）マッサー

ジをして、その後入浴して汗をかくとよいと

しています。 

 目のためには、無塩バターから作ったギー

という油を使って目を洗浄するのがよいそう

です。アーユルベーダでは「パンチャカル

マ」と言って浣腸などの５つの治療法があり

ますが、ここでは省略いたします。 

 アーユルベーダをライフワークとして研究、

実践された幡井教授は2011年に満92歳で亡く

なられたとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 55) 

(MEIHOKU-2011.08) 

（中尾忠明 画） 
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819 健康づくりと生活習慣病予防に関する川

柳－愛知県 

 

 愛知県健康福祉部健康対策課では、健康づ

くりと生活習慣病予防のための川柳を募集し

ました。興味深い川柳の応募がありましたの

で、入選作品34首の内、誌面の関係で筆者が

10首（順不同）を選んだものを紹介いたしま

す。 

 

○メタボ腹体重計の針かくす 

神奈川県厚木市 石川輝 

 最優秀賞受賞作品です。 

 

○ストレスを貯めないつもりが脂肪貯め 

豊橋市 田中 嘉明 

   優秀賞受賞作品です。ストレス発散の

ための飲酒やストレス食いは油断できま

せん。 

 

○メタボリでビリーに入隊すぐ脱退  

名古屋市 浦田 秀樹 

   この作品も優秀賞受賞作品です。筆者

の経験からもあまり激しい運動や苦痛を

伴う運動は長続きしないようです。 

 

○さあ行こうバイキングよりハイキング 

  田原市 夏目 基晴 

   しっかり運動するとバイキング料理も

楽しめます。ただし、食べ過ぎに要注

意！ 

 

○散歩する愛犬やせてわれやせず  

名古屋市 伊藤 美智子 

   「愛犬とメタボ退治の散歩道」という

句も佳作になっていました。 

 

○外出に若く見せよと腰伸ばす 

  常滑市 飯田 三枝 

   中高年女性では背中が丸くなり勝ちで

すが、地面でなくまっすぐ前を見ながら

背筋をピンと伸ばして歩くと、若く見え

ます。 

○気をつけようそのひと口がメタボちゃん 

豊橋市 笹山 梨沙 

   クッキーなどのスナック菓子は１個で

わずか100キロカロリー程度でも70日

（約２か月強）で7,000キロカロリーと

なり、体重は１キロ、腹囲も１センチ増

えてしまいます。小腹が空いた時は少し

我慢するか運動をすると、空腹感は軽減

されます。 

 

○タバコ止め知ったこの世の飯の味 

名古屋市 中野 加寿馬 

   禁煙すると味覚が正常化しますので、

ご飯がおいしくなり、つい食べ過ぎてし

まいます。禁煙による体重増加を予防す

るために禁煙と同時に運動量を増やすと、

一石二鳥になりますね。 

 

○太っ腹昔は貫禄今メタボ  

名古屋市 神谷 耕蔵 

   これも説明要しない傑作です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 21) 

(MEIHOKU-2008.10) 
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820 生活習慣と医療費 

 

 2005年度の国民総医療費は32兆4千億円に

達し、国民１人当たりの医療費は25万4千円

になっていました。これは全年齢の平均値で

すが、70歳以上では75万５千円でした。厚生

労働省は増加し続ける医療費を抑制するため

に、メタボリック症候群とその予備群に対し

て健診を行った上できめ細かい保健指導を行

い、不健康な生活習慣を健康的な生活習慣に

改善して、悪化の防止、特に糖尿病とその合

併症、脳血管障害、心筋梗塞などの予防によ

り、医療費の増加に歯止めをかけようとして

います。ちなみに、現在全国に約740万人の

糖尿病患者がいると推計されていますが、実

際に医療機関を受診しているのは約半数（約

370万人）で、その内の約６割の患者では糖

尿病が適切に治療されていないようです。糖

尿病に対する直接医療費は約１兆円ですが、

これに糖尿病の合併症に対する医療費約１兆

５千億円を加えると約２兆５千億円となりま

す。糖尿病が悪化して腎不全の状態になると、

腎透析が必要となり、年間の医療費は600万

円に達します。その他、網膜剥離や眼底出血

により失明するとさらに医療費が増えるばか

りでなく、生活の質も低下します。 

 

生活習慣と医療費の関係 

 東北大学大学院医学研究科の辻一郎教授ら

は宮城県大崎保健所管内に住む国民保険（国

保）加入者約５万人を対象として、９年間追

跡し、生活習慣と医療費の関係を調べていま

す。生活習慣はアンケート調査で調べ、喫煙、

肥満、運動不足を取り上げています。その結 

果は表１に示すように、喫煙、肥満、運動不

足が無かった対象者の医療費が最も安く、こ

れを１（基準）とすると、喫煙者の医療費は

10％高くなっており、肥満者、運動不足の対

象者の医療費はそれぞれ７％増加していまし

た。喫煙と肥満と運動不足の３つそろった対

象者の医療費は最も高く（44％増）なってい

ました。この集団では生活習慣が悪い人（喫

煙、肥満、運動不足のいずれかがあるか、そ

の２つ以上、または３つ以上ある人）の医療

費は生活習慣のよい人に比べて医療費が約

15％高くなっているとみられます。もし、生

活習慣の悪い人が生活習慣を改善すると約

15％（32兆円の内の約５兆円）の医療費を節

約できると推計されています。 

 2008年４月から実施される抜本的な医療制

度改正では医療保険者（国保、健康保険、共

済保険など全ての保険者）が本人と家族の健

診と保健指導（＝生活習慣の改善）の責任を

負い、これを実行し、さらにレセプトと突合

して医療費の節約効果を評価することも義務

づけられています。 

 

表１ 喫煙・肥満・運動不足と１月当たりの医療費の関係

生活習慣の組み合わせ 
医療費（円） 比率＊ 

喫煙 肥満 運動不足 

－ － － 20,376 1.00 

＋ － － 22,340 1.10 

－ ＋ － 21,766 1.07 

－ － ＋ 21,877 1.07 

＋ ＋ － 22,745 1.12 

＋ － ＋ 26,696 1.31 

－ ＋ ＋ 23,853 1.17 

＋ ＋ ＋ 29,272 1.44 

＊喫煙・肥満・運動不足のいずれも該当しない群の医療費

の医療費に対する各群の医療費の割合 

資料：辻 一郎(2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 98) 
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821 踊りの健康づくりへの効用 －特に西川

流ＮＯＳＳの紹介 

 

 日本舞踊の西川流第三世家元の西川右近

氏は日本舞踊の動きを取り入れた舞踊体操、

ＮＯＳＳ（ノス）を開発されました。ＮＯＳＳ

とは日本・オドリ・スポーツ・サイエンスの

ローマ字の頭文字を取った略号です。西川氏

は平成４年に心筋梗塞で長期間入院された際、

下肢筋肉の衰えを感じ、リハビリテーション

でウォーキングを始められましたが、気力が

湧かず、本職の日本舞踊の動作でリハビリに

挑戦されました。その後西川氏は中京大学体

育学部の湯浅景元教授の指導を受けながら、

いくつかのポーズを考案し、筋力とバランス

力をつけるのに役立つ舞踊体操、ＮＯＳＳを

完成させ、ＤＶＤや書籍､健康関係の雑誌な

どで紹介しています。ＮＯＳＳの動作は最近

日本経済新聞社から発刊された「７分のおど

りで筋力強化」（西川右近・西川千雅著、湯

浅景元監修）に図示されています。本欄で

ＮＯＳＳの動きを具体的に紹介することは難

しいのですが、幸いそれぞれの動きに名前が

つけられていますので､以下に22のポーズの

名前を紹介します。 

 正座→低頭→片膝立て→案内→乙女→雪受

け→前手合わせ→回る→日かざし→手を打ち

ひねり→小鳥飛び→木の葉→風よけ→かつぎ

→手を広げ上げる→足上げ左右→人待ち→壁

塗り→手を打ち回る→けもの飛び→つま先立

ち→きめる 

 これらの動作の名前から大体の動きが想像

されると思いますが、動作を知りたい方は

ＮＯＳＳのＤＶＤを購入してください（財団

法人西川会制作発売、電話052-831-7106）。

ＤＶＤでは踊りのデモンストレーションだけ

でなく、湯浅教授による科学的な解説も含ま

れています。 

 西川氏はＮＯＳＳを実際に介護施設などで

応用し、高齢者向けに美空ひばりの「人生一

路」のオリジナルと替え歌を歌いながら踊る

「歌ＮＯＳＳ」も開発しています。西川氏は

厚生労働省の介護予防運動のモデル事業とし

て、金沢医科大学の森本茂人教授の協力を得

て、介護施設を利用している高齢者を対象と

してＮＯＳＳの効果を評価し、ＮＯＳＳが認

知機能やうつ症状の改善に役立つことを証明

しています。西川氏はさらにＮＯＳＳの普及

のための講習会を全国各地で開催し、インス

トラクターの養成、認定にも取り組んでいま

す 。 詳 細 に つ い て は ホ ー ム ペ ー ジ

(http://noss.jp/)をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本舞踊や太極拳、狂言、謡曲の仕舞いな

どではいずれも背筋を伸ばして腰を少し落と

し、手足や胴体をゆっくりとなめらかに動か

す動作が多いですが、このような動きは筋力

とバランス力の増強に役立ちます。テンポの

速い阿波踊りの腰を落とした男踊り、両手を

挙げ、両足を後ろへ蹴り上げる女踊りも筋力

増強に役立つと思います。沖縄や韓国のよう

な両手を挙げてのリズミカルな踊りなども気

分の高揚､ ストレス発散、心と身体の健康づ

くりに役立つことでしょう。 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 43) 

(MEIHOKU-2010.08) 

（中尾忠明 画） 
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822 旅行は健康づくりに役立つ 

 

 私は2007年の３月にあいち健康プラザを辞

め、時間的に余裕ができましたので、妻と一

緒に一，二週間の海外旅行ができるようにな

りました。手始めに韓国の世界遺産を巡る５

日間のツアーに参加してみました。このツ

アーは釜山からソウルまで、５日間かけて数

カ所の世界遺産をバスで巡るものです。バス

ツアーですから楽だと思っていたのですが、

多くの世界遺産の古寺は山の中腹にあり、平

地にあるものでも敷地が広大で、毎日かなり

歩く必要がありました。ちなみに５日間のバ

スツアーの平均歩数は１万歩を超えていまし

た。歩数だけでなく、手すりもない急な寺院

の石段を登ったり下りたりしなければいけま

せんでした。また、安いツアーでしたので、

毎日の食事は宿泊したホテルで摂らず、地元

の人が利用するレストランで韓国の伝統的な

料理を摂りました。料理の量も適当で、日本

の旅館のように量と種類が多すぎて食べ過ぎ

になることもありませんでした。 

 国内旅行にせよ、海外旅行にせよ旅行の最

大の効用は気分転換ができ、心の健康に役立

つことです。さらに、ふだん見慣れない景色

を眺めながらウォーキングができることです。

海外旅行ではその国の食事が体験できるだけ

でなく、文化や歴史の勉強もでき、適当にウ

オーキングもできます。特に韓国の世界遺産

を巡るツアーでの中年女性の現地ガイドは健

脚で、平均70歳のツアー参加者が置き去りに

されるくらいのスピードで先導するため、全

員必死になって追いかけました。日本からの

ツアー参加者は平均年齢が70歳といっても元

気そうな人ばかりでした。旅行中に毎日１万

歩以上も歩けば結構ウォーキングとしても役

立つと思いました。今後もこのようなツアー

に参加できるように日頃から足腰を鍛えてい

ます。 

 韓国の世界遺産を巡るツアーを皮切りに、

その後ペルのマチュピチュ遺跡、ネパール、

ヨーロッパ（ドイツ、スイス、フランス）の

ツアーにも参加しました。ヨーロッパ旅行の

際にスイスのマッターホルンやフランスのモ

ンブランも展望しました。モンブランの展望

台の高さは富士山より高かったのですが、幸

い高山病のような症状もでませんでしたので、

これならペルのマチュピチュへも行けると

思って2008年にペルのツアーに参加しました。

マチュピチュの遺跡を現地ガイドの解説を聞

きながら約３時間歩きましたが、苦になりま

せんでした。ネパールも足腰が元気な内に行

こうと思ってツアーに参加しました。2009年

の５月には約40年振りに以前に数年間住んで

いたアメリカ東海岸のボルチモアーを訪れ、

帰りには南部のニューオーリンズも訪れ、本

場のニューオリンズジャズを堪能してきまし

た。 

 海外旅行の効用はいろいろありますが、最

大の問題は時間と金がかかることです。しか

し、海外旅行でも安いツアーの参加費用は同

じ日数の国内旅行より安上がりになることが

多いようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 33) 

(MEIHOKU-2009.11) 

（中尾忠明 画） 
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823 代替療法の効用 

 

 最近米国で代替療法が注目されています。

「代替療法」とは西洋医学に基づく正統医療

以外の医療で、治療効果が証明されていない

療法を指します。具体的には、気功、太極拳、

ヨガ、調息法、瞑想、音楽療法、アローマ療

法、各種のハーブ療法、手かざし、鍼・灸、

整体術、その他各種の民間療法などがありま

す。漢方薬の一部には臨床試験で効果と安全

性が証明されたものがあり、これらは代替療

法には属しません。 

 米国では約30年も前から代替医療が注目さ

れ、政府も約20年前から代替医療に対して多

額の研究費を出しています。米国で1997年に

行われた調査によると、42％の人が何らかの

代替医療を利用しており、毎年約３兆円以上

が代替療法に費やされています。1994年の調

査によると、約60％以上の医師が代替医療を

勧めており、47％の医師は自分でも代替医療

を使っていました。1998年には米国議会は代

替医療について科学的な研究を行い、代替医

療の専門家を育て、患者と医師に代替医療に

関する情報発信をするために、「国立補完・

代替医療センター」を設立しました。このセ

ンターでは2001年からの５年間に次の５分野

の研究を推進するとしています。 

① 東洋医学をはじめとする伝統医学に関す

る研究 

② ヨガ、瞑想などの心身相互関係に関する

研究 

③ ハーブや健康食品の効果に関する研究 

④ マッサージや整体術などの研究 

⑤ 気功など、整体エネルギーや電磁波など

のエネルギーによる治療に関する研究 

 

 米国ではこれを受けて次のような代替医療

に関する臨床試験が行われています。 

○セント・ジョーンズ・ワート（オトギ

リソウ科の植物）のうつ病に対する効果 

○イチョウの葉の痴呆予防効果 

○サメの軟骨の肺がんへの効果 

○ビタミンＥとセレンの前立腺がんへの

効果 

○骨関節炎の痛みに対する針治療の効果 

○骨軟骨炎とグルコサミンの関係 

○祈り、手かざし、気功などの（スピリ

チュアル・ヒーリング）の効果 

 

 米国ではセント・ジョーンズ・ワート、イ

チョウの葉の他、ガーリック（ニンニク）、

朝鮮人参、アロエ、オオバコ、その他何種類

かのハーブがよく使用されており、売り上げ

も多くなっています。 

 

 米国で代替医療に関する研究が発展してい

ることを受けて、国際対がん連合においても

代替医療に関する小委員会が設けられていま

す。わが国では日本代替医療学会が結成され

ており、代替医療に関する研究も行われてい

ます。わが国では鍼・灸、気功、太極拳、調

息法、瞑想、音楽療法などに関する研究が行

われていますが、対照群と比較した臨床試験

の形を取っているものは少ないです。漢方薬、

各種の薬草、健康食品などの効果も臨床試験

で効果を証明する必要があります。漢方薬の

一部は臨床試験で効果と安全性が証明されて

おり、保険薬として認可されています。しか

し、丸山ワクチンやアガリクス、プロポリス

などの抗がん作用はいまだ対照群と比較した

臨床試験で効果と安全性が証明されている訳

ではありません。アガリクスなどの抗がん作

用については、“進行がんが消えた”、“奇

跡の生還”など、派手な新聞広告が目を引き

ますが、広告をよく読むと、大部分はアガリ

クスの効果自体を宣伝したものではなく、

“アガリクスの効果について記述してある

本”の宣伝なのです。 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 47) 

(MEIHOKU-2002.08) 
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魔除け瓦を追って（8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瓦産地の碧南市の瓦職人が作った鍾馗像 

 私には陶芸やニューオーリーンズジャズ鑑賞など、いろい

ろな趣味がありますが、最も長く組んでいるのは、「魔除け

瓦」の写真撮影です。医学部を卒業後２年目頃（1964年

頃）に循環器疾患の疫学調査のフィールドの１つの八尾市の

住宅地を歩いていた時、偶然古風な開業医の屋根に瓦製の鍾

馗さんの像が置いてあるのを見つけました。これを契機とし

てその後各地を歩き魔除け瓦を探しました。最も多く見つ

かったのは京都市内の住宅地で、数え切れない位見つかりま

した。奈良の奈良町周辺でもたくさん見つかりました。名古

屋地方でも戦災で焼け残っている住宅地で見つかりました。

今回は比較的最近、名古屋地方で見つかった魔除け瓦を本書

で紹介します。 

（富永記） 
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901 腰痛の予防は筋トレで 

902 変形性膝関節症 －筋トレで克服し、健脚へ 

903 老眼をあきらめるな！ 目から始まる不老の医学 

904 いつまでも「老いない脳」をつくる１０の生活習慣 

905 尿漏れは“尿トレ”で克服 

906 岐阜大学学長黒木登志夫著「健康・老化・寿命」の紹介 

907 貝原益軒の「養生訓」は現在でも通用する健康づくり法 

908 横井也有の長寿十訓 附老人への教訓八首 

909 日本史偉人｢健康長寿法｣ 
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第９章 老化と健康長寿法 

 

901 腰痛の予防は筋トレで 

 

 以前に私の妻が60前後に変形性膝関節症に

かかりましたが、筋トレで克服し、逆に健脚

になった話を紹介しました。今回は私が変形

性腰椎症による腰痛を筋トレで克服した話を

紹介させていただきます。 

 2010年の１月末の寒い日の朝のことでした。

起床後に着替えをしようとして立ち上がった

時に突然強い腰痛に襲われました。実はその

２、３日前から大腿部の後ろに不快な鈍痛が

あり、座骨神経痛かな？と思っていました。

腰痛の原因としては、毎晩夕食後に座椅子

にもたれて長時間テレビ（韓国の歴史ド

ラマのDVD）を見ていましたが、足先が冷え

るので、腰をねじって足だけ掘りごたつに入

れて暖を取っていました。恐らく長時間にわ

たる腰を捻った姿勢が腰痛の原因になったも

のと考え、翌日からは腰をまっすぐ伸ばした

姿勢に戻しました。 

 さて腰痛は土曜日の朝に起こりましたが、

土日は病院は休診なので、１、２日様子を見

て月曜日に受診することにしました。腰痛は

数分で軽快しましたが、翌朝も起床して着替

えしようとした時に同じ腰痛がありました。

この腰痛は起床時に立ち上がって着替えをす

る時のみで、数分で軽快し、日中は痛みませ

んでした。腰痛の本を読むと、この痛みは

「変形性腰椎症」に特有の痛みで、俗に「寝

腰」と呼ばれているとのことでした。そこで

私は次に述べる方法で筋トレと腰痛体操を行

いましたところ、４日間で腰痛は消えてしま

いましたので、結局整形外科は受診しません

でした。 

高齢者に多い変形性腰椎症 

 60歳以上の高齢者ではレントゲン検査をす

ると男性の約７割、女性の約５割の人にこの

所見が見られます。変形性腰椎症は老化現象

の一種で、レントゲン検査で腰椎の棘などの

異常所見が見られても、大部分の人では腰痛

は発症せず、一部の人が腰痛を経験しています。 

 私は以前から起床時に脛を床（布団）につ

けて、上半身だけの腹筋運動を50回から70回、

さらに腹ばいになって上半身を反らせる背筋

運動を50回程度行っていましたが、腰痛体操

とも言えるマッケンジー体操も始めました。

マッケンジー体操はいろいろありますが、腰

痛のためには腹ばいになって両手のひらを胸

の両脇におき、そのまま手のひらで床を押し

ながら上半身を垂直に反らせ、数秒後に力を

抜いて水平に戻す方法です。高齢者では無理

をせずに肘を曲げて上半身を30度から40度位

反らせる方法が安全です。 

 起床時に肘を伸ばし、脛をついたまま上半

身を反らせたり、尻を突き上げたまま上半身

を伏せたりする動作を数回繰り返すのも気持

ちがよく、腰のこわばりが消え、腰のウォー

ムアップになります。 

腰部脊柱管狭窄症 

 変形性腰椎症と並んで高齢者に多い腰の疾

患として「腰部脊柱管狭窄症」があります。

この病気の特徴は、少し歩くと腰から下肢の

後ろが痛んだり、しびれたりするもので、少

し休むとまた歩けるようになります(間欠性

歩行）。この病気は腰椎の棘や靱帯や神経が

通る管（脊柱管）を圧迫して症状が出ている

ので、筋トレだけで治るとは限らず、場合に

より脊柱管を広げる手術を受ける必要があり

ます。 

腰痛症の予防とつきあい方 

 高齢者に多い腰痛は脊椎の老化に伴ったも

のですから、完全に避けることはできません

が、日頃から背すじを伸ばして姿勢をよくし、

背骨を支える筋肉を強化する筋トレやスクワ

ットなどを行っていると、異常所見があって

も腰痛の発症を予防できる可能性が大きくな

ります。 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 46) 

(MEIHOKU-2010.11) 
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902 変形性膝関節症 

－筋トレで克服し、健脚へ 

 

 私の妻は60歳前後のとき右側の膝関節が腫

れ、痛みのため起居、歩行に支障が生じてい

ました。正座もできず、和食のレストランで

座卓に座るときは座布団を尻に当て、足を投

げ出していました。この病気は60歳前後の女

性に多い「変形性膝関節症」です。妻は最

初に大病院の整形外科を受診しました。診察

した医師は膝関節に溜まった関節液を抜いた

上で「レントゲン検査では異常はみられない。

痛みを抑える新薬が開発されているので、治

験に参加しませんか？」と尋ねました。妻は

痛みを抑えるだけでは膝の異常を根本的に治

すことはできないと思い、鎮痛剤の服用は辞

退してきました。そこで今度は２、３の整体

診療所を受診しました。最後に受診した整体

師は自身も膝関節症にかかり、自分で克服し、

このこつを同病の患者さんにも広めたいと思

って整体診療所を開業したそうです。妻はこ

の整体診療所に２、３回通院しましたが、こ

の整体師は下肢の筋トレとストレッチを施し

ていることがわかり、これなら自宅でも実行

できると思って 、その後は自宅で下肢の筋

トレとストレッチを始めました。するとどう

でしょう。２、３ヶ月もすると膝の痛みは和

らぎ、膝関節の腫れも徐々に引いてきました。

下肢の筋トレとストレッチを続けている内に、

関節の腫れと運動制限はさらに改善し、数ヶ

月から１年もすると関節の腫れはすっかりな

くなり、正座もできるようになりました。 

 妻は膝関節症を薬を飲まずに下肢の筋トレ

とストレッチで克服しましたが、驚いたこと

に下肢の筋トレで下肢の筋肉が付いてくると､

歩く速さが驚くほど早くなってきたことです。

よく歩くようになると体重も減少し､膝関節

に与える物理的刺激も減少し､一段と膝関節

がよくなりました。おかげで70歳を超えた現

在でも妻は時速６キロくらいの早さで毎日

8,000歩から１万歩くらいは歩くことができ、

国内旅行や海外旅行も楽しんでいます。これ

は「災い転じて福となす」と言えます。 

膝膝法を克服するための筋トレとストレッ

チ法 

 妻が最初に行った主な筋トレ、ストレッチ

法は次の通りです。 

①床に仰向けに寝て、両膝を抱えながら上体

を曲げる→膝を伸ばしたまま両足を直角に曲

げ、ゆっくり両足を下げていく（板間で行う

ときは腰が痛くならないように、腰にクッシ

ョンか座布団を当てておく。最初は無理をし

ないで、そのうちに50くらい数えながら、両

足をゆっくり床に近づける。この動作を５回

繰り返す。） 

②床に仰向けに寝て、腰を浮かしながら片足

を上げる(最初は少し、徐々に45度、90度位

まで上げる。この動作を５回繰り返す。この

動作と①の動作を交互に行ってもよい。) 

③スロースクワット（両足を肩幅くらいに広

げ､ゆっくりと腰を落とす。洋式便器に腰か

ける要領で、お尻を後ろに突き出して、膝関

節を曲げすぎないようにする。なるべくゆっ

くり腰を落とし、上腿の筋肉が痛くなってき

たらゆっくり腰を伸ばす。スロースクワット

は１回の腰の上下に十数秒かけ、できれば20

回くらい繰り返す。） 

 以上の筋トレ、ストレッチ一式を何回も繰

り返すことは難しいので、毎日少なくとも１

回行って長続きさせることが重要です。膝関

節や腰痛のための筋トレやストレッチ法は、

他にもいろいろあり、各種の健康雑誌などで

図解しながら紹介されていますので、ご参照

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 45) 

(MEIHOKU-2010.10) 
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903 老眼をあきらめるな！目から始まる不老

の医学 

 

 俗に老化は「目、歯、魔羅」の順に進むと

言われています。目の老化はもちろん、「老

眼」のことですが、これは俗語であり、専門

用語は「老視」です。その本態は「加齢性の

調節力の低下」です。老眼には個人差があり

ますが、一般には４、50歳頃から自覚するこ

とが多いです。大部分の人は老眼になること

をあきらめていると思われます。しかし、慶

応大学医学部眼科の坪田和夫教授は2003年５

月に日本評論社から「老眼をあきらめるな！

目から始まる不老の医学」と題する単行本を

発刊しています。坪田教授は眼科医ですから、

本書で老眼（老視）、白内障、緑内障、ドラ

イアイ、黄班変性症などの目の病気を詳しく

解説していますし、レーシック（近視や遠視、

乱視を矯正するレーザー療法）、角膜パーツ

移植、角膜再生、アポクリンなどの最新の眼

科の治療法も紹介していますが、ここでは割

愛し、本欄では坪田流の不老術を紹介します。

ちなみに、坪田教授は眼科医である傍ら米国

抗加齢医学会の認定医でもあり、不老学に関

する造詣が深く、自ら特有の不老術を実行し

ておられます。 

 

坪田流不老術のコツ 

 坪田教授は目の老化をはじめ、全身の老化

はフリーラジカルによるところが大きく、老

化防止にはフリーラジカルの消去法を実行す

ることが重要であると考え、具体的には次の

９項目（最初の５項目は基礎編、後の４項目

は上級編）を提唱しています。 

① たっぷり水をとる 

１日に２リットルを目標寝る前と起き抜け

にコップ一杯の水喉が渇く前に水を補給 

② 深い呼吸 

ゆっくりと腹式呼吸 

③ 睡眠を十分とる 

１日７時間の睡眠 

④ 適度な運動 

筋肉トレーニングと 

有酸素運動と 

ストレッチの三者併用 

⑤ 食生活の改善 

部分より全体を食べる 

加工されていない食物 

生きた食材 

生きた土壌で育った食物 

過食は禁物 

⑥ サプリメントケア 

ビタミンＣ 

カロテン 

ビタミンＥ 

コエンザイムＱ１０ 

ミネラル類 

⑦ キレーション療法 

ＥＤＴＡの静脈注射 

⑧ ホルモンケアー 

性ホルモンＤＨＥＡ 

メラトニン 

⑨ ストレスマネージメント 

常にごきげんを選択 

感動する 

 

 坪田教授はこれらを実行しはじめてから全

身に活力がみなぎり、100歳はおろか、125歳

位まで生きるつもりであるとのことです。紙

面の制約で舌足らずになった部分が多いです。

関心がある読者は是非同書を購入して読まれ

ることをお勧め致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 75) 

(MEIHOKU-2004.12) 

 

（中尾忠明 画） 
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904 いつまでも「老いない脳」をつくる10の

生活習慣 

 

 老化は高齢になると自覚しますが、若い頃

から徐々に進行しています。しかし、老化の

進行には個人差があり、遺伝因子と環境因子

の差で個人差が生じてきます。遺伝因子は変

えることはできませんが、環境因子は変える

ことができます。 

 2008年に「いつまでも『老いない脳』をつ

くる10の生活習慣」という単行本（石浦章一

著、ワック文庫）が発刊されています。著者

は10項目の生活習慣により、いつまでも老い

ない脳を作ることができるとしています。今

回はこの本のさわりを紹介して、私なりのコ

メントを加えたいと思います。 

 「いつまでも『老いない脳』をつくる10

の生活習慣」とは次の通りです。 

① 週に２～３回以上、１回30分以上運動を

する。 

② 食生活のバランスに気をつけ、食べ過ぎ

ない。 

③ ストレスをうまく受け流す。 

④ 人とのコミュニケーションのある生活を

する。 

⑤ 好奇心を持って､新たなことに挑戦する。 

⑥ 学習習慣を続ければ記憶力は保たれる。 

⑦ 目標を持つ。 

⑧ 自分に報酬を与える。 

⑨ 本を読む習慣を維持する。 

⑩ 意識的に段取りをする。 

 

 ①適当な運動と②の適切な食生活・節食は、

一般的な健康づくりと生活習慣病の予防のた

めに役立つ生活習慣です。特に、老いないた

めの食生活ではバランスよりも節食を重視し

ています。動物実験でも餌を70％位に制限し

た方が食べたいだけ食べさせた場合より若々

しく、元気そうです。 

 ③の「ストレスをうまく受け流す」は「老

いないため」のみでなく、うつ病の予防にも

役立ちます。 

 ④の「人とのコミュニケーションのある生

活をする」もストレスの発散と脳への刺激に

役立ちます。特に、定年退職後の人はボラン

ティア活動やクラブに参加するなど､積極的

に地域の人々や友人とのコミュニケーション

を保つことが重要です。 

 ⑤の「好奇心を持って､新たなことに挑戦

する」は「頭のいい人が『脳のため』に毎日

していること」と題する単行本の著者のトッ

ド・カシュダン（茂木健一郎訳、三笠書房）

も強調しています。万年青年の日野原重明先

生も常々好奇心を持って､新たなことに挑戦

することの重要性を強調しておられます。 

 ⑥の「学習習慣を続ければ記憶力は保たれ

る」は、老化による記憶力の低下を補うこと

に役立ちます。 

 ⑦の「目標を持つ」は、一つの目標が達成

された場合、新しい目標を見つけ、これに立

ち向かうことにより、やる気が起こり、脳が

活性化します。 

 ⑧の「自分に報酬を与える」は目標を達成

した場合の満足感、喜びを味わうことです。 

 ⑨の「本を読む習慣を維持する」は本を読

んだり､新聞や雑誌を読むことにより、脳が

活性化します。これは健康づくりのためのウ

ォーキングのようなもので、毎日継続すると

効果的です。 

 ⑩の「意識的に段取りをする」は料理を作

る場合でも､その日その日の思いつきで作ら

ずに、１週間くらいの献立を計画的に考えて

作ることで脳が活性化します。一般的な仕事

でも機械的に手足を動かして仕事をせずに、

段取りや効率をよく考えて仕事をすると脳が

活性化します。 

 筆者も毎日ウォーキングをするなどしてか

らだの健康づくりに励むと共に、こころの健

康づくり（脳トレ）にも励んでいます。具体

的には、毎日６種類の新聞に目を通し、月に

数冊の本を読み､内容の骨子をカードに書き

留め、毎日毎食の食事記録をつけるなどして

います。 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 48) 

(MEIHOKU-2011.01) 
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905 尿漏れは“尿トレ”で克服 

 

 男女とも高齢になると、尿漏れ（尿失禁）

に悩む人が多くなります。尿漏れの原因は男

女で異なります。男性の尿漏れは前立腺肥大

により尿道の括約筋の締まりが悪くなるから

ですが、女性の尿漏れは男性に比べて尿道が

短く、直線的ですので、急に腹圧が高くなる

と尿が漏れるのです。今回は高齢者に多い尿

漏れを“尿トレ”で克服する方法を紹介しま

す。 

高齢男性に多い“ちび漏れ” 

 高齢男性では､突然尿意が強くなり、我慢

できなくなって少し漏らしてしまうこと（“ち

び漏れ”）があります。泌尿器科医はこのよ

うな状態を「過活動膀胱」と呼び、膀胱壁

の圧力に対する感受性が高くなり過ぎるため

としています。しかし、私は年齢と共に前立

腺肥大のために尿道の括約筋の締まりが悪く

なることに加えて、尿道の括約筋の萎縮によ

る筋力低下のために、少し膀胱内圧が高くな

っただけで尿道の内括約筋が緩み、少量の尿

が尿道に漏れ、これを排泄するために膀胱反

射が起きて尿意が急に高まり、“ちび漏れ”

が起こるのではないかと考えています。 

 筆者は70歳頃から急に尿意が高まり、あわ

ててトイレに駆け込むことが多くなりました。

その内にトイレも無い田舎道などをウォーキ

ングしている最中に急に尿意が高まり、我慢

できない状態になってこっそり立ちションを

してしまうこともありました。時には“ちび

漏れ”が起こってしまうこともありました。

そこで、尿道の括約筋（膀胱から尿道へ移行

する部位にある内括約筋と前立腺管が尿道に

合流する部分に近い外括約筋の２種類があ

る）の筋トレ（“尿トレ”）を行うことにし

ました。具体的な方法は、排尿時に途中で数

回排尿を止めます。最初は「１、２、３」と

３つ数える間排尿を止めることも難しいかも

知れませんが､その内に括約筋が強くなると

苦もなく、「１、２、３、４、５」と５秒間

位排尿を止めることができるようになります。

こうなるともうちび漏れはほとんど起らなく

なります。 

 “尿トレ”には思わぬ効果もありました。

尿道括約筋の締まりが良くなったせいか、夜

中や早朝に排尿のために起床しなくてもよく

なり、若い時と同じように朝までぐっすり睡

眠できるようになりました。これは“尿トレ”

のボーナスと言えます。 

女性の尿漏れ 

 女性では出産のために尿道、膣、肛門など

の骨盤低の筋肉が緩み、咳やくしゃみなど、

少し腹圧が高くなるだけで尿漏れが起こるよ

うになります。ひどい時に子宮脱も起こりま

す。 

 私の妻も60歳前後に尿漏れが起こり始めて

いましたが、立位または仰向けになって腰を

浮かし、肛門､膣、尿道などの筋肉をぐっと

引き締める骨盤低筋の筋トレを行い、尿漏れ

を克服してしまいました。女性でも男性と同

じように、排尿の途中で数回排尿を止める尿

トレが有効です。 

“尿トレ”の勧め 

 男女とも高齢者では尿漏れ、頻尿が悩みの

種になりますが、日頃から、“尿トレ”を行

って失禁パンツのお世話にならずに済むよう

にしたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 47) 

(MEIHOKU-2010.12) 
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906 岐阜大学学長黒木登志夫著「健康・老化・

寿命」の紹介 

 

 2007年に当時岐阜大学学長の黒木登志夫博

士が「健康・老化・寿命 人と命の文化史」

と題する単行本新書（中公新書）を発刊され

ました。黒木学長は博識で、最新の医学・生

物学研究の成果を発見の歴史も含めて実にわ

かりやすく解説するのが得意です。それだけ

なら医事評論家でもできるかも知れませんが、

黒木学長はがん研究者でありながら、がん以

外の病気（肥満、糖尿病、循環器疾患、感染

症、生活習慣病など）についても深い知識を

持っておられ、自分が体験した狭心症や大腸

がんも研究者の目で冷静に観察して報告して

おられます。筆者は最近この単行本を読みま

したが、大変興味深い内容なので、読者の皆

様にも紹介させていただくことにしました。

以下にこの本の一部をつまみ食いで紹介させ

ていただきます。興味を持たれた方は是非本

書を購入してお読み下さい。わずかコーヒー

２杯分（約900円）で、脳にたっぷりと栄養

を補給することができます。 

 

○哺乳動物の寿命は体重（特に、脳の重量）

に比例している。 

○平均寿命は縄文時代は約14年、室町時代は

24年、江戸時代は35から41年であった。平

均寿命は時代と共に長くなってきたが、そ

の理由は？また、女性が男性より長生きす

る理由は？ 

○飢餓を乗り切るための倹約遺伝子と飽食時

代の肥満。肥満遺伝子、寿命遺伝子、老化

遺伝子の存在。 

○平安朝貴族の藤原道長もかかっていた２型

糖尿病の原因、発病機序と予防法。 

○哺乳動物の生涯脈拍数は皆同じ。ゾウの脈

拍は１分間に30回でマウスは600回。脈の

速い人ほど早死にする。 

○キリンの血圧は何故高い（300ミリ以

上）？恐竜は８つの心臓が必要。 

○狭心症（自分の経験も含めて）と心筋梗塞

の原因と治療方法。 

○自分の大腸がん体験とがん遺伝子、予防法。 

○遺伝子異常はどのようなメカニズムでがん

を発生させるか？ 

○感染症（特に、ペスト、コレラ、病原性大

腸菌Ｏ１５７、結核、エイズ、成人Ｔ細胞

白血病、ヘリコバクターピロリ菌）の発見

と流行に関するエピソード。 

 

 また、全編を通じて随所に俳句や和歌が挿

入されていることから、本書の副題が「人と

命の文化誌」になっていることも理解されま

す。例えば、老化の章では、「美しく老いし

人あり春の宵」という自作の俳句を示しなが

ら、現実には「美しく禿げし人あり」がやっ

とであろうとユーモアたっぷりに書いておら

れる。 

 生活習慣病の章ではたばこ、食生活、運動

などの主要原因に触れながら、巻末には４項

目からなる黒木学長流の生活習慣病予防法が

示されています。 

・タバコを止める。 

・野菜を食べる。塩分を控える。カロリーを

摂りすぎない。 

・運動をする。 

・毎年健康診断を受ける。 

 

 たばこ対策に関しては黒木学長のリーダー

シップの下に他大学に先駆けて岐阜大学の敷

地内禁煙を実現しています。また、黒木学長

は大学の経営、研究推進、組織改革でも手腕

を発揮しておられ、他大学や文部科学省に警

鐘を鳴らしておられます。仕事以外の面では、

スキー、ワイン、グルメ、陶芸なども楽しん

でおられ、凡人には真似ができないと敬服し

ています。 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 ７) 

(MEIHOKU-2007.08) 
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907 貝原益軒の「養生訓」は現在でも通用す

る健康づくり法 

 

 「養生」という言葉を広辞苑でみると、

「生命を養うこと、健康増進をはかること、

衛生を守ること」と書かれています。貝原益

軒は約300年前に福岡藩で活躍した人で、満

84歳の生涯を閉じるまでに多数の書物を残し

ていますが、「養生訓」は亡くなる前年

（1713年）の著述です。「養生訓」はさしず

め江戸時代の養生法、つまり現在の健康づく

り法と言えます。 

 貝原益軒は「人の寿命は100歳で、上寿は

100歳、中寿は80歳、下寿は60歳であるのに、

下寿の60歳に達する人は意外に少なく、50歳

以下の短命の人が多い。短命に終わる人は生

まれつきて短命なのではなく、10人中９人は

皆自ら損なっている」と断言しています。ま

さに卓見と言えます。 

 

 貝原益軒は「養生の術」として次のように

述べています（以下、文語体の一部をわかり

やすい表現に変えています）。「養生の術は

先ず心気を養うべし。心を和（やわらか）に

し、気を平かにし、怒りと欲を抑へ、憂いや

思い煩うことを少なくし、心を苦しめず、気

を損なわないようにすることが心気を養う要

道である」と、まず心の健康法を説いていま

す。さらに続けて、 

「また、寝過ぎてもいけない。長時間眠ると

気が滞ってめぐらなくなる。夕食後に食べ物

がまだ消化していないときに寝ると、胃がつ

かえて食欲が低下し、元気もなくなるからい

ましむべきだ」と述べています。さらに飲酒

については「酒はほろ酔い加減がよく、飲み

過ぎは慎むべし」と節酒を勧めています。続

けて「食事は控えめにして、満腹するまで食

べないこと」、つまり、「心の平静、節眠、

節酒、節食」を勧めています。 

 貝原益軒は身体をよく動かすこと、食後に

は軽い運動をして腹ごなしをするのがよいと

運動も勧めています。 

 貝原益軒はたばこの害についても詳しく述

べており、たばこに習慣性があること、家族

や周囲の人を煩わすこと､貧乏人には出費が

重くなることなど、現在でもそのまま通用す

ることを書いています。 

 さらにセックスに関しても「また若い時か

ら色欲を慎み、精気を惜しむべし。精気を多

く費やすと、下部の気が弱くなり、元気の根

本が絶えて（腎虚）、命が短くなる。」と忠

告しています。養生訓と言えば年齢別のセッ

クスの回数が有名ですが、これは別の箇所で

中国の千金方を引用し、「20歳では４日に１

回泄（もら）し、30歳では８日に１回、40歳

では16日に１回、五十歳では20日に１回泄し、

60歳では接してもらさず。しかし、体力が盛

んなら１月に１回もらしてもよい」と“節セ

ックス”を説いています。 

 貝原益軒の養生訓を要約すると、「心の平

静、節眠、節食、節飲、運動、禁煙、節セッ

クス」という７項目にまとめられます。これ

は現在でもそのまま通用する優れた養生・健

康法と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 36) 

(MEIHOKU-2010.01) 

（中尾忠明 画） 
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908 横井也有の長寿十訓 附老人への教訓八

首 

 

 今回は元禄15年（1702年）生まれの尾張の

俳人横井也有の「長寿十訓」を紹介します。

筆者はかなり以前に土産物屋で長寿十訓が書

かれた湯飲み茶碗を買ました。現在でも立派

に通用する健康法が書いてあり、当時は誰が

書いたものかわからなかったのですが、後で

約300年前に生まれた横井也有の作であるこ

とがわかり驚きました。ここでは十訓の順番

を少し変え、食生活、運動、心の健康法など

にグループ分けして紹介します。 

 

１、小肉多菜（菜＝野菜） 

２、小塩多酢 

３、小糖多果（果＝果物） 

４、小食多齟 

５、小車多歩 

６、小衣多浴 

７、小煩多眠 

８、小念多笑（念＝怒、憤） 

９、小言多行 

10、小欲多施 

 

 １から４は食生活に関するもので、当時か

ら肉、塩、砂糖の摂りすぎが健康によくない

ことを知っていたようです。５は運動で、現

在でも立派に通用します。６の薄着に心がけ、

できるだけ入浴することもうなづけます。７

から10の４項目は心の健康法であり、横井也

有は心の健康法を重視していたようです。 

 横井也有は尾張の俳人・文学者として知ら

れ、俳文集の「鶉衣」は特に有名です。横井

也有は尾張徳川家の重臣横井時衛の子として

生まれ、26歳の時家督を継ぎ、御用人、大番

頭、寺社奉行などを勤めましたが、俳諧や狂

歌を嗜み、53歳で隠居を許されました。その

後は俳諧、和歌、狂歌、絵画など、様々な分

野に親しみ、悠々自適の生涯を送り、天明３

年（1783年）に81歳の生涯を閉じました。 

 

 筆者は別の機会に老人への教訓の狂歌八首

に遭遇し、興味深く思っていましたが、これ

も横井有也の作であることがわかりました

（根岸鎮衛著、長谷川強校注「耳嚢」中巻、

岩波文庫）。 

○皺はよる、ほくろはできる、背はかがむ、

あたまははげる、毛はしろく成る 

○手は震え、足はよろつく、歯はぬける、耳

は聞こえず、目はうとくなる 

○よだ（＝よだれ）たらす、目しるをたらす、

鼻たらす、とりはずしては小便もるる 

○又しても同じ噂に孫自慢、達者じまんに、

若きしゃれごと 

○くどふなる、気短に成る、愚痴になる、思

いつくこと皆古ふなる 

○身に添ふは頭巾・襟巻・杖・眼鏡・（湯）

たんぽ・温石・しゅびん（尿瓶）・孫の手 

○聞きたがる、死にともながる、淋しがる、

出しゃばりたがる、世話やきたがる 

○宵寝・朝ね・昼寝・物ぐさ・物忘れ・それ

こそよけれ世にたたぬ身は 
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909 日本史偉人「健康長寿法」 

 

 先日近所の図書館の書架で日本史「健康

長寿法」という本を見つけました。著者は

森村宗彦で、2007年に講談社の＋α新書とし

て発刊されています。この本では鎌倉時代か

ら明治時代の初期にかけての30人の偉人の健

康法が紹介されています。紙面の制約からこ

の内の５名の健康法について簡潔に紹介させ

ていただきます。 

 

世阿弥の歌って踊る健康長寿法 

 世阿弥は1363年生まれで、足利義満の庇護

を受けて、土俗芸能の猿楽を舞台芸術の能に

まで高めた能役者で、81歳の長寿を全うして

います。 

 能では腰を落とし、ゆっくりした所作で、

大声で謡いながら舞います。世阿弥は「五臓

（腹の底）から声を出せ」と言っていますが、

これは腹式呼吸で、身体の所作と併せて健康

によい効果をもたらしたものと考えられます。 

 

天海の｢御下風｣健康法 

 天海は1536年生まれの天台宗の僧で、徳川

家康､家光らに仕えています。天海は108歳で

亡くなっていますが、三代将軍家光に｢長寿

の秘訣は何か？」と問われ、２首の和歌で答

えています。｢気は長く、勤めはかたく（仕

事はきちんと）､色うすく（女色はほどほど

に）、食細くして、こころひろけれ」、「長

命は粗食､正直、日湯（朝風呂）、陀羅尼

（お経）、おりおり御下風（時々放屁）あそ

ばさるべし」 

 

白陰の瞑想呼吸法 

 白陰は1685年の生まれの臨済宗の僧です。

修業中に重症の奇病にかかりましたがどうし

ても治らず、生ける屍の状態になりました。

そこで深山幽谷に住んでいた白幽仙人を訪ね

て診察を受け、内観の秘法を伝授され、病気

を克服しました。内観法とは寝て行う瞑想法

で、具体的には､寝具の上に仰向けに寝て、

目を閉じて手足を伸ばし、力を抜き、へそ下

約３センチと約５センチの気海丹田に軽く力

を入れる方法です。 

 瞑想としては最初は身辺の小さいことから

考え、徐々に考え方を大きく展開させていく

方法です。 

 

上杉鷹山の質素倹約健康法 

 上杉鷹山は1751年の生まれで、17歳の時莫

大な借金を抱えていた米沢藩の養子になり、

自ら質素倹約の範を示し、殖産興業や倹約令

で崩壊寸前であった米沢藩の財政を立て直し

た名君です。上杉鷹山は普段は木綿の着物を

着用し、食事は１汁１菜か２菜ですませ、粥

を主食にしていたそうです。これならメタボ

や糖尿病にかかる心配はありません。上杉鷹

山は７２歳で亡くなっていますが､当時とし

ては長命と言えます。 

 

渋沢栄一の屈伸道 

 渋沢栄一は1840年生まれの実業家です。彼

の健康法は強い精神力を保つことと一風変わ

った「屈伸道」です。これは身体を屈めたり､

伸したりする運動で、さしずめスクワットの

元祖と言えます。彼は明治時代に実業家とし

て活躍し、92歳の人生を全うしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 39) 

(MEIHOKU-2010.04) 
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910 健康長寿を目指す日野原重明先生の10の

生活習慣 

 

 聖路加国際病院理事長・名誉院長の日野原

重明先生は1911年生まれで、現在101歳です

が、今でも大変お元気で、現役並みに活躍し

ておられます。日野原先生は内科医ですが、

充実した人生を過ごすために、60歳頃からい

ろいろ新しいことに取り組んでおられます。

1973年（61歳）には人生を有意義に過ごすた

めに「（財）ライフプラニング・センター」

を設立されました。厚生労働省に先駆けるこ

と約20年、すでに1978年（66歳）には成人病

を「習慣病」と改称することを提唱しておら

れます。また、1986年（74歳）には以前に紹

介した音楽療法を普及するために、日本バイ

オミュージック研究会（現・日本音楽療法学

会）を創設されました。その他、一般人向け

の著書も多数執筆しておられます。今回は

100歳まで元気に長生きするための日野原先

生流の10の生活習慣（いきいき2005年4月

号）を紹介します。 

 

１ 小食（90歳代から１日の食事摂取量は

1300キロカロリー） 

２ 植物油をとる（毎朝、ジュースに植物油

を大さじ１杯入れて飲む） 

３ 階段は１段飛びで（病院内、駅、空港な

どでは必ず階段を上がる） 

４ 速歩（人より速く歩くように心がける） 

５ いつも笑顔を（口元を常に鍛えて素敵な

笑顔でいる練習をする） 

６ 首を回す（上下、左右、前後へ首を回し、

首の関節を柔らかく保つ） 

７ 息を吐き切る（息を大きく吐いて、吐い

て、吐ききり、新鮮な空気を吸う） 

８ 集中する（寸暇を惜しみ、何かに集中し

て時間を有効に使う） 

９ 洋服は自分で買う（おしゃれも大切、ネ

クタイや洋服は自分で選ぶ） 

10 体重、体温、血圧を測る（自分のからだ

は自分で守る。常に観察して記録） 

 

 筆者が実行していることは？６（マイカー

車内で）、８，９、10（ただし、体重と血圧

のみ）です。４の速歩も自分では心がけてい

るつもりです。読者の皆様は何を実行してお

られますか？ 

 今回紹介した日野原先生の健康で長生きす

るための10の生活習慣は高齢者向きですが、

１の小食を節食（腹８分目）に置き換えれば

若年者にも当てはまります。通常の健康長寿

法には禁煙、節酒が含まれていますが、日野

原先生は禁煙・節酒は当然のこととして昔か

ら実行しておられるため、10の生活習慣（努

力目標）に含めておられません。禁煙、節酒

を実行していない人はこの２つを含めて12の

生活習慣にする必要があります。 

 日野原先生はこれまでに多数の単行本を発

刊されていますが、2002年に幻冬舎から出版

された「人生百年、私の工夫」では、「60歳

から長く、豊かな人生の午後の時間が始ま

る」、「ライフワークを持つことが長生きの

秘訣」、「ストレスを楽しみ、活かすことで

脳も若返る」、「人生後半の健康づくりは、

怠けず、慌てず、油断せず」など、なるほど

と思われることがいろいろ書かれています。

現在若い人でも、いずれは高齢者になります

から、今から実行（真似）をした方がより効

果的だと思われます。10の生活習慣の内、特

に３、４、８などは若い人こそ実行すべきで

す。 
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911 "気は長く、酒は微酔で、 睡眠十分、

腹立てず" －中曽根康弘氏の健康法 

 

 本欄では時々先人の健康づくり法を紹介し

ています。今回は2011年の11月号の文藝春秋

誌に掲載されていた元内閣総理大臣の中曽根

康弘氏の健康づくり法の紹介です。この記事

は中曽根氏と健康長寿法で造詣の深い順天堂

大学大学院の白澤卓二教授との対談です。中

曽根氏は当時満93歳で、すでに政界から引退

していますが、まだ健在です。 

 中曽根氏の健康法で注目されるのは座禅で、

きっかけは30過ぎに谷中の全生庵で座禅を経

験して病みつきになったそうです。内閣総理

大臣の現職当時でも１日の仕事が終わると官

邸で座禅をしていたとのことです。白澤教授

によると、座禅で両足を組むと、大腿や骨盤

内の深部筋の筋トレと同じ効果があるそうで

す。座禅では足を組むだけでなく、気持ちを

鎮めて、ゆっくりした呼吸をするので精神修

養にもなります。 

 中曽根氏の食生活は和食が中心で、野菜を

多く、魚、肉類もバランスよく食べ、わりあ

い小食とのことで、健康長寿の観点からみる

と理想的です。さらに、朝食は１時間から１

時間半をかけてゆっくり食べ、毎朝納豆、ヨ

ーグルト、果物を欠かさないとのこと、食生

活は満点です。酒も深酒を避け、ウィスキー

の水割りをグラスに１杯か、赤ワインを軽く

１、２杯飲み、甘い物好きで、酒のつまみは

羊羹だそうです。白澤教授によると世界で一

番長生きしたカルマンというフランス人女性

は晩年はたばことワインとチョコレートを口

にし、たばこは120歳の時に止め、その後亡

くなるまでの２年間はワインとチョコレート

だけで生きていたそうです。 

 運動はゴルフと散歩で、特徴的なのは、哲

学者のカントと同じように、毎日同じ時刻に

同じルートを散歩することで、軽井沢に滞在

していた時は町の人が時計代わりにしていた

位だそうです。一般に中曽根氏の生活は規則

的で、毎朝７時過ぎに起床し、ゆっくり朝食

をとり、午前11時頃に事務所に出かけ、事務

所で昼食をとり、午後は人に会ったりして夕

方帰宅し、風呂に入って１１時には床につく

とのことで、睡眠時間も７時間以上で（ただ

し、午前４時頃に一度目覚めてトイレへ）、

現職の政治家には真似のできない生活をして

います。 

 性格的には、気が長い方で、めったに腹を

立てず、ストレスを飲み込んで消化してしま

うという健啖家のようです。 

 趣味は絵画と音楽とのことで、以前は油絵

を描き、政経画人展に出品されたそうですが、

最近は画才がないことを自覚し、もっぱら絵

画を鑑賞しているそうです。音楽は風呂で歌

うことも好きで、ドイツ歌曲、フランスのシ

ャンソンなどを歌い、演歌党ではないようで

す。俳句も詠んでおられたようですが、最近

は下火で、何かの拍子に思い浮かんだ句を書

き留めておく程度だそうです。 

 中曽根氏は現在の生活を続けられると、間

違いなく長寿を全うされると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 62) 

(MEIHOKU-2012.04) 

（中尾忠明 画） 
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912 故愛知ヨーク株式会社会長 

 平野巳之助氏の健康法 

 

 標題の平野巳之助氏は元愛知ヨーク株式会

社会長で2007年に満90歳で亡くなられていま

す。今回の記事のきっかけは2011年８月19日

付の産経新聞の「ビフィズス菌でマウス寿命

延長」と題する記事です。この記事は協同乳

業（東京）と京都大学の研究チームが市販の

ヨーグルトを生後10ヶ月のマウスに与えたと

ころ、ビフィズス菌を与えた群では約１年後

に約80％が生存していたのに反して、生理的

食塩水を与えた対照群では30％しか生存して

いなかったという研究結果が米国の科学雑誌

に発表されたというものでした。この記事に

は京大の研究者の「この実験で使ったヨーグ

ルト菌はビフィズス菌であり、他のヨーグル

ト菌でも同じような延命効果があるかどうか、

また人間でも効果があるかどうかはわからな

い。しかし、ビフィズス菌を与えることによ

って大腸の炎症を抑える化合物が増加し、寿

命の延長につながったのかもしれない」とい

うコメントがついていました。 

 この新聞記事を読んで、ふと愛知ヨーク株

式会社会長の平野巳之助氏のことを思い出し

ました。平野氏は2004年に当時あいち健康プ

ラザのセンター長をしていた私を訪ねてこら

れ、自分が実行している健康法を説明されま

した（表１）。 

 平野氏の健康法は概ね妥当ですが、４番目

の腸内細菌の項で「野菜ジュースをおいしく

飲めるアシドミルクが期待に応える」と書い

ておられることが特異的でした。これは飲む

ヨーグルトで有名な自社の製品の推奨ではな

いかと思いましたが、製品名を出さず、乳酸

菌以外の健康食品も含めた特製ジュースを勧

めておられるので、まあよいかと思いました。

当時平野氏は満87歳で血色は良く、福々しい

感じでした。平野氏は60歳頃にいろいろな老

化現象を自覚され、61歳から表１に示す健康

法を実行し、1988年以来いろいろな場で、延

べ1,700回、５万５千人に講話をしてこられ

たとのことでした。 

 平野氏の健康法で特異的なのは、４番目の

５種類以上の野菜百グラムに小麦胚芽と粉末

昆布を加え、これにアシドミルクを加えてお

いしく飲めるように薄めた特製の野菜ジュー

スを飲むことを勧めておられることです。筆

者も以前にニンジンとリンゴの野菜ジュース

を飲んでいましたが、その後カスピ海ヨーグ

ルトにバナナ、すりつぶした皮つきのリンゴ、

ブルーベリージャム、きなこを混ぜた特製ヨ

ーグルトを毎朝食べています。以前には本欄

で「ヨーグルトの効用」という記事を書いて

います（2009年４月号）。毎朝コーヒーも飲

みますので量が多すぎて前記の野菜ジュース

は飲めないのです。このような特製フルーツ

ヨーグルトを食べているせいかどうかはわか

りませんが、便通も良好で、先日受けた大腸

内視鏡検査でも全く異常はありませんでした。 

 平野氏は自分で考案された健康法を実行し、

多くの人々に平野流の健康法を勧め、90歳の

健康長寿を全うされました。 

 

表1 平野巳之助氏の健康法 

１
自然環境（先祖と社会への感謝と報恩、

環境浄化） 

２
ストレスをためない（就寝前にストレス

を発散） 

３
食生活（美食、偏食はダメ、バランスの

とれた食事、野菜を多く） 

４

腸内細菌（腸内異常発酵と便性の改善、

野菜ジュースがおいしく飲めるアシドミ

ルク） 

５
運動（毎日の運動と体操、１日30分以上

の歩行） 

６
睡眠（目覚めても８時間までは床の中で

体を休める） 

７ 深酒とたばこは避ける 

８ その他（定期的に健診を受ける） 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 58) 

(MEIHOKU-2011.11) 
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913 奥村式長寿の１０習慣 

  －「不良」長寿のすすめ－ 

 

 本欄ではいろいろな健康長寿法を紹介して

いますが、今回は奥村式長寿の10習慣を紹介

します。 

 

表 奥村式長寿の10習慣 

1 よく出歩く 

2 ゲラゲラ笑う 

3 
夜更かしはしない ーＨＫ活性が落ちるので、
午後１１時から午前２時頃に熟睡 

4 細かいことは気にしない 

5 何でもほどよく食べる 

6 夫婦仲よくするなど、異性に関心を持つ 

7 
ちんたら運動する －激しい運動はＮＫ活性を
弱める 

8 趣味を持つ 

9 ホンネで言える友を持つ 

10 
ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆などの発酵食品
やキノコをよく食べる 

 

 奥村康教授は順天堂大学医学部免疫学の特

任教授で免疫学者です。表題のサブタイトル

を「不良」長寿のすすめとしていますが、奥

村教授によると「まじめ」はストレスを介し

て寿命を縮める恐れがあり、笑って、動いて、

明るくマイペースな少々「不良」な健康づく

りの方が免疫力を高め、健康づくりに効果的

であるとしています。表に示す奥村式長寿の

10習慣の内、筆者が思わず微笑んだのは、７

の「ちんたら運動する」でした。これは激し

い運動では逆にＮＫ活性が弱くなり、がんや

感染症にかかりやすくなる可能性があるから

です。３の「夜更かしをしない」も夜更かし

によりＮＫ活性が落ちるので、午後１１時か

ら午前２時の時間帯は熟睡する方がよいとし

ています。２の「ゲラゲラ笑う」や４の「細

かいことは気にしない」もＮＫ活性を元気に

すると考えられます。１の「よく出歩く」、

８の「趣味を持つ」、６の「夫婦仲よくする

など異性に関心を持つ」、９の「ホンネで言

える友を持つ」などもストレスを溜めず、ス

トレスを発散させるのに役立ち、うつや認知

症の防止にも役立つと思われます。 

 食生活については、細かいことを考えずに、

５の「何でもほどよく食べる」を推奨し、さ

らに10の「ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆な

どの発酵食品やキノコをよく食べる」ことを

推奨しています。これは免疫学者らしい奥村

教授の発想で、腸管はリンパ組織が豊富で、

腸内細菌のバランスをよくしておいた方がよ

いためと思われます。 

 奥村教授は「まじめは寿命を縮める「不

良」長寿のすすめ」（宝島社新書）や「腸の

免疫を上げると健康になる」（アスコムブッ

クス）などの単行本を発刊していますので、

関心がある方はこれらの本もお読み下さい。 

 私の生活習慣を奥村式長寿の10習慣に照ら

してみると、私に欠落しているのは２の「ゲ

ラゲラ笑う」です。筆者は若い頃、東京へ出

張して宿泊した場合、よく寄席へ行きました

が、最近は映画館へ行くようになっています。

１の「よく出歩く」は実行しています。３の

「夜更かしはしない」は長年12時に就寝して

いますので、ぎりぎりですが、寝つきがよい

のが取りえです。４の「細かいことは気にし

ない」と少し違うのですが、私は若い頃から

70点主義で世渡りしていますので、ストレス

が緩和されていると思っています。読者の皆

様も奥村式長寿の10習慣を参考にして自分流

の健康長寿法を編み出して、実行して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 60) 

(MEIHOKU-2012.01) 
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914 坪田流抗加齢法 

 

 慶応義塾大学医学部眼科の坪田一男教授は

これまでに不老長寿、抗加齢（アンチエイジ

ング）に関する書籍を何冊か発刊しています。

本欄においても2004年12月号の生活習慣病こ

ぼれ話第75話で「老眼をあきらめるな！目か

ら始まる不老の医学」というテーマで坪田流

抗加齢法を紹介しました。今回は坪田教授が

その後に発刊した「みんなの若返り大作戦

『不老』の方法」と題する文庫本（宝島社、

2005年）の概要を紹介します。この文庫本は

2002年に同社から発刊された「百歳まで生き

る『不老！』の方法」の内容を補筆、更新し

て文庫本化したものです。 

 この本の冒頭には、30問からなる「あなた

の本当の年齢は何歳？」というテストがあり

ます。30問には睡眠、夜間排尿、食事、水分

摂取量、排便、飲酒、喫煙、運動、肥満度、

歯の状態、検診受診歴、過去にかかった病気、

現在かかっている病気、性格、物忘れ度、集

中力、気力、果てはセックスの回数・欲求度

まで含まれています。全ての質問に対する回

答は点数化されており、合計点から医学的な

年齢が割り出せるようになっています。筆者

の場合は実際の年齢より1.4歳若い年齢にな

っていました。 

 ここでは紙面の制約により2004年４月１日

の朝日新聞に掲載されていた坪田教授監修の

10問からなる簡単な老化度（アンチエイジン

グ度）のチェック法を紹介します（表１）。

該当する項目が多いほど実際の年齢に比べて

医学年齢が若いと言えます。筆者の場合は一

問（睡眠時間が６時間で少し不足）と３問

（水分摂取量は1～1.5リットル程度で２リッ

トルには及ばない）がＸで、残りの８問は○

でした。読者の皆さんは何問○ですか？今年

はなるべく○を多くするように努力して、老

化や加齢現象を遅らせ、若返りに励んで下さ

い。８問目の仕事上のストレスは避けられな

いでしょうが、趣味を持つなどしてストレス

の発散法を身につけることはできるはずです。 

 2006年10月に中日劇場で森光子さん主演の

放浪記を鑑賞しましたが、80代半ばの森光子

さんは舞台を軽やかに駆け回り、下肢を高く

上げ、最後にはでんぐり返りをするなど、

30歳以上若く見え、感服しました。 

｢生活習慣病こぼれ話は｣今回で100回を迎

えました。この辺でぼつぼつ筆を置いてもよ

いのですが、名北労基編集者のお勧めもあり、

衣替えをした上で、もう少し健康長寿に関す

る肩のこらない話を連載させていただくこと

にしました。昔若かった筆者も馬齢を重ね、

今年は古希を迎えます。最近は認知症などの

老化病の予防方法（抗加齢）への関心が高ま

ってきました。しかし、健康づくりは子ども

時代から始める必要があり、若年者や働き盛

りの人々の心身の健康づくり法についても触

れたいと思っています。 

 

表１ あなたのアンチエイジング度をチェック

（○が多いほどアンチエイジング度が高い） 

問 チェック項目 ○かＸ

1 睡眠時間は７～８時間とっている  

2 野菜や魚をよく食べている  

3
一日に水（お茶を含めてOK）を自分の体

重の30分の１の量飲んでいる 

 

 

4
お酒は飲まない。または少し（晩酌に１

～２杯）飲む程度 

 

 

5
定期的に運動している。または、 

体をよく動かしている 

 

 

6
ＢＭＩ値（体重㎏÷身長ｍ÷身長ｍ）が

21-22 
 

7 たばこは吸わない  

8 私生活や仕事で、大きなストレスはない  

9 趣味や生きがいを持っている  

10 くよくよせず楽天家、よく笑う方である  

資料：坪田一男：慶応大学医学部教授監修 

(朝日新聞,2006年４月１日) 
 

 

 

 

 

 

 

(生活習慣病こぼれ話 100) 

(MEIHOKU-2007.01) 
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915 南雲流健康長寿法 

   １日１食で20歳若返り！ 

 

 最近書店で南雲吉則医師の若返りに関する

本がよく売れているようです。筆者がよく行

く書店では南雲先生の健康長寿、若返りに関

する本が数冊、目立つコーナーで平積みで置

かれています。妻が南雲先生の「空腹が人を

健康にする １日１食で20歳若返る」と題す

る本を買っていました。私も南雲先生の「二

十歳若く見えるために、私が実践している

100の習慣」を購入しました。この本の表紙

には南雲医師の30歳代の脂ぎった顔写真と現

在の56歳のさわやかな顔写真が対比されてい

ました。この本の表紙の帯には次の数行が書

かれています。 

 

「やめる」だけで若返る！ 

・スポーツは早死の原因 

・「一日一食」で健康になる 

・体臭は野菜中心の生活で抑えられる 

・冷え性は「水シャワー」でなおす 

まずは、２～３個からはじめる 

 

 本の表紙を見るだけで、南雲流の若返り術

のポイントがわかります。南雲医師は乳腺外

科医で、30歳代の頃は食べたいものを食べた

いだけ食べ、あまり運動もしなかったために、

現在より15キロも多い肥満体でしたが、一念

発起して、１日１食、野菜・魚中心の食生活、

運動は通勤時と仕事で、早寝・早起きなどに

より、現在のさわやかな、きりっと引き締ま

った体型になったそうです。 

 

 南雲先生の｢１日１食｣は必ずしも１日に１

回だけ食事をするという意味ではなく、まと

もな食事は１日に１回とし、朝食や昼食は非

常に軽くして、１日分の食事の量を｢腹６分

目｣程度にすることを意味しているようです。

食事量を減らすために、茶碗や皿は子供用か

小型の食器を使っているそうです。先日の新

聞に日野原重明先生の１日の食事が紹介され

ていました。朝はバナナ１本とオリーブ油入

りのリンゴジュース、レシチン入りの牛乳、

昼は牛乳とクッキー２、３個、夜はヒレ肉90

グラムを週２回、その他の日は魚、ブロッコ

リーを含めて野菜をたっぷり食べておられま

す。朝食と昼食で400キロカロリー、夕食で

800キロカロリー、１日の合計は1200キロカ

ロリーとなり、文字通り腹七分目になってい

ます。日野原先生は長年このような食生活を

続けておられるせいか、100歳を越えても若

々しく元気に活躍されています。 

 

 誌面の制約で、南雲医師のその他の主な習

慣を以下に紹介します。 

・食欲がない時は食べず、空腹を感じてから

食べる 

・穀類や小魚などは丸ごと、野菜や果物も皮

ごと食べる 

・抗酸化作用の強いゴボウをゴボウ茶にして

飲む 

・運動は通勤時に大股、速歩で歩く 

・歩行は車が少ない「裏道、細道、日陰道」

を好んで歩く 

・冷水シャワーで冷え症を克服 

・睡眠は夜の10時から午前２時のゴールデン

タイムを含め、「早寝、早起き」を実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 69) 

(MEIHOKU-2012.10) 
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916 女性はなぜ長生きするのか？ 

 

 女性は男性に比べてなぜ長生きするのでし

ょうか？2007年の平均寿命は、男性79.2歳、

女性86.0歳で、女性は男性より約７年長生き

しています。平均寿命が短かった1947年頃で

も男性は50.1歳、女性は54.0歳で、女性は約

４年長生きしています。 

 さて、女性が男性より長生きする理由とし

ていくつか考えられます。第一に、女性の性

染色体はＸＸですが、男性ではＸＹです。Ｙ

染色体はＸ染色体より短いため、生まれつき

男性の方が弱い可能性があります。胎児期で

は女児より男児が多く、出生時でも男児が女

児より約５％多くなっています。しかし、成

長と共に男女差は少なくなり、ついに50歳を

越えると女性の平均寿命が長くなり、その差

は高齢化する程大きくなっています。 

 

表１ 死亡率の男女比 

死因 男/女比 

全死因 1.21 

がん（全部位） 1.58 

喉頭がん 15.00 

食道がん 6.04 

肺がん 2.78 

口腔咽頭がん 2.69 

膀胱がん 2.27 

肝がん 2.13 

胃がん 1.94 

直腸がん 1.82 

膵がん 1.21 

結腸がん 1.05 

胆嚢・胆管がん 0.98 

感染症・寄生虫 1.09 

循環器疾患 0.97 

呼吸器疾患 1.30 

消化器疾患 1.26 

腎疾患 0.81 

糖尿病 1.19 

アルツハイマー病 0.64 

資料：人口動態統計(2007) 

 そこで死亡原因別に男女比を調べてみます

と（子宮がん、乳がん、卵巣がん、前立腺が

んなどの男女特有の疾患を除く）、表１に示

すように、全死因では男女比は1.21倍ですが、

全がんでは1.58倍、がんの部位別に見ますと、

喉頭がんでは15倍、食道がんは約６倍、胃が

んと口腔・咽頭がんは３倍弱となっています。

その他、直腸がんや膵臓がんでも男性の方が

高くなっています。その他の死亡原因で男女

比が高いのは呼吸器疾患と消化器疾患、糖尿

病などです。女性が男性より多い（男女比が

１以下）のはアルツハイマー病、腎疾患、循

環器疾患、胆嚢・胆管がんくらいです。昔か

ら女性は男性より胆石などの胆嚢疾患や甲状

腺疾患にかかりやすいことが知られています。

しかし、表１を見てお気づきのように、男性

は飲酒・喫煙に関連したがんにかかりやすく

なっています。女性では長生きをすることに

よってかかりやすいアルツハイマー病などが

多くなっています。表１から男性では多量飲

酒や喫煙などに関連した生活習慣病にかかり

やすくなっていることがわかります。一般に

女性は男性より野菜や果物をよく食べますの

で、より健康的な食生活も女性の長生きに貢

献している可能性があります。 

 死亡原因の男女差の原因として、さらに男

性では危険な職業に従事する割合が多く、逆

に女性では妊娠・出産に関連した死亡が多く

なっています。 

 男性は生まれつき女性より弱い面はありま

すが、多量飲酒、喫煙、野菜・果物の摂取不

足などの不健康な生活習慣によるところもあ

るようで、生活習慣の改善が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 64) 

(MEIHOKU-2009.01) 
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917 老後の健康とは 

 

 筆者は2010年１月に埼玉県の越谷市で開催

された日本疫学会に参加しました。この学会

には約500人の疫学者が参加し、約330題の研

究発表がありました。今回はこの学会で発表

された報告の内、筆者が興味深く思った報告

を１つだけご紹介します。それは千葉県衛生

研究所長の佐藤真一博士の報告です。佐藤氏

は２年前まで大阪府立健康科学センター（現

大阪府がん循環器疾患予防センター）に勤務

していた循環器病の疫学者で、筆者の知人で

す。佐藤氏は2008年に故郷の千葉県へ帰り、

スケールの大きな健康づくりと生活習慣病予

防に関する研究を企画し、昨年の日本疫学会

で研究計画を発表しました。しかし、知事の

交代、県の財政難などの理由で当初の計画は

思うように進展していないようでした。そこ

で今回の発表は千葉県下のある市の老年大学

卒業生有志の集まりでのグループインタービ

ューの結果に基づくものでした。対象者数は

僅か12名（男性７名、女性５名、内10名は75

歳以上）でしたが、グループ対話から次のよ

うな興味深い結果を得ています。すなわち、

｢健康な老後とは、自分がやりたいことがで

きる状態であり、認知症にならず、寝たき

り期間も短く最期を迎えること、健康とは

健康と感じることであり、象徴的には『飯

がうまいこと』、であった。また、寿命の

延伸を重視した者はいなかった｣というもの

でした。 

 佐藤氏は我が国では今後益々高齢者が増え、

医療も高度化するため医療費の増加が懸念さ

れるが、発想を転換して、健康な老化あるい

は幸福な老化、さらに幸福な最期を支える政

策に向けるべきである。また、これまでの疫

学研究ではいろいろな疾患の原因の解明と予

防に努力してきたが､今後は老後になっても

健康な人（重篤な疾患にかからず、日常生活

に支障がなく、寝たきりにも認知症にもなっ

ていない人）の原因・条件を究明する研究も

行う必要があると提言しています。筆者も同

感です。 

 老化問題の大家の折茂肇氏（健康科学大学

長、元東大医学部老年医学教授）は健やかな

老いを迎えるのに必要なのは、①健康、②年

金や貯金などの経済基盤、③趣味や就労、ボ

ランティア活動、社会奉仕といった生きがい

の３つであるとしています。また折茂氏は厚

生労働省や総務省の調査によると、65歳以上

の高齢者の約８割は健康であり、約４分の１

の人はボランティアを含め、何らかの仕事を

している、高齢者世帯の平均収入は500万円

近く、平均貯蓄額も2,000万円を超えている

としています。 

 筆者は若い頃から食生活に注意し（塩辛い

食品と動物性脂肪の過剰摂取を避ける、野菜

・果物の摂取を多く、腹八分目）、少し時間

的に余裕ができてからは運動（ウォーキング

と筋トレ）に務めているせいか、70歳を超え

ても健康で（ただし、老化現象はいろいろ出

ています）､日常生活にも支障はなく、ボラ

ンティア活動も行っています。また認知症に

ならないように、毎日ウォーキングと脳トレ

（６種類の新聞の速読、読書、食事記録な

ど）にも励んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 38) 

(MEIHOKU-2010.03) 
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918 寿命が１０年延びる１０の習慣 

 

 2011年２月13日号のサンデー毎日に「寿命

が10年延びる10の習慣」という記事が掲載さ

れていました。興味を引くので読んでみると、

サンデー毎日の藤後野里子記者が女子栄養大

の香川靖雄副学長他２、３の研究者から情報

を得てまとめたものです。誌面の制約から以

下に健康寿命を10年延ばす「理想的な１日」

の10の生活習慣を紹介します。 

① 朝食は起床後２時間以内にとる 

 起床後から朝食までの時間は別として、

朝食をとることは重要です。朝食の欠食者

では肥満者が多くなっています。 

② 野菜など繊維質の多いものを先に食べる 

 アメリカのレストランでコース料理をと

ると､最初にかなりの量の生野菜のサラダ

が出てきます。これでお腹がふくれてしま

い、後の肉料理などが満腹するほどには食

べられなくなります。 

③ 朝昼夜と毎食でも鮭をとる 

 鮭、エビ、イクラ、カニなどの赤い色素

はアスタキサンチンで、抗酸化作用があり、

アンチエイジング（抗加齢）に役立つと考

えられています。しかし、緑黄色野菜など

にも多量の抗酸化物質が含まれています。 

④ 昼寝は最大で30分 

 コスタリカでの研究によると、週平均20

分程度の昼寝をする人は､昼寝をしない人

に比べて心筋梗塞の発症率が約３割低下し

ており、45分を越えると逆に約３割以上高

くなっていました。勤務者では短時間の昼

寝も困難かと思いますが、昼食後には短時

間でも休憩するように心がけましょう。 

⑤ 昼寝前にコーヒやココア、お茶を１杯

飲むとすっきり起きられる 

 ④と⑤の昼寝は広島大学の堀忠雄名誉教

授の『安眠健康術』（海流社）からの引用

です。 

⑥ 軽く、しかも10分程度の運動で前頭前

野が活性化する 

 筑波大学大学院の征矢英昭教授（運動生

理学）の動物実験に基づく意見で、軽い運

動でも脳の海馬を活性化し、認知機能の向

上に役立つとのことです。 

 

 

⑦ 牛乳は夕方から夜にかけて飲む 

 これは香川副学長の意見で、骨は夜に作

られるので、骨粗鬆症の予防のために牛乳

を飲むとすると、朝より夕方から夜にかけ

て飲んだ方がよいとするものです。 

⑧ ご飯を軽く１杯分、120キロカロリーを

減らし、3,000歩多く歩く 

 １ヶ月で体重を１キロ（腹囲１センチに

相当）減らすには、運動と節食で7,000キ

ロカロリーを減らす必要があります。

7,000キロカロリーを30で割ると、１日あ

たり240キロカロリーとなり、ご飯１．５

杯分、または歩数で6,000歩に相当します。

節食と運動を半々にすると無理なく実行で

きます。 

⑨ 赤ワインは１日に男性は２杯以下、女

性は１杯以下 

 ブドウの皮にはポリフェノールの一種の

レスベラロトールが多量に含まれており、

抗酸化作用の他に長寿遺伝子を活性化する

という研究報告もあります。 

⑩ 入浴は就寝１時間前までにぬるめの湯

に入るのが望ましい 

 睡眠は心身の疲労回復に重要です。体温

（特に脳）が低下する時に眠くなるので、

寝付きが良くなります。 

 

 寿命を10年延ばす理想的な１日は「朝食を

欠かさず、食事では野菜類を先に食べ、鮭な

どの赤色色素の多い魚や緑黄色野菜などの摂

取に心がけ、ご飯を少し控え目にして、１日

に１時間程度の散歩をして、短時間の昼寝を

とり、夕食では適当な量の赤ワインと牛乳飲

む」ということになります。①から⑩の全て

が実行できなくても、７つか８つ以上実行で

きれば､それなりに健康寿命は延びると思い

ます。 

 ①から⑩を実行しても、たばこを吸ってい

ては延命効果は減弱してしまいます。 

 

禁煙もお忘れなく。 

 

 

 

 

(健康づくり・生活習慣病予防 －健康長寿への道 51) 

(MEIHOKU-2011.04) 
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魔除け瓦を追って（9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私には陶芸やニューオーリーンズジ

ャズ鑑賞など、いろいろな趣味があり

ますが、最も長く組んでいるのは、

「魔除け瓦」の写真撮影です。医学部

を卒業後２年目頃（1964年頃）に循

環器疾患の疫学調査のフィールドの１

つの八尾市の住宅地を歩いていた時、

偶然古風な開業医の屋根に瓦製の鍾馗

さんの像が置いてあるのを見つけまし

た。これを契機としてその後各地を歩

き魔除け瓦を探しました。最も多く見

つかったのは京都市内の住宅地で、数

え切れない位見つかりました。奈良の

奈良町周辺でもたくさん見つかりまし

た。名古屋地方でも戦災で焼け残って

いる住宅地で見つかりました。今回は

比較的最近、名古屋地方で見つかった

魔除け瓦を本書で紹介します。 

（富永記）

セントレヤ空港内の土産屋
で見つけた鍾馗像 
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著者略歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富
とみ

 永
なが

 祐
すけ

 民
たみ

 

1937年６月８日生まれ（満 76 歳） 

 

 

 

学 歴： 

昭和37年３月  大阪大学医学部卒業 

昭和42年３月  大阪大学大学院医学研究科修了（医学博士） 

昭和45年１月  米国ジョンスホプキンス大学公衆衛生学部修士課程修了（ＭＰＨ） 

職 歴： 

昭和42年７月  米国メリーランド大学医学部へ留学（助手、助教授を経て准教授） 

昭和49年１月  厚生労働省公衆衛生局、環境省環境保健部・課長補佐 

昭和52年３月  愛知県がんセンター研究所疫学部長 

昭和60年４月  愛知県がんセンター研究所副所長兼疫学部長 

平成２年４月  愛知県がんセンター研究所長 

平成13年４月  愛知県がんセンター総長 

平成15年３月  愛知県がんセンター定年退職、名誉総長 

平成15年４月  （財）愛知県健康づくり振興事業団・あいち健康の森 

        健康科学総合センター長 

平成19年３月  同上退職、名誉センター長 

 

賞等受賞：ＷＨＯゴールドメダル（1989）「たばこ対策の推進」 

中日文化賞（2003）「がんの疫学・予防とたばこ対策の推進」 

環境大臣表彰（2007）「環境保全に対する貢献」 

日本禁煙科学会賞（2007）「禁煙科学の推進」 

東海テレビ文化賞（2012）「がんの疫学研究とたばこ対策の推進」 

 

主要学会活動：日本癌学会（名誉会員、元理事・学術会長） 

日本乳癌学会（名誉会員、元理事） 

日本乳癌検診学会（名誉会員、元理事・理事長） 

日本疫学会（名誉会員、元理事、学会長） 

日本がん疫学・分子疫学研究会（名誉会員、元代表世話人） 

 

主要役職：厚生労働省厚生科学研究費・循環器疾患等生活習慣病総合対策事業 

研究企画・事前評価委員会・委員 

国立長寿医療センター倫理・利益相反審査委員会・委員長 

犬山市健康推進委員会・会長 

ＮＯＰ法人愛知みらいフォーラム・理事 
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青木平八郎記念予防医学広報事業団について 

 

 青木國雄名大名誉教授・愛知県がんセン

ター名誉総長は、長兄の故青木平八郎氏の遺

産の一部をもとに、予防医学教育のための広

報事業を企画し、記念予防医学広報事業団を

創設しました。これは故平八郎氏の生前から

のご希望にそった企画事業であります。本事

業団の役員構成は別表のように、中部東海地

域の疫学研究会の会員で、青木國雄名誉教授

のかつての共同研究者でもあり、それぞれに

依頼して了承を得たものです。故青木平八郎

氏は長年三重県に居住されていたので、この

事業は三重県において実施することとし、編

集発行責任者は編集発行委員会委員長の三重

大学医学部附属病院・病院長顧問の田島和雄

氏、および本事業団理事長の青木國雄氏がそ

の任に当たることとなりました。 

 本事業団の主な目的は予防医学に関する一

般啓蒙書、卒後教育用の参考資料などの出版

でありますが、従来の書籍発刊ではなく、電

子書籍として発刊するものであります。今や

書籍は保存が難しい時代になりつつあり、ま

た啓蒙書や参考書などは頒布数が限られてお

り、貴重な資料も人目に触れる機会は多くあ

りません。一方、医学関連領域においては未

だ電子書籍は十分に普及しておりませんが、

読みやすさ、保存性、情報交換など機能的に

極めて優れており、やがて日本でも主流の情

報伝達メディアになるものと予想されます。 

 また、この電子書籍はホームページでの公

開も予定しており、幅広い読者層を得られる

ものと期待しております。現在の予定では田

島氏が所属している三重大学医学部の疫学セ

ンターのホームページの中で公開することに

しております。疫学センターは三重大学医学

部附属病院において疫学研究を幅広く推進し

ていくことを目的とし、平成23年度に大学病

院内に設置され、現在はいくつかの企画が進

展しつつあります。本事業団による電子書籍

の出版活動が疫学センターの発展に少しでも

貢献できることを祈っております。 

 さて、本事業団の活動を開始するに当たり

まして、編集委員会は全員一致で最初の刊行

物の著者を愛知県がんセンター富永祐民名誉

総長にお願いすることにしました。富永氏の

30年余にわたる予防医学随筆から抜粋したも

ので、内容も多岐にわたって充実しており、

日常生活における予防推進のための参考資料

として、多くの人々が広く長く利用していた

だけるものと信じております。本事業団はそ

れに引き続いて第二弾、第三弾の発刊を企画

しており、今後も適切な疫学・予防情報を定

期的に発信していく計画を立てておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 
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     表紙絵 三翠ホール 
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