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～北の大地から日本を、明日を“美味しく”元気に！～
７回を数える（公社）日本鍼灸師会の全国大会。今回の公開講座は、人間としての原点に立

ち返り、生きていくために必要なもの、つまり“食べる”ということに目を向けて、健康を考

える場とさせていただきました。お招きしたのは、西村孝司先生と星澤幸子先生のお二人です。

ともに食には独自のご意見を持たれる先生方に、「食と健康」をテーマとして大いに語って

いただきました。この機会に“食”について・・・ちょっと見直してみませんか？

道 ・市民公開講座

北海道大学遺伝子病

制御研究所

免疫制御分野教授

【プロフィール】

東北大学薬学部薬学科卒。米国ハーバード大学医

学部ダナファーバ癌研究所留学、東北大学解剖学講

座助教授、東海大学医学部遺伝子工学・細胞移植研

究センター次長、北海道大学遺伝子病制御研究所・

ＲＯＹＣＥ’健康バイオ研究部門教授兼務、文部科

学省・科学技術政策研究所・科学技術動向研究セン

ター・専門調査員、ＮＰＯ法人イムノサポートセン

ター理事長。

この「ばい菌」から守っているのが、私の研

究対象である「免疫」なんですが・・・この

免疫、とりわけ子どもたちの体が、大変なこ

とになっているんです。まず、これを知って

いただきたい。

０歳から５歳までに免疫が完成しない子ども

が、今、半数もいる。ＢＣＧを接種して、結核

菌に対する抵抗性ができる・・・そういう今ま

でなら“普通”の子どもが、全国平均で５０％

しかいないんですよ。生まれてから５歳まで、

免疫が成立しない・・・これって、大問題です。

「免疫バランス」を利用してガンを治すこと

が本業の西村先生、その先生がなぜ「食と健康」

を考えるようになったのか・・・そこには、こ

うした子どもたちの将来を心配する愛情と、未

来を託し、未来を担う存在への熱い想いがあり

ました。

子どもたちの異変に「何でだろう？」って

考えました。その一因が食の変化にあるんじゃ

ないか？食がしっかりしていなければダメなん

じゃないか？と。免疫を高めて、体を作って・・・

それには、やっぱり「食が大切なんだ」と思う

ようになりました。ちょっとふり返ってみてく

ださい。おふくろの味から“お”が取れて、今

は袋の味になっていませんか？お総菜やコンビ

ニ弁当ばかりじゃ、免疫が落ちてくるのも仕方

がないですよ。

「食と健康」

第７回 公益社団法人日本鍼灸師会全国大会 in 北海道 2011.10.10

免疫バランスと健康

―『食、健康、環境、医療』を結びつけた
社会基盤構築の重要性―

免疫研究の第一人者でありながら、食に対す

る造詣も深い西村先生。今日は専門である「免

疫」と食、そして環境、未来といったスケール

の大きな、北海道らしいお話をしていただきま

した。

ど たちの体がおかしい

知ってのとおり我々は、いろんな「ばい菌」

に囲まれて生活しています。皆さんの体を、

西村孝司先生
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免疫だけじゃない。子どもたちの体内環境も、

ずたずたに壊れてきている。我々はあと３０年

も生きればいいんですが、子どもたちはそうは

いきません。ひょっとしたら、今の子どもたち

の世代で、平均寿命がストーンと短くなってし

まうかもしれない。そして、今の若者は、子ど

もがつくりたくてもつくれないんですよ。精子

の数が足りない、数があっても構造がおかしい。

だから、ほしくてもできないんです。内分泌系

の異常でしょうか・・・これも由々しき問題です。

の が体 くし

キレやすい子どもたち・・・おそらく神経の

バランスがおかしいんでしょうね。テレビゲー

ムとか仮想現実のものばかり追いかけて、神経

バランスが崩れてしまっている。ハンバーガー

を食べながらのテレビゲームは、もっと良くな

い。免疫は、野菜を食べないと弱ります。今の

子どもたちにアレルギーが多いのは、肉ばっか

りで野菜を食べていないから・・・ハンバーガー

の売上げと一緒にアレルギー人口が増えてきた

んです。免疫を高めるものとして乳酸菌があり

ますけど、これも食物繊維をいっぱい摂ること

で増えます。だから、野菜はしっかり食べない

といけません。

ハンバーガーを悪く言うつもりはありませ

ん。そもそも日本人とアメリカ人とでは、飢餓

遺伝子が違うんですよ。アメリカ人は、食べて

もそのエネルギーを出そうとするけど、日本人

はエネルギーを貯めようとする。貧乏な民族な

んですね ( 笑 )。だから、アメリカ人は太って

も糖尿病にならないけど、同じことを日本人が

やったら・・・それは、成人病になってもおか

しくない。

い う カ

青っぱなを垂らす子どもなんて、今、誰もい

ません。その代わり、白い鼻水は多い。あれは

アレルギー性鼻炎の鼻水です。青っぱなは、免

疫がばい菌を倒した、その“くず”です。死骸

です。だから子どもには、青っぱなを、どんど

ん垂らしてほしいんです。これからは、「青っ

ぱなを垂らす子どもをつくりましょう！」です

ね。泥んこまみれになって、ばい菌と一緒に走

り回るくらいのワイルドな子どもがいる、そう

いう社会を作らなければいけないんです。

食と健康と環境と医療。これらを結びつけた

社会基盤。そして、その上に観光というものを

据える。「北海道には、そういう“街”ができ

る環境が揃っている」と話す西村先生。食と観

光を結びつけた理想郷を北海道に創り出して、

地域を元気にする・・・きっとそこは、子ども

たちが元気に育つ世界なのでしょう。

よく「食と観光」と言いますよね？じゃあ、

そのために何をすればいいかと言ったら、皆さ

ん答えはありますか？観光のために何か建物を

造ったら、観光振興できますか？結局観光って、

「あそこに行きたい」という気持ちだと思うん

です。温泉があって、とてもきれいで・・・も

う一度「あの街へ行きたいな」と。街のすばら

しさ、つまり、そこで出会う人たちのすばらし

さですよね。

会 して

人々が食、健康、環境、医療をつなげた横

断的な社会に暮らし、健やかで、ワイルドな子

どもたちがいて・・・彼らの面倒を見るおじい

ちゃん、おばあちゃんがいる。そして、健康に

いい食材があって、地産地消の全国区ブランド

があって・・・そこに行ったら「こんなにおい

しいものが食べられた」「こんな健康指導をし

てもらえた」「健康に気づいて良かった」と喜び、

帰ってきたら「また行こう」と思ってもらえる

街、これが観光振興そのものだと思うんです。

北海道には、健康にいい食材があって、健康

にいい環境がある。そこが北海道の良さなんで

す。そこに科学的な根拠＝付加価値を付けてい

ければ、世界に誇れる「北海道」ができるので

はないでしょうか？もちろん、その北海道を活

性させるのは子どもたち、そして、元気な子ど

もたちを育む北海道。何か標語のようになって

しまいましたが、そのために微力ながらも力を

尽くしていきたいと思っています。

広大な北海道を舞台にした希望あふれるお

話、ありがとうございました。このバトンを受

けまして、星澤先生の“美味しい”お話に移ら

せていただきます。
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料理研究家

【プロフィール】

料理研究家。星澤クッキングスタジオ主宰。日本

テレビ、広島テレビ等に出演し、札幌テレビ「ど

さんこワイド」での長期出演がギネス世界記録認

定。２００１年ホクレン夢大賞農業応援部門大賞

受賞、２００９年東久邇宮文化褒章受章。著書に

「大地のレシピ」「しあわせのひとりごはん」な

ど多数。

「食は夢の架け橋」

“料理番組の長期出演”というギネス記録を

持つ星澤先生。２０年もの間、生出演されて、

食の大切さ＝食べることの大切さをメディアか

ら発信され続けていらっしゃいます。「食は夢

の架け橋」と題しての講話は、オススメの食材

を交えてのにぎやかなお話になりました。

は してな ず

「健」という字は「人を建てる」と書きます。

命を落とすのは簡単ですが、健康を維持するの

は・・・そう簡単にはいきません。いろんなこ

とが相まって初めて健康でいられるのです。そ

して、健康でなければ、夢を叶えることもで

きません。夢って、「自分が自分らしく生きる」

ことだと思うんですね。それができたときに人

は、喜びの中で人生を全うできるのではないで

しょうか。

この健康については、食べ物に照らした観

点がほとんどありません。それでも私は、食

べることがとても大切だと思っています。だ

から「どのように食べたら健康に良いか」「ど

うやったら栄養を損なわないで、美味しく食

べることができるか」という思いで、料理を

作らせていただいております。

食において、人生には二つの選択肢がある。

そのどちらを選ぶかを、皆さんに決めていただ

きたい・・・と先生は迫ります。質素なものを、

にこやかに感謝しながら食べて、枯れるように

一生を終えたいか。それともバクバクと何でも

いいから食べるんだと言って、体を腐るような

状態にしていくか・・・と。

「いい人生を送りたい」「豊かな老後を迎えた

い」と思ったら、今から食べることに気をつけ

ていかなければ手遅れになります。じゃあ、腐

らせず、きれいに枯れていくには、どうすれば

良いのか？まずひとつは、日本型の食生活に変

えていただくことです。私たちにとっての理想

的な食生活は、やっぱり日本食なのです。

がいい

昔から私たちは、日本食を食べてきました。

日本人ですから、「今さら何を」と思われるか

もしれませんね。四、五十年前までは、ご飯に

具だくさんのみそ汁、小魚か煮物、そして、漬

物があった。いわゆる「一汁一菜」、そんな世

界でした。ところが、それから急激に洋食化、

欧米化してしまったわけです。肉は９倍、乳製

品は何と２０倍、反対にお米は半分以下になっ

てしまって・・・今では男の子だか女の子だ

かわからないというぐらい、見た目の体型も変

わってしまいました。

食べ物が足りない環境でも十分体を養えた人

種が、急にカロリーばかり摂るものだから、“お

でぶちゃん”に・・・そして、大変な病気になっ

てしまうことが多いわけです。もし、今太られ

ている方がいらっしゃいましたら ( 笑 )、それ

はたぶん、お体が、今のカロリー摂取に不満を

訴えているんじゃないかと思うんですね。そう

思って、ご自身の体の声に、耳を傾けてあげて

ください。

女性の平均寿命は、２６年間世界一・・・た

だ、悲しいことに、ガンになる率も、これまた

日本人がトップであると星澤先生。「普段どう

星澤幸子先生
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いうものを食べているかで、この体が決まって

しまう」のですから、どうやら食生活習慣を見

直す必要があるようです。

皆さん、たくさんの動物性たんぱく質を摂ら

ないと「栄養が足りないんじゃないか？」とい

うトラウマがありませんか？これは、違います。

ちゃんと元気な食材を、昔の人が食べたように

きちっと食べていれば、栄養不足なんてありま

せん。一汁一菜のような食事で十分です。

「癌」という字を見てください。品物を山の

ように食べた結果なんですね。話はとっても簡

単です。行政は「３０品目、食べなさい」と言

いますが、私たち日本人が、昔から３０品目食

べていた人種かということですよ。“食べ過ぎ”

は・・・よろしくない。

でも、旬のものはいただきましょうよ、日本

人ですから。鮭の時期には鮭を食べて、さんま

の時期にはさんまを食べていいんです。ちゃん

と大根おろしを付けたり、野菜を一緒に食べた

りすれば大丈夫。一緒に具だくさんのみそ汁を

いただけば・・・「なお良し！」ですね。

食べるもので大事なのは、新鮮であること、

そして腐らないものだとか。種とか豆というの

は、腐らずに、何百年経ってもまた芽が出てく

るほど強いもの・・・こうして“生きた”食べ

物を摂ることが、きれいに枯れていくもうひと

つの方法だと、先生は言います。

私たちは、他の命を“食べ物”としていただ

いています。その“いただく命”が、いかに力

の強いものであるか・・・これが、私たちの命

を決定づけているのです。“いただく命”に元

気がなければ、自分の命も大したことない命に

なる。反対にこれが元気であれば、そのまま元

気になる・・・そういうことです。だから、き

れいに枯れていくためにも、食べ物に気を配る

ことが大切です。

ガンの発生率の話をしましたけど、食品添

加物も残念ながら日本は世界一です。そういう

ものを入れれば・・・食べ物はすぐに腐ってし

まいます。有機肥料で育てた、なるべく余計な

ものを入れない自然栽培的な野菜というのは、

置いておくと枯れていきます。だから、皆さ

ん、おわかりですよね？自分の口に何を入れる

かで、人生が決まるわけですよ。自然なものを

入れれば枯れていく。不自然なものを入れれば

腐ってしまうんです。

米 い くという と

私たちの基本食は、お米です。史実に由れば、

３０００年くらい前からお米を食べている民族

なんですね、日本人は。そして、昔はお米と言

えば玄米でした。今はその玄米を精米して、白

米を食べていますよね？これ、皆さんは“かす”

を食べていることになるわけですよ。玄米は芽

が出るものです。芽が出ないのは、死んだもの

なんです。白米は、ここから芽が出ることはあ

りません。だから、“かす”を食べている。

「生きたものを食べなきゃいけません」と言

いましたけど、この玄米を食べていれば、滅多

なことはありません。私たちは昔から、元気を

つくるために生きたお米＝玄米を摂っていたん

ですね。白米ではなくて玄米をいただく、ある

いは雑穀米のように、豆が入ったものを召し上

がっていただくと良いかもしれませんね。

しくい くという と

命をどのように愛しんで、そして活性させれ

ば、人生を華やかにさせられるのか？これは、

皆さんの生き方、考え方、そして食べ方次第だ

と思います。人は、食べ物が口に入ったときに

「ああ美味しいな」と感じたものだけを、小腸

から栄養吸収できると言います。ですから、ご

自分の感性、食べたときの素朴な気持ち、味、

それらを大事にしていただきたいなと思うんで

す。豊かな実りに恵まれたこの北海道に存在す

ること、そして、四季折々に繊細な“旬”をい

ただけるこの日本に存在することに、大きな喜

びを感じていただきたいと思います。

日本食のすばらしさを、あらためて教えてい

ただいた気がします。星澤先生、ありがとうご

ざいました。

（第７回全国大会「道・市民公開講座」要約）
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スポーツとバイオメカニクス
～オリンピックから“くしゃみ”まで～

中京大学スポーツ科学部

湯浅 景元 先生

 “バイオメカニクス”とは

バイオメカニクス

は、“力”と“動き”

の特徴を明らかにする

学問です。

腕や脚などのからだ

を動かすとき、あるい

はラケットやボールの

ような用具を動かすと

き、力が必要です。

バイオメカニクスでは、その力を明らかにし

ます。力が体や用具に作用すると“動き”が生

まれます。腕や脚が動く、あるいはボールやラ

ケットが動くというような人体と用具などの動

きの特徴も明らかにするのがバイオメカニクス

です。

オリンピックから “くしゃみ” まで

バイオメカニクスが扱う分野は“オリンピッ

ク”のようなトップアスリートの体の動きから、

“くしゃみ”のような日常の動きまで含みます。

今回は、トップアスリートの体の動きと日常生

活動作における体の動きをとりあげ、それぞれ

の動きの特徴をバイオメカニクスの知識に基づ

いて紹介します。そして、こうした内容を通し

て、私たちが日々の生活の中で体を安全に動か

す方法について提案します。たとえば次のよう

な内容です。

ウサイン ・ ボルト選手の疾走

１００ｍを走るスピードはストライド長（１

歩の長さ）とピッチ数（１秒間の歩数）で決ま

ります。ストライドが長くてピッチ数が多いほ

ど、走るスピードは速くなります。トップスプ

リンターを比べると、ピッチ数はほとんど同じ

です。ところが走るスピードは違います。その

原因はストライド長にあります。速く走る選手

ほどストライ長が長いのです。

私たちはボルト選手らのように全力で走る

ことはめったにありません。しかし歩くことは

日々行っています。歩行のときのストライド長

とピッチ数は加齢につれて衰えていきます。ス

トライ長は短くなり、ピッチ数は少なくなるの

です。このような変化が起きる原因として、す

ばやく動く筋肉（速筋）の衰えと脚力の低下が

考えられています。速筋と脚力を衰えた状態に

しておくと、転倒する危険性が高まります。私

たちは、歩行のときのストライドを伸ばしピッ

チ数を増やすことができる運動を行うことが必

要です。

正しい “くしゃみ”
大リーグのサミー・ソーサ―選手は、試合

中にくしゃみを２回したことが原因で腰痛にな

り、１５日間、試合に出ることができなくなり

ました。このように、スポーツ選手の中には、

くしゃみのような日常のありふれた動作中に

ケガを起こす者がいます。私たちも同様で、豪

快にくしゃみをした直後に、腰に激痛が走ると

いった経験をすることがあります。

日々の動作はトレーニングとは違います。体

に加わる負担を小さくする姿勢を保って、負荷

を少なくするように行うのがよいのです。

たとえばくしゃみをするときには、両足を軽

く横に開き、両膝を曲げ、両手をテーブルなど

に置き、背を丸めて、そして静かにくしゃみを

します。こうすれば、腰にかかる負担を小さく

できます。

体の取扱説明書

家電製品には、懇切丁寧な取扱説明書がつい

ています。とろこが、私たちは体の取扱説明書

など渡されないで生きています。体をどのよう

に扱うのか分からないまま体を動かすために、

ときどきケガを起こしたりするのです。

バイオメカニクスは体の取扱説明書の役割を

果たす学問だと、私は考えています。人間の体

を扱う鍼灸師の人たちや体の扱いに関心のある

人たちと意見交換しながら、『体の取扱説明書』

を作成できればという思いを持っています。

（以上、抄録抜粋）

第１回同様に、スポーツに関わる方々に鍼灸の効果と、スポーツ傷害の治療からコンディショ

ニングまでの知識を得る内容で開催されました。本誌では、その中の「特別講演」を紹介します。

「第２回臨床鍼灸スポーツフォーラム」を開催       2011.11.23 名古屋国際会議場
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北陸ブロック内で初開催した（公社）日本鍼灸師会主催介護予防運動指導員養成講座

多種多様な参加者の「介護予防体制と連携」に期待！

（公社）日本鍼灸師会が主催する第２２回介

護予防運動指導員養成講座（新潟で初開催）が、

去る１１月２０日に無事修了しました。準備か

ら講座の最終日までの間を振り返りながらお伝

えします。

講座の開催を検討するきっかけは、平成２２

年７月に開催された北陸ブロック会議の際に、

当時、日本鍼灸師会保険局長として出席され

た大口俊徳先生から「北陸ブロックで講座開

催を！」という熱いエールをいただいたこと

でした。

地元の鍼灸師にとって県内で開催すれば、受

講料以外の経費が抑えられます。また、この事

を他業種の受講資格者にアピールすれば受講者

を集められるのではないかと考えて開催の準備

を始めることになりました。

最初に予定した講座の日程は２３年５月で

したが、残念ながら参加希望者数が少なく開催

できなかったのですが、日本鍼灸師会の髙田介

護予防委員長と打ち合わせて開催日程を１１月

に延期することで準備を進め、この間、広報活

動に充分時間をかけることになりました。しか

し、予想以上に受講者が集まらずに心配しまし

たが、開催が決まったときは「よかった」と胸

をなで下ろしました。

集まった受講者は多業種で、鍼灸師の他に介

護福祉士、介護支援専門員、看護師、訪問介護

２級、柔道整復師、そして大学体育学部卒業者

と、過去２１回の参加者にはない多彩な顔ぶれ

となり、遠方では北海道と長野県からの受講者

もありました。

開講日、県内受講者の中には、離島から朝４

時に起きてフェリーで会場入りしたという方が

いらっしゃいましたが、開講できた理由の一つ

は、講座の日程を大きく２つにまとめたことで、

県外や遠方からの受講者が移動回数を抑えられ

たからではないかと考えています。

分厚いテキストを手にしたときは、その量

にため息がこぼれましたが、経験豊富な髙田先

生、松浦先生の講義や、村上先生のユーモラス

で途切れない話術など楽しく受講することがで

きました。また、実習では、予定していた筋ト

レマシンが故障するというトラブルもありまし

たが、すべての講義を無事に修めることができ

ました。

修了証を受け取ったときは、会場担当を終え

た安堵感も重なって、少し気が抜けたような心

持ちでしたが、講師の皆さんのお陰で受講者の

全員が合格しているはずです。

終了後、受講者からの要望もあり、新潟県鍼

灸師会が受講者同士の情報交換の取りまとめ役

となる準備を進めており、また、教室開催にむ

けての実技研修も必要だと考えています。地域

支援事業への体制作りは、まだまだこれからで

すが、将来「新潟方式」と呼べるような取り組

みを報告できるようになりたいと思います。

［（社）新潟県鍼灸師会 近 千明］

スクワット実技（上）と
ローイング実技

講義風景
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日本鍼灸師会のホームページにアクセスしてください

● 鍼灸ってなんだろう？

● 鍼灸ってどんなことをするんだろう ？

● こんな症状に効果があります

● 鍼灸師の資格とは？

● 健康保険で鍼灸治療を受けられる

病気とその手順について

● 「鍼灸のすすめ」 ＰＤＦ版ＵＰ ！

● 鍼灸医療推進研究会による

鍼灸ファクトブック

● 都道府県鍼灸師会の公益活動予定

● 都道府県鍼灸師会の公益活動報告

● 鍼灸ニュースレター

ｗｗｗ.ｈａｒ ｋｙｕ.ｏｒ . ｊｐ

健康な暮らしに役立つ情報をお届けする「けんこう定期便」は、これまで、料理研究家、

ジャーナリスト、オリンピックメダリスト、ピアニスト、社交ダンスファイナリストなどさまざまな

分野の第一線で活躍されている専門家をお招きして盛り沢山の情報を皆様にお伝えして

きました。その人気コーナー「インタビュー」や「公開講座」のバックナンバーを随時ホームペー

ジでご覧にいただけるようになりましたので、ぜひこの機会にアクセスして下さい。

福島県郡山市と岐阜県岐阜市で開催！
日鍼会は介護予防運動指導員養成講座を２３回開催し、現在８３０人以上の方が東京都老人総

合研究所に介護予防運動指導員として登録されています。

高齢者への運動指導、健康情報や各地域の介護予防運動指導員の活動を知るよい機会であり、
２会場とも特別講師に東京都健康長寿医療センター研究所・社会参加と地域保健研究チーム部長
の新開省二先生をお招きして講演していただきますので、ぜひご参加下さい。

介護予防運動指導員スキルアップ研修会案内

■問い合わせ：（公社）日本鍼灸師会事務局 ＴＥＬ ０３－３９８５－６７７１

■福島県会場

日時：平成２４年２月１２日（日） 

１０：００～１６：３０

会場：国際メディカルテクノロジー専門学校

（ＪＲ郡山駅下車、徒歩５分）

■岐阜県会場

日時：平成２４年２月２６日（日） 

１０：００～１６：３０

会場：じゅうろくプラザ

（ＪＲ岐阜駅下車、徒歩２分）
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平成２４年という新しい年を迎えましたが、

いかがお過ごしでしょうか。西暦では２０１２年、

皇紀ではそれより長い２６７２年になります。

本誌の編集が佳境にさしかかった１２月２３

日の一般参賀で、天皇陛下は東日本大震災と台

風のことに触れられ「被災者のことを忘れるこ

となく」という御挨拶をされましたが、昨年は

まさに「激動」といえる年でした。

けんこう定期便は創刊号の企画からちょう

ど２年になりますが、鍼灸医学とは異なる分

野で切り口を変えた内容のインタビュー、公

開講座などの記録、介護予防関連、学術講習

会抄録等を中心に掲載してきました。まだ２

年という短い発行期間ですが、インタビュー

記事をはじめ、新しい内容にもトライしなけ

ればと思います。

過去６か所で開催された全国大会は、今年８

回を迎え、三たび関東（埼玉県）で開催されます。

その内容は、一年後の本誌に掲載する予定で２４

年度誌面構成案に入っています。（編集担当委員）
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