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医学博士リー・サングによる
ニュースタートセミナーでの講義録より

Part 1
－安息日の生物分子学 －

先回ここに来たときには、私がこ

れからお話ししようとすること

について洞察していませんでした。ちょ

うど３年前、聖霊は私に安息日について

のすばらしい啓示を与えて下さいまし

た。私はこれを「安息日に関する分子生

物学」、あるいは「安息日に関する神の

生物学」と題して各地で話してきました。

ここにマルチン・ウェーバーさん

がいらっしゃるのを見て、私は

とてもわくわくしています。私がアドベン

チストの信仰を受け入れてバプテスマ

を受けたのは1982年ですが、彼は、私が

最初に出会ったアドベンチストです。そ

の時、彼は喘息の５歳の息子さんを私

の診察室に連れてこられたのでした。私

が食餌療法の指示をいくつか与えてい

ますと、「あなたの指示は私どもの教会

が健康によいと言って与えている指示と

同じです」と言われました。私は内心、「

教会がこういうことができるだろうか」と

思いました。マルチンさんは「ミニストリ

ー・オブ・ヒーリング」と「食事と食物に

関する勧告」という本を私に下さいまし

た。それを見たとき、私は椅子から転げ

落ちそうになるほど驚きました。大変興

味を持ったので私は聖書研究をし、つい

にマルチンさんのいたアナハイム・カリ

フォルニア教会でバプテスマを受けま

した。私は1982年の１月にアドベンチ

ストになりました。バプテスマを受けて、

非常に興奮し、「ミニストリー・オブ・ヒー

リング」に大きな価値を認めたので、ウ

イマー学園に加わることに決めました。

私は健康メッセージと福音を結

びつけて働きながらすばらし

い祝福を受け、よい経験をしました。し

かし、頭の中には未解決の問題がありま

した。安息日に関して何かが気になって

いたのです。神学的には、安息日のこと

では全く満足していましたが、休息とい

うのは生物学的に密接な関わり合いが

あります。安息日は休息と何の関係があ

るのでしょうか。なぜ神は安息日に休息

を命じられたのでしょうか。私は多くの

人々にこの質問をしました。皆さんはそ

の答をご存じでしょう。「神が命じられた

から私たちは休息するのです」。あるい

は、「神が安息日に休まれたから私たち

も休むのです」。これにはあまり良い含

みはなく、律法主義的な意味合いがあ

るので、私はこのことで「神を賛美せよ」

と言えませんでした。私が何を言ってい

るのかおわかりでしょう。神が休息する
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ように命じられるから私たちは休むとい

うのです。とにかく私は休息しましたが、

いつも日没を待ちわびていました。安息

日にとりわけ休息することで、どうして幸

福でいられるでしょうか。聖書を研究し

たところによれば、聖書のどの教えにも

ある種の生物学的意義が常にあるので

す。話を進めていくうちに、このことがは

っきりしてくるでしょう。

安息日に関する生物学的な意義

に関するこの意外な新事実を

見つけたなら、皆さんは、あらゆる病気

や健康の様相について全く新しい視点

を持つようになることでしょう。もし私た

ちが、神が命令されたからとか、神が安

息日に休まれたからという理由だけで

休むのなら、父親が家族に威張って指図

していると潜在意識で考えるようなのと

同じような考え持つことになります。例え

ば、ある日、数人の子供がいる父親が、と

ても疲れて帰ってきて、「私はとても疲れ

た。休息が必要だ。だからおまえたち子

供にも休息がいる」と言ったとします。お

父さんが休んでいるから、子供たちも休

まなければいけない。これでいいのでし

ょうか。父親が休むのでというだけで休

むのでしょうか。それ以上の意味がある

はずです。私たちはなぜ安息日に休まな

ければならないかという理由はほんとう

にそうなのでしょうか。

この休息という概念について説

明してみます。（大きなコイルを

取り出して上部をつまみ、伸びた状態に

して）これは何に見えますか。これは遺

伝子に似ていますね。ＤＮＡに似てい

るでしょう。ＤＮＡはちょうどこれとそっ

くりです。ご存じのように遺伝子はＤＮ

Ａからできています。遺伝子が活性状態

にあるときこのように見えます。そして遺

伝子が不活性の状態になると、ただ縮ん

で、科学的に言えば、圧縮態になります。

伸びた状態は活性化状態です。科学者

はこれを圧縮解除態と呼びます。遺伝子

は、活性状態にも不活性状態にもなりま

す。スイッチを切ったり入れたりする事

ができます。科学者は実際遺伝子の中

にスイッチを見つけました。「オン」スイ

ッチと「オフ」スイッチです。これは大変

興味深いことです。科学における２０世

紀最大の神秘の一つは、遺伝子はどうの

ようにしてスイッチが入り、またスイッチ

が切れるのかという事です。ここにスイ

ッチがありますが、私たちにはそれがど

のようにして入ったり切れたりするのか
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わからないのです。この集会の間にそれ

を見つけたいものですね。

科学者たちはまた、私たちの正

常な細胞は、分裂の直前に常

に休むことを見つけ出しました。細胞は

増殖します。細胞が休んでいるとき、増

殖の備えをしているのです。それはま

た、ほんとうに興味あるもう一つの発見

です。休息には何か意義があるはずで

すね。なぜ細胞は増殖の直前に休むの

でしょうか。細胞が増殖しなければ、有

機体は死んでしまうはずです。有機体が

何も新しい細胞を作り出さなければ、死

んでいるのです。命は細胞の増殖です。

こういう新しいことも分子生物学

の視野の内にあります。分子生

物学は、今日の医学における最もエキサ

イティングな分野です。私が医学校にい

た1960年代には、分子生物学と呼ばれ

る分野さえありませんで

した。今分子生物学は現

代医学をリードしている

科学分野です。それが一

層進展し、遺伝子につい

て学べば学ぶほど、私た

ちは人体と健康について

一層わかってきます。

私の 新し い 健 康

講義は、分子生

物学や遺伝について新たにわかってき

たことに基づいています。高血圧、肥満、

ウェイトコントロールについてもお話し

するつもりです。ダイエットをしているの

に体重が増える人がいるのはなぜでしょ

うか。ある遺伝子が関わっていることが

おわかりになるでしょう。皆さんの持っ

ておられる遺伝子についての考えは、「

みんな遺伝だ、ひどいものだ」というも

のです。何かが遺伝だと言うことは、望

みがないという暗示的な意味を与えま

す。ほんとうはそんなことはありません。

逆なのです。遺伝子はスイッチを入れた

り切ったりすることができる、そしてどの

ようにしてそうするのかがわかると、望

みがないことはないのだということがは

っきりとおわかりになるでしょう。ほんと

うに新たな希望を引き起こしてくれま

す。とても興味深いことです。

ところで 、とに か

く、科 学 者とい

うのは実に好奇心があり

ます。遺伝子はどうやって

スイッチを入れたり切っ

たりするのでしょうか。ま

だ、正確なメカニズムは

ほんとうにはわかってい

ません。しかしこういう種

類の現象が存在すること

は科学的にわかっていま

す。
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1960年代に私が医学校にいた頃、

遺伝子については多くの考えをも

っていませんでした。鬱病についてもあ

まり知りませんでした。鬱病とは何でしょ

うか。今日では、だれもがセロトニンのこ

とを知っていますね。だれもがエンドル

フィンのことを知っています。これらは脳

内物質です。脳が充分なセロトニンを生

成しないと、鬱病になります。脳が充分

なエンドルフィンを生成しないのも問題

になります。不幸な感覚を持つことにな

ります。セロトニンは平安、鎮静、確信と

いった感じを与えます。脳細胞の中で十

分にセロトニンが生成されないと恐れ、

不安、落ち着かない、安眠できないとい

う感じになります。それが鬱状態にある

人の典型的な有様です。セロトニンを生

成する遺伝子があります。幸福感を作り

出すエンドルフィンを生成する遺伝子も

あります。

私が医学校にいた頃、遺伝子の

機能については知りませんで

した。上級学年にいるとき、ひどい鬱状

態にあった若い女性に会いました。姑

は彼女を家から追い出しました。そのこ

ろの韓国では姑は、嫁が息子を生まな

いときには追い出す権利がありました（

今ではそんなことは全くありません）。ひ

どいではありませんか。このかわいそう

な女性には女の子が二人あっただけな

ので、追い出されたのです。問題は夫が

母親の味方についたことです。彼の妻は

ひどく失望しました。彼女には薬は効か

ず、眠れませんでした。彼女はベッドに

座っているだけで、食べず、話さず、笑わ

ず、全くひどい状態でした。彼女は死に

そうになりました。ついに主任教授は彼

女に電気ショック療法をする事に決めま

した。どうやって電気ショック療法をする

のか、私は見たことがなかったので、彼

女が電気ショック療法をする部屋に連

れて行かれ、縛り付けられるのをじっと

見ていました。最近は、患者を縛り付け

ず、ある種の筋肉弛緩剤を与えるので、

彼らは発作を起こしません。当時筋肉弛

緩剤はなかったので彼女を縛り付けな

くてはなりませんでした。電気端子を頭

の両側に取り付けました。ボタンを押す

と彼女は「アアアアア、ギャー！」と叫びま

した。すごく不規則な発作を起こして気

を失いました。彼女は５，６時間眠り、徐

々に目覚めてきて、食べたいと言いまし

た。それは不思議でした。それからほほ

えみ、私のところにやってきて一緒に卓

球をしないかと尋ねました。私はびっく
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りしました。そのとき私は、心理学者に

なってこのすばらしい機械を買い、だれ

でもかれでもかけてやろうと決心しまし

た。

私は、いったい彼女の脳に何が

起こったのか知りたいと思い

ました。電気は彼女の脳に何をしたので

しょうか。私は教授の部屋に駆け込んで

行き、「先生、彼女の脳に何が起きたの

ですか。電気は彼女の脳に何をしたの

ですか」と尋ねました。教授は、「わから

ない。ただ効き目があるんだ」と言いま

した。私は、「それはおかしいですよ。ど

ういう意味ですか、ただ効き目があると

は」と言いました。彼は、「さあ、ただ効き

目があるんだよ」と言いました。でもな

ぜ効き目があるのかおわかりですか。電

気は遺伝子を刺激し活性化させるので、

彼女は急にたくさんのセロトニンとエン

ドルフィンを生成したのです。そういう

わけで彼女は幸福になりました。言い替

えれば、電気ショックによって幸福にさ

せられたのです。

電気ショックをかけると、常にそ

れ は 脳 細 胞 に対して過 分 の

刺激になり、多くの脳細胞が死にます。

私は彼女の急激な変化に驚きました。

私は彼女と少し卓球をして遊びました。

彼女は幸福そうで、よく食べました。１

週間ほどすると、彼女は少しばかり鬱状

態になり次第に坂を下っていくようでし

た。３週間後、彼女は以前と全く同じ状

態になりました。医者はもっと薬を与え

ればよくなるのではないかと考えました

が、彼女は悪くなるばかりでしたので、

再び電気ショックをかけることに決めま

した。すばらしい効き目がありましたが、

それから２週間すると以前の状態に戻

りました。彼女は５回にわたって電気シ

ョックをかけられ、記憶を失いました。

ついに彼女の脳細胞は、電気にはもは

や反応しなくなりました。彼女は死亡し

ました。私は強い怒りを感じました。

遺伝子は外部から来るエネルギ

ーに反応します。この女性のセ

ロトニン遺伝子は抑圧されていて、電気

がそれを活性化しました。わかっている

のは、遺伝子はエネルギーの外部から

の注入に反応するということです。それ

についてもう少し考えてみましょう。彼女

の鬱病に対し、電気ショックではなく最

良の治療法は何があり得たでしょう。薬

は効きませんでした。運動は電気療法よ

りはずっとましですが、鬱病の人たちは

運動する気分にはなりません。他には何

かないですか。ただ一つの最良の方法

は夫が電話をかけて、「お前、愛している

よ。君無しでは生きられない」と言うこと

ではないでしょうか。そうすれば彼女は

エンドルフィンとセロトニンを生成する

ので幸福感を味わうことでしょう。そして
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夫と共に平安に眠れることでしょう。お

わかりですか。明らかに愛が遺伝子を活

性化するのです。セロトニン生成遺伝子

を、またエンドルフィン生成遺伝子を。こ

れが最良の治療法です。それは記憶を

失わせるようなことは何もありません。

脳細胞を殺すこともなく、脳細胞の中の

遺伝子を活性化させます。科学者はこの

点を証明するために非常に活気づき意

気込んでいます。

科学者はいつも好奇心旺盛で

す。実験室でネズミやマウスを

観察すると、常に母親がたえず自分の子

供を一匹ずつなめ回しています。科学者

はどうしてなのかとても好奇心を持ちま

した。最初、彼らは、母ネズミは赤ん坊ネ

ズミの毛皮の汚れを取ってきれいにし

ようとしているのだと考えました。けれど

もきれいにしなければならないような

物はないことに気がつきました。そこで

母親と子供が全く同じ種類の食べ物を

同じ量だけ食べるようにしておいて、子

供を一掴み母親から引き離すことにしま

した。２，３週間後に、母親から引き離し

た子ネズミと母親と一緒にいた子ネズ

ミとの違いを見つけました。母親になめ

てもらっていた子ネズミはたいへんよく

成長していましたが、母親から引き離さ

れた子ネズミはあまり成長していません

でした。

ほとんどの人たちは同じ生き物

が同じように食べていれば、同

じように成長すると考えます。けれども

それは違うのです。食べることと成長と

は別のことです。成長のためには、成長

ホルモンを十分生成しなければなりま

せん。科学者は、赤ちゃんネズミの二つ

のグループの成長ホルモンを比較して

みることにしました。何を見つけたでし

ょうか。母親ネズミから引き離された子

ネズミの成長ホルモンのレベルは非常

に低かったのです。面白いことに、その

子ネズミたちを母親の所に戻すと成長

ホルモンが増加し早い成長をし始めた

のです。さて、イエスが何とおっしゃった

かご存知ですか。「人はパンだけで生き

るのではない」。ネズミでさえもパンだ

けでは生きないのです。私たちに必要

なのは何でしょうか。愛が必要です。赤ち

ゃんネズミが母親の愛を必要とするよう

に、私たちの遺伝子にとって神に愛され

ているということがどれほど必要なこと

でしょう。小さなネズミにとってでさえ、

愛は遺伝子を活性化させ、それほど大き
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な違いになるのです。この成長ホルモン

はそれをつくる遺伝子からきます。これ

を成長ホルモン遺伝子と呼びましょう。

母ネズミが子ネズミをなめると、成長ホ

ルモン遺伝子は活性化します。母親から

引き離されると遺伝子は抑圧されます。

母親の所に戻され、またなめてもらえば

回復します。

遺伝子は良き愛に反応し、愛は

電気のようにエネルギーとし

て働きます。愛は特定の状況、感情の特

定の状態を説明する単なる言葉ではあり

ません。愛は力です。神の愛は私たちの

遺伝子にとって力です。ですから神の愛

は何ですか。命です。私たちの遺伝子は、

活性化してくれる外部エネルギーがな

いと、命がありません。それらは死んでい

き、ついに死滅してしまいます。私たちが

生きているのは神が私たちを愛していて

下さるからです。

別のことをお 話し

しましょう。遺伝

子の持つ二つの違った特

性を見つけましたね。第一

は、遺伝子は体外から来る

電気に反応すること。第二

に遺伝子は電気に反応す

るのと全く同じく、愛に反

応すること。さて、愛はエネ

ルギーであることを知りま

した。それには遺伝子に作用する力があ

ります。では、他の例を見てみましょう。

皆さんはパブロフ博士をご存じ

ですか。彼は犬の条件反射の

実験をしました。実験をした最初の日に

ベルを鳴らしました。すると犬に何が起

きましたか。犬はその意味がわからなか

ったことでしょう。何でうるさくしている

んだと思ったことでしょう。パブロフ博士

は、ベルを鳴らした後に少し肉を与え、

抱きしめ、撫で始めました。すると犬は、

パブロフ博士がベルを鳴らすときはい

つでも、自分を愛し、かまってくれようと

していることがわかり始めました。そこ

で犬はベルの音には意味があることが

わかったのですね。

１週間後に、実験は変わりまし

た。パブロフ博士はベルを鳴

らしましたが、肉も食べ物も与えず、抱く

ことも撫でることもしませ

んでした。最初の１週間、博

士がベルを鳴らすと、犬は

唾液を出しました。犬の唾

液を出す遺伝子が活発に

働いていました。最初の日、

また２日目でさえ、ベルが

鳴っても意味がありません

でした。犬は反応しません

でした。犬の遺伝子は反応

しなかったのです。けれど
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もそれに特定の意味があった時には、

そのベルの音が持つ意味に従って反応

しましたね。犬たちはただ音に反応して

いたのではありません、音の持つ意味に

反応していたのです。言い変えれば、遺

伝子は意味に反応すると言えます。もう

少し先に進みましょう。2週目、パブロフ

博士は、ベルを鳴らしても食べ物を与え

るのを止めました。食べ物のない最初

の日、犬はベルの鳴るのを聞き、もちろ

ん唾液をたっぷりと出しました。犬は食

べ物をもらえるものと思ったからです。

けれども何もくれなかったのでがっかり

しました。そういう第１日目の後はベル

の音の背後にある意味が弱くなりまし

た。２日目には、犬はもう確実だとは思

わなくなりました。けれどもまだ信頼し

たいと思いました。日毎にそれは意味を

なくしていきました。二日目にパブロフ

博士がベルを鳴らすと、犬は唾液を出し

ましたが前の日よりは少なくなっていま

した。今では意味が半減していたから

です。おわかりですか。私たちの遺伝子

は意味、反応の効力に反応するのです。

３日目、犬はまだ唾液を出しましたが、

ほんの少しでした。どうしてですか。３日

続きの失望で犬は非常に疑い深くなり

ました。４日目、犬は言いました「あっち

へ行け」。そして５日目、犬は、「ウウーー

ー」とうなりました。生きている物は皆、

無意味を嫌います。どうしてですか。私た

ちの遺伝子は意味を愛するからです。無

意味は命のないことを意味します。ほん

とうです。生活の中に意味があるという

ことが、生きることをすばらしくします。

私はよく旅行をします。香港、韓

国、ギリシャ、クロアチア、ドイ

ツを回り、やっと韓国に戻り、おととい

カリフォルニアに帰ってきて、それから

今日はここアリゾナにいます。1992年以

来、こうしていつも旅行を続けています。

でも私は時差ボケにはなりません。私

の遺伝子は毎日意味深い刺激を受けて

いるので、良い状態にあるのです。皆さ

ん方は何かいいことを期待して、今、私

の話をお聞きになっており、そして新た

な意味がわかりつつあります。私は福音

の意味を分かち合っているところですか

ら、皆さんの遺伝子は喜んでいるでしょ

う。真理のもつ意味はベルの音の持つ

意味以上のものです。ベルの音が持つ

よい意味でさえ遺伝子を興奮させます

が、神のみ言葉はどれほどのことをする

でしょうか。安息日は皆さんにとってもっ

と意味深いものとなるでしょう。私たち

の遺伝子は愛と意味に対して反応する

のです。意味はとても大切です。

ご存知のように、私たちの生活

の中には「真実」と「事実」と呼

ばれることがあります。ところでこれは私

にとって、とても興味ある新しい啓示で

す。今日、人々は「真実」と「事実」を混同
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しています。私は、真実は事実だ、事実

は真実であると思っていました。しかし

事実と真実は全く同じではないことに

気がつきました。大きな違いがあるので

す。二つを比べてみましょう。

ある女性と男性が深く愛し合っ

て、結婚しました。この新郎、花

婿はとても幸福でした。そしてハネムー

ンの最初の朝、彼は言いました。「君、君

は僕の妻だ！ワオ！」何と意味ある言葉

でしょう。「君は僕の妻だ！」。その瞬間、

それはとても意味があります、そうです

ね。忘れられない瞬間です。彼らは愛し

合っているので、それはすばらしい瞬間

です。3０年後、残念なことに愛は消えま

した。ある日夫が言います、「君、君は僕

の妻だ」。すると彼女は言

います、「それが何なの」。

　突然、愛が消えたので意

味がなくなりました、美も

なくなりました。

愛は意味と美を創

り出します。愛が消えると、美

は跡形もなくなります。意味もなくなり

ます。これを基本に、細胞について説明

したいことがあります。安息日に私たち

の細胞に何が起こるでしょうか。これは

とても大切です。細胞は休息が必要だと

いうことがわかりました。ハーバード大

学は、乳ガンについてたいへん興味あ

る報告を出しました。この報告の中にあ

る情報は、どんなガンでも同じだと私は

確信しています。それは、午前中に働き

に出る看護婦と、夜中の11時や12時に

出かけて朝７時頃帰宅する夜勤の看護

婦に見られるガンの発生率を比較した

ものです。何がわかったと思いますか。

乳ガンの罹患率は夜勤で働く看護婦で

は約４倍も高かったのです。恐ろしいこ

とではありませんか。この発見にははっ

きりした答が出ていません。私は、これら

の発見は聖書の真理のためには非常に

良い含みのあるものだと思います。

私たちの体には、生物的サイク

ルがあります。科学者はこれ

を24時間サイクル、概日リズムと呼びま

す。そして素人はこれを生

体リズムと呼びます。生体リ

ズムは遺伝子の活動、細胞

の活動によって起こります。

細胞はいつもは日中活動し

ます。太陽が昇ると、細胞は

活発になってきて、日中、最

も活発になります。午後、遺伝子の活動

は徐々にゆるやかになってきて、日没後

や夜間は、細胞はたいてい休息をとる傾

向があります。私たちの細胞はこの24時

間サイクルの中で休むのです。というこ

とは、もし皆さんが自分の細胞、又は遺

伝子に夜間休みたいときに休ませなけ

れば、問題が起こるということです。そこ
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にガンとの関係がいくら

かあります。私はガンに

関して調べてみて、体内

の細胞は生体リズムに従

って休むことができない

と喜ばないことがわかり

ました。正常な細胞は生

体リズムに従って休みま

すが、ガン細胞は生体リ

ズムをなくしていて、いつ

でも働いています。ガン細胞には昼も夜

も休みがありません。言い替えれば、ガ

ン細胞は休む能力をなくしているので

す。これは非常に興味あることです。

メリーランドのベセスダにある

国立ガン研究所の科学者の一

人は、正常細胞に比べてガン細胞はど

れほど強いのかを知りたいと思いまし

た。当時、科学者は、ガン細胞は正常細

胞よりもはるかに強いと思っていまし

た。どうしてでしょうか。ガン患者の中で

はたいてい、ガン細胞が実際に広がって

行き、正常細胞は攻撃に手も足も出な

いからです。この科学者はガン細胞がど

れほど強力に正常な細胞に影響を与え

るのかをみたいと思いました。彼は実験

室でガン細胞と正常細胞を一緒に同じ

試験管に入れて数えました。2、3日後、正

常細胞は全部ガン細胞になっているも

のと思いました。するとどうでしょう。期

待とは逆に、ガン細胞が全部正常細胞

になっていました。面白いで

はありませんか。そういうわ

けで、ガンの治癒が時に起こ

るのです。

この研究中彼らは、休

むことので きる正

常細胞が、ガン細胞を休ませ

ることのできるようにさせる

非常に奇妙な化学物質を生

成することを見つけました。休むことは

正常細胞によって生成されるある種の

化学物質によるのです。科学者たちはこ

の化学物質がガン細胞を正常細胞に戻

らせることから、この化学物質を反ガン

因子と名付けました。この反ガン因子は

明らかに正常細胞から出てくるのです。

これは、正常細胞は反ガン因子を生成

する遺伝子を持っているはずだというこ

とです。その遺伝子はp-53です。この遺

伝子は反ガン因子という特殊な物質を

生成します。神は私たちが必要とするも

のをすべて備えておられます。科学者た

ちは、正常な細胞はこのp-53が活動して

おり、ガン細胞にはこの遺伝子がなくな

っていることを見つけました。そういう

わけで、ガン細胞はこの反ガン因子を生

成しないのでガン細胞になるのです。こ

のp-53遺伝子は反ガン因子を生成する

ことでどうするのでしょう。細胞を休ませ

るのです。正常細胞の中のこのp-53遺

伝子は休息因子を生成し、ガン細胞がこ



Part 1　安息日の生物分子学　11

の休息因子を吸収し、休み、それから正

常細胞になります。興味深いではないで

すか。休息は何をするのでしょうか。

皆さんは、ガン細胞とは何なの

かを理解しなければなりませ

ん。ガン細胞と正常細胞との違いは何

ですか。遺伝子の違いがあります。私た

ちは以前にはガンのことがよくわかって

いませんでしたが、今ではガンのことを

良く理解しています。正常細胞が休むこ

とができるわけは、それらにはp-53遺

伝子があるからです。ガン細胞は休むこ

とができない、その意味はガン細胞の

p-53遺伝子は消えてしまったか、壊れて

いるということです。それで、もしガン細

胞にp-53遺伝子があっても、たいていそ

れは壊れています。ですからうまく働い

ていません。今、科学者は、ガンは遺伝

子の変容によって起こることを知ってい

ます。遺伝子が傷ついたら、その遺伝子

は修復されなければなりません。さて、

この事を考えてみて下さい。正常遺伝子

も傷つきます。人々は

煙草を吸います。これ

には、細胞に入って遺

伝子を傷つける多量の

発ガン物質があります。

けれども、煙草を吸う

人が全部肺ガンにはな

りません。どうしてでし

ょうか。タバコの煙によ

って入ってくる発ガン物質は遺伝子を傷

つけますが、たいていその傷は修復され

るからです。

そうです、科学者は遺伝子は修

復されることを見つけました。

遺伝子はストレスのたくさんある状況下

ではあまりうまく修復されませんが、人

或いは動物が愛を受けると非常にうま

く修復されます。たいへん興味深いこと

です。この事はもっともっと面白くなって

きます。ニュースタートプログラムを実

行している間に、私たちは多くのガン患

者たちが愛を受けたことにより、また、遺

伝子は愛と意味に対しどのように反応

するかを理解することにより、正常に戻

ったのを経験しました。神の言葉の意味

を理解することによってです。聖霊が彼

らの目を開くと、神が自分を愛しておら

れることに気がつきます。それは大きな

衝撃です。私はこれを衝撃と呼びます。

なぜなら、人々は失望しているとき、その

失望は人工的な強い刺激で一時的に緩

和されることがあるか

らです。聖書は「非常に

刺激的」な書物です。た

いへん啓発させられま

す。そうではありません

か。それにすばらしい

本です。聖書は啓発す

るものだとわかると、こ

の聖書、神の言葉は皆
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さんの体、皆さんの遺伝子に対して非常

にすばらしいものになります。遺伝子は

脳もコントロールします。ですから、神の

言葉は心身にとってたいへんすばらし

いものです。

さて、この大切な遺伝子、p-53遺

伝子は大変有名な遺伝子であ

ることがわかりました。これは1987年に

発見され、1996年以来多くの注目を受

けています。今、p-53遺伝子についてた

くさんのことがわかっています。私はこ

れを反ガン因子とは呼びたくありませ

ん。休息因子と呼びたいのです。しかし

それから、このp-53遺伝子を安息日遺

伝子と呼ぶのはどうだろかと気がつきま

した。きっとこの遺伝子は安息日を守る

ことと関係があります。いっそうわくわく

してきます。それから私は、正常な細胞

が増殖するたびに先ず休まなければな

らないこと、それから分裂することに気

がつきました。正常な細胞があります、

核があり、染色体遺伝子があります。そし

てこれらは休まなければなりません。休

むと何が起こるかわかりますか。染色体

は非常にたくさんの遺伝子からできて

いますね。[図を示して]これは染色体を

形成するところです。しかし細胞が休ん

でいるとき、染色体はちょうど女性が髪

の毛を整えるときのようにほどけていま

す。ヘアスタイルはたいへん良く整えら

れていますが、女性が休日になると、先

ずすることは髪をほどいて新しく整え直

すために洗います。傷んだ所が直され

ます、それはまるで愛という見えない手

でなされているような修復です。遺伝子

の「オン」スイッチを活性化させるのは、

愛と呼ばれる、見えない手の様なもので

す。それが終わると、細胞は正常な形状

に戻り、それからその細胞は分裂し、二

つの別々の細胞になります。修復しても

らえるように、いつも休むのです。

ある日私は、ヨハネ５章の、38年

間病気でいた男のことを読ん

でいました。ついにイエスがおいでにな

って、安息日に彼をおいやしになりまし

た。イエスが安息日に彼をいやしたの

で、大問題になりました。パリサイ人や

ユダヤ人はイエスの所にやってきて、な

ぜあなたは働くのか。なぜ安息日にその

ようなことをするのかと言いました。ヨ

ハネ5：16，17。イエスが何と答えられた

かご存知ですか。私たちアドベンチスト

はこの答を知りたいとは思いません。「

わたしの父は今に至るまで働いておら

れる。わたしも働くのである」。さて、私た

ちの天の父は安息日に働いておられる

ことがわかりました。イエスがそう言わ

れたからです。安息日についての私たち

の規則や規律によれば、安息日に私た

ちの父が働くので、私たちは皆働きに出

なければならないことになってしまいま

す。私は、今までのような理解に従って
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安息日を説明するのは止めるべきだと

ほんとうに思います。日曜教会の人たち

が皆さんにこの聖句を示し、あなた方の

父は安息日に働いておられるのだから、

あなた方も働かなくてはなりませんね、

と言うからです。そうなれば私たちには

どうしようもありません。神学的にはどう

しようもありません。私たちは安息日に

新たな意味を見つけなければなりませ

ん。

私はストレスの研究にとても関

心があります。科学者は人が

７日目に休むことなく、６日間連続して

同じストレスを受けていると、死亡しや

すいことを見つけました。彼らは病気に

なります。第７日はストレスの回復のた

めにとても大切です。感情的なストレス

を受けると、それは皆さんの細胞に活性

酸素を生成させるからです。活性酸素と

は何かについては後ほど説明するつも

りです。皆さんが非常に強いストレスに

さらされる時にはいつでも、細胞が遺

伝子を傷つける特別な酸素、活性酸素

と呼ばれるものを生成します。６日連続

してストレスを受けても、７日目に休息

をとる限り、細胞はうまく回復します。こ

れはよく知られている事実です。動物実

験され、人間についても実験され、私た

ち人間も動物と同じように７日目の休

息が必要であることが明らかになりまし

た。けれども、なぜその日が土曜日でな

ければならないかを証明した人はだれ

もいません。だれも証明していません。

私はこれを説明できません。

ある日私はこれを説明しようと決

心しました。神に祈り、安息日

にはとても重要な意味があるに違いあ

りませんと言いました。私は安息日につ

いて調べ始めました。創世記２：３を読

んでいると、「神はその第七日を祝福（さ

れた）」とありました。これを読んでいた

その日に、神は安息日という言葉を私に

説明して下さいました。私はいつも、聖

書の中の「祝福」という言葉は神と人間

との間に関わることだけだと感じていま

した。神は私たち人間を祝福することが

できます。そしてこの個所で、神は７日目

を祝福されたと言っていました。私は独

り言を言いました、「日がどうして祝福を

受けられるのか。日は祝福を感謝します

と言えるだろうか」。それから私は、祝福

についての自分の概念が、それについ

ての聖書の概念と違っているのではな

いかということに気がつきました。

そこで私は祝福という言葉につ

いて調べてみました。少なくと

も創世記の中では、祝福という言葉がど

のように使われているのかを知りたいと

思いました。びっくりしました。私自身も

含めて、皆さんは、神から最初に祝福を

受けたのはだれですかと聞かれたら、ア
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ダムと言うでしょう。ご存じですか。それ

は違うのです。私は創世記1：21のところ

まできて驚きました。ご覧下さい。読み

ましょう。「神は海の大いなる獣と、水に

群がるすべての動く生き物とを、種類に

したがって創造し、また翼のあるすべて

の鳥を、種類にしたがって創造された。

神は見て、良しとされた。神はこれらを

祝福して言われた」。神は魚と鳥を祝福

なさったのです。私は、祝福は人間のた

めにあるのだと思っていました。神はす

べてのものを祝福されます。魚や鳥を祝

福し、日を祝福なさいます。これらの祝

福は何をするのでしょうか。それから私

はこのことがわかりました。２２節で神

は魚と鳥を祝福して言われました、「生

めよ、ふえよ、海の水に満ちよ、また鳥は

地にふえよ」。私は、「ワオ！祝福は生ん

だり増やしたりするために与えられるの

か」と言いました。そう、遺伝子と関係が

あるのです。魚は祝福を受けていてもい

なくても気にしませんが、増殖のために

それらを祝福なさるのは神です。

この時点で私は、エレン・ホワイ

トが神の命令は約束であると

言った時、何を意味していたのかが完全

にわかりました。これなのです。神は祝

福なさいます。そして神は生めよ増えよ

と命じられます。そして神はご自分の愛

の力、愛のエネルギーをお与えになるの

です。増やすのは神です。そうです。神の

命令は約束です。神は魚や鳥に彼らの

遺伝子を増やすと約束しておられます。

ですから彼らは生んで増えることでしょ

う。そうです。そこには信仰による義の

基本的な原則があります。私たちは、神

の命令を約束として理解しないと、律法

主義者になります。私たちは恐ろしくな

って、「神が私たちに命じておられる！」と

言うのです。いいえ、神は私たちに約束

しておられるのです。そして神は、ご自分

がお命じになったことを私たちがするこ

とのできる力を与えて下さいます。やっ

と創世記１章28節にきました。ここで神

は人間、アダムとエバを祝福なさいまし

た。「神は彼らを祝福して言われた、『生

めよ、ふえよ、地に満ちよ』」。それから三

度目の祝福、つまり神が第七日を祝福さ

れたところにきます。それは第７日が神

の力で満ちている、遺伝子を刺激する神

の力でいっぱいだという意味です。これ

はたいへん興味深い日です。第７日は

神のエネルギーで満ちています。

これはちょうど私の娘が自動車

事故にあったときのようです。

彼女はMRIを受けました。MRIの部屋は

強い磁石があり、磁場、磁力で満ちてい

ます。娘は言いました「父さん、入ってき

て、お願い！」私はMRIのスキャンがもう

始まっていることに気がつかなかったの

で、ドアを開けて足を入れました。すると

技術者が私を見て叫び、出なさいと言い
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ましたが、遅すぎました。

その部屋から出たときに

は、私のクレジットカード

は全部使えなくなってい

ました。私は何も感じま

せんでしたが、クレジット

カードの上にあった私に

関するメッセージは変化

しました。安息日はMRIの

部屋とそっくりです。皆さんは何も感じる

ことはできませんが、遺伝子の中のコー

ドを変えるのです。すごいではありませ

んか。皆さんはこの事を知るべきです。

なぜならもし安息日に意味もなくただ

休んでいれば、この力は働くことができ

ないからです。ベルの音に意味がなけ

れば、唾液の遺伝子には何もしないとい

うパブロフ博士の実験のベルの音とそ

っくりです。皆さんがこの事を知ると、非

常に意味深いものになります。安息日が

来ると、皆さんは、「主よ、感謝します」と

言います。すると皆さんの遺伝子全体、

皆さんの全身が、「今日は安息日だ、だ

から私は安息日に休まなければ」と言う

ことでしょう。

私は言葉調べを続け、とても興奮

しました。この祝福は遺伝子の

増殖と関係があるのです。創世記9:1。「

神はノアとその子らとを祝福して彼らに

言われた、『生めよ、ふえよ、地に満ちよ』

」。創世記17章。びっくりさせましょう、い

いですか。これは驚きで

す。20節。神はアブラハム

に向かって語っておいで

になります。私たちが知

らなかったことです。私た

ちは、神はイサクだけを

祝福なさり、イシマエル

は祝福されなかったと考

えてはいませんでしたか。

「またイシマエルについてはあなたの

願いを聞いた。わたしは彼を祝福して多

くの子孫を得させ、大いにそれを増すで

あろう」。神はイシマエルも祝福なさい

ました。私たちは聖書を自分自身の観念

に従って読むので、書かれていてもわか

らないのです。目が見えないのです。私

たちは完全に自分自身の観念に支配さ

れています。私は、神がイシマエルを祝

福なさったことを知りませんでした。で

すから、祝福という言葉が創世記に書か

れているときは常に、増えること生むこ

とに関係しているのです。私は創世記全

体を調べ終わりました。もっとたくさん

あるのですが、全部みていく時間はあり

ません。

申命記7:13は、神が「あなたを愛

し、あなたを祝福し、あなたの

数を増し、あなたに与えると先祖たちに

誓われた地で、あなたの子女を祝福し、

あなたの地の産物、穀物、酒、油、また牛

の子、羊の子を増されるであろう。あな
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たは万民にまさって祝福されるであろ

う。あなたのうち、男も女も子のないも

のはなく、またあなたの家畜にも子のな

いものはないであろう」とモーセが民に

語っているところです。その祝福は明ら

かに増えることと関係があります。です

から私たちは安息日には休むべきなの

です。神が私たちの細胞を増やすからで

す。いやしのために私たちには何が必要

か知っていますか。新しい細胞をつくる

ために細胞の増殖が必要です。それが

いやしです。ですから安息日はいやしの

日です。これが、皆さんが休むべき理由

です。遺伝子にとって増えることは、傷つ

いた遺伝子を修復することです。科学者

が何を見つけたか知っていますか。細胞

の遺伝子は私たちが休まないと決して

修復されません。ですから細胞は修復さ

れるために休むのです。それは問題の

起きた自動車のようなものです。あたり

を走り回っていながら修理屋になおして

くれと頼めば、修理工は先ず車を止めて

下さいと言うでしょう。それが第４条で

す。

そう言うわけですから、第４条で

は、家畜、馬、動物も含まれて

いるのです。それらの遺伝子もストレス

で傷ついていますから、神はいやそうと

なさって、動物たちも安息日に休むよう

に命じておられるのです。神はこう言っ

ておられます、「動物たちの遺伝子にも

触れさせて欲しい。そうすればいやすこ

とができる」。ですから、人々が私のとこ

ろにやってきて、安息日はユダヤ人のも

のだと言えば、私は今ではこう言います、

「ユダヤ人という馬を見たことがありま

すか」。これは宗教的なだけの命令では

ありません。この戒めは命の原則です。

生物学上の原則です。そういうわけでイ

エスは、「わたしは道である」と言われる

のです。これは命への道です。これはす

べての男性、女性、しもべ、家畜にとって

さえも、命への道です。安息日の休み。「

わたしは道であり、真理であり、命であ

る」。この道は命の道です。これはすばら

しいことではありませんか。私は今、そ

れに非常に感動しています。私の遺伝子

は活性化されているところです。皆さん

もそうであって欲しいものです。今この

時、皆さんのセロトニン遺伝子やエンド

ルフィンは、心にある「アーメン」を声に

出して表現すると、もっと活発になるで

しょう。声に出して「アーメン」と言うこと

は、意味をもっと大きくしていることにな

ります。意味をより大きくすれば、遺伝子

はもっと反応します。安息日のために「ア

ーメン」と言いましょう。よろしいですか。

アーメン！すばらしいことです。エレン・

ホワイトはこの事をあらかじめ言ってい

ます。彼女は安息日からはさらに真理が

出てくると言いました。私は今それが始

まったと思います。
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私たちは安息日に休まねばなり

ません。休むべきです、そして

働くべきです。天の父とイエスは安息日

に働いておられます。質問します。なぜ

神は創世記において安息日に休まれた

のでしょうか。なぜでしょうか。その時に

は修復する仕事は何もありませんでし

た。まだこの世に罪は入っていませんで

した。当時は遺伝子の損傷はありません

でした。神はストレスを望まなかったの

で休まれたのです。神は六日の間熱心

に働かれました。ですから、なすべき仕

事がなかったのでお休みになりました。

罪が入ってきてからは、どの安息日も忙

しくなりました。そして私たちは休まね

ばなりません。ところで、私はこうすべき

だと思います。安息日ごとに神にこう言

う必要があります、「私のところで一生懸

命働いて下さい。私の遺伝子に触れて

下さい、私のすべてはあなたのためにあ

ります」。これは信仰による義をもっとも

すばらしく描き出しています。「私のため

にして下さい、私は自分のためにするこ

とができません」。

安息日について最後に言いたい

ことは、神はその日を祝福なさ

ったということです。これがどういう意味

かわかりますか。神はだれも分け隔てし

たいとは思っておられないという意味で

す。その日から逃れることのできる人は

誰もいません。その日は何があっても皆

さんのところにやってきます。あなたが

悪い者であっても、良い者であっても、

あなたのところにやってきます。その祝

福はあなたがどんな人であってもあな

たのところにやってきます。皆さんがど

んな人であっても、安息日を受け取って

下さい、そうすればあなたは守られるで

しょう。これは信仰による義を描いては

いないでしょうか。神は分け隔てをなさ

いません。私は、神がセブンスデー・アド

ベンチストやユダヤ人だけを祝福なさ

らなかったことをとてもうれしく思いま

す。神は第七日を祝福なさいました。で

すから神の祝福、神のいやしの力は、そ

の日、だれのためにもあるのです。です

からそれは、「あなたがたとわたし」の間

のしるしなのです。あなたがどんな人で

あっても、あなたが安息日を知るとき、

それはあなたと神との間のしるしになる

のです。美しい！これは新たな意味で、安

息日についての生物学上の意味です。

私が、仏教徒、カトリック、バプテ

スト、長老派など色々違った種

類の患者を持つとき、彼らに、どうして

第４条の戒めだけが「覚えていなさい」

で始まるのか知っているかと尋ねます。

私たちは皆何か良いことを覚えていた

いものです。安息日はとてもいいもので

す。ですから神は、「わたしはあなたを強

制したいとは思わない。ただ覚えていな

さい。わたしはあなたが安息日を覚えて
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いられるようにもしよう」と言われるの

です。安息日を覚えなさい。もしあなた

が仏教徒であれば、行きたい日に仏教

寺院へ行き、カトリックであれば行きた

いときに教会に行ってください。バプテ

ストであれば、行きたいときに教会へ行

って下さい。けれども安息日のことを覚

えていてくれませんか。あなたは安息日

に、「修理のために車を止め」なければ

なりません。私の患者は皆、「ほんとうに

ありがとうございます」と言って、私を賞

賛します。私は、「私を賞賛しないで下さ

い。安息日のために神を賞賛して下さ

い」と言います。美しいことではありませ

んか。安息日は馬も含めて、地上に生き

ているすべての被造物のためのすばら

しいメッセージです。なぜ神は植物を祝

福なさらなかったのでしょうか。なぜな

ら、植物は毎日休んでいるからです。し

かし動物や私たちの社会は競争があり、

罪の世界にいるので一生懸命に働かな

くてはなりません。私たちには休みの日

がぜひとも必要です。安息日は祝福され

たいやしの日です。アーメン。
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Part 2　
－ガンは治せるか －

ガンは治るものでしょうか。皆さ

んはすでに答がおわかりだと

思います。私たちは皆、正常で、健康な

細胞をもっています。ガンというのは正

常で健康な細胞の

ひとつがガン細胞

になったという意味

です。ひとつの細胞

が成長して、腫瘍の

固まりに なるので

す。どうして正常な

細胞がガン細胞に

なるのでしょうか。

悪い遺伝子です。正常な細胞は完全で

正常な遺伝子を持っています。だから正

常です。この正常な遺伝子に何かが起き

て正常な細胞を変化させるのです。

ご存じのように、遺伝子は細胞

の性質を決定します。もし遺伝

子が変化すると、細胞の性質が変化しま

す。正常な遺伝子は正常な性質を維持

しますが、遺伝子が異常になると細胞

は異常になります。それをガン細胞と呼

びます。遺伝子はどのようにして変化す

るのでしょうか。ちょうどティーンエイジ

ャーと同じような具合に変化します。細

胞が変化するには先ず仲間内の圧力が

必要です。仲間内の圧力がなければ、細

胞はめったに変化しません。いったん仲

間内の圧力が現れると、変化が起こりま

す。ティーンエイジャーはドラッグをやっ

てみるよう圧力をかけられませんか。一

度ドラッグをやってみると、若者は変化

します。仲間内の圧力とドラッグの関係

と細胞とはどんなふうに似ているでしょ

うか。たいていの人

たちは発ガン物質

が遺伝子を変化さ

せるのだと信じてい

ます。発ガン物質は

遺伝子に対して作

用し、遺伝子は異常

な方向に変化し始

めます。殺虫剤、防

腐剤、その他多くの種類の発ガン物質が

あります。しかし発ガン物質だけが仲間

内の圧力、あるいは環境的な圧力となる

のではありません。正常な細胞の中の遺

伝子を変化させるのは実際にはたいへ

ん難しいのです。

韓国、中国、また日本では肝臓ガ

ンと胃ガンが非常に多いです。

日本は胃ガンが原因での死亡率が世界

で最高、また肝臓ガンでは第二位です。

韓国は肝臓ガンによる死亡率が世界一、

また胃ガンでは第二位です。どうしてこ

れらの国々では肝臓ガンや胃ガンの問
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題がそんなに多いのでしょうか。アフラ

トキシンと呼ばれる発ガン物質がありま

す。「ア」は、アスパーギルスと呼ばれる

カビの名前からきており、「フラ」はフラ

バスからきています。アスパーギルスフ

ラバスがこの毒素を出します。韓国や中

国では、醤油のような、これらの毒素を

含む製品を食べるので、多くのカビの菌

があります。醤油は健康的なものではあ

りません、味噌もそうです。先ず大豆をよ

く煮て、青や緑のかびを全面に生えさせ

ます（日本の醤油や味噌は別物です）。

それからカビが十分成長したら、塩水に

入れて沸騰させます。大豆のソースとい

うよりも、カビソースです。ですから韓国

人、中国人のアフラトキシンの摂取量は

非常に多いのです。

このアフラトキシンは、ガン、特に

肝臓ガンと胃ガンを引き起こし

ます。一人の例外もなく、韓国人は醤油

を食べます。ではどうして全部の人がガ

ンにならないのでしょうか。私はその答

をすでに皆さんにお話ししました。アフ

ラトキシンは遺伝子を直接攻撃し、傷め

ます。この遺伝子の傷は、もし遺伝子が

良い状況にあれば、非常に速やかに修

復されます。科学者は発ガン物質によっ

て傷ついた遺伝子は、その遺伝子が良

い状況にあればすぐに修復できること

を知っています。細胞の外部からの圧力

が非常に重要です。

核のある細胞、そして遺伝子の入って

いる染色体を描いてみましょう。そこに

アフラトキシンが入ってきて、遺伝子を

傷つけます。遺伝子に傷を付けるのはア

フラトキシンだけではありません。ここ

では一例をあげているだけです。地上に

いる人間はだれでも活性酸素という物

質を発生させることがあります。酸素は

非常に大切な化学物質です。もし５分間

酸素を吸わないと、私たちの脳細胞は

死に始めます。私たちが細胞に吸収する

物質の中で、多分酸素は最も大切なも

のです。

酸素の特性のひとつは、誰かを

抱きしめたいということです。

言い替えれば、酸素は周りにあるものを

何でも酸化してしまいます。酸化という

のは酸素が結合する、あるいはさびさせ

るという意味です。窒素は何かを「窒素

化」することはなく、水素のように一人で

いることができます。けれども酸素は一

人ではいたくないのです。私はこれを「
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酸 素 の パー

ソ ナ リ ティ

ー」と呼んで

います。この

「O（酸 素）」

は た い へん

な寂しがりやで、誰かと離れた「O」では

いたくないのです。別の「O」と結びつく

ことさえあります。ですから「O」はひとつ

だけで存在することはありません。「O₂」

の方が「O」よりもずっと安定しています。

オゾンは「O₃」です。酸素はまるで女性の

ように振る舞います。三人の女性が一緒

にいては、あまりうまくいきませんね。彼

女たちは一人をはみ出させてしまうの

で、「O₂」と「O」がいることになります。そ

ういうわけでオゾンはバクテリアを殺す

のです。ひとつの「O」がはみ出し、とても

寂しいので何かにくっつきたくなり、バ

クテリアさえも捕まえて、バクテリアの遺

伝子を酸化させます。これが「O」の働き

方です。この「O」は活性酸素と呼ばれま

す。この酸素はたいへん過激です。とい

うのは何でも結びついて、抱きしめてし

まうからです。「抱きしめる」のはよいこ

とですが、残念なことには、この「抱きし

め」は他のものを変化させたり殺したり

します。

もし、みなさんの細胞の中にあま

りたくさん活性酸素があると、

大きな問題です。というのは、この酸素

は細胞のどこへでも行こうとするからで

す。時には細胞膜と結びついて変質させ

ます。けれども活性酸素が遺伝子と結び

つくと、異常な遺伝子になります。これが

ガンの発達のステージを設定すること

です。正常な遺伝子の一部が酸化され

ると、その遺伝子は異常な遺伝子になり

ます。これがガンの発達の最大の問題の

ひとつなのです。ほとんどの肺ガンは喫

煙と関係していますが、１日タバコを３

箱吸っていて肺ガンにならない人がお

り、１本も吸ったことがないのに、どうい

うわけか肺ガンになる人がいるのを、誰

でも知っています。それは活性酸素の差

異によるのです。もしあなたが１日に３

箱吸っていても、たとえ400種類のタバ

コを吸っていたとしても、あなたの細胞

が活性酸素を発生させていなければ大

丈夫なのです。あなたの細胞が活性酸

素と縁がなければ、喫煙だけで肺ガン

になることはまれです。私が言おうとし

ていることは、肺ガンの原因になるのは

喫煙だけではなく、活性酸素の関与が

必要だということです。あなたが１本も

タバコを吸ったことがなくても、細胞内

で多くの活性酸素を発生させれば、ガン

になるでしょう。もし喫煙し多くの活性酸

素を発生させていれば、喫煙をしていな

い場合よりもずっと肺ガンになりやすく

なります。発ガン物質だけが問題を引き

起こすのだとは考えないで下さい。その

陰には活性酸素があるのです。
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どんな状況が細胞内に多すぎる

活性酸素を発生させることに

なるのでしょうか。最も健康な生活スタ

イルとは、活性酸素の発生が最も少な

い生活スタイルです。最も健康な食事と

は、細胞内で発生した活性酸素を中和

する食事です。それが最高の食事です。

これは私の私的な理論ではありません。

医療科学者たちは、健康に対する最大

の敵は活性酸素であると結論づけてい

ます。活性酸素はガンの原因、動脈硬化

症の原因、またその他多くの問題の原

因に関係ある、健康に対する最大の敵

です。活性酸素は老化の最大の原因で

す。34歳の女性が活性酸素のせいで50

歳の女性の顔の色つやであることもあ

ります。それは皮膚を非常に年とったよ

うに見せます。活性酸素は私たちの最大

の敵です。

食事の中にあるどんな化学物質

が、細胞で発生した活性酸素

を中和することができるのでしょうか。

坑酸化物の豊富な食事が活性酸素をう

まく中和することができます。

活性酸素は細胞の外部から来る

こともあるし、内部で発生する

こともあります。もし皆さんの細胞の中

に十分な量の坑酸化物があれば、活性

酸素が来たときに、その坑酸化物がそ

れらを「包み」込んで投げ出してしまい

ますから、遺伝子は影響を受けません。

遺伝子が守られるのは、そういうわけで

す。遺伝子がしっかり守られ休息をとっ

ている限り、愛のエネルギーで修復され

何の問題もありません。愛のエネルギー

は遺伝子を修復し活性化させます。

ガンというのは遺伝子が損傷を

受けたという意味です。正常な

細胞がすぐにガン細胞になるのでしょう

か。いいえ、正常な細胞がガン細胞にな

るには長い時間がかかります。特定の幾

つかの段階を経ます。ガン細胞が悪性

になる前は、良性の腫瘍細胞です。皆さ

んが病院に行って、医者がしこりを見つ

け生検を指示したとしましょう。後で、そ

の医者が良性腫瘍だから心配しなくて

いいですよと言います。良性腫瘍とはど

ういう意味なのでしょうか。害はないと

いうことですか。どういう意味で害はな

いというのでしょうか。それは転移しな

いということです。細胞が良性のステー
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ジに達してから、悪性のステージに行き

着きます。三つの違った良性のステージ

があります、初期、中期、後期です。正常

な細胞が悪性になるには、これらの良性

ステージを経なければなりません。次の

ステージは、転移性の悪性腫瘍です。私

が医学校にいたとき、間違ったように習

いました。たいていの人々は、どんな細

胞でも悪性になると転移すると信じてい

ます。科学者たちは、ある細胞が悪性で

あっても、その場にとどまっているのを

見つけました。肝臓ガンは別の遺伝子

の変化が起こって、転移性になるまでは

肝臓にとどまっています。

もし、例えばアフラトキシンや、活

性酸素のせいで遺伝子にわず

かな変化があり、一、二の遺伝子だけが

影響を受けて、その遺伝子損傷が最小

であれば、そのガンは初期のステージで

す。もし二、三の遺伝子が損傷を受ける

と、これは中期です。もし三、四の遺伝子

が損傷を受けると、後期です。最後に、危

険なステージはp-53遺伝子と呼ばれる

特定の遺伝子が損傷を受けたときです。

するとこの細胞は悪性になります。この

細胞は非転移遺伝子が正常な状況にあ

る限り転移はしません。この遺伝子は細

胞が散らばるのを抑制しているので、科

学者はこの遺伝子を非転移遺伝子ある

いはnm遺伝子と呼んでいます。nm遺伝

子がうまく働いているときは、ガン細胞

は散らばりません。nm遺伝子がなくなっ

てしまうと、ガン細胞はあらゆる所に散

らばっていきます。

体内のたった1個の悪性ガン細

胞の存在を発見することので

きる医者は、この地上には誰もいませ

ん。理論的には可能ですが、現実には

私たちの技術はまだそこまで達してい

ません。この1個の悪性ガン細胞が体内

にあるということは、医者からガンであ

ると診断されるという意味ではありませ

ん。この1個の悪性ガン細胞は増殖を始

め腫瘍の固まりを形成します。この腫瘍

の固まりが十分に大きくなると、スキャ

ンまたはＸ線で示されます。乳ガンは見

えるようになるまでに8－10年かかりま

す。もし皆さんの乳ガンが３年しか経っ

ていないものであれば、その存在を発

見できる人は誰もいません。もし60歳で

肺ガンだと診断されたなら、その過程全

体は40歳頃に始まったことを意味しま

す。その20年の間、たとえ喫煙していた

としても、あなたは全く健康です。医者

の所へ行きＸ線写真をとると、医者はガ

ンに関しては陰性だと言います。皆さん

は気づいていないのに、ずっと肺ガン

が進行しているということです。これが

現代医学の問題です。Ｘ線写真で見え

ないからガンではないとは言えないの

です。Ｘ線で見えるようになるまでに10

－20年を要します。腸ガンは5－10年か
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かります。

医者が大丈夫だと言っても何も

かも大丈夫だとは考えないで

下さい。アメリカ人は自分たちの体を医

者に任せるように訓練され過ぎていて、

物事がうまくいかないと医者を訴えま

す。私は医者を訴える権利はないと思い

ます。というのは、皆さん自身の健康責

任をとらないのは皆さんの間違いだか

らです。医者もまた、はじめから進んで

責任をとろうとしています。私たちは間

違ったシステムで始めているのです。患

者は言います、これは全部医者のせい

だ、あなたは医者だと。そして医者は言

います、「そうです私は医者です」と。で

すから、医者は訴えられるわけですね。

医者を訴えることでは何も保証されませ

ん。そうすることで健康を取り戻せます

か。皆さんの健康を保証する最良の方

法は皆さん自身の遺伝子に対する責任

をとることです。

私たちは健康分野から神を締め

出してしまったので、ひどい人

工的システムを持っています。私たちは

医者を神の座に置いています。ですか

ら医者「神様」を訴えるのです。神が私た

ちの偉大な医者であれば、間違ったの

は私たちなので医者を訴える必要はあ

りません。これはたいへん面白いことで

す。私たちは間違うと、医者を非難しま

す。しかし医者も患者も両方とも間違う

のです。私は一度訴えられたことがあり、

ひどいものでした。患者は私を訴えよう

とは思わなかったのですが、家族が訴

えたのです。その患者は心臓発作を起こ

してしまい、私の指示を聞かなかったの

で全くのところ彼女の失敗でした。彼女

はよくない食べ物を食べ続けたのです。

油っこい食べ物その他です。彼女はライ

フスタイルプログラムのことを知ってお

り、そのプログラムに従っていれば大き

な健康上の問題はないことを知ってい

ました。彼女は自分がそのプログラムに

従っていなかったことがわかっていまし

た。その患者は私を訴えようなどとはし

ませんでした。彼女は発作を起こして話

せなかったので、私を訴えたくはないと

書きましたが、家族が訴えたのです。私

は供述書を書かなければなりませんで

した。首が何と痛かったことでしょう。彼

女の弁護士は、私が無能だった、そして

はなはだしい判断の間違いを犯したこ

とを証明しようと努めましたが、それを

立証することができませんでした。彼は

一生懸命でした。後から、彼は、私が以

前年間７０万ドル稼いでいたこと、ま

た、メルセデスを運転していたことを知

りました。今では、私はホンダを運転し、

こういうセミナーを無料で開いていま

す。その弁護士は勝てないとわかり、結

局あきらめました。彼は、「勝負にならな

い」と言いました。私は供述書を２０頁
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書き、弁護士と一緒に座って、多くの意

地悪なひどい質問に答えなければなり

ませんでした。

今日ガンではないということは、

何の意味もありません。皆さん

のすべき最善のことは、この講義を聴い

て今日から健康的なライフスタイルを

始めることです。そうすれば、今、ガンの

どんなステージにあったとしても、希望

を持てるでしょう。時には良性腫瘍が増

殖します。ひとつの小さな肝臓の細胞が

良性の肝細胞になり次第にガン細胞に

なります。

私は仲間内の圧力について話し

てきました。遺伝子の最大の

敵は発ガン物質と活性酸素です。活性酸

素は細胞内に直接入り込むことがありま

す。もし喫煙をすると、活性酸素は燃え

ているタバコの中で発生し、肺の細胞に

吸収されます。油っこい揚げ物は、高温

に熱せられた油の中で調理されます。空

気中の酸素は油脂と結合します。揚げた

り、高温で調理された脂肪分の多い高

脂肪食をしていると、多くの酸素が食物

と一緒に入ってきます。そういうわけで、

揚げ物を食べるのはほんとうによくあり

ません。今日のティーンエイジャーはい

つも活性酸素パーティをしています。彼

らはフレンチフライ、コーンチップス、ポ

テトチップス、またピザを食べます。ピ

ザはどこがいけないのでしょうか。チー

ズは脂肪を非常に多く含んでいます。チ

ーズを刻むと空中の酸素との接触を促

します。特にチーズの固まりは、冷蔵庫

に入れてある間は酸素とそれほど結合

しませんが、刻んでピザの上に広げ、熱

いオーブンの中に入れると、それが活性

酸素パーティとなるのです。ハンバーグ

も、ひどいものです。これが韓国で流行

っています。近頃、韓国人は経済的によ

くなってきたので、ファーストフードショ

ップへ行くようになり、そこで楽しんでい

ます。ここアメリカにいる私たちが持っ

ているものは何もかも、今韓国にありま

す。コーラやフレンチフライのようなも

のは全部、細胞の外部から来る活性酸

素でいっぱいです。活性酸素は細胞内

でも発生します。

また、怒り、特に誰かを憎むとい

ったような感情的なストレス

は体内での活性酸素の発生を引き起こ

します。

活性酸素を発生させるその他の

条件は、過食（非常に健康的な
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食事であっても）と運動のしすぎがあり

ます。これらは直接遺伝子を害すること

はありませんが、細胞内で活性酸素を発

生させるという間接的な害を及ぼしま

す。感情的なストレス、怒り、憎しみ、恨

み、恐れ、食べ過ぎ、休まず働き過ぎなど

は、すべて間接的に活性酸素を作り出し

ます。これを私は仲間内の圧力と呼びま

す。これらの仲間内の圧力と、タバコの

煙やアフラトキシン（醤油からの）などの

発ガン物質は、遺伝子をひどく傷つけま

す。

体内の細胞が全部正常な細胞で

あれば、決して固まりをつくる

ことはありません。良性の腫瘍が固まり、

あるいはしこりを形作ります。良性腫瘍

の初期は遺伝子の変化があります。遺伝

子が変化すると、細胞は正常な性質を失

っていきます。細胞の正常な性質は非常

に興味深いものです。体内の細胞はどれ

も互いに傷つけあう事はありません。ど

の細胞も自分だけのために働くことは

なく、いつも他のために働きます。面白

いではありませんか。甲状腺は自分のた

めにではなく、脳のため、筋肉のため、

心臓のために甲状腺ホルモンを分泌し

ます。全身の益になるようにとホルモン

を生じるのです。腎臓は決して自分のた

めに働きません。腎臓、肝臓、その他は

全身の益のために働きます。すべての器

官が利己的ではなく、無我です。けれど

も細胞が良性腫瘍の初期のステージに

入ると、利己的になります。

正常な細胞のグループを二つ実

験室で培養し成長させると、互

いにくっつき合うようになり、層を形成

します。医者が顕微鏡で組織標本を調

べると、それらは美しい細胞の層になっ

ていて、しこりまたは細胞の固まりでは

ありません。細胞は共に働きあるものは

上層部を形成し、あるものは底層部を形

成します。良性腫瘍細胞の初期ステージ

では、層ではなくしこりがあります。細胞

は共に調和を持って働こうとせずに、上

層部あるいは底層部になろうとして争い

ます。ですから、しこりが形成されるので

す。それは混沌としています。時が経過

するにつれ、それらはいっそう利己的に

なっていきます。利己的になるのはよい

ことでしょうか。いいえ、利己的になると

いうのは破滅です。利己的であるとだん

だんに皆さんを殺していきます。ガンが

人を殺すと、すべての細胞が一緒に死に

ます。

自分を利するにはどっちのやり

方が最善でしょうか。無我であ

ることが自分を利するのには最善なの

です。この点がおわかりでしょうか。正常

な細胞は実のところ最も自分を利する

細胞なのです。私は神を知る前は非常

に利己的でした。利己的であるのは間違
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ったことだとわかりましたが、今はクリス

チャンで、ほんとうに自分を利するには

どうしたらよいかを知っています。皆さ

んにもほんとうの意味で自分を利するよ

うになってもらいたいと思います。

なぜ神は今日でもなお、この惨

めな世界で人類を創造し続け

ておられるのかご存知ですか。コソボだ

けではなく、この世界はいつでも悲惨で

す。どうして神はコソボやアフリカで新し

く赤ん坊を創造し続けておられるのでし

ょうか。皆さんは答をお持ちですか。な

ぜ神はあなたを創造されたのでしょう

か。離婚を経験し、苦痛を知っており、多

くの方々は惨めな人生を送っておられ

ます。ほんとうに幸福ではありません。こ

の不幸をあなたがたが経験することを

神は望まれたのでしょうか。それが、神

が皆さんを創造された理由でしょうか。

聖書から、なぜ神は皆さんを創造され

たのか答えて下さいませんか。[聴衆：神

の栄光のために！]神の栄光のためとは

どういう意味ですか。[聴衆：神の真のご

品性を示すこと]。では神は、あなたがど

んな経験をしようとかまわない、ただあ

なたが神の真のご品性を表すことだけ

を望んでおられるのですか。[聴衆：神の

喜びのために！]私はその答が気に入っ

ています。どなたか彼女の答に賛成なさ

いますか。それこそ聖書が言っているこ

とです。神は人類をご自分のために創造

されたのです。イザヤ43章でそう言って

います。

またコロサイ人への手紙1:16に

はこう書いてあります。「物は、

天にあるものも地にあるものも、見える

ものも見えないものも、位も主権も、支

配も権威も、みな御子にあって造られた

からである。これらいっさいのものは、

御子によって造られ、御子のために造ら

れたのである」。このことをご存知でした

か。万物は御子によって御子のために造

られた、ですから神は御子イエスを犠牲

にしなければならなかったのです。それ

が彼のためだったのです。私たちは御子

のために造られました。ですから神の喜

びのために私たちを失いたくないので

す。もし神が私たちを失えば、ご自分を

失うのです。何が御子の喜びでしょうか。

何が神の喜びなのでしょうか。神は愛で

す。もし神が愛なら、神の喜びは愛する

ことであるはずです。特に神の喜びは愛

なので、愛する誰かが必要です。ですか

ら、神は与える喜びを得るために誰かを

創造する必要があるのです。もし私たち

を失えば、ご自分の喜びを失ってしまい

ます。ですから神は私たちを取り戻すた

めに命を懸け、ご自分の一人子を犠牲

になさいました。あなたがどれほど良い

者であるかによってではなく、ご自分の

喜びを失うことのないように命を懸けて

おられるのです。そう言うわけで神は創
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造すればするだけ、もっと愛を与えるこ

とができるので、神にとって楽しみが増

すのです。私たちが問題に巻き込まれれ

ばそれだけ、罪が増し加わります。そうす

れば恵みがなお増し加わるので（ローマ

5:20）、神にとってはよいのです。

ですから、この世が悲惨であって

も、神は私たちを創造し続け、

より豊かな恵みを与えることができるの

です。これが多くの疑問を解決します。

これを心に銘記していますか。これが信

仰による義の土台です。神はご自分のた

めに私たちをお救いになります。皆さん

が誰であっても、どんな人であっても、ど

んな人になっていようとも、神は私たち

をご自分の喜びのために創造されまし

た。これが私たちの信仰の基礎です。そ

うでなければ、私たちの信仰の基礎は

私たちの姿勢、私たち自身の資質になり

ます。神は愛です。ですから神は私たち

を創造されました。神はご自分が創造な

さったものを失いたくはないのです。神

はこの地上のすべての人を、ひとりひと

りをご自身の喜びのために創造なさい

ました。これはいい土台ではないでしょ

うか。他に何があるでしょう。他に私たち

を創造された理由があるでしょうか。そ

れだけが理由なのです。神は愛です。も

し神が愛であって、「私は何も創造したく

はない」と言ったとしたら、理屈が通るで

しょうか。いいえ、そうではありません。

神は、愛であるなら創造しなければなり

ません。愛は与えるものであるはずだか

らです。もし愛が与えないなら、それは

愛と呼ばれるに価しません。ですから私

は、「もし愛は表現されなければ、皆さん

がどれほど心に愛を持っていても、それ

は愛と呼ばれるには価しません」と言い

ます。もし夫が、「私の心にはおまえへの

愛でいっぱいだ」と言っておきながら、

それを表現しなければ、愛と呼ぶに価す

るでしょうか。ほとんどのご婦人は私に

同意なさることがわかっていますが、男

性たちは同意するにはかなりたいへん

です。私もそうでした。妻はいつも彼女

への愛を私が表現することに餓え渇い

ていました。

仲間内の圧力は活性酸素を発生

させます。韓国人は皆、醤油か

らアフラトキシンをとっていますが、活

性酸素を発生させる人たちだけがガン

になります。もし活性酸素の問題を解決
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することができれば、多くの種類のガン

になるのを恐れる必要はありません。私

は皆さんが何でも食べることができると

言っているのではありませんが、一般的

に言って、もし活性酸素の問題を解決で

きれば、ガンにはならないということな

のです。また、もし皆さんが活性酸素の

問題を解決するなら、かなり早くガンを

治すことができます。後ほどこの話題に

戻りましょう。

正常な細胞はいつも無我で、他

のために働いています。人の

生活スタイルの中でどんなものが正常

な細胞にとってのストレスとなり得るで

しょうか。正常な細胞は無我でありたい

と思い、ガン細胞は利己的でありたいと

思います。どんな種類の思考様式が正

常な細胞をガン細胞にさせるのでしょう

か。利己主義－もし皆さんがほんとうに

極端に利己的であれば、細胞に利己的

になるように強いているのです。他にも

あります。正常な細胞はバランスのとれ

た栄養が好きです。正常な細胞を実験

室で培養するとき、科学者たちはよくバ

ランスのとれた栄養を与えるようにたい

へん気を使います。良性腫瘍細胞の初

期のステージでは、腫瘍細胞は栄養の

バランスがとれていてもいなくてもかま

わず、コレステロールを好みます。コレ

ステロールは細胞が速く増殖するのに

必要です。コレステロールは動物性製品

の中だけに見つかります。植物食にはい

わゆるコレステロールはありません。ガ

ン細胞は植物食を嫌います。コレステロ

ールが全然入ってこないからです。転移

性のガンを持っている人はコレステロ

ールレベルが低いのですが、それはガ

ンがコレステロールを好んで食べるか

らです。高コレステロール、高脂肪、肉の

多い食事はガン細胞にはとてもいいの

です。ですから、ある医者たちは放射線

治療に入る前に肉をたくさん食べるよう

患者に勧めるのです。もし皆さんが肉を

たくさん食べると、ガン細胞にとっては

宴会です。それらは増殖に増殖を続けま

す。ガン細胞は活発化し増殖し始めると

き最も無防備なので、放射線で打つの

には好機なのです。

もし皆さんが非常にストレスに

満ちた生活スタイルをしてい

るか、食事がバランスに欠けていて、働

き過ぎだとすると、活性酸素をたくさん

発生しています。そこにアフラトキシン、

またはタバコの煙、その他、何であれ発

ガン物質を受け取ると、常に良性腫瘍が

形成され、悪性腫瘍細胞になっていきま

す。ここにガン細胞の舞台を設定したわ

けです。

良性ステージの後期、すなわち

細胞が悪性になる前のステー

ジで、意味深長な変化が起こります。ガ
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ン細胞はすべて利己的になり、どんな類

の食べ物が入ってこようとお構いなしに

なります。特にコレステロールでも、脂

肪でも、彼らにとっては同じになります。

そして、後期の良性ステージと悪性腫瘍

細胞とでは違いがあります。正常な細胞

から良性細胞後期のステージまでは、

細胞は全部休むことができますが、いっ

たん細胞が悪性になると、休むことがで

きなくなります。科学者たちは細胞を休

ませる非常に重要な遺伝子を見つけだ

しました。良性腫瘍の後期ステージと悪

性細胞の間で、この遺伝子が致命的な

傷を受け、不活性になるか、消滅してし

まいます。その遺伝子はp-53遺伝子と

呼ばれています。私はこれを「休息遺伝

子」と呼んでいます。もしこの遺伝子がう

まく働いていると、これらの細胞が全部

良性腫瘍細胞になっても、まだ休むこと

ができます。悪性腫瘍細胞は、細胞を休

ませる遺伝子が消滅してしまっているの

で、休むことができません。この遺伝子

は細胞を休ませる非常に興味深い物質

を生じさせます。医者が良性の腫瘍細胞

を見つけたときに、心配しなくていいと

言いますが、悪性腫瘍細胞を見つける

と、大問題だと言います。なぜ医者は良

性腫瘍細胞については心配するなと言

うのでしょうか。良性腫瘍細胞は正常細

胞に戻りやすいのです。いったん細胞が

悪性ガン細胞になると、休むことができ

ず正常に戻るのはたいへん難しいので

す。これが悪性と良性腫瘍細胞の主な違

いです。

良性細胞は正常に戻ることがで

きるという現象はよく知られて

います。良性腫瘍細胞が正常に戻ること

ができるというのはどういうことなので

しょうか。傷ついた遺伝子が正常に戻る

という意味です。良性腫瘍と悪性腫瘍細

胞との間には遺伝子の損傷という点で

は何か違いがあるでしょうか。何の違い

もありません。ただひとつの違いはp-53

遺伝子が傷ついたので悪性腫瘍は休め

ず、良性腫瘍細胞は休めることです。そ

れだけが違いです。ですから、もし良性

腫瘍細胞が正常細胞に戻ることができ

れば、悪性細胞は正常に戻ることができ

るでしょうか。もちろんできます。悪性の

ガンや良性腫瘍は両方とも遺伝子が傷

ついていますが、違いは遺伝子損傷の

程度です。悪性ガンは、p-53遺伝子への

損傷を含め、遺伝子の損傷の程度が高
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いのです。ですから、遺伝子がどんな損

傷を受けても、修復できるし、正常に戻

れるのです。おわかりになったでしょう

か。すべてのガンは、どれほど悪性であ

っても、理論的に言えば、正常に戻れる

のです。

どうして医者は良性腫瘍細胞に

ついては心配ないと言い、悪性

腫瘍細胞については心配だと言うので

しょうか。それは悪性細胞が正常に戻る

のは非常に困難なのが明らかだからで

すが、でも不可能ではありません。

転移性のガンでは、非転移性の

遺伝子が消滅してしまってい

るので、悪性ガンは転移性のガンになる

のです。悪性のガンは正常に戻れるでし

ょうか。それは可能ですか。もちろん可

能です。どんなに遺伝子が傷ついていて

も、あらゆる遺伝子の損傷は修復できま

す。パプ塗抹標本（剥離細胞染色による

子宮ガン早期発見検査法の標本）は、エ

ストロゲンの刺激次第で正常から異常

へと行ったり来たりできます。どうしてエ

ストロゲンを摂ることがガンの成長に関

与するのでしょうか。

数年前のリンゴ騒動を覚えてい

ますか。ワシントン中のリンゴ

を葉腋のせいで捨てなければなりませ

んでした。葉腋とは何でしょうか。またな

ぜそれが問題になったのでしょうか。葉

腋は成長促進ホルモンです。葉腋は殺

虫剤として使われましたが、それは実際

には虫の成長を刺激するホルモンです。

葉腋を虫を早く成長させて早く死なせて

しまうために使用したのです。子供が葉

腋をかけたリンゴを食べると、彼らの細

胞が成長刺激を受け過ぎて活性酸素を

発生し、ガンができます。ですから、どん

なホルモンであっても、もし必要以上に

あり過ぎると、細胞にとってストレスとな

ることがあります。それが活性酸素の発

生を引き起こします。細胞は速く増殖し

過ぎて間違いを起こし、遺伝子が異常な

遺伝子になり、それがガン細胞になりま

す。ですから女性が性ホルモンである避

妊用のピルを使うと妊娠はコントロー

ルできますが、ピルは、乳房の細胞、卵

巣の細胞など女性の生殖器の細胞をす

べて刺激し過ぎます。それで、エストロゲ

ンあるいは避妊用のピルなどの性ホル

モンを使うことは、刺激のし過ぎによる

ガンをつくる危険があるのです。

毛髪のパターンは面白いです。

男性はテストステロンをたくさ

ん生じると、それが毛髪の小胞を刺激し

過ぎて殺してしまいます。充分なテスト

ステロンを作り出さない男性は毛髪を

なくすこともあります。少なすぎるホル

モンも細胞を殺し、多すぎるホルモンも

細胞を殺すのです。中庸が必要です。私
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は、30年以上も頭がはげていた人で、ニ

ュースタートプログラムをして頭髪が生

え始めた人を数人見てきました。ホルモ

ンレベルが一定になり細胞が楽になり、

毛髪をつくることができるのです。刺激

のしすぎは常にガンになる危険があり

ます。刺激を受け過ぎた細胞は死ぬか、

異常な状況に自らを適応させて異常な

細胞になるのです。

この原則に従い、私たちの体内の

どんな傷ついた遺伝子でも修

復できます。ですから良性腫瘍細胞は正

常な細胞に戻るのにたいへんなことは

ないのです。ここにおられるある人が私

に、良性腫瘍の細胞すべて除去すべき

かどうか尋ねました。どうして医者は良

性腫瘍細胞の切除を勧めるのでしょう

か。良性腫瘍細胞は悪性細胞になる可

能性があるので、彼らは切除を勧めるの

です。それはほんとうの原則ではありま

せん。良性腫瘍が後期のステージにあ

るとしましょう、悪性になる直前のステ

ージです。医者はその切除を選択しまし

た。もし患者が、後期の良性腫瘍のステ

ージという時点に到るまでどんな間違

いをしてきたかを告げられなければ、彼

らは以前と同じことを続けるでしょう。も

し患者にそれを告げなければ、医者が

できるのはその腫瘍を切除することだ

けです。患者の正常な細胞は容易に良

性腫瘍に変わり、悪性腫瘍になる可能性

もかなりあります。もし患者が長い間、良

性腫瘍をつくるような間違った生活スタ

イルで暮らしてきたら、正常な細胞がガ

ン細胞に変わる過程は急速に起こり得

るし、遅かれ早かれ、医者は悪性だと診

断を下すことでしょう。ですから良性腫

瘍あるいはガンを引き起こした原因が

何であるかを知らないことは非常に残

念なことです。皆さんの体内にどんな種

類であれ腫瘍ができたら常に、生活スタ

イルを変えたかどうかに気をつけるの

がいいのです。

さて皆さんは正常な細胞がなぜ

遺伝子障害を受けるのかおわ

かりになりました。ですから私はこんな

に時間をかけて基本をお話したのです。

もし皆さんがハンバーガー、高温で調理

した動物性または植物性の油脂などか

らなる食事をしていたら、それは活性酸

素の形成を促し、遺伝子の障害を起こさ

せているのです。最も多くの坑酸化物質

を含んでいるということでどんな食物が

最良でしょうか。坑酸化物質は何も特別

なものではありません。最良の坑酸化物

質はビタミンＣです。ところでビタミン

Ｃを買いに健康食品店に走り込んだり

しないで下さい。次に重要なのは黄色

野菜に含まれるベータカロチンです。次

はビタミンＥです。これを覚えておく必

要などありません、要は健康的な食事を

すれば同時にこれら３つの坑酸化物質
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をとることになるのです。ビタミンＣは

果物や野菜、ジャガイモやコーンなど皆

さんが名を上げることのできるものす

べてに、豊富に含まれています。葉菜、果

物、コーン、カボチャ、これには皆ビタミ

ンＣがあります。少しでも黄色みのある

もの、カボチャ、サツマイモ、人参、コー

ン、キャンタロープなど、には全部ベー

タカロチンがあります。心配することは

何もないのです。ビタミンＥは何からと

れるでしょうか。これは全麦、玄米などの

全穀粒の胚芽からと

れます。どんな穀物

にも胚芽があり、胚

芽にはビタミンＥが

豊富です。もし皆さ

んが全粒粉のパン、

玄米、新鮮な野菜、

あらゆる種類の果物

などを食べておられ

るなら、何か気を付

けなければならないことがあるでしょう

か。いいえ。坑酸化物質はそのようにと

ても大切な物質なので、神はそれらを大

量にたくさんの食べ物の中に入れてお

られます。こういうものを買いに健康食

品店に行く必要などありません。買うこ

となどは忘れて健康的な食べ方をしまし

ょう。健康的な食事をしている限り、坑酸

化物質のことなど全部忘れてもかまい

ません。健康的な菜食をすれば一番大

事な坑酸化物質を全部得るでしょう。

乳房、子宮、卵巣に良性腫瘍がで

きやすいのは、ストレス、運動

不足、脂肪分の多すぎる食事などです。

もし家庭でライフスタイルを変えれば、

遺伝子はついに休息することができま

す。あちこちで生じても、坑酸化物質の

入った食物が遺伝子を守ります。良性腫

瘍細胞はまだ休むことができます。障害

を受けた遺伝子は細胞が休んでいる間

に修復されるので、休むことは決定的に

重要です。良性腫瘍細胞はまだp-53遺

伝子があるので休むこ

とができます。ですから

それらが休んでいると

きに、そして皆さんが良

い食事をし、コーラでは

なく水を飲んでいれば、

遺伝子にとってより良

い環境をつくるのを助

けているのです。カフェ

インでしょっちゅう刺激

していることは反休息です。もし疲れた

ら、休むことが明らかに必要です。もし眠

かったら、それは休むことが明らかに必

要なのです。休息遺伝子は、体が眠るよ

うに言っているのに起きていると、蹴り

出されてしまうことになります。神は、休

息遺伝子に細胞を休ませるようにとの

信号を送っておられますが、もし皆さん

が無理に目を覚ましていると、体を酷使

することになります。ですからp-53遺伝

子の存在を意味のないものにするので
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す。P-53遺伝子は、存在の意味を見いだ

さないと消滅してしまいます。良性腫瘍

細胞の後期のステージは休むことので

きない悪性ガン細胞になります。

悪性ガン細胞になると、それは

正常な細胞とはとてつもなく

かけ離れてしまっているので、たいへん

な問題に陥ります。良性腫瘍はまだp-53

遺伝子があるので、正常に戻りやすいの

ですが、悪性細胞は休めません。ですか

ら修復ができません。修復には休むこと

が必要です。悪性ガン細胞はどうやって

正常に戻ることができるのでしょうか。

多くの科学者たちは、悪性ガンは決して

正常には戻れない、良性のガン細胞だ

けが正常に戻れると信じています。

ガン患者を非常に丁寧に調べた

医者は、ガン細胞は正常な細

胞よりも強いようだと断定しました。とい

うのは、ガン細胞は全身に素早く広がる

ことができて、患者を殺すからです。科

学者たちは、ガン細胞は正常な細胞より

も支配的であると考えています。ガン細

胞がどれほど素早く正常な細胞に影響

を与え、正常な細胞を圧倒し、正常細胞

をガン細胞に変えてしまうのかを観察す

るためにたいへん面白い実験をするこ

とにしました。科学者たちはガン細胞と

正常細胞を試験管に入れ、ガン細胞が

如何に素早く正常細胞を圧倒するかを

観察しようとしました。彼らは正常な細

胞はみんなガン細胞になると予期して

いました。一週間後彼らは試験管を取り

出して調べました。彼らが何を見つけた

と思いますか。ガン細胞は全部正常にな

っていたのです。驚きでした。彼らは何

が起こったのかわかりませんでした。こ

れはとても興味深いことです。皆さんが

これをほんとうに理解すれば、もしガン

であっても非常に確実な直る望みが持

てるでしょう。科学者たちは正常細胞が

ガン細胞に影響を与える何らかの物質

を出すに違いないと結論しました。

今度は別の試験管にガン細胞だ

けを入れて、正常細胞を別の

試験管に入れて培養しました。彼らは正

常細胞が出した物質を別の試験管に移

し、それから正常細胞をガン細胞と一

緒に入れました。何が起きたと思います

か。何も起きませんでした。面白いでは

ありませんか。正常細胞だけではガン細

胞を変えるものを何も出すことはない

のですが、悪性細胞と接触しているとき

に正常細胞が出した物質のあるものを

ガン細胞の入っている試験管に入れる

と何が起こったと思いますか。すると全

部正常細胞になったのです。正常細胞

だけではガン細胞を変える力は持たな

いのです。霊的にこれはどんな意味が

あるかご存知ですか。私はこれには霊

的に良い意味があると思うのです。皆さ
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んは何らかのトラブルのある生活をす

る必要があります。そうすれば悪いこと

を正常に変える力を持ちます。もしいつ

も「正常」であると力がありません。です

から、サタンがトラブルを引き起こした

ら、それはあなたを強くするのですから

喜びなさい。悪いことが何も起こらなか

ったときよりも、ずいぶんと強くなるでし

ょう。そういう種類の苦しみはためにな

ります。もし今ガンであれば、あるいはま

た何らかの病気であれば、それは皆さ

んが以前にはわからなかったことを何

か学ぶときです。これはほんとうに興味

深い霊的教訓です。

科学者たちはこの物質（ガン細

胞と接触していたときに正常

細胞が出したもの）がどこで造られたの

かを知ろうと思いました。正常細胞だけ

では、この物質を出しませんでした。科

学者たちはこの物質を出させた遺伝子

はp-53遺伝子であったことを見つけま

した。こうしてp-53遺伝子が見つかった

のです。正常な細胞にはp-53遺伝子が

ありますが、必要ではないので特別な

物質は出しません。なぜこの特別な物質

を出さなければならなくなるのでしょう

か。遺伝子は意味に反応します。意味が

なければなりません。意味があれば活性

化します。正常な細胞だけの試験管で

のP-53遺伝子は、この特別な物質を出

すために起きる必要がないので眠って

います。しかし正常な細胞がガン細胞の

隣にきて、それが非常に忙しくて、疲れ、

しょっちゅう働いているのに気がつくと、

正常細胞はガン細胞に与えるために休

息物質を出すようにとの神からの信号

を受けます。するとやっとガン細胞は休

むことができ、その遺伝子は神からの信

号を受けて修復されます。主を賛美しま

しょう。これは実験室で常に起こります。

悪性のガン細胞が正常細胞と混ざると、

正常細胞が「休息」物質を出すようにと

の信号を神から受け、そのいくらかをガ

ン細胞に分けるので、ガン細胞は正常

に戻ります。ガン細胞がこの休息物質を

正常細胞から受け取ると、ついに神が愛

の信号を送るときに休むことができ、修

復されて正常に戻ることができます。

これは実験室で常に起こります

が、患者の体ではなぜいつも起

こらないのでしょうか。試験管内の細胞

は、電話で呼び出されることもなく、タバ

コの煙を吸うこともないからです。お酒

も飲まないし、カフェイン飲料も飲みま

せん。何にも悪いことをしません。
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正常細胞とガン細胞との間の決

定的な違いは休息要因である

ことを皆さんは学びました。私は繰り返

し私たちの遺伝子は意味に反応するの

だと話してきました。カフェインだけで

は化学的に害を与えることはそれほどあ

りません。もし皆さんがほんとうに眠い

のにコーヒーを飲めば、目が覚めて残り

の仕事を終えることができるでしょう。し

かしカフェインの意味が問題なのです。

カフェインの意味は何でしょうか。休み

は要らない。カフェインの意味は「ガン

の持つ意味」です。このことにはほんとう

に多くの意味があると思います。カフェ

インは発ガン性の化学物質としては、ガ

ンとは直接それほどの関係がありませ

ん。問題は意味です。

意味は非常に力があります。私は

講義をする度に、意味というも

のが遺伝子に対して如何に重要である

かを皆さんに思い出してもらうために、

意味に関していくらかの時間をかけま

す。別の写真をお見せしましょう。水はた

いへん興味深いも

ので す。水 は 大し

た化学的な力は持

っていませ ん 。た

だのＨ₂Ｏです。Ｈ

₂Ｏは化学的に言

えば大したことは

しませんが、シャワ

ーを浴びたりすると生化学的に何が起

こりますか。体内に多くのことが起こりま

す。血圧がゆっくりと下降し、脈拍数がゆ

っくりと下がり、アドレナリンとコーチゾ

ンの生成がゆっくりと下降します。そうい

うわけで、すごくリラックスを感じるので

す。水は体内に入っていくのですか。い

いえ。水の中にいるというだけのことが、

体内に劇的な変化を起こすのです。

水はとても慰めになるので、水の

ある風景のある家を買うため

にお金を多く払ってもいいと人は思い

ます。なぜ慰めになるのでしょうか。なぜ

安らぐのでしょうか。水には安らぎ、平安

な意味があります。皆さんの遺伝子は水

に反応するのではありません。水がもた

らす意味に反応するのです。水はどんな

意味をもたらすのでしょうか。皆さんは

母親の胎内で９ヶ月を水の中で過ごし

ました。水は皆さんにとって愛を意味し

ます。水は命を意味します。私たちの体

がどれほど水の持つ意味に反応するか

おわかりですか。ただ滝を見るだけで、

とてもリラックスしま

す。見るだけで、また

は水の音を聞くだけ

で、とても慰められ落

ち着くという効 果を

引き起こすのであれ

ば、飲んだらどれほど

重要な効果をもたら
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すと思いますか。水を飲むことはたいへ

ん重要です。

私は、少なくとも何人かの方は他

に何も変えなくても、これから

はたくさんの水を飲むようにしてほしい

と思います。「ドクター・リーの講義はと

ても面白かった。いい講義だった」と言

ってほしいと私は思っています。たいて

い人々はとてもよかったと言います。け

れども何も変えません。もし私が皆さん

にひとつだけをお願いできるなら、水を

もっと飲んで下さいと言うでしょう。もち

ろん、水は薬草ではありません。ただの

物ですが、重要な意味をもたらします。

水とコーヒーの違い。それは「休む」と「

休まない」の違いです。これはたいへん

な対照です。もし水とコーヒーを化学的

な言い方で比較すると、それほどの違い

はありません。しかしどうか水を飲んで

下さい。朝起きたときに、先ず水を飲ん

で、それから祈って下さい。祈ってから今

度は霊的な水を飲んで下さい。コップ２

杯の水を飲んで霊的な水を飲む備えを

して下さい。この集会から学んだことが

これだけであっても、あなたの遺伝子に

は価値があったことになるでしょう。

もし皆さんが「ドクター・リーはす

てきな人だ。彼のテープを買っ

た、でも彼が勧めたことは何もしない」

と言うのであれば、どれほど私を誉めて

くれても、講義のテープをどれほど買っ

てくれても、少なくとも水をたくさん飲み

始めなければ何にもなりません。毎日食

間にコップに６杯以上の水を飲んで下

さい。朝食と昼食の間に２杯、昼食と夕

食の間に２杯、夕食の後に２杯飲んで

下さい。８杯飲むよう心がけて下さい。

でも６杯でも少ししか飲まないよりはず

っとましです。そうすれば皆さんの体は

よく休みを得ることになります。皆さん

の体は少なくとも一日６回シャワーを浴

びているような感じを遺伝子に与えるこ

とでしょう。すると遺伝子は喜びます。そ

して休みます。これがほんとうに大きな

違いをつくるのです。

なぜサタンはカフェインをあら

ゆる所にまき散らすのでしょう

か。カフェイン自体はそれほど害を与え

ません、ただ人を覚めた状態にさせる

だけです。そこで私は気がつきました。

意味の違いが化学的な違いよりもずっ

とずっと大きいのです。要点がつかめま

したか。これはとても大切な点です。

休むことはとても大切です。です

から夜勤の看護婦はガンにな

りやすいのです。細胞はすべて日没後

には休みたがります。細胞はほんとうに

休みたいと思っているのに、体が無理に

働かせようとすると、休息遺伝子のP-53

は、自分たちが何のためにあるのかわか
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らなくなります。もし誰かが一晩中働い

ていて眠くなるとします、それからカフェ

イン飲料を飲むと、化学的メッセージが

きて休むなと言います。

細胞が実験室の試験管の中にあ

ってバランスのとれた栄養、新

鮮な空気、水（コーラなどではなく、嫌な

電話の呼び出しもなく）を得ていると、

平安があります。神にとって遺伝子を修

復するのはとても簡単です。実験室にい

るのと、ライフスタイルプログラムをす

るのとどちらがいいですか。ライフスタ

イルプログラムをする方がいいのです。

そうすれば皆さんは実験室で得られる

よりももっと多くのことを得ます。神の言

葉、意味と、講義を得ます。このようにす

ばらしい講義を、です。多くの意味を受

け取り、「そうです、主を賛美せよ」と言う

ことでしょう。するといやしはさらにすみ

やかにやって来ます。

もし皆さんがライフスタイルに

おいてほんの少し良いことを

すると、免疫システムはほんの少し強く

なります。もっと多くの意味、よりよい栄

養を受け取ると、Ｔ細胞はガン細胞を探

し出して眠らせます。この眠りは、皆さん

のライフスタイルを少し改善することで

得られます。何もかも一度にしたり、何も

しないというようなことではなく、自分

の環境を改善するためにできるだけの

ことをして下さい。ほんの少しライフス

タイルを向上させるだけでも、免疫シス

テムはほんの少し強くなり、ガン細胞は

隠れます。科学者はこの隠れた状態をガ

ンの休眠と呼びます。ガンの休眠は、変

化することなく、またあなたを殺すこと

もなく、10年、15年、20年続きます。

多くの人々が、自分の家庭状況

はひどくてライフスタイルプロ

グラムをすることができないと言います

が、状況がどんなに悪くても、できるだ

けのことをして下さい。皆さんのＴ細胞

をほんとうに強くしてガンを休眠させる

ようにさせましょう。そうすればガンを持

ちながらも問題なく10年、15年生きるこ

とができます。Ｔ細胞が強くなると、そし

て神の言葉の意味、神があなたを愛し

ているという事実がわかると、あなたの

正常細胞はガン細胞に休息物質（例の

p-53）をもっともっと与え始めるようにな

り、ガン細胞は正常細胞になります。こ

のようにして神はガンをいやされるので

す。アーメン！
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Part 3　

－免疫システムをいかに向
上させるか － 

免疫システムはきわめて重要で

す。今の時代、免疫システムが

危機にあります。赤ん坊は種痘を受け

る必要があり、10歳

か12歳くらいに成長

してからまた受けま

す。再種痘しなけれ

ばなりません。免疫

システムは種痘を記

憶します。今日、免疫

システムはあまりよ

く種痘を記憶できま

せん。私は病気の予防接種をしました

が、それに対し免疫がずっとあります。し

かし今日多くの人々に、そういう効き目

がありません。人々は再び予防接種を受

けなければなりません。免疫システムは

あまりうまく働いていないのです。また、

ガンがとても増えています。遺伝子が悪

くなっているので、特定の細胞がガンに

なります。免疫システムが十分に強くて、

ガン細胞になる異常な細胞を認知でき

れば、免疫システムはそれを攻撃して殺

せます。しかし今日、免疫システムはあま

りうまく機能していません。

アレルギーの問題が頻繁に持ち

上がっています。多くの人々が

喘息や様々な種類のアレルギーで苦し

んでいます。彼らの免疫システムがうま

く機能していないからです。免疫システ

ムが十分強ければ、アレルギーの問題

はありません。しかし、今は私がかつて

そうだった喘息のようなアレルギー問

題があります。私は喘息の専門医でした

が、喘息でした。以前の

ことです。30歳までは、

何ともなかったのです

が 、喘 息で 苦しみまし

た。27歳の時にアメリカ

に来て、どういうわけか

私の免疫システムはず

っと弱くなりました。免

疫システムが弱まると、

私の身体は環境にとて

も敏感になりました。免疫システムが強

ければ、どんな環境にあっても問題はあ

りません。何か悪いものが体内に入って

も、身体は心配しません。それが入って

きたら処理できます。ところが免疫シス

テムが弱いと、身体はそれを処理できな

いので、くしゃみが出たり、涙目になった

り、鼻水がたれたり、咳き込んだりしま

す。何もかもが戸を閉めて、環境の中の

悪いものが体内に入ることができない

ようにと一生懸命になります。それは、

免疫システムが弱いときの身体の防衛

メカニズムです。最後には、息をすると
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きに、気管支が閉じてしまいます。気管

支が広がっていれば、呼吸するのに問題

はありません。空気の出入りはとても簡

単にできます。ところが喘息になると、免

疫システムがあまりにも弱いので、身体

はその人を守ろうとします。気管支は閉

じて狭くなり、呼吸がとても困難になり

ます。それでゼイゼイという音が出ます。

私はその音をうまく出せます。経験があ

り、そういう音を出していたからです。

最近では、自己免疫と呼ばれる

免疫問題の分野があります。自

己免疫疾患は、免疫システムがその本人

を攻撃するのです。皆さん自身の器官組

織が皆さんを攻撃します。関節を免疫シ

ステムが攻撃すると、関節リウマチと呼

びます。これはよくある病気です。多くの

人々がアリゾナに来たがります。気候の

せいなのかどうかほんとうには知りませ

んが、とにかく彼らは晴れた日の多い州

に来てよくなったと感じます。それはほ

んとうに太陽のせいなのでしょうか。私

にはわかりません。これからそれをはっ

きりさせましょう。免疫システムが甲状腺

を攻撃すると、甲状腺炎と呼ばれます。

これもよくあり、特に女性によくあること

ですが、後でなぜだかおわかりになるで

しょう。目を攻撃すると、眼神経と眼筋が

悪くなります。子供では、免疫システムが

膵臓、特にインシュリンを生成する細胞

を攻撃し始めると、6、7歳であっても糖

尿病になります。そういう種類の糖尿病

は若年性糖尿病と呼ばれます。これは自

己免役疾患です。

自己免疫疾患は非常にありふれ

たものになってきました。一時

は原因がわからなかったのですが、今で

は、自己免疫疾患だとわかっているパー

キンソン氏病など多くの病気が他にも、

もっとあります。神経伝達物質、或いは

神経ホルモンと呼ばれる多くの様々な

脳の化学物質があることがわかってきま

した。その一つがドーパです。ドーパは

動きを調和させるのに大変必要なもの

です。ダンサーやバレリーナは身体の動

きを調和させるのに、脳に豊富なドーパ

があるに違いありません。ドーパが生成

されないと、動きはとても不安定になり

ます。文字を書くことはかなりの集中を

要求し、筋肉の調和が必要です。ドーパ

を生成しないと、指が硬直することがあ

り、震えます。多発性硬化症、ＭＳ、これ

は免疫システムが神経組織を攻撃した

ときに起こります。全身性エリトマトーゼ

スは免疫システムが血管を攻撃したと
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きです。脳の血管が攻撃されると、それ

は別の形の狼蒼です。免疫システムが肝

臓の血管を攻撃すると、狼蒼腎炎になり

ます。

今日、どうしてなのか、免疫シス

テムは少しおかしくなってきて

います。自分が何をしているかわからな

いのです。弱くなってきていて、皆さんを

守ることができません。免疫システムは

攻撃的な活動をしますが、まだガン細

胞、或いは肝炎又はエイズを攻撃するほ

どではありません。外から来た有機体を

攻撃せずに自分の身体の組織を攻撃し

て、ある種の自己免疫疾患の原因となっ

ています。ある人々は特定の部位の毛髪

が抜けます。例えば、コインサイズの毛

髪が抜けると、円形脱毛症と言います。

科学者は、それもまた免疫システムが特

定の部位の自分の毛髪細胞を攻撃して

脱毛させていることを見つけました。

多くの種類の自己免疫疾患があ

ります。最近、科学者は、ある

種の緑内障は実際は自己免疫疾患の一

つだということを見つけました。乾癬の

ような多くの皮膚疾患は実際には自己

免疫疾患です。自分の免疫システムが弱

いせいで、多くの問題を私たちは持って

います。同時に、私たちの免疫システム

は間違ったやり方でプログラムされてい

ます。敵を攻撃する代わりに、私たちを

攻撃します。それを自己免疫疾患と呼び

ます。

アンチローシス脊髄炎は、脊髄

に並ぶ関節、特に首と背中に沿

った関節、その部分の炎症で、関節炎の

一種です。多くの若い人たちがこの種の

病気になっています。たくさんの種類の

自己免疫疾患があり、体内のどこでも起

こり得ます。腎臓にも、肝臓にも、心臓に

も、肺にも、その他どこにでも起こり得る

のです。

健康を維持するために、誰もが

自分たちの免疫システムに注

意をはらう時です。免疫システムは完全

に独立したシステムではありません。体

の健康に関する他の分野すべてに依存

しています。健康を向上させる上で最大

の問題は、「アメリカ人のメンタリティ（

考え方）」或いは還元主義のメンタリテ

ィと呼ばれるものです。医学はこの種の

メンタリティを伝えました。今の人々は、

自分たちの身体を、相互関係を考えずに

区分します。免疫システムを他のシステ

ムから分離します。他のシステムとは別

のものだと考え、独立したシステムだと

します。ところがそうではないのです。

多くの人たちが私に、免疫シス

テムにいいことは何ですか、と

尋ねます。大変知的な質問に聞こえます
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が、実はとても愚かな質問です。誰もが

そういう質問をします。健康産業は健康

を商品化し、そういう愚かしいメンタリ

ティを容認しています。ですから彼らは

ハーブを箱詰めにし、これは免疫システ

ムに良いと言うのです。そんなものでは

ありません。免疫システムの全体像を理

解し始めれば、そんなことは何も言えな

いことがわかるでしょう。人々があるハー

ブが良いですよという時、これは還元主

義のメンタリティだと言うことを認めな

ければいけません。全体を見る方法で

先を見るべきです。

健康の全体像を見るには、遺伝

子の性質をよく理解する必要

があります。昨日、遺伝子について学び

ました。私たちの遺伝子は愛に反応しま

す。遺伝子は外から来るエネルギーを受

けねばなりません。残念ながら、電気は

そんなに賢い方法ではありません。電気

は遺伝子をどのくらい刺激すればいい

かわからないので、たいていの場合遺

伝子を破壊します。でもどういうわけか、

電気は遺伝子をいくらかは活性化させ

ます。最も賢いエネルギーは愛と呼ばれ

るものです。愛自体非常に知性あるもの

です。神が愛のエネルギーをお送りにな

るからです。愛は、日光のように無言で

はありません。カーテンを開けると、日光

はあなたに何も尋ねることなくただ入っ

てきます。とても不作法です。ところが愛

は皆さんに尋ねます。皆さんの許可を求

めます。愛は不作法ではありません。愛

はとてもやさしいのです。愛は皆さんの

許可を求めます。それは、神は、皆さんの

許可なく中に入ってきて、「仕事をする」

ことはなさらないからです。それが愛の

性質です。愛は強制しません。私たちの

遺伝子はそういう風に造られています。

免疫システムを理解するには、遺

伝子の性質を理解しなければ

なりません。免疫システムは私たちの白

血球から来ているからです。血液をいく

らか採取して顕微鏡で調べると、多くの

赤血球といくらかの白血球が見えます。

白血球には幾種類かあります。一番重要

な白血球はＴ細胞です。赤血球や血小

板を含む血液細胞は全部、骨髄で造ら

れます。今日、私たちは幹細胞移植、骨

髄移植その他で幹細胞について聞いて

います。骨髄は、実際は幹細胞を生成し

ます。そしてそれらが赤血球、或いは血

小板、またはＴ細胞やＢ細胞、様々な種

類の白血球になります。約八種類の白血

球があります。
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さて、面白いのは、皆さん自身の

健康を維持するには、血液細

胞の正確な割合、特に白血球の割合を

維持しなければならないということで

す。身体はある種の白血球を35-40％、

あるものを30％、あるものを0-1％、あ

るものを1-5％維持しなければなりませ

ん。もしあるものが正常とは違ったレベ

ルになると問題です。けれども皆さんが

その割合をコントロールしているので

すか。皆さんはどういう割合であるべき

かさえご存じありませんが、適正にコン

トロールされているのです。骨髄はただ

幹細胞を造っているだけです。科学者は

これらの幹細胞の中に８つの異なった

種類の遺伝子があることを見つけまし

た。８種類の血液細胞があります。赤血

球遺伝子、Ｔ細胞遺伝子，Ｂ細胞遺伝

子、血小板遺伝子、中好球遺伝子、その

他があります。誰かが皆さんの必要に応

じて、幹細胞の中の特定の遺伝子を目

覚めさせています。誰でしょうか。皆さん

はご自分の血液細胞の必要をご存じあ

りませんし、私も知りません。もし私が自

分の血液細胞の正確な割合を維持しな

ければならないとしたら、頭がおかしく

なってしまうことでしょう。「私のＴ細胞

は幾つあるだろうか」と考え続けること

でしょう。私たちがそうする必要はない

のです。他の誰かが私たちを見守り、血

液細胞を数え、それぞれの割合に保って

いるからです。もしそのかたが私たちに

はもっとＴ細胞が必要だと見れば、Ｔ細

胞遺伝子を刺激する信号をお送りにな

ります。そうするとその幹細胞はＴ細胞

になります。すばらしいではありません

か。

これが現実の第一天使の使命で

す。神は、私たちの血液細胞を

正確な割合に保っておられます。第一天

使の使命で最も重要なことは「神に栄光

を帰せよ！」です。神とは創造者です。神

に、創造主に、栄光を帰しなさい。私たち

は、神学的には第一天使の使命とは何

か知っていますが、現実には学校で幹細

胞がＴ細胞になるのだと教えます。神を

全く除外しています。幹細胞に栄光を帰

しています。「幹細胞はとても賢いなあ」

と言うのです。幹細胞はどのタイプの血

液細胞になるのか知ることができるでし

ょうか。いいえ。幹細胞の中に幾つかの

遺伝子があって、それを目覚めさせるに

は外から来るエネルギーを受けなけれ

ばならないことがわかっています。幹細

胞自体にはこれはできません。

どのように免疫システムを向上

させるか学ぶ前に、遺伝子に

ついてなじみになっていただきたいの

です。皆さんはとても驚かれ、その後は、

第一天使の使命について違った考え方

をするようになるでしょう。このとても美

しい絵をごらんにいれましょう。今日、だ
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れもがクローニングのことで興奮してい

ます。あらゆる製薬会社がクローニング

に興奮しています。今では、化学薬品の

合成物はうまく働かないことに気がつ

いてきたからです。彼らはほとんどすべ

ての病気が遺伝子の問題から生じる事

を見つけました。特定の遺伝子があまり

うまく機能していないのです。遺伝子は

特定の遺伝子産物を生み出すはずです

が、ある人々は特定の遺伝子に問題があ

り、特定の種類の合成物を生み出しませ

ん。製薬会社はある人々に欠けているも

のを生成するために遺伝子を使いたい

と願っています。

例えば、アメリカは今日大変な肥

満国家です。人々は体重が増え

るのを心配します。科学者は最近、脂肪

細胞の中にレプチン遺伝子と呼ばれる

遺伝子を見つけました。「レプト」とは細

いという意味です。「イン」はある種の物

質という意味です。レプチン遺伝子は、

エネルギー源として用いられるように、

脂肪細胞から脂肪を血流に送り込ませ

ます。科学者は、肥満の人々のレプチン

遺伝子は「オン」になっていないことを

見つけました。それらはぐっすり眠り込

んでいるので、脂肪を送り出すことを忘

れているのです。脂肪を受け取ることし

か知りません。それが問題です。明日は

鬱と肥満についてお話しするつもりで

す。そのときに、これについてもう少し詳

しくお話ししましょう。肥満でさえ遺伝子

の問題なのです。皆さんが私をごらんに

なると、私のレプチン遺伝子はとても活

発であることがおわかりでしょう。活発す

ぎるかも知れません。ある科学者が私の

レプチン遺伝子に大変興味を持って、私

の脂肪細胞からレプチン遺伝子を一つ

取り出して、大腸菌の中に入れます。大

腸菌はとても速く増殖するので、2，3日

で私の一つのレプチン遺伝子は数百万

のレプチン遺伝子になり、大腸菌の中で

レプチンを生成し始めます。科学者はそ

のレプチンをとって、純化し、瓶に入れ、

肥満の人たちに注射すると彼らの脂肪

細胞が大きな刺激を受けて、血流に脂

肪を送り出します。これは期待できます

か。アメリカ人はできると言いました。そ

れがアメリカ人のメンタリティだからで

す。それは効き目がありますが、問題の

解決にはなりません。それについて明日

お話しするつもりです。

医学界の人々は、遺伝子の内部

に探りを入れる事に注意を向

けました。今日、人は遺伝子を商品化し

ます。これは深刻な問題です。どうしてこ

れが深刻なのでしょうか。そのうちにお

わかりになるでしょう。だれもが遺伝子

の複製に関心があります。そうするため

に、クローニングする必要があります。ク

ローニングでは、そっくり同じ固体が作

り出されます。そっくり同じ固体はそっく
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り同じ遺伝子を持っています。そこで科

学者は、そっくり同じ遺伝子を増殖する

ことができ、同一遺伝子製品を医薬目的

に作り出すことができます。人々は、クロ

ーニングはよいことだと考え、その結果

医薬品を作り出すことができると思って

います。それは事実です。

昨日、私は事実対真実について

お話ししました。真実は事実

プラス愛です。愛していて、「君は僕の妻

だ」という時の事を思い出して下さい。

それはうっとりする、一番美しい、意味の

ある瞬間です。愛がなくて「君は僕の妻

だ」と言えば、「それがどうした」というこ

とになります。無意味です、醜くさえあり

ます。真実は愛を含んでいるはずです。

今朝、私たちはマルチン・ウェー

バー長老から、「律法」とでは

なく「イエス」といかに結婚すべきかを

説明する説教を聞きました。イエスは聖

であり、義であり、あわれみ深くもありま

す。「律法だけ」では事実ですが、イエス

は「律法プラス愛」です。イエスは真実、

真理です。ですからイエスは、「わたしは

道であり、真理である」と言われたので

す。アドベンチストには問題があります。

私たちは事実を真実と呼びます。私たち

は律法の事実を大変よく知っています。

ですから自分たちのことを真理の民と

呼びます。でも私たちは、愛とあわれみ

を含めなければなりません。

愛はエネルギーです。そしてこの

愛は意味と美を創り出します。

遺伝子は意味と美に反応します。すべて

美しいものには意味があります。何か意

味のあるものは美しいです。何かがいく

らかわいくても、無意味であれば、醜い

です。私は、この愛、意味、美は三位一体

だと言いたいのです。これは三つの異

なった事柄ですが、ほんとうは一つであ

り、一体なのです。愛、意味、そして美が

遺伝子を刺激します。

正常な妊娠とクローニングとの

違いは、正常な妊娠には遺伝

子の混合があることです。母親の遺伝子

と父親の遺伝子とが混ざり合います。母

親の卵は母親の遺伝子を運び、父親の

精子が卵に行きます。精子が父親の遺

伝子を卵に注入し、母親の卵は一つの

細胞になります。母親の遺伝子と父親の

遺伝子が一緒になって一つの細胞にな

ります。

ところがクローニングでは、科学

者は混合された遺伝子を欲し

ません。彼らは一人の人間の遺伝子が

欲しいのです。質問しましょう。私は先月

で56歳になりました。56年前のある夜、

私の許可なく、私は身ごもられました。

母の胎内で母の卵と父の精子が出会っ



46　Part 3　免疫システムをいかに向上させるか

て、私は一つの細胞になりました。私は

単細胞として形作られましたが、神の祝

福により増殖を始めました。神は祝福で

あるご自分のエネルギーを、私が増殖す

るように送ってくださいました。サング・

リーの 一 つ の 単 細 胞 は

増殖を始めました。神の

祝福無しでは、増えるとい

うことはありません。わか

りやすくしましょう。この

単細胞が100万の細胞に

なりました。それらは全く

同じです。9ヶ月の間これ

が続けば、母は細胞のか

たまりを出産することで

しょう。これらの細胞がど

うやってひとりの人にな

るのでしょうか。これらの

細胞は互いに違ったものになりました。

ある細胞は脳細胞になり、他のものは皮

膚細胞になりました。それらはちょうど

骨髄の中の幹細胞のように、元は皆全く

同じだったのです。

様々な遺伝子を刺激するのは神

です。神がＴ細胞遺伝子、赤血

球遺伝子、血小板遺伝子、B細胞遺伝子

その他を造るように遺伝子を刺激する

のです。幹細胞中の８つの遺伝子は全

部眠っています。それらはぐっすり眠っ

ています。神はご自分の信号、光を幹細

胞に送って必要な遺伝子を目覚めさせ

ます。そのようにして神は、皆さんがどう

やってこうするのか知らなくても、白血

球の正確な割合を維持なさるのです。

神は一秒一秒、私たちのために働いて

おられます。それがエレン・ホワイトの言

っていることなのです。

自動 的 に 存 在 す

るものは何もあ

りません。多くのクリスチ

ャンが自動発生主義を信

じています。私もそうでし

た。皆さんが遺伝子をほ

んとうに深く研究すれば、

神なくしては遺伝子は機

能しないことがわかりま

す。後でクローニングの

物語を聞けば、ショックを

受けることでしょう。

この単細胞が母親の胎内で100

万の細胞になるまで、細胞はみ

んな同じでした。すべての遺伝子（脳細

胞、腎細胞、肝細胞、肺細胞、皮膚細胞）

が皆ぐっすり眠っていたからです。次の

段階で、100万の細胞が200万の細胞に

なります。どの細胞も分裂するからです。

細胞が200万になる瞬間に、細胞は互

いに少しばかり違って見えるようになり

ます。ある細胞は脳細胞のように見え始

め、あるものは肝細胞のように見え始め

ます。100万から200万への分裂の過程
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で、ある種のエネルギーがやって来て、

特定の遺伝子が特定の細胞になるよう

に目覚めさせます。これは驚きではあり

ませんか。正常な妊娠の間に、これらの

細胞が変わるのは、単に自動的に起こる

ことではありません。私たちは、これは事

実だと言い続けており、それが真実だと

信じています。第一天使の使命は、私た

ちが事実の代わりに真実を知るように

と、神が告げているのだと思います。そ

れが第一天使の使命の重要な点です。

言い替えれば、もし誰かが、私の

皮膚の細胞の一つを取り出し

たとします。それには、私の遺伝子がす

べてありますが、脳遺伝子、肝遺伝子、肺

遺伝子、腎遺伝子などはすべて私の皮

膚細胞の中では眠っています。ただ皮膚

遺伝子だけが目覚めているので、この細

胞は皮膚細胞なのです。

その科学者が、私の皮膚細胞を

一つとって核を取り除いたと

想像して下さい。それから、彼らはある

女性の卵をとって遺伝子を取り除くとそ

れ は 空っ ぽ の 卵

になります。その

科 学 者 が 私 の 皮

膚 細 胞 の 核 を そ

の卵に入れます、

それからこれをそ

の 女 性 の 胎 に 入

れます。それは増殖し始めます。皆さん

は何を期待しますか。科学者は私のコ

ピーを得たいのです。これと同じ処置が

45年ほど前に、オックスフォード大学に

おいてカエルで行われました。3週間後

に、見事なオタマジャクシが生まれまし

た。これはどういう意味でしょうか。すべ

ての遺伝子、脳遺伝子、肝遺伝子、腎遺

伝子、その他が目覚めてきました。です

から見事なオタマジャクシがそこに現れ

たのです。科学者は同じ事が哺乳動物

でもできると確信しました。ところがネズ

ミやウサギで試みたところ、そうはでき

ないことを発見しました。当時、オックス

フォード大学は、クローニングは哺乳動

物ではなく、は虫類レベルでだけできる

と結論づけました。しかし今や、哺乳動

物でもクローニングをしています。ドー

ルと名付けられた羊のことを私たちは知

っています。どのようにドールが誕生し

たのでしょうか。私は詳しく調べてみて、

とても驚くべき事を見つけました。科学

者が初めて羊のクローンを試みたとき、

うまくいきませんでした。ドールの母親

は細胞のかたまりを産み続けました。遺

伝子は目覚めませ

んでした。なぜカ

エ ル の 遺 伝 子 は

目覚めたのに、哺

乳 動 物 で は 目 覚

めなかったのでし

ょうか 。そこで 科
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学者はそれについて考えました。

昨日、私はセロトニン遺伝子や

エンドルフィン遺伝子を刺激

する電気ショックについてお話ししまし

た。科学者は怠けて眠っている遺伝子を

起こすために、羊の遺伝子に電気ショッ

クをかけることができることに気がつき

ました。彼らはどのくらいの電気ショック

をかけるべきか決めなければなりませ

んでした。276回試みて失敗しました。つ

いに、その次でうまくいきました。遺伝子

が目を覚ましました。そのようなわけで

彼らはドリーを得ました。私はこれを発

見したとき、「主を賛美せよ」と言いまし

た。なぜこう言ったのでしょうか。私がこ

の講義をある患者グループにしていた

ときに、一人の患者が目に涙をためて

いました。この実験は、すべての遺伝子

は目覚めるために外部からのエネルギ

ーを必要としている事を証明しました。

なぜ正常な妊娠においては、電気の刺

激が必要ないのでしょうか。なぜクロー

ニングでは電気が必要なのでしょうか。

正常な妊娠においては、何も感じませ

ん。神がご自分の祝福、愛を送り続けて

いるからです。ですから赤ん坊が生まれ

るのです。クローニングでは、神は、「わ

たしはこれには興味がない。わたしのエ

ネルギーを送ることはできない」と言わ

れます。人間はひたすら試みを続けま

す。やっと、偶然の一致で、彼らは正しい

電圧を見つけました。彼らは神の秘密を

盗みました。これは非常に危険な時代で

す。私たち人間は、遺伝子のあるところ、

すなわち至聖所に侵入しました。細胞の

核は遺伝子のあるところです。これは神

の領土であるべきところです。ところが

人は至聖所をコントロールしたいと願

っています。これは荒らす憎むべきもの

が、医学的に言って至聖所に立った時

です。これが私たちの生きている時代で

す。

私たちは自分の遺伝子を神にコ

ントロールしていただかなけ

ればなりません。これが信仰による義で

す。私たちは神に対し、「あなたは創造主

ですから、あなただけが私の遺伝子を

コントロールする権利をお持ちです。あ

なたは私の主です。私は自分の主では

ありません」と言う必要があります。神が

私たちの遺伝子の主であり、それをコン

トロールできるのだということを認めな

ければなりませんが、今日、人は自分で

コントロールしたがっています。

最大の問題、今最もありふれた

問題の一つは、肥満です。女性

は誰でも自分の体重をコントロールしよ

うとしています。ですから、ダイエットが

盛んになるほど、太った人が増えてくる

のです。自分の体重をコントロールした

いと真剣になればなるほど、太ります。ど
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うしてそうなるのか私は説明しました。

遺伝子と神との関係が無視されている

からです。私たちは何もかもが自分の手

中にあると思っているので、自分の体重

をコントロールできると考えます。神が

あなたをごらんになっていて、どのくら

いの体重が必要か知っておられます。神

は、あなたの必要に応じて、より多くＴ細

胞をつくり、より少なくＢ細胞をつくり、

もっと多く赤血球をつくります。私たちは、

「私にはもっとＴ細胞が必要だと思う。

私は自分で体重のコントロールができ

ると思う」と言います。これが遺伝子のシ

ステムを混乱させます。

先程私が話した、クローニングの

講義を聴いていて目に涙を浮

かべた患者は、その後私のところに来ま

した。彼は、「私は糖尿病です。でも私の

糖尿病は普通の糖尿病ではありません。

私の糖尿病は10年前の自動車事故が原

因です」と言いました。彼は事故にあっ

たとき、肋骨を折り、それが膵臓を押し

つぶしてひどい出血を起こしました。彼

は入院し、医者は膵臓の75％を切除し

なければなりませんでした。膵臓の「尾」

の20％が残されました。それで彼はイン

シュリンをつくることができませんでし

た。インシュリンは膵臓の「頭」の部分で

つくられます。彼には残った「尾」の部分

しかありません。どうして彼は目に涙を

浮かべたと思いますか。過去10年間、彼

は毎日、朝に夕にインシュリン注射をし

なければなりませんでした。医者は、死

ぬまでインシュリン注射をしなければな

らないと言いました。これは科学的事実

です。私たちは事実も正しく把握せねば

なりません。事実を否定したいとは思い

ませんが、すべての事実が真実ではあり

ません。いったん膵臓のインシュリンを

つくる部分が切除されたら、その人は糖

尿病になるので、死ぬまでインシュリン

注射を受けなければならないというの

は科学的事実です。しかし、これは真実

でしょうか。この人は事実を信じて、希望

をなくし、残りの生涯毎日インシュリン注

射をしなければならないと信じました。

彼は事実の信者になりました。彼の糖尿

病には、神はいませんでした。事故があ

り、膵臓の切除があり、インシュリンがあ

っただけです。それで終わりなのです。

私たちは事実に従って考えます。神を忘

れます。

この人が私のクローニングの講

義を聴いていたとき、彼は正常

な妊娠では、様々な遺伝子を刺激して、

あるものを脳細胞にするのは神だとい

うことがわかりました。眠っている脳遺

伝子、眠っている腎遺伝子を起こし、腎

細胞、脳細胞、また骨の細胞その他にす

るのは神です。この人は、自分にはまだ

残った膵臓がある、眠っているインシュ

リン生成遺伝子があるに違いないこと
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に気がつきました。神はその眠っている

遺伝子を起こすことができないだろう

か。それで彼は泣いたのです。彼は聖霊

に感化されました。私たちはこれをzap（

電波攻撃）を受けたと言います。彼は、神

のことを忘れていたのに気がつきまし

た。彼が神を信じていなければ、膵臓の

眠っているインシュリン遺伝子を目覚め

させることはできません。イギリスへ行

って、そこで眠っているインシュリン生成

遺伝子に電気的刺激を受ければ目覚め

るかも知れませんが、今、彼はイギリス

へ行く必要はないことを知っています。

神はイギリスにだけいるのではないか

らです。神はどこにでもおられます。です

から彼は泣いたのです。彼は神の声が、

「わたしの息子よ、わたしはお前の膵臓

で眠っているインシュリン遺伝子を起こ

すことができます」というのを聞きまし

た。彼は100％信頼することができなか

ったので、私のところに来て、私がそれ

を信じるかどうか尋ねました。私は、「ク

ローニングの物語に従えば、私はそれを

信じます」と言いました。妊娠していると

きでさえ、神は、胎内で赤ん坊を文字通

り造っておられます。神は遺伝子をコン

トロールし、脳細胞を造り脳を形成し、

すべての脳細胞を一個所に集めます。

神は肝細胞を一個所に集め、すべての

血管を接続します。すべての神経を接続

します。神が赤ん坊を造っておられるの

であって、皆さんが赤ん坊を造っている

のではありません。私たちは自分がつく

ると言いますが、そうですか。いいえ違

います。皆さんの免疫システムはこうや

って強められます。

何らかのハーブを摂取すること

で免疫システムを強化するこ

とはありません。そういうことをするハー

ブは存在しないのです。なぜ人々が、あ

るハーブが皆さんの免疫システムを強

化すると言うのかそのわけを言いましょ

う。それは事実にすぎず、ほんとうの真

実ではありません。

膵臓が20％だけしかないこの人

は、とても気持が解放されまし

た。彼は、高血圧の問題のある奥さんを

プログラムに連れて来ていました。それ

までの彼は、奥さんにプログラムにつ

いて文句を言い、彼女のためにだけ自

分はここにいるのだと言っていました。

彼は健康的な食事をしたり、うんざりす

るような水を飲みたくはありませんでし

た。自動車事故のせいでなった糖尿病

に役立つとは思わなかったので、規則的

な運動もしたくありませんでした。ただ、

自分の残りの生涯ずっとインシュリン注

射をするのだと信じているだけでした。

彼は自分の食べたいものは何でも食べ

ることができると言いました。基本的に、

彼は事実を信じたので希望がありませ

んでした。
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今日、全世界が事実で毒されて

います。科学界が神よりも権威

を持ち、愛の力よりも権威を持っている

からです。これが大問題です。ですから、

終わりの時に、神は、この傾向を反転さ

せようとしておられるのです。神は、真実

を事実の上に置こうとしておられます。

もし皆さんが真実と事実をほんとうに理

解すれば、聖書をもっとよく理解するこ

とができます。

簡単な聖書の物語をお話ししま

しょう。

創世記９章に、とてもばかげた

物語があります。私はいつもこ

れはばかげた話だと思っていました。何

で聖書はこのばかげた話を載せている

のだろうか、と思っていました。これは酔

っぱらったノアが裸をさらした話です。

それはとても恥ずかしいことでした。ハ

ムは裸のノアを見て、セムとヤペテに見

たことを告げました。セムとヤペテは手

に上着を持って後ろ向きで歩き、ノアの

露出した部分を覆いました。彼らは父親

の裸を見ませんでした。ノアは目を覚ま

して自分が覆われているのを見、正気を

なくす前に自分がそうしたのではないこ

とに気がつきました。それから、彼は何

が起こったかわかりました。彼は、「ハム

は呪われよ」と言いました。私は、「これ

はばかげた話だ。ハムのどこが悪いの

か」と思いました。この物語をどのように

解釈するのでしょうか。ハムは何も悪い

ことをしていません。ただ見たことを兄

弟に話しただけです。なぜハムは呪わ

れたのでしょうか。私には理解できませ

んでした。もしこれが現実なら、自分だっ

て呪われるかもしれないと思いました。

ハムのしたことは何がいけないのでしょ

うか。それをはっきりさせることが私に

はできませんでした。私はいろいろ調べ

てみましたが、この物語に触れた本はあ

りませんでした。それは明らかに、この

物語はとても簡単でばかげているから

です。知的な神学者はこの物語を扱い

たがりません。やがて私は真実と事実の

違いがわかり、「これだ」と言いました。

間違っているかも知れませんが、私の理

解によれば、真実と事実とを結ぶ公式に

従えば、この物語は美しい話です。ハム

は父親の裸を見て、父親が裸だという事

実だけを話しました。これは、ハムには

愛が欠けていたということです。ハムは、

「これはいけないことだ」と父親の悪口

を言いました。彼は兄弟に、すばらしい

と思っていた父親がそれほどすばらし

くはない、行って見てみろと言いました。

こういうことは教会の中で度々起こりま

す。ある人が牧師のところに行って、「先

生、私はこの人が悪いことをしているの

を自分の目で見ました。私はうそを言っ

てはいません」と言います。この人には

愛が欠けています。クリスチャンは事実
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に即しているだけではいられません。ク

リスチャンは愛で満ちているべきです。

私たちは事実で満ちるのでなく、真実に

満ちるのでなくてはなりません。聖書は

単に嘘をつかないように命じるだけで

なく、真実に満ち、愛を持って行動する

事を命じています。

セムとヤペテはハムの言ったこ

とを聞き、信じました。彼らは

父親を愛していました。そして彼らは父

親が裸でいる事実を知りました。彼らは

事実を事実としてだけ見たいとは思い

ませんでした。彼らは事実に愛を加えた

いと思いました。そうすればそれは真実

になります。セムとヤペテは真実のある

人々でした、彼らはハムの言ったことを

信じたからです。彼らは事実を否定しま

せんでしたが、上着を取り、後ろ向きに

歩いて父親を覆いました。聖書は、彼ら

は父の裸を見なかったと言っています。

私たちは皆罪人です。私たちは

いつも裸を神の前にさらして

います。もし神が私の裸を見て、「サン

グ・リー、お前を見なさい」と言ったらど

うでしょうか。けれども神は決してそうい

うことはなさいません。神はいつも私の

方に後ろ向きで歩いて来られます。神は

私を怖がらせたいと思いません。それは

神のあわれみ、恵みです。神は、私が罪

人であることをご存知です。私に覆うべ

き罪のあるのをご存知です。それで、神

はおいでになるときに、いつも義の衣、

イエスの血を持ってこられます。神は私

たちの方に後ろ向きで近寄り、決して私

たちを非難なさいません。私の方に後ろ

向きでおいでになるということは、イエ

ス・キリストにあって責めないという意

味です。神はただ私たちを覆って下さい

ます。それから神は向きを変えて、「サン

グ・リー、あなたはひどい、だが今では義

とされた。私はあなたを愛している」と

言われます。私は、「ありがとうございま

す、父よ。私は罪人です」と言います。神

は、「いや、あなたは義とされた」。「私は

罪人です」。「あなたは義とされた」。これ

が罪人のためのイエス・キリストの義で

す。私は自分が罪人であると知っていま

す。真実には意味があり、美しいもので

す。真実は、事実プラス愛に等しいので

す。これは美しいので、私の遺伝子は目

覚め始めるのです。皆さんが美を見ない

と、この物語に意味を見ないと、遺伝子
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は動きません。ちょうど第１日目のパブ

ロフ博士の犬のようです。パブロフ博士

がベルを鳴らすと、犬はベルの意味がわ

からなかったのでよだれを出しませんで

した。彼らは唾液をつくりませんでした。

同じように、聖書のこの物語は意味で満

ちています。ですから私は、神のみ言葉

が病気をいやすことを知っています。神

の言葉は遺伝子を活性化します。

膵臓が一部しかなかった私の患

者に何が起こったかご存知で

すか。彼は今では神を信じ信頼していま

す。彼はそれまで教会員だったことはな

かったし、信者でもありませんでした。彼

は正常な妊娠の間に何が起こるか、そ

れに対しクローニングでは何が起こる

かを学んだ後、もはや神の存在を否定

することができませんでした。今ではど

うして否定できるでしょうか。クローニン

グにおいては、科学者は外部から電気

を与えなければなりませんでした。それ

は正常な妊娠では絶えずエネルギーが

注入されているという意味です。神無し

には、正常な妊娠は説明できません。彼

は私に、「今、私は神の存在を知っていま

す、そして今、私にはインシュリンを止め

ることができるという希望があります」と

言いました。そのちょうど１週間後に、こ

の人は低血糖症のショック状態になりま

した。彼は汗をかき始め、震え、虚脱状

態になりました。インシュリンが多すぎ

たのです。彼の膵臓の小さな「尾」がイン

シュリンを生成し始めました。主を賛美

せよ。さて、以前、彼はなぜインシュリン

を生成しなかったのでしょうか。彼が真

実に信頼していなかったからです。彼は

事実を信じこみました。彼は科学者だけ

を信じこみました。彼には、眠っている遺

伝子を起こして彼をいやす神がありませ

んでした。これが今日起こっていること

です。これはクローニングから学ぶこと

です。これはとても大切な教訓です。私

は彼のインシュリン注射を半分の量に

減らさなければなりませんでした。次の

週、彼はまた低血糖ショックになり、私は

彼のインシュリン注射を全く止めねばな

りませんでした。今、彼はインシュリン生

成に何の問題もありません。

これが働いている第一天使の使

命です。神に栄光を帰してくだ

さい。あなたの遺伝子を創造された神を

礼拝してください。事実を礼拝してはい

けません。今日、私たちは事実を礼拝して

います。神を事態から取り除いています。
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今朝私は、ニューライフ園で、患

者に、豚について話をしまし

た。飼い豚と野生の雄豚についてです。

野生の雄豚を飼い豚にするのはほとん

ど不可能です。ずっと長い間、まだこれ

に成功した人は誰もいません。科学者

が飼い豚を野生に入れると、三、四代で

牙が戻ってきます。人々は、それは環境

のせいだと言うことがあります。私は環

境の変化が人間に働くことがあるとは思

えません。

例えば、ある人が今、皆さんと同

じニュースタートプログラムに

来たとします。彼は、私が教えたことを信

じませんでした。それはよい環境で健康

的な食事、よい水、運動、きれいな空気、

その他、何もかもそろっていました。とこ

ろが彼は神に信頼しませんでした。彼は

神の祝福を受けようとしませんでした。

神は、決して強いて皆さんの中に入って

は来られません。皆さんが神を招き入れ

なければなりません。心を神に開いて下

さい。それはただ環境のせいではありま

せん。皆さんと神との間に起こる何かな

のです。相互関係です。

私は、別の女性に、味について

話をしたことがあります。彼女

は、甘いものがとても好きだったけれど

も、しばらく食べるのを止めようと決め

た、と私に言いました。3、4ヶ月後、彼女

はまた甘いものを食べました。そして甘

すぎると感じました。彼女は、味覚が変

化するとはこういうことかと思いました。

多分、皆さんがこれに何も間違ったこと

をごらんにならないでしょうが、私は間

違いを見つけました。彼女は神が味覚

遺伝子を変えたことを忘れていました。

私は、「姉妹よ、あなたは神を忘れてい

ます。あなたは栄光を自分に帰していま

す。あなたは甘いものから遠ざかること

で良いことをなさいましたが、あなたは

自分で味覚を変えたと思っておられま

す」と言いました。

豚が、牙が戻るのをコントロール

したのですか。いいえ、長い間

眠っていた牙の遺伝子を刺激したのは

神です。神があらゆる段階に関わってお

られます。これが第一天使の使命のエッ

センスです。神学的土台で第一天使の

使命を知っているだけでは役に立ちま

せん。それは私たちの日常生活に関係し

なければなりません。現実における神の

行動を経験するために、私たちには健

康メッセージがあるのです。ちょうど今、

毎秒、神は私たちの中で働いておられま

す。神は私たちの遺伝子に働きかけてお

られます。この瞬間でさえ、皆さんが私

の話を聞いている間も、神は皆さんのＴ

細胞を数えておられます。神は皆さんの

Ｔ細胞を強めておられます。これが第一

天使の使命です。
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私は、皆さんにハーブが何でも

治すと考えるのを止めて欲し

いと頼みます。ハーブは特定の症状があ

るときに必要です。痛み、頭痛、不眠、そ

の他を和らげるからです。ハーブは非常

にマイルドな薬物です。それらはいやす

のではありません。症状からの解放をす

るだけです。薬物を使う代わりに、ハー

ブを使った方がいいのです。エレン・ホ

ワイトが言っていることはそういう意味

です。彼女はハーブがいやしの源だと言

ったことはありません。いやしは神ご自

身からのみ来ます。私たちはこういうこ

とで混乱してはなりません。私たちは単

に気分が良くなる事だけでなく、真のい

やしを願います。

膵臓が一部だけになったこの患

者は、神が彼に触れられたこ

の経験を通じて教会員になりました。私

たちは事実をずっと信じてきましたが、

それがバビロンです。事実から出てきな

さい。創造主を信じなさい。神に栄光を

帰しなさい。それが第一天使の使命で

す。皆さんは信仰による義を得ることで

しょう。それが第三天使の使命です。そ

れはちょうどこのように働くのです。私

は、ほんとうに健康使命を実行するよう

強くお勧めします。そうすればただ血圧

が下がるだけではありません。多くのア

ドベンチストが私のところにやってきて、

「リー先生、私はこれを全部やりました

が血圧は下がりません。ですからあきら

めました」と言います。それはよくありま

せん。血圧が上がっても下がっても、そ

れは問題ではありません。健康メッセー

ジを実行することにより、あなたは第一

天使の使命を、行動で、現実に体験する

のです。それが目標であるべきです。そ

うすれば血圧は下がるでしょう。ですか

らイエスは、「まず神の国と義を求めな

さい」と言われたのです。高血圧からの

解放を第一に求めるのではありません。

神は、あなたが神を求めれば、血圧を下

げ、健康的な血糖値にして下さいます。

これが正しい順序です。

さて、ここで遺伝子がどのように

機能するかについての理解へ

のよい舞台設定ができました。免疫シス

テムに入る準備ができました。Ｔ細胞は

私たちの免疫システムにおける最も重

要な白血球なので、免疫システムの強さ

は、それらがいかによく機能するかにか

かっています。Ｔ細胞は多くの異なった

遺伝子を持っており、それらの遺伝子は

ウィルス、ガン細胞その他を殺す多くの

異なった物質を生成します。Ｔ細胞の中

のすべての遺伝子がとてもうまく機能し

ていれば，Ｔ細胞は強く、免疫システム

は健康です。免疫システムが弱いという

ことは、Ｔ細胞と神との間に問題がある

という意味です。どうしてＴ細胞と神と

の間に問題があるのでしょうか。神は何
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の間違いもなさいませんね。以前、私が

講義を終えたとき、ある人がやって来て、

どうして異常妊娠があるのでしょうかと

質問しました。神が異常な赤ん坊をおつ

くりになったのでしょうか。いいえ、神に

は異常な赤ん坊をおつくりになるつも

りなどありません。それは人が神の邪魔

をしたのです。私たち人間が神と遺伝子

との間に介入したのです。Ｔ細胞は、皆

さんが邪魔をするのでうまく機能しませ

ん。神は、Ｔ細胞を正常に機能させるた

めに、Ｔ細胞の遺伝子に正しい信号を

送り続けておられます。しかし、私たちが

それを邪魔します。

どのように人間がそれを邪魔す

るかご存じですか。まず第一

に、Ｔ細胞のためによい環境を提供しま

せん。ですからＴ細胞はいつも問題を

抱えています。皆さんは半分酔っぱらっ

ていて、私の講義を聴くことができます

か。私は悪い講義をしていませんが、も

し半分酔っぱらっていたら、とにかくあ

なたには良い講義にはなりません。そう

いうようなものです。神は完璧な、強い

信号をお送りになるのですが、人間が神

に反対して識別します。神の邪魔をしま

す。私たちはサタンからの信号を受け取

りやすいのです。

遺伝子は細胞の中に位置してい

ます。Ｔ細胞の中には多くの

異なった遺伝子があります。そこにイン

ターフェロンと呼ばれるものがありま

す。皆さんが、肝炎またはＣ型肝炎など

のウィルス性の病気になると、医者はイ

ンターフェロンを使いたがります。イン

ターフェロンとは何かご存じですか。イ

ンターフェロンはＴ細胞が生成する特

殊な物質です。もしＴ細胞の一つを開く

ことができれば、インターフェロンを生

成する遺伝子を見るでしょう。肝炎にな

ると、ウィルスを殺すインターフェロンを

自分で生成することができません。それ

で医者は誰か他の人のインターフェロ

ンを使います。ところが他人のインター

フェロンは、本人が生成するはずのもの

ほどよくありません。それに少しばかり

違います。ですから他人のインターフェ

ロンを使うと、非常なアレルギー反応を

起こします。痛み、熱、嘔吐。なぜこういう

ことが起こるのでしょうか。あなた自身

のインターフェロンではないからです。

私たちの身体は、他人の蛋白質が入って

くるといつもアレルギー反応を起こしま

す。インターフェロンは、Ｔ細胞が生成す

る蛋白質製品です。弱い免疫システムと

はＴ細胞のインターフェロン遺伝子が

あまりよくなく、弱いという意味です。

私はこういう講義を医学校にい

た頃に受けていたらと思いま

す。私たちにはこういう考えはありませ

んでした。私が皆さんをうらやましく思
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うのは、また少し怒りたくもなるのは、皆

さんがこういう講義を無料で聴いている

ということです。私がアドベンチストにな

ったことを神に賛美して下さいね。私の

診療室でこの話を聞くとしたら、一時間

200ドル払うことになるでしょう。でも私

は皆さんに請求書を送るつもりはありま

せん。皆さんはもう、お金では買うことの

できない多くの祝福を私に下さったか

らです。それはすばらしいもので、私は

とてもうれしいのです。この講義を医者

たちにすると、ある人は私がどうしてこ

んな考え方ができたか質問し、それは驚

きだと言います。ある人は、私が彼らの

事業を追いやると考えて、怒るでしょう。

しかし、正直な医者は、「すごい」と言い

ます。

私はロマリンダで正直な医者の

一人に、会ったばかりです。彼

は分子生物学者で、頭の良い人です。彼

は去年ロマリンダの医科大学を卒業し

たばかりです。ロマリンダはM.DとPh.D

のプログラムを結びつけてきた、この国

では数少ない医学校の一つです。それ

は医学校を卒業すると、M.Dの称号をと

ると同時に、専門分野でのPh.Dの称号

をとることができるという意味です。た

いてい、このコースは将来教授になろう

としている人たちのために提供されま

す。お金を得るために診療医療に出る

時には、Ph.Dは必要ではなく、M.Dだけ

が要ります。たいてい、このコースをとる

人々はお金にはあまり興味がなく、研究

や教えることに興味があります。これは

やり遂げるのにとてもきついコースで

す。レー博士は卒業するときにM.Dと共

にPh.Dをとりました。彼の分野は遺伝子

の専門です。どのように遺伝子が信号を

受けるか。私たちはこれを信号変換と呼

びます。信号変換システム研究は、今日、

分子生物学では最もエキサイティング

な分野で、彼はこの分野を研究してPh.D

をとりました。彼が、ある人に勧められ

て、ボランティアとして私のプログラムに

やって来たとき、私の講義を聴いて、「リ

ー先生、私たちは信号がどこから来るの

か知りませんでしたが、あなたは信号変

換の研究を終えられましたね。今、私は

信号はすべて神から来ることがわかりま

した。やりました」と言いました。彼は６

月１日に私たちの働きに加わったばか

りで、このプログラムに関する基本的研

究をすることになっています。そして彼

はもうすぐ本を書き上げるところです。

正直な医者、正直なPh.Dの人たちは、私

たちが話していることがわかります。彼

らは第一天使の声を聞きます。神を礼拝

します。栄光を神に帰します。

ですから、私たちの健康メッセー

ジはまさにそれなのです。エレ

ン・ホワイトは健康メッセージを受けま

した。良い栄養、運動、よい水、日光、節
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制、新鮮な空気、休息。これら７つの事

柄は、神からの信号を邪魔するものを取

り除きます。脂肪の多すぎるものではな

く、良い栄養をあなた自身に提供して下

さい。多すぎる脂肪は良くありません。

動物性脂肪に限らず、多すぎるオリーブ

オイルも皆さんに良くありません。

あまりにも多くのアドベンチスト

がこの頃ではニンニク臭が強

すぎます。私はこれを医学的メンタリテ

ィと呼びます。ニンニクを礼

拝しているのです。ニンニク

は皆さんをいやしません。

それはある症状をなくすで

しょう。でも、症状をなくす

ためにニンニクのようなも

のを使うと、Ｔ細胞を弱めま

す。Ｔ細胞はバランスの良

さを欲します。症状をなくす

ために必要以上に何かをと

ると、どこか他のものを犠牲

にしなければいけません。それはちょう

ど薬物のようなものです。ニンニクは自

然な形のもう一つの薬物なだけです。で

も料理で、ほどほどにニンニクを使うの

はかまいません。私たちの健康メッセー

ジはニンニクメッセージやバーリーグリ

ーン（大麦若葉）メッセージになってい

ます。人々は神よりも被造物を礼拝して

います。私たちアドベンチストは、これら

の被造物礼拝のモードから目を覚まさ

なければなりません。もちろん、バーリー

グリーンは良いものですが、どんな病気

もいやしはません。バーリーグリーンは

ある症状をなくすことができても、遺伝

子に働いていやすことはできません。遺

伝子に触れていやすことのできる化学

物質は何もありません。遺伝子をいやす

のは神の愛、神のエネルギーです。これ

を理解すべきです。

健康的な食事をする

ことがいやすので

はありません。食事はいや

しません。それは細胞に良

い環境を提供し、細胞を良

い状態に保つのです。高脂

肪食では、血液は粘り濃く

なります。血液が粘り濃くな

ると、循環が遅くなり酸素を

運ぶ赤血球が互いにくっつ

きます。それはちょうど都会

での交通ラッシュアワーの

ようなものです。動きません。Ｔ細胞は

十分な酸素補給をしてもらえません。高

脂肪食のせいで酸素補給の具合が悪い

ので、Ｔ細胞は適切に機能できません。

Ｔ細胞は自分で酸素を発生させなけれ

ばならず、たいへんなストレスでいっぱ

いになります。それは活性酸素を生成す

るという意味だからです。皆さんが怒っ

たり、誰かを憎んだり、感情的にストレス

を受けると、そういう怒りや憎しみは細
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胞全部に活性酸素を発生させます。酸

素はすべての細胞にとって欠かせること

のできない重要なものですが、酸素が

多すぎると、問題があります。空中には

21％の酸素がありますが、人が30％の

酸素を取り入れると、Ｔ細胞は弱くなっ

ていきます。人は酸素をたくさん供給さ

れると、より多くガンになります。これは

実験室でのネズミでよく証明されてい

ます。実験室では、酸素はコントロール

できます。ネズミを違ったコンテナに入

れ、酸素の割合を増やすにつれて、ネズ

ミは早く死に、また、とてもガンになりや

すくなります。多すぎる酸素は遺伝子を

酸化します。

遺伝子はＤＮＡと呼ばれる化学

物質でつくられます。ＤＮＡは

多すぎる酸素で酸化されます。空中の酸

素は中庸です。マイルドな酸素です。ど

んな種類の酸素でも、何か他のものと

結合し、酸化します。酸素は一人でいる

のが嫌いなので、いつもペアを組みま

す。ですから空中の酸素はＯ₁ではなく

Ｏ₂で存在しているのです。

皆さんが恐ろしい感情的ストレ

スを経験したり過食をしたり、

或いは働きすぎたりすると、大量の活性

酸素が生成されます。これらの活性酸素

は全く役には立ちません。それらは遺伝

子を撃ち、傷つけるだけです。もしあまり

にも多くのダメージを受けると、それら

はガン遺伝子になります。そしてガンに

なります。もしＴ細胞が十分に強く、よく

見張っていれば、内部に異常遺伝子を

持つ異常な細胞を認識できます。そうす

れば、それらは異常なガン細胞を攻撃し

て殺します。ところがＴ細胞が疲れてい

てよい栄養を供給されなかったり、食べ

過ぎたり、働きすぎたり、とても大きな感

情的ストレスを受けると、Ｔ細胞は弱く

なっていきます。そういうわけで、神の刺

激を邪魔しないことが決定的に重要な

のです。

私たちは最高の、できる限り理想

的な環境を自分の細胞に提供

すべきです。そういうわけで、みなさん

によい水を飲み、運動していただきたい

のです。もちろん、運動は循環をよくし、

脳の機能をよくしますが、水を飲むこと

はとても大切です。もし私がこの植物に

コーラを１缶かけたらどうなるでしょう

か。死んでしまいます。コーラは毒では

ありません。どうして植物は死ぬのでし
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ょうか。コーラは水でできていますね。

でも何か他のものが水の中に入れられ

ています。最大の問題はそれが凝縮さ

れすぎていることです。塩が多すぎる、

糖が多すぎる、コーラが多すぎる、コー

ヒーが多すぎる、何であってもあまりに

も凝縮されていること、それが問題をつ

くります。濃厚な液体は問題をつくりま

す。水のない孤島に漂流して、喉が渇き

死にそうになったとき、海水を飲むのは

いいことですか。いいえ、それではもっ

と早く死んでしまいます。海水は水です

が、塩が濃いのでよくないのです。自分

の尿を飲んだ方がまだましです。尿は血

液とかなりよく似ています。体細胞の内

部では、塩分濃度は0.9％です。私たちは

これを生理的塩類溶液と呼んでいます。

どの細胞も0.9％です。海水は3.4％が塩

です。3.5倍の濃度です。血液の塩分濃

度が上がると、細胞は水を失っていきま

す。水は細胞から血液へと移動します。

そういうわけで、塩気の多い食べ物を食

べた後では喉が渇くのです。コーラは、

塩分濃度は高くありませんが、化学物質

濃度が高いので、私たちは水を飲むべ

きです。水は味がないと言わないで下さ

い。植物は水に味がないなどと文句を

言いません。どの細胞も水が大好きで、

私たちの細胞も同じです。水を細胞から

取り除くと、脱水症状になります。皆さん

が自分を脱水させると、遺伝子は外部か

らの信号に反応して機能しません。神は

完全な信号を送っているのですが、遺伝

子が応答できません。遺伝子の環境がよ

くないので、気分が良くないからです。

ですから私たちは自分の遺伝子によい

環境を提供する必要があります。よい栄

養、運動、水、日光、節制、新鮮な空気、そ

して休息が必要です。働き過ぎは活性酸

素を生成します。

遺伝子によい環境を提供した次

の段階は、神の力に信頼する

事です。神の愛の力に信頼して下さい。

そうすれば皆さんは神の信号に遺伝子

が応じる備えをさせ、いやしが始まりま

す。私たちをいやすのは、よい健康的な

食事や水ではありません。よい食事や水

はよい環境を提供するのです。

ある人たちは、私が、神がどの瞬

間にも信号を送っていると教

えるので汎神論者だと非難します。彼ら

は私の講義を誤解しています。水はいや

し手ではありません。ただ細胞の環境を

よくして、いやしの力が遺伝子に働いて

いやせるようにするだけです。ケロッグ

博士が汎神論になったのは、彼がこれ

を忘れたからです。彼は水にいやす力

があると言い始めました。ということは

神が水の中におられるという意味です。

ですから彼は水を礼拝するようになり

ました。彼のいやしはほとんど、全的に

水治療法に中心が置かれていました。
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彼は様々な種類の水治療法をするため

にたくさんの器具や装置を考案しまし

た。今日、私たちはそれらを使っていま

せん。彼にとって、水はいやし手でした。

人々は、アメリカにはとてもよく効く水治

療法をする人（ケロッグ博士）がいる、と

言っていました。患者はこの汎神論の考

えに沿って、水のいやしの力を信じまし

た。福音は忘れられました。神の力は忘

れられました。み言葉の力は忘れられま

した。そして水の力が賛美されました。

それは単なる事実です。水治療法を受

けた患者がよくなると、神は忘れられま

した。それは真実ではなく、事実でした。

それが、彼が汎神論の主題を発展させ

たやり方です。それは彼の意図ではあり

ませんでした。彼は熱心に汎神論を否定

しましたが、彼の書いたものを読むと、

彼が汎神論的アイデアを持っていたこと

がわかります。多くの人々が今日、どうし

てケロッグ博士が汎神論になったのか

わからないでいます。彼らは説明ができ

ませんが、私は、彼の医療のやり方の中

に汎神論的アイデアを見ることができま

す。

私は、私たちの健康メッセージの

中に神の力を回復したいので

す。私たちはまるで食事や運動がいやし

ているかのように、食事を宣べ伝え、運

動を宣べ伝えます。ですから、バーリーグ

リーン（大麦若葉）その他のある特定の

ものが真のいやし手であるかのように

信じるようになってしまうのです。それら

は治療法であって、いやし手ではなく、

治療です。治療といやしとは違います。

私が医学校にいた頃、人々は病

気とは何か理解していません

でした。今日、ほとんどどんな病気も何ら

かの遺伝子の問題に関係があることが

わかっています。ところが同時に、遺伝

子について何もわかっていません。私た

ちはガンが遺伝子と何か関係があると

は思っても見ませんでしたが、今ではガ

ンは遺伝子病だと知っています。ですか

ら、いやしとはどういうことなのかかつ

ては知りませんでした。今日、いやしとは

どういうことなのか正確にわかっていま

す。いやしとは遺伝子の修復という意味

です。皆さんの遺伝子が活性化していな

いのなら、遺伝子の再活性化の結果が

いやすことになります。もし遺伝子の損

傷があれば、遺伝子の修復がいやしで

す。今は、それを科学用語で正確に定義

できます。ただ一つの疑問は、何が遺伝

子を修復するかです。それが科学者に残

された唯一の疑問です。私たちは答を知

っています。神がいやし手です。神の力

が遺伝子の障害を修復しています。

私は、皆さんに、どのようにして

免疫システムを強くできるか

について全体像をお見せしましたが、皆
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さんを守るべきＴ細胞が、なぜ今皆さん

を攻撃しているか説明しなければなりま

せん。これは今日とても重要な問題です。

ほんとうは何が自己免疫疾患を引き起こ

すのでしょうか。今まで、私は何回も遺伝

子は意味に反応すると言ってきました。

Ｔ細胞内の遺伝子は意味に対してとて

も敏感です。神は、皆さんを守るために

Ｔ細胞の遺伝子をどのように刺激する

かご存知ですが、どういうわけか神のメ

ッセージが無視されて間違ったメッセー

ジが遺伝子に届いており、Ｔ細胞は皆さ

んを攻撃しているのです。神から来る本

来のメッセージはＴ細胞が身体を守るよ

うにというものでしたが、今日多くの人

たちは、攻撃しろ、殺せという間違ったメ

ッセージを受けます。なぜですか。私た

ちのＴ細胞は脳から来るメッセージにと

ても敏感です。Ｔ細胞は、実は体内の他

のどの細胞よりも脳に対してずっと敏感

です。これにはいくつかの適切な説明を

要します。

ある人々は、内心で非常に強い

罪悪感を感じています。たいて

い自己免疫疾患はとても立派な人々、立

派な女性たちに起こります。だれもが、「

ああ、彼女はとても立派だ。彼女は天使

のようだ」と言います。ところが彼女は関

節リウマチなのです。たいていこれらの

人々は、他人を責めるよりも自分を責め

ようとします。こういうタイプの人たちは

いい人なのですが、自分自身に間違った

メッセージを与えます。普通彼らは幼い

頃に自分は良い子だと信じるのですが、

やがて成長して大変困難な状況に直面

します。韓国で、もし、あなたが良い子だ

とします。成長して結婚します。誰もが、「

彼女はなんていい娘なんでしょう。きっと

良い嫁になることでしょう」と言います。

それから、彼女は姑がとても意地悪なこ

とに気がつきます。けれども彼女は良い

子のはずです。そして姑とは一緒に暮ら

すことはとてもできないと感じても、多

くの場合、韓国では妻は姑と一緒に暮ら

さなければなりません。彼女は姑を自分

の家に迎えねばなりません。大変な状況

です。この特別な姑は、「これは私の息子

だ」と言い、彼が夫であるという事実は

姑には関係ありません。姑がこういう立

場をとると、二人の女性の間に大変なこ

とが起こります。しかしこの良い子には、

その問題のために姑を非難することは

ゆるされません。彼女は姑が交通事故で

死ねばいいとさえ思います。彼女は非常

な罪悪感を感じ、そんな風に感じるので

自分は罰せられるべきだと思います。良

いクリスチャンにはこういうタイプの問

題があります。こういうタイプの問題から

逃れるただ一つの方法は、罪はイエスの

血によって覆われたことを認めることで

す。あなたの考えることがどれほど悪くい

けないものであろうと、イエスの血のゆ

るしは何よりも大きいのです。
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私は、20歳年上の男性と結婚し

たある女性に会いました。実

は、二人は法的には結婚していませんで

した。そして20年間一緒に暮らし、夫が

卒中になりました。彼女は夫が早く死ね

ばいい、そうすれば遺産がもらえると考

えました。彼女はとても罪悪感を覚えま

した。毎朝彼女は夫の寝室のドアを開

き、夫が死んでいてくれたらと思いまし

た。彼女は立派な女性でしたが、お金の

力が彼女を圧倒しました。ついに、彼女

は不眠症、そして関節リウマチになり、

自分自身を罰しました。彼女はひどい有

様になり、効き目のあるものは何もあり

ませんでした。彼女はニュースタートプ

ログラムに来るようになって、私は彼女

の問題に気がつきました。聖霊が私に、

彼女は自分を罰しているのだと告げま

した。ですから彼女のＴ細胞はサタンの

側からの間違ったメッセージを受け取っ

ていました。「あなたは罰を受けなけれ

ばならない、あなたは悪い子だ」。

そこで 私 は 彼 女 にマタイ2 6 章

のイエスとユダの物語を示し

ました。イエスは、弟子の一人が自分を

裏切るだろうとその夜言いました。誰も

がイエスのところに来て、「それは私で

すか」と尋ねました。イエスは、「いいえ」

と言いました。11回こういうことがあっ

て、12回目にユダが「それは私ですか」

と聞きました。もし私だったら、彼に止め

させようとしたでしょう。ところがイエス

は、「そうだ、それはあなただ」と言いま

した。すぐにイエスはパンを裂き、そし

て、「これはわたしのからだです。とって

食べなさい」と言いました。イエスは彼

に救いを与えました。それからイエスは

ブドウ汁を杯に注いで持ち上げて、「あ

なた方は皆この杯から飲みなさい」と言

いました。これはユダもという意味です。

私がこの事をその女性に言うと、彼女は

手を上げて、それには自分も含まれるの

かと尋ねました。私は、「もちろん。あな

たはユダよりも悪いでしょうか」と言い

ました。この女性は、「ありがとうござい

ます、リー先生。私に違ったイエス様を

紹介して下さって。私の教会は、まず私

が自分を清めなくてはならない、それか

ら飲むことができると教えていたのです

が、今あなたは、私が罪人だから飲むこ

とができる、そして私はゆるされるとお

っしゃいました」と言いました。私は、「行

きなさい、そして飲んで下さい」と言いま

した。彼女は、「ありがとうございます。主

を賛美せよ」と言いました。
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ついに神の信号が彼女のＴ細胞

にやって来て、彼女のＴ細胞

は神によってプログラムし直され、彼女

を攻撃するのを止めました。彼女は自分

の関節組織を罰するのを止めました。彼

女の関節リウマチは完全にいやされま

した。彼女は家に戻り、夫に、「あなたの

お金はいりません。私には神がいます」

と言いました。夫はとても感動して、「お

前に何が起こったのか」と尋ねました。

彼女は、「私はイエスを見つけました。そ

してニュースタートを見つけました。あ

なたはいやされますよ。あなたの卒中

はだいじょうぶです」と言いました。彼女

は夫のために働き、夫は健康的な食事

をしたいと思い、彼女がニュースタート

プログラムでしていたのと同じ事をした

いと思いました。その夫は歩くようにな

り、回復しました。彼らは美しいカップル

になりました。ついに彼らは結婚しまし

た。お金のために結婚したのではなく、

愛によって結婚しました。

これが私たちがニューライフと呼

ぶものです。私たちは、終わり

の日にあって、私たちの社会でこういう

いやしを促進したいものです。これこそ

健康メッセージにおける三天使の使命

なのです。アーメン。
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Part 4
－鬱と肥満の扱い方  －

午後のトピックは「鬱と肥満の扱

い方」です。クリスチャンはふ

さぎ込んでいいものでしょうか。そうで

あってはならない、でもそうなる、違いま

すか。特にローマ人への手紙７章を開く

と、パウロがどれほど葛藤したか見るこ

とができます。彼は、自分はしたくないこ

とをしていると告白しています。私たち

はふさぎ込むのはいやですが、でもふ

さぎ込んでしまいます。それが、ローマ

人への手紙７章でパウロが言っている

ことの一つだと思います。私たちは嫌っ

ていること、したくないと思っていること

をしています。

科学者が最近アフリカでとても

奇妙な現象を見つけました。

キリンが、死んだ動物の骨を食べている

のです。彼らは骨を噛んでいました。キリ

ンを麻酔銃で撃って血液サンプルを採

取してみると、そのキリンにはカルシウ

ムと燐が欠乏していることがわかりまし

た。キリンたちはカルシウムが必要だっ

たので、骨を食べていたのです。これに

は何か奇妙なところがありますか。まず、

キリンはカルシウムについて何か知っ

ているでしょうか。いいえ、彼らはカルシ

ウムが何なのか知らないし、自分たちに

カルシウムが不足していることさえ知り

ません。医者がキリンたちに告げたので

しょうか。血液検査をしたのでしょうか。

いいえ、キリンはカルシウム不足のこと

も、骨にカルシウムがあることも知りま

せん。また、前にはこんなことをしたこと

がありません。皆さんはこういう現象を

何と呼びますか。人々は「本能」だと言い

ます。お尋ねしますが、「本能とは何です

か」。本能とは何かを説明しなくてなりま

せん。本能がないと、私たちは死にます。

私たちを生存させているのは本能です。

私はナショナルジオグラフィック誌に、び

っくりするような記事を見つけました。

アフリカ海岸から離れ、限られた種類の

植物しかない小さな島（島の名は忘れて

しまいましたが）に住む特別な種類の猿

についてです。

そこには蛋白質を多く含むイチ

ゴ類が一つあります。猿は蛋

白質が必要になる度に、イチゴの所に

行って食べ、その度に土地の人々がある
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種の炭をつくる場所の

大きな木の切り株の所

に行きます。猿は炭を

取って、噛み、いくらか

を飲み込みます。なぜ

ですか。科学者はその

イチゴにはある種の毒

があることを見つけま

した。猿は他の物を食べる時には決して

炭を食べませんが、その特別のイチゴを

食べた後だけは炭のかけらを探しにそ

の木の切り株にやって来るのです。他に

はそんなことをする猿はいません。

私は、チンパンジーを研究した

有名な人類学者ランギュラー

博士が書いた、ハーバード大学出版の

研究誌を読みました。彼は、チンパンジ

ーが17種類の薬草を知っているのを発

見しました。多くの種類の細菌感染があ

り、これらの細菌と闘う幾種類かの抗体

があります。特定の細菌には特定の抗体

が求められます。多種類の細菌があり、

違った種類の細菌と闘うのに同じ抗体

を使うことはできません。これらのチン

パンジーは、自分が持っている細菌のタ

イプに従ってどの薬草を使うかを知って

います。驚きではありませんか。チンパ

ンジーは細菌が何なのか、抗体が何な

のか知りませんが、どういうわけか、普

段は持たないある種の特別な食欲を持

つようになるのです。私たちはこれを本

能と呼びます。それは

彼ら自身の知識から来

るものではないからで

す。彼らは自分のして

いることがわかりませ

んが、そうします。

人々 は 喉 が 渇

きますが、そ

れは体内の水分の必要、水分のレベル、

細胞の水和作用のレベルを絶えず測定

しているからではありません。しかし、皆

さんに水が必要になると、渇きを感じま

す。もし特定の脳細胞が傷つくと、水が

必要になっても、渇きません。脳細胞に

は特別の遺伝子があって、それが活性

化すると、渇いていることがわかります。

私たちは体内の水分が減ると渇きます。

これは、私たちが水の必要になったこと

がわかったという意味ではありません。

何か別のことがそこに必要です。皆さん

にはカルシウムが必要になったことが

わからないし、また水が必要になったこ

とが わ かりま

せん。絶えず皆

さん を 見 守っ

ているの は 神

で す。そして、

皆さんに水が

必 要 だと知っ

ているの は 神

です。そして皆
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さんに渇きを感じさせるため、特定の脳

細胞の特定の遺伝子を活性化する信号

を送るのは神です。そういうわけで、渇

きを感じたらいつでも「主を賛美せよ」

と言う必要があります。なぜなら、私た

ちはもし渇きを感じなければ、水を飲も

うとはしないからです。もしその種の脳

細胞が傷つくと、皆さんは渇きを感じる

ことがなく、水を飲まない

ので死んでしまうでしょう。

私たちを生存させている

のは神です。神は生きてい

て、私たちにご自分の愛の

信号を送っておられます。

鬱を理解するには、

この 種 のメカニ

ズムをよく理解しなけれ

ばなりません。アフリカの猿は、胃の中

の毒を炭が吸収することを実際には知

らないことがわかりました。ケニア、セレ

ンゲティ国立公園のチンパンジーは、抗

体とは何か、細菌とは何かを知りません

が、突然、いつもはない食欲を持つよう

になります。彼らは特定の木の特定の葉

以外は食べたいと思いません。とても興

味あることです。ランギュラー博士は一

つの特別な出来事を報告しています。チ

ンパンジーはある種の大腸菌で汚染さ

れた食物を食べ、ひどい胃の痛みや下

痢を起こすと、何も食べようとしません。

しばらく断食した後、森の中に入って行

って、普段は触れることのない木から特

別な種類の葉を摘みます。古すぎず、若

すぎず、中位に若い葉を摘むのです。一

枚の葉を摘んで口に入れます。チンパン

ジーは普通噛むことではチャンピオン

ですが、ある種の細菌に汚染され、感染

した時には、葉を噛みません。一枚の葉

を口に入れて、飲み込むだけです。科学

者は、この葉には特別の種

類の細菌に対する抗体が

あることを見つけました。

ほんとうに面白いことで

す。なぜ葉を噛まないので

しょうか。噛むことで、短時

間に多すぎる抗体を吸収

するからです。チンパンジ

ーは葉を飲み込むだけで

す。もしその葉が古すぎる

とか、固すぎると、抗体を十分得ることが

できません。その葉が若すぎると、毒な

のです。彼らはどうやってどの葉がいい

かわかるのでしょう。葉を噛むと抗体が

多く吸収され過ぎるので、彼らは噛みま

せん。葉を飲み込むので、抗体は胃の中

でゆっくりと吸収されます。こういうこと

を何と言うのでしょうか。奇跡的ですね。

とてもびっくりすることをお話し

しましょう。科学者は最近、とて

も小さな面白い脳虫と呼ばれる虫を見

つけました。これはとてもとても小さい

のでアリの胃の中に住むことができま
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す。たいてい12―20匹の脳虫が１匹の

アリの胃の中で住めます。これらの脳虫

は、卵を産むためには羊の胃の中に移

動しなければなりません。アリの胃の中

では決して卵を産みません。きっとそれ

では窮屈すぎるとわかっているのでしょ

う。これらの脳虫は、羊がどんなものか

知っていると思いますか。私はそうは思

いません。脳虫は羊を見たことがありま

せんが、羊の胃の中に移動します。どう

やってそうするのでしょうか。脳虫がそ

のことで心配するのは賢明だと思いま

すか。「どうやって羊の胃の中に入ろう

か。卵を生まなくちゃいけない」。それは

ちょうど私たちが、「どうやって天国に入

ろうか」といつも言うようなものです。私

は多くの人々が、「どうやって天国に行く

か」と尋ねるのを聞いてきました。「あな

たにはできません」と私は言います。脳

虫が羊の胃の中に入っていくことができ

ないように、だれか他の者が皆さんのた

めにそれをしなければなりません。皆さ

んには決してできません。

それで、何が起こるかわかります

か。これらの脳虫が卵を産む

時期が来ると、急にアリの胃の中にいる

20匹のうち１匹の脳虫がおかしくなり

ます。何が起こるかと言うと、この一匹の

代表の脳虫が、きっと彼は預言者かもし

れませんが、脳細胞の一つを活性化す

る神からの信号を受けて、少しばかり分

別をなくします。きっと回心するのでしょ

う、わかりませんが。ちょうどアブラハム

が故郷の町を出る決心をしたように、こ

の脳虫は急にアリの胃を出て、脳に行き

ます。そういわけでこの昆虫に脳虫とい

うあだ名がついたのです。そこで神は脳

虫の別の遺伝子を刺激します。するとそ

れは、アリの脳の特定の個所を刺激する

奇妙な化学物質を生成します。そのアリ

は頭が変になります。アリはたいてい仕

事中毒で、働きに働きますが、このアリ

はもう働こうとしません。このアリはある

特定の草を探し始めます。この草を食べ

る羊こそ、脳虫が入っていきたい羊とい

うことになるのです。そのアリはこの特

別な草を見つけると、草のてっぺんに這

い上って歯でぶら下がり、羊がその草を

食べに来るのを待ちます。きっとそのア

リは自分を犠牲にして、胃の中の脳虫が

天国つまり羊の胃の中に行けるようにす

るのかもしれません。美しい物語ではな

いですか。私たちには少なくとも一人の

預言者が必要です、そうでしょう。羊がそ

の草を食べに来ると、そのアリは羊の胃
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に飲み込まれます。脳虫は羊の胃の中

で生き残り、卵を産みます。卵を産んだ

後、その脳虫の成虫は死にます。

さて次の世代は孵化して生きる

ために、アリの胃に戻らなくて

はなりません。卵はアリの胃に戻る方法

を知っているでしょうか。いいえ知りませ

ん。さて、羊の糞を好むカタツムリがい

ます。そのカタツムリは羊の糞を食べ、

脳虫の卵を飲み込みます。カタツムリは

地面を這いながら、アリの好む濃い、白

い粘膜を分泌します。アリがそれを食べ

ると脳虫の卵はアリの胃の中に収まる

のです。こういうことは以前には見つか

っていませんでした。ごく最近の発見で

す。主をほめよ。

こういうことを調べるといつで

も、だれでもすばらしい創造主

が今も働いておられることを見、眺め、

目撃しているのに、目が見えていないの

だと思えます。彼らは栄光を脳虫に与え

るのです。「脳虫がこうするのだ」、と彼ら

は言います。私たちは「行いによる義」に

あまりにもはまりこんでいます。神が彼

らを動かしていることを忘れています。

私たちは神を見ようとしません。キリン

が骨を食べる時、神を見ることなく、「キ

リンは賢い」と言います。キリンはどれほ

ど賢いと言うのでしょうか。脳虫はアリと

羊の中に入ったり出たりすることができ

るほど賢いと思いますか。違います。賢

いのは神です。脳虫のためにそれをして

いるのは神です。キリンがカルシウムを

とれるようにしているのは神です。神を

忘れています。

私たちは第一天使の使命を忘れ

ています。「おお、ニンニクを食

べて私はよくなりました」と言います。私

たちはニンニクの使命を持っています。

神に栄光を帰するひまがありません。も

し皆さんがよくなったとすれば、神が傷

ついた遺伝子の修復をなさったからよ

くなったのです。治したのはニンニクで

はありません。ほんとうの第一天使の使

命を知る必要があります。神はいつも置

き去りにされています。「わあ、バーリー

グリーンはいいよ、すごくよくなったよう

に感じる！」もしよくなったと感じるなら、

そうさせたのは神です、ほんとうに。神

を賛美し、神に栄光を帰しましょう。これ

がほんとうの第一天使の使命です。

本能とは何でしょうか。本能とい

うのは神を抜きにした言葉で

す。それは人間には理解できない現象
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を定義するための言葉にすぎません。

何の説明もしてはいません。人間は神を

抜きにして、それを本能と呼ぶのです。

本能とは何ですか。脳虫が賢いのでは

なく、キリンが賢いのでも、チンパンジ

ーが賢いのでもありません、それは神

の賢さなのです。愛する兄弟姉妹の皆

さん、神のこの賢さを私たちは何と呼び

ますか。それは神の知恵です。神の知恵

は、遺伝子を刺激し食欲を調和よく組み

合わせます。普通は、猿は決して炭のか

けらへの食欲はありません。しかしそれ

が必要になるといつでも、神はその猿に

それが必要だと知っておられて、特定の

遺伝子を刺激するので、その猿は、「フ

ーン、どうして今日は炭を食べたい気分

になるのかな」と言います。今日アフリカ

ではキリンが骨を食べています。科学者

は、それはどうらや酸性雨のせいだと考

えつきました。ヨーロッパの深刻な空気

汚染が雨をひどい酸性にします。この酸

性の水が土からカルシウムを溶脱し、キ

リンは木の葉を食べますが、その葉に

は酸性雨のためカルシウムが欠乏して

います。そういうわけでキリンはカルシ

ウム不足になり骨を食べるのです。キリ

ンには知識はありませんが、神の知恵が

あります。人間は多くの知識を持つと、神

の知恵を拒みます。人間は彼らと反対の

ことをしています。私たち人間は知識を

拝しますが、キリンや猿は神の知恵を受

けます。これが私たちの健康に関わる今

日のほんとうの問題です。私たちは自分

自身の知識に従って食べ、神の知恵に

従いません。

私が大学にいた頃とても落ち込

みました。それは自分の人生

に何の意味も見なかったからです。人生

とはただ食べて、働いて、眠るだけだと

考えました。食べて、働いて、眠る。次の

日もその次の日も私たちは同じことをし

ます。食べて、働いて、眠る。食べて、働い

て、眠る。３回食べて、それから眠って、

それから働く。「ワア！私は一生の間これ

をくり返すのか」と自問しました。それが

全部です。これは人生について何を語っ

ているのでしょうか。人生の事実です。眠

って、食べて、働く、これを否定できる人

はだれもいません。否定し得ない事実

ですが、人生の真実ではありません。と

ころが当時の私は真実と事実との違い

を知りませんでした。私は否定し得ない

人生の事実を真実だと考えました。食べ

て、働いて、寝る、それがすべてだ。

当時、同じことを言って自殺した

ドイツの哲学者の本を私は読

みました。私は、「こいつは一番正直な

やつだ。偽善者ではないのは彼だけだ。

彼は真実を語って、それから自殺した。

彼は自分の信じたことをした」と言いま

した。私は彼にならって自殺しようとし

ました。このドイツの哲学者が私の神で
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した。私はどうやって自殺しようかと考え

始めました。鉄道に飛び込むこと、崖か

ら海に飛び込むことを考えましたが、海

は冷たすぎます。真剣に自殺の仕方を

模索しました。また、私は髪の毛を切ら

ないことにしました。それは意味のない

ことだと決めつけました。髪の毛を切っ

たとしても同じことをするのです、食べ

て、眠って、働く。何で髪の毛を切らなく

てはいけないのか。シャワーも使いませ

んでした。ひどい状態でした。私にはこう

いう傾向があったのですが、今では髪の

毛を切るし、１日２，３回シャワーを使

います。私は全く変わりました。

私は真剣に自殺したいと思いま

した、自分の知った真実に正

直でありたかったからです。他人はみな

ばかに思えました。彼らは人生の真実を

見るべきだと思いました。食べて、働い

て、寝る。それを繰り返し続けるとは何と

ばかげたことか。彼らはどうなるという

のだろうか。ただ年をとり、ストレスを受

けるだけです。そして私は自分の論理、

否定しがたい人生の事実を確信してい

ました。私は当時真実がわかっていませ

んでしたので、自分が自殺できることを

確かめたいと本気で望んでいました。

でもまた、私はベートーベンを聴

くのが大好きでした。他の曲は

読書をしたり食べたりしながら聴くこと

ができましたが、ベートーベンとなると、

食べるのも、読書も何もかも中止して音

楽だけに集中せずにはいられませんで

した。それから私はすごく吸い込まれて

いき、恍惚としてきて、ほんとうにエキサ

イトしました。そのようなことが私の人

生で続いていました。

ある日、私はひどい流感にかかっ

て高熱を出しました。体中が痛

み、せき込み、頭痛がし、汗をかき、そこ

で私が何に気がついたと思われますか。

「私は死にたくない。私は生きたい！」と

ても困惑しました。自分がわからなくな

りました。自分の不正直さ、ばかばかし

さに失望してしまいました。なぜ死にた

くないのか。人生には何もないとわかっ

ていました。ただ食べて、眠って、働くだ

けです。それなのに私は死にたくない、

生きたいのだということを正直に認めま

した。突然自分の中に二つの異なった

願望があることに気がつきました。私は

死にたい、そして生きたい。フーム、これ

はとても興味あることです。私には自殺

願望があることがわかっていましたが、

この生きたいという願望はどこから来る

のだろうか。私は混乱しました。

当時私は神を知りませんでした

ので、この生きたいという願

望がどこから来るのかわかりませんでし

た。生きたいというこの新しい願望がど
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こを起源としてくるのかはっきりするま

で、自殺を延期することに決めました。

風邪をひく度、自分の中に生きたいとい

う願望があることを思い出しました。私

は、これは全くおかしなことだと考えまし

た。風邪をひくのが楽しい感じになって

いきました。ひかないことを喜ぶように

努め、常にいつかは自殺しなければな

らないと自分に言い聞かせていました。

ところが風邪をひくと自殺したいとは思

わなくなるのでした。こういう相反する

願望が私のうちにありました。私はこれ

を明確にすることができませんでした。

細胞の絵を描いてみましょう。こ

れはあなたで、私でもありま

す。物質的に言えば、私たちは単なる細

胞の集合体にすぎません。それが私た

ちのすべてです。私たちは脳細胞や肝

細胞その他の集まりです。ただの構造物

です。これは核で、これは染色体です。そ

して染色体の内部には異なった種類の

遺伝子があります。それが私たちのすべ

てです。

キリンを思い出して下さい。骨を

食べたいという新たな食欲を

細胞に与えたのは神の知恵です。キリン

は骨が何のためにあるのか知りません

が、このキリンがカルシウム不足だと知

っているのは神です。もし皆さんが、自

分の細胞と神の知恵が一緒に働いてい

る自覚があれば、問題はありません。そ

うすれば、すばらしい生活ができます。

残念ながら、私には自殺願望が

ありました。多くの人々は、生

きたい、また自殺したいという相反する

二つの願望を持って生きています。喫煙

者は食後にタバコを楽しみますが、そ

のうち気持を変えてタバコを止めたい

と言います。二つの違った願望がありま

す。彼らは真剣に禁煙したいと思うので

すが、真剣に喫煙もしたいのです。二つ

の全く相反する願望。皆さんはアイスク

リームを食べる人たちにもこの闘いが

あることがおわかりでしょう。この闘いは

だれの中にもあります。この闘いは、私

たちの人生のどんな小さな局面におい

てもあります。私たちの生活における様

々な分野でのこの大争闘を認識するこ

とが、鬱を理解するのに重要です。

先程の話に戻りますが、この神の

知恵が私に命を与えました。自

殺はしたくない、生きたいと私に告げた

のは神の声でした。そこで私は生きたい

のだいうことを認めようとしました。私は

当時無神論者でしたので、この願望がど

こから来るのか何の答えもありませんで

した。「私は」という言葉について話して

みましょう。「私は」自殺したいと思いま

した。私たちは人生の最初に、「私は」と

いう概念を持っていますか。いいえ、大
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きくなるにつれて、次第に「私は」になっ

ていくのです。これを個性と呼びます。私

は韓国人です。それで皆さんは「キムチ」

と呼ばれる韓国の有名な食べ物を食べ

たことがあるでしょうか。ドイツ人のサワ

ークラウトよりずっとひどいものです。た

いへんな代物です。ニンニク臭く、トウガ

ラシ味で、塩辛いと人は言うでしょう。い

ったんその魅力にとりつかれると、たい

へんおいしい物です。でも、そうでなけ

れば、我慢なりません。アメリカのセブン

スデーアドベンチスト韓国人教会は、「

キムチ」のせいでたいへんな目にあって

います。韓国人は自分たちの教会を設立

するといつでも、それを自分の教会と呼

びます。彼らはたいてい、アメリカ人のセ

ブンスデーアドベンチスト教会のホー

ルを友好の交わりのために利用し、いつ

でも「キムチ」のせいで追い出されてし

まいます。パトラックがあるといつでも、

アメリカ人は「キムチ」を食べてみて、後

で委員会を開き、そこで私たち韓国人を

締め出す決議をします。アリゾナでは、

あまり多くの韓国人はいませんから、皆

さんはそういうことをご存じでないでし

ょうが、ロサンゼルスではいつものこと

です。ロスでは、韓国人教会が10ありま

す。この「キムチ」は恐るべき物です。い

つも問題を引き起こします。臭いがひど

いのです。

韓国人の赤ん坊が生まれ、最初

彼らは「キムチ」など欲しがり

ません。どうしてですか。それは遺伝子

に悪く、細胞によくありません。「キムチ」

を食べると、非常に濃厚なので細胞を脱

水状態にするせいで、喉が渇きます。「キ

ムチ」を食べたがらない時、韓国の赤ん

坊はだれの言うことを聞いているのでし

ょうか。だれが韓国の赤ん坊にそう言っ

ているのでしょうか。そういっているの

は神です。赤ん坊は脱水というようなこ

とは知りません。彼らには知識がありま

せん。赤ん坊は神の知恵を受け取り、洗

ってない「キムチ」を食べるのを拒むの

です。

私は、洗ってない「キムチ」を食

べる決心をした日のことをは

っきりと覚えています。５歳でした。母は

５人姉妹の長女でした。これは私には

４人の叔母がいたということです。４番

目の叔母はとてもきれいな女性でした。

私は５歳で、彼女は１８歳ぐらいでし

た。私は彼女に夢中になり、彼女と結婚

しようと心に決めました。私はいつも彼



74　Part 4　鬱と肥満の扱い方

女が家に来るのを待ちこ

がれていました。彼女が入

ってくるといつでも、私は

違った少年になりました。

とてもいい子になったの

です。一人前の男のように振る舞いまし

た。ある日彼女は入ってきて、私が洗った

「キムチ」でご飯を食

べているのを見て、ま

だ洗った「キムチ」を

食べているのかと尋ね

ました。私は彼女を見

つめ、これは、私がま

だ洗った「キムチ」を食べているような

ら私とは結婚できないという意味でそ

う言うのだと解釈しました。彼女は私の

ことを、大きな子ではなく、まだ小さな

子だと言っているのだ。さらに彼女は、

昨日友たちの家へ行ったけれど、その弟

は５歳で洗っていない「キムチ」を食べ

ていたと言いました。「オーッ！５歳の男

の子でも男なのだ」。私たち男性はたっ

た５歳でも、プライドをいっぱいもって

生きています。私は大きな子でなければ

なりませんでした。そのどこかの少年は

洗ってない「キムチ」を食べているから

ちゃんとした男子でした。私は黙って、厳

かに、明日の朝の食卓で

は洗ってない「キムチ」

を食べようと決心しまし

た。それで、一晩中眠れ

ずに、洗っていない「キ

ムチ」のせいで胃が爆発する悪夢を見

ていました。しかし私は決心し、母に、「

今朝はぼくのキムチを洗わないで」と

言いました。母はとても驚いて「お前、

そりゃ、お前にはあんまりだよ」と言い

ました。「大丈夫だよ」と私は答えまし

た。私は叔母を見、彼女は私を見ました。

「サング、今朝は大きな子になるつもり

なの？」「見ていてよ」と私は言いました。

それで、私は洗っていない「キムチ」を取

りました。恐ろしく見えました。私は口に

入れ、噛んで飲み込みました。ひどい辛

さでした。私の叔母がどうしたかおわか

りですか。彼女は手をたたいて私に、あ

なたはなんて大きな子だろうと言いま

した。それはひどい味でしたが、叔母が

おいしかったかどうか

尋ねると、私は「うん」

と言いました。ここに「

私は」というのがやっ

て来たのです。おわか

りですか。

ついにこの新たな「私」は「キム

チ」を愛する者を造り上げたの

でした。事実、私は「キムチ」が嫌いでし

たが、「キムチ」を愛しました。どうしてで

すか。みんなが私は大きな子だと言った

からです。「キムチ」は大きな子の食べ物

です。神の知恵は私に食べるなと言った

のに、なぜ「キムチ」を食べるようになっ

たのでしょうか。私のプライドです。プラ
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イドが私の「自己」を再構築したのです。

私は偽りの「自己」をつくり始めていまし

た。それが「私は」です。

「 私は」喫煙を好みます。だ

れも赤ん坊の時にはタ

バコを吸いたいとは思いません。だれ

もかれもが皆さんを混乱させ始めます。

どっちが私なのだろうか。たいていの人

は、まるで真の「自己」であるかのように

偽りの「自己」を選びます。私たちは真の

自己と偽りの自己との間でひどく混乱し

ています。これがストレスの土台であり、

鬱の土台です。皆さんが、どっちがほんと

うの自己なのか、どっちが偽りの自己な

のか混乱する限り、ひどい問題が始まっ

てくるでしょう。もちろん、その「私」はプ

ライドによって構築されます。このプライ

ドはルシファー、サタンから来ます。ここ

に大争闘の様相を見ることができます。

これは真の自己であり、偽りの自己です。

聖書は真の自己と偽りの自己に

ついて語ってはいません。聖書

はこれを、肉の人と霊の人として描いて

います。他には、古い人と新しい人、世の

人と内なる人です。この違いは聖書で最

も徹底的で、最もハッ

キリ区別しています。

聖書は、ある人は死ん

でおり、ある人は生き

ていると言います。神

は生ける神です。

私はこれを理解する前は、いつ

も聖書を読んでいる時に混乱

しました。神は、「わたしは…アブラハム

の神、イサクの神、ヤコブの神、わたしは

生きている者の神であって、死んだ者の

神ではない」と言われます。アブラハム、

イサク、ヤコブはみんな死んだのに。だ

が神は、自分は生きている者の神だと言

う。私はほんとうに混乱しました。今で

は、アブラハムは死んでいるけれども、

生きているということがわかります。今日

この地上の人々は生きてはいるけれど

も、死んでいます。なぜなら偽りの自己、

肉の人にあって生きているからです。彼

らは自分の中にいのちをもっていませ

ん、真理を持っていません。神の知恵よ

りも、知識で生きています。これが問題

です。

皆さんは真の自己と偽りの自己

との隔絶を見ることができま

す。私たち自身は分裂しており、この隔絶

がほんとうに大問題を造り出します。こ

れがまさにパウロがローマ書７章で語

っていることです。パウロは二つの異な

った自己について、「私は自分のしたい

ことせず、自分の嫌っていることをしてし

まう。私は落ち込むのはいやだ、私は怒

るのは嫌いだ、だが怒ってしまう」と語っ

ています。私たちが怒るのは、この二つ



76　Part 4　鬱と肥満の扱い方

の異なった、相反する自己の問題がある

からです。多くの人々は生きたいのです

が、生きたいと思いません。

私がまだ２歳半だったころのこ

とを覚えています。２歳ころに

経験したことを何もかも覚えている人は

多くありませんが、私は一つのことをと

ても鮮明に覚えています。私が１歳７ヶ

月の時に弟が生まれました。私は５月生

まれで、弟は翌年の11月生まれでした。

弟は母の腕の中でお乳を飲んでいまし

た。そのすばらしい平安はずっと私のも

のでしたが、もう違います。私は拒絶さ

れているというひどい感じがしました。

もちろん母は私を拒絶したのではありま

せんが、そう感じたのです。ある日、母が

弟に熟柿をスプーンで食べさせていま

した。私はその熟柿を見ていたらとても

ほしくなりましたが、母は赤ん坊に食べ

させることだけに一生懸命でした。その

時私がどう感じたかおわかり

ですか。私は世話をやいても

らわねばならない。そこで私

は重い病気になり、母の注目

を得ることができました。

私たちの中には明らかに病気願

望があります。拒絶されている

と感じるとその願望が生じます。母親が

決して拒絶したりはしていなくても、拒

絶されたと感じることがあります。母は

私を拒絶したことはありませんし、私を

愛していましたが、しかしそれでも、私

は拒絶されていると感じたのです。それ

から私は死にたいと思いました。少なく

とも病気にならなくてはと感じました。

そうすれば注目してもらえるだろう。皆

さんが病気の時、注目されなければどう

なりますか。死にたい感じになり始めま

す。これはなぜですか。死にたいという

この願望はどこから来るのでしょうか。

私たちには生きたい願望があるし、死に

たい願望もあります。今では、私たちは

皆これらの願望がどこから来るか知って

います。生きたい願望は神から来ます。

死にたい願望はサタンから来ます。私た

ちの中には争いがあります。私たちはこ

れをうまく扱うことができるでしょうか。

この争いを制御することができますか。

私はそうは思いません。どうにかして私

たちは選ばなくてはなりません。これが

選択ということです。どちらの道を行くべ

きでしょうか。受け取りたい願望

はどちらでしょうか。

私はまた、母と話をしな

いことに決めました。

母が私を拒絶したので話をしな

いのだということをわからせよう。私が

とても悲しんでいることを知ってもらい

たいと思いました。しばしば私たちがコ

ミュニケートできないのは、プライドの

せいです。私たちは感情を間違った方法
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で表現するだけです。それが鬱の実体

です。皆さんはだれかとコミュニケート

できます。問題を解決できます。しかし、

もし問題について話せないとすれば、そ

れはプライドのせいです。

結婚した時、私はまだ26歳でし

た。結婚についても愛につい

ても何もわかっていませんでした。私は

ばかみたいに熱烈な男っぽい韓国男性

でした。妻についての私の考えは、妻は

夫のために何でもすること、でした。当

時は賢い医者だけがアメリカに来るこ

とができたので、自分が医者であること

を誇っていました。アメリカ人が韓国に

行き、ECFMGと呼ばれる特別の試験を

します。それはとても難しい試験だった

ので、賢い者だけが通ったのです。もし

この試験に通ると、その人は落ちた他の

医者を見下します。ECFMG試験に通れ

ばナンバーワンになるのです。私は養子

になる選択をしました。それから妻を探

し始め、とてもかわいい人を選びました。

「よろしい。お前は、ECFMGに通ったす

ばらしい夫のしもべになるんだよ。私は

アメリカへ 行

く。私と一緒に

アメリカへ 行

き た い か い 。

よろしい、すて

きだ、結構だ」

。それが夫とし

ての私の態度でした。ひどいものです。

私は妻を愛していると思っていました

が、その愛は実のところ私のプライドで

した。自分を愛する愛でした。それがわ

かった時は大覚醒でした。妻が何かのこ

とで愚痴を言ったり、注目を要求したり、

怒ったりするといつでも、私は決して自

分の弱みを彼女に見せまいとしました。

いつも、彼女は何と偉大な夫を持ってい

るかということを見せつけ、自分の弱さ

を見せようとしませんでした。当時私は

親密になることがどういう意味か全くわ

かっていませんでした。互いに無防備で

あることの意味がわかっていませんでし

た。プライドでいっぱいだったからです。

私は妻と少しもコミュニケートが

とれませんでした。私はいつも

彼女を見下しました。彼女が何か言うと、

「女は黙っていろ！」と言うのでした。女

は静かにしているべきという韓国の格

言があります。彼女に、女だから静かに

しているべきだと告げるのでした。彼女

が間違いをすると、彼女は私の足の下

にいるしもべであることを確かめさせる

ために、過度に押さえ込みました。ある

日、彼女は靴下を脱いで、爪が何だか変

だと言って見せました。私は、「なんて醜

い足をしているんだ」と言いました。その

日以来、彼女は決して私の前で靴下を脱

ぎませんでした。これはひどいではあり

ませんか。私は、偉大な夫としての立場
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を守るために、プライドを養っていまし

た。私は親密さというものがわかりませ

んでした。それが、離婚の主な理由です。

彼女が私といっしょにウイマーに行き、

神の働きをしたくなかったとか、私を捨

てたとか、姦淫したからではありません。

真実は、私たちは決して真の親密さを築

くことがなかったからです。コミュニケー

ションがありませんでした。私は妻に自

分の弱さを決して見せませんでした。私

は妻の前では、ちっちゃな男の子にはな

りませんでした。ウイマーに移った1982

年以来私は長い混迷を経て、1983年に

彼女は私の所から去りました。５年後彼

女は戻ってきて２年間私の所にいて、ま

た去って行きました。私はこの間一人で

三人の子供の世話をしました。やっと、

昨年再婚しました。今、私はほんの少し

結婚についてわかったところです。

セミナーのために中国へ行く途

中の飛行機で、私はとても疲れ

ました。ふと、私は彼女にもたれかかっ

ていることに気がつきました。頭が彼女

の肩にのっていました。こんなことは以

前には決してなかったことです。韓国の

男らしい夫はこんなことはしません。女

性は男性にもたれかかることはできて

も、男性は女性にもたれることなどでき

ません。彼女が私の頭を支えて落ちない

ようにしていることに気がつきました。と

てもいい気持になりました。私は彼女の

赤ん坊でした。

私がプライドを

捨てたので、や

っと私 たちは、

いくらかの親密

さを築いている

のでした。

さて、私は「愛とは何か知らなか

ったが、真の愛はプライドを越

えるので、今ではほんの少しは愛につい

て知っている」と言えます。プライドを越

えて人を愛さなければなりません。もし、

プライドという限界の中で妻を愛してい

るとしたら、真に親密なコミュニケーシ

ョンを持つことができないでしょう。親

密なコミュニケーションにあこがれてい

るのに得られないと、鬱になります。注目

とは何ですか。多くの人々が子供たちに

多くの注目をしていると言いますが、そ

の子らが鬱になったり、また奥さんに多

くの注目を払っているけれども、彼女が

鬱になったりします。私はそこに真の親

密さがないことに気がつきました。真の

親密さがないと言うことは、夫或いは妻

に、プライドを越える真の愛がないとい

う意味です。愛の表現が儀礼的になって

距離ができます。そこには意味がありま

せん。夫と妻の間に無意味が置かれ始

めます。意味は遺伝子を活性化する力で

す。もし彼らの間に意味がないと、遺伝

子は次第に不活性になっていきます、愛
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から来る意味という力がないからです。

何もない、愛がない、プライドのせいで

す。

今、「私はプライドを越えて夫を

愛しているだろうか」とほんと

うの自己吟味をする時だと思います。も

し、プライドを越えてあなたの夫を愛し

ていれば、自分がどう感じているかを夫

に告げるでしょう。あなたがどう感じてい

るかを彼に告げると、夫はまるであなた

が小さな女の子のようだと感じるかもし

れません。そういうわけで多くの人々は

女性の言い分を聞こうとしないのです。

一度それが私に起こったことが

あります。ある日、母が韓国か

らやって来て2，3ヶ月私たちの所に滞在

しました。妻はひどいストレスの下にあ

りました。私がある日オフィスから戻っ

て、妻と母が互いに話をしながら楽しく

やっているのを見るのは美しい眺めで

した。私はドアを開けて喜びました。二

人は笑っていました、一緒にいるのを

楽しんでいました。私は一人考えました、

「今夜はほんとうによく眠れるだろう」。

それから、母が「お前、昼食を食べたか

い」と言いました。私は「はい」と答えまし

た。

「昼食はどこで食べたの」。

「病院の食堂で」。

「何を出してくれたの」。

「エビの揚げ物とポークチョップです

よ」。

「しっかり食べたかい」。

「はい」。

「しっかり食べればよかったのに」。

「しっかり食べましたよ」。

「ほんとうにしっかり

食べたの」。

そうだともう言っ

たのに、彼女はさらに3，4回も

それを確かめるために尋ねました。「味

はどうだったの。どんなふうに料理して

あったの」。私は、「なかなかよくできて

いましたよ」と言いました。こういう会話

を20分ほど続け、それから何だか変だと

気がつきました。妻がそっとキッチンに

行き、おかしな音を立てました。彼女は

普通、皿をとても静かに扱いますが、今

は皿がひどく大きな音を立てています。

私は鈍くて何が起こっているのかわかり

ませんでしたが、どこかがおかしいと感

じました。しかしなぜなのかわかりませ

んでした。私はキッチンに行き、どうかし

たのかと尋ねました。彼女は、「あっちへ

行って。行って。行ってよ」と言いました。
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私は内心、これはおかしいと思いまし

た。分裂病患者と結婚したように感じま

した。彼女は20分前には幸福だったの

です。それから彼女は

二階へ上がってしま

いました。私は母と居

間でさらに話を続け

ました。

それから妻の後から二階へ行く

と、真っ暗闇の中で彼女がベ

ッドカバーを被ってベッドに座っている

のを見つけました。彼女はふさぎ込むこ

とを選び、自分から引きこもりました。彼

女は、私との親密さを感じなかったので

こうしたのです。私と母との間に流れる

親密さを見て、それは彼女のものである

べきだと感じたのです。私は鈍くてそれ

がわかりませんでした。どうなっている

のかわからないので、いったいどうした

のか聞きました。女性にと

ってこういうことを説明す

るのは簡単ですか。いい

え、とてもたいへんです。

男性は女性がこのように

分裂病患者のように振る

舞うと面目を失います。女性は男性が理

解できるように頭の中で何が起こってい

るかを見せるべきです。彼女は「あなた、

私は女です。あんな風にあなたとお母さ

んがお互いに話しているといい感じが

しないの」とでも言うべきです。女性と

いうのは、男性が何が起こっているのか

をわかるべきだと思っていることに、私

は気がつきました。信じて下さい。私た

ち男性は鈍いのです。何も言ってくれな

ければ、私たちは何がどうなっているの

かわかりません。女性は私たちに期待し

過ぎます。私たちには何もわからないの

です。私たちは母親をとても丁寧に扱い

ますし、そうしようと努めます。私たちは

妻に自分たちを理解するよう頼り過ぎま

す。

親密さは非常に尊いけれども、

時には、妻と夫だけの間のも

のであるべきです。多くの人々はそう感

じています。だから、親密さを表現する

ために、時には行動が必要になります。

妻が親密さにほんとうに渇いている時

は、私に「愛してる？」と尋ねます。彼女が

こう尋ねるといつでも、私の愛がわから

ないなんて彼女は鈍いに違いないと

思うので、侮辱されたと感じました。

私は彼女への愛でいっぱいでした。

どこでですか。心の中で、ちょうどコッ

プが水でいっぱいのように。妻はちょ

うどここにある植物のようで、コップに

「私を愛している？」と

聞いています。私は、「

私は水でいっぱいなの

がわからないのかい？」

と答えるのです。私はそ

れに気がつきました。
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彼女に水を注がなければなりませんが、

どうやってそうしたらいいかわかりませ

んでした。この水を彼女の心に注いで、

エンドルフィンを生成し、喜びを造るた

めに遺伝子を活性化する必要がありま

した。私は愛を注ぐ必要がありました。

愛はエネルギーだと申しました。エネ

ルギーは与えることによっ

て、表現することによって

移さなければなりません。

私たちはアジア男

性として、あまり

愛を表現し過ぎるものではないと教え

られました。もし表現し過ぎると、頭がお

かしいと思われるから気をつけなさい、

と。それで、彼女はいつも、「あなた、私

を愛している？」と聞きました。私は、「わ

からないのか。私は稼いだお金を全部

持ってくるから、お前は銀行にあずける

ことができるじゃないか。少しでも自分

で取ったことなどない。それが私がお前

を愛している証拠だ。私はごまかしたこ

とはない。他の女性の所へ行ったことも

ない。お前を愛している。わからないの

か」と答えました。外見では、私がよい夫

である証拠がありました。けれど内面、

心の中では、ほんとうの親密さがありま

せんでした。真のコミュニケーションが

ありませんでした。鬱は実のところ、真の

コミュニケーションを持ちたいという願

望だと思います。

ある人は、自分は仕事中毒で妻

が重病だと言うかもしれませ

ん。私はその奥さんがなぜ病気なのか

わかります。アジア人の妻たちは夫が仕

事中毒であるのを見ます。お金がとても

重要なので、お金と引き替えに親密さを

受け取る願望を犠牲にするよう訓練さ

れています。

親密さはお金よりもずっと大

切だという発見は、私には

大覚醒でした。たとえお金をもうける

の が 少 なくなっ

ても、親密さを築く

ことが第一にすべき

ことだと私は考えま

す。これが幸福を築

く方法です。

ある 男 性 た

ちはなぜ仕事中毒になるのか

よく吟味しなければなりません。内心で

プライドが強く働くせいで、時に多くの

男性が親密さを表現したりコミュニケー

ションをすることを恐れるようになりま

す。親密であること、妻に弱さを見せる

ことは、少年の頃に受けた男としての訓

練に反します。男の子は泣くものではな

い。男の子は強くなければならない、そ

れで私たちは強さに対する完全な中毒

にかかっているのです。この強さは、と

ても不合理です。私たちは強さを拝しま
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す。ですから、自分が弱いのを見る度に、

自分が恥ずかしくなるのです。サタンは

すぐこう言います、「お前を見ろ。お前は

弱い。お前は泣いている、弱いやつだ。

眼に涙がある」と。私たちはこういう欺き

から自由になれません。ですから多くの

男性は親密さをどうやって築いたらい

いのかわからないのです。多くの男性は

偽りの自己の中で生きています。

ずっと前に、私は母を軽べつし

たことがありました。母が友人

に、私のプライドを傷つけるようなこと

を話しているのを見つけました。今、私

には女性はこういう風に互いに親密に

なるのだということがわかっています。

彼女たちには秘密がありません。私はど

うして女性は秘密を守れないのか不思

議でした。それは秘密を守ることができ

ないのではなく、秘密を守る能力を失わ

せるのは、親密さへの願望であることが

今ではわかっています。私はこれを大目

に見ることにしました。親密さを築くこと

は秘密を守るより大切だからです。私た

ちはたいていプライドのゆえに秘密を

守ります。

私たちは鬱になることによって、

プライドを持って信号を絶え

ず送り続けます。「あなた、私にもっと注

目して下さい。もっと親密にして下さい」

。親密になることは、私には時にとても

難しいことです。いつもタフであるのが

モットーだったのでやさしくなるのはと

ても難しいのです。どうしたら二つを一

緒にしてそれを美しくできるのでしょう

か。それが男性としてほんとうに私の仕

事です。多くの男性はタフであるという

ことでは立派ですが、やさしくあること、

弱くあることでは全く駄目です。女性は

これを理解しなければなりません。なぜ

なら女性はやさしくあることは容易です

が、タフであることは難しいからです。私

たちは互いに正反対です。だから互いに

理解するのがそれほど難しいのです。

もし皆さんが遺伝子を活性化す

る主なエネルギーは愛である

ことを理解して、優先順位を正しくする

と、真の強さとは何かがわかり始めま

す。私は何が神の強さであるかを理解し

始めているところです。神の強さはその

タフぶりにあるのではなく、愛の中に、

憐れみの中にあります。これは私には新

たな啓示ですので、妻に対して愛すべき

者でありたい、ゆるし、できるだけ理解

する者でありたいと願います。それが真

の強さです。それがタフな愛です。こうし

たやり方は男性にとっては非常に難しい

です。柔らかくあること、弱くあること、あ

われみ深くあること、愛ある者であるこ

と。私はまだまだ一生懸命やらなければ

なりません。
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今私は、妻は自分の車のようだ

ということがわかりました。も

しガソリンスタンドに行き満タンにして

も、それだけでずっといつまでも走り続

けることはあり得ません。時が来ると、ま

たガソリンスタンドに行かねばなりませ

ん。私は以前にはこのメカニズムが全く

わかりませんでした。妻は

私に話ができないので非

常にふさぎ込むようになり

ました。彼女は、自分がな

ぜベッドの所に行って暗闇

の中でベッドカバーにくる

まっているのか説明できませんでした。

彼女は説明できず、私は彼女を見つめて

どうしたらいいかわからずにベッドに座

っていました。彼女は泣きます、すると私

は心理学者のところに彼女を連れていく

ことを考えます。私は、「お前、カウンセラ

ーが必要ではないのか。心理学者が必

要じゃないのか」と尋ねます。そうなので

す。私はそういうメンタリティで生活して

いたのです。

会話とはどういう意味かご存知

ですか。問題を理解するという

意味です。弱さの中にあっていかに強く

あったらいいかを理解することです。私

たちは自分の遺伝子を強くするやり方を

学ばねばなりません。遺伝子を強くし幸

福にするただ一つの方法は、イエスの

愛を理解すること、受けることです。これ

が、私が今クリスチャンであることを喜

んでいる理由です。それはあらゆるもの

に対する私の関係を変えましたが、特に

妻との関係を変えました。私はやっと結

婚とはほんとうは何であるかを理解しま

した。私は妻が幸福であってほしいと願

います。私にはよいアイデアが必要なの

で、それを与えて下さいと

神に祈り続けています。

もし妻がまた、同じ

ことをしたら、私

には計画があります。神が

計画を与えて下さいまし

た。あの時には私は、「お前、どうかした

のか。カウンセラーが必要か。心理学者

が必要か。これはほんとうにおかしな態

度だよ。私にはわからない。こんな態度

をとるわけを話さなくちゃ駄目だ」と言

いました。事実に傾き、表面ばかり見て

おり、彼女の態度は、私には完全に不合

理でした。ですから彼女は一層私から

距離を置くようになりました。今は、もし

彼女がそういう態度をとったら私には

新しいプランがあります。それはベッド

カバーの中に入ることです。すると彼女

は私を蹴り出すでしょう。少し後で私は

もう一度やります。過去に彼女は私に、「

下に行ってお母さんと一緒に暮らしなさ

いよ！」と言いました。今では私には準備

があります。私は、「母さんと暮らしたく

はない、君と暮らしたい」と言うつもりで
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す。その後また、ベッドカバーの下に入

ります。彼女の抵抗が少なくなることで

しょう。これが、私が考えついた新しい戦

術です。私は妻をふさぎ込ませないよう

にする準備をしています。

遺伝子と神についてもう一つの

話をしましょう。ドイツにブラ

ックカップト（頭黒鳥）と呼ばれる鳥がい

ます。この鳥はドイツとスペインの間の

渡りをします。9月16日にすべてのブラッ

クカップトはスペインへ行きます。それ

から翌春彼らはドイツに戻って来ます。

オックスフォードの鳥類学者の一人がこ

の鳥にたいへん関心を持ちました。ある

年の10月に、彼はオックスフォード地域

を飛んでいるブラックカップトを見つけ

ました。スペインだけにいるはずの鳥で

す。そんなに多くはいませんでしたが、

何羽かのブラックカップトがオックスフ

ォード地域にいました。彼はなぜだろう

かと実に好奇心に駆られました。翌年、

もっと多くのブラックカップトが戻って

来ました。何羽かのブラックカップトが

スペインでなくイギリスにやって来たの

で、彼はとても興味が湧き、非常に好奇

心がそそられました。

彼はオックスフォード地域のブラ

ックカップトを幾羽か捕獲し

て、大きな鳥類飼育場を建ててあるドイ

ツへ持って行きました。彼はそこで鳥を

飼って二代目を得ました。この鳥たちは

ドイツで生まれたのでイギリスへ行っ

たことがありませんでした。翌年、9月16

日に、これらの若鳥たちはどうしたと思

いますか。イギリスに飛んで行ったので

す。鳥たちは父母の助け無しでイギリス

へ飛んで行きました。これはどういうこ

とでしょうか。遺伝子が鳥の渡りをコン

トロールするという意味です。もし鳥の

親たちがイギリスから来たら、その子供

はイギリスへ行きます。親鳥と一緒に行

く必要はありません。子供たちは正確に

親が来た所へ行きます。人々は、鳥には

写真でとったような記憶があるのだとず

っと考えてきました。私は、それはたわご

とだと言います。人は鳥の脳だと言いま

す。鳥がどうやって覚えることができるの

でしょう。鳥たちには私たちよりいい脳

があるのですか。私たちには写真で取っ

たように覚える記憶力はありません。時

々、賢い科学者が全くばかみたいになり

ます。

鳥類学者は、遺伝子がスペイン

遺伝子からイギリス遺伝子に

変異していたことについに気がつきま

した。それでこのイギリス遺伝子は次の

世代に引き継がれたのです。9月16日が

やってくると、渡りをするようにとの神か

らの信号が送られます。鳥は暦を持って

いません。いつが9月16日なのかを知る

ために暦を見ません。けれども9月16日
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に渡りの遺伝子が活性化されるので、ど

こか他の所へ飛んでいきたくなります。

今では科学者は、渡りの引き金となる遺

伝子があることを知っています。それが

渡りを誘い、スペイン又はイギリスへ向

かわせるのです。科学者は、過去に鳥た

ちはイギリスへ行ったことがないのを知

っています。それは、鳥たちにはイギリ

ス遺伝子はなかったという意味です。今

は、その遺伝子が変異したことがわかっ

ています。スペインのブラックカップトの

遺伝子の幾つかが、イギリス遺伝子に

変異しました。

遺伝子は実際には何だかご存じ

ですか。遺伝子は実際には文

字です。書かれた文字です。遺伝子はメ

ッセージです。これを皆さんにお見せし

ましょう。まだ今日のテーマの一つであ

る肥満の話に入っていませんが、もし私

が今日、肥満の話に入らなかったら明日

お話しします。体重のコントロールの仕

方を皆さんがよく理解するには皆さん

に準備をしてもらわなければならない

からです。体重のコントロールの方法を

知っている人はだれもいません。体重

をコントロールしようとする人はだれで

も体重を増やします。行いによる義は決

してうまくはいきません。信仰による義

の原則を土台にして体重のコントロー

ルをします。そうすればうまくいきます、

信じて下さい。ですから皆さんは遺伝子

と神との関係をよく知る必要があるの

です。それがはっきりしないうちは、何を

してもうまくはいきません。健康面で何

をしても駄目です。糖尿病のコントロー

ル、高血圧のコントロール、これもまた

遺伝子と関係があります。今は、私たち

医学者はこのことを知っています。

これがDNAの鎖、或いは渦巻き

線です。（絵を見せて）これを真

っ直ぐな線にのばすとすると、二本の真

っ直ぐな線になります。DNAは二重のら

せん、二つの別々の鎖でできているから

です。これは二つの柱のある梯子のよう

だと言ってもいいでしょう。一つはこっち

で、もうひとつはそちらです。二つの柱

の間に横木があります。これらの横木が

重要です。これらの横木の上にモールス

コードがあります。文字はモールスコー

ドで書かれています。もちろん、正確に

はモールスコードではありません。けれ

どもそこには基と呼ばれる４種類の化

学物質があります。アデニン、シトシン、

グアミン、チミン。名前は気にしなくてい

いです、モールスコードと呼んで説明し

た方が簡単です。コードは遺伝子が受

け取るある種の振動、或いは電気信号

に従って書かれています。例をあげまし

ょう。モールスコードは短点（・）と長音（

－）からなっています。だれかが電気信

号を送るとすれば、コードはこうなります

「・・・－」。
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50年前なら、フィーニックスにいる

あなたのお母さんがプレスコット

にいるあなたに電報を今すぐ送りたい

とすると、郵便局に行って信号を送る必

要があります。彼女は文字で書いたメッ

セージを郵便局員に手渡し、それを見

た局員はその文字をモールスコードに

変換します。モールスコードが飛んで行

きます。それは電気エネルギー、或いは

電波です。プレスコットの郵便局ではど

うなるのでしょうか。突然、機械が動きま

す。モールスコードを印刷し始めます。こ

の場合、だれがフィーニックスの信号発

信者ですか。神です。あなたはプレスコ

ットの受信者です。神のメッセージがあ

なたの遺伝子に書き込まれます。そうい

うわけで聖書は、あなたがたは手紙だ

と第二コリント３章３節で言っているの

です。神はご自分の律法を肉の板にお

書きになりました。神はご自分のメッセ

ージをお書きになります。

事実、ブラックカップトの渡りの

遺伝子には、渡りをするよう書

かれています。もし渡りの遺伝子が不活

性であれば、その鳥は渡りをしません。

しかし9月16日になると、渡りの時です。

鳥たちはスペインへ飛んで行きたくなり

ます。今まではイギリス遺伝子を持った

ことがありませんでした。どういうわけか

神は違った信号をお送りになります。神

がスペイン遺伝子を消去すると、イギリ

ス遺伝子になりました。

ところで、人々がどうしてそんな

に太るか、肥満になるかご存知

ですか。レプチン遺伝子と呼ばれる遺伝

子があります。この遺伝子は乳酸塩と呼

ばれる物質を生成します。レプトとはど

ういう意味かご存知ですか。レプトとは

細いという意味です。この物質は皆さん

を細くします。皆さんの脂肪細胞に、脂

肪を血流に送り出させてエネルギー源

として使えるようにさせます。これはとて

も大切な遺伝子で、レプチンと呼ばれる

重要な物質を生成させます。私を見て、

こう言うことができます、「リー先生。あ

なたは優秀なレプチン遺伝子を持って

いますね」。もし皆さんの体重が多すぎ

れば、皆さんのレプチン遺伝子は、今と

ても眠くなっているのを知る必要があり

ます。あまり多くのレプチンを生成して

いません。どうしてなのか突き止めなけ

ればなりません。どうして皆さんのレプ

チン遺伝子は、一生懸命働いてレプチン

を生成する気にならないのでしょう。そ

れが要となる質問です。

ブラックカップトの話を完結しま

しょう。脳虫、猿、キリン、そして

ブラックカップトについての話を理解せ

ねばなりません。どうして私がこういう話

をするかというと、こういう話を聞くこと

で皆さんが神の力に信頼するようにな
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ってほしいからです。神はキリンの健康

にさえ関心があるのです。神はキリンの

カルシウムレベルさえも見守っておられ

ます。鳥類学者に戻ると、彼は後に、な

ぜブラックカップトの遺伝子がスペイン

からイギリスへ変わったのか発見しまし

た。最初、どのようにしてそれが起こった

のかわかりませんでしたが、遺伝子が変

化したことはわかりました。彼らはスペ

インではこの鳥の住みかが開発によっ

て破壊されたことを突き止めました。多

くの建物、工場、アパートが鳥たちの住

みかを破壊しました。科学者はついにそ

の鳥のための食物が不足していたこと

に気がつきました。食料を十分に補給で

きなくなっていました。特別な種類の虫

が十分でなくなっていました。科学者は

同じ種類の虫がオックスフォード地域に

いることに気がつきました。

面白いではありませんか。ブラッ

クカップトが集まって食料探し

の委員会を組織し、自分の遺伝子を変化

させることに決めたと思いますか。もち

ろんそうではありません。鳥たちはスペ

インでどのくらいの食料が手にはいる

か知りませんでした。鳥たちはそれを突

き止めることはできません。神だけがそ

れをご存じです。神はもしすべてのブラ

ックカップトがスペインへ移動したら、

そのうちの何羽かは餓死することを知り

ました。それでブラックカップトの遺伝

子の10％を変えることに決めました。神

は信号を送りました。フィーニックスが

信号を送りプレスコットが受け取りまし

た。

ですから、このことを知らずに、9

月16日に、みんな渡りを始め

ます。しばらくの間鳥たちは皆同じ方角

へ飛んでいます、ところが、15分ぐらいす

ると、群のほとんどは南西に向かい、そ

の他は北西に飛んで行きます。鳥の中

のだれかが言うに違いありません、「お

い、君はどこへ行くつもりなの？」。「どこ

へ行くつもりかとは、どういう意味？」こ

れが私たちが信仰による義と呼ぶもの

です。私たちにはなぜだかわかりません

が、よいことをしているのです。どうして

なのかはわかりませんが、菜食家になり

ます。一生懸命に健康的な食べ物を食

べるように努力しても、うまくはいきませ

ん。

ある時点で、何かが起こります。

昨日私がお話しした膵臓を除

去した患者のようです。彼は菜食家に

なりたいと思ったことはありませんでし

た。健康的な食事をしたいと思ったこと

はありませんでした。彼はいつも不平を

言っていました。彼は町へ出かけて行

き、ステーキを食べてサニタリウムヘ戻

って来ました。彼は、妻が自分の高血圧

の原因だと不平を言いました。「こんな
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ひどい拷問を受けなければならないの

はお前のせいだ」と言いました。しかし、

神がおられること、眠っている遺伝子を

起こすことができ、インシュリン注射から

彼を開放することができる神がおられる

ことを知った時点で、どういうわけか彼

の食欲遺伝子は変わりました。この患者

は神に対して心を開き、「神様、私は自分

の食欲を変えることはできません。ほん

とうはステーキが食べたいのですが、あ

なたはそれを変えて下さいますか。私は

あなたの精気を受ける備えをしたので

す、そうすればあなたは私の膵臓の眠っ

ているインシュリン遺伝子を起こすこと

ができます」と言いました。ご存知です

か。神はこの祈りに答えられました。それ

が、この患者が健康的な食事を楽しむよ

うになり始めた時です。彼は、「うわ、玄

米はおいしい」と言いました。

私たちの味覚はどの遺伝子が働

いているかによります。神がご

自分の知恵の信号をお送りになると、キ

リンは骨への食欲を持つようになりまし

た。カルシウムレベルが正常にまで上が

ると、神はその信号を切ります。するとキ

リンはもう骨への食欲はなくなります。

食欲は完全に神のコントロールの下に

あります。皆さんの食欲は自分のものだ

と思いますか。そうだからコントロール

できないのです。皆さんは神のコントロ

ールの下にあります。ところが残念なが

ら、私たちには別の違った信号源があり

ます。私たちはプレスコットにいて、フィ

ーニックスから来る信号だけを受ける

はずですが、フラグスタッフの郵便局が

別の信号を送っています。これが問題の

理由です。私たちはフラグスタッフから

の信号を受け取る方に、より興味があり

ます。フラグスタッフは、「あなたは体重

を減らすことができます。神は体重には

何も関係ありません。もし自分を変える

ことができれば、体重を減らせます」と言

うのです。フラグスタッフはダイエットを

するように言います。断食をすると、力が

なくなってどんな運動もできません。

レプチン遺伝子の存在の主な目

的は何でしょうか。レプチンは

脂肪を脂肪細胞から取り出してエネル

ギー源として使うために用いられるよう

にします。運動すると、神はその人には

余計にエネルギー源が必要だとわかり

ます。食べ物は実際には脂肪細胞に蓄

えられるエネルギーです。神がレプチン

遺伝子を刺激すると、脂肪細胞はレプチ

ンを生成し始めます。すると脂肪細胞は

さらなるエネルギー源を供給するため

に脂肪を送り出し始めます。

もしそうではなく、皆さんが何の

運動もせずに、おなかを空か

せていると、もちろん、脂肪細胞は脂肪

を送り出すように強制されます。脂肪細
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胞はしたくはないのですが、毎日の食べ

物で供給しないので、せざるを得ませ

ん。これが飢餓です。これは悪い状況で

す。これは緊急手段でしかありません。

ですから、トロント大学で、科学

者が肥満について研究を始め

た時、とても奇妙なことがネズミに起き

ていることを見つけたのです。彼らはネ

ズミを二つのグループに分けました。最

初のグループでは、ネズミに欲しいだけ

食べさせました。ネズミは毎日同じ量を

食べ、同じ体重を維持しました。次のグ

ループのネズミは周期的に飢えさせま

した。５日間餌を与え、次の２日間は餌

を与えるのを止めました。それから10日

間食べさせ、３日間飢えさせました。６

ヶ月後、第二のグループはずっと重くな

っていました、食べ物の量は少なかった

のにどうしてでしょうか。

第一の理由は、代謝率が変化し

ていました。もし毎日同じ量の

食べ物を食べて同じ活動をしていれば、

同じ燃焼率を維持することでしょう。とこ

ろが飢え始めると、食べていた時と同じ

ように燃焼させることはできません。十

分な食べ物が入ってこないからです。あ

なたの身体は緊急事態にあります。あな

たの身体は空腹を飢餓と解釈し、持って

いるものを保存しようと努めます。そして

とてもけちになります。レプチン遺伝子

はフラグスタッフからの、緊急事態だか

ら活動を控えるようにというメッセージ

を受け取ります。フラグスタッフは、体重

を減らすために断食するよう言います。

つまりあなたには自分の体重をコント

ロールすることができるということです。

神は、「いや、いや、私にさせなさい。あ

なたがすることは私に信頼することだけ

だ」と言います。高カロリー、高脂肪、糖

分の多い食事を続けている時に、どうや

って体重のコントロールをすることがで

きるでしょうか。私たちはしたいことをし

たいと思います、そしてまた、願うとおり

の体重にしたいとも思います。これでは

うまくいきません。まず、真の自己である

必要があります。

私たちは真の自己と偽りの自己

について学んだばかりです。何

も食べないと身体にとってはほんとうに

緊急事態です。レプチン遺伝子は、「わ

れわれは脂肪を送り出せない、得たもの

を保存しなくては。だから身体が余計に

エネルギーが必要になった時に、要求

に応じて最小限送り出そう」と言います。

ですからいったん空腹になり、また二度

目、三度目となると、レプチン遺伝子は、

なぜ活動するか意味が見えなくなるの

で、非常に不活性になります。今はこの

ことが理解できますか。遺伝子は存在の

意義を見失います。運動をすればレプチ

ン遺伝子は存在することがうれしくなり
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ます、それは働く時だからです。神はもっ

と余計にエネルギーが必要なのがわか

るので、レプチン遺伝子は一層活発にな

ります。レプチンが生成され、脂肪細胞

に脂肪を送り出させます。これが私たち

のシステムの働き方です。もし神が存在

するのがわかれば、脂肪細胞と神との関

係がわかります。皆さんにはレプチン遺

伝子や脂肪細胞をどうすることもできま

せん。皆さんのレプチン遺伝子を神のみ

手にあずけなければなりません。これが

真の医学です。

レプチン遺伝子は１年半程前に

発見されたばかりです。これは

ほんとうに新発見のものです。だれか科

学者が私のレプチン遺伝子のサンプル

を取りに来たとしましょう。私のレプチン

遺伝子はとても活発です。彼らがやって

来てお金をいくらか差し出さないものか

と思います。もし活発すぎるくらいの私

のレプチン遺伝子を取り出して、これを

大腸菌の中へ入れると、とても速く増殖

するでしょう。１個のレプチン遺伝子が2

，3日後には数100万になるのです。それ

らはレプチンを生成します。彼らはそれ

を純化して瓶に入れ肥満の人にあげま

す。実際、彼らはこういうことをネズミで

研究しました。ネズミを肥満にさせてお

いて、レプチンを注射しました。この肥満

のネズミたちは急速に体重を減らし始

めました。これを聞いてうれしいですか。

私はネズミにはこれはとても効き目が

あると思います。けれども人間にはうま

くいかないと思います。考えてみて下さ

い。今、皆さんにはたくさんの脂肪細胞

があります。体重が多すぎるからです。そ

してもし体重を減らすためにレプチン

注射に期待するとしたら、ほんとうにそ

うなるでしょうか。皆さんはまだ安楽椅

子に座っていたいのです。ソファに座っ

て、テレビを見、太るようなあらゆる種類

の高脂肪の食べ物を食べたいのです。

これは矛盾だとは思いませんか。

注射とライフスタイルは両立しま

せん。注射の効き目があるよう

にするには、ライフスタイルをその注射

に合わせなければなりません。しかし人

々は、自分たちのライフスタイルを押し

切るような魔法の注射を期待していま

す。そういうものは決してありません。こ

れがネズミにどうして効き目があったか

わかりますか。ネズミにはテレビがあり

ませんし、アイスクリームも食べません。

だから効くのです。私たちは眼を醒まさ

なければなりません。人々は夢を見て莫

大なお金を得るつもりでいます。全く夢

にすぎません。彼らは後５年でレプチン

注射が実現すると言います。これは行い

による義の究極です。「あなたがたは同

じライフスタイルを続けることができま

す。ポテトチップ、コーンチップ、アイスク

リーム、何でも食べたいものを食べてい
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て下さい。私たちがあなたの問題を解決

します」。これはフラグスタッフから来る

信号ではありませんか。フィーニックス

も信号を送っているのに、この信号が発

信され続け、私たちはそれを受信し続け

るのです。

今は天の聖所の清めの時です。

天の聖所の清めは2300年の

終わりである1844年に始まりました。そ

の後すぐ、神は一つのメッセージをお送

りになりました。フィーニックスはエレ

ン・ホワイトに新しいメッセージ、健康メ

ッセージを送りました。その健康メッセ

ージは今日のための宮清めのメッセー

ジです。準備しましょう。私たちの宮は今

清められる必要があります。私たちには

フィーニックスから来る新しいメッセー

ジが必要です。

あなたの体重、糖尿病、そのすべ

ては神のみ手の中にあります。

もし私たちが自分自身、神の宮である身

体を、コーラやコーヒーなどではなく水

で清めるなら、神は新しいモールスコー

ドを送り、私たちの遺伝子を新たにする

ことができます。すると、レプチン遺伝子

がついに活性化し始め、体重を減らした

いと思わなくても、体重が減ります。私は

そういうことをニュースタートプログラ

ムでたくさん見てきました。これをウイ

マーでも、私のニューライフ園での働き

でも見てきました。

患者が、自分の体重に関して自

分では何もできないことがよ

くわかったとき、それが始まりです。神の

働くチャンスです。私たちにできることは

レプチン遺伝子を神のみ手にあずける

ことだけです。患者がそれに気づくと、

彼らの遺伝子は新たな意味を受け取る

備えができます。以前には、だれもが体

重を減らすのは自分の仕事だと考えて

いました。それは遺伝子に何の意味も

与えませんでした。意味と言えば、クリス

マスパーティのドレスが着られるために

体重を減らすということだけでした。そ

れは無意味な減量です。宮清めのため

ではないからです。自分の姿のためだ

けです。自己崇拝です。神に栄光が帰せ

られていません。もし私たちが、私たち

の宮、神の宮、すなわち身体を清め始め

れば、私たちは神のメッセージとなるで

しょう。栄養、運動、水、日光、節制、新鮮

な空気、休息、神への信頼。これらのこと

がなされると、フィーニックスは信号を
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送ることができます。すると、眠っている

間にも、夜中ずっと、レプチン遺伝子は

活発にしていてレプチンを生成するでし

ょう。脂肪細胞は脂肪を送り出し始めま

す。これが信仰による義の原則によるウ

ェイトコントロールです。それは神のみ

手にあります。神はこのすばらしい健康

メッセージを送って下さいました。私た

ちがしなければならないことは健康的

な栄養、運動、新鮮な空気、水などを楽

しむことだけです。すると神は皆さんの

遺伝子に働きかけてくださいます。

そういうわけで、イエスは、鳥や

野の百合を見よと言われたの

です。彼らは何の心配もしません。神は

彼らを養われます。神は、それよりもどれ

ほど多くのことを皆さんのためにして下

さることでしょう。神は喜んで皆さんの

遺伝子の中に入ってこられます。どうし

て扉を開かないのですか。神を招き入

れましょう。そして私たちのレプチン遺

伝子をいやしていただきましょう。アー

メン。

短くお祈りします。愛する父よ、私

たちは体重を減らすために一

生懸命やって来ました。私たちはまるで

自分で体重をコントロールする力があ

るかのように、これをウェイトコントロー

ルと呼んできました。やっと私たちには

自分の体重をコントロールすることはで

きないこと、私たちのレプチン遺伝子を

コントロールなさるのはあなたであるこ

とに気がつきました。父よ、今私たちの

心をあなたに対して開きます。私たちに

できるのは、新鮮な空気、新鮮な水、す

ばらしい健康的な食物のすべて、あなた

が与えて下さった果物や野菜を楽しむ

ことだけです。これらを楽しませて下さ

い、そうしている間に、どうかあなたの働

きをなさって下さい、そうすればあなた

の力によって体重を減らすことができま

す。イエスの御名によってお祈りします。

アーメン。
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Part 5

－高血圧をどうするか－

高血圧をどのように扱うかにつ

いてお話しします。高血圧とは

何ですか。血液には圧力はありません。

血圧はポンプの圧力

という意味です。ポン

プは何でしょう。皆さ

んの心臓がポンプで

す。ですから、血圧は

心臓がどれほど一生

懸命血液を押し出し

ているかということな

のです。ほんとうは、これを心臓圧と呼

ぶべきですが、どうしてか血圧と呼ぶよ

うになっています。それで誤解が生まれ

ます。どんな状況が心臓のポンプ機能を

きついものにするでしょうか。典型的な

状況は運動です。運動をすると血圧が上

がります。心臓が一生懸命に押し出して

いるので上がるのです。運動をするとい

つでも、全器官のシステム、特に筋肉が

もっと血液を必要とします。それで心臓

は筋肉へもっと血液を送り出さなけれ

ばなりません。運動をしないで静かに座

っているときには、筋肉があまり血液を

必要としないので、心臓はそれほど働く

必要はありません

血圧について話すといつも、多く

の人が多少混乱します。血圧

はひとつの数値だけではありません。も

しただ一つの数値であれば誰もが理解

できるでしょう。ところが二つの数値が

あるのです。心収縮期圧と呼ばれる上

の数値、そして、心弛緩期圧と呼ばれる

下の数値です。心収

縮期圧とはどういう

意味かごぞんじです

か。心収縮期は心臓

が収縮しているとき

の事です。心弛緩期と

は心臓がゆるんでい

るときです。私はむし

ろ血圧を収縮圧と弛

緩圧と呼びたいと思います。その方が簡

単ですが、あまり賢い響きがないのが問

題です。人はプライドを求めるのですよ

ね。プライドのせいで、人には理解でき

ないような言葉を使うのです。私は少し

足りない感じがしても、単純な言葉を使

いたいのです、そうすればわかりやすい

でしょう。

正常な血圧は120/80です。血圧

には二種類の数値があります。

どうして二種類の圧力があるのでしょう

か。二つの異なった相があるからです。

血圧はたいてい腕で測定します。実際に
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は、血圧を血管のレベルで測定します。

心臓レベルでの血圧測定は簡単にでき

ません。正確な血圧は血管レベルでの

測定では測れませんが、心臓でなら測定

できます。医者は正確な圧力を測定する

ために、心臓に面白い仕掛けを送ること

ができます。

心臓のポンプ状況を

腕で測定する時、

実際には血管レベルでの圧

力を測定しているのです。

心臓は、実際は血液でいっ

ぱいになっている、閉じられ

た組織です。圧力は心臓が

どれほど一生懸命にポンプの様に働い

ているかによって違ってきます。上の数

値は心臓が収縮し終えたときの測定値

です。これは、血管が血液で一杯になっ

たときで、一番高い圧力です。一番低い

圧力は心臓が完全に弛緩した時です。

最高圧は心臓が持っていた血液を全部

押し出した時ですから、血管内に最も多

くの血液があり、それが血圧の一番高い

ときです。最低圧は心臓が弛緩している

時、心臓に血液を引き込んでいるときで

す。弛緩の終わりの時点では血管内の

血液は最も少なくなっています。

もし心臓が休んでいるとすれば、

それは押し出しているときと

弛緩しているときの中間です。それは

120/80ではなく、多分90くらいでしょう。

そして動きません。その状態では、皆さ

んは生きることはできません、血液が循

環しないからです。循環器の中に血液が

あるだけでは、生きているということに

はなりません。血液と同時にエネルギー

が必要です。皆さんの血液

がどんなによくても、どんな

に心臓が立派でも、もし血

液が循環しなければ健康を

損ないます。これがいのち

の原則です。与えて、受ける。

もし心臓に関して授受がな

ければ、組織全体が死にま

す。心臓は血液を押し出し

ます。与えます。それから、受け、与え、又

受けます。心臓が血液を押し出して与え

るとき、どんな血液を与えていると思わ

れますか。リフレッシュされた、酸素が豊

富に含まれた血液ですね。心臓は肺か

ら酸素を含んだ血液を受け取り、それを

脳、筋肉、肝臓その他に与えます。どんな

血液を心臓は受け取るでしょうか。汚れ

た使用済みの血液です。それを受け取っ

て、肺に送り、肺はリフレッシュしてから

心臓に送り返し、心臓は身体の他の部分

に与えます。心臓は神のようではないで

しょうか。神はいつも私たちに命をお与

えになり、いつも私たちの罪をお受け取

りになります。とても興味深い組織です。

ですから、循環がうまくいっていれば、

良好な健康を保つことができます。サタ
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ンはこれを知っているので、循環を破壊

すれば神の宮を駄目にすることができ

ます。彼は循環をだめにしようとして出

かけて行き、次第に循環を止めていきま

す。これが要点です。これで、収縮期圧と

弛緩期圧がおわかりになったでしょう。

血圧 を 測 定

するには看

護士や医師でなくて

もかまいません。病

院へ行くと看護士は

血圧を測定するため

に何をしますか。加

圧帯と呼ばれるもの

を腕の回りに巻きま

す。そしてポンプで

それに空気を入れ、血液の循環を止め

るので、血液は腕の血管の中で動けなく

なります。ですから一杯になったような

感覚がするのです。看護士は音を聞くた

めに聴診器を腕に当てます。このレベル

で循環が止まると、血液は通過していな

いので何の音もきこえません。加圧帯の

圧力を少しずつ抜いていくと、ある時点

で血液が流れ出します。その音を最初に

聞く時が最高血圧です。それが収縮気圧

です。更に加圧帯から圧力を抜いて行く

につれて、血管は一層開いていきます。

血管がすっかり開いてしまうと又音が聞

こえなくなります。そうやって血圧を測定

します。

ちょっとしたクイズを出しましょ

う。私の血圧は今120/80です。

とてもいい状態です。もし私がここから

出て行って１時間後に戻り、血圧をもう

一度測定したら145/60だったとします。

何をしていたと考えられますか。運動で

すか。私が運動をし

ていたとどうして言

えますか。もちろん、

私の収縮期圧は高く

なったので、興奮状

態にあることがわか

ります。しかし面 白

いことには、弛緩期

圧は80だったのが、

今は60です。これは

どういうことでしょう

か。人が運動をすると、血液をもっと押し

出す必要があります。ところで、もう一つ

の必要があります。私は運動をしている

ので血液をもっと回数多く押し出す必要

があるのです。それで心臓はもっと多く

血液を取り込まなくてはなりません。80

と60という弛緩期圧を比較すると、どち

らが心臓の中により多くの血液がある

ことになるでしょうか。弛緩期圧とは、心

臓へ戻っていく血管の中の血液の圧力

を意味するので、心臓には血液が少な

い、つまり圧力が少ないということを意

味します。もし心臓がさらに活発にふく

らめば、血圧は上がりますか、下がりま

すか。もちろん下がります。心臓はさらに
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血液を引き込むので血管には血液が少

なくなるからです。60という私の弛緩期

圧は、私の心臓が血管からより多くの血

液を引き込んでいることを意味していま

す。これは私の心臓は一生懸命にポンピ

ングしながら、同時により大きくふくらん

でいるということなのです。これはとても

重要です。収縮期圧は、多くの状況にお

いてほんとうには心配すべき圧力では

ありません。弛緩期圧が高いと、常に一

層深刻な問題があるのです。

弛緩期圧がより低くなったこと

は、心臓が一生懸命に働いて

いて同時に十分ふくらんでいるという意

味です。すべて順調で、ポンピングも良

好、ふくらみもいいです。これはよい運

動ができるという意味です。では、私の

血圧が120/80で、一時間姿を消して戻

ってきてから、もう一度血圧を測定した

ら142/92になっていたとします。どうし

たというのでしょう。その間に私は何を

したのでしょうか。明らかに運動をして

いたのではありません。弛緩期圧を見る

と、収縮期圧は高く、弛緩期圧も高いの

です。これは私の心臓はふくらむことが

できなかったという意味です。これはど

ういう状況でしょうか。その前の時間に

何をしていたのでしょう。私は電話をか

け、いらついていました。もし皆さんが怒

ると、血圧は必ず上がりますが、運動し

ているからではありません。心臓はふく

らむことができません。心臓は受け入れ

る容量が少なくなります。運動すると、心

臓はより多くの血液を押し出し、より多く

の血液を受け取ります。気分良くしてい

ると、心臓はうまくポンピングします。し

かし、いらいらしていると心臓はこわば

ってきます。ストレス下にあると、心臓は

柔軟性をなくし、ふくらむ力をなくしま

す。もしこういう状態が続くと、ストレス

がない時であっても、弛緩期圧は高くな

ることがあります。若い人で弛緩期圧の

高い場合は、たいていきついストレス下

にあることを意味します。128/92という

血圧はきついストレスを指し示します。

血圧を見ることで、その人がどのような

情緒的或いは身体的状況にあるかを、

ある程度推察できます。

皆さんの血圧が190/100という

ように高いと、これは悪いしる

しです。これは心臓がふくらむことがで

きず、同時に血管の具合が悪いことを意

味します。何らかの停滞があり、身体に

血液を送り出すのに心臓が大変な思い

をしているのです。心臓は通常でない力
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を出して血液を押し出さなくてはならな

くなっています。時には240/120まで上

がります。これは非常に危険な高血圧で

す。

ある人々の血圧は90/50と低い

場合があります。また80/50だ

ったりします。彼らはきつい思いをして

おり、時々めまいを起こしやすく、低血圧

のせいで弱った感じがします。それは低

血糖症に似ています。通常血糖値は70

－110の間で，多くの人々は60以下にな

るとめまい、失神、発汗、心臓の動悸など

の症状を起こします。人が同じ種類の刺

激、同じ種類のストレスを受けても、二

通りの反応をするのは興味あることで

す。ある人たち、特に怒りを抑えて自分は

立派だと見せたい傾向のある人たちは、

強い抑制欲求があります。皆さんが生物

学、化学について何もご存じでなけれ

ば、言わせてもらいますが、身体は状況

に応じて反応するものです。ある人々は

状況以上に怒ります。彼らの血圧は上が

ります。ある人々は怒りを抑えます。彼ら

の血圧は下がります。

私が医学校にいた1960年代、先

生は低血圧はいい、なぜなら

高血圧になるまでには時間があるから

だと言いました。今ではそれはほんとう

とは言えません。今は、人はストレスに

対し二通りの反応をするとわかってい

ます。怒りを押さえ込み、まだおだやか

である、幸福であるというふりをする人

は、感情表現を押さえ込む傾向がありま

す。彼らには低血圧の傾向があります。

積極的に怒ると、体組織に多量のアドレ

ナリンが生成され、アドレナリンは血圧

を上昇させます。人が消極的に怒り、怒

りを表現せず、叫ぶこともなく、押さえ込

んで、何もかも大丈夫だというふりをす

ると、こういう人々も高血圧になることも

ありますが、時には彼らは感情を押さえ

込んでアセチルコリンと呼ばれる物質を

生成します。アセチルコリン遺伝子が一

層活性化されると心臓の動きを抑制し

ます。心臓はポンピングを弱めるので、

血圧が下がります。それは低血糖の時と

同じ具合です。低血糖症と低血圧症はお

互いに従兄弟のように働きます。低血糖

の人は低血圧にもなる傾向があります。

なぜ低血糖症になるのでしょう

か。人が多くのストレス下にあ

ると、多量の血糖を消費します。もし一

定水準の血糖の貯えがあれば問題あり

ません。筋肉は多くの血糖を蓄えます。

これを糖グリコーゲンと呼びます。グル
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コースはグリコーゲンになり、筋肉細胞

はこれを蓄えます。肝臓はグリコーゲン

を蓄えます。グリコーゲンはガソリンの

ようなもので、すぐに使えます。蛋白質も

血糖に戻されることができますが、時間

がかかります。脂肪も血糖として用いら

れますが、使えるようにするにはもっと

難しい過程を必要とします。何でも実の

ところは血糖の様々な形態であるわけ

です。もし血糖がガソリンに似ているな

ら、筋肉や肝臓に蓄えられているグリコ

ーゲンは軽油と呼べるかも知れません。

蛋白質は梱包された燃料かも知れませ

ん。箱の中に入っているので、開く必要

があります。脂肪は飛行機のコンテナに

積み込まれた箱詰めの燃料にたとえら

れるかも知れません。燃料を取り出すに

は手間がかかります。ですから、減量の

ために断食すると、身体は蛋白質をまず

使う傾向があります。それで筋肉がなく

なるのです。だから断食はあまりやらな

い方がいいのです。

筋肉の蛋白質がエネルギー源と

して用いられると、多量の水が

必要になります。水を十分に飲まないと

脱水症状になります。蛋白質の副産物が

尿で出て行くので、水も多量に出て行く

からです。飢えると蛋白質と筋肉を使っ

てしまうので、体重が減ります。筋肉の

喪失は続けることはできませんから、あ

る時点で、身体は筋肉をなくすのを止め

て、脂肪を使うためにコンテナを開きま

す。たいてい、人が断食によって20ポン

ド減量するとすれば、10ポンドは筋肉と

水分から、10ポンドは脂肪からです。こ

うして脂肪を減らすと、何が起こるでしょ

うか。レプチン遺伝子が非常に出し惜し

みをするようになって、エネルギー源と

して使うために脂肪を押し出す刺激を

与えるレプチンを生成しなくなります。

それでもし、断食で無理やりに脂肪を減

らすと、後で、脂肪細胞の脂肪を減らす

のがさらに困難になります。強制はうま

くいきません。生命のシステムは強制で

はなく愛によって扱わなければなりませ

ん。

グリコーゲンは筋肉と肝臓に蓄

えられます。血糖をグリコーゲ

ンとして蓄えるためには、遺伝子が活性

化されていなければなりません。グルコ

ースをグリコーゲンにする遺伝子があり

ます。グリコーゲンの形で血糖を蓄える

必要がなければ、その遺伝子は活性化

されません。血糖をグリコーゲンにする

この遺伝子が機能しないのです。その時



Part 5　高血圧をどうするか　99

には筋肉や肝臓にグリコーゲンの蓄え

はありません。何がこの状況を引き起こ

すのでしょうか。運動の欠如です。運動

すればグリコーゲンの形で血糖を蓄え

る必要があるので、食べなくてもエネル

ギー源として後で使うことができます。と

ころが運動しないと、この遺伝子は筋肉

や肝臓にグリコーゲンを蓄える意味を

見出せません。ですから運動はとても重

要です。

昨日、皆さんに水を飲んで下さい

と訴えましたが、今日は是非運

動をしていただきたいと訴えます。もし

水をたくさん飲めば、ハンバーガーを食

べても大丈夫ですが、それはお勧めでき

ません。私は肉食には賛成ではありませ

んが、それは気にさわる音楽に対してと

る態度のようなものだと言えます。これ

については、私はこういう見方をしてい

ます。私たちは音楽のことを扱っている

のではありません。私たちは自分たちの

魂を扱っているのです。なぜ人々は、自

分は音楽を扱っていると言うのでしょう

か。なぜ若い人々の魂のことを気にかけ

ないのでしょうか。なぜ人々は音楽につ

いて何かしら悪いことを言うのでしょう

か。私ももちろん、ある若い人々が聴く音

楽には賛成しかねますが、私たちはとて

も尊い魂を扱っているのです。

別の晩に、私は１時間の説教を

しました。子供たちはどんなふ

りをすればいいかわかっています。彼ら

は自分たちがよい子であると見せかけ

ることに卓越しています。私はここにい

るアリゾナの若者はふりをしているとは

思いません。彼らは何かが好きなら、そ

れが好きだということを示します。何か

が気に入らなければ嫌いだということ

を示します。私はそういうのが好きです。

時々、私が別の若者の集まりに話をしに

行くと、私をピザやチョコレートを食べ

ないようにと話す酔狂者だと思って、ほ

んとうは聞いていないのに聞くふりだけ

をします。そういうのはとても難しい集

まりですが、彼らがいるところ（彼らのレ

ベル）で私たちが話をしていることをよ

く感じています。彼らはそれに感謝し、私

もそれが好きです。

パウロでさえ、異邦人に宣べ伝

えるとき、十戒全部を与えるの

は多すぎると考えました。彼はそれらを

水で薄めなければなりませんでした。少

しばかりその水準を下げなければなり

ませんでした。姦淫することは間違いで

ある事、それから血の付いたままの肉を

食べないようにと教えました。それは水

で薄めたメッセージでした。彼はなぜそ

うしたのでしょうか。それは始まりにす

ぎなかったからです。彼には、何はとも

あれまず彼らと友人にならねばならな
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いとわかっていました。それからだんだ

んに標準を上げ始めます。音楽だけで

はなく、魂に焦点を合わせなければなり

ません。もちろん、私は若い人たちが聴

く音楽には賛成しません。それは最も美

しい音楽ではありません。しかし残念な

がらこの世は堕落しつつあります。私た

ちは彼らがいるところで彼らに会わね

ばなりません。私は、それはすごいと思

います。私たちはセレブレーションチャ

ーチになりたいとは思いませんね。長老

派にもなりたくはありませんが、今日、事

態は悪いのです。私た

ちはこれらの魂を私た

ちの腕の中にとどめる

ことができるよう何で

もしなければなりませ

ん。それがとても重要

です。

さて、運 動 をし

な いと、糖 を

グリコーゲンとして蓄える必要がありま

せん。血糖をグリコーゲンとして蓄えな

いと、低血糖症になりやすくなります。食

事を抜くと、血糖が下がります。ストレス

の下にあると、多量の血糖を消費し血糖

値レベルは下がります。たとえ運動をし

ても、感情を押さえ込みすぎると、また

多くのことに気持が煩わされると、いつ

も知らぬ間に大量の血糖を消費します。

そうするといつも境界線上にある状況

になり、血糖値レベルはいつでも正常以

下に下がることがあるのです。特に、ちょ

っと余分のストレスを受けたとか、いつ

もより食べるのが少なかったというとき

にそうなります。低血圧や低血糖症に一

番いいのは運動することですが、楽しく

運動しなくてはいけません。

ある女性が私のところにきて、「

リー先生、あなたは運動するよ

うにと言いました。私はいつも夫のシャ

ツにアイロンをかけています。私は夫が

嫌いですが、彼はいつ

でも奇麗なシャツが着

たいのです。私はぷり

ぷりしながら、ハアハア

して、汗をかきかき、い

つも彼のシャツにアイ

ロンをかけています。

これ、いい運動になり

ますか」と尋ねました。

確かに運動ですが、た

だの事実にすぎず、真の運動ではありま

せん。真の運動はアイロンがけ、プラス

愛です。もしアイロンがけが無意味であ

れば、それは何になるかご存知ですか。

その女性にとって、アイロンがけはスト

レスになります。大変興味あることです。

ずっと言い続けていることですが、私た

ちの遺伝子は、単なる運動にではなく、

意味に反応します。この女性がアイロン

がけを全く嫌っているとしましょう。彼女
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の血圧は高くなるでしょう。

しかし別の女性が、私にアイロン

がけはいい運動になるかと尋

ねて、彼女はアイロンがけが好きで夫を

愛していると言い、彼はすばらしい人だ

と言えば、私は彼女に、そのアイロンが

けはいい運動ですと言うでしょう。一時

間アイロンがけをした後、彼女の血圧は

140/60になっているでしょう。けれども、

もし夫を嫌い、アイロンがけを嫌ってい

れば、ストレスになります。愛があれば

いい運動になりますが、運動をしていて

もその運動があなたにとって悪い意味

を持つのであれば、それはストレスにな

り、血圧を上げます。要点がおわかりに

なりましたか。これは分界点です。これ

が、信仰による義と行いによる義の一番

重要な違いです。

同じ事をしても、心の中の反応

が違います。遺伝子レベルで

は、二つの正反対の反応が起こります。

要点がおわかりでしょうか。外見では、ど

ちらの女性もアイロンをかけています。

一生懸命働いています。しかし遺伝子は

その運動の背後にある意味に反応しま

す。遺伝子は霊的です。ですから私たち

は霊的な存在なのです。私たちの遺伝

子は霊的だからです。遺伝子はただ機

械的な作用に反応するのではなく、その

機械的作用の意味に反応します。こうい

う遺伝子を持って生きる事はすばらしい

ではありませんか。そうでなかったら、私

たちはまるで機械のようになってしまい

ます。ですから私たちは、他の人たちに

対してよい意味を与えなければなりませ

ん。

私は多くの低血糖症の人を診て

きました。彼らがこの事をわか

り始めると、それまでは運動の背後の意

味になど注意したことがなかったので

驚嘆します。ただ運動の機械的な動き

だけに注目していたからです。彼らはと

てもイライラしていました。彼らは体育

館に行き、トレッドミルの上で走り、自分

を機械のように扱おうとしました。機械

は無意味です。神と何の関係もありませ

ん。ですから、健康クラブに加わり、機械

に乗り、運動クラスの間、誰かの命令で

動くためにたくさんのお金を費やすの

はとても気の毒です。自由を楽しんで下

さい。公園に行きなさい。小鳥の声に耳

を傾けなさい。子供を連れて行きなさ

い。夫と共に歩きなさい。そしてそれを

運動などと呼ばないようにしなさい。

ウイマー学園にいたとき、私の嫌

いなことがひとつありました。

歩いているとき、私は自然を楽しんでい

ました。そこには、ここにあるようなたく

さんの松の木があり、早春には野の花

が咲きました。それはウオーキングでな
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く、神の園を歩いているようなものでし

た。私は歩いている間にできる限り多く

の意味を与えたかったので、あらゆる種

類の野の花を咲かせている神に感謝し

ました。野の花がそこにあるのは単なる

偶然ではありません。その野の花は神か

ら私のために贈られたものです。こうい

う言い方にはもっと意味があるのがお

わかりでしょうか。私たちの遺伝子はこ

れを愛します。私が歩いていると、その

小道に出ている他のスタッフに会うこと

があり、「やあ、今日、歩行距離を伸ばし

ていますね」と言うのです。歩行距離を

伸ばす？「あなたは１日３マイル歩くべ

きです、そうすれば歩行距離が記録され

ます」。なんと無意味な言い方でしょう。

そうであってはなりません。もっと意味

あるものにして下さい。それがばかげて

いるわけではありません。歩行距離につ

いて話すのは賢い響きがありますが、遺

伝子との関わりでは、実のところ愚かし

い事です。遺伝子はもっと意味を欲して

います。

コレステロールを多くとりすぎ

ると、このコレステロールが血

管壁の内側に蓄積して、血管が硬化して

いきます。あなたの血管がとても柔らか

い、柔軟な、のびのある健康な血管であ

れば、心臓は必要なときにそれほど高い

圧力をかけてポンピングしなくても、ず

っと容易に働いています。心臓は、血管

が硬化し狭くなっていると、それはそれ

は強く奮発してポンプの働きをしなけれ

ばなりません。血管は広く開いている必

要があり、柔らかければ心臓は血液を押

し出すのが楽で、血管はとても容易に拡

張できます。あなたの血管が硬化し狭く

なると、同じ量の血液を押し出すのに、

心臓はよりきつくポンピングしなければ

ならないので、とても疲れます。心臓は、

「動脈硬化を起こした血管」と私たちが

呼んでいる、狭い血管に同量の血液を

通過させるために、大量のエネルギー

を消耗します。動脈はコレステロールの

蓄積によって硬化します。

多くのアドベンチストの人たち

が私のところにやってきて、「リ

ー先生、私は完全な菜食家です。コレス

テロールが菜食には入っていないこと

を知っていますが、私は高コレステロー

ルなのです。肉に触れたことはありませ

んし、動物製品にも触れたことがないの

ですが、私のコレステロールは高いの

です。なぜだかおわかりですか」と言い

ます。もちろん、もし皆さんがコレステロ

ールを多くとりすぎると、コレステロー

ル値が高くなります。肉を食べても、コレ

ステロール値が正常であることもありま

す。肉や動物製品を食べなくても、コレ

ステロール値が非常に高くなることもあ

ります。
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どうしてでしょう

か 。そ れ は 皆

さんの身体がコレステ

ロールをつくるからで

す。コレステロールがい

っぱいの肉を食べてい

ても、もし身体がコレス

テロールの生成を遅ら

せる方法を知っていれ

ば、コレステロール値を正常にとどめる

ことができます。しかし、コレステロール

を全く食べない完全な菜食家であって

も、コレステロール値が高いとすれば、

それは肝臓がコレステロールをたくさ

ん生成しすぎているという意味です。

コレステロールはとても大切な

化学物質です。私たちの身体

はあらゆる種類の細胞でできており、コ

レステロールは細胞膜の最も重要な要

素のひとつだからです。身体は何兆も

の細胞からなっています。ですから私た

ちはいつも新たなコレステロールを生

成しなければなりません。常にコレステ

ロールの含まれない完全菜食を食べて

も、身体はすべての野菜、穀物、豆などか

らコレステロールをつくり出します。糖

でさえもコレステロールに変えることが

できます。肝臓が適量のコレステロール

を生成するので、コレステロールを食べ

る必要は全くありません。

ではコレステロ

ールを食べな

くても、多すぎるコレス

テロールを生成するの

はどうしてでしょうか。

その理由は、コレステ

ロールは細胞膜をつく

るのに重要な要素なの

ですが、又性ホルモン

をつくるにも重要な要素なのです。テス

トステロン、エストロゲン、プロゲステロ

ン、これらは皆コレステロールからでき

ます。これらのホルモンをつくるにはま

ずコレステロールが必要です。別のホル

モン、コーチロールホルモンと呼ばれる

ストレスホルモンがあります。これはコ

レステロールからできるのでステロイド

ホルモンです。ストレスホルモン、性ホ

ルモン、細胞膜をつくるためにはコレス

テロールがなくてはなりません。これら

は全部重要です。

では、コレステロールを全く食

べないのに高コレステロール

だという人はどのような人なのでしょう

か。厳しいストレスの下にある人です。

人が厳しいストレス下にあると、この人

はさらに多くのストレスホルモンが必要

になります。もっと多くのストレスホルモ

ンをつくるためには、もっとコレステロ

ールが必要になります。コレステロール

を食べていないと、肝臓がもっとコレス
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テロールを生成しなければなりません。

大きいストレス下にあるのですから、も

っとストレスホルモンをつくらなければ

ならないからです。あなたが菜食者でコ

レステロール値が高いときは、ストレス

がたくさんあるということを意味してい

るのです。

私はこういう状況をかなり多く見

ていて、人々はコレステロール

を下げるには何を摂ればいいかと私に

尋ねます。コレステロールを下げるため

に摂れるものはありません。彼らに心に

平安はありますかと聞きますと，「はい、

あります」と答えます。人が自分には平

安があると言うときはたいてい、そうで

はありません。こういう人たちは、明らか

に多くのストレス下にあるので、講義の

最中に眠ってしまいます。多くのストレ

ス下にあるので疲れているからです。で

すから、平安とは何かを理解することが

とても大切です。多くの人々が、何の心

配もないと言いますが、平安があるでし

ょうか。これは二つの違う質問です。

自分の経験に従って、私が平安と

は何か見つけたことをお話し

しましょう。聖書は休息について語って

います。そして皆さんは、ガンについて

の私の講義から休息がどれほど重要か

わかっています。イエスは、「すべて重荷

を負うて苦労している者は、わたしのも

とにきなさい。あなたがたを休ませてあ

げよう」と言われます。私が初めてこれを

読んだとき、理解できませんでした。私

は自分で休むことができます。なぜイエ

スは、「わたしがあなたがたを休ませて

あげよう」と言われるのか。聖書は奇妙

な本です。休息が必要なら、私はソファ

に横になって休息できます。けれども、

イエスは、「もしわたしが休みを与えな

ければ、あなたがたに休みはない」と言

われます。これはとても興味ある概念で

す。「わたしがあなたがたに休みを与え

よう」。これによってイエスは何を意味し

ているのでしょうか。みなさんがガンに

関する講義を理解すれば、この質問を理

解できます。

ヒントを差し上げましょう。P-53

遺伝子です。P-53遺伝子は休

むことのできないガン細胞を休ませる

特別の物質を生成します。それは休息物

質です。皆さんが身体をソファに横たえ

て休んでいると思っていても、細胞内部

の遺伝子が休めなければ、休んでいるこ

とにはなりません。神が、休息物質を生

成するp-53遺伝子を活性化する信号を

送るのでなければなりません。この物質

が、たとえあなたがたが散歩か何かして

いても細胞を休ませます。もし怒りで煮

えくり返っていたり、誰かを憎んでいた

ら、たとえソファに横たわっていても細

胞は休めません。それは休息ですか。そ
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うではありません。遺伝子はアドレナリ

ンを噴出していて、p-53遺伝子は活性化

されません。休息は神からの賜物です。

神がみなさんのp-53遺伝子を活性化す

る信号をお送りになると、細胞は休みま

す。すると皆さんは休むのです。それか

ら遺伝子は修復されます。すると皆さん

はいやされます。それが安息日の目的の

ひとつです。

安息日には、地球全体の空気を

満たす神からの大量の力があ

ります。神は、もし私たちが喜んで受け

取るなら休みを与えようとしておられま

す。皆さんがこの休みを受け取ることに

ついておかまいなしであれば、それを受

けることはありません。遺伝子は意味に

反応するからです。皆さんが安息日によ

い意味を与え、これは神が私たちに休み

を与えて下さる日だと認め、これは神が

私たちのp-53遺伝子を刺激して休ませ

て下さる日だと認めるなら、神に同意す

るのですから私たちは休みを得ることで

しょう。私たちは、神の邪魔をしないよう

にするので、神にリフレッシュされ、いや

されるのです。これは安息日についての

美しい意味です。もし安息に満ちた心が

ないと、コレステロールは上昇し、このコ

レステロールは徐々に血管に蓄積して

いくでしょう。

私はパーキンソン氏病である一

人の姉妹に会ったばかりです。

ドーパを生成する脳細胞が死ぬと、この

病気になります。ドーパが生成されない

ので、パーキンソン氏病の人は筋肉動

作に調和がありません。筋肉に調和ある

働きをさせるのはドーパです。錠剤の形

でドーパを摂取すると、筋肉はよりよく

働くでしょう。ドーパ又ドーパ生成細胞

が欠如すると、筋肉の調和ある働きがな

されません。

長い間、私たち医者は医学校で、

脳細胞は再生できないと学ん

できました。私も固くそれを信じていま

した。それから私は聖書に、発作を起こ

した子供や中風で麻痺した人がいやさ

れたと書いてあるのを読みました。それ

は脳細胞の死が原因だったのですが、

いやされました。それで神には新しい脳

細胞を再生することができるのだとわか

りました。私は、脳細胞は再生できるの

だと信じ始めました。医学校で、脳細胞

が再生できると言わない唯一の理由は、

まだそれを見たことがないからです。そ

れは聖書の中にしかありません。

私は、脳細胞が再生できる証拠

が何かないかどうか調べてい

ました。そしてジョン・ホプキンズ大学の

シュナイダー博士という名の優れた神

経学者を見つけました。彼は実験室で
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赤ん坊の脳細胞を培養し、それらは再

生できることを実演できる事を見つけ

ました。なぜか彼は、実験室で脳細胞に

与えたホルモンのすべての名前やその

割合を秘密にし、公表しませんでした。

そのホルモンは何だったのでしょうか。

彼はそれらを、神経成長因子、NGFと呼

びました。今日、脳細胞は神経成長因子

と呼ばれる特定のホルモンを生成する

ことがわかっています。又他に3，4の、今

ちょうど私たちが学んでいるものについ

てわかっています。

そこには非常にデ

リケートな バラン

スがあります。要点

は、シュナイダー博

士は実験室にこれ

らの脳細胞を持っ

ていて、その細胞の

再生は、他のホルモンと組み合わせて与

えられた神経成長因子の量次第であっ

たということです。幾つかのホルモンの

調和のとれた統合、これがとても重要で

す。ついに、ほとんど偶然に、彼は正しい

公式を見つけました。彼は人間の赤ん

坊の脳細胞が実験室で増殖できる事を

実演しました。これはすばらしい発見で

すが、彼はその処方を秘密にして公表し

ませんでした。今日、脳細胞は培養でき

ます。パーキンソン氏病の患者は脳細胞

の移植を受けることができます。ハーバ

ード大学その他では、脳細胞がどのよう

にして再生するのか血眼になって研究

しています。今では、70代の大人の脳細

胞でも再生できることがしっかり証明さ

れています。

どうして中風やパーキンソン氏

病の人々はよくならないのでし

ょうか。私は、子宮摘出した後もエストロ

ゲンの生成ができるかどうか知りたがっ

ていた人に話をしたばかりです。この質

問に答える前にその話をしましょう。皆、

今日アルツハイマ

ー病を恐れていま

す。その予防法がわ

かっておらず、何が

原因か知りません。

ロナルド・レーガン

はその病気で、奥さ

んのこともわかりま

せん。恐ろしい病気

です。認識の問題だけでなく、実のとこ

ろ何もかも忘れていくのです。なぜ便座

に座っているのか忘れます。自分が何を

しているところなのかわからなくなりま

す。腸の蠕動運動が必要でも、何が何だ

かわかりません。何もかも忘れます。た

とえ用足しが終わっても、その後で拭う

ことを忘れます。脳細胞が死んでいくの

で、それは恐ろしい病気です。なぜある

人々は、80歳でも頭脳明晰で何でも覚え

ているのでしょうか。なぜある人々は、40

歳や50歳で物事を忘れ始めるのでしょ
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うか。

ケンタッキー大学の研究チーム

は、アルツハイマーの研究に

とても興味を持っていました。最初彼ら

は、それはアルミニウム中毒のせいでは

ないかと考えましたが、今ではアルミニ

ウムとは何の関係もないことがわかって

います。今日、人々は自己免疫反応かも

知れないと考えています。つまりＴ細胞

が脳細胞を攻撃するので、脳細胞が死

ぬというものです。アルツハイマー病に

ついてのよりよい理解は今のところ広く

公表されておらず、私もなぜだかわかり

ません。

しかしこれが、アルツハイマー病

に関してなされた研究成果で

す。カトリック教会は特に司祭や修道女

の間でこの病気で多くの問題を抱えて

います。他よりも多くカトリック教会に患

者がいるとは言いませんが、この事で多

くの問題を抱えているのです。ケンタッ

キー大学の研究チームは、修道女でこ

の研究をするのは良いアイデアだと考え

ました。アルツハイマー病を扱うとき、標

準化の方法がわかりません。というのは

人々の背景が様々で、体重も様々、食事

も様々、あまりにも差異があるので、アル

ツハイマー病の発症に関して最大のイ

ンパクトは何なのかわかりません。修道

女は大変好都合な集団です。彼女らは

皆同じ宗教、その生活様式は互いに似

ており、食事その他が似ています。アル

ツハイマー病を研究するには完璧な集

団です。そこにはまだまだ精神機能がし

っかりしている80歳の引退修道女がお

り、全く精神能力のなくなった50歳の修

道女がいます。なぜこういうことが起こ

るのでしょうか。

研究者は修道女についてできる

ことは何もかも調べましたが、

何ら意義ある結論は出せませんでした。

最後に彼らは彼女たちの日記を調べる

ことにしました。修道女は毎日日記を書

くことになっています。カトリック教会は

修道女たちの日記帳を提供しました（も

ちろん、修道女たちの許可を得て）。そし

て研究者は注意深く日記を調べました。

科学者が何を見つけたと思いますか。

最もはっきりした違い、最も決定的な違

いは、頭脳の明晰な修道女たちの日記

は多くの意味ある叙述がしてありました。

「今朝は小鳥が私のために窓のところ

で歌っていた。主を賛美せよ」といった

具合です。それは彼女らにとって、とても
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意味のあることだ

ったのです。彼女

たちのした仕事、

病院へ行くこと、人

々を他よりも多く

助 けること、患 者

のために祈ること、何もかも、毎日意味

あることで一杯でした。このような文章

を書いていた修道女たちは、まだまだ明

晰な頭脳を持っていました。アルツハイ

マー病で苦しんでいた人たちの日記帳

はたいてい空白でした。例えば、「1999

年、6月18日。晴れ。とても忙しい日だっ

た。疲れた」。それだけです。賛美もなく、

意味もなく、感謝もありません。彼女たち

は神から離れていたように思える修道

女でした。疲れた修道女でした。意味は

遺伝子を刺激するものです。

これは私にロナルド・レーガンと

ジミー・カーターの違いを考え

させました。ロナルド・レーガンは、「あ

なた方は一つの山を一回見たら、すべ

ての山を見たのです」と言いました。彼

は俳優であり、ごく若い頃でも、いつも

政治に関わっていました。政治家は全く

役者ですね。しかし、ジミー・カーターは

どう演じるか知りませんでした。それで

私たちは彼はばかだと言いましたね。彼

は与える心を持っていました。彼がする

ことは何でも、政治的観点からは無意味

だと思われました。しかし、彼の考えで

は、意味ある事をしようとしていました。

それで彼はアトランタに低所得者の住

宅を建てました。そしてあらゆる行為に

おいて、彼は自分の心を与えました。で

すから、彼は今日、まだ明晰な頭脳を持

っています。今、彼は紛争調停人で、世

界中へ行き、紛争を調停し、問題を解決

しています。彼はおそらく今よき長です。

ロナルド・レーガン、かつては最高統治

職にありましたが、突然人生の意味を失

いました。自分が何をするのか何もわか

らなくなっています。おそらくそれは彼

には最も深刻な打撃だったでしょう。

私はまじめなクリスチャンである

ことをとても幸福に思います。

脳細胞をお金で買うことはできないか

らです。脳細胞は、意味ある真理を探究

していると、再生し続けることができま

す。年をとると脳細胞がなくなっていくと

言ってはいけません。私はもうそういう

ことを信じないからです。皆さんが、年を

とると記憶をなくすと思っていれば、記

憶をなくすでしょう。私はこういう風に信

じることに決めました。もし私がもっと

意味ある真理を探究し、日毎にさらにも

っとそうしていけば、年とるにつれ、脳細

胞はよりいっそう鋭くなっていくだろうと

考えます。事実、私にはそれが起こって

います。私は教会に入ってきてからも、

ますます深く、高く真理を追求してきま

した。私には10年前よりずっとたくさん
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の脳細胞があると思います。私が言う意

味がおわかりですか。ですから私には若

くて美しい妻がいるのですよ。私の身体

は強くなっています。

私は一度、バイパス手術のため

に心臓を開く手術をした患者

を持ったことがあります。不幸にも皆さ

んが心臓を開く手術をすることになる

と、人工心肺を通してすべての血液を迂

回させなければなりません。人工心肺の

機械はまだ完璧ではないので、血液が

そのシリコン製のパイプを通るとき凝

固して小さな固まりをつくります。血液

が脳に行く時に、それが脳の血管をふさ

ぎ、ミニ卒中を起こさせます。それで何

も感じはしませんが、たいていその手術

後、人々はいくぶんか記憶障害になりま

す。普通その記憶障害は2，3ヶ月後には

なくなります。ところが、この私の患者は

65歳でしたが、子供っぽくなりました。彼

は、「君、どこにいるの」と言いながら妻

を探していました。彼は大人の態度をな

くしました。彼の奥さんは戸を開けてや

らなければならないし、彼の後を追って

回らなければなりませんでした。彼は車

から出るためにドアを開けることもでき

ませんでした。彼の知性はどこかしらに

残っていましたが、その態度はひどく子

供っぽくなりました。多くの脳細胞がダ

メージを受けました。

４年後、奥さんは高血圧になりま

した。彼が彼女の喜びを追い

払っていたからです。薬にはそれを下げ

る効き目がありませんでした。彼の奥さ

んは高血圧の問題のためにウイマーに

やって来ました。私は、彼女が夫のこと

でひどい問題を抱えていることに気がつ

きました。私は、彼女の夫に脳細胞は再

生できること、神は脳細胞を再生させる

ホルモンを出す遺伝子を刺激すること

ができるのだと説明しました。脳細胞は

再生できます。科学的証拠があります。

彼は泣きました。彼は以前にそんなこと

を聞いたことがありませんでした。彼は、

「私は患者になりたい」と言いました。

彼は妻の付き添いとしてそこにいたの

ではありませんが、今希望を持ったので

す。彼はとても幸福でした。彼は健康的

な食事を食べ始め、楽しく運動をするよ

うになり、笑うようになりました。

１週間後、奥さんが私のところに

目に一杯涙をためてやって来

て、「リー先生、今日、ここ４年で初めて

夫が私のためにドアを開けてくれまし

た」と言いました。誰も彼にそうするよう

に指図したのではありません。

25日後、私たちは終了祝いの会食

をしていました。その時、多くの患

者たちが証をしました。この男性もそれ

を申し出ました。私たちは大変好奇心を
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持ちました。彼は茶色の買い物袋を持ち

上げていましたが、何が入っているのか

わかりませんでした。それから彼はそれ

を下に降ろして話し始めました。「私は

自分を取り戻しました。神は私の脳を元

通りにして下さいました」と言いました。

それから彼は袋からバイオリンを取り出

しました。彼は、「私はバイオリンを弾い

ていたことがあるが、その能力をなくし

ていました。ところがここに来てから、リ

ー先生が、神は私の脳細胞を再生でき

ると言ったので、それを信じました」と言

いました。これを聞いて私がどんなにう

れしかったかおわかりですか。その時、

彼は、またバイオリンを弾くことができ

るだろうと考えたのでした。ある日、ヒラ

リー（スタッフの一人）がバイオリンを弾

いていると、彼はこっそりバイオリンを

練習できないものかどうか頼みました。

彼は秘密でバイオリンを練習し、今弾く

ことができるのです。そこで彼は終了の

祝いの席で演奏しました。私たちは全員

泣きました。そうです、神は彼の脳細胞

を再生なさいました。

私は又、７年の間苦しんできた

パーキンソン氏病の患者を持

ったことがあります。今、彼女は薬無し

で、問題なく歩いています。

女性は子宮を摘出したにも関わ

らず、なおエストロゲンを生成

できます。科学者は子宮をなくした多く

の女性がエストロゲンを生成しているこ

とを見つけました。体内でエストロゲン

を再び生成できるアロマターゼと呼ば

れる物質があります。もし、女性がアロマ

ターゼをたくさん生成すると、このアロ

マターゼは再びエストロゲンを生成し

ます。これは脂肪細胞の中で起こること

があります。自動車事故で膵臓を切除し

た男性の中で目覚めたインシュリン遺

伝子の話を覚えていますか。これは同じ

事です。女性が子宮を摘出しても、脂肪

細胞の中で眠っているエストロゲン遺

伝子が目覚めることがあるのです。ただ

問題なのは、当の女性がそれはあり得る

と考えないことです。しかし神は遺伝子

に責任を持っておられます。神は皆さん

のコレステロールレベルをコントロー

ルできます。コレステロールの主要な源

は皆さん自身の身体からきます。肝細胞

はコレステロールを生成しすぎることが

あります。神は肝臓の遺伝子を鎮めるこ

とができますから、コレステロールを生

成しすぎることはありません。今は遺伝

子についてわかっているので、この医学
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を研究することは、今日一層魅力的にな

っています。

皆さんに、雌の魚がどのように

して雄になるかという話をし

たでしょうか。とても権威ある科学ニュ

ース雑誌がありますが、その1996年10

月版に非常に興味深い記事がありまし

た。科学者は衝撃を受けました。彼らは

ある種の熱帯魚を捕って、雄と雌を取り

出しました。実験は10匹の雄と雌がいた

ときに始まりました。彼らは10匹の雌だ

けを取り出し、別にしました、すると3，4

日のうちに雌のうちの５匹が雄になりま

した。そのようにするとその魚はいつも

性転換します。誰かが見守っているので

す、ご存知ですか。魚自身は自分の性を

転換できません。性を転換するには、何

が変化しなければならないでしょうか。

遺伝子が変化しなければなりません。性

染色体が変化しなければならないので

す。染色体は実のところ遺伝子のかたま

りです。染色体を変化させるには、遺伝

子を変えなければなりません。誰が遺伝

子を変えるのですか。神がご自分の信

号をお送りになります。合衆国では、そ

れをzap（電流攻撃）と呼び、ドイツでは

bliyzと呼びます。各国がこれに様々なニ

ックネームをつけています。

どうか、私のところにきて、「私は

こんな状態です。これを変える

ことができますか」と聞かないで下さ

い。脳細胞は再生できます。再生は不可

能だと教えられていたこれらの細胞は、

再生できるということを今の科学者は知

っています。簡単に再生はしません。再

生にはそれ自身の条件が必要とされま

す。第一に、皆さんが健康な脳を持って

いても、無意味な生活をしていると、脳

細胞は死んでいくでしょう。意味ある生

活をしていると、脳細胞は増えていくで

しょう。今、私たちはその事を知っていま

す。ですから、意味深い生活をしている

カトリックの修道女は脳細胞の再生がよ

り多くされているのです。

高血圧の話に戻りましょう。皆さ

んが高血圧になって医者のと

ころに行くと、医者治療の手始めに利尿

薬をくれます。利尿薬は何をしますか。

利尿薬は、何回もトイレに行かせるの

で、体組織の水を大量に失わせます。水

分をなくすことで血液のかさを少なくす

ると、もちろん圧力は下がります。それに

ついては疑問がありません、簡単な論理

です。血圧を減らすといつでも、皆さん

の組織の器官は全部、不平を言い始め

ます。充分な量の酸素を受けるために

は高い血圧を維持しなければならない

からです。ところが血圧が人工的に下げ

られると、脳、肝臓、またその他すべての

器官が不平を言い始めます。彼らは、「ど

うしてわれわれは十分血液を受け取ら
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なくなったんだろうか」と言います。血圧

が下がり、血管がかなり狭いと、心臓は

充分な圧力で押し出すことができませ

ん。脳は充分な血液を受け取りません。

すべての器官が不満です。特にどの器官

でしょうか。腎臓です。腎臓は血圧が下

がるとほんとうに怒ります。時々腎臓は

仕事を止めてしまいます。血圧が低くな

りすぎると、時に腎臓は仕事を止めるで

しょう。腎臓は、清めのために、また組織

から毒を濾過するためにとても重要で

す。腎臓はいつも、血液をきれいにする

ために他の器官よりも多くの血液を受

け取ります。腎臓は血圧が下がるのには

いつでもとても敏感です。血圧が下がる

といつも、腎臓は脳に長距離電話をか

けて、「何が起こっているんです？充分な

血液を受け取っていませんよ」と言いま

す。脳は、腎臓の要求は良いものだと信

じているので、たいていその要求に応じ

て補正をします。血圧がほんの少し高い

だけでも、血液をもっときれいにできま

す。脳は心臓がもっと強く押し出すよう

刺激するためにいくらかのアドレナリン

を送ります。心臓はもっと強く押し出すで

しょう。血圧は上がります。すると腎臓は、

「ほんとうにありがとう。今はうれしいで

す。自分の仕事ができます」と言います。

そこで、また血圧を測ると、医者

は少し上がっているのがわか

り、お決まりの手順で利尿薬を倍にしま

す。それで、明らかに、皆さんはもっとし

げしげと医者のところに行くことになり

ます。水分を失うので血液のかさが減

る。血圧が下がる。するとすべての器官

が不平を言う、特に腎臓が。脳は、心臓

がもっとしっかり働くようにとアドレナリ

ンを生成する。患者はいい気分でいた

のですが、2，3ヶ月後、血圧は同じ高さに

戻ります。そこで、医者にまた血圧が元

に戻ったと告げます。すると医者はベー

タブロックと呼ばれる新しい薬を紹介し

ます。血圧は脳から出るアドレナリンに

よって上げられたので、科学者はアドレ

ナリンをブロックできる薬を開発しまし

た。これをベータブロックと呼びます。こ

の血圧上昇は組織内でのアドレナリン

生成に大きく起因するので、今度は、製

薬会社はベータブロックと呼ばれるもの

を作り出しました。彼らがこれを市場に

紹介したとき、ダン・ラザーが出てきて、

われわれは高血圧その他を征服したと

言いました。

けれどもご存知ですか。その製薬

会社はずっと昔、もしベータブ

ロックを度々使うと、腎臓はまた不平を

言うだろうと予想していました。ですか

らある時点でベータブロックは血圧を

下げる効き目がなくなることを知ってい

て、すでに新しい薬を開発しているとこ

ろです。彼らは常に次の製品の開発をし

ています。そうです、彼らにはこうなるこ
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とがわかっています。彼らは、それぞれ

の新薬が私たちをいい気分にさせるの

だと私たちが考えるよう望んでいます。

彼らは、私たちに、アドレナリンが多すぎ

る、それを鎮めて血圧を下げる必要があ

る、そうすれば気分が良くなると言いま

す。すべての器官組織は圧力が減ると不

平を言い始めるでしょう。そうしている

間に、皆さんは倍量の利尿薬を飲みま

す。もし利尿薬を長期間多く摂りすぎる

と、コレステロール値が高

くなります。

それはほんとうに

賢いことでしょう

か。この治療の意味は何

でしょうか。ほんとうによ

くなりたいのですか。もし

ほんとうによくなりたけれ

ば、なぜ高血圧なのかをよく知らなくて

はいけません。なぜ圧力は血管の中で

増大しているのでしょうか。それは食事、

ストレス、運動不足、ライフスタイルの問

題かもしれません。薬の問題ではないの

に、人々はほんとうのことを避けるため

に薬を使っています。よくなりたくない、

それがほんとうの意味なのです。いや

されるよりも、慰めを望んでいるだけな

のです。多くの患者がこのレベルにいま

す。彼らは、「先生、私にはこんな問題が

あり、とても不快です。この不快さを取り

除くことができますか」と言います。人々

は完全にいやされることをほんとうには

願っていません。もし彼らがほんとうに

いやされたいなら、問題の原因を取り除

くために何でもしようとするでしょう。病

気の根源にある原因を取り除く、つまり

生活スタイルを変えることです。

そういうわけで、ベータブロック

を飲んでいい気分になると、腎

臓が不平を言うので血圧はまた高くな

ります。それでベータブロ

ックを倍にします。それか

ら３倍にします。ベータブ

ロックを３倍にすると、血

圧は下がるでしょうが、ア

ドレナリンブロッカーを多

くとりすぎたので、全組織

にアドレナリンが不足しま

す。すると皆さんは少しふ

ぬけした感じになります。それで御主人

は勃起しないので妻と床を共にするこ

とができません。勃起のためにはいくら

かアドレナリンが必要ですが、アドレナ

リンブロッカーを摂りすぎたので、勃起

障害になるのです。

すると医 者 は 製 薬 会 社 に薬 が

効かないと文句を言い始めま

す。すると製薬会社は、カルシウム通路

ブロッカーという新しい製品があると言

います。カルシウム通路ブロッカーとは

何でしょうか。心筋が収縮するときはい
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つも、カルシウムがどっと心筋に入って

きます。通路があり、心筋自体にカルシ

ウムがどっと入って来られるように開き

ます。「われわれはこの通路を発見し、こ

の通路をどのように遮断するか、そして

カルシウムが心筋細胞に入る事ができ

ないようにし、心臓が強く収縮できない

ようにする方法を見つけました。そのた

めに血圧は上がらないでしょう」。医者

は、「それは良い考えだ」と言います。そ

して新製品が登場します。そこで皆さん

は通路ブロッカーを使い、血圧は下が

り、腎臓は苦 し々く文句を言います。服用

を２倍にします。３倍にします。効き目

がなくなります。今私たちは通路ブロッ

カーの時代を通過したばかりです。

私が医学校にいた頃は、ベータ

ブロッカーの時代でした。私が

卒業した後は、カルシウム通路ブロッカ

ーの時代でした。今、どうしていいかわ

からないでいます。カルシウム通路ブロ

ッカーを使うと、腎臓が文句を言い、脳

に長距離電話をかけます。脳は腎臓の

文句を聞くのにあきあきします。「また、

君か、腎臓君。君にはうんざりだ。どうか

電話をかけないでくれ。もう何をしてい

いかわからないよ。私が何かすると、こ

の人は変なところに行ってまた血圧を

下げることを何かするんだ。私にはどう

しようもない」と脳は言います。それから

脳は腎臓に、「もう君次第だ。君がしたい

ようにしてくれ。君には血圧を上げるレ

ニンというものがある」。腎臓は、「わか

った。では君の許可があるから、レニン

を出して血圧を上げよう。そうすればき

れいにするためにもっと血液を受け取

ることができる」と言います。脳は、「いい

よ」と言います。さて、カルシウム通路ブ

ロッカーはまた効き目がなくなります。

そしてレニンのせいで血圧は上がりま

す。科学者はレニンブロッカーと呼ばれ

る新しい製品の開発について考えてい

るところです。「主を賛美せよ」と言うべ

きかどうか、私にはわかりません。レニン

ブロッカーは今市場に出てきています。

次はどうなるか私にはわかりません。こ

れは絶え間ない闘いです。私はこれをバ

ベルの塔と呼びます。無意味ですが、ど

んどん上に上がり続けます。

このように医学の知識は蓄積し

ていますが、何の問題も解決し

てはいません。遺伝子の問題を解決して

いないからです。もし皆さんが塩分の濃

い高脂肪食を食べ続け、適切な運動を

せず、怒ってばかりいて、人々を憎み、許

すことができなければ、そういうすべて

のことが、よい健康状態を獲得する妨げ

になります。私のする講義に、ゆるしに

ついての講義があります。ゆるしは医学

的に重要です。私のこの講義をゆるしの

神経生物学と呼んでいます。他にも安息

日についての神の生物学と呼ぶ講義が
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あります。私は生物学、物理学、科学、神

学を医学に結びつけるのがとても好き

です。そうすれば皆さんは、ゆるしには

ほんとうはどんな意味があるのか理解

なさるでしょう。皆さんがゆるすと、脳に

何が起こるかおわかりですか。今回の講

義だけで満足しないで下さい。学ぶこと

はいっぱいあります。私はキャンプミー

テイング全部を受け持って、全部の講義

を皆さんにして上げることができればと

思いますが、それができません。いつか

ここでそれができるでしょうか。どう思い

ますか。私たちは来年、2000年にそうす

ることを考えているところです。私は私

の後に話し手が控えていないのがうれ

しいです。何を話していましたっけ。レニ

ンブロッカーですね。

私たちはライフスタイルを変え

る必要があります。問題はこう

です。運動を何もしないで、高脂肪食を

食べていると、皆さんの身体は多すぎる

コレステロールや脂肪をどうしていいか

わかりません。肝臓は徐々に、脂肪をつ

かんでおくという緊急事態に追い込ま

れます。肝臓はＬＤＬと呼ばれる物質を

生成します。最後のＬはリポ蛋白という

意味です。これは特殊な蛋白で、血中で

脂肪とコレステロールをつかまえます。

高脂肪食をして、運動しないと、血液は

べたついてきて、循環をふさぐことがあ

ります。神は脂肪を食べないように言い

ますが、でも問題が起きるとＬＤＬ遺伝

子を刺激なさいます。ＬＤＬは出て行っ

て、ピックアップトラックのように脂肪と

コレステロールを全部集めて肝臓に運

ぶので、肝臓はそれを分解できます。肝

臓はあまりにも負担をかけられると、つ

いにはピックアップトラックを拒みます。

かわいそうなピックアップトラックは循

環に戻って、コレステロールを捨てる場

所をどこか探します。それで動脈硬化に

なります。典型的なアメリカ人のライフ

スタイルである、運動をせずに高脂肪食

を食べるということをしていると、こうい

うことが起こります。これは菜食者にも

起こります。

ついに、皆さんが神の健康メッ

セージを見つけ、健康的な食

事をし始め、運動し、聖霊の力によって

ゆるすようになります。さて、ゆるすと脳

に何が起こるかわかるでしょう、心が平

安になります。何が起こるでしょうか。今

では運動を楽しみ、御主人のシャツにア

イロンをかけるのが好きになったので、

それには意味があります。すると神が信

号をお送りになります。ＨＤＬ－高密度

リポ蛋白。ＨＤＬが生成されると、血液

中に出ていきます。それはブラックホー

ルのような働きをします。コレステロー

ルの蓄積したところに行ってきれいにし

てしまいます。すると血管は広くなり、狭

心症は消え、めまいはなくなります。美し
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いことが起こります。

これはディーン・オルニッシュに

よってしっかり証明されていま

す。健康的な食事、ストレスコントロー

ル。特に私たちには、ディーン・オルニッ

シュが紹介しなかった神があるのです。

神は皆さんのＨＤＬ遺伝子を刺激する

ことができるので、ＨＤＬを生成するこ

とができます。ＨＤＬは動脈からコレス

テロールを全部かき取って、肝臓に運

び、肝臓はコレステロールを分解して十

二指腸に送り出します。それから皆さん

が繊維のたっぷりある果物を食べると、

その繊維がコレステロールを全部吸収

し、翌朝にはしっかり便通があるという

ことになります。なんとすばらしいシステ

ムでしょう。

この健康メッセージに従うと、つ

いには、自分の身体を理解する

ことを通して、なぜ私たちの遺伝子を創

造された神を礼拝する必要があるかが

わかります。なぜ神に栄光を帰する必要

があるか理解するでしょう。自分自身の

遺伝子の働き方がわかったので、三天

使の使命を、単なる教義ではなく理解す

るでしょう。皆さんの遺伝子は三天使の

使命を経験するのです。願わくは神が、

皆さんに、自分の身体がどのように働く

かを理解することによって、この美しい

メッセージを経験させて下さいますよう

に。アーメン。

 
 

 

 
 

 


