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特集 “糖質制限食と
糖尿病・生活習慣病”
健康寿命は平均寿命よりほぼ 10 歳短く、その主たる原因疾病は血管障
害（脳、心）、そして癌などの生活習慣病で、これらを誘発する一次疾患に
糖尿病があります。我が国には 1,000 万人近くの糖尿病患者とその予備
軍 1,000 万人強がいます。この糖尿病・生活習慣病の対策として、最近
その有効性が広く認められつつあるのが糖質の摂取制限です。本特集では、
「糖質制限食」の糖尿病・糖代謝異常に対する有効性と「糖質制限食」を無
理なく実践できる食事の工夫、次に比較的軽度の糖質制限食は糖尿病以外
の心血管死、総死亡を減少させるという、長期間の疫学研究の成果を報じ
ています。この特集を通じて、「健康な長寿」が実現できるよう「糖質制限
食」への理解が深まることを期待しています。

Editorial

人間みな兄弟姉妹
山岸秀夫＊
昨年の晩秋、京都市美術館で開かれた「二科展」を訪れた。そのデザイン部では、国連
総会で提起された「子どもの権利条約」25 周年を記念して、特別テーマとして、「だれ
もが大切な“ひとり”」を取り上げていた。その権利には、①生きる権利、②育つ権利、
③守られる権利、④参加する権利、等がある。2014 年のノーベル平和賞に、同条約の
国際会議に貢献したインドのカイラシュ・サティヤルティさん（60 歳）と並んで、イス
ラム教の厳しい戒律の中で、11 歳の時から女性教育の権利を訴えてきたパキスタンのマ
ララ・ユスフザイさん（17 歳）が選ばれた。しかしその直後に、パキスタンで勉学中の
子どもに向けた銃乱射事件など数々のテロ事件が発生し、周辺諸国にも拡散しつつある。
このように世界で常時多発しているテロ事件の背後には、政治や宗教にからむ信条の違い
があるにせよ、この地球圏で人間が生存するには、「互いに違うことを認める」（Agree
to Disagree）以外に道はない。すなわち、新人（ホモ・サピエンス）として同じ種に
属し、個人としては互いに兄弟姉妹の関係にあり、遺伝学的多型に富む多様な集団なので
ある。
このことを、畏敬する大野乾氏の遺作、「先祖物語」（羊土社、2000 年）を引用しな
がら、遺伝学の立場から考えてみよう。先ず全ての人には、必ず両親、二人が存在する。
その両親にもそれぞれ両親があり、祖父二人、祖母二人の 4 人となる。すなわち 2 代さ
かのぼれば、4 人の異なる個性（遺伝的形質）が、現在の自分に混在していることは自
明である。このようにして 5 代さかのぼれば 32 人、10 代なら 1,024 人、20 代なら
100 万人、30 代なら 10 億人という先祖が想定される。これはいわゆるネズミ算で、
ネズミ講のトリックもここにある。現在の少子高齢社会での結婚年齢は高齢化しているの
で、1 世代は 30 年前後であるが、歴史的には 1 世代ほぼ 20 年である。そうすると 5
代前は 100 年前ということになり、大正時代である。10 代前は 200 年前で幕末期、
20 代前は 400 年前の江戸時代初め、徳川幕府が鎖国を始めたころで、100 万人の先
祖が想定されるのである。しかし当時の日本の人口総数を 2,500 万人としても、まだ
（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）

＊

2

環境と健康 28（2015）

100 万人都市は存在していなかった。30 代前、600 年前となると室町時代初期で、ご
先祖様は 10 億人となってしまう。このように一見、先祖が無限に拡大していくように
見えるということは、当時の自分自身の祖先が逆に割合少数であったということを意味す
る。
50 代前、1,000 年前ですら、計算上の先祖の数は 1 千兆人と、天文学的数字になる
ので、約 3 万年前の最後の氷河期にアジア本土からベーリング海峡の陸橋を渡って移住
し た、 北 米 現 住 の 人 び と（ ア メ リ カ・ イ ン デ ア ン ） と 日 本 人 の 先 祖 も、5 万 年 前
（2,500 世代前）にさかのぼれば、ほぼ共通ということになる。10 万年、20 万年とさ
かのぼれば、後にヨーロッパ人と呼ばれる人々の先祖と共通となり、40 万年、50 万年
前のアフリカでの人類（新人）発祥を考えると、アフリカ人と共通の祖先を分け合ったこ
とになる。すなわち無限の祖先があるわけでなく、その一部の祖先を分け合って世界に拡
散した兄弟姉妹である。このように考えると、現世界に住む人々の祖先となりえた少数の
人々は、地球環境の極めて過酷な激変のリスクを生き延びた幸せ者であって、かつて本誌
19 巻 2 号（2006 年）Editorial で、「進化パチンコ論」として紹介した、「当たり玉」
ということになる。
ところで全ての現存する生物の遺伝情報は、基本的には細胞核内 DNA の 4 種の塩基
の配列にある。ヒト（現生人類）では、大腸菌のほぼ千倍の情報量があるが、そのうちの
数パーセントが遺伝子として利用され、その遺伝子数は高々 10 倍で、数万程度である。
遺伝子は 23 本の染色体に分布して、生殖細胞の精子や卵子として存在する。私どもは、
それぞれの両親から両者を受け取って、46 本の染色体からなる体細胞を形成する。その
1 個の細胞（受精卵）が母親の胎内で、9 か月のうちに平均 6 日に 1 度、45 回程度の
分裂を繰り返して、細胞数 30 兆前後、体重 4 キログラム程度の新生児が誕生する。そ
して成人して次世代の親となっていく。体細胞の分裂の上限をほぼ 50 回としてもまだ
十分に余裕がある。その際無数の細胞分裂が繰り返される訳であるが、コピー・エラーを
校正する機能が備わっていて、その精度は極めて高く、100 万年経っても、誤字（塩基
置換）は 0.1％程度に過ぎない。しかも機能遺伝子の 3 分の 2 程度には個人差はなく、
その営む機構が生存のためにあまりにも必須であるため、ほぼ 1 億年前の哺乳類の発祥
以来変わらずに温存されている。
それでは、兄弟姉妹の間での遺伝的個人差とは如何なるものであろうか。先ず第 1 に、
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残りの 3 分の 1 の機能遺伝子に見られる遺伝的多型である。その著名な例を挙げると、
臓器移植に際して問題とされる、主要組織適合抗原遺伝子複合体（MHC）の多型である。
MHC 抗原は、クラスⅠ型とⅡ型に大別され、前者はほぼ全ての細胞で発現されて細胞性
免疫の標的となり、後者は免疫系細胞に発現されて体液性免疫を活性化して、抗体を産生
する。この免疫系は自己抗原には寛容で、異物のみに反応し、自他を識別するのが特徴で
ある。ヒトの MHC 抗原は HLA 抗原と呼ばれ、クラスⅠ抗原として、重複した A、B、
C の 3 遺伝子が第 6 番染色体上に連鎖して同時に発現し、クラスⅡ抗原としては、同様
に DR、DP、DQ の 3 遺伝子が発現している。しかもクラスⅠの HLA-A には 50 種、
HLA-B には 97 種、HLA-C には 34 種の多型が存在するので、その計算上の組み合わ
せの総数は 16 万 5 千、クラスⅡの HLA-DR には 20 種、HLA-DQ には 9 種、HLADP には 67 種の多型が存在するので、組合せ総数は 1 万 2 千となる。しかしこれらの
遺伝子は染色体上で互いに近くに位置するので、無数の組み合わせの内、特定の 1 セッ
ト（ハプロタイプ）として次代に遺伝する。したがって各個人は、兄弟姉妹といえども、
両親に由来する異なる HLA ハプロタイプを持つことになる。各ハプロタイプの集団内で
の出現頻度には著明な人種差が存在するが、その多型が温存されていることは、多数の個
体が共存しても、近親交配が少ないことを物語っている。当然臓器移植の際は、両者のハ
プロタイプの一致が望ましいが、1 セットのハプロタイプに限定しても、その一致する
確率は、日本人間で約 100 分の 1、西洋人間では約 1,000 分の 1 程度に過ぎない。し
かしながら現存人類のクラスⅠの HLA-A、50 種の内、20 種について作成された系統
樹によると、その全てがすでに 100 万年前に存在しており、現代人が由来した新人はま
だ存在しない原人（ホモ・エレクトゥス）の時代にさかのぼる。
第 2 にあげられるのは、ヒトの遺伝情報の大半、90％を占める、機能を発現していな
いジャンク DNA（がらくた DNA）で、脊椎動物の進化途上で捨て石として生じた、遺
伝子重複の産物である［オオノ・ススム：遺伝子重複による進化、Springer-Verlag,
New York（1970）
、山岸秀夫・梁永弘（訳）
：岩波書店（1977）
、4 刷（1999）
、オ
ンデマンド復刊（2015）］。その多くは繰り返し配列であるために、コピー数の誤算が
頻繁に生じるのである。したがって、そのコピー数をもって、指紋代わりに、個人差の認
定に用いられている。もっともジャンク DNA の中にも RNA に転写され、タンパク質の
発現調節に関与する他、繰り返し構造のタンパク質を発現している例も知られている。第

4

環境と健康 28（2015）

3 に考えられるのは、出生後に後天的に組織細胞にモザイク状に生じる個人に依存した
小欠失変異であるが、その機能との関連は不明である。
以上の考察から、私共の祖先はほぼ 100 万年前にアフリカに生存していた原人の中に
見られ、現代人の直接の先祖である新人は、ほんの 10 万年前ごろにアフリカから世界
へと拡散し、多種の遺伝的多型を財産として、幸運にも地球環境の激変の中を生き延びて、
多様な小集団を形成したといえる。このような大局的見地に立てば、誰もが大切な“ひと
り”の兄弟姉妹として、地球規模で人類が団結し、助け合い、平和で争いのない世界を築
くことは、後代に果たすべき当然の使命ではなかろうか。

Random Scope
世界全体の食生活が地球環境の持続性と人々の健康に
関わっている
各種統計によれば、現在進行中の世界規模での都市化と所得の増加が伝統的な食生活を変化さ
せ、精製糖、精製脂肪、肉類等の加工食品の消費を高め、温室効果ガス排出量を増加させるだけ
でなく、食糧増産のための土地の開墾が生活習慣病の発生率を上昇させている。そこで、食生活、
環境、健康の 3 者の絡み合った難問を同時に解消するための、地球規模での食生活の改善が求
められている。
（Yan）
Global diets link environmental sustainability and human health. Nature 515, 518522 (2014)
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授を経て、京都女子大学家政学部生活福祉学科教授。京都女子学園理事。著書に「心電図ポケットマ
ニュアル」（共著、金芳堂）、「新心臓病学第 2 版」（共著、医学書院）など。
特別企画：門脇 むつみ（かどわき むつみ）
1970 年生まれ。大阪大学大学院、東京大学大学院で日本・東洋美術史を学ぶ。博士（文学）。大学
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勤務を経て現在は京阪神で非常勤講師をつとめる。日本美術、特に近世絵画が専門。著書に「寛永文
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ナカニシヤ出版）、「知っておきたい食の世界－あけてみよう！食育の玉手箱」（編著、久美出版）、
「食育 BOOK」（監修代表、楽しく学ぼう 食育研究会）など。
連載講座：今西 二郎（いまにし じろう）
1947 年生まれ。京都府立医科大学卒業、同大学院博士課程修了。パリ第 7 大学留学。現在明治国
際医療大学教授、京都府立医科大名誉教授（免疫・微生物学）。専門は微生物学、補完・代替医療、
統合医療。著書に「微生物学 250 ポイント」（金芳堂）、「免疫学の入門」（金芳堂）、「医療従事者の
ための補完・代替医療」（金芳堂）、「病気はなぜ起こる」（プリメド社）、「メディカル・アロマセラ
ピー」（金芳堂）など。
若井 郁次郎（わかい いくじろう）
1946 年生まれ。京都大学工学部衛生工学科卒業、京都大学大学院工学研究科修士課程修了。京都
大学工学博士。京都大学助手、（株）日建設計計画主管を経て、大阪産業大学教授。専門は環境計画
学。著書に「小舟木エコ村ものがたり つながる暮らし、はぐくむ未来」（共著、サンライズ出版株
式会社）など。
丸山 圭藏（まるやま けいぞう）
1936 年生まれ。1959 年京都大学理学部（植物学科）卒業後、米国カーネギー研究所、京都大学
ウィルス研究所、同理学部植物学科、各助手を勤め、京都大学理学部助教授を経て、1987 年同教
養部教授、1992 年同総合人間学部教授、理学博士。2001 年京都大学名誉教授。専門分野は、細
胞生物学、生物学概論。著書に、共立出版より「生命－永遠を指向するもの、1979」、
「生命とは
何か、1986」、「生きる－なぜ、何のために、1992」
、「生きるよすがを求めて、1997」など。
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真柄 希里穂（まがら きりほ）
1965 年生まれ。お茶の水女子大学・大学院（社会科学）修士課程修了。専門は精神保健学、援助
技術論。国立下総療養所、財団法人精神医学研究所ソーシャルワーカーを経て、種藝種智院・種智院
大学人文学部講師。著書に「相談援助の理論と方法Ⅱ（第 2 版 2014）社会福祉士シリーズ 8」
（共著、弘文堂）など。
コラム：小川 侃（おがわ ただし）
1945 年生まれ。京都大学文学部哲学科卒、京都大学大学院文学研究科博士課程終了、京都大学博
士（文学）。1991 年より京都大学大学院人間・環境学研究科教授、2002 年京都大学大学院地球
環境学堂および人間・環境学研究科両任教授、2008 年より人間環境大学学長、2010 年より人間
環境大学特任教授、2012 年度より甲子園大学学長を歴任。京都大学名誉教授。専門は現象学、政
治哲学。著書に「現象のロゴス」（勁草書房）、「風の現象学と雰囲気」（晃洋書房）、「雰囲気と集合心
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（晃洋書房）など。
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特集“糖質制限食と糖尿病・生活習慣病”

にあたって
小野公二＊
顧みると 1960 年には 70 歳にも達しなかった男女の平均寿命が、1980 年には脳卒
中死亡の著しい減少の結果、世界 1 位を達成するまでに大幅に延長し、そして、昨年 7
月 31 日の厚生労働省発表によると、男性の平均寿命が初めて 80 歳を超えて 80.21 歳
（世界 4 位）に、女性は 86.61 歳（世界 1 位）になった。一方、10 月 1 日に同じく厚
生労働省が発表した健康寿命は男性 71.19 歳、女性 74.21 歳で、平均寿命と比べると、
それぞれ、9.02 歳と 12.40 歳短い。その主たる原因疾病は血管障害（脳、心）と癌な
どの生活習慣病である。そして、これらを誘発する一次疾患に糖尿病がある。我が国の糖
尿病患者数は 1,000 万近く、その予備軍を含めると 2,000 万に達する人々が糖尿病の
危険に直面している。この糖尿病・生活習慣病の対策として、最近その有効性が広く認め
られつつあるのが「糖質制限食」である。
今回の特集では、糖尿病、糖代謝異常への対策として、また生活習慣病全般の予防とし
て、糖代謝に関わる生理学的・医学的新知見を基に組み立てられた「糖質制限食」の有効
性を、これまでの治療の取り組みの成果を基に高雄病院理事長の江部康二先生に論じて頂
き、続いて同病院管理栄養科長の橋本眞由美先生に糖質の摂取制限がどの様な食事によっ
て無理なく実践できるか、そのノウハウを説明頂く。最後に、長年に亘って観察対象を追
跡した疫学研究によって得られた、比較的軽度の「糖質制限食」は心血管死、総死亡を減
少させ、糖質の摂取制限が健康の保持と増進に ｢有効｣ かつ ｢安全｣ であるとの結果を、
京都女子大学の中村保幸先生に報告して頂く。
健康寿命を延ばし平均寿命に近づける努力は、各個人の老齢期を充実した楽しいものに
する為に、また社会科学の視点からは、人口縮小に向かう我が国の実質的な労働人口の減
少を緩和する点で重要である。更に、医療を中心とした諸々の社会保障を支える国民の財
政負担を軽減する点でも重要である。この特集を通じて、「健康な長寿」が実現できるよ
う糖質の摂取制限への理解が深まることを期待する。
エネルギー源としての糖質の大量生産は農耕の開始によって可能になり、その結果、人
口の急膨張が生じた。大規模なモンスーン地帯であり、稲作によって大量の糖質を生産で
きるアジアが巨大な人口を抱え得るのはこの故に他ならない。こうした現状に鑑みると、
巨大な人口を養うのに、我が国のような経済先進諸国で可能なことが他でも実行可能か如
何かには疑問もある。糖質制限には至らずとも糖質摂取の弊害を回避する巧みな栄養法の
研究や普及もまた重要な課題と思われる。
京都大学原子炉実験所・附属粒子線腫瘍学研究センター客員教授、京都大学名誉教授（放射線腫瘍学）

＊
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糖質制限食の有効性と可能性

－糖尿病・動脈硬化・癌・肥満と糖質制限食－
江部康二＊
要 旨：米国糖尿病学会によれば、摂取後糖質は 100％血糖に変わるが、
タンパク質・脂質は血糖に変らない。現在糖尿病において、食後高血糖と平
均血糖変動幅増大が、最大の酸化ストレスリスクであり、糖尿病合併症・動
脈硬化・老化・癌・アルツハイマー病の元凶とされている。それらを生じる
のは糖質摂取時だけなので、糖質制限食なら予防できる。糖質制限食の普及
状況・リスク・実践時の注意、がんと糖質制限食について論考する。
１．血 糖値を上げるのは糖質だけ（3 大

に血糖値を上昇させ、2 時間以内にほと
んどすべてが吸収されます。これらは含有

栄養素と血糖値）
米国糖尿病学会（ADA）によれば、食

エネルギーとは無関係な三大栄養素の生理

べ 物 が 消 化・ 吸 収 さ れ た あ と、 糖 質 は

学 的 特 質 で す。1997 年 版 の Life With

100 ％ 血 糖 に 変 わ り ま す が、 タ ン パ ク

Diabetes（ADA）では、「タンパク質は

質・脂質は直接血糖に影響を与えません

約半分が血糖に変わり、脂質は 10％未満

1）
（表 1）
。また糖質は、摂取直後から急峻

が血糖に変わる」という記載がありました

表1 食物グループ中の栄養素
ADA：Life With Diabetes
A Series of Teaching Outlines by the Michigan
表 1 食物グループ中の栄養素
Diabetes Research and Training Center 2004
食物ｸﾞﾙｰﾌﾟ

栄養素

血糖に
与える影響

でんぷん

炭水化物

大きい

速い

炭水化物

大きい

速い

牛乳
炭水化物
（甘くしたものなど タンパク質
含む）
脂肪

大きい

野菜

小さい

血糖に与える影
響の速度

タンパク質
果物

炭水化物

速い
（低脂肪牛乳と全
乳はやや遅い）
速い

タンパク質
肉

タンパク質

－

－

－

－

脂質
脂質

脂質

出典：文献 1
高雄病院理事長（内科医、漢方医）

＊
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が、2004 年版では変更されています。

クとなることがわかってきました。そして、

このように糖質、脂質、タンパク質のうち

食後高血糖と平均血糖変動幅増大を起こす

糖質だけが血糖値に直接影響を与え上昇さ

のは、三大栄養素のなかで糖質だけです。

せます。従って、糖質を摂取した時にはイ

従って糖質を摂取しなければ食後高血糖は

ンスリンが大量に追加分泌されます。脂質

生じず、血糖値はリアルタイムに改善しま

を摂取しても、インスリンの追加分泌はあ

す。一方カロリー制限をしても糖質を摂取

りません。タンパク質はごく少量のインス

すれば必ず食後高血糖と平均血糖変動幅増

リンを追加分泌させます。

大を生じます。つまり従来の糖尿病食（カ
ロリー制限高糖質食）では、糖尿病合併症
を予防するのは困難なのです。その一例と

２．食後高血糖と平均血糖変動幅
現在糖尿病において、食後の急激な高血
糖（グルコーススパイク）が大きな問題と

して、図 1 に 2 型糖尿病患者での 2 種の
食事療法と血糖値の変化を示します。

して注目されています。食後高血糖が、心
筋梗塞や脳梗塞などの合併症を起こす危険

３．酸化ストレスとは

因子として確立されたからです。また一日

人体は、酸化反応と抗酸化反応のバラン

における、食前・食後・空腹時など、血糖

スがとれていると、正常に機能します。酸

化反応が抗酸化反応を上まわった状態を酸
値の変動幅（平均血糖変動幅）が大きいほ
図1 2型DM 28才女性
HbA1c6.5％（NGSP）
化ストレスといいます。細胞内のミトコン
ど、酸化ストレスが増強し動脈硬化のリス
糖尿病食（高糖質）1400kcal
2005.8.24薬なし
2005.8.26薬なし

糖質制限食1400kcal
360

321

310

261

260

212

210
160
110
60

88
64

mg/dl

図1

87

77

222

178
100

88

106

82

80

2 型糖尿病患者での食事制限と血糖値の変化

患者：28 歳女性、HbA1c6.5％。◆：糖尿病食（1,400kcal、糖質 60％）、2005/8/24
■：糖質制限食（1,400kcal、糖質 12％）、2005/8/26
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ドリアの活動で日常的に活性酸素が発生し

４．糖質制限食の実際

ますが、生体の抗酸化反応で処理していま

糖質制限食の基本的な考え方は、上述の

す。 ス ー パ ー オ キ シ ド デ ィ ス ム タ ー ゼ

ような生理学的事実をベースに、できるだ

（Superoxide dismutase, SOD）は、細

け糖質の摂取を低く抑えて、食後高血糖を

胞内に発生した活性酸素を分解する酵素で

防ぐというものです。簡単に言えば、主食

す。生体内のビタミン C、ビタミン E、グ

を抜いておかずばかり食べるというイメー

ルタチオンなどが抗酸化作用を有していま

ジになります。抜く必要がある主食とは米

す。ヒトにおいて、最も一般的な酸化スト

飯・めん類・パンなどの米・麦製品や芋類

レスの発生源は喫煙と高血糖です。

など糖質が主成分のものです。3 食主食

高血糖は、糖化蛋白の生成を亢進させま

抜きのスーパー糖質制限食（糖質 12％、

す。糖化蛋白は、様々な酵素と反応して、

タンパク質 32％、脂質 56％）なら、2

活性酸素を生成します。活性酸素は生体の

型糖尿病患者でも、薬に頼ることなく速や

酸化反応の大本です。酸化ストレスが、糖

かにリアルタイムで良好な血糖コントロー

尿病合併症・動脈硬化・老化・癌・アルツ

ルが可能です。1 回の食事の糖質の摂取

ハイマー・パーキンソン等、様々な疾病の

量を 10～20g 以下にします。間食は 1

元凶とされています。

回の糖質量 5g までとし、1 日 2 回まで

血糖値に関しては食後高血糖と平均血糖

です。

変動幅増大が最大の酸化ストレスリスクと

糖質制限食で高血糖は改善しますが低血

されています。これは世界中の医学界にお

糖にはなりません。肝臓でアミノ酸、乳酸、

いて、認められています。糖質・脂質・タ

グリセロールなどからブドウ糖を作る（糖

ンパク質のうち、食後高血糖と平均血糖変

新生）からです。あと、昼だけ少量の主食

動幅増大を引き起こすのは、糖質だけです。

を食べて、朝と夕は抜きのスタンダード糖

従って、日本糖尿病学会推奨の従来の糖尿

質制限食、朝と昼は少量の主食を食べて夕

病食（カロリー制限高糖質食）を我慢して

は主食抜きのプチ糖質制限食があります。

頑張って実践しても、食後高血糖と平均血

糖尿病の人には、食後高血糖が 1 日を

糖変動幅増大を予防することは、理論的に

通して生じないスーパー糖質制限食がお奨

不可能なのです。糖尿病の食事療法におい

めです。ダイエット目的ならスーパー糖質

て、食後高血糖と平均血糖変動幅増大を予

制限食を 2 週間ぐらい実践してあるてい

防できるのは糖質制限食だけなのです。

ど体重が減少したら、スタンダードやプチ
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で維持するというパターンもあります。従

率 20％で脂質制限したグループは、対照

来の糖尿病食のような厳しいカロリー制限

群に比較して乳癌、心血管疾患、大腸癌リ

をする必要はありませんが、糖質制限食は

スクを下げない」ことが JAMA で報告さ

カロリー無制限ということではありません。

れ、「脂肪悪玉説」という常識が覆りまし

厚生労働省のいう一般的な標準摂取カロ

た2－4）。また米国の女性看護師 82,802

リーの範囲、すなわち身体活動レベルが低

人を 20 年間追跡したところ、炭水化物

い 場 合、 男 性 は 1,850～2,250 キ ロ カ

が少なく脂質とたんぱく質が多い食事でも、

ロ リ ー / 日、 女 性 は 1,450～1,700 キ

冠動脈疾患のリスクは上昇しなかったこと

ロカロリー / 日くらいが目安です。写真

が報告されました5）。

1 は従来の糖尿病食（ご飯あり）と糖質
制限食の比較です。

６．ケトン体について
2014 年 1 月 12 日（日）大阪国際会

５．糖質制限食のリスクは？

議場で第 17 回日本病態栄養学会年次学

糖質を制限すれば相対的に高蛋白・高脂

術集会が開催されました。その集会で宗田

質食となります。従来高脂質食が心血管疾

らは、普通に糖質を食べている女性におけ

患、大腸癌、乳癌などのリスクと考えられ

る人工流産児の絨毛のβヒドロキシ酪酸値

てきましたが、米国の 5 万人で 8 年間と

を、58 検体測定し、平均 1,730μmol/L

いう大規模介入試験において「脂質熱量比

で、 通 常 の 成 人 基 準 値（85μmol/L 以

写真1 通常の糖尿病食と糖質制限食
糖質制限食

通常の糖尿病食

糖質の割合が食事の
６割を占める

糖質の割合が低く、
たんぱく質、脂質が主
体。血糖値を上げにくい。
3

写真 1
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通常の糖尿病食と糖質制限食
共に約 500kcal。
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下）に比しはるかに高値であることを報告

を知っておく必要があります。

しました。βヒドロキシ酪酸はケトン体の
一つです。58 検体全てが成人の基準値よ

７．日本における糖質制限食による治療報告

りはるかに高値でしたので、胎児のケトン

糖質制限食の臨床実践は、1999 年か

体の基準値は成人よりかなり高値であると

ら釜池が宇和島で開始し6）、同時に高雄病

言えます。6 週から 18 週までの胎児の

院でも筆者の兄、江部洋一郎が開始し有効

絨毛間液のケトン体値がこれほど高値であ

例 を 重 ね ま し た。 そ の 経 験 を 踏 ま え

ることは、胎児の脳を始めとした組織の主

2005 年 に 筆 者 が 単 行 本 を 出 版 し ま し

たるエネルギー源はケトン体である可能性

た7）。医学文献では、2004 年に筆者が

を示唆しており、このことはそのままケト

本邦初の糖質制限食有効例の報告を行いま

ン体の本質的安全性を証明するものです。

した8）。 灰 本 ら は 2008 年 に、2 年 間 の

勿 論 58 検 体 全 例 で、 酸 性 血 症（ ア シ

介入研究で低糖質食は高糖質食と摂取カロ

ドーシス）はありませんでした。また生後

リーは同一でも有意に 2 年後の HbA1c

4 日目の新生児 312 名において、血中β

と BMI が下がることを報告しました9）。

ヒドロキシ酪酸の平均値は 240.4μmol/L、

2009 年 に は 重 症 糖 尿 病（HbA1c ＞

生後 1 ヶ月の新生児 40 名において、血

9.0％）への糖質制限食治療で、インスリ

中β ヒ ド ロ キ シ 酪 酸 の 平 均 値 は 400

ンを使用することなく半年後に HbA1c

μmol/L と一般的な基準値よりはるかに

が 10.9 から 7.2％へ下がり、LDL-C は

高値であることが報告されました。この

低下、HDL-C は上昇することを報告しま

データは、新生児においても血中ケトン体

した10）。坂東・中村は約 1,000 人を肥満

は重要なエネルギー源となっていることを

外 来 で 治 療 し、 低 糖 質 食 の 有 効 性 を

示唆しており、ここでもケトン体の安全性

2008 年に報告しました11）。2009 年に

が保証されたことになります。このように

は、医学雑誌に筆者が小論文を発表しまし

インスリン作用が確保されている限りは、

た12）。山門らは 2009 年に、低糖質食の

血中ケトン体が現行の基準値よりはるかに

有効性を糖尿病学会年次学術集会で初報告

高値でも、生理的なもので安全なのです。

しました13）。その後糖質制限食の普及に

生理的ケトン体上昇は、インスリン作用の

伴い、多くの研究報告が学会で発表され、

欠落に伴う病理的「糖尿病ケトアシドーシ

学術論文でも報告されるようになりました。

ス」とは全く異なる状態で安全であること

特集 / 糖質制限食と糖尿病・生活習慣病
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８．がんと糖質制限食

16

高インスリン血症も高血糖も肥満すると起

高血糖にも高インスリン血症にも、発が

こりやすくなりますが、この 2 つに発が

んリスクがあります。つまり高血糖や高イ

んリスクがあることが明らかになっていま

ンスリン血症にならないような食生活が、

す。生活習慣病型のがんについて、スー

がんの予防になる可能性は高いのです。が

パー糖質制限食には予防効果のある可能性

ん細胞はブドウ糖しかエネルギー源として

が非常に高いと考えられます。なぜならば、

利用できず、正常細胞のように、脂肪酸や

肥満、高インスリン血症、高血糖、これら

ケトン体を利用できないことがわかってい

生活習慣病型のがんにつながると疑われて

ます。米国で 1、2 を争う癌専門病院、

いる要因の全てを、スーパー糖質制限食で

ニューヨークメモリアルスローンケタリン

防ぐことができるからです。肥満、高イン

グがんセンターのセンター長兼 CEO、ク

スリン血症、高血糖は、いずれも糖質過剰

レイグ・トンプソン博士は「脂質を多く食

な食生活で起こります。トンプソン博士も

べてもがんのリスクは全く上昇しません。

指摘しているように糖質過剰こそ生活習慣

糖質を多く食べるとがんのリスクを著しく

病型がんの元凶である可能性が高いのです。

高めます。タンパク質はその中間に位置し

がんには、感染症型と生活習慣病型の

ま す 」 と 講 演 で 述 べ て い ま す（http://

2 つのタイプがあります。感染症型のが

www.youtube.com/watch?v=

んとしては、胃がん、肝がん、子宮頸がん

WUlE1VHGA40#t=27m0s）
。

などがあります。これらは、感染症が引き

生活習慣病型のがんについては、世界が

金になって起こるタイプのがんです。がん

ん研究基金が 2007 年に「肝臓がん、膵

細胞は、正常な細胞が増殖するときに遺伝

臓がん、食道がん、子宮体がん、大腸がん、

子つまりＤＮＡの複製に失敗して、生まれ

乳がん、胆のうがんの七つには、肥満がか

てしまいます。細菌やウイルスに感染する

かわっている」と報告しています。肥満は

と、炎症を起こし細胞が頻繁に壊れます。

生活習慣に起因しているため、これら七つ

それを修復するには細胞が増殖しなければ

のがんは生活習慣病型と呼ばれており、日

なりませんが、このときに DNA の複製に

本を含めた先進諸国で急増しているタイプ

エラーが起こり、それが蓄積されると、が

です。そして、生活習慣病型のがんについ

ん細胞が発生します。つまり、細菌やウイ

て、元凶ではないかと疑われているのが、

ルス感染により慢性炎症が起こり、細胞傷

高血糖であり高インスリン血症なのです。

害と再生を繰り返す機会が増えて細胞内の

環境と健康 28（2015）

特集 / 糖質制限食と糖尿病・生活習慣病

遺伝子異常が蓄積されて発症するのが、感

ピローマウイルスの持続感染が主な原因で

染症型のがんなのです。持続炎症により細

がん化を起こします。

胞が頻繁に壊れると、細胞はそれだけ多く

糖質制限食でも感染症型のがんについて

の増殖をしなければなりません。DNA の

は、発症予防効果はあまり期待できません。

複製を頻繁に繰り返すため、エラーが起こ

何故なら細菌やウイルスの持続感染を食事

りやすくなり、がん細胞の発生リスクが増

療法（糖質制限食）で取り除くことはでき

すわけです。

ないからです。しかし、現代の日本では感

胃がんを例にして、がん発症のメカニズ

染症型のがんは減りつつあり、生活習慣病

ムを考えてみましょう。胃がんの主な原因

型のがんが増えています。生活習慣病型の

は、胃の中にヘリコバクターピロリという

がんに関しては、上述の如くスーパー糖質

特殊な細菌が住みつくことだといわれてい

制限食で発症予防が期待できます。

ます。ピロリ菌の持続感染により、胃粘膜

すでに発症してしまったがんに関しては、

が慢性の炎症を起こします。感染者の多く

スーパー糖質制限食よりさらに厳しい糖質

は小児期にピロリ菌に感染し胃炎を起こし

制限食である、「ケトン食」の出番です。

ます。このピロリ菌による胃炎は、ストレ

アメリカでは 2011 年からアイオワ大学

スなどによる胃炎などに比べると、大変多

と NIH（米国国立衛生研究所）によって、

くの炎症細胞が存在することが特徴です。

肺がんと膵がんに対するケトン食の効果を

ピロリ菌が、小児期から長年に亘り持続感

確かめる臨床研究が進められています。ケ

染すると、慢性炎症により胃粘膜細胞は傷

トン食とは、難治性てんかんの子供に用い

害と再生を繰り返し、徐々に胃粘膜萎縮が

ら れ る 治 療 食 で、 脂 質 の 割 合 が 75～

胃内全体へと進展していきます。胃がんを

80％で、糖質は 5％であり、言ってみれ

はじめ多くのがんは細胞内の遺伝子異常が

ば、糖質制限食をもっと徹底させたもので

蓄積され発症すると考えられています。萎

す。ケトン体は脂肪酸の代謝産物で、脳や

縮性胃炎の段階になると、細胞内の遺伝子

人体における最も効率のよいエネルギー源

異常の蓄積が過剰となり、胃がん発症の大

であり、動物実験ではがん細胞抑制作用が

きなリスクとなります。胃がんと同様、肝

確認されています。がん細胞は、ブドウ糖

がんの場合は B 型肝炎ウイルスや C 型肝

しかエネルギー源にできません。正常細胞

炎ウイルスの持続感染により起こりやすく

のように、ケトン体や脂肪酸をエネルギー

なりますし、子宮頸がんの場合は、ヒトパ

源にすることができないのです。まだ仮説

特集 / 糖質制限食と糖尿病・生活習慣病
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段階ではありますが、ケトン食実践により

値が改善します。このため既に、経口血糖

がん細胞を兵糧攻めにし、ケトン体による

降下剤の内服やインスリン注射をしている

がん細胞抑制効果が期待できます。「がん

糖尿病患者は、低血糖予防のために主治医

と糖質制限食」「がんとケトン食」に関す

と相談する必要があります。しかし血液検

る今後の研究が楽しみです。

査で、活動性の膵炎がある場合、肝硬変の
場合、そして長鎖脂肪酸代謝異常症は、糖

９．糖質制限食の普及

質制限食は適応となりませんのでご注意く

米 国 糖 尿 病 学 会 が、Diabetes Care

ださい。糖質制限食は相対的に高脂肪食に

2013 年 10 月 9 日オンライン版に、成

なるので、活動性膵炎には適応とならない

人糖尿病患者の食事療法に関する声明を発

のです。肝硬変では、糖新生能力が低下し

表して、全ての糖尿病患者に適した「唯一

ているため低血糖の恐れがあり適応となり

無二の食事パターン」は存在しないとの見

ません。長鎖脂肪酸代謝異常症では、脂肪

解を表明しました。これは 1969 年の食

酸が上手く利用できないので、適応となり

品交換表第 2 版以降、「カロリー制限食」

ません。腎不全の場合は、患者とよく相談

という「唯一無二の食事パターン」を推奨

して、個別に対応することとなります。

し続けている日本糖尿病学会への痛烈な批
判となっています。そして、患者ごとにさ
まざまな食事パターン、地中海食、ベジタ
リ ア ン 食、 糖 質 制 限 食、 低 脂 質 食、
DASH（Dietary Approaches to Stop
Hypertension）食が、受容可能であると
しています。つまり米国糖尿病学会は、既
に糖質制限食を公的に容認しているのです。
なお同声明において、糖尿病腎症患者にお
ける蛋白質制限の意義も明確に否定しまし
た。

10．糖質制限食を実践する時の注意
糖質制限食により、リアルタイムに血糖
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Random Scope
食餌による腸内細菌叢の変化が自己炎症性疾患に影響する
ヒトの慢性再発性骨髄炎に類似したインターロイキン 1 ベータ（IL-1β）依存骨髄炎を発症
させたモデルマウスでは、腸内細菌叢が変化し、プレヴォテラ属が増殖する。そこで高脂肪食を
マウスに与えたところ、プレヴォテラ属細菌が顕著に減少し、骨髄炎の発症が防御された。IL1β前駆体の好中球での発現も低下した。すなわち腸内細菌叢の変化が、この種の炎症の発現過
程を調節する要因の一つとして働いていることを示している。
（Yan）
Dietary modulation of the microbiome affects autoinflammatory disease. Nature
516, 246-249 (2014)
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糖質摂取を制限した食事の実際
橋本眞由美＊
要 旨：三大栄養素の中で血糖値を上昇させるのは炭水化物（糖質）のみで
あり、蛋白質、脂質は影響しない。この考えの下に“炭水化物（糖質）を除
く食事”すなわち“血糖値を上昇させない食事”を糖尿病治療食として病院
食に導入している。健常者であっても精製された炭水化物の過剰摂取が生活
習慣病や糖尿病予備軍を作っていくことになりかねない。糖質摂取を制限す
る意義とその具体的な方法と内容を紹介する。
はじめに

ロール食（食養の食）を導入して糖尿病患

著者の勤務する高雄病院は、京都の北西

者にも提供するようになりました。それか

部にあり、紅葉で有名な神護寺、高台寺に

ら 15 年 後 の 1999 年 に は、GI値（注1） の

繋がる国道 162 号線沿いの自然に恵まれ

低い玄米飯ですら控えめに摂取する糖質制

た環境の中にあります。漢方・アレルギー

限食を江部洋一郎名誉院長が導入し今日に

治療・糖尿病治療を三本柱とした医療を展

至っています。ここでは、なぜ体に良さそ

開している病院です。交通の便が悪いにも

うな玄米まで控えないといけないのかを説

かかわらず全国から治療にお越しいただい

明します。

ています。今回は、主に糖尿病治療として

１）食養食の特徴：当院の食事はエネル

当院が取り組んでいる糖質摂取を制限した

ギーコントロール食になっており、一般的

食事について紹介いたします。

な治療食と食養食の 2 通りあります。食
養食は、主食には GI 値の低い玄米を使用

１．糖尿病治療食、エネルギーコントロー
ル食から糖質制限食への流れ
約 30 年前の 1984 年頃から病院食の

し、副食からは牛、豚、乳製品を除いてい
ます。たんぱく質源は、魚介類、大豆製品、
卵を中心に使用し、ここに野菜と芋や海草

主食に玄米飯、副食には魚や大豆製品、野

類を組み合わせています。使用するお出し、

菜や海草類を中心にしたエネルギーコント

調味料は吟味し旬の食材を使用した和食中

高雄病院管理栄養士（食物栄養学）

＊

 I 値（グリセミック・インデックス）：グリセミック指数とは、炭水化物が消化されて糖に変化する速さを相
G
対的に表す数値である。食品の炭水化物 50g を摂取した際の血糖値上昇の度合いを、ブドウ糖を 100 とした
場合の相対値で表したもの。糖尿病治療には、全粒穀物など低 GI 値食品の摂取を薦めている。

注 1）
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心の食事です。当初はアレルギー疾患や糖

は食べず、これをサーロインステーキに変

尿病患者に、現在は主にアレルギー疾患の

えてみましょう。肉 200g であっても糖

患者に提供しています。

質 は、0.6g し か な い の で 血 糖 は、

２）糖尿病の人と糖質の関係：糖尿病を

1.8mg しか上昇しません。ですから空腹

発症してしまった方は、ごはんやパン、麺

時にステーキを食べても 121.8mg とほ

類などの小麦粉類と芋など糖質の多い食材

とんど変化がないのです。血糖値が上昇す

を食べると血糖値が上昇してしまいます。

ることがなければ、膵臓からインスリンホ

たとえ玄米や十割のそばであっても上昇す

ルモンを分泌することもなく膵臓は休憩す

るのです。食養食の食事であっても、血糖

ることができます。糖質を控えて出来るだ

コントロールは難しいということになりま

け疲れ切った膵臓を休めて下さい、膵臓を

す。

いたわる食事にしましょうというのが糖質

３）糖質って？：食物繊維は消化されま

摂取を控え下さいという一番の理由です。

せんので糖尿病などの生活習慣病とは関連

もし主食を摂るのなら未精製のものを、白

しません。炭水化物のうち問題なのは糖質

米より玄米、白いパンより全粒粉使用のパ

だけですが、食品に表示されていないとき

ン、十割そばを選び少量に留めるようにし

は炭水化物をほぼ糖質と考えてもらってよ

ましょうというのが糖質制限食の意義です。

いでしょう。

５）健常者でもミニスパイク（小さい血

４）糖質が血糖に及ぼす影響と糖質摂取

糖上昇）が起こっている：糖尿病の方だけ

を制限する意義：三大栄養素と呼ばれる、

でなく、健常者でもミニスパイクは普通に

炭水化物（糖質）、脂質、蛋白質のうち血

起こっています。健常者は、インスリンの

糖値を上げてしまうのは唯一炭水化物（糖

分泌は正常ですので血糖値には問題は見ら

質）のみであり、蛋白質と脂質は影響しま

れませんが、糖質過多の食生活を送ってい

せん。糖尿病を発症してしまうと、体重

ると絶えずミニスパイクを起こしてしまい

64kg の人で平均して 1g の糖質が血糖を

糖尿病や生活習慣病に繋がる可能性は高い

3mg 上昇させます。例えば、ごはん 1 膳

と考えます。砂糖を多量に含んだジュース

の糖質は 55.2g、これを食べると血糖値

やスポーツドリンク、菓子類の取りすぎ、

は 166mg 上昇します。空腹時の血糖値

飲酒後の麺類やダラダラ食いを止めるよう

が 120mg とすると食後は約 290mg ま

にするだけでもミニスパイクを回避するこ

で上がっていることになるのです。ごはん

とができます。
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２．糖質摂取を制限する方法

２）食べてもよい食品は？

ここからは、糖質を控えめにする方法に

肉類全般・練り製品を除く魚介類・卵・

ついて説明していきます。糖質を制限する

大豆やチーズなどの乳製品と葉物中心の野

というのは、一言でいうなら主食となるご

菜類・きのこ・海藻類・少量の種実類、オ

飯、パン、麺類などを抜き、おかずをしっ

リーブ油やバター・マヨネーズ、蒸留酒や

かり食べる食事のことです。主食がある食

糖質 0 ビールと糖質 0 酒、果物はアボガ

事（写真 1）から主食を抜いておかずを

ドです。甘味料は血糖を上昇させないラカ

増やした食事が写真２になります。

ント S（注2）がお勧めです。

１）糖質が多く食べるのを控えた方がよい
食品は？

３）糖質を控える食事の 3 パターン

主食になるご飯とパン・麺類などの小麦

① 3 食とも主食を除くスーパー糖質制

類・芋類全般、人参、とうもろこし、蓮根、

限食、②昼のみ主食をとり、朝、夕は除く

南瓜など糖質を多く含む野菜、味付け缶詰

スタンダード糖質制限食、③朝・昼は主食

や佃煮類・バナナ・柿など糖質の多い果物

をとり、夕のみ除くプチ糖質制限食などあ

やレーズンや干し柿などの干した果物・

りますが、早く効果があるのは①、サラ

ソース・ケチャップ・焼き肉のたれなどの

リーマンで昼はなかなか難しいという方に

調味料と砂糖やみりん、はちみつなどの甘

は②、少し糖質を控えてみよう思われる方

味料などです。

が簡単に始められるのが③です。

写真 1

主食の玄米と副食の食事

写真 2

主食なしで副食のみの食事

 カント S：ゼロカロリーの自然派甘味料。羅漢果から抽出した高純度エキスとワインやきのこなどに含まれ
ラ
る甘味成分エリスリトールでできた血糖を上昇させない甘味料。

注 2）
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４）糖質を控えめにする工夫

③間食は：糖質 5g 程度を 1 日 2 回に。

①料理の工夫：自宅ではバター、マヨ

糖質 5g は、ナッツ（ピーナッツなら 30

ネーズやオリーブ油などの油を上手に利用

粒程）とチーズ 1 個位の量になります。

したり、お出しをしっかり取り旬の食材

またカロリー 0 飲料なら 350cc を 1 本、

（野菜）を調理すれば薄味であっても十分

カロリー 0 ゼリーならできるだけ容量の

美味しい味付けになります。意外なことに

少ないものを 1 個程度に。コーヒーには、

ごはんなど淡泊な主食が無い分、おかずだ

生クリーム、フレッシュは結構です。甘い

けになると比較的薄味になるのです。ごは

デザートを作る時にはラカント S を使用

んの代わりに主食として豆腐を利用される

します。

方もありますが、糖質を控えることに慣れ

④アルコールは：糖質 0 ビールや糖質

てくると主食へのこだわりが少し薄れてき

0 酒に。蒸留酒も結構です。但しあくま

ます。何品も作るのは大変ですから、一品

でも嗜む程度とします。

を大目に調理するのがよいでしょう。例え
ば冬場の鍋物料理、練り製品を除いたおで
んなど、蓋付きフライパンを使用して葉物
中心の野菜と蛋白質源を組み合わせて炒め
る、蒸すなどの料理です。

３．糖質摂取を制限したときに起こる問題
と対応策
１）体重が減りすぎてしんどい：カロ
リー神話が刷り込まれている方が多いため、

②外食の工夫：コンビニ利用の場合は、

油や脂は悪いという思いから肉は赤身、魚

単品メニューで糖質の少ない料理を組み合

は淡泊な白身魚、油はできるだけとらない

わ せ ま し ょ う。「 お で ん ＋ 海 藻 サ ラ ダ ＋

ノンオイル嗜好となる場合にみられます。

チーズ」や「照り焼きチキン＋サラダ＋ゆ

完全にカロリー不足になってしまい体重が

で卵」を組み合わせたり、またコンビニで

減るということになります。食品素材の持

販売している糖質制限のパンをここにプラ

つ脂をしっかり利用し、良質な油であるオ

スすれば十分満足できる 1 食になります。

リーブ油を上手に取り入れるようにします。

ファミリーレストランでは、おかずだけの

２）体重が減らない、あるいは増えてい

組み合わせを選ぶことや、かかっている

く：体重が減らない原因として考えられる

ソースは残すようにします。1 品料理を

ことは、2 つあります。1 つは、基礎代

選択できる定食屋やバイキング料理と居酒

謝量が低すぎること。2 つめは、想像以

屋はお勧めです。

上の大食感である可能性が高いこと。糖質

特集 / 糖質制限食と糖尿病・生活習慣病
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の少ない食材ならいくら食べても OK と

５）味付けが単調になる：毎日、塩・胡

思いこんでいたり、間食にお勧めしている

椒・醤油だけの使用になると単調な味に

ナッツを大袋食べるなど桁外れの食べ方を

なってしまいます。薬味、香辛料、香味野

する方によくみられます。どちらのタイプ

菜やバターなどで味にポイントをつける、

であっても食べる量を確認した上で毎日体

甘味が必要な時は、ラカント S を使用す

重測定をしてカロリーが不足しているのか

るなど工夫すれば飽きることはありません。

オーバーしているのかを判断することが重

糖質オフ調味料を使用して味にバラエティ

要です。

をつけることも必要です。糖質オフ食材や

３）一生、ごはんもパンも食べれないの
は辛い：糖尿病を発症してしまっている方

調味料は、ネット販売では“糖質ドットコ
ム”が取り扱っています。

は、主食を食べた時には、軽く汗をかく程
度の運動を取り入れる、または医師と相談

24

４．継続することが一番大切！

の上、なんらかの内服薬を利用し食後血糖

いかなる食事であっても継続しなければ

値がマックス 180mg を超えないように

意味がありません。主食を制限することが

していくことが大切です。そのためには、

ストレスになってしまっては糖質制限食の

自分が１食に摂っても可能な糖質量を把握

継続も難しくなります。糖質が血糖値に及

することが重要です。

ぼす影響をよく理解した上で自分にあった

４）食費が嵩む：ごはんやパン、麺類な

無理のない方法と工夫で継続されることが

どの糖質は、一番安値、満足感の得られる

大事と考えます。美味しく、楽しく、糖質

食材です。しかし、主食になる糖質を止め

制限食を続けていただくのが糖尿病の方に

ておかずのみにしようと思うと結構食費が

とっては血糖コントロールを良好に保つこ

高くつくようになります。糖質オフパンを

とになり、合併症のリスクを下げることに

主食代わりに使用する、鯖や鮭の水煮缶な

なります。また健常人にとっても糖尿病や

どストックができる缶詰類や納豆、厚揚げ、

生活習慣病予防になります。健康な長寿に

豆腐などすぐ食べられる比較的安価な食材

繋げていける食事、それが糖質制限食であ

を利用します。

ると思います。

環境と健康 28（2015）

特集 / 糖質制限食と糖尿病・生活習慣病

糖質摂取制限の有効性・安全性について
中村保幸＊
要 旨： 糖 質 制 限 食 の 有 効 性・ 安 全 性 に つ い て、 コ ホ ー ト 研 究（注1）
NIPPON DATA80 の 29 年間の追跡結果を分析し、糖質摂取率と心血管
死、総死亡との関連について検討した。1980 年にランダム抽出した全国
300 カ所の 30 歳以上の男女を対象として、秤量記録法による 3 日間の栄
養調査と生活習慣調査、血液生化学検査を行い、29 年にわたり追跡した。
その結果、比較的軽度の糖質制限食は心血管死、総死亡と負の関連があり、
安全かつ健康に有用であることが確認された。

その後世界 1 位を堅持するようになった

１．はじめに
日本人の平均寿命は現在世界で最も長

（図 1）2）。平均寿命延長の大部分は日本の

い1）。時代の変遷による大きな食事の変化、 脳卒中死亡率の著しい減少に起因する（図
すなわち西洋化にともなう心血管危険因子

2）。1950 年代には、日本東北部の 1 日

の悪化にもかかわらず、欧米では死因の

食塩摂取量は 26～27g であった。これ

1 位であり続けている急性心筋梗塞の発

は 24 時間蓄尿によって推定されたデー

生率と死亡率が日本では低いまま推移した。

タである3）。1960 年から 1980 年まで

この現象は、「日本パラドックス」と提唱

日本人男女の平均糖質摂取熱量比は

された。和食様式（パターン）が「日本パ

76.1％から 61.5％に、1 日平均食塩摂

ラドックス」の少なくとも一部に貢献した

取 は 15.5g か ら 13.0g ま で 減 少 し た

可能性がある。しかし 1960 年以前、日

4）
（図 3）
。一方、総脂肪、動物性脂肪とタ

本は決して長寿国でなかった。1960 年

ンパク質の摂取熱量比はそれぞれ 10.6％

の男女平均寿命は 67.7 年で世界の第 35

から 23.6％、4.2％から 11.7％、およ

位 で あ り、1970 年 の 男 女 平 均 寿 命 は

び 13.3％から 14.9％へと増加した。す

72.0 年 で 世 界 の 第 10 位 で あ っ た。

なわち減塩と栄養素の西洋食化の進展であ

1980 年に平均寿命は世界 1 位を達成し、 る。そこで旧来の日本食の特徴である糖質
京都女子大学家政学部生活福祉学科教授（循環器内科学）

＊

 ホート研究：コホート（cohort）とは、もともと古代ローマの歩兵隊の一単位で、300～600 からなる兵
コ
隊の群のこと。コホート研究とは分析疫学における研究手法の 1 つで、特定の要因に曝露した集団と曝露して
いない集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比較することで、要因と疾病発生の関連を調べ
る観察的研究である。

注 1）
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図2 日本人女性の年齢調整死亡率の変遷
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図 2 日本人女性の年齢調整死亡率の変遷
図3 日本男女の栄養摂取量の変遷（%/人/日）
年齢調整死亡率は、年間、10 万人当たりの数値で示している。
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過多を改善する糖質摂取制限の有効性・安

あった。なお国民栄養調査（現在の国民健

全性を疫学的手法により検証することを本

康・栄養調査）は戦後の貧困状態にあった

稿の主題とする。

1945 年に海外からの食糧援助を受ける

2009 年には低炭水化物食（高蛋白・

ための基礎資料を得る目的で連合国軍司令

高脂肪・糖質制限食）は体重減量と動脈硬

部（GHQ）の指令に基づく調査を実施し

化危険因子改善に有効で、脱落率が低いこ

たことに端を発し、近年では毎年 1 回の

とが比較的短期の研究で示された5）。しか

調査が行われており、本調査法の妥当性は

し 2013 年になって、糖質制限食が総死

証明されている7）。すなわち秤量記録法、

亡率を増加させるという欧米人対象のコ

3 日間の国民栄養調査で得られた世帯分

ホート研究を統合したメタ解析結果が報告

の栄養素量を、世帯員の性・年齢を考慮し

された6）。わが国では糖質摂取比率が欧米

て個人別に按分計算することにより按分推

に比べて高く、まだ極端な糖質制限食は普

定量を求めた。追跡調査開始時の脳卒中、

及していないため、わが国での検討が必要

心筋梗塞既往例を除外した計 9,200 人

である。

（平均年齢 51 歳、女性 56％）を、Halton
らの方法に準じて男女別に糖質摂取を高値

２．国民栄養調査と循環器疾患基礎調査の
併用

から低値へ 11 分位に分け8）、タンパク質
と脂肪摂取を低値から高値へ 11 分位に

1975 年に設定された約 90 万の国勢

分け、それぞれ 0～10 の点数を付け、そ

調査区を基に、1980 年に無作為抽出し

れらを合計して得た糖質制限食スコア（0

た 300 地区において、30 歳以上の男女

～30 点）を 10 分位に分け、糖質制限食

を対象に循環器疾患基礎調査が行われた。

が心血管死、総死亡に及ぼす影響について、

調査は検診、生活習慣調査、血液生化学検

交絡因子で調整した多変量解析法（Cox

査を含んだ。この横断調査を縦断（追跡）

法）を用いて、29 年間追跡して解析した。

調 査 に 止 揚 し た の が NIPPON DATA 研
究である。1980 年実施の循環器疾患基

３．糖質制限度と死亡率との関連

礎調査を基にした NIPPON DATA80 研

29 年間の追跡期間中に発生した心血管

究を今回使用した。循環器疾患基礎調査は

疾 患 死 亡 は 1,171 例（ 女 性 52 ％）、 総

国民栄養調査の一部を対象にしたので両

死亡は 3,443 例（女性 48％）であった。

データを連結させて解析することが可能で

全体の平均糖質摂取量は総熱量の約 60％、
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女性で糖質摂取量が最も多いグループの摂

４．糖質過多脱却と長寿

取量は総熱量の 71.3～83.3%（このグ

日本人女性において比較的軽度（40～

ループ内平均は 72.7％）、最も少ないグ

50％）の糖質制限食は心血管死、総死亡

ループの摂取量は 17.3〜53.5％（この

と負の関連があるという疫学的結果を初め

グループ内平均は 51.5％）であった。糖

て示すことが出来たが、さらに高度の糖質

質制限スコアを 10 グループに分けたが、

制限食の安全性については不明である。男

グループ間に総熱量の有意な差はなかった。 性において糖質制限食の心血管死、総死亡
しかし当然であるが糖質制限度スコアが高

に対する影響が有意でなかったのは、男性

いほど米の摂取量が有意に少なかった。一

は外食が多いこと、喫煙など他の危険因子

方、糖質制限スコアが高いほど果物、野菜、 の頻度が高いことによる効果の希釈がその
魚・貝類、肉、卵の摂取量は多かった。

原因として想定される。

多変量解析の結果、女性では、糖質制限

本研究の長所は前向き研究であり、客体

スコアの最も低いグループと比べると、糖

は全国無作為抽出一般住民対象で、高い参

質制限スコアの最も高いグループの総死亡

加率（76％）を得たため代表性にすぐれ、

率は統計学的に有意に 27％低いことが

所見は一般化することが可能である。また

判った。また心血管死亡率も統計学的に有

栄養調査に食品群、栄養素別に詳細な熱量

意に 41％低いことが判った。ここでは調

データを得ることが出来る秤量記録法用い

整因子として BMI（肥満度）、高血圧、喫

たことも長所として挙げられる。一方、長

煙、飲酒頻度、総コレステロール値、血糖

い追跡期間中に 1 回 3 日間の栄養調査の

値、血清クレアチニン値を用いた。なお解

みしか行えていないのは短所の一つに挙げ

析を男性に限ると有意な関連はなかった。

られる。追跡期間中に研究参加者の食習慣

また植物食、動物食主体の糖質制限食間の

に変化が起きた場合、結果が希釈されたは

総死亡、心血管死に対する影響に差異はな

ずである。それにも拘わらず統計的に有意

かった。さらに糖質制限食スコアの総死亡、 な結果が得られたことは観察された所見の
心血管死に及ぼす影響を追跡期間の前半と

堅牢性を示していると考える。また糖質制

後半に分けて解析したところ、期間の前後

限食スコアの総死亡、心血管死に及ぼす影

に差異を認めなかった9）。

響を追跡期間の前半と後半に分けて解析し
たところ、期間の前後の結果に差異を認め
なかったことは追跡期間中の食習慣に大き
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な変化がなかったことを示唆する。また飲
酒頻度と総死亡、心血管死亡の有意な関連
が NIPPON NATA80 研究で示されてい
るが、飲酒量、運動量などとの関連が今後
の問題として残されている。
本研究の結果、日本人女性の比較的軽度
の糖質制限食が心血管死、総死亡と負の関
連を示したので、長寿には糖質過多脱却が
一助となった可能性が有る。
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Random Scope
特定の腸内細菌群は抗生物質投与に由来する下痢の回
復に役立つ
多くの抗生物質は腸内微生物相を破壊し、腸内病原体となるクロストリジウム菌を増殖させ重
篤な下痢を引き起こす。しかしこの病原体の増殖が、別種のクロストリジウム菌の合成する二次
胆汁酸により、抑制されることが発見された。このことは、この種の大腸炎の治療や予防に、特
定の腸内微生物相を注意深く投与する、新たな選択肢を示唆するものである。
（Yan）
Precision microbiome reconstitution restores bile acid mediated resistance to
Clostridium difficle. Nature 517, 203-208 (2015)
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特別企画

日本古美術界のスーパースター・
伊藤若冲により親しむために
門脇むつみ＊

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
企画の概要
本稿では、2014 年 10 月 25 日、いのちの科学プロジェクトの特別企画として開催
された、市民公開講座「美術界のスーパースター・伊藤若冲の技と制作環境」に基づき、
その要点に加えて、若冲の造形原理に触れて頂いた（編集委員会）。

はじめに
18 世紀の京で活躍した伊藤若冲（いとうじゃくちゅう・1716～1800）は、一昔前
までは知る人ぞ知る画家であった。しかし、現在では若冲をテーマとする書籍、テレビ番
組が次々と企画され人気を呼び、展覧会に出品されれば若冲目当てで観客数が増えるとい
う具合で、日本の古美術界のスーパースターというべき存在となった。

技と制作環境
講座では、導入部として近年の若冲人気の経緯を簡単に紹介し、その後、主に次の三点
についてお話した。
第一は若冲の絵の技について。若冲の絵は、濃彩の華麗な花鳥画から墨の濃淡を駆使し
た水墨画まで、作風や手法そして画題も多岐にわたるが、どのような作品にも若冲らしさ
が強くあらわれている。若冲らしさとは、モチーフの形態や構図に奇抜なものが多いとい
うこと、描かれる情景が写実と幻想のあい混じったようなものであること、着色画におい
てはモザイク画のように小さな四角で画面をつくる枡目描、水墨画においては墨の濃淡の
境界に白い筋をつくる筋目描といった独特の手法を工夫していることなどである。具体的
な作品を挙げて、それらの特徴と技をみた。
第二は作画環境として禅宗との関係が重要であること。若冲は 30 代で「若冲居士」
（居士は在家の仏教帰依者）を名のり始め、40 代前半頃には当時有数の学僧で相国寺住
持もつとめた大典顕常（だいてんけんじょう）と親しい交際があり、58 歳のときに萬福
大学非常勤講師（日本美術、特に近世絵画）

＊
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寺住持・伯珣照浩（はくじゅんしょうこう）から「革叟」という号をいただいている。ま
た、若冲の作品には禅僧が着賛する（絵の上に詩歌などを記すこと）ものが大変多いな
ど、禅宗（臨済宗、黄檗宗）との関わりは深い。若冲にとって禅宗は信仰する教えである
だけでなく、禅宗に基づく知識や情報、あるいは禅僧との交流が画題や図様を導き、作品
制作の文化的な基盤として大きな意味をもった。講座では以前に発表した拙稿（「趙州狗
子話と絵画−祖師図、肖像画、宗達、若冲−」『城西国際大学日本研究センター紀要』4
号、2010 年）に基づき、犬を描く作品のうち禅宗の公案「趙州狗子」と関わるものを
取り上げ、賛と絵の関係、図様の工夫などをみた。
第三に、若冲の弟子の存在にも触れた。若冲には弟子がいたことが文字資料に記録され
ているが、弟子として名前と作品が確認できるのは弟・白歳をはじめ数名である。一方で
若冲と似た作風の作品を遺す画家が相当の数知られている。こうした類似した作風の画家
と若冲の関係をどのように考えるかは、今後の研究課題の一つである。弟子の作品、作風
の類似する画家の作品数点を示し、あらためて若冲の作品、技の特徴、その秀逸を確認し
た。

造形原理
若冲を考える上で、研究者としては当然のことだが、現代の眼からみた造形的なおもし
ろさを言うだけでなく、若冲が作品を制作した当時における作品の受けとめられ方にも注
意したいと思っている。講座で第二点としてお話した禅宗との関わりへのアプローチも、
その点に関わって重要と考えている。
以下、鯉図をはじめ生き物を描く水墨画を例に、この視点から若冲の造形の魅力を少し
説明してみたい。江戸時代までの鯉図は、大きくいえば、一つにいわゆる龍門の鯉（鯉が
龍門を登りきると龍になるという伝承）として描くもの、二つに藻魚図として水中に泳ぐ
姿を藻やときに他の魚とともに描くもののいずれかであった。いずれも中国画に例があ
り、それに倣うかたちで日本でも描かれていた。
若冲は初期から晩年まで度々、鯉図を描いており、双方の作品が確認できる。たとえば
「鯉図押絵貼屏風」（個人蔵・『（展覧会図録）伊藤若冲アナザーワールド』［千葉市美術
館・静岡県立美術館、2010 年］図 165）は若冲の鯉図のレパートリーを集成したよう
な内容で、六曲一隻屏風に貼られた六図それぞれに異なる姿の鯉をあらわす。第三扇の図
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（図 1）は画面の真ん中に縦長に背中をみせた鯉がおり、上部には縦線数本であらわされ
た瀧、下部に鯉の尾の上辺りをよこぎる波があり、瀧をのぼる鯉を描く。若冲以外の画家
にも例のある典型的な龍門の鯉図の図様である。一方、第六扇の図は二匹の鯉が泳ぐ姿が
藻とともに描かれ、これは藻魚図となっている。
ところが、龍門の鯉、藻魚図という枠組を超えたユニークな図様の作品がある。まず、
典型的な龍門の鯉のポーズの鯉の尾の上辺りに藻、水文を添える「鯉図」（個人蔵・『（展
覧会図録）若冲ワンダーランド』［MIHO MUSEUM、2009 年］図 60）（図 2）であ
る。画面の上部三分の一は余白である。藻があって、瀧がないのだから、これは水中を泳
ぐ鯉を真上からみたところ、つまり一応は藻魚図なのだろう。しかし、鯉の姿かたちはま
さしく龍門の鯉である。両者を兼ねあわせたような、どちらとも解釈できそうな図様がお
もしろい。
あるいは、別の「鯉図」（個人蔵・『アナザーワールド』図 90）は、右側面をみせた鯉
が頭を斜め右上に向け大きく身体をのばした様子で描かれる。背の一部が画面左端で切れ
てあらわされない。龍門承猷（りゅうもんしょうゆう）の賛「三月桃花浪、金鱗形化龍」
があり、賛者はこの鯉を龍門の鯉と理解していたことが分かる。その名も「龍門」承猷は
既述の大典の文学上の弟子で、相国寺住持となった人物である。「三月桃花浪」とは、臨
済宗の代表的な公案集『碧巌録』第七則評唱で、鯉の瀧登りの時節を桃花開く三月三日と
することに基づく。しかし、本図には瀧も波もない。龍門の鯉とみるのが当時の、特に禅
僧の理解としては通常だろうが、それを離れた自由な読み込みも可能な図様といえるだろ
う。
やがて若冲は、鯉図で見い出した、魅力的な図様やポーズを、鯉以外の生き物にも応用
する。鹿が鼻先を上にして首を画面上部に向けて伸ばす「鹿図」（個人蔵・『ワンダーラン
ド』図 61）（図 3）のポーズは涅槃図の鹿に基づくという意見もあるが、龍門の鯉の典
型的な図様もヒントとなっているだろう。『ワンダーランド』図録では図 60「鯉図」と
この鹿図が並べて掲載されている。両図の解説には両者のかたちの類似について言及がな
いものの、並べて置いたのは、それを示す意図によると思われる。実際、両図を見比べて
みれば、鹿の背中の中央に引かれた黒線は鯉の背びれの線に、角は鯉の目元から背中側に
続く白い部分に、耳は鯉の胸びれに相当して、また身体の下部が画面右端に向かって曲が
り全体が「し」の字型をつくって画面内に配置される点でも両者はよく似ている。若冲は
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図1

鯉図押絵貼屏風

第三扇

出典：個 人蔵・『（展覧会図録）伊藤
若冲アナザーワールド』［千
葉市美術館・静岡県立美術館、
2010 年］図 165

図2

鯉図

出典：個人蔵・
『（展覧会図
録）若冲ワンダーラ
ンド』［MIHO MUSEUM、2009 年 ］
図 60

図3

鹿図

出典：個 人 蔵・『 若 冲 ワ
ンダーランド』図
61

この鹿のポーズを気に入っていたようで、同様の鹿図が他にもあり（『アナザーワールド』
図 116）、着色の作品に同じポーズの鹿を描き込む例もある。
また、既述の「鯉図押絵貼屏風」第四扇の図は腹をみせて胸びれを左右に伸ばした鯉が
跳ね上がる姿を上部に描き、その下に渦をなし波頭が大きく立った波をあらわすが、この
図様を河豚（フグ）に転用したと思われるのが「河豚図」（個人蔵・府中市美術館編『か
わいい江戸絵画』求龍堂、2013 年、図 170）である。河豚は腹ではなく背中をこちら
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にみせているが、波を背景に大きく跳ね上がるという姿の基本は鯉図の応用であろうし、
背をみせるものが鯉図のバリエーションにあったとも考えられる。
以上のように、若冲は、特定のモチーフを描く際に、伝統的な画題の意味や図様を踏ま
えつつも独自なおもしろさを追求し、工夫を加えていく。そして、一旦、魅力的な図様を
発見すると、繰り返しそれを描き、さらには他のモチーフにもそれを応用する。こうした
過程によって、当初踏まえていた伝統的な図様や意味などとは距離をおいた、図様のおも
しろさこそが魅力となった、視覚的にインパクトのある作品が多くなっていく。これまで
も、主に濃彩細密な描法の「動植綵絵」
（宮内庁三の丸尚蔵館）の花鳥を対象に、若冲の
造形原理が同じ形態の反復、増殖であることが繰り返し指摘されているが、あらためて、
水墨画、単独モチーフの作品においてもその原理が若冲の作品の若冲らしさをつくってい
ることを確認しておきたい。

参考文献
本文中に挙げた展覧会図録以外に下記を参照した。
狩野博幸監修・京都国立博物館編：伊藤若冲大全、小学館（2002）
佐藤康宏：もっと知りたい 伊藤若冲 生涯と作品 改訂版、東京美術（2011）

Random Scope
植物の開花を促す低温処理は遺伝子を修飾するが次世
代に遺伝しない
シロイヌ・ナヅナでは、発芽後、越冬し、開花するまでに低温処理（春化処理）が必須である
が、それは開花の抑制遺伝子を脱メチル化して不活化し、開花を促進するところにある。しかし
種子形成の前には、不活化した抑制遺伝子は再活性化されるので、毎年春化処理が必要となる。
このことは、おそらく動物細胞でも、体細胞中で生じた遺伝的修飾が生殖細胞形成の過程でキャ
ンセルされることを示している。
（Yan）
Epigenetic reprogramming that prevents transgenerational inheritance of the
vernalized sate. Nature 515, 587-590 (2014)
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：少子高齢社会を生きる

㊸食育のめざすところ
大谷貴美子＊
要 旨：平成 17 年に食育基本法が、翌年には食育推進基本計画が示され、
国家を挙げて、あらゆる場面を活用した食育が推進されている。なぜ、従来
家庭の中にあった食教育が、これほどまでに公の場で叫ばれるようになった
のか。第二次世界大戦後の食糧難の時代から飽食の時代を経て、崩食の時代
と呼ばれる現代まで日本人の食生活の変遷を概観しながら、筆者が考える食
育がめざすところを述べた。
１．はじめに
食育とは何か、まず、食育基本法（平成 17 年 6 月 17 日）の前文を見ていただこう。

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や
国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を
確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。
子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」
が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎
となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選
択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが
求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに
対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と
身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。
一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の
「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満
や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、
「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、
食生活の改善の面からも、
「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求
められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の
多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。
こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食
京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授（食事科学）

＊
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生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関す
る消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、
環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待
されている。国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる
人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切
な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践する
ために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組
んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組
が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。

食育がめざすところは、まさにこの前文にあるのだが、なぜ、国を挙げて、食育に取り
組まざるを得なくなったのか、本稿では、その背景を考えてみたい。まずは、戦後の私た
ちの食生活の変化と健康施策を概観する。

２．戦後の日本人の食生活の変遷と健康施策
日本人の食を取り巻く環境は、第二次世界大戦後の栄養失調の時代から、崩食の時代と
呼ばれる現代まで、大きく変化してきた。第二次世界大戦後しばらくは、食糧難の時代、
飢えの時代であった。団塊の世代と呼ばれる現代のシニアの方々には、幼少期にひもじい
思いをされた記憶を持っておられる方も多いのではないだろうか。当時、国は、未来の日
本を背負う子どもたちに十分な栄養を与えることを目的に、ユニセフから脱脂乳の寄贈
（1949）、ガリオア（Government and Relief in Occupied Areas）資金によるアメ
リカからの小麦の提供などを受け（1950 年）、ミルクとパンからなる学校給食をスター
トさせた。その後、日本は朝鮮戦争（1950）による特需を機に、戦後復興を遂げ高度
成長時代へと突入していく。
日本人の食生活を大きく変えるきっかけとなったのは、1964 年に開催された東京オ
リンピックである。オリンピック開催をきっかけに、新幹線と名神高速道路が整備され、
我が国の食の流通が大きく変化していく。高度成長を受け、若い労働者が地方から都市に
集まり、核家族化が進行する。一方、急激な高度成長は環境汚染を生み、イタイイタイ病
や水俣病などの食品公害がクローズアップされる。
1970 年代に入ると、核家族の幻想は崩れ、学生運動に呼応してウーマンリブ運動も
活発化し、女性の社会進出が進んでいく。合計特殊出生率も、図 1 に示すように 1975
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年以降 2 人を割るようになる（注1）。食生活の面では、調理済み冷凍食品やレトルト食品の
利用が本格化していくが、食の安全性を求めて、自然食ブームや手作り運動（生協活動の
活発化）が起きている。
1980 年代に入ると、未婚化、晩婚化、DINKS（Double Income No Kids）など、
女性のライフスタイルは益々多様化していく。1980 年代後半は、いわゆるバブル期と
呼ばれる時期で、円高が進む中、海外から、どんどんと新しい食品が輸入され、食の欧米
化とともに、飽食の時代を迎える。そして、成人病（現在の生活習慣病）の増加が問題と
なっていく。働きすぎの日本人は国際的にも問題となり、労働時間の短縮による人間性の
回復なども叫ばれるようになる。女性の平均寿命が 80 歳に到達したのもこの時期で、
第二次国民健康づくり対策では ｢アクティブ 80 ヘルスプラン｣ の名のもと、運動習慣
の普及に重点をおいた健康づくりが実施された。一方、日本人の食生活の変化は、農業に
も大きな影響を与え、図 2 に示すように食料自給率はエネルギーベースで、50％近くま
で低下し、先進諸国中最下位となる（注2）。
1990 年代に入ると景気後退が始まり、後に、いわゆる失われた 20 年とも呼ばれる

図1

出生数と合計特殊出生率の推移

出典：厚生労働省；人口動態統計（2013）
 ttp://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2013/25webhonpen/html/
h
b1_s1-1.html
注 2）
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/0310.html
注 1）
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図2

我が国と先進諸国の食料自給率の推移

農林水産省「食料需給表」、FAO “Food Balance Sheets” 等を基に農林水産省で試算。韓国に
ついては、韓国農林経済研究院「食品需給表」、スイスについてはスイス農業庁「農業年次報告書」
による。供給熱量総合食料自給率は、総供給熱量に占める国産供給熱量の割合である。なお、畜産物
については、飼料自給率を考慮している。また、アルコール類は含まない。ドイツについては、統合
前の東西ドイツを合わせた形で遡及している。西欧はフランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペ
イン、スウェーデン、英国の単純平均。

出典：農林水産省「食料自給率の部屋」（http://www.maff.go.jp/j/fbs/indes.html）

経済の低迷期へと突入していく。それまで成人病と呼ばれていた疾病は生活習慣病という
名前に代わり（1996 年）、より一層、予防に力が入れられるようになる。自らの健康観
に基づく一人ひとりの取り組みを社会の様々な健康関連グループが支援し、健康を実現す
ることを理念とした ｢健康日本 21｣ が定められ（2000）、9 つの分野（栄養・食生活、
身体活動・運動、休養・こころの健康づくり、たばこ、アルコール、歯の健康、糖尿病、
循環器病、がん）において、今後 10 年間に到達すべき具体的な数値目標が設定された。
そのなかの、栄養・食生活では、以下の 10 項目が挙げられている。
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⑴

適正体重を維持している人の増加

⑵

脂肪エネルギー比率の減少

⑶

食塩摂取量の減少

⑷

野菜の摂取量の増加

⑸

カルシウムに富む食品の摂取量の増加

⑹

自分の適性体重を認識し、体重コントロールを実践する人の増加
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⑺

朝食を欠食する人の減少

⑻

量・質ともに、きちんとした食事をする人の増加

⑼

自分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している人の増加

⑽

自分の食生活に問題があると思う人のうち、食生活改善意欲のある人の増加

しかし糖尿病実態調査（厚生労働省）では、糖尿病患者は糖尿病の可能性ありという人
を含めると 2002 年は 1,370 万人、2007 年では 2,210 万人と増加の一途をたどっ
ている。
現在、健康日本 21 の最終評価をベースに国は第 4 次国民健康づくり（健康日本 21
第 2 次）をスタートさせており（2013 年）、栄養・食生活の分野では、以下の 5 つの
目標が掲げられている。
1）適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少）
2）適切な量と質の食事をとるものの増加
①主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合
②食塩摂取量の減少
③野菜と果物の摂取量の増加
3）共食の増加（食事を１人で食べる子どもの割合の減少）
4）食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録の増加
5）	利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設
の割合の増加

３．そして、今、食育がめざすところとは
日本人の平均寿命は、2014 年には、男性 80.0（世界第七位）、女性 87.0（世界第
一位）となったが、健康寿命（男性は 72.3 歳、女性は 77.7 歳）との差は、おおよそ
8～9 年、誰かの世話を受けなければ日常生活を送ることができない期間がこれくらいあ
るということである。そして、その原因には、男女差があり、図 3 からも明らかなよう
に、男性では脳血管疾患が、女性では、いわゆるロコモティブシンドローム（骨折・転倒、
関節疾患）によるものが主となっている（注3）。つまり、男性は、生活習慣病の予防（肥満
予防）に、女性は骨粗鬆症（やせの予防）に、特に要注意ということである。
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_2_3_02.html

注 3）
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図3

要介護要因の男女差

出典：厚生労働省；国民生活基礎調査（2010）

（注4）
若い女性のやせは、先進国の中では、日本はずば抜けて多い（図 4）
。そのことは、

いわゆる低出生体重児の増加にも関わっている。DOHAD（Developmental Origins of
Health and Disease）として知られるように、低出生体重（＜2500 ｇ）で生まれた
子どもは、将来、生活習慣病になる危険性が高いことが、明らかとなっている。
（注5）
一方、食の外部化が進行する中（図 5）
、親が関わらない、こどもの嗜好が優先さ

れる食事は、歯肉炎の増加など、新たな子どもの健康問題を引き起こしている。「歯・口
の健康と食育～噛ミング 30 を目指して～」（厚生労働省、2009）では、小児期（乳幼
児・学齢期）は、「食べ方を育てるステージの食育」として、「口腔機能の発達と咀嚼習慣
の育成への支援」が求められている。
我々が口にする食事の回数は、人生 80 年、毎日 3 回の食事を続けてきたと仮定して
計算すると、おおよそ 87,000 回となる。我々の体は、日々、口からとりいれた食べも
のを消化吸収して体内に取り入れた栄養素から作られる。つまり、どのような食べものを
選んで食べてきたかで、作られる体が変わってくる。さらに、どのように食べてきたのか
は、心に影響する。「We are what we eat」という言葉があるが、この言葉には、それ
だけの意味が含まれている。
改めて食育とはなにかを考えてみると、子どもたちが未来に夢をえがき、夢を実現する
ためには、何より心身の健康が必須である。そのためには、自らの食生活を正しくデザイ
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2205.html
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/12/dl/data.pdf

注 4）

注 5）
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図4

痩せすぎ女性の国際比較

曲線は対数近似回帰線。痩せすぎ女性（BMI18.5 未満）の比率はデータが得られる最新年のもの。
1 人当たり GDP（GDP per capita, PPP（constant 2005 international$）
）も同じ年次。
出典：WHO Global Database on Body Mass Index（BIM）2011‐1‐24、日本は厚生労働省
「 平 成 21 年 国 民 健 康・ 栄 養 調 査（ 概 要 ）」、l 人 当 た り GDP は、World Bank, World
Development Indicators 2011‐1‐24

図5

食の外部化率の推移

食の外部化率 ＝（外食産業市場規模＋料理品小売業市場規模）/
［（家計の食料・飲料・たばこ支出－たばこ販売額）＋外食産業市場規模］
出典：（財）外食産業総合調査研究センター調べ
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ンし、食べる力を育むことである。学校給食は、年間、約 190 回。小学校入学から中学
校を卒業するまでの 9 年間の給食の回数は、約 1,700 回。これを 15 歳までの全食事
に占める割合でみてみると約 10％、一生の食事に占める割合では僅か 2％にすぎない。
つまり、基本的な食習慣や食嗜好などは家庭の食事がベースとなって形づけられていく。
筆者は、親の役割は、子どもに豊かな食体験をさせ、たくさんの食の引き出しを持たせる
ことと考えている。教育現場では、専門家による教育と友人たちとの協働を通して、健全
な食生活を営んでいくための、テクニカルスキル（調理技術、食品ラベルが読める力な
ど）やライフスキル（自己認識スキル〈自己認識・共感性〉：客観的に自分を観察できる
意志決定スキル〈意志決定・問題解決〉
：望ましい食行動ができる目標設定スキル〈創造
的思考・批判的思考〉：具体的な目標が持てるストレスマネジメントスキル〈ストレス対
処・感情対処〉：不健康な食行動の制御ができるコミュニケーションスキル〈効果的コ
ミュニケーション・対人関係〉：共食を楽しむことができるスキル）を身に付けさせてい
くのである。つまり個人が自分の引き出しの中身をよりよいものに修正していく力を育む
ことである。ところが、昨今の子どもたちは、食の経験が非常に希薄である。つまり食生
活を組み立てていく素材、すなわち修正していく引き出しを持っていない。
昨年、和食が、自然を尊重する日本人の心を表現したものであり、伝統的な社会慣習と
して世代を越えて受け継がれていると評価され、ユネスコの無形文化遺産に登録された。
そこでは和食の特徴の１つとして、「一汁三菜（1 種類の汁物と 3 種類の菜からなる日本
料理の基本的な膳立て）を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスであり、
『うま味』を上手に使うことで動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿、
肥満防止に役立っている」とされている。しかし、現実の我々の食生活には程遠いもので
ある。
時代は崩食の時代になり、日本の食料自給率も 40％にまで落ち込み、我々の食生活は、
非常に脆い基盤の上にある。食育の推進には、日本型食生活の推進を通じて、食糧自給率
を上げることである。高齢社会にあって国家財政を脅かす国民医療費を削減したいとする
政府の本音が見え隠れするが、和食の無形文化遺産への登録を機会に、一人一人が身の回
りの食を見直すのは悪くない。食育の極意は日々の食生活の繰り返しの中にあるのだから。
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連載講座

統合医療：
一人ひとりに合った医療を目指して（Ⅶ）
今西二郎＊

Ⅶ

環境を利用した補完・代替医療
今回は、環境を利用した補完・代替医療について話します。環境が、健康に影響を与え

ることはよく知られています。しかし、多くの場合は、悪い環境（大気汚染、水汚染、騒
音など）が、健康を損ねる例が報告されています。反対に、よい環境が、健康にとって積
極的に役立つということは、あまり知られていないようです。
有名な研究として、自然風景の癒し効果についての Ulrich の報告1）が知られています。
彼は、自然風景の見える部屋の患者と、レンガ壁の見える部屋の患者の術後の回復状態を
観察しました。すなわち、術後の入院日数や看護ノートの記録、鎮痛剤の投与数を比較し、
自然風景が術後の良好な回復に寄与することを示したのです。このような研究は、その後、
あまり行われていませんでしたが、最近、環境を利用した補完・代替医療として、多くの
研究がなされるようになってきています。ここでは、森林環境を利用した森林療法を中心
として、海辺の環境を利用したタラソセラピー、温泉地の環境を利用したスパセラピーな
どについて概説したいと思います。

１．森林療法
（1）森林療法とは
森林療法とは、林野庁によれば、「医療・福祉分野において森林空間を利用した健康の
維持・管理等を行う活動」としています。もう少し具体的には、「森林浴を代表とした森
林レクリエーションをはじめとして、樹木や林産物を活用した作業療法、森林内を歩きな
がらのカウンセリングやグループワーク、森林の地形や空間を利用した医療リハビリテー
ション、幼児保育、林産物利用によるアロマセラピーなど森林環境を総合的に利用しなが
2）
ら健康を増進していくためのセラピーである」
とされています。

簡単に言えば、森林療法（森林浴、森林セラピー）は、森林という自然環境を利用した
統合医療です。その中には、以下のようなさまざまな介入が含まれます。①ウォーキング、
明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）

＊
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②森林内でのリラクセーション（瞑想、自律訓練、ヨーガ、アロマセラピー、マッサー
ジ）、③食事療法、ハーブ療法、④心理カウンセリングなどです。主体となるのは、
ウォーキングとリラクセーションです。ウォーキングは、運動療法的な効果以外に、リラ
クセーション誘導効果も目標としています。この場合は、歩行速度を落とし、仲間同士で
談笑するなど、リラックスすることを意識的に行います。
また、リラクセーションのためには、森林内にあるフィトンチッドや緑の癒し効果、自
然（小川、風）の音などによる効果が期待できます。フィトンチッドは、1930 年頃、
ロシアのトーキンが、植物由来の揮発性のフィト（植物）が殺す（チッド）抗菌物質とし
て名付けたのですが、現在では、森林内の植物由来のエッセンシャルオイルを広く指すこ
とが多いようです。多くのエッセンシャルオイルの成分にリラクセーション誘導効果があ
ることはよく知られています。例えば、ヒノキ・エッセンシャルオイルにセドロールとい
う成分が含まれていますが、この物質にリラクセーション誘導効果があります。
森林療法の効果は、五感を通して発揮されます。すなわち、嗅覚、視覚、聴覚、味覚、
触覚です。また、運動、心理効果、人と人とのコミュニケーション、森林を通してのスピ
リチュアリティの向上など多くの要素が森林効果に関与しています。嗅覚については、さ
まざまなエッセンシャルオイルの香りの暴露で、鎮静効果、抗不安効果が得られることが
示されています。視覚については、赤、緑、青、白といった色の影響をみたものや、夕焼
け、森林、青空などの画像を見たときなどの反応を調べた研究があります。しかし、結果
の解釈は複雑で、緑や森林が鎮静効果を示していると単純に結論はできないようです。聴
覚は、風による梢の揺れや木ずれの音、川のせせらぎ、滝の音、虫や鳥、その他の動物の
鳴き声などが影響を与えます。また、森林内で食事をすることによる味覚の効果、樹木な
どに触れる触覚も、リラクセーション誘導効果に大きく関与しています。森林の方が、都
市部よりリラクセーション効果が高いという報告はいくつか知られています2）。
（2）森林療法の目的
森林療法の目的には、以下のようなことが考えられます。
１）疾患の治療と予防：とくに森林療法に適していると思われるのは、スピリチュア
ルケア、認知症、精神疾患、心身症、生活習慣病（メタボリック症候群を含む）
などです。
２）リハビリテーション：森林という環境を利用することにより、リハビリテーショ
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ンに対するモチベーションをあげることができます。また、自然な形でのリハビ
リテーションが可能となります。
３）健康増進・維持：とくに何かの疾患があるわけでないが、健康に自信のない者や
健常者の健康増進 ･ 維持を図ることも、大きな目的となります。
４）Activeaging：年をとっても、いきいきした生活を送ることが重要です。
森林療法は、このようなことを可能にしてくれると期待されます。
（3）森林療法の効果
実際、森林療法によって、さまざまな効果が得られます。それらを列挙してみます。
１）運動による各種効果：体力増強・維持、肥満治療・予防、血圧・血糖値の正常化
など。
２）睡眠障害の治療、サーカディアンリズムの維持
３）リラクセーション：ストレス軽減（自律神経系のバランスなど）。
４）スピリチュアリティの向上：自然との共生、生命力や自然の移り変わりを感じる
など。
このように森林療法は、広範な効果が期待されることから、多くの人々が、対象となり
ます。
（4）森林療法の適応疾患、症状
森林療法には、以上のような効果が期待されることから、以下のような疾患や症状が適
応となります。①関節リウマチ、②気管支喘息、③生活習慣病：高血圧、糖尿病、肥満、
高脂血症、④循環器疾患、⑤ストレス関連疾患、うつ状態、コミュニケーション障害、発
達障害、⑥高齢者の睡眠リズムの調整、生活の質改善、⑦緩和ケア、リハビリテーション、
⑧健康増進などです。
（5）森林療法の実際例
私たちは、福島県西会津町で、町外より参加者を募集し、2 泊 3 日または 5 泊 6 日の
「森林療法を含めた健康体感ツアー」のコースを設定し、実施しました3）。合計 29 名の
参加者があり、そのうち男性 12 名、女性 17 名で、平均年齢は 62.1 歳でした。そし
て、この「健康体感ツアー」の評価をするために、コースの前後で参加者に、心理学的検
査、血圧、血球系検査、一般血液検査などのさまざまな検査を実施し、コースの評価を行
いました。
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心理学的検査において、うつ度を評価する自己評価式抑うつ性尺度（self-rating
depression scale; SDS）では、コースの前後で平均値 34.48 から 31.56 へと、有
意 な 低 下 を 示 し ま し た。 ま た、 不 安 度 を 評 価 す る 状 態・ 特 性 不 安 検 査（state-trait
anxiety inventory; STAI）において、特性不安（不安になりやすい傾向）は、平均値
37.44 から 33.93 へと有意な低下を示しました。また、状態不安（刻々と変化する不
安感）は、コース前が平均値 37.69、コース終了後が平均値 29.19 であり、有意な低
下を示しました。気分状態を評価する気分プロフィール検査（proﬁle of mood state;
POMS）においては、緊張－不安（T︲A）、抑うつ（D）怒り－敵意（A︲H）といった感
情が軽減され、活気（V）は有意に上昇し、疲労（F）や心の混乱度（C）は軽減しまし
た（表 1）。さらに、血圧値は、収縮期血圧が、平均 156 から、終了後 137 に有意な

表1
項

健康体感ツアー前後の心理学的試験

目

平

SDS
（うつ尺度）

STAI
（不安感）

特性

状態

緊張－不安

抑うつ

POMS
（気分プロフィール）

怒り－敵意

活気

疲労

心の混乱度
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均

前

34.48

後

31.56

前

37.44

後

33.93

前

37.69

後

29.19

前

8.46

後

5.08

前

8.38

後

3.73

前

8.42

後

2.65

前

16.50

後

21.12

前

5.73

後

3.46

前

7.15

後

4.88

平均値の差

N

p値

2.93

27

<0.05

3.52

27

<0.01

8.50

26

<0.01

3.38

26

<0.01

4.65

26

<0.01

5.77

26

<0.01

－4.62

26

<0.01

2.27

26

<0.01

2.27

26

<0.01

低下をし、また拡張期血圧も、90 から 79 に有意に低下しました（表 2）。
これらのことから、森林療法を含む健康体感ツアーにおいて、うつ度や不安度を軽減し、
気分プロフィールも改善することから、心理学的にストレス軽減、リラクセーション誘導
がみられたものと考えています。また、血圧値の低下も、ストレス軽減の結果だろうと思
われます。このような研究は、私たちのいくつかの研究や他の多くの研究者も同様の結果
を得ており、森林療法が、特にストレス軽減やリラクセーション誘導に有効であることを
示しています。
（6）クナイプ療法
ドイツでは、日本における森林療法が生まれる前から、クナイプ療法が行われてきてい
ます。これは、19 世紀、セバスチアン・クナイプ（Sebastian Kneipp）神父により創
始されたものです。元来は、循環器疾患の治療を目的として実践されていましたが、最近
では、喘息、アレルギー、肥満、関節リウマチ、骨関節疾患、呼吸器リハビリテーション
などさまざまな疾患や症状が対象となっています。森林中で、さまざまな施術を行うので
すが、その中身は、①運動療法（森林ウォーキング）、②水療法（温冷水浴）、③ハーブ療
法などの植物療法（アロマセラピーを含む）、④食事療法、⑤秩序療法（心身や身体内外
の自然との調和）などです。最近まで、ドイツでは、クナイプ療法は、医療保険の適用と
なっていました。
（7）地形療法、気候療法
地形療法（テラインクール）は、ドイツを中心として、約 150 年前に始まったもので
す。森林療法が、森林という環境にこだわるのに対して、地形療法は、必ずしも森林だけ
でなく、その他の自然環境を利用した補完・代替医療といえます。実際上は、あまり違い
はないものと考えてよいかと思います。その方法は、ウォーキングが主体であり、そこに

表2
項

健康体感ツアー前後の血圧値の変化

目

収縮期血圧

拡張期血圧

平

均

前

156

後

137

前

90

後

79

平均値の差

N

p値

18.9

27

<0.01

10.9

27

<0.01
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運動療法、心理療法（リラクセーション、瞑想、自律訓練法）、リクレーション法、食事
療法などが加わります。地形療法の適応は、心疾患、心臓リハビリテーション、気管支喘
息、アトピー性皮膚炎、整形外科疾患（骨粗鬆症）、運動不足、季節性うつ病などさまざ
まなものがあります。日本では、森林療法が各地で行われていますが、地形療法としては、
熊野古道が知られています。
気候療法は、日常と異なった気候環境に転地して疾病の治療や休・保養を行う自然療法
の一つです。気候療法に適している場所として、以下のような条件があげられています4）。
①その土地に特有のよい治療手段がある、②気候条件や景観がよい、③目的に沿った適切
な施設がある、④保養地としての特色・特異性がある、⑤治療効果が科学的に証明されて
いる、⑥工場や都市公害による汚染がない、⑦騒音と交通公害から隔離されている、⑧衛
生上の配慮が十分にされている、⑨専門の療法医（温泉保養地なら温泉医）が常駐してい
る、⑩よく訓練された有資格の専門療法士がいることなどです。
気候療法を行う場所をクアオルト（気候療法地またはその他の健康療養地）と言います。
クアオルトには、ミネラル性治療浴場、モール性治療浴場（有機物を含んだ泥）、海水治
療浴場・海水浴場、クナイプ療法浴場、健康気候療法地などがあります。海水治療浴場・
海水浴場は、次項で述べるタラソセラピーを行う場所です。また、気候療法を行うには、
地理学的に、①海洋性気候：海岸地域、②高山気候：標高 1,000 から 3,000m の地域、
③中高山気候（森林気候）：標高 300 から 1,000m の地域、④渓谷・河川気候：平
野・盆地の河川沿いの地域のような気候区分をしています。
気候療法の一般的適応症としては、動脈硬化症、冠状動脈疾患、運動支持器官での退行
性疾患ならびに軟部組織のリウマチ疾患、肥満などの代謝障害、アトピー性皮膚炎などの
皮膚病、慢性気管支炎などさまざまなものがあります。

２．タラソセラピー
タラソセラピーは、周辺の海と地上との相互の環境が創り出す生気候的条件を活かして、
海水入浴の療法としての利用がなされることと定義されています5）。海洋性気候の下で、
海水、海藻、海泥、海の空気などを利用した自然療法の一つといえます。
タラソセラピーの歴史は、古くその原型は、ホメロスの時代からあるといわれています。
紀元前 500 年頃には、海による療法の治療効果が記されています。その後、この療法は
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さまざまな変遷を経て、1869 年、ド・ラ・ボナルディエールが、「タラソテラピー」と
いう用語を創り出しました。タラソテラピーは、フランス語ですが、ここでは、英語表記
として、タラソセラピーとします。
タラソセラピーで用いられる海水には、さまざまな物質が含まれています。ミネラル類
としては、塩素、ナトリウム、マグネシウム、硫黄、カルシウム、カリウム、臭素、ヨー
ド、鉄、フッ素、銀、銅、金、亜鉛、ラジウムなどが、気体として、窒素、酸素、炭酸ガ
スが含まれています。海水中のプランクトンもタラソセラピーで一定の役割を果たしてい
ます。さまざまな海藻も、タラソセラピーで用いられます。海泥もタラソセラピーに用い
られますが、海泥そのものを用いるのではなく、人工的に処理された「ペロイド」を用い
ます。ペロイドは、海水や塩水湖の水を人工的に混合し、生物学的、地質学的処理を施し
た無機物・有機物原料を含む、治療を目的とした製品につけられた名称です。タラソセラ
ピーは、以下のような方法で行われます。
（1）ハイドロセラピー（水療法）
：これには、①入浴療法（温浴療法）、プール、水中
ジェット、シャワー、ミストサウナ、海水浴など、②アルゴセラピー：海藻を用いた治療
法、③ファルゴセラピー：海泥を用いた治療法、④アエロゾールセラピー：噴霧療法（海
水の吸入療法）などが含まれます。②、③はパックとして用います。（2）マッソ・キネ
ジオセラピー：マッサージ療法および理学療法、また体操、砂浜でのウォーキングも含み
ます。（3）その他：特定のタラソセラピーのセンターでは、プザマトセラピー（熱砂療
法）、戸外体操などが行われることもあります。
タラソセラピーの適応症例には、以下のものなどを広く用いることができます。
１）関節リウマチを含む関節疾患：股関節症、膝関節症、手足の関節症、関節周囲炎
２）外傷およびその後遺症
３）腰痛、椎間板ヘルニア、腰仙痛、坐骨神経痛、脊柱側湾症、脊柱後湾症
４）神経障害：麻痺など
５）循環器系疾患：心筋梗塞後遺症、下肢動脈炎、リンパ浮腫
６）鼻炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、心肺機能の増強
７）皮膚疾患：ニキビ、疥癬
８）婦人科疾患：月経困難症、更年期障害
９）代謝障害：糖尿病、痛風、肥満、セルライト
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10）膠原病：全身性エリテマトーデス、
11）スポーツ障害の予防、治療：腱炎、肉離れ、筋力増強
12）うつ状態、心身症、リラクセーション、疲労回復

３．スパセラピー
スパセラピーは、温泉地で行われる自然療法の一つで、気候療法の 1 種ともいえます。
温泉療法が、中心とはなりますが、それ以外に、マッサージ、鍼灸、アロマセラピー、食
事療法、ウォーキングなどさまざまな療法が行われます。
以上のように、さまざまな環境をうまく利用した治療法は、多くあり、古くより転地療
養として知られてきました。最近でこそ、治療はもっぱら診療所や病院といった医療機関
で行われるものと思いがちになっていますが、もう一度、転地療養など環境を利用した療
法を見直す時期に来ているのではないかと思っています。
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３）今西二郎 他：京都府立医科大学雑誌 112、475︲485（2003）
４）降矢英成：森林療法ハンドブック、東京堂出版（2005）
５）ルノーディ, J. B.（日下部喜代子 訳）：タラソテラピー－海から生まれた自然療法、文庫クセ
ジュ、白水社（1997）

Random Scope
哺乳類染色体の細胞特異的な核内区分は複製のタイミ
ングと対応している
18 種類のヒト細胞型と 13 種類のマウス細胞型について、複製ドメインの境界とクロマチン
区画とを対応させたところ、隣接したクロマチン分画が同時期に複製することが示された。

（Yan）
Topologicallyassociatingdomainsarestableunitsofreplication-timingregulation.
Nature515,402-405(2014)
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和の風土と食（Ⅳ）

和食と健やかさの元・大豆
若井郁次郎＊
１．暮らしの中の豆
豆の字を見られて、節分の豆まきやイギリス民話「ジャックと豆の木」を連想された方
が多いと思います。これは人と豆のかかわりが古く、豆という言葉が生活の場面でよくあ
らわれることからも理解できます。例えば、豆千代、豆電球のように、可愛らしさを込め
て小柄な人や、丸く小さな物に豆を冠し形容して使われることがあります。また、豆が
「まめ」に通じることから、健康で明るく生きることは「まめに暮らす」、元気で体をよく
動かして働くときは「まめに働く」といい、日常会話の中でたびたび出てきます。このよ
うに、マメという音の響きは、日本の風土では多様な意味をもち、親しまれています。
豆の見聞を広めますと、生活が楽しくなり、海外旅行にも楽しみが増えます。そこで広
く豆類として、その利用史とルーツを概観してみましょう。豆類を生み出すマメ科植物は、
極地地域を除く地上の広い範囲で育つ植物です。マメ科植物は、空気の約 8 割を占めて
いる空中窒素を固定する、すばらしい力をもっています。人類は、この力を発見し、農地
や放牧地の地力回復に豆類を利用し、緑肥や堆肥をつくりました。ヨーロッパの三圃制の
休閑地や放牧地で育てられたクローバー類、日本の水田で使われた、れんげ草などは、よ
く知られています。化学肥料のない時代、マメ科植物は、土壌に窒素を補給する、きわめ
て重要で有用な植物でした。今日、食べている豆類は、マメ科植物の果実や種子で、
500 種類以上あるそうです。そして、栽培され食用されている重要な豆類のルーツは、
おおむね熱帯、亜熱帯及び温帯の 3 地域から世界へ広がったようです。日本でよく食べ
られている豆類で言いますと、落花生は南米、いんげんまめは中米、えんどう、レンズま
め、そらまめは中東、大豆やあずきは中国東北部が、それぞれ原産地だそうです。ここで
は、和食を支えてきている大豆を見ることにしましょう。

２．栄養ぎっしりの大豆
人の生命維持や身体活動には、たんぱく質、脂質、炭水化物の 3 種類の栄養分が必要
大阪産業大学教授（環境計画学）

＊
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です。これらは三大栄養素と呼ばれています。大豆には、どれくらい三大栄養素が含まれ
ているか、気になるところです。大豆は「畑の肉」とも言われていますから、どうしても
含まれている、たんぱく質の量に目が向くことになります。そこで、国産大豆と木綿豆腐、
そしてたんぱく質のかたまりのイメージの強い肉類（牛肉、豚肉、鶏肉）とをくらべ、そ
れぞれの三大栄養素の量を食品成分のデータから見ることにしましょう（表 1）。この表
1 を見て、大豆と肉類のたんぱく質をくらべますと、大豆には 100 グラム当り約 2 倍
の量のたんぱく質が含まれているのがわかります。さらに、脂質で見ますと、肉類にくら
べて劣らない量があり、炭水化物ともなると、格段に多く含まれています。しかもエネル
ギーは、肉類のおよそ 1.5 倍もあります。大豆の栄養成分のバランスの良さを知ると、
驚異と言わざるをえなくなります。
ちなみに、大豆を食べると、どれくらいのたんぱく質を摂ることができるのか、知りた
いところです。これは、表 1 を使って、木綿豆腐を例に計算してみましょう。市販の木
綿豆腐一丁は 400 グラムと表示されています。表 1 より木綿豆腐 100 グラム当りのた
んぱく質は 6.6 グラム、脂質は 4.2 グラム、炭水化物は 1.6 グラム、エネルギーは 72
キロカロリーです。木綿豆腐一丁を全部食べるとしますと、それぞれ 4 倍して、26.4
グラム、16.8 グラム、6.4 グラム、288 キロカロリーとなります。豆腐一丁を食べる
のは大変ですが、日本人の成人のたんぱく質の食事摂取基準の推奨値によれば、一日あた
り男性が 60 グラム、女性が 50 グラムですから、豆腐料理の一品に魚介類や肉類の料
理を適度に加えると、健康的な食事になるといえます。しかも低カロリーでダイエットに
もよいことになります。大豆は健康ブームにふさわしい栄養ぎっしりの食材です。

表1

食品 100g 当りの栄養比較
たんぱく質
（g）

脂
質
（g）

炭水化物
（g）

エネルギー
（kcal）

35.3

19.0

28.2

417

6.6

4.2

1.6

72

和牛肉（かた、脂身つき、生）

17.7

22.3

0.3

286

ぶた肉（大型種肉、かた、脂身つき、生）

18.5

14.6

0.2

216

にわとり（成鶏肉、もも、皮つき、生）

17.3

19.1

0

253

食

品

名

大豆（全粒、国産、乾）
木綿豆腐

出典：『五訂増補
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食品成分表』教育図書より著者作成。

３．健康を支える大豆
小粒な大豆は、たんぱく質、脂質および炭水化物をぎっしり含み、とてもおいしい優れ
ものです。野生の大豆がおいしく栄養のある食べ物であると本能的に知った古代人は、未
熟大豆や成熟大豆をそのまま食べていたことでしょう。定住するようになり、植物を栽培
する技術を学び、原生種を栽培種に変え、大豆を多食するようになってきたと思われます。
しかし、未熟大豆は青臭さがあって生で食べにくく、成熟大豆は硬くて消化吸収がよくあ
りません。そのうち火の発見と利用もあって、先人は大豆を食べるために、煎る、煮る、
ひく、蒸す、砕く、絞る、熱する、固める、揚げる、凍らせる、発酵させる、絞る、発芽
させるなど、さまざまな創意と工夫を繰り返したと思われます。こうして大豆は、消化吸
収しやすく、おいしく食べられる食材になりました。また、栄養的に見て、大豆は、主食
の米に不足している、たんぱく質や脂質を補う役目をもっていることも見逃すことはでき
ません。米と相性の良い大豆は、日本の食生活に広く、深く受け入れられるとともに、和
食の料理の種類を増やし幅広くしました。今日では、図１に示しますように、大豆の食べ
方が多様になり、国民食になりました。大豆食品は、日本の毎日の食事に必ず使われ、食

枝豆

もやし

未熟大豆

完熟大豆

煎り豆

煮豆

きな粉

豆乳

納豆

おから

味噌

湯葉

醤油

大豆油

豆腐

油揚げ

図1

主な大豆食品の大別

出典：各種資料より著者作成。
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べられていますが、派手さがないため特別に大豆を主張することはありません。しかし、
大豆は和食の基層となり、栄養面から人の健康を支えてきたといえます。

４．和食の中心になった大豆
大豆から作られる多くの食べ物の中でも、豆腐、味噌、醤油は注目してよい大きな存在
ですし、世界で注目されているものです。いずれも中国から日本に伝来してきましたが、
今では私たちの食生活にすっかり定着しています。それだけではなく、より洗練され日本
化された、豆腐、味噌、醤油は、原産地を上回り、和食の世界標準になりそうな勢いにも
なっています。
豆腐、味噌、醤油の日本での発達には、精進料理の存在もあります。すでに紹介しまし
たように大豆は、栄養バランスの良い食材ですから、肉類を食べなくても健康に過ごすこ
とができます。このため肉食を避けている僧門では、大豆からつくられる、豆腐、味噌、
醤油はうってつけの食べ物です。ここでおいしく食べられている、これらの食べ物を知っ
た人びとは、その味を知り、求めるようになり、広まったものと思われます。そして、
「栄養よし、味よし、値段よし」になった、豆腐、味噌、醤油は、僧門だけでなく、家庭
で食べられ、味付けに使われるようになりました。その広がりの深さは、
『豆腐百珍』と
いった料理書が著わされたように、豆腐だけでも実に多くの料理や加工の工夫が考え出さ
れました。味噌や醤油についても、「手前みそ」と言うように、土地の気候や風土、家庭
の中で独特のものがつくられ、その数は、地方や家庭の数だけあります。そして、郷土料
理や家庭料理、ふるさとの味やおふくろの味として、懐かしく恋しくなる料理や味が各地
や家庭で生まれ、つくられてきました。このように、大豆は、豆腐、味噌、醤油に生まれ
変わっただけでなく、もはや和食の中心になりました。

５．大豆で健やかに
大豆は、三大栄養素だけでなく、食物繊維、ビタミン、ミネラルなども含む栄養豊かな
食材です。しかも大豆は、現代人が悩まされている、がんや、動脈硬化などの生活習慣病
の予防に有効とされている、イソフラボン、サポニン、レシチンなどが含まれているため、
健康食材として注目されています。また、日本が世界でも長寿国になっているのは、大豆
を多食していることも大きいと思われます。しかし、日本の大豆自給率は、2012 年度
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で 8 パーセントという低いものです。残りの大豆は、主に採油用原料として輸入してい
ます。その量は、2013 年において約 276 万トンであり、アメリカ合衆国、ブラジル、
カナダが主な輸入先です。
このような大豆事情ですが、大きな変化が出てきました。それは、遺伝子組換え大豆が
つくられ、出回るようになりました。遺伝子組換え食品と表示することが義務付けられ、
市販豆腐の容器に「遺伝子組換え大豆は使用しておりません」と表示されていますが、や
はり不安になり、健康影響が心配になります。消費者にとっては、大豆製品の原材料の実
情を知ることは困難ですから、賢い消費者になって、当面、対応する必要がありそうです。
豆腐、味噌、醤油は、日本語で発音しても、そのまま世界で通じるまでになっています。
これは、豆腐、味噌、醤油が大豆からつくられ、その良さを世界が認めたことと言えます。
この時代感覚を素直に受け入れ、躊躇することなく、私たちは、ベジタリアンもうらやむ、
植物性たんぱく質の宝庫の大豆からつくられる食べ物をパクパクと食べましょう。そして
和食の基本ともいえる、満腹感よりも充足感を大事にし、健やかな生活を送ることにしま
しょう。そこで、今回はあまくちとして、砕いた枝豆がたっぷり載った、東北地域南部の
郷土菓子の「ずんだもち」を見ていただきます（写真 1）。

写真 1

枝豆たっぷりのずんだもち
著者撮影。
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特別連載講座：生命科学ことはじめ（Ⅱ）
生命科学ことはじめ（Ⅱ） いのちのはじまり
丸山圭藏＊
第２章

いのちのはじまり

１．宇宙から？
すべての生き物には親があり、親にはまた親があり、そのまた親にも親があり、先祖の
ない生き物はいません。先祖をどこまでも辿って行けば最初の細胞に行き着きます。「も
と一つのもの」、つまり最初の細胞はどのようにして生まれたのでしょうか。タンパク質
や DNA、脂質、糖類など、いろいろな有機物が地球上に作られ、それらが組み合わさっ
て細胞が生まれたのでしょうが、それはあまりに難しそうなので、もしかしたら宇宙から
「いのちの種」とでもいうようなものが飛んで来たのではないかと考えた人もいます。
（注1）
生物学の分野で知らない人がいないほど有名な人が
、SF のような奇抜な説を考え

ました。昔、昔、はるか昔、40 億年、50 億年も前の昔、寿命のつきかけた星の惑星に
いた人々は、どうしたら良いかいろいろ考えました。ロケットに乗って移住するのは、近
くの星でも何万年もかかるので、とてもできません。それでもせめて何か生きた証を残し
たいと考えた結果、バクテリアを入れたカプセルをロケットに載せて、宇宙の各方向に飛
ばしました。そのうちの一つが 40 億年くらい前の地球に落下、そこから新たないのち
の歴史が始まったというものです。
ある集まりで、宇宙人はいるだろうかという話題が出たときに、「いるよ。それもあな
たの目の前に」と言った人がいました。実は、「われわれはみんな宇宙人なのさ」なのだ
そうです。

２．いのちの素
この地球上で生物が生まれた可能性はないのでしょうか。先ず初めにタンパク質の原料
京都大学名誉教授（細胞生物学、生物学概論）

＊

フランシス・クリック、ジェームス・ワトソンと共に DNA の二重ラセンモデルを提唱しました。

注 1）
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となるアミノ酸の他に糖類や脂質などの有機物がなければなりません。そして、かなりの
量、蓄積しなければならないでしょう。
40 億年以前の地球大気は水素、メタン、アンモニア、一酸化炭素などを含み、それら
が元になってアミノ酸や糖類などの有機物ができたという説があります。
宇宙で有機物が作られていることが知られています。40 億年前の地球には隕石が大量
に降りそそいでいて、隕石が有機物を大量にもたらしたという説があります。
現在の地球でも、深い海に熱水が噴き出しているところがあります。海水が地球内部の
マグマに熱せられて、煙突状の孔から熱水となってメタンや硫化水素などのガスを伴って
吹き出ています。そこではガスを原料として有機物が作られていたのではないかと考えら
れます。
いろいろな説がありますが、有機物が原始の海にかなりの量溶けていたと考えられてい
ます。

３．形あるものすべて壊れる
細胞はリン脂質の膜で包まれています。脂質にリン酸がついたリン脂質ができると、そ
れは膜を作る性質があります。リン脂質を水に溶かして激しくかき混ぜると、膜で包まれ
た小さな袋を形成します。大きさは 1,000 分の 1 ミリ（1 ミクロン）ほどです。原始
の海の中で、有機物がただ水に溶けて薄いスープができただけではなく、いろいろな有機
物を中に入れたリン脂質膜の袋ができた可能性があると思えます。
いろいろな有機物を中に入れたリン脂質膜で包まれた袋ができたとしても、それはすぐ
に壊れてしまいます。なぜでしょうか。
シャボン玉飛んだ 屋根まで飛んだ 屋根まで飛んで こわれて消えた


（童謡

うたかた

野口雨情作詞・中山晋平作曲）

よどみに浮かぶ 泡 は、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし


（方丈記）
かわも

またた

シャボン玉も、川面に浮かぶ泡も、 瞬 きする間に消えていきます。そのような、見る
からに壊れやすそうなものばかりでなく、頑丈そうな石も岩も、時間はかかるけれども皆
いわお

壊れて行きます。「さざれ石の 巌 となりて」という歌（君が代）にあるように、小石が集
まり、圧縮されて岩になることがありますが、出来た後は崩れるだけです。山も火山活動
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で盛り上がったりしても、その後は壊れていくばかりです。
ぎ おんしょうじゃ

しょぎょう む じょう

祇園 精 舎の鐘の声、諸 行 無 常 の響きあり
さ

ら そうじゅ

じょうしゃひっすい

ことわり

沙羅双樹の花の色、 盛 者必衰の 理 をあらわす
																 （平家物語）
しょぎょうむじょう

じょうしゃひっすい

諸 行 無 常、この世に常なるものはなく、すべては移り変わっていきます。盛 者 必 衰、

その変化の方向は、全般的には、質の低下の方向に向かっていくというものです。一言で
言えば、
「形あるものすべて壊れる」ということです。このことを昔インドの偉い思想家
が見抜きました。形ないものも乱雑になっていきます。身近な例でも、整理整頓されてい
る部屋を放っとけば、ものが散らばって乱雑になって行きます。
「形あるものすべて壊れる」とか「乱雑になって行く」ということは、物理学において
（注2）
も基本法則となっています。物理学では熱力学第二法則と言います
。第二番目の法則

と言っても、アインシュタインが宇宙の中であらゆる物理法則が失われても、この法則だ
けは残ると言ったといわれるほど、基本中の基本法則になっています。ただし、この物理
法則は観察と経験から導かれたものです。なぜそうなるのかの説明はありません。その点
は古代インドの思想家の主張と変わりません。要するに、すべてのものは遅かれ早かれ壊
れていくというのがこの世の定めなのです。

４．物理学の法則に逆らう
すべてのものは壊れていくのに、生物の細胞はすぐには壊れないのは考えてみれば不思
議なことです。なぜでしょうか。細胞はリン脂質の膜で包まれているのですが、閉鎖的で
はなく、まわりと物質のやり取りをしています。リン脂質の膜自体はものを通しませんが、
生物の細胞ではリン脂質の膜にタンパク質が加わって、それが孔を作ったり、ポンプの働
きをしたりして、ものが膜を通して出たり入ったりできるようになっています。細胞内に
入って来たものはさまざまなものに作り変えられて、細胞の構造を作り、維持します。
細胞の中に入って来るものとして重要なものはブドウ糖です。燃やせばかなりの熱が出
ることから分かるように、ブドウ糖は分子の内部にエネルギーを持っています。細胞の中
では、ブドウ糖は一気に燃えてしまうのではなく、穏やかに段階的に分解され、炭酸ガス
 の法則はエントロピー増大の法則とも言います。エントロピーとはドイツの物理学者クラウジウスが 1865
こ
年に作った言葉ですが、乱雑さあるいは無秩序と関連があることが証明されています。言うなれば、乱雑さ
（あるいは無秩序）増大の法則です。

注 2）
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と水になります。ブドウ糖が段階的に分解される過程で、ブドウ糖分子内にあったエネル
ギーは細胞内に取り込まれます。細胞は、このエネルギーを使って、タンパク質を作った
り、脂質を作ったりして、細胞の構造が崩壊するのを食い止めています。仕事をしたエネ
ルギーは最終的には熱に変わり、細胞外に排出されます。まとめると、細胞は外部から
［ブドウ糖と酸素］を取り入れ、外部に［炭酸ガスと水］を排出します。エネルギー的に
は、外部からブドウ糖内の［化学エネルギー］を取り入れ、外部に［熱エネルギー］を排
出するということを絶え間なく行っています。細胞は、このような物質とエネルギーの流
れによって、物理学の基本法則に逆らって崩壊を免れているのです。細胞が「生きてい
る」ということはどういうことかと言えば、物理学の基本法則の示す乱雑さの増大に逆ら
う活動をしていることだと言ってよいと思われます。

５．第一のもの
生きている細胞の中では、ブドウ糖は何段階もの化学反応を経て分解されます。細胞の
外では、0 度から 40 度ほどの間の温和な温度で 1 気圧という条件では、これらの反応
は全く進みません。しかし細胞の中では、タンパク質が化学反応を百万倍、千万倍も速く
進めてくれています。
タンパク質（蛋白質）とはタマゴの白身の意味ですが、ドイツ語（および英語）ではプ
ロテイン Protein といいます。これはラテン語のプロテイウス（Proteus、第一のもの）
から作られた言葉です。タンパク質がなければ細胞は生きてはいけません。
タンパク質は化学反応を促進する働きがありますが、一つのタンパク質は一つの化学反
応にしか働かないという特徴があります。それで、たとえば A → B → C → D → E とい
うような化学反応の連鎖がある場合、違ったタンパク質α、β、γ、δが反応の各段階で
α

β

γ

δ

必要となります（A → B → C → D → E）。もしもタンパク質αがなければ B はできず、
その結果最終産物Ｅはできません。たとえ C までできても、タンパク質γがなければ D
ができず、やはり最終産物 E はできません。
タンパク質はアミノ酸が連結して、枝分かれのない鎖となったものです。生物で使われ
ているアミノ酸はグルタミン酸やアスパラギン酸など二十種類あります。ひとつのタンパ
ク質のアミノ酸の数は平均して 300 個ぐらいで、多い場合には数千個もあります。アミ
ノ酸の鎖は折れ曲がって立体的になります（図 2.1）。アミノ酸の種類と配列の仕方に
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図 2.1

タンパク質の立体構造

凹みにはまった黒いものを点線のところで切断する。

よって折れ曲がり方が決まり、タンパク質の立体的な形が決まります。化合物が分解され
るときは、化合物はタンパク質の表面のくぼみにはまり込み、分解されます。またタンパ
ク質の表面は二つの化合物が結合する場を提供したりしています。
粘土表面などでアミノ酸が結合してタンパク質のようなものが出来ることが確かめられ
ています。そのことから、細胞が生まれる前にもいろいろなタンパク質ができたであろう
と想像されます。でも、もしもある重要な働きをしているタンパク質が壊れてしまったと
き、同じ働きをするタンパク質が再びできるという保証はありません。
タンパク質のアミノ酸配列の種類と順序がタンパク質の立体的な形を決め、そして働き
を決めています。アミノ酸数が 300 のタンパク質は何種類あり得るのか、計算してみる
と、およそ 10 の 360 乗です。これは、10 の後に 0 が 360 個も付いているという超
巨大な数です。10 の 6 乗で百万、10 の 12 乗で兆ですから、10 の 360 乗とはどれ
ほどのものか、言い表すことも想像することもできない大きな数です。このことは、タン
パク質が作られるとしても、同じタンパク質が生まれるという偶然は期待できないという
ことを意味します。タンパク質が自分と同じタンパク質を作ることができたら良いのです
が、タンパク質には自分と同じものを作る能力がありません。それゆえタンパク質だけで
は 30 数億年も生きて来た細胞にはならないのです。そもそもタンパク質は、これがな
ければ細胞は生きて行けないので、プロテイン（第一のもの）と名付けられたのですが、
同じアミノ酸をいつも同じ位置に並べて、同じタンパク質を作ってくれる何かが必要です。

60

環境と健康 28（2015）

その何かとは RNA です。

６．「もと一つ」の根拠
タンパク質が二十種類のアミノ酸が鎖状につながっているように、RNA は A、C、G、
（注3）
U
と呼ばれる四種類のユニットが鎖状に何百、何千と鎖状につながってできています。

RNA にも化学反応を促進する働きがありますが、タンパク質にはるかに及びません。
しかし RNA にはタンパク質を作る能力があります。RNA のユニットの並びがタンパク
質のアミノ酸の並びを決めることができます。RNA を構成するユニットは A、C、G、U
の四種類あり、そのうちの三つの並びが一つのアミノ酸と対応します。たとえば GAU は
アスパラギン酸、AUG はメチオニンと対応します。
A、C、G、U の 4 文字のアルファベットで書かれた RNA の暗号文を翻訳すると、ア
ミノ酸が連なったタンパク質になります。26 文字のアルファベットで書かれた英語を翻
訳してカタカナで書かれた日本語にするようなもので、たとえば DOG はイヌ、CAT は
ネコというようなものです。RNA の暗号文の場合、A、C、G、U のうち三つの並びが一
つの単語となっていて、タンパク質の中の一つのアミノ酸に翻訳されます。たとえば
GCU にはアラニン、UCU にはセリンとなります。
ユニット三つの並びを一つの単語とすると、単語はいくつあるでしょうか。ユニットの
種類は 4 種類なので、64（4 × 4 × 4 ＝ 64）個になります。これはアミノ酸の 20
種類に対応するには十分で、余りがあります。平均すれば一つのアミノ酸に 3 個のはず
ですが、そういうのはイソロイシン（AUU、AUC、AUA）だけです。実際には対応関
係は非常に偏っていて、たとえばセリンには UCU、UCG、UCC、UCA、AGU、AGG
の六個、アラニンには GCU、GCG、GCC、GCA の四個が対応しています。フェニルア
ラニンには UUU、UUC の二個、メチオニンには AUG の一個しか対応していません。
最初にアミノ酸との対応関係が明らかにされた単語（RNA のユニット三つの並び）は
UUU で、フェニルアラニンと対応します。この一つが解読されると、激しい解読競争が
起こり、たちまち 64 の単語すべてが解読されました。いわば 64 の単語を収めた一冊
の辞書ができたようなものです。
RNA のユニット三つの並びとアミノ酸との関係で、一番の問題は、両者の対応に化学
アデニン、シトシン、グアニン、ウラシルの頭文字を表しています。

注 3）
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的根拠を見出すことができないことです。たとえば UUU がフェニルアラニンとなぜ対応
するのか、両者には化学的に何も関係が見つかりません。64 の単語すべてについて、
RNA のユニット三つの並びとアミノ酸との化学的関係は見つかりません。ということは
何を意味するのでしょうか。RNA のユニット三つの並びとアミノ酸の結びつきは偶然に
決まったとしか考えられません。
RNA のユニット三つの並びとアミノ酸の結びつきは、最初の細胞が生まれたときに一
度決まってしまうと、もうその後は変えられません。なぜならば数百、数千とあるすべて
のタンパク質中のアミノ酸が変更してしまうからです。たとえばフェニルアラニンがグル
タミン酸に変わったら、数百、数千のタンパク質の中には、まったく働かなくなったタン
パク質や機能が低下したタンパク質が必ずできてしまいます。けれども最初の最初は、
RNA のユニット三つの並びとアミノ酸とはいろいろな結びつきができたとしても良かっ
たはずです。たとえば UUU はフェニルアラニンではなくグルタミン酸でも良かった、逆
にアスパラギン酸ではいけないということはなかったはずです。そして、いろいろな三つ
組みの辞書ができたとしても、それらの間に優劣はなく、差は生じなかったと思われます。
いろいろな辞書を使う生物が生まれて、ある程度の年月発展さえしたけれども、そのう
ちの一つだけが偶然に生き残ったのでしょうか。あるいははじめから辞書は一つしかでき
なかったのでしょうか。それを知る手だてはありませんが、前者の場合、生物は何度も発
生したということになります。後者の場合、もしかすると生物の発生は極めて難しいため
に一つしかできなかったという可能性が考えられます。もしもそうならば、宇宙に地球型
惑星が百、千とあっても、生物は生まれないかもしれません。答えは地球外で生物を発見
できるかどうかにかかっています。いずれにしても現在すべての生物がバクテリアからヒ
トまで一つの極めて偏ったユニット三つの並びの辞書を使ってタンパク質を作って生きて
います。それゆえ、この辞書を使い始めた一つの細胞が最初の細胞となったと考えられる
のです。ずっと昔、今西錦司が 1941 年に言った「もと一つのもの」という考えを支持
する最も強力な根拠がここにあります。
細胞が生まれる前、この地球のどこか海の中で、何百万年、何千万年もの間、たぶん数
千万、数億、数兆の先駆者が生まれては壊れ、壊れては生まれていたでしょう。それらの
中で、いろいろな RNA が生まれ、いろいろな 3 連のユニットとアミノ酸の結びつきが
試され、その結果いろいろなタンパク質が作られて、ついにある時必要なタンパク質が揃
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うということが起こったのでしょう。細胞にはどれほどの種類のタンパク質が必要でしょ
うか。ヒトでは 2 万から 3 万、バクテリアで 3 千から 5 千種類ぐらいですが、最低限
50 種類は必要ではないかと言われています。

７．自分と同じものを作る
もしも RNA にタンパク質を作る能力があるだけだったら、細胞がようやく一個生まれ
ても、それだけで終わったでしょう。一個だけでは長続きしません。だが RNA にはタン
パク質を作る能力の他にもう一つ特筆すべき能力があります。その能力とはコピーを作る
能力です。それはユニットどうしの好き嫌いによってもたらされた能力です。RNA のユ
ニットには A、C、G、U の 4 種類ありますが、A と U、C と G がと互いに好きで手を
結ぼうとします。コピーを作るときは、元となる RNA のユニットの並びに対応して A
に対しては U、C に対しては G というユニットの並びの新しい鎖を作ります。さらに新
しい鎖が U 対 A、G 対 C の鎖を作れば、これは元と同じ鎖となります（図 2.2）。元の
RNA の鎖を凸とすれば、新しく作られた鎖は凹であり、いわば凸鎖→凹鎖→凸鎖となっ
て、RNA は自分と同じものを作ることができます。
こうして RNA はコピーを作ることができますが、凸鎖→凹鎖→凸鎖と繰り返してやっ
と元と同じものができます。もっと問題なのはコピーを作るときに間違いを起こすことが
多いことです。ある一つのユニットが他の何かに変化してしまうのは、100 回の複製に
1 回であるといいます。少ないように見えますが、もしも RNA の鎖の長さが 1,000 ユ
ニット分（1 遺伝子、1 タンパク質）あるとしたら、毎回 10 個のユニットが変化して
いることになります。これは大きすぎる変化です。そこで登場するのは DNA です。
DNA と RNA は姉妹分子ですが、DNA は二本の鎖が並行に並ぶことができます。そ
してユニット A と T（RNA で U を使っているところに T, チミンが入ります）、C と G
が結合して、二本の鎖をつなぎとめます。
もしも RNA のユニットの並びを写し取った DNA ができると、タンパク質合成の情報
を壊すことなく、そのまま DNA に移すことができます。ある時、RNA が複製する時、
DNA のユニットを間違って並べてしまったのでしょう。DNA が一本できると、それが
相方を作り、二本の鎖が結合したままとなるということが起きたのでしょう（図 2.3）。
DNA が RNA より優れている点は、二本の鎖のうち片方が傷を受けても、その傷を修
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図 2.2

RNA の複製

図 2.3

DNA の誕生

復することができることです。傷を受けたら、先ず傷を受けた部分を削り取り、その部分
に無傷の相方のユニットを参考にしてユニットを並べます。
また、DNA も複製に際して間違いを起こすことがありますが、間違いがあると、間
違った部分を切り取り、新たに正しいユニットを元の鎖のユニットの配列を参考にして作
り直します。こうして、RNA の複製と比べて、大腸菌の DNA の複製は実に千万倍も正
確であるといいます。このように変化率が下がった結果、生物は絶滅せずに三十数億年も
の長い間いのちをつないで来られたのでしょう。
DNA はタンパク質を合成できません。しかし RNA を合成することが出来ます。そこ
で DNA が RNA を作り、RNA がタンパク質を作るという方式ができあがりました（図
2.4）。その結果、RNA は遺伝情報をタンパク質合成の場所へ運ぶメッセンジャー役とな
り、使い捨てられる身になりました。
RNA と DNA はタンパク質にはない永遠性を持っていたのです。ただし裸で海の中に
漂っているのでは複製する前に壊れてしまったでしょう。リン脂質の膜の袋の中に保護さ
れていても、袋自体は長持ちしません。袋を維持するためのタンパク質を作り出してはじ
めて RNA や DNA は自己複製することができたのでした。つまり自己複製能のある
RNA・DNA が袋を改造して自分のまわりに自己複製の場を作り上げ、実際に複製し始め
たとき、細胞の誕生、いのちのはじまりとなったのです。生物が三十八億年も生きてこら
れたのは、細胞の中心に自己複製能力のある分子が存在しているからです。そうでなけれ
ば、せっかくできた細胞も一代限りで終わりです。
原料が作られ、エネルギーが用意されると、DNA は自己複製します。DNA が複製す
るということは、数が増えるということでもあります。同じものがたくさんあっても良い
とは限りません。解決策は細胞自体が分裂することです。細胞が分裂して数が増えるとい
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図 2.4

いのちの維持と連続

うことは、さまざまな偶然の災害に出会っても生き残る可能性が増えることになります。
多くのバクテリアの大きさは 1,000 分の 1 ミリ（1 ミクロン）ぐらいです。原始の
海の中で生まれた細胞の大きさも 1,000 分の 1 ミリぐらいのものだったでしょう。肉
眼では見えません。よほど目の良い人でも、肉眼で見えるのは 10 分の 1 ミリです。大
きさ 1,000 分の 1 ミリとは、地球の大きさから見るとなんと小さな、小さなもので
しょうか。この地球のどこか海の中で、眼に見えない小さなものがただ一個生まれたので
した。

８．何のために
フランスの分子生物学者Ｆ. ジャコブはバクテリアの夢を次のように述べています。
「1 匹のバクテリアは 2 匹のバクテリアを作り出す以外にどんな運命を夢見ることができ
ようか」（「生命の論理」1977 年）。それにならって DNA の夢を考えてみると、「1 が
2 になり、2 が 4 になり、4 が 8 になり……」でしょう。
DNA 分子は何のために複製して増えていくのでしょうか。DNA 分子は自己複製の能
力を持った化学分子です。能力があっても条件が揃わなければ複製はできません。条件と
は、原料とエネルギーです。原料とエネルギーがあれば、DNA 分子は自己複製します。
そこで何のために自己複製するのか聞いてみましょう。しかし化学分子に何のためにと聞
いても、答えは返って来ません。そもそも宇宙は何のために、何もない無、物質もエネル
ギーもない無、空間すらない無から生まれたのでしょうか。何のために膨張し、しかも何
のために膨張速度をますます速めているのでしょうか。何のためか聞きたいことはたくさ
んあります。それらに対してきっといろいろな答えが返ってくるでしょう。でも、科学は
これらの問いのどれにも答えられません。近代科学は「どのように」という質問には答え
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ようと努力しますが、「なぜ、何のために」という質問には答えようとしません。
化学分子である DNA 分子が何のために自己複製するのかという質問には科学は答えら
れません。しかし細胞（ひいては生物）は何のために生きているかという問いには答える
ことができます。細胞は DNA によって作られたものです。作られたものは作ったものの
ためになります。ちょうど人間によって作られた自転車が作ったもの、すなわち人間のた
めに走るように。細胞（生物）は何のために生きているのかの答えは、自分が持っている
DNA 分子の保護と自己複製のために生きているのです。
われわれは、生きんとするいのちに囲まれた生きんとするいのちである
																								 シュバイツアー

密林の聖者と言われたシュバイツアー博士がアフリカで河を舟で遡行しているときにふ
と心に浮かんだ言葉だそうです。生物とはただ生きているものであるというのでは言葉が
足りません。生物とは、その成り立ちからして生きようとしているものなのです。
「形あ
るもの必ず損なわれる」という原理、物理学の言葉で表現するとエントロピー増大の法則
に逆らう活動をして存在しているものであり、このようなものは生物以外にはありません。
その存在目的は、自分の持っている遺伝子 DNA を保護し、さらには増やしていくことに
あります。

Random Scope
古細菌は真正細菌の遺伝子を取り込んで進化した
細菌には、日常的な真正細菌の他に、高温や嫌気性などの厳しい地球環境に適応し生き延びた
古細菌群がある。ゲノム塩基配列の知られている 134 例の古細菌のうち、タンパク質を生成す
る約 27 万個の遺伝子について、真正細菌の相同遺伝子と照合したところ、両者の間に遺伝子
転移が認められた。しかもその古細菌への伝搬は、13 の古細菌の分類群に特徴的で、伝搬頻度
も高く、真正細菌への逆の伝搬の 5 倍以上であり、その多くが代謝機能関連遺伝子であった。

（Yan）
Origins ofmajor archaeal clades correspond to gene acquisitions from bacteria.
Nature 517, 77-80 (2015)

66

環境と健康 28（2015）

トピックス

虫歯予防の原点

－水道水フロリデーション－
田浦勝彦＊
要

旨：水道水フロリデーション（フッ化物濃度調整）は、一人の好奇心あ

ふれる専門家の集中力を要する臨床的な観察から生まれた疫学的事例であ
る。その後に、フロリデーションは疫学的介入研究を経て、ついには安全か
つ効果的な地域単位の公衆衛生介入手段となった。今日でも、虫歯予防のた
めの地域の基盤整備策として位置づけられており、将来的にも地域のすべて
の人々の歯の健康づくりのために、フロリデーションの導入の必要度は高ま
るものと考えられる。

はじめに
虫歯予防には何が最も有効なのかという問いに、大半の日本人は「歯磨き」と答えるで
あろう。筆者も歯科医師免許を得て 40 年になるが、6 年間の歯科大学の学生時代と免
許取得後の約 15 年間は「歯磨き」が虫歯予防で最も有効であると学んで認識してきた
のである。昨今、保健や医療分野の諸方策と医療技術は「科学的根拠」の程度により判定
されることが一般的である。それに照らし合わせると、実は「歯磨き」の虫歯予防効果は
科学的根拠に乏しいのである。既に 1970 年代には欧米では歯磨きの虫歯予防効果には
疑問が持たれ、1972 年に世界保健機関（WHO）は歯磨きと虫歯予防に関する見解とし
て「虫歯予防に関して、歯磨きなどの手段を使った歯口清掃は効果的であるかもしれない
が、その程度は明らかにされておらず、効能を強調しすぎてはならない」と発していた。
その後、米国予防研究班の各種虫歯予防方法の評価と推奨（表 1）に掲げるように、空
磨き（歯ブラシ）やフロス（糸ようじ）による個人的な歯科衛生は科学的根拠の質が低
く、勧告の強さも C ランクである1）。また、カナダ予防医療研究班も毎日の歯口清掃の推
奨度は最低の C ランクに分類している。本稿で述べる、水道水フロリデーションなどの
フッ化物の利用が虫歯予防における科学的根拠の質が最も高く、推奨度も A ランクなの
である。これまで日本人に提供されてきた虫歯予防方法との違いは明白である。
＊

東北大学大学院歯学研究科・非常勤講師（予防歯科学）
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表１
表 1 各種むし歯予防方法の評価と推奨：米国予防医学研究班
各種むし歯予防方法の評価と推奨：米国予防医学研究班
物

むし歯予防方法
物

物

根拠の質

用

個人的な歯科衛
定期的な歯科検診

食を控える
使 を止める
空磨きとフロス

瓶

生

就寝時の哺乳

甘

シーラント
食事のコントロール

物 物

用

局所応

：水道水フッ化 濃度調整
フッ化 錠剤
：フッ化 配合歯磨剤
フッ化 洗口、フッ化 歯面塗布
物

全身応

根拠の質

用

フッ化

Ⅰ；無作為コントロール研究の証拠あり

勧告の強さ

Ⅱ-１

A

Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ-１
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

A
A
A
A
B
C
C

Ⅱ-１；無作為でない

Ⅲ；臨床的経験、既述的研究、委員会の報告に基づく社会的地位のある権威者の意見
勧告の強さ A；勧告を指示する確かな証拠あり

B；勧告支持

C；証拠に乏しい。しかし、他の団体からは勧告される可能性あり
1)米国予防医療研究班(福井次矢、箕輪良行監訳)：予防医療実践ガイドライン、医学書院、東京(1993)；
出典：出典：
1）
米国予防医療研究班（福井次矢、箕輪良行監訳）：予防医療実践ガイドライン、医学書院、
2)米国国立疾病管理センター、CDC（日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会訳：米国における
う蝕の予
東京（1993）
防とコントロールのためのフッ化物応用に関する推奨、口腔保健協会、東京(2002)
2）米国国立疾病管理センター、CDC（日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会訳：米国にお
けるう蝕の予防とコントロールのためのフッ化物応用に関する推奨、口腔保健協会、東
京（2002）

１．虫歯と人類との付き合い
虫歯はありふれた病気である。今から 20 年くらい前に、筆者らがある政令市の小児
の保護者に「虫歯は病気ですか」と質問紙調査で尋ねたことがある。「はい」と回答した
保護者は約 6 割という残念な結果であった。わが国では、1980 年代前後の ｢虫歯の洪
水時代｣ の到来で国民の約 98％は虫歯に罹患していた。虫歯に罹ることが当たり前で
表２ 歯のフッ素症の分類
「病気」という認識は乏しかったと考えられる。おそらく調査対象の多くの保護者は小児
期に虫歯を経験した人達が含まれており、虫歯を病気として理解している人が少なかった
のであろう。
本誌 27 巻 227 頁に ｢漢字の散歩道（Ⅶ）殷代の疾病｣ として、虫歯は「疾歯」（虫
歯、歯痛）という漢字として取り上げられ、王朝の関係者を悩ませたことが述べられてい
る。虫歯を歯科専門用語では「齲蝕」という。「齲」の字は、歯の間に小さな虫（禹）が
はさまった形につくられている。その結果、歯を「蝕」むのである。
考古学的には、約 30 万年前のローデシア人に虫歯の痕跡がみられたので、随分と長
い歴史がある。世界の国々では、20 世紀前半にわが国の「虫歯の洪水時代」よりも一足
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出典：ディーン,H.T.：The investigation of physiological effects by the epidemiological method.
In: Moulton FR, ed. Fluorine and dental health. American Association for the Advancement
環境と健康 28（2015）of Science, Publication No. 19. Washington DC (1942)

先に深刻な時期を迎えている。ニュージーランドでは、嫁入り道具に入れ歯を持参すると
いう今では信じ難い風習があったそうだ。1940 年代の世界大戦時には、虫歯が原因で
奥歯を抜いて噛めないために兵士として不合格となる米国の若者が見受けられた。奥歯の
大臼歯が 6 本残っていないことが理由で兵役の不合格者は約 1 割もいたのである。
先進諸国の人々を歯痛と歯の喪失で悩ませる中で、20 世紀前半に「虫歯予防」の切り
札として登場したのが水道水フロリデーションであった。この虫歯予防手段は実験室での
研究から生み出されたのではなく、人間の暮らしの中から疫学の手法を駆使して見出され
た方法である。私たちが毎日飲用する水には、わずかながら天然由来のフッ化物が含まれ
ている。地球上でのフッ化物濃度の分布はまちまちであるが、そのなかで虫歯予防にちょ
うどよいフッ化物濃度の水で暮らしている地域があることが発見されたのである。そうし
た地域と同じ環境を整えようと、水道水フロリデーションが導入されるようになったので
ある。自然環境が教えてくれた虫歯予防方法という所以である。

２．水道水フロリデーションとは何か
（1）水道水フロリデーションの定義
水道水フロリデーションとは、water fluoridation の訳語であり、「飲料水に天然に含
まれるフッ化物濃度が低い地域で、歯の健康のために推奨されるフッ化物濃度に調整する
こと」である2）。わが国の水質基準では上限値 0.8ppm F であるが、WHO ではフッ化
物推奨濃度を 0.5 から 1.0ppm F としている。なお、気温が高くなるほど水分摂取量が
多くなることを考慮して、至適フッ化物濃度は各地域における一日の最高気温の年間平均
値で決定される。一般的には、飲料水のフッ化物濃度を高めて虫歯予防にちょうどよい濃
度に調整する方式が水道水フロリデーションの定義である。この方法とは別に、飲料水中
に天然に含まれるフッ化物がちょうど虫歯予防に好都合な至適濃度に近似する場合があ
る。この場合は天然水をそのまま虫歯予防に利用できる。世界ではこのような条件に見
合った地域があり、41 カ国で約 6,000 万人が天然の恩恵を受けている。これも広義の
水道水フロリデーションである。よって、水道水フロリデーションの本質は、「添加する
（add）」のではなく水道水中に自然の形で含まれるフッ化物を虫歯予防にちょうどよい濃
度に「調整する（adjust）
」ことである。
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（2）水道水フロリデーションは栄養学的サプリメントの一形態
ビタミンの一種に葉酸がある。ほうれん草などの「葉の部分に多く含まれる」ことから
葉酸の名がついたと言われている。妊娠初期には欠かせない栄養素で、このサプリメント
の摂取で赤ちゃんの健全な成長や貧血の改善効果が実証されている。他にも、ビタミン
C 入り果汁で壊血病を防いだり、ビタミン D を加えたミルクやパンでくる病を予防する
といった事例がある。さらに、朝食の穀物シリアルなどにビタミンやミネラルを加えるこ
とで、正常な生長発育を促すことも明らかになっている。水道水フロリデーションも、こ
うした栄養学的サプリメントの一形態とみなすことができる。よって、水道水フロリデー
ションに反対する人たちの主張である「フロリデーションは強制的に大衆に薬物を投与す
る社会化医療の形態」ではない。WHO や国連食糧農業機関（FAO）などの世界機関、
米国、豪州などではフッ化物を栄養素として取り扱っている。

３．水道水フロリデーションの歴史
（1）事の始まりは奇妙な歯への関心
20 世紀の初頭に、人々にとって有益な水道水フロリデーションの研究は始まる。事の
発端は、一人の歯科大学卒業間もない若い歯科臨床家の奇妙な歯への知的好奇心であっ
た。彼は開業医として患者さんの診察の中で見映えのよくない歯に気付いたのである。こ
の奇妙な歯である「コロラド褐色斑」の発生原因を探る過程で、この歯に虫歯抵抗性があ
ることが明らかになってきたのである。若者の名前はフレデリック・マッケイといい、
1900 年に米国東部のペンシルベニア歯科大学を卒業して、翌年には西部のコロラド州
のコロラドスプリングスで歯科医院を開業する。彼は多くの患者さんの永久歯に白濁斑や
褐色斑のあることに興味をそそられたのである。これは「コロラド褐色斑」と呼称され
た3）。1909 年に、シカゴにあるノースウエスタン大学歯学部長で米国歯科界の重鎮で
あった G.V. ブラック博士とマッケイは、1916 年のデンタルコスモス誌上にエナメル斑
（いわゆる斑状歯 mottled enamel）と名付けて論文を発表した。今日では、この症状を
「歯のフッ素症」という。歯のフッ素症の分類に照らすと、当地の人々に認められた褐色
斑の症例は、現在では「重度の歯のフッ素症」の段階で（表 2）、極めて見映えの良くな
い歯と見なされる。マッケイとブラック博士は、「コロラド褐色斑」に関して歯の発育途
上の形成不全で発症すると考えた。
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表2

歯のフッ素症の分類

出典：デ ィ ーン, H.T.: The investigation of physiological eﬀects by the epidemiological
method.In:MoultonFR,ed.,Fluorineanddentalhealth,AmericanAssociationfor
theAdvancementofScience,PublicationNo.19.WashingtonDC
（1942）

（2）謎は水の中に潜むある物質
当初、褐色斑の原因には諸説があり、飲料水中のカルシウムの欠乏説が有力であった。
その後、1930 年代初めに、飲料水中に潜む謎の物質が明らかにされ、歯のフッ素症の
原因物質が飲料水中のフッ化物であることが特定されたのである。アーカンサス州ボーキ
サイトでは、アルミニウム会社の主任化学者チャーチルの研究班が深井戸水の水質分析を
していた。彼はアルミニウム鉱山のある地域の深井戸水を飲んでいる住民に歯のフッ素症
が多いというマッケイの論文を読んで、アルミニウムが歯のフッ素症の発症に関与してい
るかどうかを調べようと考えたのである。チャーチルの研究班は微量元素も計測できる新
たな精度の高い比色分析を用いて水の分析を行い、サンプルの水には高濃度のフッ化物が
含まれているという結果を報告した。しかし彼は「水の中のフッ化物なんて今まで聞いた
ことがない。サンプルの汚染だろう」と一蹴して、その場で別のサンプルでの測定を指示
した。再測定でも同一の結果であった。チャーチル研究班は飲料水中に天然由来の
13.7ppm F という高濃度のフッ化物を検出したのである。この結果を基に 1931 年に
「コロラド褐色斑」の原因がコロラドスプリングスの公共飲料水中に含まれた高濃度の
フッ化物によるものであると最終的に特定された。
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（3）全米 21 都市の疫学調査と最適フッ化物濃度の発見
同 年 の 1931 年 に は、 米 国 立 衛 生 研 究所（NIH）に歯科衛生部門が設置され、H.
T. ディーンが配属された。彼と共同研究者たちはマッケイの研究を引き継ぎ、飲料水中
に含まれるフッ化物濃度がどの程度であれば問題となる歯のフッ素症は発現しないのかを
明らかにするため、全米 21 都市を対象とする大規模な疫学調査を実施した。
1936 年までにディーンらの研究班は、コロラド、イリノイ、インディアナ、オハイ
オ各州の 21 都市の飲料水中のフッ化物濃度を測定し、同時に当地の 12～14 歳児の
7,257 名を対象に、虫歯経験歯数と歯のフッ素症保有状況の調査も行った。図１にその
結果を示す。横軸は地域飲料水中のフッ化物濃度、左側の縦軸は小児の一人平均虫歯数で
あり、右側の縦軸は地域の平均として求めた歯のフッ素症の流行状況（CFI）を示す。
フッ化物濃度が高い都市の子どもの虫歯は少なく、両者の間に強い逆相関のあることを明
らかにした。そして、フッ化物濃度 1ppm F を超える地域では小児の虫歯は横ばい状態
となり、1ppm F のフッ化物濃度の地域では歯のフッ素症の発現は低く、しかも審美的
に醜い重度の歯のフッ素症を発現しないという決定的な事実を発見したのである。こうし
て、虫歯を防ぐ一方で審美的に問題となる歯のフッ素症も発現しない飲料水の最適フッ化
物濃度が 1ppm F であると結論づけられたのである４）。
（4）世界初の水道水フロリデーション都市の誕生
やがて疫学研究に導かれた成果をすべての地域住民の虫歯予防に生かす努力が実を結ん
で行くことになる。1944 年に、ミシガン州グランドラピッズ市議会において、国の公

図1
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飲料水中のフッ化物濃度と虫歯、歯のフッ素症の関係
出典：文献 4

衆衛生局の研究者、ミシガン州衛生局、その他の公衆衛生専門機関を交えた徹底的な議論
の末に、翌年から市の公共水道水中のフッ化物濃度を調整することが可決されたのであ
る。そしてグランドラピッズ市における世界初の水道水フロリデーションは、1945 年
1 月 25 日午後４時に始動したのである。水源のミシガン湖のフッ化物濃度 0.1ppm F
の水を、フッ化ナトリウムを用いて 1ppm F に調整した水道水が市民に供給されたので
ある。
当初、1945 年 1 月 1 日からフロリデーションを実施する予定であったが、機器の整
備の遅れから 3 週間あまり実施が延期されることになった。この間に、フロリデーショ
ンが実施されたと早合点した市民から、｢フロリデーション水を飲んだら体重が急増した｣
とか ｢フロリデーション水に入浴したら発疹が出た｣ という苦情が市当局に寄せられたそ
うである。誤った先入観による思い込みが、このような苦情を招いたと考えられる。これ
までと同様に、新規の公衆衛生施策の実行にはこの種の反対が付きものである。
グランドラピッズ市の水道水フロリデーションによる虫歯予防効果については、新たに
設立された国立歯科衛生研究所（NIDCR）の初代所長となった H.T. ディーンが、引き続
き研究を行った。その成果を図示する。縦軸は一人平均永久歯虫歯数を示す。横軸はグラ
ンドラピッズの 6～16 歳の子どもの年齢である。フロリデーション実施前と直後の数
値、実施 10 年後の数値と 15 年後の数値を示している（図 2）。フロリデーション実施

一人平均の虫歯数

図 2 水道水フロリデーション前後のグランドラピッズとオーロラ
（天然フロリデーション地区）における年齢別小児一人平均の永久歯の虫歯数の推移

出典：1）Knutson, J.W. : J. Mich. S. Med. Soc. 53, 1001（1954）
   2）Arnold, F.A, Jr. et al.: JADA 165, 780（1962）

トピックス

73

後の虫歯は、実施前に比べ 34～76% の減少となっている。特に、水道水フロリデー
ション導入以降に生まれた子どもの虫歯は、実施前データに比べて 50% を超える予防
効果が認められた。また同じ図に、飲料水に 1.2ppm のフッ化物を含む、天然のフロリ
デーション地区イリノイ州オーロラの子どもの虫歯数のデータも示す。オーロラの子ども
の虫歯数は、いずれの年齢でも少ない値であった。グランドラピッズの子どもの虫歯は、
水道水フロリデーション後に徐々に改善して、天然のフロリデーション地区であるオーロ
ラ地区の虫歯数に近似するようになっている。さらに乳歯の虫歯も半減することができ
た。一方、全身的に何ら健康面での異常は発生していない。グランドラピッズの成功は全
米へと波及して、短期間に他地域との虫歯の経験歯数の差を縮小するための、実際的かつ
安全な公衆衛生手段として確立したのである。2012 年のデータによれば、給水人口の
74.6％、約 2.1 億の米国人がフロリデーションの恩恵を受けている。
（5）水道水フロリデーションの普及の時代へ
フロリデーションは、世界的にも先進諸国で導入されるようになり、1960 年代に
は、国際歯科連盟（FDI）や WHO が「フロリデーションはむし歯予防における安全性と
有効性に優れた公衆衛生手段である」として推奨し、これの実施を勧告した。1969 年
の WHO 総会では、｢地域住民にフッ化物の効果をもたらすにはフロリデーションが最も
有効なむし歯予防手段であり、全身の健康面でも安全である｣ と宣言した。その後、再三
再四にわたりフロリデーション実施勧告を行っている。1945 年に米国グランドラピッ
ズでフロリデーションが開始して以来、漸次この公衆衛生的虫歯予防手段が全世界に拡大
して行った。現在では世界 54 カ国で、約 4 億 4 千万人がその恩恵に浴している5）。

４．日本における水道水フロリデーション
現時点で、わが国に水道水フロリデーションを実施している地方公共団体は皆無であ
る。「技術立国」との標榜とは裏腹に、わが国は水道水フロリデーション後進国なのであ
る。
（1）京都山科地区水道水フロリデーションの成果と日本口腔衛生学会上水道弗素化調査
委員会の調査
わが国の水道水フロリデーションは、米国ミシガン州グランドラピッズ市に遅れること
７年後の 1952 年に試験的に開始された。京都大学医学部、美濃口
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玄教授のグループ

は国の支援を得て京都市山科地区で実施し、他国と同様に 30 から 50％という世界の平
均的なフロリデーションの虫歯予防効果をあげた（図 3）6）。しかし試験的な実施期間の
完遂と山科地区給水人口の増加という理由で 1965 年にフロリデーションを中止した。
一方で、これに追い打ちをかける不幸な出来事が起こったのである。日本歯科医師会長と
日本歯科医学会会長から水道市フロリデーションの有効性に関する諮問を受けた、日本口
腔衛生学会が山科フロリデーションに対する監察的調査を強行した。この監察的調査は日
本口腔衛生学会上水道弗素化調査委員会によって山科フロリデーションの 9 年目に行わ
れたが、調査が極めて限定的であったため、京都大学のデータより低い虫歯抑制率を発表
した。以後、この限定的な調査報告が大手を振って一人歩きすることになる。
この間の事情を山科フロリデーションのリーダーである美濃口

玄先生は、後に口腔衛

生学会誌の巻頭言に記している。以下に抜粋する。

……1960 年 4 月、口腔衛生学会に、フロリデーションに批判的な教授も加えて、上水
道弗素化調査委員会が組織され、現地調査委員を指名して、1961 年 2 月、山科と対照
地区、修学院の学童検診が行われた。学童の飲水歴、其の他の必要資料の提供、日程調整
等は京大側で行った。ただ調査項目、方法が同じで、学問的に新しい企画項目は加えられ
ていないので、京大の研究への検察と迄行かないにしても、監察的調査と受け取られた。
しかし格別の問題提起を大学側から行う事なく好意的協力の下に終わったのであるが、既
に此時に日本での弗素化の暗い前途の胚胎が開始された。……

一人平均の虫歯数

図3

水道水フロリデーション実施 5、7、11 年後と対照地区の年齢別一人平均虫歯数
出典：文献 6
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山科フロリデーションの成果についての、歯科界のこの不穏な動きが、将来のわが国の
水道水フロリデーションの実施拡大に暗い影を落としたと言っても過言ではないであろ
う。日本口腔衛生学会上水道弗素化調査委員会は、「……上水道弗素化は学童生徒の永久
歯虫歯罹患、ことに第一大臼歯のそれをやや低下せしめたようであるが、白濁様歯牙の発
現をやや増加せしめたようである」と結論づけた。これは世界のフロリデーションの虫歯
予防効果の最下段に該当する報告であった。
調査委員会報告の問題点を指摘すると、第 1 にこの現地調査では、山科フロリデー
ションの 9 年目における断面調査である、水道水フロリデーションによる歯の萌出前の
虫歯予防メカニズムが活かされておらず、いかにも拙速な結論なのである。しかも、設定
された虫歯検出の方法と基準の統一がはかられたものの、鋭利な歯科用探針を使用した
り、初期虫歯の基準としてスティッキーフィッシャー（病理学的虫歯）を採用した。これ
らは国際的に誤った診査方法・基準として排除されている。すなわち、1960 年代前
半、わが国の口腔衛生学会では初期虫歯の再石灰化という現象は、まだ理解されていな
かったと考えて良いであろう。20 世紀後半にはフッ化物の虫歯予防メカニズムとして再
石灰化作用が明らかにされてきたにも拘らず、残念ながら、調査委員会の報告ではこれら
の歯科医学の最新知見が活かされなかった。したがって、9 年目の調査成績は他の世界
のフロリデーションの成績に比べて芳しいものではなかった。ところが、その後に発表さ
れた京都大学の山科地区 12 年目の結果は世界水準であったのである。第 2 に、調査報
告書では白濁様歯牙の発現状況についても対象歯が明記されておらず、その程度も記され
ていない。しかも小学 4～6 年で山科地区学童の発現率が修学院地区学童に比べて有意
に高いと述べている。なぜ小学低学年児では差はないのか、その理由は述べられていな
い。歯表面に見られる白班、白線、白濁をすべて検出したことに由来するのであろう。し
かしながら、結語として「上水道弗素化は学童生徒の白濁様歯牙の発現をやや増加せしめ
たようである」と結んでいる。当時のわが国の水道水フロリデーションの黎明期の知識不
足を露呈したと言えよう。これが後にわが国の水道水フロリデーションの導入に暗い影を
投影していることは確かである。
（2）沖縄本島におけるフロリデーション
米軍統治下の沖縄本島では、1957 年から 1973 年にかけて、水道水フロリデーショ
ンが行われた。この間、本土復帰前の 1971 年には 19 市町村の約 60 万人（県民の約
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60％）がフロリデーション水を飲用していたことになる。1972 年 5 月 15 日の沖縄
の本土復帰後に、水道水フロリデーションは順次中止となってゆく。

５．わが国の水道水フロリデーション再開に向けての課題
（1）国際歯科連盟と世界保健機関の共同作業班の勧告
京都市山科地区フロリデーションの中止から 20 年後の 1985 年に FDI/WHO の共同
作業班は世界各国の歯科保健の事情を調べて、討議した。FDI/WHO の共同作業班は以
下のように日本の歯科保健を評した。すなわち日本のフッ化物利用の後進性への勧告であ
る７）。
｢日本の砂糖消費量は先進国の中では最も少ない。歯科医師数は人口 2,000 に対して
歯科医師 1 と充足した状態であり、優れた歯科医療サービスが提供されている。さら
に、保健所では妊婦、母子、幼児を対象とした歯科保健指導や虫歯予防サービスが行われ
ている。日本は歯科人材、制度、予防アプローチという条件を満たしている国である。し
かしながら、フッ化物配合歯磨剤のマーケットシェアは 15％と低く、フロリデーション
は全く行われていない。他の先進諸国と比較した時、日本の歯科保健には最も重要なもの
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が欠けている。それはフッ化物の利用である」と指摘し、「日本ではフッ化物の局所応用
にも反対する活動が行われている」と続けている。水道水フロリデーションは言うに及ば
ず、フッ化物利用全般についてもわが国の後進性が指摘されている。この「勧告」から
4 半世紀が経ち、フッ化物配合歯磨剤のマーケットシェアは 90％に上昇したが、相変わ
らず水道水フロリデーションは実施されていない。その要因の一部と考えられる歯科大学
教育の貧困と公衆衛生の貧困の両面にスポットを当てて考えて行きたい。
（2）歯科大学教育の貧困
1）フッ化物に関する教育：歯科の歴史を振り返ると、第一段階としては痛みからの緩
ほ てつ

和対策としての抜歯であり、次ぎに入れ歯の段階となる。抜歯部の補綴である。20 世紀
前半に義歯の製造の進歩と併行して、本格的な虫歯治療として歯質の欠損部位の修復処置
が行なわれるようになる。高速タービンの開発や接着技術の開発に見られるように歯科治
療学は長足の進歩を遂げた。機能性の高い歯科ユニットや優秀な器具をもってしても、蛇
口から溢れ出る水のような虫歯を防ぐことはできない。歯科先進諸国では蛇口を止めるこ
と、すなわち治療から発生予防への道を歩む。「虫歯は削って詰めても治らない」こと
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が、一層予防志向を高めることになった。予防主体の歯科保健の発展である。虫歯予防方
策により、疼痛からの解放と歯科治療の不快な切削音と恐怖からの解放が可能となった。
虫歯の発生については 1890 年にミラーの化学細菌説が提案された。しかし、効果的な
虫歯予防手段については提示されていない。20 世紀になってフッ化物による虫歯予防の
研究が進んで初めてより確実な虫歯予防が現実味を帯びてくる。その原点は飲み水の中の
適量のフッ化物、すなわち、水道水フロリデーションである。
20 世紀の齲蝕予防の成果として「フッ化物の齲蝕抑制効果」があげられる8）。それで
は歯科大学の教育で、人々の歯の健康づくりに重要な位置を占めるフッ化物の活用に関す
る教育実態はどうなのか。水道水フロリデーションに関する教育の実態はどうか。歯科大
学の教育は、歯科一般の知識と実習から成る。伝統的に歯科治療技術面の偏重があり、歯
科予防面は希薄である。一体、歯科学研究の成果を踏まえて歯科大学の教育は変革を遂げ
ているのであろうか。
2000 年に日本口腔衛生学会フッ化物検討委員会は、全国の 29 歯科大学・歯学部を
対象にフッ化物に関する教育について質問票調査を行った。その結果、予防歯科学・口腔
衛生学の時間数ならびにフッ化物に関する教育は、大学により講義・実習ともかなりの差
が認められた。予防歯科学・口腔衛生学の講義時間数で約 8.8 倍、フッ化物に関する講
義時間数で 3.7 倍の開きがあり、実習時間数では 9～16 倍の差があった。予防歯科・
口腔衛生学の講義平均時間数は約 45 時間であり、そのうちフッ化物に関する教育時間
は５時間強であり、予防歯科・口腔衛生学の講義時間の約 9 分の 1 に過ぎない。歯科大
学の予防歯科・口腔衛生分野とフッ化物に関する教育がいかに少ないかが理解してもらえ
ると思う。これまで日本においてフッ化物応用の普及が低かったことの一因としては、歯
科学生への教育が不十分であったことは否めないだろう。
そこで、2000 年の委員会調査報告では、フッ化物の応用を普及させるための効果的
な講義方法、講義形式、実習内容等の工夫の必要性を提示し、具体的に学会に教育部会を
設置して、教員研修プログラムの企画と国内留学制度を設けて大学間交流を行っていくこ
とをあげたが、一向に改善の兆しは見えない。それから約 10 年後の 2011 年に口腔衛
生学会フッ化物応用委員会は前回と類似のフッ化物に関する教育調査を実施した。予期に
反して、フッ化物に関する教育時間数は減少した。インプラントなどの新分野の教育時間
に充てられたことが影響したのであろう。歯科大学の責任は重大である。地域歯科保健と
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歯科医療の担い手として活躍する歯科医師にとって、歯科学生時代の教育は極めて重要で
ある。不幸なことに、「治療より予防」の流れとは裏腹に、技術偏重の歯科教育が展開さ
れてきた。水道水フロリデーションに関する教育は蔑ろにされたままである。
2）歯学生のフッ化物利用に関する国際比較：1990 年代の後半に、歯学生のフッ化
物応用に関する質問調査の国際比較が行われた。わが国の学生はフッ化物の基礎知識につ
いては海外の歯学生と同じ水準だった。しかし、水道水フロリデーションに対する歯学生
の認識度は海外の歯学生に比べて著しく低い数値を示した。水道水フロリデーションを実
施しているオーストラリア、ニュージーランド、香港では水道水フロリデーションの濃
度、安全性、必要性の問いに対して 90％以上の高い正答率であった。一方、日本では
41.4％から 56.6％と約半数の正答率であった。当時フッ化物利用が進んでいない中国
でも安全性や今後フロリデーションを推進すべしとの回答率が 90％を超えた。日本の学
生の正答率の低さは教育を担当する教官の姿勢に負うところが大きく、それが歯学生に着
実に伝わったものと思われる。今後、わが国の歯科大学でのフッ化物教育についても、教
育に携わる教官の側の意識変革が求められよう。
（3）公衆衛生の貧困
わが国でも「治療から予防へ」という掛け声はあっても、残念ながら歯科教育における
予防面での教育や公衆衛生に力点が置かれていないのである。臨床を介する個人衛生は改
善しつつあるが、社会を通して地域住民を対象に組織的に行われる公衆衛生分野が疎かに
されている。
1）米国のウインスローの公衆衛生の定義：20 世紀の半ばに、ウインスローは公衆衛
生を「組織化された地域社会の努力によって、人間集団の疾病を予防し、健康の増進を図
る実践活動である」と提唱した。ここで、個人衛生と公衆衛生は車の両輪と言えるが、
20 世紀のわが国では、「自分の健康は自分で守る」考え方が先行して、公衆衛生の取り
組みに遅れを生じたと考えられる。とりわけ、虫歯の発生は個人の責任とされ、歯磨き、
甘味制限、歯科検診のセットが強調されすぎた。地域全体の健康度を高める水道水フロリ
デーションに代表される具体的効果的な公衆衛生手段の導入が実施されて来なかったこと
は公衆衛生の貧困の証左である。歯の健康問題は個人的な取り組みに任され、地域社会の
努力によって「みんなの健康をみんなで守る」という考え方が成熟しえなかったのではな
かろうか。

トピックス

79

2）日本国憲法第 25 条と歯科医師法第 1 条：憲法では、「すべて国民は、健康で文化
的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について、社会福祉、社
4

4

4

4

会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と公衆衛生の向上を明文化
している。歯科医師法の第一条にも「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることに
4

4

4

4

よって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとす
る」と述べて、歯科医師の使命に公衆衛生の向上をあげているのである。とりわけ、これ
までの日本の歯科界では、個人対応のむし歯発生後の治療主体の歯科医療が中心であっ
た。そのため、すべての地域住民の歯の健康づくりに寄与する地域水道水フロリデーショ
ンという公衆衛生手段は置き去りにされてきたと総括できよう。
3）健康日本 21（第二次）
：2000 年に開始された、21 世紀における国民健康づく
り運動「健康日本 21」は、2012 年に「健康日本 21（第二次）」の段階となり、国民
の健康づくりの総合的な推進に関する基本的な方向が提示された。健康寿命の延伸と健康
格差の縮小と健康を支え守るための社会環境の整備の 3 項目は特にすべての人々が健康
に暮らすために必要な項目である。そこで、健康日本 21（第二次）の歯の健康の領域に
公衆衛生方策として、地域水道水フロリデーションを取り上げて本法の導入実現を目指し
て取り組む事が大切である。
4）上流へ向かえ− GOING UPSTREAM：GOING UPSTREAM は西欧世界の保健
の領域に共通の倫理である。人々の健康的な暮らしのため、国や地方公共団体は上流にお
ける環境の基盤整備を実施することが肝要である。歯科公衆衛生方策の最たるものである
水道水フロリデーションの実現へ向けての施策立案と実行が期待されるところである。
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地域での看取りの課題

－高齢統合失調症の追跡調査から－
真柄希里穂＊
要

旨：2003 年に精神科病院から退院した高齢統合失調症患者の 3 症例

を、2013 年に追跡調査した。退院時に支援会議が開かれたが、その計画
は遂行できていなかった。本稿では、その病院、地域の関係者へのインタ
ビューから統合失調症患者の看取りの課題について報告する。現在では、地
域で生活する統合失調症患者の高齢化はさらに進んでおり、看取りも含めた
ケアシステムの構築の必要性が示唆されている。

１．統合失調症の高齢入院患者の行方
1991 年に国連総会では「精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善
のための諸原則」が採択された。その中の原則 3 には、「精神疾患を有する者は可能な限
り地域社会で住み、そこで働く権利を有する」とある。その原則に沿い、1997 年のア
メリカ精神医学会（APA）では、「最も拘束の少ない環境の中で患者を治療すること」と
いうガイドラインが示された。世界保健機構（WHO）の行動計画でも、2020 年までに
精神科病院において長期入院に使用されているベット数を 20％削減し、その分コミュニ
ティベースの介護施設や地域密着型の施設を増設させる（T2, 1. ターゲット）とある。
しかしわが国は、2003 年から「10 年間で退院可能な約 72,000 人の社会的入院解
消」という厚生労働省の計画が提示されたが、目標達成は出来ず精神病床が際立って削減
（注1）
したという報告もない
。また新規入院者では 1 年以内に約 70％が退院しているのに

対し、1 年以上の長期入院患者の退院率は約 23％で、精神障害者の高齢化は確実に進ん
（注2）
でいる
。厚生労働省 2010 年調査によれば、半年以上在院している患者のうち半数

近くが社会的入院で、そのうち 50 歳以上が 90％を占め、これらの患者の半数以上は統
種智院大学人文学部講師（精神保健学）
2003 年から始められた「退院促進事業」（国の国庫補助事業）の 6 年間では事業対象者 5,631 名、退院患
者 2,029 名の結果であった。
注 2）
厚 生 労 働 省 630 調 査（ ワ ン デ イ 調 査 ）、 な お 65 歳 以 上 の 統 合 失 調 症 は、29.6 ％（H16 年 ）、35.6 ％
（H20 年）に推移している。
＊

注 1）
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合失調症患者である。
東は、
「精神病患者は常に社会の外に追いやられ、国が創りあげた『桃源郷』のもとで
暮らしてきた。しかしそこで暮らしてきた人たちも年を重ねるごとに老い、さまざまな身
体合併症を抱えつつある。つまり『死』と向き合わざる得ない状況になってきた」とい
（注3）
う1）。しかし、国も自治体も本腰をいれず、財政投資も不十分である
。これでは、統

合失調症の高齢入院患者は、やがて院内での「死亡退院」へ自然と導かれると想定してい
ると思わざるをえない。
統合失調症患者が高齢化すると、病状が軽快し寛解することは以前から周知の事であ
（注4）
り
、それは晩期寛解と称されてきた。しかし、「老い」や「死」の行方に一般化した

形はなく多様な経過を取ることは明らかである。三山は「高齢化の中で症状や治療に社会
文化的、医療行政処遇が影響したり、生活環境の変化によって疾病の過程が停止すること
もある」と述べ2）、高齢統合失調症患者の在院理由は、すでに社会的原因にシフトしてい
る事例が多いことを示唆している。例を挙げれば、保安収容政策で入院となった患者は、
地域の偏見の為 40 年の月日が流れ、寛解状態となっても在院を余儀なくされている。
一体、この人たちの行方にある「死」は誰が看取るのだろうか。死を意識する患者の精
神科治療を、高橋は、
「完全な治癒や永遠に続く未来のために患者がよりよく生きられる
ように支援することが目標ではない」と述べ3）、医療者は、限られた目標をたてることで
満足しなければならないという。命の限界で捉えてみれば、終末期医療の場面と比較でき
るだろう。終末期医療では、家族と本人の意思が重要な要因として働くと思われるが、統
合失調症の高齢入院患者の場合では、医療者側の「最後は地域に帰してあげたい」という
家父長的な保護意識、医療による管理された日常生活を終末期まで継続することへの医療
者側の躊躇、地域側を説得する材料としての患者の脆弱化した従順なイメージなどが複合
（注5）
的に関係している
。例えば、「元気がなくなった（精神症状）から、一度は帰してあ

げたい」「美味しいものを食べさせてあげたい」という医療者側の心情が退院への決め手
となっていた。さて 2003 年に、こうして退院した彼らは、その後どうなったのだろ
2013 年度精神保健部予算：精神障害者施策は 273 億だが、そのうち高齢・長期入院精神障害者の地域移
行・地域定着には 1.3 億しか配分されていない。
統合失調症の加齢に関しては 2 つの定説がある。1 つは、加齢により統合失調症者はゆとりを持ち、ある程度
まとまった自分の世界像を持つに至るという Mayer Gross の説である。2 つめは、10 年程度で静止期に
入った後、鋏状現象といわれる高度欠陥と寛解に二分極化するという説である。
注 5）
2003 年度：精神医学研究所付属東京武蔵野病院調査（退院検討会議資料集）
注 3）

注 4）
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う？

そこで、筆者は、この 3 症例 A、B、C の追跡調査を 2013 年に行った。その結

果、3 氏とも地域へ退院してまもなく死亡していた事が確認された。さらに、この死亡
の要因は、自死なのか、身体疾患なのか、事故なのかと行政で検討されたが、決定打とな
るものはないまま終結となっていた。
（注6）
家族社会学者であるボス
は、このような要因の分からない「さよならのない別れ」

を「あいまいな喪失」と提唱した。本稿はこの概念を援用し、この 3 事例を再分析す
る。尚、執筆、発表については 2003 年時の調査の追加調査として各施設に承諾を得
た。

２．統合失調症の高齢入院患者の臨床と死生観
現在、主流の生物医学・精神医学の考えでは、幻聴の「原因」である脳神経回路の生化
学的変化を突きとめ、薬物治療によって「治療」することが EBM（根拠に基づく医療）
の医学形態であるとされている。しかし寛解期で、陰性症状（無為・自閉等）が主の高齢
統合失調症患者への治療では、Bio-Psycho-Social（身体・心理・社会的）モデルで捉
える立場に重心が置かれる（図 1）。Bio-Psycho-Social モデルは、エンゲルによって
体系化されたとされるが、原点はマイヤーの思想である。マイヤーは、精神障害者を、疾
患、生活歴、教育を含め、その人の身体心理・社会的観点から 1 人の人間として捉え
た。昨今では、患者のおかれたコンテクスト、すなわち（人間）関係プロセスの復権の観
点も注目されてきている。
さて、ここで Bio-Psycho-Social モデルでわが国の統合失調症の高齢入院患者の課題
についての課題を整理しておこう。Bio-（身体的）の観点からは、菊池・寺尾が行った
「統合失調症の生命予後」の調査がある4）。入院中の 21 名の統合失調症の患者を 5 年後
に生存確認をしたところ、男性では 40 歳代までは死亡率が一般人と差はないが、50〜
54 歳は一般人の 70 歳代、55〜59 歳は 80 歳前後、60 歳から 64 歳は 80 歳半ば、
70 歳から 74 歳は 90 歳前後に相当する死亡率だった。この死亡率だけでみると統合失
調症患者が、一般人より 20 年老化が進んでいることになる。また細井・牧野は全国の
247 の精神病院の「転倒事故」を調査したところ5）、わが国の精神科病床では 1 年間に
病床数に対して約半数の転倒事故が発生し、入院患者の 4 人に 1 人が転倒していた。外
Department of Family Social Medicine, University of Minnesota 教授。

注 6）
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図1

統合失調症の症状の経過

出典：野 中 猛：精神分裂病の回復過程段階とその治療戦略、OT ジャーナル
（1994）

28、412-419

（注7）
傷発生率は平均 33.9％、骨折発生率は平均 7.0％だった
。この結果から高齢統合失

調症患者の身体は、かなり脆弱になっていることが推察される。
Psycho-（心理学的）の観点からは、ブロイヤーが、208 例の統合失調症患者を 20
年に亘り調査し、47 例の晩期軽快の症例を報告している。その心理的メカニズムとし
て、老人の叡智、あきらめ、寄る辺なさなどの老年期心性が他者への再参入を可能にする
と想定している。永田は、老年統合失調症患者が、若年期にはない「雑談」が出来るよう
になることを発見した6）。彼らは、「自分が精神病院で死亡したら身内の者へ世間体が悪
かろう。自分の骨壺はどうなるのか？」とごく普通に語りだすという。そして晩期寛解患
者は、一般健常老人のもつ心理的傾向と接近するとし、ブロイヤーの「あきらめ」の心理
に加え、遠からぬ「死」を予見しての安堵だろうかと述べている。
Social（社会的）の観点では、老年統合失調症患者が安心して退院できる環境が整っ
ていない福祉の貧困があげられる。国は、50 代以降の統合失調症患者の適切な退院先を
「家族との同居」としている。河野・白石の調査では7）、退院できない理由の第 1 位は
「家族の受け入れの問題」（51.5％）である。また、藤野・岡村の調査では8）、入院中の
患者は「退院しても家族が自分の面倒をみてくれないことがつらい」と家族のサポートを
求めている。しかし、面倒を看る親も高齢化し、すでにその役割は兄弟世代と交代してい
公立病院、総合病院の精神科医の辞職が顕著である。無床総合病院は 1999 年から 2008 年に 122 病院が
減少し（41％）、2008 年度は 10 病院が閉鎖になっている。よって脆弱化した患者は、医療体制のない単科
精神科病院と診療所で身体管理されることになる。

注 7）
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る。兄弟の立場で高齢化した兄弟の看取りをする事は負担が大きく、社会の支えが不可欠
であることは明白である。白石・伊藤は9）、家族自身の 84％が自身の高齢を不安とし、
心労等で 23％が向精神薬を服用していることも報告している。また施設間転移（Trans（注8）
institutionalism）の問題もある
。松下は10）、統合失調症の高齢入院患者が老人施設

へ入所する場合、ただでさえ狭き門で長期に待機する上に「○○精神病院の紹介」という
だけで拒否される現実があるという。さらに、身体病が併発した場合はさらに困難とな
る。保護者がなく、精神状態が不安定である場合に精神科の患者を受け入れその身体疾患
を加療してくれる病院が少ないこと、保護者がいても、一般科では本人の個室入室（有
料）や親族の付き添いを勧められる。以上、統合失調症の高齢入院患者の課題を BioPsycho-Social で整理を試みたが、精神科の扱う問題は、極めて不確実性に充ちている
といわざるを得ない。以下、3 症例 A、B、C の経過をみていこう。

３．症例概要 2003 年〜2013 年
①地域住民と精神病院のコンフリクトにより、退院困難になっている症例 A：50 歳の
男性（A）。診断名は統合失調症である。両親他界。兄弟とは絶縁状態。高校卒業後の生
活は不明である。30 代で K 病院に初回入院、以後 8 回の入院をしている。しかし 40
代になり病院に不信を抱き、転病院を繰り返した。同時期に転居をし、以後治療中断をし
たまま 10 年が過ぎる。ある日、「泥棒が入った」とアパート玄関に釘をうつ、泥棒と闘
うための訓練として重い石を抱えて歩きまわる、など奇異行動で住民を不安にさせてい
た。45 歳の時、家の下の喫茶店に来るお客にバーベルを投げつけるなどの危険行為があ
り住民より通報。保健所が強行に訪問し、緊急措置入院となった。入院後 6 ヶ月が過
ぎ、退院の話が出たとき、地域住民から反対運動が起きた。試験外出として、アパートに
戻った時には、商店街のシャッターが降ろされた。入院から 2 年目と 4 年目に、宿泊訓
練を試みたが腹痛で自ら救急車を呼び大学病院に入院、すぐ A 精神科病院に戻ってき
た。通算 5 年間の A 病院入院期間中に本事例のカンファレンスは、13 回行われ、14
回めが「退院時ケア会」となった。退院時ケア会には精神保健福祉センター医師も同席し
退院を決定した（2003 年）。
退院支援施設の論議は、幾度となく提案されてきた。医療施設内に中間施設を創ることは排除の地域文化を支
え続けると批判があり、日医協「こころのケアホーム」（1995）構想は成立しなかったが、現在は自立支援法
による「退院支援施設」の運用が開始されている。

注 8）
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A 氏は、退院時指導で計画された地域生活支援センターには殆ど通わなかった。その
代わりほぼ毎日、病院デイケアに来て外来ソファ－に漫然と居ることが多かった。その
後、病院には組織改革があり、Ａ氏の入院していた療養型病棟が閉鎖された。病院の開放
病棟数は 45％から 19％となり、患者自治会メンバーが集う空間、デイケアで行われる
芸術的イベントは廃止された。社会復帰プログラムの責任者は作業療法士から看護師に変
わり「短期間教育プログラム」が強化されていた。Ａ氏には、参加できるプログラムがな
くなっていた。また、何度か体調を壊して自分で救急車をよび入院するも、3 ヶ月での
退院となっている。担当ワーカーの話によると、最後の入院中に、「自分が死んだらどう
なるのだろうか、静岡に居る妹は来てくれるだろうか、位牌はどうなるのだろうか」と医
師に尋ねたという。2010 年 1 月に退院した数日後に自宅にて餅を詰まらせて死亡し
た。61 歳であった。死亡確認後、デイケアロッカーの私物を妹が受け取りにきたとい
う。妹が病院に来たのはこれが初めてで最後である。支援体制はというと、2003 年時
には、「地域と病院が密に情報を共有していく」という計画が立てられたが病棟再編、保
健師異動などもあり事実上は、展開していなかった。副作用による ADL（日常生活動作）
の低下は指摘されていたが、誤嚥の予防の関わりはなされていなかった。また、Ａ氏の担
当医師は認知症病棟担当医長になり、Ａ氏が信頼を寄せていた看護師は、一般病院に転職
しており関わりは途切れていた。
②借金問題の繰り返しが入退院の繰り返しの要因になっている症例 B：50 代前半の男
性Ｂ氏。27 歳から統合失調症の診断で入院し、借金問題を抱えると妄想が出現するため
入退院を繰りかえしている。幼い頃に養父を殴り勘当されており、親族とは疎遠である。
この経過で一時期はホームレスであった。5 回目の入院の頃に作業所を利用し、社会生
活を続けることが可能になり工場で働くようになった。しかし 40 歳で工場のシステム
に適応できず、「自信がない」と入院を希望してきた。医師は外来での治療を勧めた所、
遊興や新規患者に食事を奢る行為で浪費し、生活破綻となった。さらに近所の家の窓を割
る、交番に行き刃物を見せるなど意図的とも思えるトラブルを繰り返し 50 歳までに 14
回の入院をした。病院は、次第に彼が再入院を希望すると、「短期の入院のみ」と厳しい
条件をつけた。すると今度は金融業の男性とトラブルになり、100 万円の返済を求めら
れるようになった。今回は「殺されるぞ」という幻聴が出て、16 回めの入院である。入
院期間が 3 ヶ月を超え、幻聴も消失したため、退院時ケア会議が開かれる事になった。
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議題は、本事例の精神症状を悪化させる借金問題と対人依存をどう解決するかであった。
生活保護担当者の生活費の指導を強化すること、通所施設で自分の問題を開示して支援を
受けるという計画で退院となった（2003 年）。
B 氏は、病院デイケアと地域の通所施設に行くことが条件で退院となったが、退院後
すぐに施設に通わなくなった。2003 年時に施設の職員は何度も説得したそうだが「も
う、来ない！」と言うばかりであったという。その職員は支援のネットワークが切れるこ
とを心配したが、本人は「病院には行く」と言い残し去ったという。B 氏の通っていた
病院はこの 10 年で 200 床の病床を削減した。B 氏は、これまでのように寂しさによる
入院は出来なくなった。また、病院デイケアでも、他のメンバーと口論になり、殴られた
ことから家に帰ってしまったという。その後、詳細な原因はわからないが病院にも行かな
くなり、自閉的な生活を送っていたとのことだった。そして、ある日、自宅の階段から転
落し死亡した。56 歳であった。
③病識と病感の欠如により、一般科より精神科治療を希望する症例 C：50 代の男性 C
氏は 20 年前に、幻覚妄想状態になり、初回入院。母は老人ホームに入居中。同朋 2 人
は連絡が取れず。以後 6 回の入院歴がある。退院後は、生活保護と作業所で単純作業を
して、質素に暮らしていた。しかし、自立支援法で作業内容が変化した頃から、施設を休
みがちになった。さらに自宅でのアルコール量と幻聴が増え、地域の福祉職員に支えら
れ、7 回目の入院となった。ところが、入院中に心不全を起こし、身体レベルが低下し
た。信頼していた看護師が定年を迎えるなどの心理的喪失感もつのり、院内で自殺を図っ
た。これらの問題から、本事例をとりまく支援チームの組み直しを決めるカンファレンス
が開かれた。問題は、医師が他科受診の必要性を説明しても、本人が「体の病は神様に祈
るから大丈夫、不眠と精神病は治らないからここにいる」と主張した事である。また、紹
介した以外の医院を本人が受診するので情報が散乱する課題もある。本人は、ある程度判
断能力があるので、治療への理解と同意を得て、早急に一般科チームへの転院依頼をして
退院となった（2003 年）。
2003 年時のカンファレンスでは、一般病院へ治療継続を依頼したが、本人が強固に
拒否していた。しかし C 氏の病状はだんだんと悪化し、腎透析が必要なまでに低下して
しまった。そうなって初めて、一般病院への転院が決まった。しかし、転院後も課題が出
てきた。それは一般病棟の職員から、「やはり精神科の患者さんは難しい。他の人に迷惑
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がかかる」とクレームが入り、ほぼ強制的に精神科病院に戻ってきた。しかし、透析治療
は必須なので、精神科病院の精神保健福祉士が、この一般病院への通院を車で行うという
支援が長く続いたという。しかし 1 人の患者にこれほどの時間をかける事は、費用対効
果の面でも限界になってしまった。精神保健福祉士の話によれば、遠方で死亡率が高い
（と評判の）病院に仕方なく転院していただくことにしたという。転院後は、前の病院で
見られたクレームはなかったが、C 氏はまもなく死亡されたという。

４．おわりに
3 症例の追跡調査から、何が考察できるのかをケアマネージメントの終結期のサマ
リーを活用しながら以下に述べる。終結期の評価は、「何が成されて、何が対処できない
課題であったか」を確認することが一般的である。以下、それに沿って整理してみよう。
症例①では、退院時には、地域活動支援センターへの通院が計画されたが、実際には、
病院のデイケアに戻ることになった。また退院時に ADL の低下は検討されていたが、在
宅での嚥下障害への予防的介入が成されていなかった。症例②では、生活保護費を担当
ケースワーカーが生活指導するよう退院時に確認したが、平素の友人関係でトラブルが勃
発し、クライエントは自暴自棄になってしまい、不慮の事故による死亡となった。友人関
係トラブルから、医療・保健・福祉の支援を拒否した後の B 氏への関わりは滞ってい
た。症例③は、精神科の PSW（精神科ソーシャルワーカー）から総合病院の MSW（医
療ソーシャルワーカー）へ転院調整依頼が成されたものの、一般病院病棟の現場職員から
の拒否に会ってしまった。同病棟の他患者からの苦情が病棟にあったのかもしれない。そ
の対処は、C 氏を元の精神科病院へ再入院させるという方針となっただけであった。退
院調整は、主にソーシャルワーカーの職務であるが、この 3 つの事例で連携上の不備は
なかったのだろうか？

この件に関しての支援者の語りをみていこう。

症例①の病院の主治医は昔をふりかえり、こう述べた。今、僕は事務的な書類作成に追
われているので、昔のような事（地域を含めたチームをまとめ退院指導するなど）は出来
ない。A さんが良かったから、チームが良かったから、A さんは退院できたと思う。「餅
をつまらせたらしい」よね。それは残念だったけれどね。
症例②の病院の相談室担当者は文書で筆者に回答してくれた。当時の B さんは、金銭
トラブルが他患者とあり、当院とも友好ではなくなり、他院に通院されていてるとのこと
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でしたので、亡くなった経緯、詳細は分かりかねます。「階段から落ちたらしい」という
のは、福祉から聞いています。
症例③の病院の担当ソーシャルワーカーはこう述べた。昔は患者さんへ、私たちは、出
来ることは誰でも何でもやれました。彼に対しては、残念ですが、やる事はやったと思い
ます。私は、医師と彼を一般病院に送り迎えをしたり、必死でした。今はああいう関わり
はできませんね。今は、急性期病棟に配置されたら、自由に動けませんからね。「再度転
院をお願いした病院で……すぐ亡くなったらしい」ので、なんとも辛い部分はありますが。
インタビューを受けた医療側の専門家たちは、対象者の死に関し、「餅をつまらせたら
しい」「階段から落ちたらしい」「透析をした病院で亡くなったらしい」と確信が持てない
返答であった。この曖昧な死亡情報を知った専門家は、「あいまいな喪失」の体験をした
のではないだろうか。災害や誘拐、行方不明になり存在を確かめることができない「さよ
なら」のない別れが、まざしく「あいまいな喪失」の概念だからだ。本来、「あいまいな
喪失」を体験した者は、不明確な事実そのものを理解し、承認し、対処し、前進するため
の支援が必要であるといわれる。しかし、今回のインタビューに応えた支援者たちは支援
を必要とする程の喪失体験者とは逆の、ある種の「やり尽した」という自己承認の語りが
みられた。また、A 氏の妹は A 氏の死亡後、病院に荷物を引き取りに来て「病院関係者
に深く感謝を述べて帰った」とのことだった。この支援者の自己肯定感の要因として考え
られるのは、精神医療では、精神症状への対処が優先される為「身体疾患による死に対し
ては、責任感が薄くなる」ということではないだろうか。つまり、精神病院と一般病院と
の病院間に横たわる専門家同士の差別が 3 事例の生死の線引きに、少なからず影響した
ことが示唆された。妹の病院来院時の「感謝」の態度は、長年の心労からの安堵というこ
とかもしれない。
ところで、A 氏の病歴を改めて概観してみると、40 代では 1 人の主治医が担当し療
養病棟でレクレーションをしてのんびりと養生していた。しかし、50 代以降は病院の医
療経済の事情と思われるが、3 ヶ月期限付きの入退院を 17 回繰り返し、その都度、新
しい主治医が担当していた。そして、最期は、地域でひっそりと生活していたと思われ
る。それが、本人が本当に望んだ生活のあり様であったかどうかは、今では確かめようが
ない。国の掲げる「自立」の名の下の地域移行は推進されるだろうが、今後、この様な単
身高齢精神障害者へどう支援をすれば良いのか、議論が求められている。
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Random Scope
自閉症のリスクも遺伝子変異に起因する
自閉症の発症に関連する遺伝子変異が以下二つの論文で報告されている。前者は、自閉症の約
4 千症例とその同系の健常者約 1 万の対照例で、発現している遺伝子をそれぞれ調べたところ、
少なくとも 5％以上の症例で、22～167 の常染色体遺伝子での機能喪失変異が発見され、そ
の多くは、シナプス形成、転写調節、クロマチン修飾の機能に関与するとの報告である。後者は、
2,500 以上の家族の子どもの自閉症の診断結果に基づくもので、そのほぼ 10％で、新たに生
じた遺伝子変異との関連が明らかにされた。しかもその標的遺伝子の多くは、知的障害や統合失
調症で報告されているものと重なっていた。このように自閉症と関連する標的遺伝子は極めて多
様で錯綜しているが、将来少数の発現経路に統合され、対症療法に活かされる可能性がある。

（Yan）
Synaptic, transcriptional and chromatin genes disrupted in autism. Nature 515,
209-215 (2014)
The contribution of de novo coding mutations to autism spectrum disorder. Nature
515, 216-221 (2014)
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身体の健康、こころの健康、社会の健康
小川

侃＊

『環境と健康』という本誌の読者は何らかのかたちで環境にも健康にも関心を持ってお
られるはずです。私は社会の健康と個々人の身体の健康、心の健康は深くかかわっている
と思っています。たとえば、「自殺の多い社会は、他殺の多い社会である」というフラン
スの社会学者（エミール・デユルケーム）もいました。現在の日本の様子をみております
と、一年に十万人の自殺者が出ているそうです。他殺も最近はよく発生しています。基本
的には私たちの社会はいま健全さを失いつつあるように思われます。
2011 年 3 月 11 日の東北東日本大震災のおりに被災者が秩序をもって行動している
様子がテレビで全世界に放映されました。このニュースには全世界が驚いたのは間違いあ
りません。2011 年の 4 月の初めには私はスロベニアにいました。クロアチアとイタリ
アの間の小さい国です。その小国でも日本人の秩序だった行動は話題になっていました。
日本人のメンタリティは素晴らしいという賞賛の声を何度も聞きました。このような東北
の人々の行動は実際多くの感動的な話として残っています。私は哲学者ですから、常に
「なぜか、どうしてか、一体どのような仕方でそうなったのか」を問わないと辛抱できま
せん。私の答えは以下の通りです。
人々が自由になり、解放されるということは基本的には良いことなのでしょうが、他方
で、それは秩序の緩みを招きます。規範を守ることと自由を謳歌することとの間にはつね
に緊張関係がございます。歴史を振り返るとわかるのですが、かつての日本の社会はそれ
ほど不幸ではなかったのではないでしょうか。これは、室町時代の末期に日本を訪れ、カ
トリックを布教したイエズス会のひとびとの記録を読むとわかります。この問題を身体や
心を考察しながら哲学のほうから考察してみようと思います。
フランシスコ・ザビエルとその弟子のルイス・フロイスは、インドからはるばる東南ア
ジアを経て東シナ海を渡って日本にカトリックを布教するためにやってきました。彼らは
アジアの多くの国々と文化を見てきたのです。アジア大陸の東の島国にやってきて日本人
のすぐれた秩序の感覚におどろいています。詳しくはフロイスの書物を読んでいただくと
京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）

＊
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わかりますが、京都の町並み、堺のお茶席の文化の高さに驚いています。自分はこれほど
立派な宴をヨーロッパで一体なしうるだろうかと疑問に思うとフロイスは書いています。
フロイスは、ザビエルの「東アジアではカトリックを布教するに値する国民は日本人だけ
だ」という言葉を書き留めています。イエズス会の人々は本当に日本の文化のすぐれた所
に打たれたのです。重要なことは、彼らが東アジアのいろいろな国を見た後での結論だと
いうことです。しかもこれらイエズス会士の日本書簡はローマのイエズス会本部に送られ
たものでして、日本人に媚びへつらうという意図も必要もなかったということが重要です。
私のこの考察を導く主な問いは次のようなものです。いったいどのようにすれば、かつ
てのように秩序正しい日本の社会に戻ることができるのでしょうか。それともかつてのよ
うな美しい秩序の日本に戻る道はもはやないのでしょうか。ヨーロッパからはるばる日本
にやってきたイエズス会の神父さんたちを魅了したかつての日本人、規範を守りきわめて
優れた仕方で人間生活と社会生活を行っていた、かつての日本人に戻る道はないのであり
ましょうか。
私は意図的にイエズス会の神父さんたちの日本の観察を取り上げました。一般に私たち
は自分の姿がどのように見えるかを点検するときには鏡の前に立ちます。それとおなじよ
うに、私がどのように他者に見えるかを観察する最良の方法はこの鏡に当たる他者の目に
照らすことであります。私にとっての他者の目はほかならぬ鏡のなかに現われるわけです。
それと同じように、日本人が当時どのように見られていたのかを取り上げる一番の近道は
日本に来た外国人がどのように日本人と日本の文化を見ていたかということです。
イエズス会の人々だけが日本人を誉めそやしたのではありません。ほかにも江戸時代の
日本を訪問した外国人が日本と日本社会をほめそやしています。たとえばスウェーデンの
医師、トウーンベリは鋭い観察者でした。当時スウェーデンとおなじく日本も封建制でし
たが、彼ははっきりと封建制度がスウェーデンでは「圧制と悪」をもたらし、日本では
「秩序と法と正義」をもたらしていると述べています。これはオールコックの『大君の都』
（岩波文庫、上、125 ページ）を参照したものです。要するに同じ封建制度がスウェー
デンでは、不満と革命の企てをもたらし、日本では社会秩序と平和と繁栄をもたらしてい
ると、報告しているわけです。興味深いことに、日本の監獄はヨーロッパに比べてきわめ
て清潔にして衛生的だと賛美しています。監獄は衛生的で風呂まであると言っています。
だからイエズス会の人々だけが日本を賛美していたわけではないのです。このように日本
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を賛美しているヨーロッパ人はかなり様々にあるということ、すべては日本が秩序と平和
と繁栄を楽しんでいるということを賛美しているのです。美しい生活の底には「秩序」が
あるということです。秩序は人々が規範の意識、要するに社会のルールを守るという意識
が極めて高いということによるのですから。
私がいう健全な日本、秩序の支配する日本というのはたとえば江戸時代においても言え
るわけです。江戸時代は福沢諭吉によって悪しき封建制度の社会と批判されましたが福沢
のような近代主義者、近代的な啓蒙主義者にとって日本は「悪い社会」に見えたかもしれ
ませんが、しかし西洋の封建社会に比べると実は楽園だったともいえるのです。なぜなら
江戸時代の日本社会はきわめて秩序意識の高い国であり、秩序ある国民性を持っていたか
らです。ここでももっとも重要なことは一つです。問題は一つ、規範です。要するに、社
会のルールとはいったいなにでしょうか。
そのためには規範とは何かということを再度問い直してみなければなりません。かつて
日本に見られたような規範を再興する道をさぐらなければなりません。無秩序から離脱し
て確固たる規範の体制への復帰の道はあるのでしょうか。
精神の健全さ、健康さと身体の健全さ、健康との間には相関関係がありそうです。「健
全なる精神は健全なる身体に宿る」という西洋のローマ時代の言葉が伝わっています。こ
れは、ユヴェナリスというローマ時代の風刺詩人の言葉です。“orandum est, ut sit
mens sana in corpore sano.”
この言葉は身体が健康であれば心も健康になるとか、心が健康であれば身体は健康とい
えましょうということを言っているのではないのです。「もし祈るとすれば健康な心は健
康な身体にやどると願われるべきです」ということです。身体が健康であればこころはお
のずから健康になるという意味ではなく、そういうことはきわめてまれだということを意
識し、知っている上での発言です。そのように祈りましょうと言っているのです。だから
こそ、この発言には救いがあるのです。
なぜならこころを病んでいる人はすべて身体が病気なのだともいえないし、また身体が
病気であればこころが病にかかっているともいえないというところに人間のいわば偉大さ
と尊厳があるからです。司馬遼太郎の『坂の上の雲』に登場する正岡子規は、まさしく病
の身体を持っていましたが、精神はきわめて健康であり、短歌や俳句の改革におおきな足
跡を残しています。精神は彼の場合きわめて意気軒昂でした。〈身〉とこころは一体では
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ないという証拠のように見えます。正岡子規は、こころと身体はひとつではないぞ、と叫
んでいるように見えます。「身体が病んでいてもおれのこころは、きわめて健康であり、
意気軒昂だぞ」と大声でわめいているように見えます。だからこそ精神と身体の関係は、
きわめて微妙なものでして、私は、それをカオス的な関係とか、決定できない関係だと思
いますし、そのように規定しています。哲学の理論の上ではたとえいまのべたようであっ
ても、実は、実際的な面では身体の健康は重要です。なぜなら正岡子規はきわめてまれな
例におもわれるからです。逆にいえば、それほど正岡子規は偉大であったということであ
ります。
皆様は、現在の日本の国家財政が健全ではないということを御存知とおもいます。日本
の国債のランク付けが AA から AA- に引き下げられています。このようになるのは国家
財政が健全ではないからです。私も、3 年前に、高齢者の仲間入りしましたが、日本全
体の人口のなかで高齢者の割合が増えています。京都の繁華街である河原町を歩いてみま
すと、もともと学生の町であり、若者、学生の占める割合が多かったのですが、いまでは、
老人のグループが目立ちます。京大でも名誉教授のほうが現役の教授の数を追い抜いてい
ます。老人はもとより病気にかかりやすいのですが、現在の日本の社会では老人の医療費
が国家財政を圧迫するほどになっています。逆にいえば、すくなくとも国民のひとりひと
りがスポーツをして「健康日本」を確保すれば、この意味での国家財政の救済になるのは
たしかでしょう。
だから、古代のギリシャの理想主義者、プラトンのようなひとは身体と精神、精神の秩
序を重んじるあり方と身体との間には関連があると主張するのです。古代の哲学者、プラ
トンは興味深い提案をしています。プラトンの提案はどのようなものでしょうか。プラト
ンの提案は次のようなものです。規範を守るための訓練はなによりもスポーツをすること
によります。スポーツによって、私たちは身体を鍛えること、スポーツの規則を守ること、
言葉の規則を守ることなどを学びます。もっとも重要なことは、規則を守ることなのです。
スポーツ、言葉、身体を動かすことには一定の共通の連関があります。そこを支配するの
はルールなのです。ルールにのっとって身体を動かし、鍛錬するのがスポーツなのです。
もちろん私はプラトンが言わんとすることをいわば解釈して取り出しているのです。
ここで面白いことを指摘しておきます。チンパンジーは人間の子供より知能が優れてい
るということをいうチンパンジー学の方がいますが、私は非常に疑っています。日本のチ
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ンパンジーの研究は盛んですが、チンパンジーは野球やサッカー、フットボールを楽しむ
ことはできません。言い換えると、ルールに基づく集団競技、野球やサッカーを楽しむの
は人間だけだということです。犬山の日本モンキーセンターの理事長をしておられた西田
利貞先生にこの点を指摘した面白い書物があります。『チンパンジーの社会』（東方出版）
です。残念なことに先生は数年前に古希で亡くなりましたが、西田先生のこの書物を読み
ますと、チンパンジーの在り方を通して人間について多くのことを学ぶことができました。
彼の観察によると、チンパンジーは集団対抗競技、たとえば野球やサッカーを楽しむこと
はできないということです。これには、私も納得します。
野球の試合を見ていてセンターというポジションは暇な場所であり、試合の間いちども
球が飛んで来ないこともあります。いったいセンターの選手は何をしているのかと思うこ
とがあります。球場に立ってボヤーと周りを見ているのがどうしてスポーツなのかと疑問
に思います。しかし、よくかんがえてみると、野球を野球たらしめるのはあくまでも競技
のルールです。チンパンジーには言葉が分からないし、このルールを理解できない。また
共同でこのルールを習得することもできません。このルールこそ野球という集団球技を野
球たらしめているものです。ルールが理解できないチンパンジーは野球ができません。こ
こに人間と類人猿の間のおおきな差異がございます。このルールというものに社会を考え
る基礎があります。
規範とは、社会生活を営む上での規則です。ルールです。自殺の多い社会は、他殺の多
い社会だと言ったのはエミール・デユルケームというフランスの社会学者です。こういう
規範を欠いている社会を彼はアノミーと呼びました。アとは「欠いている」と言う意味の
ギリシャ語やその他ヨーロッパの言葉に共通に見られる接頭辞です。アノミーとは、なに
よりもまず社会規範つまりルールの崩壊を意味します。私の危機感は、日本の社会の規範
も崩壊しつつあるようにおもわれるところにあります。日本の社会はいま曲がり角にある
のです。平成 20 年から 22 年は、日本人と日本社会の美しさの転回点です。日本人の
特長ある美点であった折り目正しさも失われております。官僚の汚職も、いろんな形での
政治家の失言も増えています。これには、日本が世界の「工場」となり、製品を売る代わ
りに、世界の各地から食料を輸入し、いわば世界の食料を食べあさって「メタボ国家」に
なってしまったということも関わっております。社会や国家が不健康になったということ
と、国民の全体に起こっている不健康とアノミー状態とは、深く連関しているように思わ
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れます。両者は、同じ事柄の裏表です。国家と社会が優れた規範を失うとき国民のひとり
ひとりも法と規範への尊重の意識を保持できなくなります。
もとより国家は極度に複合的なものであり、単一の視点とアスペクトからは、把握でき
ないものなのです。ヨーロッパの古代においてもすでに国家、つまり、ポリスは極度に複
雑な一種の怪物でありました。この複合的な全体、国家の全体をプラトンは、人間の身体
の全体と個々の器官との関係にたとえています。プラトンは、『国家篇』のなかで指を痛
めたときの痛みの感情に仮託してこのことをほぼ次のように語っております。

ある人が指を打たれたとする。そのとき指の痛みは身体の全体に行き渡り、身体の支配者
に他ならない、たましいにいたる。本来痛められたのは、身体の一部である指だけなのにた
ましいという身体の内なる支配者の痛みの感情と気分のもとに身体の全体と、たましいの全
体とが従うのです。痛いのは指だけではなく、身体の全体とその身体を意のままにつかさど
るたましいがその痛みによって揺れ動くのです。まさに同じことが国家についてもいうこと
ができるでしょう。国家の構成員のひとり、国民のひとりが傷つけられれば、そして、もし
よく法のもとに治まっている国であれば、国家の全体が痛み、悲しがるはずです（拙著、
『自由への構造』理想社（1996）
、40 頁参照）。

ここに見られるのは、プラトンの『国家』という書物のなかにみられる考えです。それ
によると国民のめいめいのあり方と国のあり方が実は深く結びついているというのです。
プラトンはこれを「一人は万民のために、万民はひとりのために」と表現しました。国の
健康は、国民一人ひとりの健康と一つになっていると考えられるのです。このようなプラ
トンの全体論的な思考は、他方において人間の自由を認めていますから、よく誤解されが
ちですが全体主義ではないのです。もとより人間の一人ひとりは自由であり、自由な自己
決定をするのですが、他方で国家の全体の中にうまく統合されていくのでなければならな
いのです。
プラトンは、彼の最晩年の著作のひとつの『ティマイオス』のなかで今日の私の問いに
対する示唆を与えています。我々の問題を一つの問いにまとめると次のようになるでしょ
う。健全な社会、健康な国家はどのようにあるべきか。つまり、プラトンはいいます。国
政が悪く、悪い言論（ロゴス）が国家のなかで公私共に語られ、さらに、害悪を癒す薬が
つまり害悪を治療する学課が、学ばれないというような社会と国家の状況が見出されると
き、それを不健康状態と判断せざるを得ないのです。彼は、このようにこころ、身体、国
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家、社会が病んでいる状況を全体として指摘しています。そしてプラトンは、この病の奥
底には「言葉」の混乱と人間社会の病気があると指摘しています（ティマイオス、
Tim.87b）
。プラトンの言葉を引用してみましょう。
人間の本性が骨の髄まで悪くなっているところに国の政治が悪く、規範を失った悪しき言
語が国の中で公私共に語られ、しかもなおこうした害悪を癒す薬となる学びが若いときから
少しも学ばれないのだとすると、そのような条件のもとでは、われわれ人間が悪くなるのは、
人間の意のままにならない二つの事柄、つまり身体の構造と、悪い教育から結果する悪いた
ましいのゆえなのです。

この悪いたましいは、規範からはずれた悪しき言葉遣いをします。現在日本のインター
ネットの世界は、とりわけ無責任なウエブの黒板の言葉は、このようなプラトンの批判の
正しさを裏付けています。この不健康な国家の状態とは、まさしくエミール・デユルケー
ムのいうアノミー状態の社会以外のいかなるものでしょうか。この意味では、2008 年
に秋葉原で起こったいわゆる秋葉原事件は典型的に私のいうプラトンの心配事を裏書して
います。最近死刑の求刑（2011 年 1 月 26 日）が出ましたが、犯人の加藤某は、イン
ターネットの言葉に苛立ちあのような陰惨な事件を引き起こしたのです。朝日新聞の伝え
るところでは、「携帯電話の掲示板サイトで嫌がらせをする人たちに復讐したかった」と
いうのですが、これはまさしく携帯サイトの言葉のもつれ、悪い言葉の使い方がひとつの
原因だったのです。プラトンはすでに 2,500 年前にあのような事件が起こることを予言
していたともいえるのです。
私の問いは、「アノミー状態をどのように克服するのか」と定式化できます。いったい
社会と国家の全体の不健康な状態をどのようにして乗り越えることができるのでしょうか。
この問いに対して哲学の歴史と伝統を引っ提げて答えるとどのようになりましょうか。哲
学の思索の歴史からどのように答えることができるでしょうか。プラトンを手がかりにし
てこの問いに答えることを試みてみましょう。エミール・デユルケームと同じように、国
家社会をホロン（一つに融合した全体）として捉えるのがプラトンの思惟の特徴です。ホ
ロンとは、今日ホリスティックとかホリズムといわれるときのギリシャ語の語源です。ホ
ロンとしての全体では、その内部の部分が相互に溶け合っております。ちょうど水と砂糖
が溶けて砂糖水になるように。「一人は万民のために、万民はひとりのために」生きると
いう状態です。そうしてみると、国家の全体が健康になるというのはいったいどのような
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ことを意味するのでしょうか。
プラトンの問いはいろいろに定式化されておりますが、きわまるところは身体の健康、
精神の健康、言葉の健康を国家社会の健康のなかで問い直すことにありました。最晩年の
著作、『ティマイオス』において病気とは何か、疾病とは何かを問い直した後で、彼は、
身体だけにとどまらず精神の健康を社会のなかでどのように実現することができるのかを
問うております。プラトンのこの問いに対する彼自身の答えは、究極的には社会の中での
「言葉の正しさ」と「教育の正しいあり方」を確保することにあったように思われます。
その場合の教育とはなによりも身体を運動によって鍛え、たましいをも絶えず動かすこと
によって練磨することです。要するに、身体もたましいも動かす、動きの中におくこと、
これがプラトンの答えです。この点で、現在の日本のアノミーの状態をプラトンはすでに
あらかじめ洞察しており、且つ、その答えをも私たち日本人のために用意してくれている
ように思われます。現在の老人問題、少子化問題もあらかじめ予感していたプラトンは、
老人にもっと身体を動かし、鍛えるように、また絶えず気を働かせ、こころもたましいも
絶えざる運動の中に置くようにと提案しているのです。
最近ではアルツハイマー病とか、そのほか老人の病気も基本的には「のんびりと左うち
わで暮らす」というあり方が病を進行させるのです。むしろ絶えず気を働かせ、こころを
動かし、且つ心も身も運動の中に置きなおすのが老化や老人特有の病をまぬかれる方法に
なるのです。生涯現役という姿勢と態度を貫くのが正しいと思います。これは極楽に行っ
てお釈迦さんのよこであとは「左うちわでのんびりと過ごす」というのは菩薩の道ではな
いというのと同じです。梅原猛先生は最近二種回向を力説しておられます。それは、一度
あの世に行って往生しても、再びこの娑婆の世界に戻ってきて人々のために苦行をして菩
薩の生を送らねばならないということを意味しています。私たちは、二種回向の場合のよ
うに、再びこの娑婆の世界に戻ってサンサーラの世界、輪廻転生の世界に戻って苦労をし
ないといけないのです。
ソクラテスの思想をプラトンが、「知恵を探求すること」の意味での哲学としてとらえ
なおし、「己のたましいの世話をすること」という風に定式化していることはよく知られ
ています。しかし、さらに、『ティマイオス』のある箇所（88b-c）では、身体を世話す
ることについても思考をめぐらし、言及していると言うことはあまり知られていません。
その意味では、身体の世話とたましいの世話とをひとつにして考えるところに、晩年のプ
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ラトンの本来の哲学があったはずなのです。プラトンのこのような考察を、私は、学校教
育のための計画づくりとして解釈しなおすことが出来ると思います。新しい意味での自由
な学芸の教育をプラトンから構想するとどのようになるのでしょうか。西洋の中世は、自
由学芸７科を発展させたのですが、プラトンはおそらく西洋中世の Artes Liberales と
は異なり、自由学芸七科にくわえて身体と身体の鍛錬、体育と医学を付加したものにした
かったのでしょう。
自由学芸七科というのは、日本風に言うと「読み、書き、そろばん」なのですが、ヨー
ロッパでは、自由人としてもつべき最低の教養なのです。このような教養は自由人として
当然持つべき教養ですから自由学芸といったのです。ヨーロッパの中世では、文法、レト
リック、弁証法、幾何学、算術、天文学、音楽が教養人とするために教えられていました。
おそらくこれに付け加えてプラトンであれば、医学と体育学を数えいれるでしょう。とに
かく健康でよく生きることが必要だからです。そのためには、絶えず身体を動かすことが
必要です。
最近の糖尿病の研究者たちは一致してちょこまか運動を軽蔑してはいけないというので
す。ちょこまか運動は糖尿病の研究者からも大いに病気の予防になるとして勧められてい
ます。絶えずちょこまかと身体を動かすことが糖尿病や老化の予防になるということです。
その意味ではプラトンは今日の日本の老人社会をすでに予見していたように思われます。
プラトンの教育の目標は「美しく同時に有能で立派な人」（ティマイオス Timaios,
88c）を仕立て上げることにありました。立派な市民、立派な兵士を作ることでした。
「健康と病気、有能さと悪とを考えるときには、たましいと身体とのあいだになりたつ、
つりあい（シンメトリア）と不釣合い（アメトリア）以上に重要なものはない」と言って
おります（Timaios, 87d）。つまり、運動をし動きの中に己の身を置くにしても、たま
しいと身体の相互の比例関係が重要なのです。たましいに重きがあってもよくないし、身
体におもきがあってもよくない。たましいと身体とのバランスの取れた美しい調和ある運
動の姿がプラトンの理想的な市民なのです。そして美しく有能な市民で国家が満ちるなら
ば国はおのずから健康で健全な国家になるのです。
ソクラテスはプラトンの師匠ですが、ソクラテスは哲学を定義して「己のたましいの世
話をすること」と定義しました。おそらくプラトンによると、身体と、思考の世話に関わ
る事柄が哲学です。そのばあい、哲学することは、どのような手段を講じることによって
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保持され維持されるのでしょうか、健全に営まれるのでしょうか。
プラトンは答えるでしょう。身体の運動をこころと思考の運動によって補完し、さらに
思考の運動を身体の運動によって補完調整することが優れた意味での哲学の条件でしょう
と。有能さや健康は、こころと身体の釣り合いの取れた安定した情態を意味するのです。
病気と悪徳は、心身の不釣合いとして表現されます。プラトンの考えでは、こころと
〈身〉の健全性を、身体を動かすこと、たましいを動かすことによって保持することが求
められるのです。身体を動かすとともに、たましいをも同時に動かすこと、これによって
健康になるのです。
たとえば、数学者のように精神面の激しい集中と精進に専念する人は、体育にも親しん
で身体を動かすべきなのです。反対に身体を鍛錬する人、たとえば、ギリシャのオリン
ピックの競技者は、音楽や文芸に、つまりムーサの芸術に、さらには広く哲学に携わって
たましいにもそれに応じた運動を与える必要があります（Timaios, 88b-c）
。言わんと
することは、運動の競技者は美しい優れた詩や文学に親しみなさい、最もよいのはたとえ
ば歌を吟詠朗詠することなのです。
要するに、絶えずたましいを動かすこと、たえず身体を動かすことによって心身の健全
さを保持することができるわけです。大阪の商人が言うように、ぼんやりしていては「あ
きんど」としては失格です。「商人には氣を走らすということが必要だ」と、ある桂米朝
の落語は教えております。たえず「気」を動かし、将来に向けてたましいを走らせること
が肝要です。
そして個人のこころと身体とが、健康と健全さを保持するときには、国家も社会も優れ
た意味で、健康で且つ健全になるでしょう。健全な身体に健全なこころが宿るように、健
全な個人の集合が健全な国家社会につながります。そのためには、まさしく身体の鍛錬と
こころの教育が必要となります。これは、今日でも動きと運動が健康を保持し、病気を予
防するのだという、一種の「予防医学」によってより深く把握しなおされております。先
ほども申しましたように、現在では、糖尿病に対してもちょこまかと運動することによっ
て健康を作り出すということがもくろまれております。ここには、プラトン哲学の現代的
な意義が見出されるといってよいでしょう。結局肝要なのは、後に続く世代の適切な教育、
教 え 育 む と い う 事 柄 に 立 ち 返 る こ と で す。 教 育 と は、education の ば あ い も、
Erziehung の場合も、もともと当該の学生個人の特質を見つけ出し、そとへ引き伸ばす
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ということだったのです。
個人において、また社会の全体においてどのようにして心身の健康を保持できるので
しょうか。プラトンのいうように、一方で哲学や音楽（詩と文）と、他方で体育との双方
において、人は「動きの中に身をおくこと」がもとめられます。まさにこのことによって、
個々の人格の健康も、またひいては、社会国家の健康も保持されるでしょう。
プラトンの思想から明瞭に読み取れるのは、数学や幾何学をスポーツや運動競技と関連
付けるとともに、他方でスポーツや身体運動を今度は哲学によって音楽や詩文と統合する
ことによって、健康な社会の実現の道が開かれるということです。その際にロゴスもしく
は言葉の規範を整えることが最も重要なのです。政治も教育もなによりもまず言葉によっ
ておこなわれるのだからです。そしてこのことを現実化する道は、哲学者を中心にして高
校や大学の中に真の意味で総合的な教育カリキュラムを作ることです。
それは、新しいタイプの自由学芸（Artes Liberales）の教育システムで、哲学者が国
民全体の健全なる心身を目指して教育に当たるしかないでしょう。その意味では、現在の
日本の大学において哲学や倫理学のポストが削除され続けるのは、おおいに問題がありま
す。なぜなら世界と人間の全体を包括的に考察できるのは哲学者だけですから。
哲学にはこのような立派な効用があるということは、素晴らしいと思いませんか。

Random Scope
腸内に共生するウィルスは腸内細菌の有益な機能を補完する
腸内微生物群集の存在が腸管免疫機能に大きく寄与していることは、これまでによく知られて
いる。今回、無菌下の飼育や抗生物質投与により無菌化されたモデルマウスに、腸内 RNA ウィ
ルスの一種、ノロウィルスを感染させることによって、腸管の形態やリンパ球の機能が回復する
こと、しかもその機能の回復には、インターフェロン・アルファ（INF-α）受容体が必須であ
ることが示された。このことは、腸管内に常在する RNA ウィルスが、腸内細菌と同様に、腸内
の恒常性を維持して、腸管粘膜免疫を形成する能力を持つことを示すものである。
（Yan）
An enteric virus can replace the beneficial function of commensal bacteria. Nature
516, 94-98 (2014)
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中国に鑑真和上の足跡を尋ねた旅
本庄

巌＊

日本と中国との文化交流を図る目的で 58 年前に創立された日中文化交流協会のお世
話で、中国に鑑真和上の足跡を尋ねる旅に参加した。団長は壬生寺松浦貫主、副団長は唐
招提寺石田長老で、総勢 39 名のなかには僧籍の方も幾人かおられた。
いま日本と中国とは政治的にはやや冷たい関係にあり、旅立つ前にはいくばくかの不安
があったが、来てみると毎日が温かいおもてなしで、和上のお心が二つの国のかけ橋に
なっていると感じた。お寺巡りばかりで街に出ることがなかったが、10 数年前に尋ねた
中国と比べ大きく変った点と変らない点とがあった。以下の旅日記で和上の足跡をご一緒
に尋ねて下さり、私の感じた中国を知って下さればと思う。
上海から張家港をへて楊州へ：遠くの機影が白く曇って見える上海空港に着いた。これ
が噂の PM2.5 と思ったが、ずっとこの白い霧の中の旅であった。上海空港で二人の尼僧
が合流した。一人はフィレンツエからの剃髪、僧衣のイタリア人で、いま一人は寧波大学
に留学中の日本の尼僧で、中国で戦った祖父の贖罪と戦乱で亡くなった縁者を弔うため、
亡き中国人には中国語の、亡き日本人には日本語の、お経をあげるため中国語を学んでい
るという。日本にはまだこのような純真な若者がいることが嬉しかった。
張家港に向かうバスの左右には巨大なアパート群がどこまでも続き、アメリカやヨー
ロッパにはない光景に、子供たちは一体どこで遊んでいるのか心配になった。張家港は鑑
真和上が 6 度目の船出で渡日に成功された地であり、これを記念する東渡苑内の鑑真和
上記念堂で和上座像の開眼法要が行われた。湖畔には再現された和上東渡の船がつながれ
ていたが、このような小振りな船で日本を目ざされた和上の信念にうたれた。奈良時代、
聖武天皇は中国から戒律を行うことのできる高僧を迎えようとされたが危険な渡日に応じ
る僧はなく、和上自らが嵐に会うこと 2 度、出国を止められること 3 度の後にやっと薩
摩坊津に着かれている。その苦難の間に視力を失われるが、東大寺、唐招提寺で日本の仏
教のために尽力された。
次にむかった楊州は人口 120 万の大都市で、隋の楊帝が開いた運河に臨む要所として
塩の交易で大きく栄えた街である。街の外堀を利用した痩西湖で舟遊びをしたが、清の皇
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

＊
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帝もここに遊んだ風光明美なところであった。宿泊は広い苑内に豪奢な館が立ち並ぶ楊州
迎賓館で、日中文化交流協会のお蔭で我々は賓客として扱われていることが分かった。夕
食会では名物の楊州チャーハンや獅子頭というハンバーグが美味しかった。
楊州にて：小雨の涼しい朝に和上が 4 度船出をされた文峰寺を訪ねた。本殿での法要
のあと古い街並みの老街を歩き塩で財をなした邸宅に入ると、内部は瀟洒な食堂や茶室に
改築されていて、その贅沢なしつらえは日本でも余り見ないほどのものであった。昼食は
古風な衣装をまとった少女たちによってお給仕がなされ、日本の懐石を思わせる実に繊細
な精進料理であった。
午後は和上ゆかりの大明寺を尋ねた。池をめぐらせて堂塔伽藍が立ち並び、九重の塔が
この寺のシンボルとなっている。和上ゆかりの仏教学院で行われた学生への講義では、日
本の長屋王が中国の僧に送った言葉、「山川異域、風月同天、寄諸仏子、共結来縁」が紹
介され、日中の友愛の心が今も続いていることが述べられた。学院の食堂で見事に調理さ
れたお精進の夕食を頂く頃には九重の塔が鮮やかにライトアップされていた。
南京から寧波へ：朝から小雨模様であったが PM2.5 のせいかこの日も太陽は顔を見せ
なかった。南京近郊の古刹、棲霞寺の昆蘆宝殿で鑑真和上像を拝したが、かつて日本から
贈られたこのお像は文化革命で行方不明となり、奇跡的に発見されてこの寺に納められた
由であった。寺の裏手には唐代の大仏舎利塔がそびえていて風雪に耐えたその雄渾な姿に
感嘆した。基壇には釈迦の生涯が刻まれ五層の屋根の一部は欠落しているが、仏師が仏像
を刻むように塔建立の工人たちは心血を注いだのだろう。付近の石窟には文革の被害を免
れた釈迦三尊などの石仏があった。午後にはよく整備された南京駅から高速列車の和諧号
で寧波に向かった。時速 300 キロで日本の新幹線に似ていて、杭州や紹興を経て夕刻に
寧波についた。この街は遣唐使の時代から日本との関係が深く、現在は貿易で栄える大都
市となっている。宿泊は河畔に建つ寧波随一のホテルで、歓迎夕食会では日中友好のス
ピーチが交わされ豪華な中華料理を楽しんだ。
寧波にて：この朝も小雨模様で空は灰色の雲で覆われていた。仏教に厚く帰依したイン
ドのアショカ王にちなむ阿育王寺にむかった。鑑真和上もこの寺に滞在されており、長い
階段をのぼった仏殿には仏舎利を納める厨子が安置されていた。五体倒地の礼拝をして仏
舎利を拝見したが、仏舎利は水晶の珠のように透明で明るく輝いていた。この寺でもお昼
は精進料理であった。ちなみにこの旅では昼食は必ずお精進で、夕食もお精進の日があり、
アルコールは薄めのビールだけであった。しかし心も体も清められる感じでどれも実に美
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味しくいただけた。
午後は山を背にした天童山を尋ねた。永平寺を開いた道元禅師ゆかりの寺で、巨大な伽
藍が幾重にも重なり、堂塔をつなぐ急な階段は永平寺を偲ばせる。夕食はホテル近くの状
元楼で、象牙の箸を使う豪華な中華料理であった。ちなみに状元とは科挙試験の首席者の
ことである。戸外に出ると河畔の噴水と対岸のネオンが美しくここをゆっくり歩いてホテ
ルに戻った。
翌日は初めて晴れ間の見える日であったがやはり空は白く霞んでいた。バスは高速道路
を南下して台州の龍興寺につき、無数の仏で築かれた千仏塔に迎えられた。この寺は最澄
そして円珍や栄西も学び、鑑真和上もこの寺に何度か留まれている。昼食のあと近くの古
街を歩いた。さまざまな品物や食べ物を商う店で賑わっており、幾世紀かタイムスリップ
した気分になる。城壁の周りには骨董市も並んでいた。午後には天台山の国清寺に詣でた。
伝教大師（最澄）はここで修業をされ、京都比叡山で天台宗を広められた。寒山捨得もこ
の寺にいたそうである。大勢の信者がつめかけお線香をあげており、中国でも仏教徒がか
なりいることが分かった。翌朝は 30 数キロの長い杭州湾大橋を渡り上海から日本へと
飛び立った。
中国で感じたこと：先ずは中国の広さとエネルギーである。上海から南京、寧波と中国
南部の旅であったが、中国全土のほんの一部分にしか過ぎない。しかしどこまでも平野が
続き、日本のような山影を見ることは殆んどなかった。高速道路や鉄道網は発達し空港や
駅舎の諸施設も完備していて、以前に中国を尋ねた時とは大きく変わっていた。なかでも
トイレ事情はほぼ先進国並みで TOTO の製品が多く使われていた。仏教寺院を中心に
廻ったためもあってか、遣唐使の時代から日本は文字、仏教はじめ多くの文物を中国から
輸入して国家を築いて来たことがよく分かった。
しかし気になったのは PM2.5 で、日本でも四日市喘息など大気汚染があったが、呼吸
器に病気を持つ子供たちのことが心配になった。関空に帰りつき澄んだ夕空を眺めた時、
日本に住む幸せをしみじみと感じた。また以前に上海の病院を尋ねた時もそうであったが、
行程中ずっと世話をしてくれた男性は監視の役目も兼ねていたのではないかと思った。
パーテイでの中国側からの熱烈歓迎のスピーチも以前と変わりがなく、形を重んじる国で
あることを再確認した。とは言っても上海には 10 万の日本人が住み、物や人の交流は
密に行われている。荒海を日本に渡られた鑑真和上のお心に倣い、国の制度は違ってもか
の国との交流を物だけでなく心の面でも深めたいものだと思った。
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Books
蒲谷

茂 著

自宅で死にたい
バジリコ株式会社

￥1,500＋税

2014 年 7 月 7 日発行

ISBN 978-4-86238-210-8

本書の著者は、健康雑誌の編集にかかわる医療ジャーナリストで、高齢社会での医療と
介護の問題を取り上げて、
「死の間際まで治療を行うことが原則となっている」近代医学
の結果として生じる延命治療を考察した後、終末期での在宅医療の場としての自宅での介
護を勧めている。
現在、人口千人当たりの病床数では、日本は米国の 4 倍以上で、世界一の 13.8 であ
り、約 160 万床ある。しかし年間死亡数が 2010 年では 120 万人で、その 9 割が病
院で死を迎えている。その上団塊世代が高齢になる 20 年後の年間死亡数の予測は 166
万人である。本来病院は病気を治し、社会に戻るための病人のものであり、死に場所では
ない。つまり病院で亡くなることが出来ない時代が来るのである。
終末期での在宅医療を可能にするためには、必要な在宅医療・介護サービスの確保の上
に、死を受け止める家族の力が必要である。その上で、著者は、「死に逝く自分を見つめ、
その自分の姿を家族に見せ、死から学ぶことが、死に逝く者の最後の務めである」と考え
ている。そして、人は三回死ぬという。最初は肉体の死であり、第 2 は社会的影響力の
消失であり、第 3 は死者が人の記憶から消えることである。すなわち生き様が語り続け
られる限り、死者は生者の中に生きているのである。本書には、「自宅で死ぬこと」を覚
悟した著者の思考の過程が描かれていて、高齢者の「幸福感」について再考を促すもので
ある。

池上

山岸秀夫（編集委員）

彰 著

池上彰の「日本の教育」がよくわかる本
株式会社 PHP 研究所

￥620＋税

2014 年 5 月 22 日発行

ISBN 978-4-569-76174-9

本書は、現在の日本の初・中等教育について、長年の NHK 報道記者の経験を活かして、
フリージャーナリストの目線で分かりやすく問題点を追い、これからの長寿社会を生き抜
く力を、子どもたちにどのようにして身に着けさせるかを考えさせるものである。すなわ
ち教育について考えることは、日本の未来を考えることである。しかし教育は変えてから
結果が出るまでに時間がかかる。例えば、学校で教える内容を決めている「学習指導要
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領」の改訂にも、少なくとも 10 年はかかる。それなのに、識者の思い込みで場当たり
的に教育政策が変わり、「ゆとり」と「詰め込み」を行き来しているのが現実である。
著者は、①教育の戦後史、②教科書、③通知簿と偏差値、④先生、⑤いじめと道徳、⑥
教育委員会と文部科学省、⑦ PTA、⑧学校給食、⑨学校制度の新潮流、⑩教育費と教育
格差、等の諸問題に分けて問題点を指摘し、理想の教育について、「たった一つの正解」
があるわけでなく、「自分の頭で考えさせる」教育の大切さを世の大人たちに痛感させる
ものである。
敢えて本書から問題点を取り出すとすれば、大学の教育学部には、「教育学」部と「教
育」学部の 2 種類存在するのが現実であり、前者は「教育学」を研究する学部で、後者
は「教員を養成する」学部である。医学部にも、「人間の病気」を研究する基礎医学と、
「個々の患者」の病を治療する臨床医学があるように、両者は、理論と実践、総論と各論
の関係にあり、密接な相互交流が要請されるはずである。本誌の「サロン談義 12：現在
の教育問題を考える」で取り上げられたように、現在子どもたちは教育環境の激変に曝さ
れている。今こそ、かつての日本教職員組合主導の「教育研究集会」の長年の歩みに対す
る評価も踏まえて、直接子どもたちに触れあう現場の教職員の目線で見た「臨床教育学」
の再構築が求められているのではあるまいか。

梅原

山岸秀夫（編集委員）

猛 著

親鸞「四つの謎」を解く
（株）新潮社

￥2,200＋税

2014 年 10 月 25 日発行

ISBN978-4-10-303024-9

本書でまず驚かされるのは、90 歳になる著者が親鸞関係の膨大な文献に目を通し、関
東はじめ親鸞ゆかりの地の実地調査を行ったうえで 300 頁余の本書を執筆された明晰な
頭脳と体力の持ち主であることである。その原動力の一つが著者の青年のような謎解きの
好奇心であることが本書でよく分かる。ちなみに親鸞自身も当時としては稀な 90 歳と
いう長寿を全うしておられる。
浄土真宗の祖である親鸞は浄土宗の法然と共にそれぞれの宗教団体の開祖として神格化
され信仰の対象になっているが、著者は史実に即して冷静に親鸞の実像を追い求めてゆく。
著者が設定した四つの謎は、わずか 9 歳という幼い時期に出家をしたのは何故か、将来
を約束された比叡山での修業を 29 歳で止めて法然に入門したのは何故か、出家者では
禁じられている結婚をしたのは何故か、これに関連して親鸞研究者に否定されている玉日
という女性との最初の結婚の謎、そして四つ目は歎異抄にも述べられている悪人も救済さ
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れるとする教えの謎である。これらの謎を解く鍵としてこれまで本願寺派の歴史学者に
よって偽書とされてきた、「親鸞聖人雅昭伝」が親鸞の曾孫、存覚によって書かれたもの
であると確信してこれを証拠立てて行く。
四つの謎のうち三番目の結婚の謎以外はほぼ予期した解答であったが、親鸞の最初の結
婚相手が恵信尼ではなく、法然上人に帰依した摂政九条兼実の娘、玉日であるとの答えは
本書で初めて知った。これは先の「正明伝」をはじめとする文献の綿密な解釈と基本資料
となる「尊卑分脈」の記録、そして関東の寺でらの調査で明らかにされる。何故本願寺派
学者が玉日の存在を否定するかについて氏は触れられていないが、恐らく教義上の理由が
あるものと思われる。また「親鸞は源頼朝の甥に当たる」という、西山深草（仮名）氏に
よる大胆な説が紹介され、梅原氏はその新説の当否には言及されていないが、この西山氏
は筆者の旧友でもあり彼のこの分野での活躍を喜んだ次第である。
宗教上の巨人、親鸞上人の事跡を明らかにする今回のような場合でも、梅原氏は自然科
学者の様にデータを虚心に読んで自ら立てた仮説を実証して行かれており、これまでの氏
の書物と同様、梅原ワールドに引き込まれてゆき、巻置くあたわずといった書物であった。


本庄

巌（編集委員）

矢野久美子 著

ハンナ・アーレント
（株）中央公論新社

￥820＋税

2014 年 8 月 25 日発行

ISBN978-4-102257-8

昨年、神田の岩波ホールで映画「ハンナ・アーレント」を見た。ユダヤ人のホロコース
トに加担したアイヒマンが逃亡先のアルゼンチンで捕えられイスラエルで裁判にかけられ
る様子を傍聴したアーレントは、「エルサレムのアイヒマン－悪の陳腐さについての報告」
と題する著書を世に問う。しかしユダヤ人を始め多くの知識人の激しい非難を受けること
になる。実をいえば私は映画を見るまで哲学者アーレントの名前すら知らなかったが、学
生たちの前で煙草を吸いながら講義をするアーレントの迫力に圧倒された。ただこの映画
での不満は、哲学者ハイデガーを跪かせた典型的なユダヤ美人の彼女を、ナチ親衛隊のよ
うなドイツ女性が演じたことであった。
アーレントに対する非難の原因は、悪行に加担するがナチの歯車の一つに過ぎなかった
アイヒマンの卑小さに対する失望であり、一方ではユダヤ人の絶滅収容所送りに協力した
ユダヤ人社会に触れたことであった。しかしこの著書によると、彼女がユダヤ人として差
別されて辿った運命と無縁ではない。
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アーレントはリトアニアとポーランドに挟まれ現在ロシアの飛び地となっているケーニ
スベルクでギムナジウムまでの学生生活を送り、その後ドイツのマールブルク大学で哲学
の師ハイデガーの求愛を受け彼の愛人となる。しかし不倫はハイデガーの妻の知るところ
となり、ハイデルベルク大学に移りヤスパースの下で博士号を取得する。やがてヒット
ラー政権のナチに追われフランスに脱出後捕えられ、フランス敗戦の混乱期に収容所を脱
出し、二度目の夫と共にマルセイユからアメリカへ逃れる。大戦後、ニューヨークを拠点
にナチやソ連の全体主義を批判する書物など多くの著作と講演を行い、プリンストン大や
コロンビア大の客員教授、そしてシカゴ大の教授を務める。その頃に先述のアイヒマン裁
判を傍聴することになるが、その著書によって、親しいユダヤの友人の殆んどを失うこと
になる。しかし彼女は決して妥協しようとはせず、ヒットラー政権下でユダヤ人として差
別されヨーロッパ全体から孤立させられた苛酷な体験から信念を貫く。
本書は波乱に富むハンナ・アーレントの伝記であるが、随所に彼女の主要な著書の内容
が紹介されて、彼女の差別と戦う強靭な意志がよく伝わってくる。しかしアジアに住む
我々にはヨーロッパ人の根強いユダヤ人への偏見や差別を理解することは難しい。アーレ
ント夫妻が間もなくアメリカ国籍を取ったのはそのようなヨーロッパとの決別であったの
かもしれない。彼女は原爆の非人間性や当時アメリカで吹き荒れたマッカーシズムも批判
しているが、現在イスラエルで続くユダヤ人によるパレスチナ人に対する非人間的な行動
をどのように批判するか知りたいところでもある。

本庄

巌（編集委員）

ギルバート・ウエルチ, H. 他 2 名 著（北澤京子 訳）

過剰診断－健康診断があなたを病気にする
（株）筑摩書房

￥1,700＋税

ISBN978-4-480-86434-5

本書では、アメリカでの過剰な健診に警告を発している。先ず高血圧による脳出血や心
筋梗塞などを避けるため、軽度の異常値であっても薬の服用を勧めることの誤りが指摘さ
れる。高度の高血圧症は治療すべきであるが、問題は軽度の場合である。低血圧による転
倒の副作用がある上に、以前は正常とされた軽度の高血圧の人も高血圧症として治療対象
に囲い込み、無駄な医療費の出費があるとする。このような過剰診断は糖尿病、高脂血症、
骨粗鬆症でも起こっており、委員会が正常値を低くする度に、それまで正常とされた人が
患者となる現象が起きると警告する。そしてこのようなボーダーラインの人が薬を服用し
ても、もともと病気ではないので病気は起きないにも拘らず、あたかも薬の効果のように
見なされる。また CT や MRI などの画像診断の普及で軽微な異常も発見されるようにな
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り、症状がなくても胆石、膝軟骨損傷、椎間板ヘルニア、腹部大動脈瘤などと診断され、
精密検査や不必要な治療が行なわれる弊害が述べられている。
なかでも著者が注目しているのが癌のスクリーニングである。前立腺がんで行われる
PSA 検査の副作用として、必要のない生検や手術による後遺症が起こる不利益である。
これは大規模追跡の結果、PSA 検査をしても死亡率は下がらないので、検査は不要とし
たアメリカ政府部会の声明とも関係することであろう。乳がん検査のマンモグラフィーに
ついても、検査によって乳がんと診断される患者の増加にも関わらず、むしろ乳がんの死
亡例は減少気味であるとの統計結果から、この検査が過剰診断を導くと警告している。
更に日本でも始まろうとしている遺伝子検査が、将来罹るかも知れない重い疾患に対す
る不安を引き起こすことや不必要な検査や治療につながることを危惧している。本書執筆
の時点では起きていなかったが、女優アンジェリーナ・ジョリーさんの遺伝子診断による
乳房切除に対して、著者はどのようなコメントをするか知りたいところである。
本書執筆に携わった 3 名の医師は、過剰な健康診断が疾患を発見したい医師の職業意
識や病気を見逃した時の訴訟を恐れるという動機だけでなく、病院経営の経済的理由や製
薬会社や医療器械会社の意向による不純な動機があることを多くの資料で示し、健診の意
義を十分に理解した上での理性的な対応を望んでいる。わが国でももって他山の石とすべ
き意見であろう。

本庄

巌（編集委員）

Books

Books
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読者のコーナー
(1)

内 海仁美様が本誌の表紙絵を担当されるようになったのは、2014 年春季号（Vol. 27、
No. 1）からで、今回で 4 回目になるわけですね。本誌の財政的事情から、それまで専門家に
依頼されていた表紙絵を、今後は「手作り」で、というのがご趣旨だったと記憶しております。
昨年の春季号で、内裏雛の表紙絵を拝見したそのときから、素人とはとても思えない線描の美
しさと、繊細な色調に驚嘆したものでしたが、夏季号、秋季号、冬季号のすべてを通じて、作
者に一貫したテーマがあるのに気がつきました。そのテーマと申しますのは、日本各地の民俗
文化に根ざした人形でしょうか？

内海様は、きっと日本の民俗文化にご造詣が深くていらっ

しゃるのだと思います。
私事になりますが、私共兄妹が生まれ育ったのは信州の長野市でした。長野から一寸離れた
ところに、栗の産地として知られる小布施という町があり、ここで生産される栗菓子は全国的
にも有名です。その栗菓子の老舗のひとつに「竹風堂」というお店があり、毎年、妹がここに
特別注文した栗製品の数々を、アメリカ在住の私に送ってくれるのが、いつの頃からかしきた
りになってしまいました。たまたま昨年秋に送られてきた栗製品一式に付随してきた 2015
年の竹風堂カレンダーをみましたところ、｢愛しの土人形

中野土びな｣ というのがテーマに

なっており、この郷土人形のいわれ因縁が表紙絵に添えて書かれておりました。その説明によ
りますと、
「中野土びな」の基になっているのは、京都伏見人形の型と製法であるとも書かれ
ておりました。それを読みましたとき、咄嗟に思い出したのが ｢環境と健康」誌の、民俗人形
表紙絵でした。そして、いつかある日、この「中野土びな」も、そして、その基とされる京都
伏見人形も、取り上げていただけたら……と思ったりもしたのでした。何はともあれ、本誌表
紙絵の「手作り」は、専門家によるデザイン以上に、本誌のキャラクターとして、今やガッチ
リと根付いたように私には思われます。本誌を手にする第一の楽しみが表紙絵にあると申しま
しても過言ではありません。
(2)

2015/1/15（在米、R.A.）

本誌 27 巻で取り上げられた教育についてのサロン談義を、毎回楽しく読ませて頂いていま
す。27 巻 4 号の「学習指導要領の改訂に関する一考察」で取り上げている、「道徳の教科
化」に関する若干の考察は、広く国民の関心を集めているだけに当を得たものだと思われます。
著者は『教科化＝「格上げ」という表現は理不尽である』というご意見ですが、道徳は家庭教
育の中で、小学校に上がる前に身に付けるべきことであるし、学校で教わるにしては遅すぎま
す。更に「教科＝評価」というのが受験勉強をくぐり抜けてきた者として頭に焼き付いていま
す。「道徳の教科化」で、道徳に評価点をつけて、その評価がどのように利用されるのかが、
私には心配です。そのあたりのご意見が聞けたら良かったかと思います。
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2015/1/31（H.U.）

編集後記
本誌の顔としての表紙デザインが、昨年から「手作り」でスタートし、初年度は内
海仁美さんの御好意による「民族人形シリーズ」が好評を博し、今年度 28 巻から
小西淳子さんにバトンタッチされた。これまで素晴らしい作品を提供して頂いた内海
仁美さんに御礼申し上げる。
また前号本欄でのお願いに応えて、早速読者の皆様には本誌発行継続の趣旨を御理
解頂き、発行母体である公益財団に多数の方々から御寄付を頂いた。公益財団法人と
しての、新しい第 1 歩を踏み出すことが出来たことに感謝する次第である。
本誌は、個人読者の他に、全国の主要な大学や都市の図書館にも見本献本されてい
るので、開架配本されているところにも、読者がおられる。本号トピックスに掲載さ
れている 2 論文は、後者の読者からの初めての寄稿であり、内容的にも本誌が新し
く取り上げているテーマ、「少子高齢社会を生きる」に沿ったものとなっている。大
学と社会をつなぐ媒体としての本誌の効用が認知され、社会への窓口が新しく開いた
証左と受け取り、大変うれしく思う。両論文は、これまで見逃されてきた新しい二つ
の社会的問題を提起している。第 1 は、水道水のフッ素化（フロリデーション）の、
児童の虫歯に対する予防歯学の問題である。第 2 は、統合失調症患者の高齢化に伴
う、認知症などの合併症に向き合う、終末期医療と介護の問題である。本号での問題
点の提起をきっかけに、それぞれ残された課題の解決の第一歩となることを期待して
いる。
特集では、高齢社会での生活習慣病を誘発する一次疾患としての糖尿病に対して、
従来の薬物療法に依存せず、直接原因となる糖質の摂取を制限する、新しい食事療法
が提起されている。また健常人の場合でも、糖質過多からの脱却と長寿が関連する可
能性が、長年にわたる疫学的調査から示唆されている。他方、「いのちの科学：食育
の目指すところ」によれば、糖質を含む主食と副食の栄養バランスが骨粗鬆症や肥満
の防止、長寿に役立っている。またかつて本誌編集部に、（株）径書房より、「佐藤章
夫：米と糖尿病－日本人は炭水化物（糖質）を制限してはならない（2010）」が書
評献本された経緯もある。私どもの体が、食によって取り入れた栄養素によって日々
更新されている以上、健康を保持するにも、体調を回復するにも、その鍵としての栄
養摂取の重要性は当然のことであろう。本号の記事が糖質摂取に対する多様な評価の
参考になれば幸いである。
また本号の Editorial は昨年末に脱稿されたものであるが、「互いに違うことを認
める」のでなく、悲しいことに、その後も問答無用のテロ事件が世界規模で拡散し、
地球圏での人類自滅の危機の到来が予感される。
なお本誌は、これまで「環境と健康」に関する科学情報を主として提供してきたが、
本号では新たに芸術情報として、特別企画に「伊藤若冲の造形原理」を紹介して頂い
た。
最後に、27 巻 4 号 396 頁 Random Scope の第 6 番「遺伝子」を「染色体」
に訂正する。
雪解けした出町柳堤の常林寺の門前に、「梅は
た。 

寒苦を経て

清香を放つ」とあっ
（Yan）

編集後記
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