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18日 、高知市内で桜

(ソ メイ ヨシノ)が 開

花、昨年より3日 遅れだ

が、平年より4日 早い開

花で した。東京上野恩

賜公園では3月 29日 の開

花予想です。

皆様には,口何お過ごしですか。

さて、前号でお知らせ したように、水の

ネットワークは259号から生活密着型の内

容でお送りします。

1987年 、小羽日と当時警察病院勤務医の

篠原秀隆先生で「生命の水勉強会」を設立 し

「どんな水を飲むとどのように体が変わる

か、健康を維持するには、重篤な病気から

体を回復するにはどんな水をどれ位飲んで

外部からどのような刺激を与えたらいいの

かJ鳩山ニュータウン診療所 (現在はあり

ません)で 数々の患者さんと共に水を飲み

ながら様々のデータを取つていました。そ

れをお伝えする目的で、1988年 1月 、水の

情報誌を作成し45回継続 しました。ですか

ら、通算で302号 、25年 3ヶ 月情報をお届け

したことになります。ただ、科学的なデー

タが必要と感 じ、当時水のNMR測 定でナン

バーワンといわれていた松下に加わっても

らいま した。そ して、臨床と水の科学的

データを前面に押

し出 して「生命の

水研究所」を 1991

年に設立 し、水の

ネ ッ トワー ク を

1992年 9月 16日 創刊

しました。

当時は水ブームの頂点で、私達もテレビ

やラジオ、新聞や健康雑誌に盛んに取り上

げれ、会社は1日 中水の問い合わせの電話

が鳴りつ放し。発行した単行本は10万部を

超えるベス トセラーとなり、余勢を駆つて

発行する本がそれぞれ数万部売れたもので

す。

しかし、テレビや健康雑誌で取り上げら

れたときの内容は私達の意志とは無関係に

作り上げられ、情報を出す人たちの勝手な

判断で表現されま した。「あるある大辞

典Jは その典型で、改ざんが余 りにひど

く、番組が消滅してしまいました。

25年間様々なことがありましたが、これ

からも情報をお届けし続ける覚悟です。内

容をぐつと実生活に密着させて、具体,1や

写真などを取り入れ、情報誌に携帯を向け

ることでインターネットを通 じて動画も見

れるよう、新 しい情報誌にする所存です。

今後とも宜しくお願いいたします。

痺
礼
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あなたの歯ぎしりはどのタイプ?

①上下の歯をすり合わせる

(グラインディング)

一般的にイメージされる歯ぎしりで、睡

眠中に歯を左右こすり合わせて「キリキ

リ」という音を鳴らします。歯の摩耗を

起こしやすいのが特徴で (=咬耗ともい

います)、 歯ぎしりをしている年月が長

いほど、歯のかみあわせの面がすり減っ

たり、歯のつけ根が削れる、歯がしみる

知覚過敏になりやすいといわれていま

す。

②上下の歯を強く噛み締める(ク レンチング)

上下の歯に力を入れてぎゅっと強くか

みじめた状態で睡眠しています。このタ

イプも歯ぎしりの中ではよく見かけるも

のです。顎に大きな力が入つています

が、音はほとんどたてないので、周囲の

人には気付かれにくく、本人も自覚がな

いことが多いようです。

目覚めた時、日の周囲にこわばりが

あつたり、歯の痛みや歯が欠けたり、割

れてしまう場合もあるようです

③小刻みに歯を鳴らす (タ ッピング)

上下の歯をぶつけ合うタイプの歯ぎし

りです。「カチカチ」 「カンカンJと

いう音を立てるのが癖になっているタイ

プです。「グラインディングJや「クレ

ンチング」と比べると発生率は低いとい

われています。

上記 3タ イプの歯ぎしりを単独で発生

させるケースと、複合的に起こる場合も

多いようです。いずれにしても、歯ぎし

りは歯や体の健康にとって良いものでは

ありません。先ずは原因を知り、予防

対策を心がけましょう。

歯ぎしりのセルフチェックをしてみよう

歯ぎしりは就寝時に無意識にしてしまう

ものなので、自覚するのはむつかしいです

が、歯の状態を見たり、体調を確認するこ

とで、自分が歯ぎしりしているかどうかを

チェックできます。下記の項目に思い当た

ることがあれば、歯ぎしりをしている可能

性は高いでしょう。

1歯にひびがあつたり、欠けたことはあり

ますか?

2上下の歯が噛みあうところに、すり減り

がありますか?

3口 を普通に閉じた状態で、日の中で上下

の歯がくつついてますか?

4集中しているとき(車の運転 パソコン

で作業をしている時 趣味に没頭してい

る時など)に 無意識に噛み締めています

か ?

5歯 と歯 ぐきの境い目が削れていますか ?

6朝起きた時に日の周囲がこわばつていた

り、顎が疲れていますか ?

7頬の内側や舌にかんだ痕がありますか?

8肩 こりや頭痛が多いですか ?

やすもと かずお
やすもと歯科医院院長

1980年 九州歯科大学卒業 同大学歯学研究科入学

1984年 同大学歯学研究科終了 (歯学博士)同 大学助手

1988年 熊本県医療た人「寺尾病院J歯科入局

1989年 福岡県筑彙野市開業

0所F_団 体 学会 :日 本補緩歯科学会/日 本産業衛生学会′筑紫学核歯科医会

筑紫歯科医師会/筑歯臨床研究会

0そ の他の資格等 :労働 lel生回ンサルタン ト″ 業環境涎定士第 Ⅱ種′衛生管理者

歯科補繊 旨導医/歯科詢成灸師/LBAサフ オベ レー,―/ヒフ ′セラヒ スト

●その他 :元健康づ くり推進協議会会長ム 紫野市二 日市保育所 13‐ 医
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3つ の 万 能 細 胞 だ つ た の に 一

前号で取 り上げた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。

と、前号でご紹介 した記事が、今号では「世界各地の研究

者か ら、実験 してもSTAP細 胞の再現ができなかつたJ情報

や、ネイチャー誌の論文取 り下げ問題が世間を騒がせ始めて

いることから、3つ の万能細胞から除去される恐れが出てきま

した。

もともと論文というのは、自分の思い込みによる研究が結

果として形になつたもので、論文を出したからすごいわけで

はありません。大学や研究施設においては、出した論文の数

で研究者の評価が決まったり、地位が約束されたりします。

そこで当たり前のように行われるのが、地位の上位の人が研

究もしないのに自分の名前の書き込まれた論文を発表し勲章

のように貯めていることです。部下は自分の研究の全てを奪

い取られたとしても、その場にいたいのであれば。黙つて我

慢するしかありません。それが一般的な研究者の世界です。

この論文の中身に踊らされた人たちがおかしいのです .

理研ユニットリーダー

14年 マウスで成功D
,,年 人で成功?
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誕生日の花は一体誰が決めているのかご存知ですか?

決める人によつ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が、気になるところです。

ここでは2つの発行物の誕生花をllRり 上ずましたので、どちらもお楽しみくださしヽ

大泉書店発行「誕生花360の 花言葉Jよ り弓1用 ‖HKラ ジオ深夜使で放送中の「誕生日の花」より弓1用

シザンサス

(金魚草)

月,名 :こ ちょうそう

ナス科

花言葉

あなたと

シダレザクラ

バラ科

花言葉

優美

いつしょに 由1_― Nttr

NHKラ ジオ深夜便で放送中の「誕生日の花」でよ存在しない 大泉書店発行『誕生花366の花言葉Jで ま存在しない
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大豆 大豆加工品GQ 水分0
自身フライ フライ用.冷凛 64 5

シチュウ ビーフ レト,レ ト′
'ウ

チ 78 1

しゅうまい 冷凍 58 4

ハン■グ 冷凍 59 2

ピラフ 冷凍 62 1

ミートボ」レ 冷凍 57 6

メンチカツ フライ用 冷凍 58 3

フライドポテト 36 1

日
Ｐ

面
リ 28 2

牛手L 194

小 麦 109

そば
０
乙

′
牛

えび
う
乙

つ
０

落花生 24

ヨーーグル ト 1 7

チーズ Ｅ
Ｕ

大豆 14

牛肉 13

鶏 肉
つ
乙

キウイフルーツ 11

い か 10

豚 肉 10

その他 214

調理加工食品0明 水分0
カレー ビーフ レトルトパウチ 77 9

餃子 冷凍 59 3

グラタン えび 冷凍 73 9

コーンクリームスープ 粉末タイプ 21

コーンクリームスープ レトルトパウチ 83 6

コロッケ クリームタイプ フライ用 冷凛 67 0

コロッケ クリームタイプ フライ用 冷凛 63 5

えびフライ フライ用 冷凍 66 3

家庭の食事の代行は鵬 IM Rぃ ね覇ω

ファース トフー ド並の手軽さで、本格的

な家庭料理を提供する事業。中食はこの部

類に入る。自分で調理はしない、外食 した

くない、ファース トフー ドの味では我慢で

きないわがままニーズ。家庭でひと手間加

える「半調理品 J、 有機野菜 を使用 した

「健康志向惣菜」など、メニュー開発が多

様に展開されている。
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焼 酎 を

薬 酒 に す る

前回までは、民間伝承薬 (生薬)と して利

用されて来たビワの葉 柿の葉 銀杏の葉

などを小さく刻んでネットに入れて浴槽に

投入しますと、柔らかなお湯になることを

紹介 しましたが、今回は、更なる利用法と

して、焼酎に投入して薬酒にする方法につ

いて述べましょう。

利用する葉は、きれいな水 (も ちろんの

こと水道水のような塩素を含んだ水は駄

目。浄水器を通過させた水)で洗い、日干

しをします。面倒であれば、沢山の葉を水

洗いして、日干ししてから網袋中に保存 じ

て置き、不1用 したい時に3～ 4枚取 り出 し

て、小さく亥1ん で、4合 (720m)の 焼酎瓶に

入れるだけで、焼酎の薬酒になります。私

は、こうして作つた焼酎を飲んでお りま

す。入れた葉の味が強いと感じる場合は、

葉の数を減らしましょう。

期 待 さ れ る 効 果

―ビワの葉の場合

葉の薬効成分が少しずつ浸透して行き、

関節の痛みや腫れが取れます。肝臓 腎臓

などの内臓疾患全般と、血流の悪さから起

こつた冷えや痛み 生理痛 神経痛 腰痛

などの治療に利用され、咳や気管支炎など

〔毎月第二水曜日発行〕

の炎症に効果があります。特に、肝臓や腎

臓は、体内で出来た老廃物や毒素を体外に

出し、血液を浄化させる大切な臓器ですか

ら、肝臓病 腎臓病はもとより、癌 膠原

病など慢性化 した難病に欠かせない治療法

とされて来ま した。尿の出の悪い場合に

は、利尿効果も発揮 します し、ア ドピー性

皮膚炎にも効果があります。

期 待 さ れ る 効 果

―柿の葉の場合

血管を強化し、血圧降下作用を発揮 しま

す。アルコールを分解する効果 二日酔い

の軽減に効果を発揮 します。心筋梗塞 動

脈硬化 認知症 糖尿病 癌予防 む く

み 利尿作用 腎臓病 心臓病 美肌効

果 ニキビ対策 シミ対策 花粉症 アレ

ルギー性鼻炎 ビタミン C欠 乏症などに効

果を発揮します。また、ビタミン Cが豊富

で、レモンの20倍 も含みます。

f"・ ,ヽI・ .1(■
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藤田拓男 (ふ じた たくお)のプロフイール
新連載
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カルシウムが命の源だということよカエルの心臓が血

液と同じ濃度の食塩水とカルシウムを加えた液の中で

はよく働くのに、これにカルシウムを入れるのを忘れ

たら止まつてしまつたというイギリスのリンゲル博士

の発見から明ら力ヽこなりました。それでカルシウムを

加えた生理食塩水をリンゲル液と呼あヽのです。

ところが不思議なことが起こりました。カルシウム

が少し足りなくてもそれても頑張っているカエルの心

臓を入れた液にカルシウムを加えると、かえつて心臓

が止まってしまつたのです。心臓の働きを助け、無く

てはならないカルシウムが、かえって心臓の働きの邪

魔をしたのです。この矛盾した現象をカルシウム バ

ラドックス(カ ルシウムの逆説)と いいます。

このときにもう一つ不思議なことが起こります。こ

のようにカルシウムが有害な働きをするときには、酸

素の力(酸化力)が異常に強くなつて酸化し過ぎが起こ

り、過酸化物が出来ます.こ の酸化ストレスで 細胞

の働きが妨げられます。カルシウムの洪水のような力

ルシウム パラドックスでは細LIL内 のカルシウムが異

常に高くなりますが その時に過酸化物もできること

が分かりました。今までお互いに独立してそれぞれが

細胞に害を与えるこれらの二つの現象が、T度地の底

で繋がっている二つの泉のように、お互いに大きな影

響を与え合つているとは、誰も気がつきませんでし

た。これがもし本当だとすると、カルシウムを正しく

使うことによって酸イヒストレスを軽くしたり、逆に酸

化ストレスを軽減することによって カルシウムの働

きを高め、その不足を補うことが出来るかもしれない

のです.

カルシウム パラドックスはイ可時も十分にカルシウ

ムを摂る事によつて改善しますし、酸1ヒ ストレスにも

沢山ある抗酸化物質を使つて対抗することが出来ます

から、二つの力を一つにすればきっと素晴らしい結果

が得られることでしょう

カルシウム不足と酸化ストレス

ロコモメタボ

細胞内 カルシウム | 過酸化物 |

カルシウム不足 酸化ストレス

2014年   3月
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話を思い出しました。確か、当時の邪馬台

国の人々は、水中に潜って、漁 (す などり)

を生業 (な りわい)と していたとあつたはず

です。失礼ですが、『すなどり」さんとお読

みするのではないですか。「そうです。よく

分かりましたね。私の名前を正しく、読ん

でくれたのは、松下さんが初めてですよ」と

言われました。よほど嬉しかったのでしょ

う。それからの私の技術説明と商談が トン

トン拍子に進み、受注に成功した担当営業

員からは感激 感謝されたものです。当然

のごとく、この企業がどんな商品を扱つて

いるのかは、事前に調査 しておりましたの

で、それらの研究に、NMR装置をどのように

利用していけば良いのかもア ドバイスでき

ましたし、応援も約束 しました。これは、

「芸は身を助けるJと いうことでしようか。

もう一つ、話題があります。今度は、大

阪市立大学 理学部の教授と面談 した時の

ことです。差 し出された名刺には「目Jと あ

りました。教授から、「松下さん、読めます

か」、と言われました。ここは、意訳をしな

ければと考えて、先ず「眼=ガン」という字を

思い浮かべ、もしかしたら眼の左側ですか

ら「さがん」と読むのではないですか、答え

たものでした。答えはまさしく「さがん」で

した。教授から、「よく読めたね、普通は、

何とお読みすれば良いのかと聞かれるのだ

が」と褒められたものです。これも普段から

本が好きで沢山読んでいた結果でしょう。

このほかにも、高知大学 理学部にNMRを教

えに行つた時に、名刺を交換した助教授の

名前を見て、土佐勤皇党の子孫ではないで

すか、と尋ねましたら、その通りでした。

名束1に先祖の一字が入っていたからです。

コラム

水の目

第195回

まつした力ヽずひろ

世の中には、難 しい名前の人がおりま

す。私が日本電子株式会社 (」EOL)に 勤務し

ていた30代の頃に、蜃気楼で知られる富山

県魚津市にある化学企業N社の研究所に、

営業員の要請で、NMR(核磁気共鳴)装置の技

術説明に訪問した折のことです。この時、

NMR装置の購入を検討 してN社 は、日本 ド

イツ アメリカのメーカーの装置を選定対

象にしておりました。営業的には、決 して

有利な状況ではなかつたことから、研究室

の私を応援に駆り出した訳です。装置の性

能では、ほとんど差がなく、後は、NMRメ ー

カーとして研究上の応援ができるかどうか

が争点になつておりました。そして研究所

の責任者と実務担当者に面接し、説明する

ことになった時に、当然のごとく、名束1の

交換になります。この時、責任者の方が、

「松下さん、私の名刺が読めますか。これま

で一度も正しく読んで貰ったことがないの

ですよ」と話されました。

渡された名刺には「漁」とありました。お

そらく、これまで、この方と名束1を 交換さ

れた人たちは、「イサリかリョウ」と読んで

いたのでしょう。でも、これまで一度も正

しく読んで貰つたことがないというのが大

きなヒン トでした。私は、古代史とか超古

代史が大好きで、この方面の書物を沢山読

んでおりましたので、とつさに邪馬台国の

金
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ださい, 東京都千代田区OO代女ll

アルコール健康障害対策基本法案が今回

会に提出されるが、2013年 は飲酒対策の元

年となるのか。「国や自治体は法律がない

ことを口実に、アルコールに関する問題を

個人の責任と押し付けて来た。基本法は行

政の支援をスタートさせる第一歩になるJ.依存症患者や

その家族らでつくる全日本断酒連盟(東京都)の大槻元事

務局長は、基本法制定の意義を強調した。議員立法とし

て、党派を超えた『アルコール問題議員連盟Jが 提出す

る.飲酒による健康被害だけでなく、依存症や酔つた影

響で自殺や虐待、交通死亡事故を減らすことが目的だ。

基本法は 国や自治体に飲酒に関する相談態勢の充実や

依存症患者の社会復帰支援を求める。酒類メーカーに

は、健康障害の予防に配慮するよう努力義務を課す予定

だ。国内に患者は少なくない。強く酒を飲みたいと思

う 意思に反して飲み続けてしまうなど、世界保健機関

(WHO)の ガイドラインに該当するアルコール依存症患者は

推計で80万人もいる.依存症の治療は数週間の入院で禁

断症状をなくした後、薬の1長用をl.め るのが一般的だ。

これまでは主に、肝臓のアルコール分解力を弱める2種の

杭酒薬が使われてきた。酒を少量でも飲むと、吐き気や

眠気を引き起こし 患者から酒を遠ざける効果がある。

だが、気分を悪くさせるのが目的のため、断酒をする意

思が弱く、薬の服用を嫌がる人も少なくなかつた。そん

な中、日本新薬(京都市)が 5月 に販売をlll始 したのが、新

棄「レグテクトJだ。肝臓ではなく、中枢神経に作用し

て、酒を飲みたい欲求を抑える。1日 3回、計6錠の服用を

続ける。副作用で下痢を起こずこともあるが 精神猿法

と組み合わせた日本新薬の臨床試験では、半年間で47ヽが

断酒に成功し、薬を服用しないグループよりも効果が上

がったという。新薬の登場は患者には朗報だが、依存症

を脱するため断酒を長く続けるには、自助グループの助

〔毎月第二水曜日発行〕
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けも欠かせない。全日本断酒連盟では、会員同士

が体験談を話し合う機会を定期的に設け、飲酒に

向けた決意を強めることによって断酒を目指して

きた。最近、日立つのが、女性のほか、フリー

ターや祭職の20～ 30代だという。大棚事務局長に

よると、「酒を飲む女性自体が以前よりも増えてい

る.生活が不安定な若者は、不安から酒に走る

ケースも少なくない。薬だけでなく、その受けIIl

が必要だJと 話す.基本法の制定によつて、アル

コール問題の解決のためには 個人の努力だけて

なく、社会的なケアが必要だという認識の醸成が

期待される。大槻事務局長は[飲酒を断ち切るには

周囲の支えが必要だ。もう、『酔っ払ったやつが

悪い』では済ますのはやめにしてはしい」と.F・ え

た。

*酒 を飲んだ後に健康に良い水を飲む また蒸

留酒はこうした水で害1っ てから飲むとアルコール

の代謝(分解)が速くなることを確認しているの

で、積極的に良い水を飲むようにしましょう。簡

単ですよね.*

アルコール対策の元年になるか

2013年 11月 6日 付けの東京新間に、「アル

コール対策 元年にJと いう記事が掲載され

ておりましたが、前回に続きまして水を研

究している立場からのご意見を聞かせてく

しっかりと覚えておきましょう。


