
生命 (い のち ) の水研究所

壊
夕

数十年ぶ りの積雪を記

録 した関東地方 で した

が、広い道路では雪の影

響が全く見られない回復力を示し、何事も

なかったように日常生活が繰り返されてい

ました。そこへ三度目の雪です。

皆様には如何お過ごしですか。

さて、14～ 16日 にかけて東日本を襲った

大雪の影響は、各地に甚大な被害と深い傷

跡を残しました。日想外現在で、死者23名

となりました。

驚いたことに、食品売 り場ではケースの

上に食品が無いお店が続出し、いつ品物が

補充されるのか未定ということでした。日

持ちしない野菜などは品薄のために値上が

りする恐れがあります。東京都中央卸売市

場大田市場では、集まった青果が予定の6

～7割 にとどまり、青森県産の リンゴや長

野県産のキノコは入荷ゼロ。小松菜の価格

は500g158円 から315円 に値上がりしたそう

です。

今回の大雪は、全国17ヶ 所で観測史上 1

位の積雪を記録 しました。車

は道路上に放置され、除雪作

業も難航を極め、交通網が寸

断されてしまいました。場所によって孤立

状態の地区もあります。高速道路は一部で

通行止めが続き、鉄道も一部で運転見合わ

せとなりました。宅配便も場所によつて遅

れを承知で出荷しなければなりませんでし

た。

関東地方では、20日 に低気圧が接近 し

て、またまた雪が降るようです。ただ、大

雪の心配はないようですが、残雪の上に雪

が積もつて落雪や雪崩の危険が増す場合も

ありますのでご注意ください。

オ リンピックでは、17日 現在で、金 1

つ、銀3つ 、銅1つ という成績です。これか

らメダルが増えるように応援しましょう。

水のネッ トワークですが、今号で257号

になりました。実は、水の情報誌としてそ

の前に45回 出しておりましたので、通算で

は302号 とな ります。25年 2ヶ 月の長きに

渡って皆様にご愛読いただきました.誠に

有難うございました。

小羽田も松下も65歳 を過ぎましたので、

今後は情報内容や情報量を変更してお届け

することになると思います。

今後とも宜しくお願いいたします。
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その治療は先に述べましたように、ガッ

テン流歯ぎしり治療のポイントは『歯ぎし

りは治らないので良い歯ぎしりに変える』

というもの.

歯ぎしりはだれもがしていて、ス トレス

解消など良い面もあります。そこで治療は

『悪い』歯ぎしりを『良い』歯ぎしりに変

えていくというものです。

治療のもっとも手軽な方法はマウスピー

スで、歯に加わる力を分散させる効果があ

り、音もなくなるので音を気にする人には

有効というもの。根本的治療として『かみ

合わせ治療』を推奨しています。歯を肖1っ

たり、足りない部分をつけたしすることで

かみ合わせを変えます。また全体的に治す

場合は矯正などの方法がとられます |と い

うことでした

これにて長い間取 り上げました『歯ぎし

り』に終止符を打つ予定でしたが、過去に

NHKで 取り上げました『腰痛症とス トレ

ス』が実は『腰痛症はミネラル不足が原

因 :』 であつたという意見もありますの

で     .

今のところ私がそう異論もなく、お知ら

せしてもよいものがありましたので、これ

が『歯ぎしり』最後ということでお付き合

いいただきたいと思います。

それはあなたの歯ぎしりはどのタイプ?

その原因と予防法 (ヘ ルスケア情報)か ら

のものであります。

あなたの歯ぎしりはどのタイプ?

その原因と予防法

寝ている間、無意識に歯をガリガリとす

り合わせる『歯ぎしり』。一緒に寝ている

人から歯ぎしりを指摘されたことはありま

せんか?

歯ぎしりは『癖だから』、とか『大した

ことがない』と放つておく人が多いようで

すが、そのままにしておくと口の中の トラ

ブルだけにとどまらず、顎関節症や肩こ

り、頭痛など様々な症状を弓き起こしま

す。また、大人だけではなく、成長期であ

る子供にも多く見られますので注意が必要

です。

では、歯ぎしりをしやすい人はどんな人

でしょう。

① 負けず嫌い

② 競争心が強く頑張り屋

③ ストレスをため込みやすい

④ 人に対して攻撃的

⑤ 多忙で時間に追われている

O目 的意識が強く、目標に精力的に取り

組む

いかがですか ?

思 い当たる ことはないで しょうか ?

ス トレス社会で暮 らす現代人が、多少な

りとも歯ぎしりを行つていても不思議はあ

りません。その中で性格や環境が歯ぎしり

に大きく影響 しているといわれています。
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3つ の ヵ 能 細 胞

3つの万能細胞 こう違う Elま論文発表の年.細胞の写真は理研提供
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理化学研究所な

どが発表 した新し

い万能細胞「STAP(

束1激惹起性 多能性

獲得)細 胞」 は、

生物学の常識を覆

すと、世界中に衝

撃を与えました。

2014年 2月 6日 、

朝 日新聞朝刊に3

つの万能細胞の違

いが分かり易く比

較されていました

の で ご紹介 しま

す。、

誕生日の花は一体誰が決めているのかご存知ですか?

決める人によって誕生花が違うのですから、あなたが何を参考にしているのか、気になるところです。
ここでは2つの発行物の誕生花を取り上げましたので、どちらもお楽しみくださし、

大泉書店発行『誕生花366の花言葉」より弓1用 NHKラ ジオ深夜便で放送中の「誕生日の花」より弓1用

きんぎょそう 繭コ爾爾顧腎FザT=
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ゴマノハグサ科 聯鷲

花言葉

でしやばり

おせっかい

キンポウゲ科

花言葉

信じて従う

キンギョソウ(金魚草)

ゴマノハグサ科 花言葉 清純な心

アネモネ 別名:ぼたんいちげはなtヽ ちげ

キンポウゲ科 花言葉 はかない恋

lヽKラジオ深夜優て放送中の 1誕生日の花」では1月 11日 大泉書店発行鞭生花866の花言葉Jでは4月 16日
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多彩な生理機能

大豆は「畑の肉」とも呼ばれ、良質のたん

ぱく源である。栄養素全体の35%を 占める

たんぱく質はアミノ酸のバランスがよく、

血中コレステロール値を低下させる作用が

ある。

大豆 大豆加工品 (100g) 水分 (g)

凍り豆腐 81

糸引き納豆 59 5

寺納豆 24 4

おから I曰来製法 811

豆乳 90 8

豆乳 調整豆乳 87 9

場葉 生 59 1

場葉 干し 65

金山時みそ 34 3

えだまめ 生 71 7

えだまめ ゆで 72 1

その他の豆 (100g) 水分 (g)

あずき・全粒 乾 155

あずき ゆで小豆缶詰 45 3

あずき こしあん 62 0

あずき さらしあん 50

あずき つぶしあん 39 3

いんIザんまめ 全粒 乾 165

えんどう 全壮 乾 134

ささげ 全胤 乾 155

そらまめ 全施 乾 133

そらまめ フライビーンズ 40

ひよこまめ 全F■ 乾 104

ひよこまめ 全粒 フライ味つけ 46

らいまめ 全粒 乾 11 9

りよくとう 全地 乾 108

大豆 大豆加工品 (100g) 水分 (g)

だいず 全粒 国産 乾 125

きな粉 全粒大豆 50

末綿豆腐 86 8

絹ごし豆腐 89 4

ソフト豆腐 88 9

充てん豆腐 88 6

沖縄豆腐 81 8

焼き豆腐 84 8

生揚げ 75 9

油揚げ 44 0

がんもどき 63 5
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葉 盗 人 か

落 ち 葉 拾 い か

前回は、栗の葉 ビワの葉 柿の葉 桑

の葉 銀杏の葉など数枚を小さく刻んで

(表面積を大きくするために)ネ ットに入れ

てお風呂に投入すると、水道水中の塩素が

無害な塩素イオンに変わり、柔らかなお湯

のお風呂が楽しめる事を紹介 しました。そ

れでは、こうした葉をどこから入手するの

でしょうか。栗の木 ビワの木は、家の庭

内にあるものですから、葉を自由に採取す

るという訳には行きません。私の場合は、

その家の人が居るときには、水の実験に利

用したいので、葉を分けて下さいと声をか

けてから貰つておりますが、道路を歩いて

いる時に、歩道まではみ出している枝から

は、無断で採取しております。いわば、葉

盗人です。公園や街路樹の場合は、何も間

題がありません。私の住む町の街路樹は、

銀杏ですから、枝から直接採取をしたり、

秋になると黄色く色付いた葉が歩道に沢山

落ちていますから、これらを拾い集めて利

用 しております (落ち葉拾いをしておりま

す)。 11月 の半ばになると相当数の落ち葉

になりますから、採取は簡単です。通勤時

に知り合いの方が等で掃いているのを見ま

すと、 r全部を捨てないで、小さく刻んで

ネットに入れてお風呂に投入すると柔らか

2014年 2月 19日 〔毎月第二水曜日発行〕

いお湯が楽 しめますよ」と声をかけてしま

います。私の住むマンションの傍に畑があ

り、ここに桑の木とお茶の本がありますか

ら、桑の葉とお茶の葉を無断で失敬してお

ります。採取 した葉は、ジッパーの付いた

ビニール袋に入れて、数ヶ月分蓄えており

ます。半年間は、十分に持つでしよう。春

先になりましたら、薔薇の花弁 ツツジの

花弁 紫陽花の花弁を採取して、手作りの

香水を作るのは、勿論ですが、たんぽぽの

花弁 ツツジの花弁 紫陽花の花弁なども

お風呂に投入してみる予定です。また、お

茶の葉 南天の葉もお風呂に投入してみま

したが、なかなか良いものでした。化学薬

品で作られた入浴剤ではなく、自然界の素

材ですから、皆さま方もぜひお試 しくださ

い 。

たんぽぽ
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帰国
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大学第二内科老年病学教室で内分泌 カルシウム代調の研究を続ける
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〔毎月第二水曜日発行〕

藤田拓男 (ら、じた たくお)の プロフイール

年

　

年

年

年

ヽ

１

１

１

＝

Ｆ

ｒ

統合医学(イ ンテグレイテッド メディシン)と いう

のはあまり聞いたことの無い言葉です。高等数学の積

分という何でもまとめて計算するのがインテグラル

で 統合医学はいわば積分医学で、色 な々治療法を排

斥除外せず、あわせて使って病気の予防拾療をしよう

と言うことです。アメリカでも日本でも統合医学会と

いう学会もあり、大阪大学には統合医学講座がありま

す。

統合医学を重視するポーランドの医科大学を卒業じ

アメリカのオレゴンリ‖で開業しているヤン ラドチッ

クという内科医師は、色 な々病気の治療に成功してい

ますが、驚いたことに心臓に血液を送る冠状動脈にコ

レステロールとカルシウムが沼まつて動脈硬化を起こ

し、血液の通り方が非常に悪くなって心臓の働きが妨

げられていた人で、統合医学を応用して3ヶ 月から1年

ぐらいで冠状動脈に溜まっていたカルシウムが高速度

CTで見たところ非常に減少して殆ど消えてしまつたの

です。

まだまだこのような療法は学会や多くのEITに よっ

て確認されてはいませんが 今まで使われていない新

しい薬を使ったわけではなさそうで、誰にでも出来る

安全な健康法らしいので、試してみるのも良いかもし

れません。

コレステロールを控えるのは当然で 肉や,口や牛乳

より魚 野菜 果物がよく、コーヒーより紅茶か緑茶

またはオリーブ油がよく、酸1ヒストレスを避けるため

赤葡萄酒がおすすめ、ビタミンはA、 E、 Cは もとよ

り、有害なホモシステインをつくらせないために3・、

B6、 町2、 葉酸も大切。しかしもっと決定的だったのは

1日 800m gの 日本でははじめて蛎殻と海草を高温加熱

してつくられ、腸からの吸収の最もよいAMカ ルシウ

ムでした。

カルシウムの摂り方が多すぎるためでなく、逆に足

らないから骨が危機感からカルシウムを出し、これが

血管に付いて動脈硬イヒを起こすというカルシウム パ

ラドックスです.

統合医学とカルシウム

｝ぉ
医
薇
○
26

水

先負

合冬
①

統ｇ
①

2014年    2月

如月  きさらぎ

甲午  きのえうま
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水の目

第194回

まつした力ヽずひろ

認知症の人は記憶障害に加えて、暴言や妄

想、徘徊などの症状が出ることがあります。

こうした周辺症状に対する薬物治療のガイド

ラインを2013年 7月 、厚生労働省の研究班が

まとめました。指針の背景には、不適切な投

薬で周辺症状がひどくなつたり、歩行障害な

どの副作用が出たりして、生活の質が悪くな

るケースが後を絶たない事があるからです。

周辺症状は、記憶や時間の感覚が失われる事

で起きたり、従来できていた事ができなくな

る事への不安や混乱などを背景に生じたりし

ます。多くの場合、不安を受け止め、不適切

な言動にも頭ごなしに怒らないなど、接し方

を工夫すると軽減できるのです。しかし、介

護や医療現場では、必ずしも適切な対応がさ

れている訳では無いといいます。

いまいせ心療センター (愛知県―宮市)認知

症センター長の水野裕さんは「周辺症状が現

れる背景や薬の副作用を十分に考慮しないま

ま、症状を抑えるために安易に薬物が投与さ

れているJこ とを指摘します。「職員に暴力を

ら、るう」として、愛知県内の特男1養 護老人

ホームから同センターに紹介されて来たアル

ツハイマー型認知症の80代男性は、別Iの病院

の内科医から、認知症進行を遅らせる薬を大

量に処方されていました。こうした薬の多く

には、その効果の半面、攻撃性が強まると

言つた副作用があるのです。興奮を抑える効

〔毎月第二水曜日発行〕

果も期待でき進行を送らせる薬
「メマリーJに

加え、精神を安定化させる薬なども出ていた

が、暴力が収まらなかつた上、歩行時に転倒

を繰り返していました。センターですべての

薬を中止すると、暴力はなくなり、転倒もし

にくくなりました。「暴力の原因が薬という

ことに思いが至らず、さらに薬を出し、別の

副作用も引き起こす悪循環になつているJと

水野さんは指摘します。水野さんによると、

暴力などの周辺症状でセンターに紹介された

り、搬送されたりする認知症の人の多くが、

薬の不適切な投与や、患者が怒る様な周囲の

言動などの環境が原因。投薬や周囲の環境の

見直しで大半が改善しています。「患者の細

やかな仕草や、一寸した言動から、彼らが示

そうとしていることをくみ取る努力が必要」

といいます。

脳内には、神経細胞があり、ここから神経

伝達物質を放出して感情を制御しているので

すから、神経伝達物質が放出される「健康に

良い水Jを飲ませましょう。飲んだ水は、脳

に到達するまで、僅か1分間です。幾ら薬を

投与しても、感情を制御することはできない

のだ、ということを知って欲しいものです。

青少年の暴力行為も、神経伝達物質が放出さ

れない事から、起こるのですから、1分間で

脳組織に到達する水、それも健康に良い水を

飲ませることがとても大切になるのです。水

を飲む事を自分の母親や父親、あるいは祖母

や祖父に実行させて、認知症から解放された

人が沢山いることを知って下さい。薬では、

副作用で症状を悪化させるだけです。現に、
「認知症を治す薬など存在 しない」のですか

ら。一番効果が出るのは、「健康に良い水」な

のです。簡単ですよね。
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あふえる健康食品―薫れま男■物
2013年 11月 6日 付けの東京新聞

に、「あふれる健康食品―薬とは別

物」という記事が掲載されておりま

したが、水を研究 している立場か

らのご意見を聞かせてください。

1生命 (いのち)の水研究所 |

^商

あ檀巖it豪慣1をライ;ら

'1;11彗

||:‐

にも気をつけたい。「食べてよかった」と

いう実感がなく、出費がかさむ時は、思

い切つて止めるのも一つだ。体調に異変

を感じたらすぐに使用を止めて医療機関

を受診し、最寄りの保険所に連絡する。

被害の防止のため、どんな健康食品をい

つ、何回、摂取したかをメモして置くと

良い。

表―医薬品と健康食品の大まかな分類

医薬品―医薬品 (医業部外品を含む,

保健機能食品―特定保慎月食品 (ト クホ)保健の効果を

表示できる食品 (おなかの調子を整える―血圧高めの方

に,個々の食品ごとに国 (,肖 費者庁)の審査が必要

栄養機能食品―栄養成分 (ビ タミン ミネラルの機能が

表示できる食品―カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄

養素です)国の審査は不要
一段食品 いわゆる健康食品 (サ プリメントなど,その他
の食品

*人体中には、およそ5000種 もの酵素が

準備されていて、これ らは水のある場所

で働いているのですから、酵素の力を低

下させずに、『高める力を発揮させる健

康に良い水』を日々飲んで、この水で調

理した「和食を摂取する」ことが健康で長

生きする秘訣であることをしつかりと覚

えておきましょう。

東京都千代田区60代女性

記事は、次のような内容で し

た。ビタミンやミネラル、コラー

ゲン、青汁に豆乳、ココア、ヨー

グル ト、黒ゴマ、ブルーベリー。

これまで、さまざまな健康食品が

ブームになつた。「健康食品には明確な定義は

なく、連想されるものはさまざま」と話すの

は、国立健康 栄養研究所情報センター長の

稲垣敬三さん。錠剤から飲料、幸L製 品、野菜

や果物まで、人によって思い浮かべるものは

違うという。最も大切な点は、健康食品を薬

のように使わないことだ。「病気の治療や体調

の改善など医薬品のような効果や機能を求め

るのは間違い」と稲垣さん。特に、薬と形状が

似ているカプセルや錠剤、粉末は要注意。特

定の成分が濃縮されているため、過剰摂取に

つながりかねない。また、「健康食品と薬との

飲み合わせについて、安全性はほとんど解明

されていない」とも。薬の効果が弱 くなった

り、副作用が出たりするケースもある。薬を

飲んでいるシエアなどは、自己判断で健康食

品を摂らないが、使う場合は医師や薬剤師に

相談する。健康食品と呼ばれるものの中に

は、国が保険の機能の表示を許可 している特

定保健用食品 (ト クホ)や、栄養成分の機能の

表示ができる栄養機能食品がある一表。た

だ、稲垣さんは「あくまで食品であり、体への

作用が弱いから流通している。効果が強けれ

ば、有害になる場合もある。乱れた食生活な

ど生活習慣を見直すきつかけとして利用する

と良い。基本は運動とバランスの良い食事」と

話す。一度に複数の健康食品を摂らないこと


