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ユキノシタ



「抜くか抜かないか」「どういう時に抜くか」の議論は、

不要で不毛です。

「抜かずに救うにはどうするか」が、

歯科医には大事です。

朝日新聞社発行　片山恒夫著　歯槽膿漏―抜かずに治す  より抜粋

歯だけの問題ととらえたのでは歯は良くならない。
歯は健康の窓であり、しるしであり、入り口である。
と同時に健康の前ぶれであり、また総決算書でも
あるからである。
口腔諸機能の健康獲得が、多くの健康運動の出発
点であり、また健康保持のゴールでもある。

歯だけの問題ではなく、心も身体も健康で、人間として生き、
価値あるすばらしい人生を送っていただくことが、

 歯科医師の願いです。

（愛媛県歯科医師会発刊「歯科予防読本」から引用）

病気で歩くこともままならない時期もありましたが、体力恢復のために、一歩
ずつ近くの公園を。
季節を彩る花々を眺め、匂いをかぎ、携帯で写真を撮り続け、それは心の安
らぎと生きる力を与えてくれました。
自然を愛し、花を愛し、人を愛す。
拙い私の写真を、貴会の表紙に取り上げていただき、感謝いたします。
令和元年6月24日

雪が積もっていてもその下に緑の葉を付ける生命力から名付けられたとされるユ
キノシタ。控えめな白い花を咲かせ、日陰で育つその姿は強くてしなやかです。
耐え忍ぶ芯の強い女性を思わせ、古くから和歌などの題材にされてきました。

「ユキノシタ」    撮影地／石橋文化センター　　写真撮影／tomo
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凡そ38年紡いできた診療室を閉じ、勤務医
への譲渡の手配やら、私自身の後始末やらで、
瞬く間に時間が過ぎ去っていく。元々趣味の
ない来し方であったがゆえ、無為のまま、ひ
ねもすのたりのたりと生きている。
生き甲斐と悩みの種であった診療のこと
は、もう考えないことに決めていたとはいえ、
日中は何かと雑用があり、無職とはいえすべ
きことがあって、気分を紛らわす事ができる
が、問題は睡眠中である。夢の中で、見覚え
のある顔の人が何かを切実に訴えかけてくる。
あるいは、義歯のほんのちょっとの不具合で
食事が美味しくないと言い募る人がいる。私
は、こんな筈はない、夢だと思いながらも、
真剣に話を聞いてしまう。気になっていたこ
となのだろう。次から次と続く話の流れに、
夢だという意識さえ薄れてくる。
卒後数年間は大学に勤務し、上司との関わ
りで、やむなく無歯科医村に開業したが、時
代が時代であったため、虫歯や義歯と格闘す
る毎日であった。
ある日、歯科技工士から「僕が心を砕いて作っ
た技工物を先生はドブに捨てている！」最初は
何のことかわからずオタオタしたが「歯も磨か
ないプラークだらけの口の中に自分の作ったも
のを入れるのは心が痛む」と言われた。
折しも、当時歯の神様と言われていた片山
先生の存在を知り、これしかないと合点し、
セミナーに参加することにした。
しかしながら、運悪く持病の腰痛で半年ほ
ど寝たきりのまま。セミナーの参加申し込み
は済んでいたが行く事が出来ない。思い余っ
て、片山先生に手紙を差し上げ、次年度に申

し込みをしている友人と、私の受講を交換し
て欲しいとお願いをした。
その返信は愛あるものでした。「前例もない
し、本来そういった申し出はお断りしますが、
今回に限り特例とします。来年元気でいらっ
しゃい。待っています」これが片山先生との
出会いです。
さて翌年、待望のセミナーに参加したのは
いいけれど、行きは期待いっぱいでヨイヨイ、
帰りはコワイそのもので、消化不良のまま帰っ
てしまった。
セミナーで見せられた、ガウディのサグラ
ダ・ファミリアの尖塔の目玉が片山先生の眼
差しに思え、日常の診療中に時々現れる。片
山先生の監視が絶えず続いているという事で、
疲れもするが、新しい目標になった。原因除去、
プラーク・コントロールに、スタッフ一丸と
なって朝から晩まで取り組んだ。口腔内写真
撮影用のカメラは持っていたが、ニコンの位
相差顕微鏡も導入した。カルテの殆どは、処
置内容ではなく、指導内容の記載で埋まった。
そうして始まった新システム。当時の患者
さんには、ついこの間まで通っておられた方
もいる。歯医者冥利につきるというものだが
…。
心ならずも、目が悪くなり手元も不如意に
なって廃業したわけだったが、結局は片山式
の良いとこ取りの真似事であり、あの大きな
片山先生の足元にも及ばぬ。
―群盲象を評す―
片山先生の何を知ったというのであろう
か。暇になった分、きついことも考えている
今日この頃である。

�NPO恒志会理事 松  田        豊
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はじめに
日本人の平均寿命は延び続け、現在では世界で最も長寿の国となった。日本人は寿命が長いだけでな

く、自立して生活できる期間を示す健康寿命においても世界一である。日本を世界一の長寿国に導いた
要因には、欧米諸国と異なる独自の食生活の影響が大きいと考えられる。日本人の食事は、米を中心と
して、魚・野菜・大豆などの伝統的な食素材に、肉・牛乳・油脂・果実などが豊富に加わり多様性にあ
ふれている。また、摂取する脂質やタンパク質は良質で新鮮な水産物の割合が高く、欧米諸国と異なっ
ている。これまでに食事の摂り方を対象とした疫学調査や、日本食の中の特徴的な成分についての栄養
学的研究が世界中で行われており、その機能性が徐々に明らかにされ、日本の食事は健康有益性が高い
ことが推察されている。本稿では、我々日本人が日常的に食している食事を日本食と定義し、その健康
有益性を特に生活習慣病予防の側面から概説する。

１．日本の食事と米国の食事を比較する
これまでに食事の摂り方を対象とした疫学調査や、食事の中の特徴的な成分についての栄養学的研究

は行われてきている。本来、ヒトは食事により非常に多くの成分を同時に摂取しているため、食事全体
が生体に及ぼす影響を明らかにすることは重要である。そこで、DNAマイクロアレイを用いたニュー
トリゲノミクス手法（網羅的に遺伝子発現を調べること）を行うのが有効であると考えられた。この方
法を用いれば、ある食事を食べた前後の体質の変化を半定量的に示すことが可能である。これにより、
食事の健康有益性を比較することができると考えられた。そして、日本人の食事は本当に健康有益性が
高いのかを米国の食事と比較することで評価した。日本人と米国人の国民栄養調査に基づいて、現代
の日本食と米国食の献立を作成した。日本食は、1999年の国民栄養調査を指標にし、『現代（1999年）
の日本人が一人一日当たりに摂取する食品、栄養素等を満たす食事』と定義した。同様に、米国食は、
Continuing Survey of Food Intakes by Individuals （CSFII）1996を指標に、『現代（1996年）の
アメリカ人が一人一日当たりに摂取する食品、栄養素等を満たす食事』と定義した。ラットへの給与飼
料を作製するにあたり、食品の量と栄養素の量を明確にするために、管理栄養士の指導の下に日本人と
米国人のそれぞれ１週間分（21食）の献立を作成した。その後、これを調理し、調理した食事は真空
凍結乾燥機で凍結乾燥し、粉砕して、日本食と米国食ごとにそれぞれ攪拌して均一化し、粉食としてラッ
トに与える試験飼料にした。ラットは１週間予備飼育し、２群に分け、日本食と米国食の２つの試験飼

健康長寿に導く日本食とは

� 東北大学大学院農学研究科
Tsuyoshi  Tsuzuki

都  築        毅

特 集  　食 は 命
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料でそれぞれ３週間飼育した。飼育期間終了後、DNAマイクロアレイ分析を行った結果、日本食群は
米国食群と比べて、エネルギー・糖質・脂質代謝系の遺伝子発現が全体的に高く、ストレス応答遺伝子
の発現が低かった。加えて、日本食群は内臓脂肪量や血中脂質濃度が少なかった。この試験で得られた
結果は、日本食と米国食の違いに起因することは明らかである。両食事に含まれる成分の種類や量の多
くが異なるため、原因を特定することは非常に困難であるが、炭水化物、脂質、蛋白質の量（バランス）
は日本食と米国食で顕著な差が無かったことから、これらの一般栄養成分バランスの差が大きな原因で
はなく、質的な違いが原因となっていると考えられた［１］。

２．年代の異なる日本食を比較する～内臓脂肪蓄積の予防効果に着目して～
日本の食事は、50年ほど前から大きく変わってきた。これは日本の食事が高度経済成長期以降、急

速に欧米化してきたからである。この欧米化に伴い、動脈硬化症、糖尿病などの生活習慣病が顕著に増
加し、大きな問題となっている。つまり日本の食事は健康的と言われているが、現代の日本食よりも欧
米化前の伝統的な日本食の方がより、健康上有益であると考えられる。しかし、いつの時代の日本食が
優れた効能を持つのかを科学的に評価した研究や、過去の日本食の効能を現代の日本食と比較した研究
はほとんど報告されていなかった。そこで、様々な年代の日本食を再現し、正常マウスであるICRマウ
スに長期摂取させ、生活習慣病に深く関わる脂質・糖質代謝系に与える影響について検討し、各年代の
日本食の健康有益性について試験した。加えて、老化性疾患を予防し、健康維持に有効な日本食を同定
することを目的とし、各年代の日本食含有飼料を老化促進モデルマウスであるSAMP8マウスに長期摂
取させ、脂質・糖質代謝系に与える影響ついて検討した。

現代の日本食と過去の日本食の健康有益性を比較するにあたり、2005年の日本食を現代日本食と定
義した。そして、過去の日本食と比較するため、管理栄養士の指導の下、国民栄養調査および国民健康・
栄養調査（以下、国民健康・栄養調査）に基づき、2005年、1990年、1975年、1960年それぞれの１
週間分（21食）の日本食の献立を作成した（表１、表２）。その後、これを調理し、食事を真空凍結乾
燥機で凍結乾燥し、粉砕・攪拌して均一化した。作製した2005年、1990年、1975年、1960年の日本
食をそれぞれ試験食とし、ICRマウス（３週齢、　雄性）またはSAMP8マウス（３週齢、雄性）を４
群｛2005年日本食含有飼料摂取（05年）群、1990年日本食含有飼料摂取（90年）群、1975年日本食
含有飼料摂取（75年）群、1960年日本食含有飼料摂取（60年）群}に分け、試験食を８ヶ月間自由摂
食させた。試験終了後、各種分析に供した結果、ICRマウス、SAMP8マウス共に、内臓脂肪量が05年
群に比べて75年群で有意に低値を示した。したがって、1975年の日本食が最も肥満になりにくいこと
が示唆された。また、75年群では、肝臓トリアシルグリセロール量が05年群に比べて減少傾向を示し、
肝臓コレステロール量は有意に減少した。したがって、1975年の日本食は2005年の日本食と比べて脂
肪肝の発症リスクが低いことが示唆された。加えて、75年群では、05年群と比較して血漿インスリン
濃度が低値を示し、インスリン抵抗性の指標であるHOMA－IRが減少した。よって、1975年の日本食
は2005年の日本食と比べて糖尿病の発症リスクが低いことが示唆された。75年群で健康有益性が見ら
れたメカニズムについて詳細に検討するため、脂質・糖質代謝において中心的な役割を担っている肝臓
の生活習慣病関連遺伝子についてDNAマイクロアレイ解析を行った。その結果、75年群では、脂肪が
積極的に分解され、また脂肪酸合成が抑えられたことにより肝臓脂質や内臓脂肪の蓄積が抑制されたこ
とが示唆された。このメカニズムを特定することは、各食事に含まれる成分の種類や量の多くが異なっ
ているため非常に困難であるが、1975年の日本食は2005年、1990年、1960年の日本食と比較して砂
糖及び甘味類、豆類、果実類、藻類、魚介類、卵類、調味料及び香辛料類の使用量が多く、使用してい
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る食材の種類が豊富であった。一方で、し好飲料類の使用量が少ないという特徴も見られた。以上より、
2005年の日本食と比べて過去の日本食には肥満や脂肪肝、糖尿病の発症リスクを軽減させる効果があ
り、特に1975年頃の日本食にその効果が強く現れ、健康維持に効果的であると考えられた［２］。

３．年代の異なる日本食を比較する～老化性疾患の予防効果に着目して～
時代とともに変化する日本食の健康有用性が明らかとなったが、これらの日本食が本当に老化遅延や

長寿に有益かどうかは明らかとなってはいない。日本食が老化や寿命に与える影響を明らかにできれば、
日本食の長寿効果の一端が明らかにできる。そこで、老化促進モデルマウスであるSAMP8マウスを使
用し、各年代の日本食が寿命や老化に及ぼす影響を評価した。SAMP8マウスは正常な成長過程の後、
24週齢頃から急速に老化が進行し、それに加え学習・記憶障害などの病態を示す。そして、寿命が約
48週間と短く、食事組成と老化の関連を調べる研究に広く使用されている。本試験では、外見の老化
度の評価（グレーディングスコア）と脳の学習記憶能の評価（パッシブアボイダンス）を行い、老化の
進行を評価し、寿命を測定した。

現代の日本食と過去の日本食の長寿効果を比較するにあたり、管理栄養士の指導の下、国民健康・栄
養調査に基づき、2005年、1990年、1975年、1960年それぞれの１週間分（21食）の日本食の献立を
先の方法を参考にして作成した。その後、これらを調理し、真空凍結乾燥機で凍結乾燥し、粉砕・攪拌
して均一化した。作製した2005年、1990年、1975年、1960年の日本食を試験食とし、また、マウスにとっ
て標準的な条件下で飼育した場合について把握するため、通常飼育食（CE－２）のみを与えた群も用
意した。SAMP8マウス（３週齢、雄性）に通常飼育食を与えて１週間予備飼育を行った後、平均体重
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がほぼ等しくなるように、マウスを20
匹ずつ５群｛2005年日本食含有飼料
摂取（05）群、1990年日本食含有飼
料摂取（90）群、1975年日本食含有
飼料摂取（75）群、1960年日本食含
有飼料摂取（60）群、通常飼育食摂取

（Control）群｝に分け、試験食を自由
摂食させた。マウスの老化の進行程度
について評価するため、24週齢と48週
齢時にグレーディングテストを行った
結果、24週齢時では、群間に大きな差
は見られなかった（図１）。48週齢時
では、いずれの群においても24週齢よ
り点数の増加が見られ、老化が進行し
ている様子が観察された。また、05群
に比べて90と75群で老化の進行が抑制
されている様子が観察され、75群で最
も老化の進行が抑制されていた。マウ
スの学習記憶能について評価するため、
24週齢と48週齢時にパッシブアボイダ
ンステストを行った。24週齢時では、
群間に大きな差は見られなかった（図
２）。48週齢時では、いずれの群にお
いても24週齢より時間の減少が見られ
学習記憶能の低下が観察された。そし
て、05群に比べて75群で学習記憶能が
維持されている様子が観察された。以上より、現代日本食に比べて1975年の日本食は老化の進行を遅
延することが示された。次に、寿命を05群と過去の日本食を摂取した群で比較した（図３）。平均寿命
は05群、90群、75群、60群、Control群でそれぞれ［49.0±2.5］、［54.4±3.6］、［58.1±5.2］、［52.0
±3.7］、［51.3±4.4］週となった。05群と比較して75群において寿命が有意に延伸し、90群において
寿命の延伸傾向が見られた。以上より、2005年の日本食と比べて過去の日本食には老化を遅延させる
効果があり、特に1975年頃の日本食にその効果が強く現れ、長寿に効果的であると考えられた［３］。

４．年代の異なる日本食を比較する～タンパク質、脂質、炭水化物のバランスに着目して～
エネルギー摂取量だけでなく、エネルギー摂取量に占める三大栄養素のバランスは、健康な食生活を

送るために重要と考えられている。三大栄養素であるタンパク質（Protein）、脂質（Fat）、炭水化物
（Carbohydrate）由来のエネルギー量が食事に占める割合は、「PFCバランス」と言われている。PFC
バランスの範囲は、性別や年齢、身体活動量などによって異なるが、日本の成人ではおよそタンパク質
13 ～ 20％、脂質20 ～ 30％、炭水化物50 ～ 65％である。日本食は他の先進国の食事に比べて、食事
に占める脂質の割合が少ないため、日本食のPFCバランスは健康維持に理想的であると考えられてい
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る。よって、1975年の日本食の
有益な効果が、PFCバランス（タ
ンパク質・脂質・炭水化物それぞ
れの量的な違い）によるのか、タ
ンパク質・脂質・炭水化物それぞ
れの質（成分）やそれ以外の成分
の違いによるのかを明らかにする
ため、各時代の日本食のPFCバラ
ンスを精製飼料で再現し、先と同
様の方法で試験した。これにより、
日本食の効果がPFCバランスに依
存するのか否かを明確にすること
とした。

現代の日本食と過去の日本食の
健康有益性を比較するにあたり、

各年代の日本食飼料を作製するにあたり、先と同様に行った。国民健康・栄養調査の結果に基づいて
2005、1990、1975、1960年の日本食の献立を管理栄養士の指導の下、１週間分21食作製した。調
理した食事を真空凍結乾燥機で凍結乾燥し、粉末化・撹拌して均一化した。このようにして粉末化した
ものをマウスに与える試験飼料とした。また、日本食飼料のタンパク質、脂質、炭水化物の割合を精製
飼料で再現したものをmimic日本食とし、AIN－93G組成に基づいて、タンパク質をミルクカゼイン、
脂質を大豆油、炭水化物をコーンスターチとα－コーンスターチ、スクロースで再現した。炭水化物は
コーンスターチ量のみを変化させることで調製した。実験動物には４週齢の雄性ICRマウスを用いた。
マウスは４群に分け、2005、1990、1975、1960年日本食でそれぞれ４週間飼育した（それぞれ05
年群、90年群、75年群、60年群とした）。９週齢において、血液、肝臓、内臓脂肪を採取し、各種分
析に供した。その結果、４つの年代の日本食の中で1975年日本食を与えたマウスは、やはり内臓脂肪
蓄積が最も少なかった。特に、05年群、90年群と比べて顕著な差が認められた。よって、2005年の現
代日本食に比べて1975年の日本食は、内臓脂肪が蓄積しにくく、肥満になりにくい食事であることが
確認できた。このメカニズムを検討するため、脂質代謝において中心的な役割を担う肝臓の遺伝子発現
パターンについて、DNAマイクロアレイ解析を行った。その結果、2005年に比べて1975年日本食を
与えたマウスでは、エネルギー・糖・脂質代謝系遺伝子の発現量が増加しているものが多かった。よっ
て、2005年の現代日本食に比べて1975年の日本食摂取は、エネルギー・糖・脂質代謝の遺伝子発現が
増加し、代謝が活発になっていることが示唆された。このメカニズムの１つとして、食事中のタンパク
質・脂質・炭水化物のエネルギーに占める割合（PFCバランス）の違いが考えられた。そこで、各年
代の日本食のPFCバランスをAIN－93G組成を改変した精製飼料で再現し、それをmimic日本食とし
て、試験を行った。理想のPFCバランスについては、ある程度の幅を持たせて厚生労働省によって示
されている。この理想のPFCバランスと比較して本研究の日本食のPFCバランスは、1960年で炭水化
物に大きく偏っているが、2005年、1990年、1975年においてはおおよそ理想の範囲に収まっていた（表
３）。mimic日本食をマウスに与えたところ、４群間で内臓脂肪量に有意な差は認められなかった。また、
血清や肝臓パラメーターについても、有意な差は認められなかった。よって、年代ごとの日本食飼料を
用いた試験で見られた1975年日本食の内臓脂肪の蓄積抑制効果は、日本食のタンパク質、脂質、炭水
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化物の量（バランス）に依存しないことが明らかとなり、その質（成分）の違いが重要であることが示
唆された。質の違いとは、タンパク質、脂質、炭水化物の成分やその他の成分の違いであり、例えばタ
ンパク質であれば大豆タンパクや魚タンパクの違い、脂質であれば脂肪酸組成の違い、その他の成分で
あればビタミンやミネラルなどの違いである。よって、寄与する成分を明らかにするために、まず日本
食の献立に使用された食材について、食品成分表を参考にしてミネラル、ビタミン、食物繊維、アミノ
酸、脂肪酸、食塩について考察した。しかし、いずれの成分も他の年代に比べて顕著に多いわけではな
かった。よって、1975年日本食の抗肥満効果に寄与する食品成分を特定することは非常に難しい。本
研究の結果は、効果を持つ成分が複数存在することによって、その効果が積み重なる相加効果もしくは
組み合わせによる相乗効果によって得られたと考えられた。そのため、1975年頃の日本の食事全体に
肥満を防ぐ効果があると考えられた。1975年日本食では他の年代と比べて、様々な食品群や栄養素が
過不足なく含まれていた。つまり、様々な食素材を少しずつ摂取することは、ストレス性が少なく、肥
満の抑制に有効であると考えられた［４］。

５．年代の異なる日本食を比較する～構成成分の違いに着目して～
1975年日本食の有益性がPFCバランスのみの違いに依存しないことから、1975年の日本食に含まれ

る成分が重要であると考えられた。そこで構成成分に着目し、様々な質量分析装置を用いて各年代の日
本食を一斉分析し、1975年日本食で特徴的な成分を探索した。1960年、1975年、1990年、2005年
の日本食粉末（国民健康・栄養調査に基づいて調理作製し、凍結乾燥・粉末化したもの）を３つの質量
分析装置（CE－TOFMS、LC－TOFMS、ICP－MS）を用いて一斉分析し、これらの結果を統合して
主成分分析を行った。その結果、1975年日本食でヒスタミン、ヒスチジン、ナリンギン、ピリドキサ
ミン、カテキン、クロム、ホウ素、イソロイシン、アラキドン酸、グリシテイン、ステアリドン酸、ダ
イゼイン、チラミン、ロイシンの14成分が他の年代と比べて有意に多く含まれていることが明らかと
なり、これらの成分は魚、果物、野菜、海藻、大豆製品、出汁や発酵系調味料に含まれることが認めら
れた。次にこれらの食材の使用頻度を増やした食事を作製し、マウスに与えたところ、高い健康有益性
を持つことが認められた。以上より、1975年日本食に特徴的な成分は魚、果物、野菜、海藻、大豆製品、
出汁や発酵系調味料に含まれることが明らかとなり、これら食材の使用頻度を増やした食事は、高い健
康有益性をもつことが示された［５］。

６．ヒトにおける日本食の健康有益性を評価する
先の試験にて、時代とともに徐々に変化している日本食において、1975年の日本食が高い健康有益

性を持つことを、マウスを用いて示した。そこで次に、この1975年の日本食の特徴を明確にし、1975
年の日本食の特徴を有した食事（1975年型日本食）がヒトにおいても有益な効果を発揮するかを証明
するために、健常人や軽度肥満者に与える影響を現代食と比較・検討した。本試験は、ヒトを対象とす
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る医学研究の倫理的原則につい
てのヘルシンキ宣言の趣旨に基
づき計画され、東北大学のヒト
を対象とする研究に関する倫理
委員会の承認を受けて行われた。

1975年の日本食の特徴を、上
記の研究結果をもとに検討し、
この特徴を有した食事を1975年
型日本食とし、実験１として軽
度肥満者に、実験２として健常
人に与える影響を現代食（日本
人の食事摂取基準に準じた食事）
と比較した。

1975年の日本食の特徴は、５
つの要素に集約された（図４）。
第１として、「多様性」で、いろいろな食材を少しずつ食べていた。主菜と副菜を合わせて３品以上が
望ましい。第２として、「調理法」で、「煮る」、「蒸す」、「生」を優先し、次いで、「茹でる」、「焼く」を、

「揚げる」、「炒める」は控えめであった。第３として、「食材」で、大豆製品や魚介類、いも類、野菜（漬
物を含む）、果物、海藻、きのこ、緑茶を積極的に摂取し、卵、乳製品、肉も適度に（食べ過ぎになら
ないように）摂取していた。第４として、「調味料」で、出汁や発酵系調味料（醤油、味噌、酢、みり
ん、お酒）を上手く使用し、砂糖や塩の摂取量を抑えていた。第５として、「形式」で、一汁三菜　［主
食（米）、汁物、主菜、副菜×２］　を基本として、いろいろなものを摂取していた。これらの特徴を有
した食事を1975年型日本食とし、ヒト介入試験に用いた。

実験１として、被験者（BMIが25以上30以下の軽度肥満者：年齢20 ～ 70歳）を現代食群（30名）
と1975年型日本食群（30名）に割り当て、それぞれの食事を１日３食、28日間摂取させた。試験期間
前後に、各種パラメーターの測定を行った。その結果、現代食群と比べて、1975年型日本食群において、
BMI（体格指数）や体重が有意に減少し、さらにLDLコレステロール（悪玉コレステロール）やヘモ
グロビンA1c（糖尿病の指標）、腹囲周囲長が減少し、HDLコレステロール（善玉コレステロール）が
増加した［６］。

実験２として、被験者（BMIが18. ５以上25未満の健常者：年齢20 ～ 30歳）を現代食群（16名)と
1975年型日本食群（16名）に割り当て、それぞれの食事を１日３食、28日間摂取させた。試験期間中
に週３回、１日１時間以上の中程度の運動を負荷し、試験期間前後に、各種パラメーターの測定を行っ
た。その結果、現代食群と比べて、1975年型日本食群において、ストレスの有意な軽減、運動能力の
有意な増加が見られた［７］。また、1975年型日本食群と現代食群の腸内細菌叢の変化および腸内細菌
叢と生化学的パラメーターとの関係性を分析することにより、腸内細菌叢が1975年型日本食の健康有
益性に寄与しているか検討した。その結果、属レベルの解析により４つの属で両群間の変化量に有意な
差が見出された。1975年型日本食の摂取によって有意に減少した３つの属は生活習慣病のリスクを増
加させることが示唆されている菌を含んでいた。よって、1975年型日本食の健康有益性発揮のメカニ
ズムに腸内細菌叢およびその代謝物が関連していることが示唆された［８］。

以上より、1975年型日本食はヒトの健康維持に有効であることが示された。
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７．まとめ
本稿では、日本食の健康機能について実験動物やヒト臨床試験の結果を中心に概説した。様々な研

究結果より、現代日本食と比べて1975年日本食は、健康長寿に有効であると考えられた。現在長寿と
呼ばれている人々は、40歳～ 60歳頃の壮年期・中年期に1975年頃の日本食を食べてきた世代である。
つまり、生活習慣病の発症や老化の進行が始まる時期に適切な食事を摂取してきた可能性が高く、これ
が日本人の平均寿命の延長をもたらした可能性がある。しかし、現代の青年期以前の人々は現代日本食
に慣れ親しんできた世代であるため、日本人の平均寿命延長が今後も続いていくことは難いかもしれな
い。現に、糖尿病などの生活習慣病の患者数は年々増加を続けている。そのため、現在の食生活が続け
ば、日本人の健康状態や平均寿命は悪化していくことが懸念される。1975年日本食の良い特徴は図４
に示した。この点を考慮に入れて食習慣を見直せば、1975年の日本食の健康有益性を実生活に取り入
れることができ、誰もが百寿者（センテナリアン）に近づけるかもしれない。
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代用教員をした縁で長寿村を発見
私が棡原を知ったのは、運命の女神が微笑んで

くれたとしかいいようがありません。あれは18
歳の春でした。陸軍士官学校を受けて落っこちて
しまった私は、代用教員でもしながら勉強しよう
と、棡原に赴任することにしたのです。

行ってみて、驚きましたね。人馬しか通えない
細い山道を分け入ること、約３里（12キロ）。本
がギッシリ詰まったトランクを抱え、やっとの思
いでたどりついた棡原は、急な斜面に段々畑がへ
ばりついている陸の孤島の寒村でした。

最初は、エラいところに来たと思った。宿屋の
１軒もなく、寝泊まりは分教場の狭い１室。食事
は裏手の農家で面倒をみてもらいましたが、これ
がまた、実に質素でね。夕食は決まって、野菜と
味噌入りのほうとう。朝と昼は雑穀飯に、芋と野
菜のおかずだけ。私にだけは白いご飯と、たまに
焼いたサケが出た。当時は、村の人が気の毒にな
るぐらい貧しく思えたものです。

でも、住めば都ですよ。棡原は水も空気も澄ん
でいて、自然環境が素晴らしい。人情も厚く、子
供たちと楽しく遊んでいたら、アッという間に時
が過ぎた。棡原は、私の心の故郷になったんです。

そして、１年間の代用教員のあと、軍人よりもっ
と人の役に立てる仕事をと思い、医師の道を目指
します。軍医、勤務医を経て昭和29年には、甲
府に古守病院を開業しました。

当時は結核が大はやり。私のところにもワンサ

と結核患者が押しかけてきたんですが、困ったこ
とに、看護婦のなり手がいない。思い立ったのが、
かつて豊かな自然と厚い人情に心慰められた棡原
でした。
「そうだ、昔の教え子に頼もう」と。
以来、毎年、看護婦探しに棡原中を歩き回った

んですな。すると、私の母親ぐらいの年代の老人
がやたら目につく。あるとき、小棡という集落で

「ここにはお年寄りが多いね」と聞いたら、「ええ、
各戸に１人の割合で80歳以上の老人がいますよ」
との返事が返ってきた。

そのとき、フッとひらめいたんです。これは
ひょっとして、長寿村かもしれん、とね。

長寿には粗食が深く関係していた
もともと、棡原が暮らし方も食習慣も特殊な地

域だということは感じていました。それが医師に
なって視点が変わると、それまで見えなかったこ
とにも目がいくようになる。

たとえば食事。東京医専で習った近代栄養学か
らいえば、棡原の食では栄養失調、間違いなし。な
のに、村人は１番鶏が鳴いてから日が暮れるまで、
急斜面の畑で働きづめだった。70、80歳の老人も
みんな現役で、これまた元気いっぱい。女性はみな
多産で安産で、母乳も溢れるほど出ていたもので
す。

これはいったい、どういうことか。栄養学は必ず
しも正しくないんじゃないだろうか。

人は住む土地で育った
旬の食べ物を食べれば長生きするものなのです

ー 30年間「長寿の村」を検証しつづけてきた医師がたどり着いた「身土不二」の思想ー

� 古守病院元院長・医学博士
Toyosuke  Komori

古 守  豊 甫

特 集  　食 は 命
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棡原の粗食にこそ長寿の秘密があるのではと睨
んで、意識的に巡回健診を始めたのが昭和40年
ごろでした。そして数年後、長寿の研究で有名な
東北大・近藤正二先生がお書きになった『長寿と
食習慣』を目にする機会があり、私は棡原が長寿
村だという確信をますます深めたんです。

昭和43年、８月下旬。近藤先生指揮のもと、２
泊３日での現地調査が実現しました。山梨日日新
聞の女性記者も同行して、いざ、甲府から棡原へ。

まず村役場に寄って全人口に占める70歳以上の
割合を調べたところ、8.15％という数字。当時の
全国平均2.65％に比べて、かなり高いことが判明
しました。次に各地区のお年寄りを訪ね、子供の
頃から何を食べていたかの聞き取りです。

主食は大麦かアワ、ヒエ、そばなどの雑穀、そ
して“ほうとう”という味噌煮込みうどん。おかず
はサトイモの味噌汁やジャガイモと野菜の味噌
煮、あとはタケノコなどの山菜や豆類、海藻類が
よく食べられていました。動物性食品はたまで、
せいぜい干物を月に数回程度。おやつは塩アン入
りの酒饅頭か、セイダノタマジ（小ジャガイモの
味噌油炒め）。甘いお菓子はほとんどなかったね。

どこの集落の誰に聞いても、みんな同じ答えが
返ってくるので、途中でメモをとる手を休めてし
まったこともあったほど（笑）。

とにかく、誰もが未精白の穀物と旬の野菜、な
かでも根菜、イモ類を常食していました。これに
は近藤先生も驚かれ、棡原の食事が典型的な長寿
食であり、夫婦揃っての長寿村だと、折り紙をつ
けられたわけです。そして調査の結果が新聞に出
るやいなや、それまで誰も知らなかった長寿村の
存在が、日本全国に広く知れ渡ることになったん
ですな。

バス開通のあおりで“逆さ仏現象”
以来、棡原の探究は私のライフワークになった。

棡原の伝統食と長寿の関係を探ろうと、スタッフ
や研究者を伴い、毎夏２泊３日の無料巡回健診を
始めたんです。費用は１回、30万円ぐらい。す
べて自費で、約30年間通いましたよ。でもこの、

ミシンの針みたいに同じ場所を毎年毎年行き行き
来するという研究を積み重ねたからこそ、いろん
なことがわかってきたんです。

巡回を始めた頃にはすでに、不思議な現象が起
こっていました。80、90代の老親が40代、50代
の子供の葬式を出す、いわゆる“逆さ仏”です。

当時、棡原の食生活はすっかり変わってしまっ
ていた。というのも昭和29年にバスが開通し、
主食は白米一辺倒に。白パンや白砂糖に肉、魚な
どの動物性食品をはじめ、手軽な加工食品がドッ
と入ってきて、それまで食べてきた麦や雑穀、イ
モ類に野菜などを、すべて貧しいものとして隅っ
こに追いやってしまっていたんです。

それと同時に心臓疾患で死ぬ人が増え、10年
後にはガンによる死亡が急増。成人病も急勾配で
す。私は、逆さ仏は伝統食から西洋食に変わった
ことが原因だと考えていましたから、あちこちで
麦やキビなどの雑穀や野菜の大切さを説いて回っ
た。古守病院の入院食にも、麦飯と野菜をできる
だけ多く取り入れたのはいうまでもありません。
「先生、病院入ってまで麦飯ですか？」と聞かれ、

「ワシも食ってるんだから皆さんも食いましょう」
と答えたのを覚えています（笑）。

でも当時は、まだまだ近代栄養学一辺倒の時代。
ある医学総会で棡原食の優れていることを発表し
たところ、「雑穀食うなんて小鳥じゃあるまいし」
と満場の失笑を買いました。実にくやしい思いを
したものです。

腸内年齢は50歳も若かった
棡原が長寿の村であることは間違いない。でも

その原因の究明はなかなか難しく、確証を得るに
は至っていませんでした。ただ、腸内細菌叢が関
係しているのでは、と漠然とした思いを抱くよう
になっていたところ、ある日、光岡知足理学博士
の『腸内細菌の話』を読んで、ハタと膝を打った
のです。

人の腸内には善玉のビフィズス菌と悪玉のウエ
ルシュ菌がいること。ビフィズス菌は病原菌の感
染から体を守り、免疫力を高め、腸内の腐敗を防
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ぎ、発ガン物質を分解するなどたくさんの良い働
きをする。一方、ウエルシュ菌はタンパク質を腐
敗させて毒素を発生させ、ガンなどさまざまな病
気を誘発することが書かれてありました。棡原の
謎が、スルスル解けていくではありませんか！

そして昭和54年、長寿の秘密がとうとう明か
されました。伝統食を続けている平均82歳のお
年寄り17名の腸内細菌叢を光岡博士が調査した
ところ、ビフィズス菌が優勢で、何と腸内年齢は
32歳という結果がでたのです。

ビフィズス菌のエサは野菜やフスマ味噌に含ま
れるオリゴ糖と、麦や雑穀、イモ類に豊富な食物
繊維。酒饅頭や味噌などの発酵食品も、ビフィズ
ス菌が住みやすい環境をととのえてくれる。まさ
に、棡原食はビフィズス菌のエサそのものだった
んです。逆にウエルシュ菌のエサとなるのが、高
タンパク高脂肪の動物性食品。いわゆる西洋食と
いうわけです。

そのころにはアメリカでも、肉食過多が成人病
の原因になること、未精白の穀物と野菜に含まれ
ているビタミン・ミネラル、食物繊維が健康に欠
かせないことが認識されだしていました。過労死
やストレスも、これら微量栄養素の不足が大きく
関わっていたのです。

また、最近取り沙汰されている活性酸素ですが、
穀物や野菜には、この万病のモトとなる活性酸素
を除去する成分がたくさん含まれていることがわ
かってきました。調べれば調べるほど、棡原食は
いいとこだらけの食事だったんですよ。

生命や健康を診るのが本当の医学
東洋には、身土不二（しんどふじ）といって、

ヒトは生まれた土地から産するものを旬々に応じ
て食べれは健康長寿が保てる、という思想があり
ます。かつての棡原のように、旬の野菜と未精白
の穀物を中心に食べていれば、大往生ができると
いうわけです。

ここ30数年間、私も棡原方式の食事をつづけて
います。かのヒポクラテスも麦飯でしたが、麦か
玄米、フスマ入りパンに、野菜と味噌汁、小魚が
基本。西式健康法もやっていますので、朝は食べ
ません。一時的な飢餓状態をつくることで、体の
毒素が排泄されやすくなるんです。相撲取りのよ
うな体格だった昔の私を知っている人は、私が細
くなって驚いている。自分でも「棡原を知らなかっ
たら今頃、脳溢血で死んでた」と思いますね。

とにかく棡原のおかげで、私の人生観は大きく
変わりました。医学に対する見方、考え方もしか
りです。部分しか見ない、病気しか診ないのが現
代医学。生命のつながりとか健康のあり方を無視
しては、本当の医学とはいえないんですよ。

その点、私は、一眼をもって古守病院という病
気の世界を、もう一つの目で棡原という健康長寿
の村を眼察していた。違うものを同時に見ていた
ことで、病気と健康の関連に気づけたんです。

この間も棡原に行ったところ、皆さんシャキッ
として、しかも80代が増えていた。自然豊かなと
ころでよく働き、自然のものを食べて感謝して生
きる。“この自然とともに”という姿勢の大切さを、
私は棡原から教えてもらった気がしてなりません。
 〈取材・文／橋本京子〉

（サンマーク出版　「シンプルに食べる生き方」より）絶版

古守　豊甫（こもり・とよすけ）　

1920年、山梨県生まれ。東京医専卒業後、ラバウルに従軍。帰国後、甲府市に古守病院を開業する。
68年、長寿村棡原を発見。以来95年まで毎年、無料巡回健診を実施し、76年には棡原の実証的研
究により、日本医師会「最高優功賞」を受賞。マスコミにも広く登場し「長寿村の教えるもの」など著
書多数。

略　歴
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まず、日本でこの本がどのように発見され、　
翻訳出版されたのか、経過を述べておきたい。

第二次世界大戦後の日本では、経済・食生活は、
困窮の極みにあった。

1950年から1953年の朝鮮戦争で経済は大きく
復興して、食生活も一気に豊かになった。

それに伴い、虫歯・歯周病が蔓延して、口腔衛
生の重要性が唱えられた。

片山恒夫先生は虫歯・歯周病が生活由来性疾患
であると喝破され、患者さん自身の生活改善が必
須であるとした。

しかし、ようやく白米、パン、甘い物等が手軽
に手に入るようになった時代に、それらを控える
生活の重要性を患者さんに伝えても、動機付けは
困難であった。食生活の重要性を写真で伝えられ
る資料を探しておられるときに、Ｗ.Ａ.プライス
の論文を知り、日本では九州大学医学部図書館に

「Nutrition and Physical Degeneration」が一
冊あることを知り、借り出した。

内容の素晴らしさから、患者さんの生活改善を
促すのに最善と考え、開業歯科医として診察をし
ながら、多大な苦労の末に翻訳・自費出版された。

（1978年12月）
片山恒夫先生の残された恒志会では増補・改訂

版を2010年10月に出版している。
プライスは夫人を伴い、1930年代からおよそ

10年間、世界14か国、200カ所で伝統的な自給
食の生活をしている人々と、同じ民族で白人の近

代食（精白パン、野菜の缶詰、甘い物等）生活へ
移行した人々の口腔内の状態、顎顔面の形態的変
化や身体変化について生態学的調査を行った。

スイス・ローチェンタール峡谷、イギリス・ゲー
ル族、イヌイット、北アメリカ先住民、メラネシ
ア人、ポリネシア人、アフリカ諸種族、オースト
ラリア先住民、ドレス海峡諸島、ニュージーラン
ド・マオリ族、ペルー・インディオ等五大陸での
調査である。

その内容は、どの国どの地域でも、食生活の変
化で虫歯が蔓延し、顎が小さくなり、歯は叢生（八
重歯）になり、顔面さらに身体全体に退化として
の著しい病的変化、結核等に対する免疫力の低下
をもたらすという驚くべき事実である。

それに対して、その土地の自然の恵みだけで自
給している先住民の人々の身体的、精神的な素晴
らしさは目を見張るばかりである。

第一次世界大戦後の豊かな1930年代のアメリ
カでの障害児、死産、難産の多さには驚かされる。

先住民は適齢期の男女の食べ物を吟味して、自
分達の部族に健全な子孫を残す知恵を持っている。

現在、日本では加工食品が氾濫し、二十四時間
いつでも安価に入手できる。かつ季節を問わず農
産物も入手が可能である。野菜、果物の旬が無く
なっている。

一見、豊かさと便利さに優れているように見え
るが、心身の健康にはどうか。学校でのいじめ、
児童虐待は増えている。暗澹たる気持ちにさせる。

「先住民の伝統食と近代食
その身体への驚くべき影響」の今日的意義

『食生活と身体の退化』W.A.プライス著　片山恒夫訳

� 歯科医師・室町歯科医院
Motoyoshi  Doi

土 居  元 良

特 集  　食 は 命
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不妊の夫婦も多く人工授精も増えている。次代を
担う若者の健康問題は人口減少を招き、日本社会
の将来に大きな問題を提起している。危惧の念を
抱かざるを得ない。

生活習慣病の治療は患者さん自身による生活改
善、特に食生活改善が必須である。

今、食の大切さ、食育の重要性が唱えられている。
この本が多くの人々に活用されることを願って

いる。
プライスの、むすびより
生命があらゆる面で十全であるためには、この
母なる大自然に従って生きなければならないので
ある。

LIFE IN ALL ITS FULLNESS IS THIS MOTHER 

NATURE OBEYED

書籍紹介

『食生活と身体の退化』W.A. プライス著、
片山恒夫訳

《発行・発売》
NPO 法人恒志会
〒 561-0884  大阪府豊中市岡町北 3-1-20
TEL 06 － 6852 － 0224
FAX 06 － 6852 － 0446
…………………………………………………

カレント第896号（2019.4）より転載

片山スケッチ

事務局から、数多く送られてきた資料の中に、夏目漱石の本が
あった。ずっと本棚に放置していたが、ある時見開いて見たら、「吾
輩は猫である」のあの有名な文章が飛び込んできた。「吾輩は猫
である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ…」
何でこの本が？と不審に思いながらページをめくっていくと、30
ページあたりから白紙になっていた。
そこには、片山先生が手慰みに描いたであろうと思われる幾つ
かの素描が描いてあった。この夏目漱石の本はスケッチブックで
あった。
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▶人生、百年時代において、歯の健康はとても大
事なことです。土居先生は、治療のみに終止する
一般的な歯科医とは異なり、患者の体や生活とと
もに良化する診療を行っています。歯の勉強はい
つ頃から始められたのでしょうか。

土居　私が歯科を学び始めたのは、東京歯科大学
に進学してからです。当時、歯科医師の仲間と「歯
科衛生研究部」に所属し、一番の柱を「予防こそ
我らが使命」と掲げていました。昭和33年頃は、
虫歯の患者が非常に多かったのです。「このまま
では30年経っても患者は減らない」と危機感を
抱き、学生なりに虫歯を防ぐための活動を学校や
保健所でしていました。二度と虫歯にしないため
に、原因を絶つには「適切なブラッシング」と「甘
い食べ物を避けること」が大切です。しかし、人
間を変えることはなかなか難しい。活動の一環で
群馬県の開拓村に行きました。そこで働いている
のは、戦地から引き上げて来た方々です。「歯を
磨きましょう」と、私のような青二才が話しても
相手にされませんでした。青森県八戸市の学校に

行くと、校長先生から「子供たちは歯ブラシを持っ
ていません、一家に１本あるかないかですから、
そのつもりでお話ください」と言われました。一
家に１本、歯ブラシがあれば良い。そんな時代だっ
たのです。時代の厳しさと共に、自分の無力さを
痛感しましたね。

▶何時、その意義を感じられましたか。

土居　そんな折に学校の図書館で偶然、歯科雑誌
に掲載してあった片山恒夫先生の論文を見つけた
のです。当時は、大学教授が論文を書くのが一般
的。しかし、片山先生は、開業医という立場で書
かれていました。論文のなかで「フィジオセラ
ピー（理学療法）」という言葉を見つけました。「歯
周病の治療に重要」と書いてありましたが、言葉
の実態を掴むことができなかったので、片山先生
に直接電話をして訪問をお願いしました。最初は
断わられ、３度目に大阪府豊中市岡町の診療所に
20時に来るよう言われ、東京から歯科医仲間と

歯科医師　土居  元良
医療法人社団室町会室町歯科医院

Motoyoshi  Doi

人生百年を支える
歯の健康

聞き手／ 矢野　弾
 （矢野経済研究所特別顧問・潮流社社長）

I n t e r v i e w
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一緒に向かいました。訪問して立って質問してい
ると「診療室に上がれ」と声を掛けられ、スリッ
パを履くのを遠慮して、靴下のまま診療室に入る
と「なんだ！ここは綺麗に掃除してあるのだから、
汚い靴下のまま入るな。スリッパを履け」と言わ
れたのです（笑）。厳しい人だな、と最初は思っ
たものですが、それでも話は大いに盛り上がり、
それ以来、先生とは東京の歯科学会でお声がけい
ただくなど、お付き合いが続くようになりました。

▶東京から大阪まで会いに行くとは、相当な向上
心をお持ちだったのですね。

土居　それくらい必死だったのです。片山先生は
70歳で現役を引退されましたが、先生から論文
だけでなく現場での経験を聞かせてもらうために

「片山恒夫に話を聞く会」片山セミナーという勉
強会を始めました。初月に２日間、翌月に２日間
と合計４日間の勉強会です。初回は約50名から
スタートして、平均100名ほど集まるようになり
ました。

私は大学を卒業後、国立第二病院に２年間勤め
てから、日本橋にある父の歯科医院を手伝ってい
ました。しかし、理想とする臨床スタイルの違い
で父親とは折が合いません。「経営のための診療」
か「診療のための経営」か。どちらを優先するか
でもめました。そもそも歯科大学を卒業するのに
お金がかかっているわけですから、お金が無けれ
ば経営もできません。しかし、私は診療を主体に
成り立つ経営にしようと主張しました。

父親は旧来の「歯の病気を治す」という方針で
した。一方の私は「歯の病気を防ぐ」診療方針。

片山先生の論文を読んでいましたから、ブラッシ
ング指導など予防につながる診療を中心にしてい
たのです。父親は、横目で私の診療を見ながら「治
療をしないで、話してばかりいる！」と憤慨して
いました。しかし各ドクターが毎日上げてくる日
計を見ると私の売上が日に日に上がるわけです

（笑）。父親としては、文句のつけようがなかった
のでしょう。

▶新たな治療の先駆けをされていたのですね。

土居　当時、歯槽膿漏は早く抜いて総入れ歯にす
るか、手術するという時代。片山先生は、手術後
に歯槽膿漏が再発したのを見て「手術は根本治療
ではない」と気づかれたのです。他の原因を探っ
た結果、プラークの除去が大切だという結論に辿
り着きました。プラークは日本語で「歯垢」。歯
の垢は、歯に付着する細菌です。患者さんに理解
してもらうために、当時最新のビデオカメラと位
相差顕微鏡を使って一緒にモニターを見てもらい
ます。撮影して患者さんの口から取った歯垢の様
子を見せました。するとウヨウヨ動く細菌を患者
さんは目で見ることができます。歯垢は、食べか
すではなく細菌なのだと患者さんに伝える。歯垢
はブラシでしか取れない。水でもお湯でもアル
コールでも取れない。ブラッシングの大切さを説
明する。現代では普及しているシステムを創った
のが片山先生でした。

また口腔内のカラー写真を撮ってブラッシング
効果を患者さん自身で確認し、励みにしてもらう
指導方法を考案されました。

▶今では当たり前に歯の様子を診察中に見ていま
す。新しい常識を創られたわけですね。

土居　片山先生は論文の中で、歯周病を生活由来
性疾患と喝破されています。歯科臨床の論文を何
十本も書かれていました。ただ、病気は病原菌を
防ぐだけでなく、体の抵抗力を上げる必要がある
と考えられていました、片山先生は、母親を結核
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で亡くされています。感染してしまうからと母親
とふすま越しにしか話せない。隔離のために岡山
の祖父に預けられています。父親は電力会社のエ
ンジニアとして勤めていましたが、いくらお金を
かけても母親の命を救えなかった。祖父が入れ歯
で苦労しているのを見ていましたので、人の役に
立つ歯科医を目指されたのです。

▶立志して人々の治療に取り組まれていたのですね。

土居　戦後日本が豊かになりはじめた時代に白い
物、甘い物は控えなさいと食生活の重要性を訴え
ても患者さんにはなかなか聞いてもらえない。ア
メリカの歯科医師Ｗ.Ａ.プライスは、昭和８年か
ら９年間で、世界14 ヵ国200 ヵ所を訪れ、その
土地の伝統的な食生活をしている集団と、近代化
した食生活をしている集団との比較研究をしまし
た。これにより、伝統食から白い小麦粉や砂糖、
缶詰めなどの近代食に変わると、虫歯の蔓延や病
気への抵抗力低下を招くと明らかにしました。昭
和53年に片山先生は500ページのこの研究書を
翻訳、自費出版されました。さらに、プライスは
身体の退化が食べ物の影響によることを、動物実
験を通して証明しました。この実験で動物の奇形
は、遺伝ではなく食生活によるのだと実証されま
した。この研究を私の所属する「恒志会」が平成
22年に『食生活と身体の退化―先住民の伝統食
と近代食―その身体への驚くべき影響』として増
補改訂版として出版しています。

▶現代では、精製された食材が豊富に出回り安価
に入手可能です。再発のない治療に移すためには、
まず食生活を変えていかねばなりませんね。

土居　日本の伝統的な食生活が大切です。お米や
発酵食品、海藻、旬の野菜、魚中心の食生活が、
日本人の体質に適していると遺伝子レベルの研究
で明らかになっています。患者が歯医者へ通う動
機は「痛い」「噛めない」ですから、それさえ除
去できれば、生活改善までは考えません。ですか

ら我々は基本的な痛みの原因が何かを、即座に診
断しなければならない。まずは、患者さんの痛み
を取り、噛めるようにして帰すことが大前提、そ
こから、ようやく歯科医や歯科衛生士による専門
的なアドバイスを聞いてもらえます。

▶虫歯を防ぐにはどうしたら良いのでしょうか。

土居　原因は「不適切なブラッシング」です。歯
磨剤は要りません。歯磨剤は、99％の中性洗剤と、
１％のハッカや研磨剤を含んでいます。口中が泡
だらけになって、うがいをするとハッカでスーッ
とする。エチケットとして良いかもしれませんが、
実際の歯間や歯と歯茎の境目に潜む細菌を落とせ
ません。徹底的に除去するためには２～３分間の
ブラッシングでは不十分。歯は、生え方によって
形や並びも異なるため、すべてをきれいにするの
は難しいです。また、就寝中に口腔内の細菌は繁
殖しています。起床時にはすぐに、歯磨き剤をつ
けずにしっかり歯を磨いてください。清潔な歯で
朝食を食べましょう。

▶歯磨剤をつけないのは驚きですね。ほかに注意
したいことはありますか。

土居　ブラシのヘッドは小さくないと細かな部分
をブラッシングできません。皆さんが考えている
よりも、はるかにご自分の口は小さく、歯列も小
さい。旅館やホテルに置いてあるような歯ブラシ
のヘッドでは、大きくて不適切です。口腔内は、
つねに36 ～ 37度で湿っています。細菌の繁殖し
やすい環境で、食事をすれば格好の餌になるで
しょう。

間食の多い「だらだら食い」も虫歯の原因にな
ります。口腔内の酸性やアルカリ性の度合いを表
す「PH値」は、一定ラインを保っています。基
本的に食事をすると酸性になり、唾液のおかげで
PH値は戻ります。だらだらと食べ続けると何度
も酸性になり、歯を溶かしやすく虫歯にかかって
しまいます。



自覚、自助、自立

病気を治すには、自分の生活習慣の中の隠された病因とおぼしきものを認識し（自覚）、病気の正体を知り、
病因を排除する対策をきちんと立てて実行する（自助）必要がある。自分で病気になった生活を直さなけれ
ばなりません（自立）。
この自覚、自助、自立の姿勢が非常に大切です。� 片山恒夫「抜かずに治す歯槽膿漏�」より
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▶歯周病対策は何をしたらよいでしょうか。

土居　歯周病は生活習慣病です。規則正しい生
活習慣を身につけましょう。食事の際には、一
口50回噛みましょう。いくら忙しいと言っても、
そんなに時間はかかりません。テレビを見ながら、
スマートフォンを見ながらと「ながら食い」をし
ていると、十分に咀嚼せずに飲み込んでしまいま
す。しっかり噛めば、唾液が出て胃液の分泌を促
し、内臓諸機能を活性化させます。

ローマ帝国時代、ティベリウスは「30歳になっ
ても医師を訪れるものは、他の人の手助けなしに
自分の生活を適切に調節することをまだ身につけ
ていないような愚かものだ」と言っています。現
代の人生百年時代における健康寿命のために、食
生活を中心に体調の「自覚」「自助」「自立」が大
切です。

▶自己管理が大切ですね。

土居　症状を把握することも大切ですが、その原
因は何かを理解していただくのが難しいです。治
療方針を説明して同意を得る「インフォームドコ
ンセント」の実施は難しいですね。自分の体を自
分で守ってもらうために、原因を自覚してもらう
必要があります。最初から100点のアドバイスは
言いません。60点の人が65点になれば、「良かっ
たですね」と伝え、70点にするために「ここを
注意してください。２ヶ月後までにこれをしてく
ださい」と伝えます。学歴や社会的地位と歯への
感心は関係ありません。会社の役員、高学歴の方

も診療にいらっしゃいます。仕事のために身体
を犠牲にして、30代、40代は無理がきくでしょ
う。しかし、50代はそうもいきません。家族構成、
職業、年齢などさまざまで、患者さんの生活習慣
を変えるのはなかなか難しいですが、根気よく向
き合っています。

▶自覚が必要ですね。人間は怠ける生き物ですから。

土居　ポックリいくのは我々の夢です。そのため
には健康が必要です。寝たきりになったら難しい
でしょう。寝たきりで命をつなぐ方法は沢山あり
ますが、沢山チューブをつけられて百歳を超えて
も仕方ありません。

▶あらためて、百歳の健康の基は歯からですね。
ありがとうございました。

◇どい・もとよし◇ 

　1940年 千葉県船橋市生まれ。
　1968年 東京歯科大学卒業後、
 国立第二病院へ勤務。
　1970年 室町歯科医院へ勤務。
　2004年 片山先生がNPO法人恒志会設立、
 先生没後同会の理事長に就任。
　2010年 「食生活と身体の退化―先住民の
 伝統食―と近代食その身体への驚
 くべき影響」を恒志会で増補出版。

………………………………………………………
カレント第895号（2019.3）より転載
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いまこそ患者指導を柱に

片山先生は、戦前から「患者指導こそが歯科医
療の柱である」と強調され、またそのとおり実践
されてきました。
本誌臨時増刊『歯周病学―ペリオのすべて』が
発行されたのは1965年です。この時点ですでに「メ
インテナンスとリコール」をものにし、1981年の「歯
科医療とブラッシング」（本誌57巻６号）では人の
治療を軸に、ブラッシングの位置づけに関して歴
史的に考察されています。また数多くの論文に共
通して述べられていることは、病因の除去であり、
生体の賦活化であり、健康の増進であり、なによ
りもものの治療から人の治療へです。長もちして
こそ歯科医療という言葉も印象的です。是を証明
してみせる数多くの実践例も驚異です。
今回は、これまでの先生の主張をふまえて、現
時点における患者指導の意味、具体的な方法等に
ついて、お聞きしてみたいと思います。
� （編集部）

………………………………………………………

編集部　先生は戦前から校医として、あるいは保
健所で口腔の健康教育に、また医院では患者指導
に取り組まれていたわけですが、まず社会の変化
からみた現時点における患者指導の位置づけ、お
よびその意味合いは…。
片山　歯科医療における位置づけということでい
えば、患者指導こそが歯科医療の柱である、大黒

柱であると。それは、これまで何度もいい続けて
きたことで、社会がどのような変遷をたどろうと
も変わりようのない事実です。ただし、患者指導
というのは、もろに人間を相手にするわけですか
ら、社会の進展、環境の変化に伴って当然、その
意味するところは変わってくると思います。
今は盛んに高齢化時代の到来がいわれ、各界か
らその対応策が打ち出されておりますが、歯科は
何をすべきなのか、高齢化社会と患者指導という
点から考えてみたいと思います。
私が学校を卒業して開業した1933年ごろは、平
均寿命が45歳でした。乳児の死亡率が高かったこ
とと、結核ですね、青年の死が多かった。それで
45歳です。では老人がいなかったのかというと、
そんなことはありません。もちろんいまほど数は
多くありませんが、ちゃんといらしたのです。ただ、
その形が違うんです。いまとは明らかに違う。
どこが違うか。たとえば昔は“隠居”ということ
がありました。家督を譲って、あとは楽隠居と。
ところが今は、そのような民法もなくなって、核
家族化とともに、老人をおいてきぼりにしている
状態ですね。ですから、高齢化社会とは老人が１
人で生活しなければならない社会ともいえるんで
す。１人で生きるには、働くことのできる体力と
知能が必要ですよ。それらを社会が支えて保証し
てあげる。そのことによって老人のパワーを社会
に還元してもらう、そこではじめて、高齢化社会
の展望が拓けるんです。ボケ老人だらけになって
しまったら、日本はどうなりますか。

高齢者社会を迎えて

片　山　恒　夫
大阪府豊中市岡町開業

「歯界展望 」（臨時増刊）第67巻　第６号　1986年（昭和61年）より
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では歯科はどう関わっていくのか。老人の体力
と知能の存続に歯科は何をするのか。まず何より
も抜歯はいけない。抜歯になるような状態をつくっ
てはいけない。できるだけ歯は保存する。予防、
特に再発を予防する。これしかありません。では
そのためになにをするのか。病因の除去です。誰
がするのか。患者自身ですよ。現代における患者
指導の意味は、ここにあるんです。
編集部　いま歯科界はペリオ・ブームといいます
か、口を開けば「プラーク・コントロール」また、
その人たちの一様にもらす言葉が、「片山先生はな
ぜあんな昔から患者指導に取り組まれたのか？」。
片山　まず私は「プラーク・コントロール」とは
いいません。「オーラル・フィジオセラピー」とい
う言葉を使っています。そのへんの詳細は「歯科
医療とブラッシング」（本誌57巻６号）でふれてお
きましたので、お読みください。
さて、なぜそんな昔から患者指導に悪戦苦闘し
てきたのか。そもそもは歯科医療に対する不満で
す。私が子供のころ、家の者はしばしば歯科医院
のお世話になっていたのですが、どうにも不満な
んですね。医療効果が長く続かない。
すぐ再発を繰り返し、最後に無歯顎にされて、
そのフル・デンチャーも具合がよくない。すぐに
合わなくなって、使えなくなってしまうというこ
とです。
そこで、私が大阪歯科医専に入ったときに最も
興味があったのは、進んだ歯科医学であれば、そ
れらの問題は解決されるのだろうと。ところが見
事に空振り。昔の方法ではこの程度しかもたなかっ
たが、この方法ではこれだけ長もちしているとい
う症例による証明がないんですね。治療時点での
改良・改善でしかない。それがのちのち患者に不
満をもたせることを、私は私の家族から教えられ
ていたわけです。ですから、自分が臨床に携わる
ようになったときは、この点の改善に全力を注ご
うと。長もちしてこそ歯科医療であると考えたわ
けです。
長もちにはまず「再発予防」。そこで徹底的に日
常生活の中での病因を除去する。それをはっきり
と患者に知らせることから私の患者指導が出発し
たのです。

振り返って、歯科医療の進歩とはなんだったん
でしょう。つまりは、病因はそのままで、補綴修
復物自体の改善にすぎません。製作方法なり材料
なりをより良いものにと。補綴修復物が上等であ
れば、病因がそのままであっても、80歳まで健全
に保てるのか。その時の具合の良さだけが患者の
望んでいる医療なのか。患者の真の望みは自分の
歯が長もちすることで、繕いだけではないのだ。
それにしても現在の「繕いの保険」制度のもとで、
長もちの歯科医療は可能なのか。もっと病因除去
の指導を柱とした医療に変えるべきで、そろそろ
歯科医療費は個人に戻し……そうなれば当然、患
者も長もちのために生活を見直し、医療に参加し、
医患協働の医療が開け、患者の要望を満たせるこ
とと思います。
編集部　患者指導とは、患者自身がみずからの健
康を守るべく日常生活を変容させること。人を変
えるのですから大仕事です。そこでよく考えられ
るのが指導システム。患者はこのベルトに乗せて、
こう流してと…。
片山　まずダメでしょうね。患者は１人ひとり、
みな違います。しかもその１人が千変万化します
から、決して一様にはいかない。これは補綴修復
物の作製についてもいえるように、一品手作りな
んです。
ではどうするのか。初診時には、その患者さん
に関するもろもろをしっかりとつかまえること。
私の言葉でいえば「患者を丸ごとつかまえる」と。
これが第一ですね。その患者さんの職業、家庭環
境、健康に対する考え方等、千差万別ですから、
１人ひとりにそれぞれの指導方法を考えなければ
ならないわけです。知識レベルの高い人でも歯科
に対する理解は浅いとか、その逆の例とか。です
から患者指導に、原則的にシステム化はありえな
い。臨機応変というか、人をみて法を説けというか、
その時そのときが勝負です。
編集部　システムはないにしても、患者さんの層
別といいますか、30代ではこう、40代ではこう
……このタイプにはこれ、といった方法はありま
せんか。
片山　まず最初はそこから入りますね。しかし、
あてにはできません。実際の指導の場面になった
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ら、１人ひとり対応が違います。だから、そうい
うことはあまり考えない、それよりも重要なこと
は、この患者さんは自分の手に合う人か合わない
人か、それを見分けることですね。これはとても
手に余ると思ったら、最初から引き受けない…。
編集部　どういう人ですか、その手に余るという
のは…。
片山　自分の考え方を全然変えない人。自分の考
えどおりに、すべてを動かそうとする人。お金持
ちが多いですね、そういう人には。とはいえ、す
べてのお金持ちがそうかというと、そうでもない。
ではどこで見分けるのか。これにもコツはありま
せんね。というより「正解」がないといったほう
がいい。なぜかといえば、その判断基準は自分の
「人をみる目」でしかないからです。その目はどう
養うか。自分自身を見つめることです。己れを知っ
てはじめて、人も見えるようになるんですね。ですか
ら「患者を丸ごとつかまえる」第一歩は、「己れを知る」
ことと心得られればよろしいと思います。
編集部　対応は１人ひとり違うと。それでどこか
ら入りますか。
片山　まずは第一に話し合うことですね。そこで
反応をみて、あたりを探って対応を決めていくわ
けです。ところがいきなり話し合いに入るのは上
策とはいえない。患者は用心してますよ。「治療の
ご希望は？」なんて切り出したら、「ああ、これは
客の品定めをしているんだな」と思われます。で
はどうするのか。どうしても話し合いにならざる
をえない状況を設定できればいいわけです。
そこで考えついたのが顕微鏡の利用なんです。
歯垢をとって顕微鏡をのぞく。それを患者にも、
ついでにみてもらう。「こっちにきてのぞいてごら
ん」とはいわない。それでは用心されてしまうし、
自分でみたいと思ってみてもらうのでなければ、
余分のことと思われるだけで、なかには、「黒い大
きな棒が動いてますなあ」と。それも１人や２人
じゃない。いったい何を見ているのかというと、
自分のまつ毛。（笑）それやこれやで、結局私が見
ているものを患者も同時に見える方法でなければ
と考え、テレビに写せるように関発したわけです。
ただ、そのテレビにしても、「こっちにきて」と
はいわない。患者が治療台に腰掛けた状態で、見

ようと思えば見えるような位置に置いておく。そ
こで、患者の歯垢を観察する。画面では何かうじゃ
うじゃ動いている。それがなんなのか、患者には
わからないけど興味はある。「それは何ですか」と
なる。そこで「こっちにきても構いませんよ」と。
その「うじゃうじゃ」は自分の口のなかにあっ
たものですからね。患者は興味をもって、「これは
何ですか」と。それに答えてあげる。教え込むんじゃ
ない。患者の興味に答えていくという姿勢です。
説明を受けて、さらに関心が深くなる患者もいれ
ば、顔色が悪くなる患者もいる。そういう場合は、
「誰でもそうですよ」と。そういわないと、ノイロー
ゼになっちゃう。
編集部　「テレビをみせても、ちっとも驚かない」
患者は警戒している…。
片山　反発心もある。なにが出ようと驚くもんか
と。それと、ポイントはやはり、患者が興味をもっ
たかどうか、そのように仕組めたかでしょうかね。
編集部　「これは細菌の塊で……」と、どう説明さ
れるんですか。
片山　たとえば子供、あるいは感心しているだけ
の人、こういう人には細菌と疾患の関係を、はじ
めから話します。また私の患者さんのなかに細菌
学出身の衛生学者がいるんですが、この場合は「こ
んなに細菌がいる」といっても通じません。「あた
り前や」。そこで、「しかしこれは変でしょう」と。
そうすると、「なんで」とくるから、「これは好気
性で、こっちは嫌気性、特にこれは偏性嫌気性菌
ですな」と。そこで身を乗り出してくる。ドッキ
リして、「これは変わるのか」と。「ご存知のよう
に直ぐエコロジーが変わりますよ、ブラッシング
さえすれば、今度いらしたときには変わっている
はずです。おみせしましょうか」と。そうすると、
やってくる。
編集部　顕微鏡を置いて、それをみせれば効果が
あるというものではない…。
片山　そもそも顕微鏡を置いておく目的が違う。
患者にみせるためだけに置いてるんじゃない。そ
の患者の歯垢はいつごろからのものなのか。この
人は日に何回ブラッシングして、その程度はどう
なのか。こういったことは、あとで問診する内容
ですが、それをあらかじめ手に入れておくために、
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歯垢をみておく。必要に迫られて、患者を丸ごと
つかまえる１つの手段としてやってるんです。患
者がみようとみまいと関係ない。みたいのなら、
ついでにどうぞと。
編集部　口腔内写真をカラーで撮られたのも、
「必要があって」ですか。
片山　その患者さんの歯肉の状態なんて忘れてし
まいますよ。覚えているにしても、いい加減なも
んです。これでは正確な対応がとれません。よく
なったのか悪くなったのかわからないのですから。
ところが、これまでの歯科医はカリエスだけ相手
にしてきたものだから、「記録」というものの意味
がわからない。口をみれば穴がある。その穴を頼
りにすればなんとかなる。ところが歯肉は違う。
日に日に変化します。それを１つひとつ覚えてら
れますか。
ところで現在、記録というとプロービングとく
る。しかし、これは危険です。それに不正確です。
腫れたら深くなり、腫れが引けば浅くなるのは決
まっている。そんなことでは記録にならん。「正確
に測れば」というので、たとえば、セメント・エ
ナメル境からポケット底までと決めて、いつもき
ちんと測れるか。それも無理。では切端頂からポ
ケット底までならどうか。前歯はできても臼歯は
非常にむずかしい。
編集部　先生はそれらの方法で実際に試されたの
ですか。
片山　もちろんです。ただ、「プロービングはあて
にならない」というと、今の人はみな「そうだ」と。
続いて「プロービングも昔と今とでは意味が違う。
現在は、ただ深さを測るのではなく、その部位の
付着、あるいは出血の有無を知ることに目的があ
る」と。では誤ってブスッといってしまったらど
うなるか。それほど危険なことまでして測定しな
ければならないものなのか。カラー写真で十分で
すよ。このほうが第三者の比較検討にも耐えられ
ます。
編集部　初診時とリコール時とでは、患者指導と
いっても…。
片山　違いますね。たとえば食事指導などはリコー
ル時、それも１〜２ヵ月くらい経ってから始めま
す。ブラッシングにはある程度乗ってきた。しか

しもう一息。ここで「もっと時間をかけて」とは
いわない。患者は十人が十人、手間を省きたいと
思っている。そこで「甘いものをやめれば時間が
省けますよ」と。口でくどくど話すよりも本を貸
し出す。これは全部読まなくてもいい。むずかし
い本の“粘着性が強くなる”くだりをみただけで「わ
かりました」と。砂糖っ気を減らせばそれだけの
効果は出る。そこで「食事も少し変えたほうがい
いですよ」と、またDr.プライスの訳本を貸し出す。
ポイントを押さえて、言葉少なく、ブラッシン
グの手間を省く方法として、食事に気をつけたほ
うが楽ですよと。そういう指導から入るんです。
それが、食事指導というと「あなたの食べてい
るものはよくない」と。これでは反発されますよ。
「ほっといてくれ……」とね。というのも文明生活、
それに根ざした食生活を享受している人たちが大
部分だし、それこそが人々の目標でもあったわけ
ですから、それを頭から否定されたのでは受け入
れられるわけがありません。少しずつ、いまの生
活を見直してもらう。患者の気づきを待つのです。
編集部　患者さんを叱ることなどありますか。
片山　まずありませんね。叱ってもいいなという
のは、20年くらいお付き合いした人ですね。それ
も、叱ってくれる人が亡くなってしまったという
人。
それと最後に、患者指導をブラッシングの動機
づけと考えている向きがあるようですが、決して
そうではありません。詳しくはお話できませんで
したが、義歯の使い方も含めて、患者指導は長も
ちの歯科医療を達成する第一歩です。歯科衛生士
にまかせないで、ご自分でおやりなさいと申しあ
げます。
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� 松田　豊

・先日、書籍購買者の方から「貴会は、日本で数少ない歯科に関して
正しい情報を発せられる機関」というお言葉をいただいた。片山先
生の思いを伝えてこられた諸先生方の努力の賜物。

・今回、傍若無人な要請に快く投稿していただいた都築先生には、
ただただ感謝申し上げます。また、事務局から送られてきていた資
料の中に、「棡原」を発見した古守先生と片山先生の交歓らしきも
のを見つけ、その論文を掲載することができました。転載を許諾し
ていただいた「サンマーク出版」にも感謝申し上げます。

・tomoさんには、何万枚もの写真の中から、自然の中で息づく生命
の姿「ユキノシタ」を提供していただきました。昔からユキノシタは
食用や民間薬として愛用されたそうです。ありがとうございました。

―歯科医学から口腔医学へのパラダイムシフト―


