
H27.03.01 講演会「医食同源・心と体のための食生活」 

 １ 

講演会 

医食同源・心と体のための食生活 

日時：平成２７年３月１日（日）９：３０～１２：１８ 

場所：新ロイヤルホテル四万十 ２階 

主催：国
くに

立会
たちかい

（高知県国立大学歯学部同窓会） 

内容： 

○司会：にいや 

・今回で７回目。 

・小泉武夫先生は、テレビでもおなじみの先生。 

・近年、食の洋風化が進み、多くの問題が言われるようになってきました。 

 

○講師プロフィール 

・１９４３年 福島県の酒造家に生まれる。 

・東京農業大学名誉教授、鹿児島大学、琉球大学、別府大学、新潟薬科大学、広島大学など多数

の大学の客員教授。発酵文化推進機構理事長。 

・専門は発酵学・食文化論、農学博士。 

・「食あれば楽あり」「食と日本人の知恵」「発酵食品礼賛」など、著書は１３２冊 

 

8:33～12:18 医食同源・心と体のための食生活                        

○講師：東京農業大学名誉教授 小泉武夫 

○はじめに 

・私の元気の秘けつ、健康の秘けつは、「日本人になりきっている」これにつきる。 

・私は福島県の造り酒屋の息子。おやじに「日本人になれ」と言われ、和食ばかりを食べてきた。 

・民族の「食」は大切。子供の頃から日本食になじませることが、これほどの意味があることを

お話しする。 

 

○体が変わり、心が変わる 

・食事で体が変わり、心が変わる。小中高校生の事件は年間６万件。増え続けている。 

・日本食を中心に食べていた時代と、今の医療費の比較をすると、医療費が３０兆円を超えてい

る。税収は４０～５０兆円しかないのに。 

・和食の時代には脳と心臓疾患が死亡原因のトップ。今は、生活習慣病が増えてきた。 

  → ５０年間で、油の消費量が４倍に ドレッシング、唐揚げなど油を使うものばかり 

 肉の消費量は３．４倍に。 

・低タンパク、低脂肪、低カロリーの日本人が、高タンパク、高脂肪、高カロリーの生活に。 

 

○食生活が変わると 

・戦後は終わっていない。日本に食文化として、アメリカの食が入ってきている。 → 「食」
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から我が国の文化が変わってきている 

 

○長寿県だった沖縄は 

・現在、長寿１位は男女とも長野県。沖縄の男性３０位、女性３位。 

 長寿だった沖縄が、たった７年で変わっている。 

・お年寄りの平均寿命が急に下がるわけがないので、沖縄は若い人が早く亡くなっている。 

・戦前にはなかった、消化器官（男性は直腸ガン、大腸ガン、女性は潰瘍性大腸炎 など）が原

因で亡くなっている。 

・これは、肉を多く食べるようになったことが原因。 

・沖縄は、昭和４７年に米国から返還されて以来、生活物資の買い支えをしており、多くの肉が

入ってきている。 

 

○医食同源、薬食同源 

・「医食同源」は中国の言葉、「薬食同源」は沖縄の言葉 

・今の医者は「食」の勉強をしていない。 

・医食同源：病気になってからでは遅い、食べ物は良いお医者さん との意味。 

・薬食同源：病気になってからでは遅い、食べ物は良いお薬 との意味。 

・琉球料理の全てに薬草が入れられている。 

・薩摩に取り込まれた沖縄は、４００年の間は沖縄の食を守り続けた。しかし昭和２０年から、

沖縄はアメリカになり変わってしまった。 

 

○沖縄は 

・ほとんどのレストランはステーキハウス。 

・市場は米軍の横流し品ばかり。缶詰がすごい、水炊きの鳥、ビーフシチュー、５キロの固まり

のコーンビーフ・・・ 

・沖縄問題の一つは「缶詰」 どの家に行っても豚肉の缶詰がある。ランチョンミート：着色剤、

防腐剤、粘調剤、化学調味料付けの豚肉の缶詰。 

・弁当を持ってくるが、３回に１度はランチョンミートを使ったお弁当。 

・肉を食べていけないわけではないが、毎日食べるのは遺伝子に問題を起こす。 

 

○７７、７８歳より上の人は、昔ながらの沖縄料理を知っている 

◇おばあの作る料理は 

・マースミ 白身魚の料理：魚のウロコとはらわたをとり、海水だけで似る料理。 

・アキョク 豚の角煮：昆布だしで１日間煮てアクを取る。泡盛を足し、また煮る。３日間煮る

と、コラーゲンだけの肉になる。 

・缶詰の便利さから、昔ながらの沖縄料理はなくなった。 
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○日本は 

・平均寿命は、女性８６歳、男性８０歳と世界トップクラス 

・健康平均寿命 医療費のかかっていない人の寿命 

 世界一はデンマーク、２位フィンランド、３位ノルウェー 

 日本の健康平均寿命は男性７０歳、女性７３歳ほど 世界の８０位ほど 

・健康平均寿命 全国１位浜松で７５歳 

 

○奄美大島 

・昭和３６年当時の食生活を続けている。 

・昭和３６年に「郷土生活資料集」がまとめられており、この食生活と今の食生活が変わってい

ない。 

・沖縄はアメリカの食文化が入ってきて平均寿命が下がったのに、奄美大島の健康平均寿命は８

０歳近い。飛行機で４０分しかかからない二つの地域で・・・ 

・「食」の違いである。 

・奄美大島では、果物、野菜、魚、海草（特にモズク）、芋（芋と共に芋づるも）、豆類、味噌、・・・

を食べている。 

 

○遺伝子 

・二つの遺伝子「民族の遺伝子」と「家族の遺伝子」 

・１億２千万人、「民族の遺伝子」、同じ遺伝子を持っている。その民族が長い間生活してきて、

それに合うように進化してきた遺伝子。 

・５０年で食が急変したので、遺伝子が追従できていない → それでいろいろな問題が生じて

きている 

 

・９０年前までは牛乳を飲んでいない。 → 牛乳を分解する遺伝子がない。日本人の８割の人

は「乳糖不耐症」。 

・日本人の７つの食材は全て植物。 

・草食動物が、急に肉食動物になれと言われたようなもの。 

 

○「和食」が世界遺産に 

・心配している 「世界遺産」とは「保護」していこうと言うこと。「世界遺産」は、３年に一度

見直される。富士山は今年審査で、昨年のプレ審査で、汚物が多く落ちていると再認定が危う

い。 

・朝ご飯 和食５１％、洋食４９％ どんどん和食の比率が落ちてきている。 → これでは再

認定は危うい 

・和食の材料が外国から来ているものでは成り立たない。 → 日本の食の再構成が求められる 
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○和食の主材 

①根茎（こんけい）：土に入っているもの ゴボウ、大根、レンコン、人参 

②菜（な）：小松菜、ほうれん草 

③青果（せいか）：ショウカ みずみずしいもの 

④山菜・芽：山菜、キノコ、イタドリ 

⑤大豆：味噌、納豆、豆腐 

⑥海藻：法、わかめ、ひじき 

⑦穀物：米、麦、そば 

◇和食の副材：あったらいいなぁ 魚、肉、卵など 

 

・日本人は、世界の民族の中で一番の「菜食主義者」であった。 

・この７つの植物の中に、スタミナ食（タンパク質）がある。 

 女子栄養大学の食品成分表 タンパク質 牛肉：１７～１８％、大豆：１６～１７％ 

 

○江戸時代のスタミナ食 

・東海道に比べて中山道は、３．７倍疲労する。 

・筋肉痛に効く食事 

  朝４時の出発に備え、前日の夜に食べ、朝も食べる。 

・豆腐の入った味噌汁 

 まな板の上に糸引き納豆、これを切ってひき割り納豆 これを味噌汁に入れる 

 油揚げ１枚を千切りにし、味噌汁に乗せる 

 これをススらせるだけ。 

・大豆を肉と考えると、肉汁（味噌汁）に肉（豆腐）、肉（納豆）、肉（油揚げ）が入っている。

４種類の肉が入っている。 

・有効タンパク質は、上記の味噌汁を朝夕食べるだけで、肉食を越えている。 

 

○私は愛国者 

・我が国の子供たちを守りたいので、日本のすばらしさ、和食のすばらしさを唱えている。 

 

○なぜ長野県は長寿日本一？ 

・６０年ほど前、長野県は塩分を多くとり、死亡原因は胃ガンと脳いっ血 → 塩分のとりすぎ 

・塩分摂取を改善すると、根茎（ゴボウ）、菜（レタス）、青果（リンゴ）、大豆（味噌）、海藻（全

国１７位の摂取県）、穀物（米、麦、そば）をとる長野の食生活は、和食そのものであった。 

 

○上手な肉の食べ方 

・すき焼き 少しのお肉でたくさんの野菜を食べている。 

・野菜は「繊維」で構成されている。私たちは草食動物ではないので、繊維は体に入っても分解
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されない。ウンコになる。 → 世界有数のウンコ生産民族 

・肉ばかりを偏食して食べていると、口の中に肉が好きな菌が増えてくる。 → この菌が食事

と一緒に腸まで届くと、ビフィズス菌などの良い菌を追い出しにかかる 

・体内では：肉タンパク質 → 肉アミノ酸 → 悪性菌、酸化 → 発ガン性物質 

 肉ばかりを食べている人の発ガンのメカニズム 

・食物繊維は ＋ に帯電 

 悪性菌は － 

 腸内細菌（整腸菌、ビフィズス菌）は ＋ 

   ↓ 

 食物繊維は悪性菌と一緒にウンコになって出て行く。 

・これが、野菜を肉といっしょに食べることの大事さ。 

 

○韓国 

・コチジャン：野菜と一緒に食べる 

・キムチ：肉を食べるときにはキムチをとる 野菜の補給 

・他の国では、肉と一緒に野菜をとっている。 → 日本人は肉を食べ慣れていないので、野菜

摂取が少なすぎる。 

 

○免疫 

・免疫の強い人は、風邪も、ガンにもなりにくい。 

・人間の免疫の８割は、「腸」が作る。 

・腸の弱い人に、健康な赤ちゃんのウンチをオブラードに包んで摂取させる。健康な赤ちゃんの

ウンチからビフィズス菌などを摂取している。 

 

○小中高校生の暴力 

・６万件  ４万件：器物破損 １万件：生徒間 １万件：先生への暴力 

・原因は？ → 和食の主材を食べなくなったから。 

・植物は土の中のミネラル(窒素、リン、鉄、亜鉛など４０種類ほど）を食べている。 

・昔のトマトは水に沈んだのに、今のトマトは水に浮く。 → 植物の３大栄養素（窒素、リン

酸、カリ）だけで育てているから。 

・肉の分解にはミネラルが消費される。 

・ミネラルが不足するとアドレナリンが増え、暴力的になる。ラットを使った実験からも明らか。 

・ミネラル摂取で暴力事件が減る １７％減 

・日本産婦人科学会のデータ 

 成人一人当たりの精液１ミリリットル中の精子数 日本の若者：８７００万匹 

 外国：１億２０００万匹 

 亜鉛、マグネシウムなどのミネラルが不足しているのでは 
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○発酵食品 

・和食の原点 一汁三菜 ← 味噌汁とご飯と、３つのおかず 

・３つのおかず 香の物（つけもの） 発酵食品 

・洋食の発酵食品 パンは発酵、チーズやヨーグルトは発酵食品、マヨネーズには酢が入ってい

て発酵食品 

 

○発酵食品は体に良い 甘酒のすごさ 

・発酵食品の良さを科学的に研究したのはたった８０年前 

・甘酒：アルコール分の無いもの 米コウジと炊いたご飯をこたつに入れて一晩置き作った甘酒 

 この甘酒は、江戸時代、夏にしか食べなかった。 

・江戸時代の死亡者の７割は、７、８、９月だった。夏を越えられなかった。 

・昨年、東京では熱中症で一日の救急車の要請が９００件に。医学が進んでいる今でも、こんな

状況。 

・甘酒には、ビタミン、必須アミノ酸を含み全てのアミノ酸がある。 → 点滴と同様な成分が

含まれている。 

 

○発酵 

・発酵：微生物自体が子孫を残すためにいろいろな物質を作ってくれている。生きている食べ物。 

・生き物が作ってくれたビタミンは、安定的で、合成ビタミンの不安定さはない。 

・州民一人当たりの医療費が少ない州は、バーモンド州 リンゴをリンゴ酢に。 

 

○テンペ 

・インドネシアで食べられている。 

・くも膜下出血や脳いっ血が少ない。 

・血管を強くする効果が強い。ビタミンＥ、不飽和脂肪酸が多く、過酸化物質の発生を抑制する。 

→ 抗酸化性物質が多い 

・大豆に「クモの巣カビ」を繁殖させ、カマンベールチーズのようにしてある。 

・ＮＨＫで紹介したら、岡山の生産している２軒が忙しくてパンクした。 

 

・人口１０万人に対し、味噌汁の摂取頻度が高いほど、胃ガンの発生率が低い。 

・２４０名を胃カメラで調べると、味噌汁の摂取頻度が高いほど、胃の疾患が少ない。 

・マウスをチェルノブイリの３倍ぐらい被爆させ、味噌の摂取の有無で、体からの放射性物質の

排出の違い、壊死した小腸細胞の回復数が異なる。 

・渡邊敦光 広島大学名誉教授 体に入った放射能を速やかに出す研究をしている 

・放射能抜きは和食が基本 繊維が多いので、繊維に吸着させ放射性物質をウンコで出せ！ 

 

○和食は繊維と発酵性食品の集大成 
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○酢 

・乳酸が筋肉につかないように働いている → 疲れさせない 

・コレステロール、中性脂肪を下げる。 

・脂肪の分解促進 → 酢はダイエット 毎日さかずきに２杯飲む 

 

12:02～12:18 質疑 

男性①Ｑ：先日のＮＨＫを見ました。すぐに思ったことは、これを１次産業の核に出来ないかと思

った。 

Ａ：可能だと思う。テンペは特許があるわけではないので、誰でもできる。ノウハウがあるので、

岡山県の工業試験所の先生に指導いただくとか。テンペを作っている総社市と矢掛町と岡山市

では、ノウハウを秘密にしているので、見せてくれないでしょう。テンペの菌が必要。秋田県

大仙市から菌が来ている。秋田今野商店 こんのけんじ社長 こんの先生に指導してもらうの

が良いと思う。可能性はある、チャレンジしてください。ブームに終わらず、体に良い自然食

品が続くように。 

 

男性②Ｑ：家で食べるぶんには、テンペを大豆に混ぜて作れませんか。 

Ａ：環境がシビアで、難しいです。煮た大豆にテンペをかけても、納豆菌が出てくる。テンペ菌だ

けを増殖させるのは難しく、いろいろな他の菌が出てきてしまい、食することが危険なものと

なる。煮た大豆は納豆菌が好きなので、ちょっとしたことで納豆菌が出たり、ちょっとした温

度でテンペ菌が出てこなくなる。温度コントロール、空気の循環方法など、ノウハウが必要。 

 

男性③Ｑ：血糖値の高い人の場合、甘酒や発酵食品、野菜との食べる順番で血糖値の上がり具合が

変わるとか。教えてください。 

Ａ：甘酒は糖分が高い。血糖値を下げるのが発酵食品の特徴。テラ納豆、ハマ納豆は血糖値を下げ

ると評判。血糖には豆を発酵させたものが良いかもしれない。 

 

女性①Ｑ：私は、鰹節は安いのを買っていたが、安い鰹節は菌をつけていないので発酵食品でない

と言われた。甘酒も発酵食品でないものがあるのか。 

Ａ：鰹を煮て、いぶし、カビをつけると本がれブシ いぶしでやめているものは発酵食品ではない。

カビをつけてあるのは「本がれ」とか表示がしてある。本当の甘酒は米コウジを使って糖化し

てある。アルファー米を蒸してブドウ糖を加えたものもあり、表示法で決まっていて、本当の

甘酒は「甘酒（米コウジ）」と書いてある、そうではないものは「米化」との表示になってい

る。 

－ 以上 － 


