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（１） 尐 食 の す す め 

私達の疾病を引き起こす最大の原因は過食（これには量的過食と質的過食の２通りあ

る）にあると言われています。 

過食を続けると内臓が疲労し、老廃物が蓄積し、血液の酸性化傾向も加わって、体

力・抵抗力が徐々に減退してきます。 

また、血液循環も悪くなって、寒がり体質になってきます。 

ところで、現代の平均寿命延長の要因の一つは、戦前・戦後の粗食時代に成長した

人々が、徐々に老化している点にあると言われており、決してカロリー過剰の恩恵ではな

いのです。米国における統計によると平均体重より１５％以上の肥満では１．５倍、２５％

以上では約２倍の死亡率を示していると報告されています。 

以上のように、身体の抵抗力を弱め、病弱にするだけでなく、この様にして直接短命に

もつながる過食は心して慎みたいものです。 

昔から、「腹八分に医者いらず」という教えがあり、また貝原益軒の養生訓では健康に

なるためには三分の飢えが必要だと教えています。 

しかしながら、それとは逆に栄養的にはすでに量的にも質的にも過剰（過食）気味と言

われる現代人になっています。 

そこでまず、間食の習慣をなくし、次に三食の食事の量を尐々減らしたり、朝食をごく

軽いものにする等して、内臓の負担を軽くして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【漢方食養研究会資料より】 

私達が病気に罹ったり、病気までいかないまででも半健康状態になったりするの

は、日頃からの誤った生活のせいであると言われます。 

ではその誤った生活とは？またそれを正すには？ここに掲げた１２項目は、精神

と肉体の両面にわたり、具体的かつ平易に説明したつもりです。それぞれの項目

を参照していただき、今一度自己生活と比較・検討してみて下さい。 
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食物は満腹になるまで食べたからといって、必

ずしも充分の栄養が摂取されるものでもないし、

量が尐ないからといって、必ずしも栄養が不足す

るわけでもありません。栄養摂取のために重要な

事として、咀しゃくがあります。 

物をよく噛まなければいけないことは誰でも知

っているのですが、これを実行している人は極め

て尐ないようです。気の短い人は、お茶漬けでガ

サガサとかきこんでしまっています。これでは、ど

んな滋養分を摂っても半分も活かされないことに

なります。 

咀しゃくを始めると、唾液腺から唾液が出てき

て、食物を口中でよくまぶしてくれます。それによ

って食物もおいしい味が出てくるし、胃の消化力

が助けられ、ひいてはよく消化されるわけです。 

それから、この唾液の中には「パロチン」と呼ば

れるホルモンも含まれていてその働きは、糖、蛋

白代謝に関係し、血液・リンパ様組織、生殖器等

にも作用します。簡単に言えば唾液を出せば出

すほど、いつまでも若さが保てるということになる

のです。 

ところで、歯という字をよくご覧下さい。「口の中

に米（食物）を止める」という意の漢字なのです。

つまり、食物は歯でよく噛んで、唾液を充分に出

していくことが、健康につながっていくのです。 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの身体は約６０％が水分からとなって

います。 

そして血液やリンパ液をはじめとして「体液は

いつでも PH（水素イオン濃度）が７．４の弱アル

カリ性に保たれています。」これは、エネルギー

の代謝はもちろん心臓や神経の機能を円滑に

行うためにも弱アルカリ性に保たれていることが

大切な条件なのです。もし、体液が酸性に傾く

と「アチドージス（酸性中毒）」となります。そして、

「人間の疾病の７５％以上は、このアチドージス

時に起こるものだといわれております。」幸いな

ことに、私たちの身体は自然に酸・アルカリの

調節ができるようになっています。その最も大き

い役割は、肺と腎臓が果たしています。 

まず第１に、呼吸中枢によって体液の酸性

が高まると、呼吸を早めて炭酸ガスの放出を多

くして調節します。 

第２には、腎臓から酸性の尿（尿酸等）を排

泄して体液を調節します。 

なお、カルシウムはこの腎臓の代謝をスムー

ズにしています。 

しかし、これらの調節作用も、私達自身の不

節制（酸性食の過食・運動嫌いや激しい運動

のしすぎ等）が続けば、おのずからその作用に

ひずみが生じてきます。何事にも適切なトラン

ス（中庸）が肝心なのです！ 

そこで、日頃から特に食事面でアルカリ性の

食物を尐々多めに摂取し、これらの調節作用

を助けていくことに心がけて下さい。 

 
【漢方食養研究会資料より】 
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野生の動物は、便秘も下痢もなく、その糞便

は完全に消化されていて臭気もありません。し

かも、これらの動物の腹部は、小さく引きしまっ

ています。これに反して私達人間は、下痢をし

たり、便秘をしたり便秘のために胃腸病になっ

たり、脳溢血を起こしたりします。 

動物は歩行に際して、背部が左右に屈伸運

動をする（脊柱のゆがみを予防する）とともに、

腹部上下の波動運動をします。そのため、この

腹部の運動が腸管に刺激を与えて、消化器の

働きを促進するのです。 

ところが、人間は直立歩行に移ったために、

力学的に内臓が下垂してきます。 

下垂しないまでも、大腸や小腸は次第に弾

力性を失って伸びて屈曲するようになります。

その結果、腸壁に沢山のシワができ、そのため

に大腸に糞便が停滞しやすくなります。この腸

の内壁のシワにこびりついた古い便を宿便とい

い、人間の万病の原因とされています。 

つまり、このような宿便が大腸壁に多年にわ

たりこびりついていますと、大腸内で腐敗・発酵

を起こし、有害な化学物質が自然に血液内に

吸収されて病気の原因をつくっていくためなの

です。 

そこで、私達人間も、普段から背と腹を動か

す運動を行ったり、整腸作用のある生野菜を

多めに摂取したりして、便秘を予防し、宿便を

排除して、長命のもとになる清腸作りを心がけ

ていきたいものです！ 

 

 

 

 

 

 

昔から東洋でも西洋でも「皮膚は内臓の鏡である」と言われていますように

皮膚の色つやだけを見ただけで、その人の健康状態がある程度わかりますし、

また病気の種類や箇所までも判断できるものです。そこで、まず皮膚の持つ

色々な作用（機能）を挙げていきますと・・・ 

 

① 身体の保護作用：細菌、熱、機械的、化学的

等の外部からの刺激・攻撃に対して身体を

守る作用があります。 

② 体温調節作用：暑い季節や運動したりして体

温が高まると、発汗して体温を下げ、逆に寒

気がすると鳥肌を立てて放熱を防ぐ等の作

用 

③ 皮膚呼吸作用：割合からすると、呼吸の０．

６％ぐらいしかありませんが、その数字以上に

肺の役割を助けます。（例えば、火傷や塗料

等で皮膚の３分の２以上を塞いでしまうと、そ

の人はもん死すると言われます。） 

④ 分泌・排泄・呼吸作用：汗や皮脂の老廃物質

（毒素）の分泌・排泄作用と共に水分・塩分・

化粧品・薬剤等の吸収作用もあります。 

⑤ ビタミン D の合成作用：日光の紫外線の働き

で、皮膚中にあるプロビタミン D という物質を、

ビタミン D に変える作用があります。 

⑥ 感覚作用：痛い、冷たい、暖かい等の感覚を

持ちます・・・等々 

 

このように、大切な役割を持つ「皮膚」ですの

で、常日頃から厚着をしないことや、干布・冷水

摩擦等をして、その鍛錬に励みましょう 

 

 

 

 

【漢方食養研究会資料より】 
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体質を改造するに当たり、無視できない要素

は、脊柱を整えることです。 

脊柱は一本の柱からなっているのではなく、３

２～３４個の各椎骨が積み重なってできています。

そして、この各椎骨の間には「椎間孔」という孔

があってそこから左右１対ずつの脊髄神経が出

ています。 

ところで昔から「背骨の正しく並んでいる人は、

健康で病気をあまりしない」と言われています。

その理由として、各椎骨がきちんと正しく重なっ

ておれば、各椎間孔から出て内臓器官に行って

いる神経は圧迫されることなく、正常な機能が営

まれるからであると考えられます。そして、この脊

柱の不整（副脱臼）は、日常の生活・運動・仕

事・等のためにひき起こされると言われています。

そこでその改善法ですが・・・ 

① 睡眠時、柔らかい布団と高枕を避ける（「睡

眠を考える」参照のこと） 

② 柔軟体操を行う： ラジオ体操でも自分なり

の体操でも何でも結構です。要は首や上半身を

前後左右に動かしたり、ぐるぐる回したり等の運

動を組み込んでいれば良いのです。忙しい人は

朝・晩の２回、寝床で首や腰を動かしても効果は

あります。（なお、更に効果的なものに、西式健

康法の金魚運動や、背腹運動等があるのです

が・・・）その他、鉄棒か何かにぶら下がる方法等

もありますが、大切なものは３日坊主にならずに、

無理なく毎日できるように心がけることです！ 

 

 

 

 

 

 

  

年　　齢 生 後 ～ ６ ヶ 月６ ヶ 月 ～ １ 歳１ 歳 ～ １ ０ 歳１ ０ 歳 ～ ２ ０ 歳２ ０ 歳 以 上

体 重 １ ｋ ｇ 当 り の
一日許容量

０ ． ５ ｇ０ ． １ ｇ ０ ． ２ ｇ ０ ． ３ ｇ ０ ． ４ ｇ
 

 

砂糖の過食は血液を酸過剰の状態に導き、

その結果、アチドージス（酸中毒）を招くことにな

ります。（「酸・アルカリ平衡」の頁参照） 

これでは生態が健康を維持することが不可能

になるため、体内の予備アルカリであるカルシウ

ム等が動員され、アチドージスの中和作用が行

われます。毎日のように砂糖菓子等の過食が続

けば、遂に体内のカルシウム欠乏をきたすことに

なるのは明らかです。その上、この砂糖の分解

過程でビタミンを奪ったり、胃腸や肝臓の働きを

弱めたりの悪作用もあります。 

上表は、体重１kg当りの一日の白砂糖の許容 

量です。（例えば、１５歳で体重４０kg の子供は

０・４×４０＝１６gが限度ということ） 

なお、黒砂糖なら２倍まで、蜂蜜なら３倍まで

の量が許されるとされています。 

しかしながら、種々の食品添加物中で、砂糖

のみがカロリー源となることも考え合わせますと、

過食にはくれぐれも気をつけたいものです。 
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男女別

年　齢 男　子 女　子

２０～２４ １２７・７５ １１９・７１

２５～２９ １２７・７６ １１９・７２

３０～３４ １２８・７８ １２１・７４

３５～３９ １３０・８０ １２５・７７

４０～４４ １３３・８２ １３０・８０

４５～４９ １３６・８３ １３７・８２

５０～５４ １４１・８５ １４０・８４

５５～５９ １４７・８８ １４７・８６

６０～６４ １５３・８９ １５２・８７

６５～６９ １５６・８８ １５６・８６

７０以上 １６０・８７ １６３・８７

最高・最低（単位mmHg）

厚生省公衆衛生局発表  

 

 

 

 

 

 

血圧を一定に保つことは、酸素や栄養分を

身体中に運搬するために必要であり、高くても

低くても効率はよくありません。統計的には血

圧を正常に保つと長生きすると言われていま

す。 

なお、年齢とともに、おおむね血圧も上がる

のは動脈硬化が進み、充分な血液量をうまく

送るために圧力が上がってくるからです。 

ところで、血圧治療の目的は、食塩を多く摂

らないことです。余分の塩分は血管の緊張感

を高めて血圧を上げる働きがあるからです。普

段からうす味を心がけて下さい。（なお、左表は、

日本人平均血圧表です。） 

ここで具体的な高血圧対策を尐々・・・ 

バターはマーガリンに。（但し、乳類の摂取

は充分に）炒め物のときは植物油を、味付けは

レモン・ゆず等を利用し、お酒もほどほどに。そ

れから便秘もしないように。気分をのんびりリズ

ムにすることです。

 

 

古今東西を問わず湯船にどっぷりつかると筋

肉はゆるみ、疲れはとれ、ついでに頭の中までも

ときほぐしてくれるものです。そこで、より効果の

上がる入浴の仕方を尐し説明していきましょう。 
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なお、高血圧や動脈硬化の人は、熱風呂は厳禁、心臓や肝

臓の弱い人、お年寄りはぬるい湯でゆっくりと、貧血、低血圧の

人は、長湯は禁物等、その時の自分の身体の状態（病状）に合

わせて、温度を考え、時間を考え、あるいは控えたりして上手に

活用することです。 【漢方食養研究会資料より】 

① 身体の疲れをとるなら、

熱風呂でカラスの行水式  

４２～４３度の熱い湯にサ

ッと、せいぜい数分はいる方

法です。熱い湯は温熱刺激

で大脳の働きを高め眠気を

とるので、これから仕事という

時や、血液やリンパ液の循

環が良くなり新陳代謝をさ

かんにします。そのため、血

液のめぐりで筋肉が最もほぐ

れた状態にもなって疲労回

復にもなるのです。 

② 神経の疲れには、ぬるい風呂でゆっくり式  

ぬるい湯につかると、血液が皮膚に集ま

り、逆に内臓や頭の方には尐なくなって緊張

した神経がゆるむというわけです。つまり、ぬ

るめのお湯は、一種の精神安定剤となるので

す。そこで、眠る前や寝つきの悪い人、神経

の過敏な人は４０度くらいのぬるい湯に１５～

２０分ほど、どっぷりとつかってください。 
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人間は年とともに歩くのがおっくうになるもの。

おなかが出だすと歩かなくなるので、運動不足の

結果ますます老化をすすめます。 

「歩く」と身体の筋肉の６０～８０％が満遍なく

動きます。新鮮な酸素が送り込まれ心臓など、内

臓は活気を取り戻し、血液循環が良くなって全

身運動になるわけです。また、スタミナや適応能

力に関係の深い副腎皮質ホルモンの分泌を促

すため、若さを保つことにもなります。 

ところで、一日１万歩運動といってもぶらぶら

歩きは、あまり効果はありません。１分間に１００～

１３０歩ぐらい、５分程歩いて尐し息がはずむか、

尐し汗ばむ程度、手をよく振って「さっさ」と歩くこ

と。階段は、平地を歩く約１．４倍の強さになり、

絶好の運動の場です。このように「歩く」ことで運

動不足を補うためには、ある程度身体をいじめる

歩き方が良いのです。特に一日中座って仕事を

する人や車に乗る機会の多い人は、心臓や腰の

筋肉も弱りがちですから、これを心がけてみること

です。 

参考までに、一日の理想的な歩行距離は次

の表です。なお、女性はこの８０％が標準です。

「人間の老化は足からやってくる」とよく言われる

わけですね！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心の問題が身体の病気に自覚している以上

の関連があり、身体の病気は心の病気から起こ

ってくることさえ多いのです。病気によっては、心

の病気を治すと身体の病気も治ってくるという場

合も多くあります。このことに関して東洋では昔か

ら、心と身体の関係を「心身不二」とか「心身一

如」等と言って、その重要性を教えてきました。 

一方、西洋の方でも、最近「心療内科」といっ

て、心と身体の両面を同じウェイトでもって治療

にあたるようになってきて、東西共に「心」の面を

重要視するようになってきた点は注目に価するも

のと思われます。 

では、どのような心の持ち方をすれば、身体に

良いのでしょうか？ 

① 本人の自覚：数多くの病気が、多分に心の持

ち方（例・短気や不安のストレス）で左右され

ていることを自覚することです。 

② 気を大きく持つ：短気は禁物、ストレス因子が

増すだけですから。 

③ 希望を持つ：意のままにならない感情が身体

に悪影響を及ぼすのであれば、逆に「暗示」

で身体にある感覚を起こすことにより、感情を

コントロールできれば、今度は病気を予防し、

身体は健康な状態に持っていくことができる

はずです。事実、「健康になりたい」「きっと治

るぞ」等と希望的暗示を持つことで、かなり効

果が期待できます。般若心経の「色即是空」

という心境になれば理想なのでしょうか。 

 

年代 歩行距離 

２０代 ６km 

３０代 ５km 

４０代 ４km 

５０代 ３km 

６０代 ２km 
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「安眠は一日がかりのテクニック」と言われてい

ます。無理に睡眠時間を削る人は、栄養を取ら

ないで頑張るのと同じことで、慢性疲労や自律神

経失調症を招きます。心の持ち方である程度解

決するものですが、うまく眠りにつくためには不眠

の原因を作らないことです。夜、刺激物を摂らな

いとか、寝る前にぬるめの風呂にゆっくり入ったり、

ベッド体操をしたりして、精神的なリラックスと適

度の疲れを呼ぶことなのです。 

ところで、寝る姿勢と立っている姿勢の間には

ふたつの違いがあります。つまり、「枕」と「背骨の

形」で、これが安眠のポイントなのです。 

まず、「枕」江戸時代の本に「寿命３寸、楽４

寸」とあります。高枕の方が楽だとか、健康のため

には３寸が良いというわけ。これは現代医学的に

も証明済み、頭をのせた時の枕の高さは、６～８

cm が適当なのです。 

もうひとつの「背骨の形」。例えば、布団が柔ら

かいと、重い胸と尻が沈んで腰の部分が浮き上

がる。つまり、身体全体は無意識のうちに正しい

姿勢にしようと筋肉が働き、寝ているだけでくた

びれてしまいますし、眠りも浅いのです。つまり、

低い枕とせんべい布団が安眠のポイントのようで

すね。 

最後に、眠りの形（波）は約２時間単位、俗に８

時間睡眠が理想とされるのは、この波を４回繰り

返しているからと言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で私の特集が終わりになります。健康をつくる１２項に長

い間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。 

ところで、私達は実に多くの人達のお蔭で生活できています。

私達の職業は施術所まで患者さん自らの足で来て下さり、お金

を置いていって下さいます。先生、先生と呼ばれ、人に喜んでも

らえ、しかも定年もないし・・・ 

こんな恵まれた職業はあまり他にはないのではないでしょう

か？・・・そんな意味で、自分のまわりの人達そして環境に対して、

「感謝＝手あて」の気持ちを常に持ち続けたいものですヨネ！ 
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