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世界の「医と健康」❷
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白澤 卓二
先生

エイジングには重要な指標になり︑
私も注目しています︒

また血液中から︑見た目に関係

とを証明した初めての研究でした︒

目が寿命に関係しているというこ

える方が先に亡くなります︒見た

間追跡して調査すると︑老けて見

若く見える方がいるのです︒

年

よると︑双子でも老けて見える方と

双子を調査しました︒その研究に

クリステンセン教授が913組の

2005年以降︑デンマークの

に影響を与えているというような

ライフスタイルがテロメアの長さ

っている人はテロメアが短いなど︑

っている人はテロメアが短い︑太

ろいろ調べていくと︑たばこを吸

いうアイデアが出てきました︒い

ロメアの長さは左右されるのだと

れた後の後天的な環境によってテ

ンセン教授の調査結果から︑生ま

だと思っていましたが︑クリステ

イジ
︵歳︶というモノが最大の要因

いろいろな研究者が︑最初はエ

する因子を調べたら︑一個だけ見
ことがわかってきました︒

テロメアとアンチエイジン
グの関係を教えてください

た目の年齢と寿命を予測できるも

ていて︑かつ寿命もコントロール

は︑見た目のエイジングに関係し

ということは︑テロメアというの

のがあり︑それがテロメアでした︒

テロメアが長くなるかどうか︑で

ります︒例えばある物を食べると

るのかということが次の課題にな

ことによってテロメアを長くでき

では逆に︑生活習慣に介入する

テロメアが長寿のバイオマーカーとして
有用であることを明らかにした︒

しているということです︒アンチ

すね︒カロリーを取りすぎないこ
とや︑定期的な運動をするなどが
言われていますが︑テロメアの観
点から見てみると︑3カ月介入す
るとテロメラーゼの活性やテロメ

上に︑高山村のデータをプロット

白血球のテロメアの検診データの

をこの村で試しました︒広島県の

としてテロメアが使えるかどうか

よ︒そこで私は︑バイオマーカー

で亡くなるまで現役で働くのです

ているかというと︑ラジオなので

いません︒どういう情報源を持っ

当然インターネットにも繋がって

への非対応でテレビを見ておらず︑

査した二人は︑地上デジタル放送

ょう︒また︑被験者のうち詳細に調

く︑体の動きも影響があるのでし

いる人と全く違う点もあるのです︒

が情報の溢れている都会に住んで

す︒ですから︑生活上のストレス

検体ＤＮＡ相補結合テロメアプローブ発光値

10

アを温存できるなどが分かってき
たのです︒ということは︑テロメ
アは︑本当に良いライフスタイル
かどうかのモニターになるのだろ
うと考えています︒

長野県の高山村で調査研究
されているそうですね
高山村はりんごやぶどう︑赤ワ
インなど︑今まで僕がアンチエイ
ジングな食材として注目していた
食品の産地で︑当然これらを多く
食べています︒長野県の男性は寿
命が日本一になっており︑高齢者

20

命のロウソク「テロメア」を
伸ばす生き方 白澤 卓二

順天堂大学大学院医学研究科
加齢制御医学講座 教授
日本抗加齢医学会 理事

今号の
表 紙
30

Tanet 通信

02

地図の中の日曜日
1979年
40

したところ︑この広島のデータよ

医療費も少ないです︒農家ですの

50

り上の方に多くの人がいることが
わかりました︒︵※図1︶
高山村は山の裾野なので坂が多

（年齢）

80
60
40
（RLU/DNA μg）0

高山村の農家の方々

広島県の健常人

60

（図 1）

【テロメア長の比較】
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今回はアンチエイジング研究の第一人者︑順天堂大学大学院の
白澤 卓二教授のご登場です︒2012年にはギネスブック級の 冊
に迫る出版︑多数のテレビ出演や雑誌の投稿を通じて︑正しい健
康に関する知識を社会に啓蒙し︑病院や薬がなくても良い世界を
実現すべく努力されてきました︒最先端のアンチエイジング研究に
ついて︑白澤教授に尋ねてみました︒

猪熊 弦一郎
（ 1 9 0 2−9 3 ）は 、
1970年代後半からハワイで制作
を始めると、鮮やかな色 彩で丸と
角の組み合わせによる作品を描く
ようになります。画面には幾何学的
できちんとした線と不規則なかたち
がバランスよく配置されています。
20
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明けましておめでとうございます。
この新 年 号を皆さまが手にする
頃には、新しい政権がスタートして
いると思います。
ただ、
どの党が政
権を取ろうと、
国や政府に多くを期
待することは難しいでしょう。
アプレ・
フクシマの時代を生き抜くには、
自
分達の力で何とかして行くんだ、
と言う気概が必要でしょう。今回の
テーマは予 防 医 学、特にアンチ
エイジングの特集です。
医者や薬に頼らない生き方を探っ
て行きたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
多根 幹雄
長野県高山村の健常人

プレゼント
しらさわ たくじ

■白澤 卓二

×10∧4

14 川柳『サングラス』
60

Neu Vision Club No.224

1958年生まれ、
神奈川県出身。
順天堂大学大学院医学研究科・加齢制御医学講座教授。
82年千葉大学医学部卒業後、
呼吸器内科に入局。
同大大学院医学研究所修了、
医学博士。東京都老人総合研究所老化ゲノムバイオマーカー研究チーム部長などを経て、
現職。専門は寿命制御遺伝子、
アルツハイマー病の分子生理学、
アスリートの
遺伝子の研究、
アンチエイジングクッキングなど。
日本抗加齢医学会理事。
著書多数。 白澤 卓二ホームページ http://www.shirasawa-acl.net/

テロメアは長くできるので
しょうか
すか

対処方法に個人差はありま

問題だと考えて指導は入れていま
す︒高山村は循環型で有機肥料を
作るときに村の生ゴミを使用して
います︒循環型地産地消の一つの

放射能もテロメアに影響が
あるのでしょうか
マイナスです︒癌細胞はテロメ

で行われました︒身体の中には絶

くする動物実験がハーバード大学

ょう︒さらに︑最近テロメアを長

活すれば︑おそらく長くなるでし

たり︑小区分に分けたエイジング

ものを調べたりとか︑骨密度を見

今は調べられますので︑そういう

例えば血管や皮膚のエイジングも

るかというのも課題の一つです︒

くるので︑いかにカスタマイズす

ーは多いのだけれども栄養素は不

そればかり食べていたら︑カロリ

典型的なのはスナック菓子です︒

が非常に少ないというモノですね︒

はカロリーばっかり高くて栄養素

ったことです︒ジャンクというの

まりにもジャンクフードが多くな

また︑最近心配しているのはあ

うのはテロメアが長いからです︒

いのです︒若い人が癌になるとい

能に強いです︒だから高齢者は強

一方︑テロメアが短い細胞は放射

幹細胞なので︑もろ刃の剣ですね︒

しかし︑放射能に一番弱い細胞が

の治療に放射線を使用しています︒

かなりの個人差が出てきます︒

えず分裂している細胞があって︑
の評価ですね︒骨・筋肉・血管・
足し︑食べ物が溢れている中で栄

できると思います︒テロメアの

分裂している細胞には︑テロメア
脳神経・皮膚など︑別々に診断し︑

アが長く放射能に弱いので︑
一部癌

が長いものもあれば短いものもあ
弱いポイントがあるとエイジング

モデルタイプですね︒

ります︒高齢者の幹細胞にも長い
養失調になっていきます︒教育を

歳を取れば取るほど個人差が出て

テロメアがあり︑それを試験管の
が進んでいる所に関して︑集中的
しっかりするか︑そういったもの

短くなった都会の人が高山村で生

中で増やしてから体に帰してあげ
にアンチエイジングをやってあげ
をなるべく食べないようにするし

そういう問題はありますね︒野
少しでもジャンクフードから体に

食事全体が天然に近づきますので︑

短くなっていないかどうか︒非常
に短くなっていたら日本政府は何

タになると思います︒もし︑本当

ャンクがあるということは︑情報

その中の商品として︑これだけジ

で︑健康情報も溢れていますよね︒

先生の本をしっかり読んで
正しい情報を入手したいと思い
ます︒本日はどうもお忙しいと
ころをありがとうございました

いいと思いますよ︒

福島県の住民のテロメアの長さが

今︑一番興味を持っているのは︑

るという方法です︒一回入れると
るというような手法ですね︒
かありません︒そこで注目してい
るのが発酵食品です︒食卓の調味
料から奪還していくことを考えま
した︒お塩とお砂糖ですね︒ここ
に発酵食を入れていくと︑全ての
食事の中に入っていきますので︑
非常に影響力は大きいということ

菜の質が下がったり︑カロリーだ
いい食事に戻してあげる有効な手

です︒砂糖の代わりに麹︑それか

を入れた日から︑高山村のような
け増えて栄養素密度が下がったと

は本誌2012年春号参照︶

︵※F1・固定種について詳しく

食べ物の種類だけでなく︑
F1︵雑種一代︶ではなく固定
種の野菜をとるというように食
べ物の質を考えることも大事で
はないでしょうか

その後急速にエイジングしてしま
いますが︑数カ月は持ちます︒こ
の手法は細胞の培養に150〜
200万円もかかりますが︑半年
若さを手に入れるのに安いと考え
る人もいるでしょう︒
私の研究は︑どういう環境がテ
ロメアを長くするのか調べること

良い環境や生活スタイルを行うと
いう悩ましい問題です︒特に︑土
段だと思っています︒

なので︑一度テロメアの長い細胞

いうのが︑一番強力なアンチエイ
の問題は国がちゃんと指導すべき

に神経質な情報ではあるのですが︑
か対策をしないといけないと思い

もジャンクだらけになっています︒

ら塩の代わりに塩麹︑そうすると

ジングと考えています︒

世界中の研究者が知りたがってい
ます︒

の中で生き延びて行くために︑健

これを見極めるため︑都会の生活

るデータです︒特に︑子どものデ

70

60

ータですね︒短くなっていても激

私たちが普段心がけた方が良

テロメア

しいインパクトだし︑短くなって

多根 幹雄

康オタクになるのが健康長寿を達
成できる可能性が高くなり︑一番

た︒当初は寿命が長くできる可能
性があるということで︑すぐにノ
ーベル賞級と言われたのですが︑
残念ながらこのテロメラーゼの活
性が高くなると︑癌が発生する可
能性が高いことがわかりました︒
その後︑逆にこのテロメラーゼと
いう酵素を抑制する薬が抗がん剤
として使えるということで︑同氏
は2009年にノーベル賞を受賞
することになります︒
癌細胞以外にもテロメラーゼに
よってテロメアが短くならない細
胞があります︒幹細胞や生殖細胞
です︒また﹁造血細胞﹂﹁上皮細
胞﹂﹁免疫細胞﹂など頻繁に分列
する細胞でも︑一時的にテロメラ
ーゼが活性化してテロメアを伸ば
しています︒

いポイントがあればお願いします
今は情報が過多になっているの

者の細胞は分裂できる回数が少な
くなることが1950年から 年
位に分かってきました︒つまり人
間の細胞の分裂には限界があると
いうことです︒このことは発見者
の名前から﹁ヘイフリック限界﹂
と呼ばれています︒
この実態が明らかになったのが
1980年のことです︒テロメア
を測定することができるようにな
り︑テロメアが短くなることと老
化が関係していることがわかりま
した︒細胞は染色体の末端が保護
できなくなると困るので︑テロメ
アが短くなると細胞分裂を止めて
しまいます︒つまり新しい細胞に
入れ替わることができなくなり︑
その結果︑老化が進むのです︒
2000年にはブラックバーン
教授が︑テロメアを長くするテロ
メラーゼという酵素を発見しまし
微小管

いなかったとしても日本政府にと

靴紐の端のキャップやテープの役
割をしているのが﹁テロメア﹂で
す︒︵※図2︶
細胞が2つに分かれる時にこの
2本のＤＮＡが複製されるのです
が︑端の部分が十分に作れないた
め︑分裂するたびに︑ある一定の
長さが短くなってしまいます︒そ
のためテロメアは最初から少し長
めに作られており︑ある程度の回
数分裂可
能なよう
にできて
います︒
赤ちゃん
の細胞は
回くら
い分裂す
ることが
できます
が︑高齢
（図 2） 【染色体の端にあるテロメア】

っては非常に優良な有意義なデー
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テロメア

染色体

分裂前の細胞

﹁命のロウソク﹂といわれる
﹁テロメア﹂とは？
我 々 の 体は 兆 も の 細 胞 で で き
ています︒一個一個の細胞の核の
中に全長が２ｍにもなる紐状の
DNAが納められており︑そこに
ある遺伝子の数は2万3千とか2
万5千とか言われています︒この
DNAの紐は一本ではなく 本に
分けられており︑1953年ワト
ソン博士とクリック博士によって
ら せん
2重螺旋になっているという事が
発見されました︒
この2重螺旋の端はループ状で
はなく靴紐の端のような形状をし
ており︑これがブラブラしている
と削れて違う一個の染色体ができ
てしまいます︒そこでこの端を守
る構造が必要になりますが︑この
60

テロメアについてさらに詳しく知りたい方は
「絶対にボケたくない人がするべきたった７つの習慣」
角川SSC新書
（中央）
をお読みください。

食環境を問 う
農業革命は︑天候不順には弱いが︑
人類の食環境を飛躍的に改善した︒
さらに︑その後の科学技術の発達
が︑生産︑流通︑消費の全過程の
様相を一変させ︑ついには︑今日
の﹁豊かな食環境﹂の時代をもた
らした︒しかし︑この﹁食環境﹂

の食環境が抱えているいろいろの

の﹁食環境﹂である︒兄は﹁現在

れるまでの全過程が人間にとって

のであり︑生産されてから消費さ

人間が生きていくために必要なも

るのが﹁食環境教育﹂︒食べ物は

の兄が関心をもって世に訴えてい

学んだ双子の兄の善次がいる︒そ

私には︑大学で植物学と農学を

れが飼育していると何故飛べなく

を無着陸で飛ぶことができる︒そ

さんのいうには︑１０００㎞以上

実は野生のクロコオロギは︑長尾

飛ばそうとしても飛べないという︒

無い︑それどころか学生が試しに

えるにつれ︑今は逃げ出すことは

から飛び出していたが︑世代を越

クロコオロギは︑最初こそ飼育箱

ら孵化させ︑集団で飼育している

とってきわめて教訓的な話である︒

く変えたのである︒これは人間に

の食環境が︑かれらの能力を大き

そのためだという︒クロコオロギ

０００㎞も飛べるようになるのは

ている︒野生のクロコオロギが１

に野生動物は︑あらゆる努力をし

めの相手の確保である︒そのため

きていくための餌と子孫を残すた

きものにとって大事なことは︑生

がいつでもいるからだという︒生

康をおびやかしているのも事実な

れば︑﹁豊食﹂ならぬ﹁飽食﹂が健

という考えがある︒もしそうであ

の体質が伝わってきているから﹂

は︑飢餓の時代を生き延びた祖先

ない︒一方で﹁食べ過ぎになるの

飢餓が存在しているのは無視でき

りはない︒今日でも︑地域的には

態を続けた方がよい﹂というつも

ら﹁進歩のためには少しは飢餓状

のおかげともいわれている︒だか

金沢工業大学 特任教授・同研究支援機構 顧問
大阪大学 名誉教授
ニューロクリアティブ研究会 副理事長 鈴木 良次
は果たして健全であろうか︒人類

問題を理解し︑ライフスタイルの
なるのか︒長尾さんの説明による

が進歩できたのは﹁飢餓との戦い﹂

ありかたを考え︑実現する力を養
ので︑その体質をどう変えたらよ

と︑十分な餌があり︑交尾の相手
いのか考えないといけない︒﹁飢

これらと向き合い︑自分も子ど

餓﹂と﹁飽食﹂は︑今の食環境が

たのが少なく見積もっても５万年
もたちも健全に命を繋いで行くラ

抱えている問題の現れである︒

前︒その後１万年前ごろにようや

イフスタイルの再構築が求められ

私たちの直接の先祖であるホモ

く農業が始まっている︒この間︑
ている︒

な食環境のなかで飢餓におびえな
がら必死に生命をつないできた︒

健康なライフスタイルを子ども

満の問題も解消していくでしょう︒

つことによって︑子どもたちの肥

す︒自分の健康や幸福に責任を持

ての教育に取り組む必要がありま

社会全体で健康的な食生活につい

人類は︑狩猟︑採集という不安定

サピエンス・サピエンスが誕生し

人類の進歩は飢餓との戦い

う教育﹂が︑今︑必要とされてい
るというのである︒

飛べないクロコオロギ
そこで︑あらためて食環境の大
切さを考えてみたい︒金沢工大で
教授を勤める長尾 隆司さんは︑
年来︑コオロギの行動とそれを支
配する生体アミンという物質の研
究をしている︒彼が実験室で卵か

世界の
﹁医と健康﹂
ヘルスケア ︱ 健康管理︱
いち もん

一文を惜しんで百両を失う

たちに徐々に教えていけば︑その
ような習慣が人生の一部になって
そ

入院介護費となっており︑８０６

１︑一番大きな割合を占めるのが

支出しました︒そのおよそ3分の

は医療部門に2・6兆㌦近い額を

2010年度︑アメリカ合衆国

になってからの入院治療しか方法

けようとしません︒結果︑手遅れ

険にさらされない限り︑治療を受

などと希望的観測をもち︑命の危

ただの季節性のアレルギーだろう

ればよくなるだろう︑長引く咳も

かしいなと思っても︑しばらくす

均額はたったの７６４㌦︒真っ先

あたりの体育教育費の年間予算平

会の報告によると︑合衆国の１校

す︒スポーツ・体育教育の国際協

されていた︶の発生につながりま

大人の生活習慣に起因していると

臓病︑若年性糖尿病︵この病気は

代の肥満は以前には稀であった心

少年の

負担にならないようにしていくこ

状はすぐ治し︑将来もっと大きな

投資が必要です︒今悩んでいる症

たちの未来の健康のために今こそ

両を失う﹂傾向を改めて︑子ども

ることです︒﹁一文を惜しんで百

早期の治療は︑経済的で分別のあ

おかしい咳や︑ふさがらない傷の

かってしまう︒その前にちょっと

入院したら途方もない治療費がか

パリミキハワイアラモアナ店
オプトメトリスト︵検眼医︶ ジャン・ハラ

え

いきます︒咳が肺炎につながった

０億㌦となっています︒小売薬剤

がなくなり︑過酷な治療を受ける

に体育の授業が削られます︒問題

とが大切です︒

り︑傷が壊疽を起こしたりして︑

の２０６０億㌦と入院治療︑処方

ことになります︒緊急治療が必要

なのは子どもたちが最も感受性の

％が肥満です︒子ども時

箋薬をあわせると1兆㌦を超える

なくらい悪化してしまう前に初期

予防医学

支出となっています︒

の段階で早期発見︑治療を受けて

強い︑一番健康な生活習慣を身に
つけやすい時期に︑健康な運動習
慣を身につけることができないと
いうことです︒

せん︒保険料が高いので︑多くの

まるで伝染病レベルで広がってお

明らかです︒子どもたちの肥満は

子どもたちの肥満対処法をみれば

禁止するニューヨークのように︑

さの容器では砂糖飲料水の販売を

オンス︵約480㎖︶以上の大き

本腰を入れなくてはならない︒

子どもたちの肥満の増加対策に

人が医療保険に加入し続けること

歳までの青

予防医学の考え方がないことは︑

子どもの肥満

節約できるというのに︒

いれば︑国の何十億㌦ものお金が

健康管理危機は︑予防医学より
むしろ疾病発生後の対処療法に頼
ってきました︒治療ではなく緩和
で︑未病の段階で的確に察知し︑

ができておらず︑保険のない治療

り︑2歳の幼児から

対処することが十分にされていま

費は高額過ぎて非現実的です︒お

16
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長尾 隆司さん撮影
クロコオロギ
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奥出雲多根自然博物館の
アンモナイト化石
副館長 菅田 康彦
アンモナイトについては、
昨年の春号
（221号）
で
中生代白亜紀に繁栄した美しい縫合線を持つ
「ユ
ウパキディスカス・ハラダイ」
をご覧いただきました。
今回は宝石になった巨大なアンモナイトの化石
を紹介します。
アンモナイト化石の殻の部分は炭酸カルシウム
でできたアラゴナイトの層とキチン質の層が交互
に積み重なってできており、
真珠のような光沢を残
す非常にきれいなものがあります。
産地によっては
赤や紫といった鮮やかな発色をするものもあり、
オ
パールと見間違うほどです。
特にカナダのアルバー
タ州レスブリッジ近郊から産出するアンモナイトは
アンモライトという宝石として扱われています。
透明感と光沢のある赤・黄・緑・紺・紫といっ
た色で輝き、
特に緑色は玉虫色で非常に美しい
光沢を放っています。
このような深い色を出し、
宝
石として扱われるほど硬くて安定したものは、
この
カナダのアルバータ州から産出するアンモライトだ
けです。
どのようなメカニズムで誕生するのかまだ、
わかっていないミステリアスな宝石でもあります。
奥出雲多根自然博物館に展示されているアン
モライトは最大径が65cmもあり、
全体の形の残
ったアンモライトとしては世界でも最大級であると
いわれています。

宝石になった
アンモナイト

アンモライトの全体寸法
（厚さ約15㎝）

65㎝

55㎝

しんじ

9
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山陰自動車道
♨海潮温泉

きすき

至三次市

54

至米子市

至出雲市

宍道 I.C

車道
松江自動

三刀屋
木次I.C ひのぼ
り

かめだけ

314

奥出雲町
奥出雲
おろちループ

ＪＲ木次
線

吉田掛合I.C

432
至米子市

いずもやしろ
いずもみなり

尾原ダム

183

432

N

線 びんご
314
備
芸
183 おちあい
JR
至三次
庄原 I.C

中国自動車道

東城 I.C

至新見

財団法人

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal

佐白温泉

長者の湯（奥出雲多根自然博物館向い隣）

定休日／火曜日 営業時間／ 6：00〜21：00
HP：http://www.chojyanoyu.jp

アンモライト
プラセンティセラスPlacenticeras （Placenticeras costatum）
中生代白亜紀（1億4500万年−6550万年前）
カナダ アルバータ州 レスブリッジ産

きるようにＨＤＢという公団住宅
の１階部分やその近所には︑小さ
な高齢者向けの運動器具が設置さ
れています︒
シンガポール政府の取り組みの
一環として︑地域ごとに存在する
コミュニティーセンターを通して︑
歳以上の方々を対象に︑無料の

健康診断を定期的に行っています︒
もし︑異常が見られた場合はポリ

め︑浄水場などのインフラ設備を

が国の主要課題の一つでもあるた

質が良いこと︒水を確保すること

い﹂としていること︒二つ目は水

担を減らし︑病気にもかかりにく

るべき﹂と警鐘を鳴らしています︒

らば︑食べることを率先してやめ

す︒ある程度﹁お腹が満たされたな

向につながっているとされていま

過ぎるという問題があり︑肥満傾

という考え方から必要以上に食べ

受ける流れとなっています︒

門医を受診し︑より高度な医療を

きない場合は︑紹介状をもらい専

ます︒ポリクリニックで対応がで

紹介され︑そこで再度検査を受け

クで一般的な検査施設をもつ︶を

クリニック︵公立の大型クリニッ

整えることで︑今では家庭の蛇口

界で最も健康な

ムバーグで﹁世
ことができます︒しかしここ近年︑

ングをする人々の多さで感じ取る

意識の高さは︑朝夜問わずジョギ

パリミキ ドイツ法人

治す努力をします︒食事の工夫︑
十分な睡眠︑薬草︵ハーブ︶の利
用などの伝統的な家庭療法で体調
を元に戻そうとします︒

気になったとき︑

ドイツ人は病

薬を飲むばかりが治療ではなく︑

が処方されないことがあります︒

訪れても︑医師から抗生物質の薬

剛

すぐに医師を頼

食事や運動︑生活の中から人間本

ドイツでは風邪をひいて病院を

ることはしない

来が持つ力︵体力・免疫力︶を引

ーが喉と鼻にいい︒カモミールテ

う思われるでしょうか？

ような考え方を日本の皆さんはど

体を作って︑成長していく︒この

子どものころから︑じっくりと

ィーでうがいしなさい﹂とホーム

いう言葉を聞く

ン フ ェ ア ﹂だ と

﹁フェア﹂だ︑
﹁ア

活をしていると︑

イギリスで生

前です︒風邪で診てもらう場合も

4〜5時間待ちというのは当たり

すが︑命に関わらないと判断され︑

ん︒Ａ＆Ｅと呼ばれる救急は別で

と専門医へかかることもできませ

にかくこのＧＰで診てもらわない

であろうが︑怪我であろうが︑と

終わりますが︑イギリスでは風邪

った場合︑その日のうちに診察も

です︒日本では熱があり病院へ行

﹁ホームドクター﹂に登録が必要

るＧＰ↓専門医へよりも︑今まで

トアが乱立していて︑時間がかか

ない危うさもあります︒

もありますが︑腕が良いとは限ら

０％自己負担のプライベート病院

うにも思います︒ちなみに︑１０

ないよう一生懸命で本末転倒のよ

れば罰則もあるそうで︑入院させ

です︒空きベッドがある程度なけ

はめったなことではできないよう

スト削減が推奨されて︑入院など

迫するとして︑ＮＨＳ病院にもコ

ＮＨＳの医療費高騰が財政を圧

機会によく遭遇します︒医療に関

予約が必要で︑運よく数日後に予

の経験から市販薬を飲み﹁自分で
口になっているため︑優秀な医者

ＧＰがすべての病気︑怪我の窓

している人が多くいます︒

ある意味︑医療に頼らない生活を

ように気を付けるといったように︑

治す﹂︑あるいは病気にならない

河野 亮二

パリミキ ロンドン法人

してもこの﹁フェア﹂であること

約が取れた時には風邪が治ってい

る こ と が で き る ﹂を 基 本 理 念 に 国

と思うでしょうが︑実際はあまり

の必要性に応じてサービスを受け
営 医 療 制 度︵ Ｎ Ｈ Ｓ ︶ が 発 足 し ま

場まで﹂︒基本的に受診料︑手術︑

スローガンは﹁ゆりかごから墓

へ行くことができないため︑住む

患者はＧＰが紹介した専門医以外

てばらつきがあるようです︒また︑

いです︒

ア ﹂の 精神でこれからに期待した

界に誇れるサービスです︒
﹁フェ

さまざまな問題はありますが︑世

した︒

入院費等一切無料です︒

エリアが大切になってくるという
まず﹁ＧＰ︵ジェネラルプラクテ

この医療サービスを受けるには

話もよく聞きます︒

ＮＨＳは大企業病︑お役所的で

人気がなく医師の質も地域によっ

このような理由で︑ドラッグス

が重視され︑１９４８年に﹁支払

たなんてこともあるようです︒

ィショナー︶﹂と呼ばれる近所の

ドクターに言われています︒

もつくし︒それとカモミールティ

場合があります︒

野元

状態にもよりますが︑まず自分で

また︑高齢者が気軽に運動がで

国々﹂を発表し
国民の高齢化︑肥満傾向︑糖尿病︑

シンガポール人の健康に対する

ました︒
１位は︑シンガポールでし

います︒シンガポールは︑ホーカ

高血圧の増加にともない︑国民へ

まず一つ目はＰＳＩ︵大気汚染
ーセンター︵集合的に集まった屋

た︒ちなみに日本は５位でした︒

基準指数︶に関して政府が敏感な
台︶で外食をする国民性です︒そ

減塩運動︑健康食品の普及を図っ

こと︒つまり︑国家環境局が﹁空
して︑食を粗末にしてはいけない

シンガポールが1位の理由として

気がきれいなことで肺にかかる負

いくという考え方がドイツにはあ

ており︑食のマナーが見直されて

出し︑病気を治すという考え方が
実際︑私の娘も﹁鼻炎にはきれ

ります︒
いな海で泳ぐのがいいわよ︒体力

ドイツ人の体づくり

からでも水を飲むことができます︒

世界の
﹁医と健康﹂
世界で
最も健康な国
パリミキ シンガポール法人

菊地 英明
今年８月にア

55

い能力に基づくのではなく︑医療

イギリスにおける
医療事情

ろから厳しい環境に身を置き︑体

あります︒そのため︑子どものこ

は二つ上げられます︒

メリカのブルー

2

力をつけることが医師から推奨さ
れます︒呼吸器を強くするには潮
風が良い︒森林浴できれいな空気
を吸うことも大切などなど︑いろ
いろと医師から教わります︒体本
来の力を引き出せるように︑体力・
免疫力を子どものころから高めて

ドイツ

10
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イギリス
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※他にも各国より寄せられた原稿をwebサイトにて掲載しております。 http://i-nvc.jp
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サミットフォーラムを
福島で開催
日

10

名の方にご参加いただきました︒一日

地域のつながりが強く︑田に水
を引く時は全員での共同作業です︒
高齢者︑大人︑子どもたちお互い
に交流があり︑決めごとは多数決
をとらず基本的に全員合意を目指
します︒効率は悪く︑時間もかか
りますが︑反対意見の方に時間を
かけて説得していくのが昔からの
やり方になっています︒
2011年3月 日地震が発生︒
翌日︑原子力発電所が冷却不能に
なり水蒸気爆発して放射能が出た
というニュースが伝わりました︒

して始まった﹁三匹獅子舞﹂とい

飢饉が起こり︑復興の時に伝承と

です︒秋祭は２３０年前に天明の

の前で流します︒秋は紅葉が綺麗

付けて若い時からの写真をみんな

た方の供養にと﹁しのぶ会﹂と名

す︒盆踊りではその年に亡くなっ

かを調べる夏休みの行事がありま

には︑川の中でどんな魚がいるの

春になると一気に芽吹きます︒夏

も美しい眺めです︒冬が長いので

濃い山桜が山一面に咲くと︑とて

は梅も桜も一緒に咲きます︒色の

水芭蕉などが自生しており︑春に

子どもたちは小さい時から大人と

々に美しさがある村です︒そして︑

いろな顔を見せてくれて︑四季折

然はいろ

ます︒自

方を教え

縄の作り

ちにしめ

子どもた

人たちが

老人会の

越し前に

せん︒年

か溶けま

がなかな

乱した時期が続きました︒一カ月

国は教えてくれません︒とても混

した︒﹁どこですか﹂と聞いても

しかし︑放射能についてほとんど

飯舘村は標高600メートルに
う激しい踊りがあります︒冬は厳

飯舘村

菅野 義人 さま

福島は負けない！

いう単位を小さく感じ︑村の人々
は何も分からずに過ごしていたの
が実態です︒県・国も﹁健康に影
響はない︑ただちに影響はない﹂
と言っていましたので︑危険性は
ないものと思っていました︒最初
におかしいなと思ったのは水道水
の汚染︑土の汚染が伝わり﹁飯舘
万3千ベクレル﹂と発表されま

村のある地点で土壌１キロ当たり

月

日に﹁あと1カ月以内に避難

へ来て売らないか︑と声をかけて
もらい出張販売したこともありま
す︒国は風評被害では金を貸して
くれませんでした︒農林大臣と直

定すると非常に高い数値が出まし

されました︒いろいろな場所で測

ま居続けるのは無理だと思い知ら

しでも戻ることの手掛かりや︑足

ませんが︑全部が戻らなくても少

うな仕組みが必要です︒先は見え

持って避難生活を続けていけるよ

放射能の風評被害で農作物が売

らに夢と希望を与えたい︒そのた

に交渉し︑やっと公的資金を借り

た︒国だけでなく自分達もショベ
がかりを作ることが︑みなさんか

です︒若い社員が

人います︑彼

人を呼ぶ︑来てもらうことが大事

行っていますが赤字です︒しかし︑

入れできました︒毎日イベントを

ルカーで土を剥ぎ取り除染作業を

めにも人間の本質は行動で﹁今や

出せない︑テレビの音が聞こえ

れることを必死でやるしかない﹂

育館︑文化施設︑温泉ホテル︑

ない︑冬は寒く︑夏はとても暑

きていただきましたが︑全く来ら

温泉宿︑一般住宅借上げ︑仮設

い︒2︑3年後が不安で︑スト

と思っています︒

住宅と移っていき︑避難された

レスが健康を阻害してくるので

れなくなりました︒東京の商店街

方も落ち着き始め︑自分に合っ

はと思います︒

震災後の行動︑避難時の苦労︑

■私たちにできること

たメガネを求める方が多くなり
ました︒三城から放射能測定器
の貸し出しは︑多くのお客さま
に利用いただき︑安心していた

に品物を持っていくような状態

支援活動を開始︑途中から我先

なく殺気立っているような所で

００名収容の体育館︒物資も少

屋敷での生活から四畳半二間の

因かもしれません︒大きな敷地︑

お客さまの生活習慣の変化が要

の進行などの変化が見られます︒

最近は︑視力の変化︑白内障

なると思います︒

れからが本当のご支援が必要に

ご支援をいただきましたが︑こ

っています︒皆さまには多くの

もストレスの解消になればと思

現在の生活状況を伺い︑少しで

でした︒4月中旬になると避難

生活︒仮設住宅では大きな声は

だけました︒

所は次第に分散され︑学校の体

最初に訪問した避難所は２０

■急がれる支援活動

パリミキ原町店 店長
︵南相馬市︶
森本 暁 さま

三城からの報告

れません︒果樹園には年間５万人

あづま果樹園 吾妻 一夫 さま

知識がなかったため︑マイクロと

あり自然豊かで農業が盛んです︒

経ち︑計画的避難が発表され︑4

いいだてむら

私は地域ブランドである飯舘牛を
しい寒さで氷点下

美しい飯舘村を再び

飼育しています︒標高が高いので

ら帰って家の片づけをしたい﹂と

を感じているのが現状です︒

16

21

ら多くの支援をもらったご恩に応

これからは生き甲斐や︑目標を

一緒に多くの経験をします︒

しなさい﹂と命令がありました︒
言っても国の許可が下りません︒

線量計で測ってみると︑家の中

度になり︑雪

牛は飼うことが認められず処分す
高齢者は﹁もう先がない﹂と不安

被害にあっている果樹園経営者の話を伺いました︒

目は福島で避難を余儀なくされた飯舘村の方の講演︑翌日は風評

をはじめ各地区会長総 勢

開催となりました︒
︵株︶三城ＨＤ 多根 弘師 社長︑ＮＶＣ本部会長

︵本部総会︶が︑アプレ・フクシマをテーマに記念すべき福島の地での

新体制になった﹁ぬうびじょんくらぶ﹂初めてのサミットフォーラム

10

るしかありませんでした︒

福島の方の声

27

していますが︑庭︑瓦などはどう

でとても高い数値が出て︑このま

20

えることだと思います︒

答が多いです︒特に︑農業をして
いる人は他で農地を求めたり︑牛
舎を作ったりができないので︑な
んとか村に帰りたいとのことでし
た︒しかし︑広大な面積が汚染さ
れている農地はこのままでは一次
産業はできません︒例えば︑培養
の生産︑除染した後︑レンゲなど
まだ仮設住宅には多くの人々が

で緑肥を作るなど対策が必要です︒
います︒ストレスを感じながら毎
日を過ごし﹁週に一度でもいいか

10

ぬうびじょんくらぶ

※紙面の関係上、一部しかご紹介できませんが、全文は webサイトにてご覧になれます。 http://i-nvc.jp
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第１回

しても下がりません︒

帰りたくても帰れない
代までの年代は﹁帰

住民に帰村意欲アンケートをと
りました︒
50

〜 代の年代は﹁帰りたい﹂の回

らない﹂と言った回答が多く︑

40

12
2013.1.1 Neu Vision Club 新春号
2013.1.1 Neu Vision Club 新春号

13

70

川柳

岡山地区 理事

小野 真備雄 選

課題﹃サングラス﹄

三光

︻天 ︼
サングラス
パパではないと
子に泣かれ

久保田達男

入選

節子

夏過ぎて忘れられてるサングラス

倉敷市 萩原

東槇ますみ

本心を隠してくれるサングラス

瀬戸内市

禾刀

悔し涙そっとかばったサングラス

奈良市 北野

幸子

優 男 貫 禄つけたサングラス

岡山市 皿井

香

外したい心に掛けたサングラス

千歳市 有

全

逆効果浮いて目だってサングラス

岡山市 野島

心には何時も掛けてるサングラス

香川県 横井みどり

康之

サングラス違う世界が見えてくる

松山市 大西

涙など見せぬ女のサングラス

岡山市 新田すすむ

鹿野久美子

哀しみはつくり笑顔にサングラス

美濃加茂市

寿子

方巳

内心をこっそり覗くサングラス

岡山市 大沢

郁子

おしゃれだな赤いドレスにサングラス

三次市 友安

福山市 柳井喜美子

かたくなに昭和ひとけた色メガネ

幹夫

夏空に強い味方のサングラス

島根県 川西

敦

サングラス貴方の個性出ています

神戸市 大森

久保田良弘

老いてなお洒落の一つサングラス

伊勢崎市

道生

サングラスかけると何故か怖い人

倉敷市 岡野

勝也

サングラス外して歳を読みとられ

神戸市 久世

※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

■投稿要領について

﹃育つ﹄

次回課題

ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼

ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶

138

入選者には賞状が贈られます︒

8048

︻ 締 め 切 り ︼2 0 1 3 年 月 日︵当日消印有効︶

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2

15

サングラス掛けると猫も寄りつかぬ

岡山市 伊藤

色メガネ無くても華麗姫路城

-

2

茨城県

﹇評﹈明るい家庭の見える楽しいファミリ
ー川柳である︒困ったパパの顔まで
見える︒

︻地 ︼サングラス
かけて美人に
なりすます

幸子
-

宛

-

発 売 元：株式会社三城
お問い合わせ先：お客様センター 0120-199-101
企画開発：株式会社ルネット イーフェイス

姫路市飾磨区三宅 1

今年は積極的に新しいことにチャレンジしてまいりたいと思います。
お一人おひとりにお合わせする 美と健康 を実現するため、全国の会場でみなさまと
お話をしながら、新たなる試みに取り組んでまいります。
会場でみなさまにお会いできることを楽しみにしています。
イーフェイス代表 伊 豫 亜 嬉 子
スタッフ一同

NVC本部事務局

新宿メガネフェア

秀夫

新しい試みとして、
麗人花をお買い上げ
いただいたお客さまの中から抽選で
18Kスパチュラをプレゼント。
中央の子どもさんが大当たりでした。

狛江市 山田

孝

照男

スタッフ

美しい夕陽にはずすサングラス

帯広市 圓尾

神原

素っぴんに自信はあるがサングラス

伊勢崎市

横浜宝飾会場

﹁Neu V ision Club﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
320円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
発刊日にメール便で発送します
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

イーフェイスは、三城宝飾、メガネフェアなどの全国
の催事 60ヵ所の応援に行かせていただいております。
昨年11月には大きな規模の新宿メガネフェア、横浜
宝飾と続きましたが、会場は連日多くのお客さまで賑
わっていました。
スタッフはサンタさんの帽子や赤・緑のエプロンを
して、和やかな雰囲気でお客さまに楽しいひとときを
過ごしていただきました。

中村

節子

昨年は100年に一度とも言われた世界同時不況。東日本大震災からの進まぬ復興。
円高・国内産業の空洞化。デフレ・格差・不安を抱える社会保障制度など、さまざまな
課題に直面し、今時代は大きく変化しようとしています。
〝巳年は実を結ぶ年〟とも言われております。
今年こそはみんなが健康で若々しく、笑顔で過ごせる日々が続くことを願っています。

奈良市

桑名

︻人 ︼別人に
なったつもりの
サングラス

姫路市

あけまして
おめでとうございます

【読者プレゼント】

10

『会津絵ろうそく』を11名様にプレゼント！
福島県会津にある小澤ろうそく店の「絵ろうそく」です。創業江戸時代からの老舗で、丹精
こめた職人の技で手作りし、手描き模様の伝統を守り通しています。長く照らし続ける伝
統の灯りですが、その絵柄の美しさからインテリアとしても人気です。
※絵柄は選べません

応募方法

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888

締め切り2013年2月15日

発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

※ご意見・ご感想は「読者の声」コーナーにて掲載する場合があります。

下記ホームページにて公開いたしております。

ぬうびじょんくらぶ

http://i-nvc.jp

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。
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224号 二〇一三年 新春号

発行／ぬうびじょんくらぶ

兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138
-

〒672 8048
-

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

