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畑のノーベル賞

今年のノーベル医学生理学賞は、北里大学特別栄誉教授、大村

智先生が選ばれました。卒業生としてはこれほど光栄なことは

ありません。私も大村先生の授業を受けたのですが、講義の印

象よりも実習の思い出の方が残 つています。薬学部の学生は、

夏休みに帰省の際、実家の土を必ず土産に持ち帰りました。そ

の土を水に溶き、上澄み液を培地で培養 し、生えた菌をまた増

や し、菌の作 り出す活性化物質を見つけ出すのです。 lgの土

の中には 1億もの微生物がいると言われ、その中から見つける

ということは途方もない作業です。成功率は 3万分の 1と 言わ

れています。大村先生は、放射状に菌糸をだす放線菌という細

菌の中から抗寄生虫薬「イベルメクチン」の元となる物質を見

つけました。(別の放線菌からは、抗がん剤のマイ トマイシンCや、

免疫抑制剤タク回リムスが見つかつています)ご存知の方も多

いと思いますが、このイベルメクチンはアフリカなどで流行する、

河川盲目症 (オ ンコセルカ症)に 悩む人々の失明を防ぐだけで

なく、国内でも「添癬 (か いせん)」 や、沖縄、奄美地方に多い

寄生虫感染症「糞線虫症」にも役立っています。世界保健機関

(WHO)に よると治療と予防にこの薬を約 3億人がのみ、年 4

万人もの失明を防いでいるそうです。

1974年 に静岡県伊東市のゴルフ場近 くで採つた土に含まれ

ていました。当時私はまだ 7歳。勿論知る由もありませんで し

たが今の私が考えるのに、ゴルフ場近くというのが味噌だと思

います。と言いますのは、ゴルフ場には沢山の除草剤がまかれ

ます。これは土の中の菌にとつてとても過酷な環境になります。

人もそうですが厳 しい状況を経験すると強 くなります。菌が身

を守るために作 り出した物質がイベルメクチンになつたのでは

ないで しようか。私たちは約 20年 無農薬、有機肥料で当帰、

芍薬などの薬草を育ててきました。収穫量は、恥ずか しいほど

ですが、その中で自然のメカニズムを勉強 してきました。薬草

を無農薬で育てると根の周 りは雑草だらけになります。薬草の

根は雑草から身を守るため必死で頑張 ります。フラボンという

物質を体内に沢山作 り身を守るのです。その物質を含んだ漢方

薬が人の体に入 り病気を治すのです。無農薬の野菜の香 りや味

が強いことと同 じように、薬草もより効果が発揮 しやすいので

はないかと思うのです。いずれにせよ厳 しい環境から生れるも

のは強くなるのですね。

今回のノーベル医学生理学賞は、専門家の予想に反 して自然科

学の分野から、また近年受賞者が出ていない薬の分野から大村

先生が選ばれました。また、漢方薬の本場中国でも生薬から抽

出された成分で トウーユーユー氏が受賞されました。漢方薬に

近い分野で受賞されたこともとても嬉 しいことです。少 し極端

かもしれませんが、私たちの病気を治せるものは全て自然の中

にあるのかもしれません。人も自然の一部ですから。

大村先生はこんなことを言つています。「私自身がものを作つた

り、難 しいことをしたわけではない。微生物がやつてくれた仕

事を整理 しただけ。それなのにこんな賞をいただいていいのか

な。」まさに、実るほど頭を垂れる稲穂かな。ここにもノーベル

賞受賞を引き寄せた理由があると思いました。



刺さない鍼

錠鍼 (て いしん)と いう刺さない鍼の講習会に行つてきました。

治療の初め、頭治療というものをします。『百会 (ひ やくえ)』 =『鳩

尾 (き ゆうび )』 と『百会』=『長強 (ち ようきよう)Jに いう組

み合わせを使います。『百会』は頭頂部のほぼ中央にあるツボで、

からだの働きに関係するもろもろの道す じが、一堂に集まり会

する場所です。『鳩尾』は肋骨が合わさつたところにある小さな

骨 (剣状突起)の少 し下にあります。『長強』は尾骨の先端にあ

るツボです。頭治療で体の正中を走つている、任脈と督脈の流

れがよくなり、残 りの 12経絡の流れもよくなります。先生は

最近ではマ ドラーと指でも効果があるということで、患者さん

にセルフケアを教えていらつしゃいます。押 して痛いところを

チェックしてからだと効果が分かりやすいです。椅子に座 り、『百

会』に中指・『鳩尾』にマ ドラーを当てます。次に『百会』に中指・

『長強』にマ ドラーを当てます。そ して圧痛点に陶器灸をしたり、

マ ドラーで押 したりします。

普段から体の軸を整えることが大切なようです。それには以前

気功で習つた 『引体令柔 (い んたいれい じゆう)十三式』とい

う筋肉や関節を伸ばし、体を柔軟にするス トレッチが効果的な

のでご紹介 します。それぞれの式の読み方が分からなくてすみ

ません。実際には音楽に合わせてや ります。ス トトレッチなの

でゆつくりやつてください。Youttubeで 引護令柔十三式を見

ることができます。実際に映像を見たほうが分かりやすいですね。

手持ちの資料と字が違うものもあります。

【第―式 托掌観天勢】

力を抜いた気をつけの姿勢 (爪先は開かない)か らおなかの前

で両手を組み、掌を返しながら頭の上にして、腕をまつ直ぐに

伸ばす。手を見るように天を仰ぐ。

【第二式 左右傾身勢l

手を組んだまま、左右に上半身をできるだけ傾ける。

【第三式 托天旋転勢】

足は動かさず、上半身を左右に回転させる。

【第四式 舒胸仰体勢】

上半身を後ろに反らせる。腕は真つ直ぐ伸ばしたまま、地面に

対して垂直に。

【第五式 弱身吊尾勢】

脚を伸ばしたまま、上半身を前に倒す。手の平が地面に近づけ

るようにし、前を見る。

【第六式 吊尾左旋勢】

手の平を左の踵の方に移動させる。(地面に対して平行に移動)

【第七式 吊尾右旋勢】

同じく右に移動させる。

【第八式 弟身吊尾勢】

右に移動した手を正面に戻す。第五式と同じ形になる。

【第九式 自猿縮身勢】

膝を曲げておしりを踵に近づける。両膝はつけたまま。手を地

面につける。頭は下げずに前を見る。

【第十式 挺膝吊尾勢】

手は下についたまま、膝を伸ばす。頭は下げず前を見る。

【第十一式 蜻蛉抱柱勢】

脚を伸ばしたまま、手を開いていき、足首を持つ。中指で『太籍 (た

いけい)』 、親指は『昆奇 (こ んろん)』 を押さえる (アキレス腱

をつまむような感じになる)。 上半身を脚に近づける。

【第十二式 直体姑立勢】

『三陰交 (さ んいんこう』『血海 (け つかい)』 を押しながら立ち

上がる。

【第十三式 展趨調息勢】

息を吸いながら手を肩の高さまで上げ、下げる (羽 ばたくように)。

息を吐きながら戻す。三回繰り返す。

生薬のお話 知母 (ち も )

生薬の中には、芍薬やシナモン、生姜など身近な物もありますが、

ほとんどは初めて知る物ばかりです。今回はその中から知母を

紹介 します。

知母はユ リ科のハナスゲの根茎で解熱・抗菌・鎮静・鎮咳作用

があります。また軽度の血糖降下作用も認められ、幅広い疾患

に利用されています。

日本には、江戸時代に伝えられましたが、人参の様に栽培が定

着することがなく、今は中国河北省で栽培されたもの物を利用

します。

昔、薬草取 りの老婆が、自分の親の様に助けてくれた木こりの

夫婦にお礼としてハナスゲの根が薬草であることを教えました。

「母の心を知る」と老婆が喜んだことに由来 して知母と名付けら

れたそうです。

知母の含まれる代表的な漢方は下記の通りです。疾患については、

あくまで参考程度にお読みください。

リウマチ・変形性関節症・・・桂枝芍薬知母湯
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ア トピー性皮膚炎・・・・・・消風散 白虎加人参湯

不眠・・・・・・・・・・・・酸棗仁湯

リセット

とうとう今年もあと 2ヶ 月になり、この 1年何をしてきたのか

時間の早さに驚 くばかりです。働 く主婦としては、汚れた我が

家を見回 し反省 しながらも年末の大掃除を考え始めます。大掃

除をして新年を迎えるのは、大変な行事ではありますが気持ち

の良いものでもあります。どこかで リセッ トしないと、家の中

が大変な事になつて しまいます。なので、ぐ―たら主婦でもで

きるだけ暖かい日を狙つて掃除の計画を実行に移 していく次第

です。

ところで、自分の体のリセッ トはいつでしょう?

リセッ トしないまま過 ご していくと年々疲れやす くなつた り、

風邪をひきやすかつたり、太つてしまつたりと不具合が生 じます。

健康診断の前に慌てて節制する場合もあります。でも、この様

な事で帳尻を合わせても意味がありません。

何が自分の体調を悪くしているのか ?

私をはじめ多くの人は、過食とス トレスです。

適度なス トレスは良い刺激になりますが、現代人はス トレスに

弱く自分を傷つけて しまいがちです。悪い事にス トレスを抱え

ている人は、自分にス トレスがある事に気づいていないケース

が多いのです。専業主婦だつて、学生だってス トレスはあります。

最近よく眠れていますか ?

若い人ほど睡眠が必要ですが、無理がきくので寝ずに遊んで し

まいます。40～ 60代で 6時間の睡眠が必要と言われています。

寝ている間に体をリセッ トしますから大切です。

考え事が多く眠れない人には抑肝散 (加陳皮半夏)が効きます。

睡眠時間は足 りているのに疲れやすい場合は、血液の流れが悪

くなつている事があります。ス トレスの多い環境では、血管が

緊張 して血液の流れを悪くします。

も し、口内炎やめまい、肋骨の下あたりに圧痛があれば柴胡桂

枝湯が体の調子を整えてくれます。私も、疲れると国内炎がで

きやすく愛用 しています。胃腸が弱く便秘や下痢をおこしやすく、

手足に汗をかきやすい人には建中湯 (い くつか種類あり)。 夜間

の トイ レに起きたり、下半身が冷えやすい人には八味地黄丸が

よく効きます。むつごろうでは、煎 じ薬と共に粉薬も作つてい

ます。

乳鉢は、す り鉢の凹凸がないものににていますが、それを使つ

て生薬の粉を混ぜ合わせます。病院でもらう漢方は顆粒なので、

比べると飲みにくい薬ですが、その分効果は高いものです。お

湯に溶か して飲むと、多少飲みやすくなります。現在苦労 して

いる様でしたら、是非試 してみてください。

この時期はやることが多く時間に追われて しまいますが、自分

に目を向ける余裕が欲 しいですね。

「むつごろう健康五ヶ条」

一、人は自然界の一部であり、その調和で成 り立つ。

一、心と身体は常に一体である。

一、なぜ病になったのか、その原因を考えること。

一、無理せず、無駄せず、継続すること。

一、真の健康とは、心と身体が調和 し常に自然体である。

「徳川家康公と駿府」記念講演会

平成27年 12月 13日 (日 )14日寺から16日寺

静岡県藤枝市郷土博物館 文学館

申し込み先 :TEL:054‐ 645‐ 1100

むつごろう薬局、むつみ薬局薬剤師 鈴木

がお話をさせて頂きます。

申し込みをお待ちしております。

欲 1爛織雛1:



屠蘇散

お正月にのむ「おとそ」です。「屠蘇」と書きます。よみがえる意味を含ませているのでしよ

うか、辞書の「大漢五林」を引いてみますと、山椒、防風、蜜柑皮、肉桂皮、自じゅつ、桔梗、

赤小豆「あずき」から出来た薬の名で、この薬を酒、味酪にひたして元旦に飲むと、一年間

の邪気を払う。とでてきます。また、服用方法は、一家そろつて飲むときは年少のものから

始めて年長のものに廻すといわれています。さて、私なりにこの成分を分析レてみます。山

椒は潰瘍性大腸炎や、ケイシツに最近よく使われる大建中湯の主役で、お腹を暖め魚中の毒

を消す働きもある。防風は体内の毒を発散 し、蜜柑皮は、気のめぐりをよくしてすつきりさせ、

肉桂皮は、同じく気をめぐらせ、のぼせをおさえる。赤小豆は酒毒を解毒するとある。白じゅ

つは、利尿に働き、桔梗は肺の熱をとりのどによい。合わせると、気分をすつきりさせ、消

化器の働きを助け、正月の食べ過ぎ飲み過ぎから身を守り、その年 1年間の良いスター トが

きれるようにする漠方薬と言えます。来年皆さまにとつて良いお年になりますように。
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年末年始のお知 らせ

12月 31日 (木 )か ら 1月 3日 (日 )ま でお休みを頂

きます。東京店は、お電話でのご相談もお休みを頂

きます。

どうぞよろしくお願いいたします。

K… mixラ ジオ (静岡)出演

11月 13日 9時 30分から、高橋正純さんの番組

(モーニングラジラ)に出演させて頂きます。内容は、

藤枝市郷土博物館・文学館で置行われる、徳川家康

公顕彰400年記念事業の講演の内容です。

詳しくは、http://www k‐ mix co jp/index html

でお調べください。

フリーペーパー「すろ―かる。漢方のす めゝ」連載

【第二話1ら るヽ血の滞りがもたらす不調とは?

httpプ/wWW S10w lfe coip/index htm#sow

東京店 (不妊治療専門薬局むつみ薬局 )

所在地 :〒 1040061東 京都中央区銀座3817
銀座理容会館ビル2F

TEL FAX:03-(3563)-6238
1   営業時間 :1000～ 19:00(予 約制)

.   
営業日 :火 曜日 土曜日

(12/311/3,8/1315は お休みを頂きます。)

HP:http:〃 www g nzamutsumicom
EMAIL: nfo@9 nzamutSumicom

銀座駅 銀座―丁目駅
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静岡店 (むつごろう薬局 )

所在地 :〒 4200865静 岡市葵区東草深町 22-1

TEL:054-(247)-6006

FAX:054-(247)-6007

営業時間 :10:00～ 19:00(土 曜のみ18:00ま で)

定休日 :日 曜日 祝日

(12/311/3,3/1315は お休みを頂きます。)

HP:htt p:〃 www mutsu9oro cojp

EMA L:info@mutsu9o「 o cojp
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銀座駅

銀座駅 :A13番 出口 3分 銀座―丁目駅 :11番 出口 3分

浅間神社●‐……
諭 進ち
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1  昭 和 通 り

東銀座駅 :7番 出口 3分

賤 鏃


