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1 章　長寿を超えて

1 章　長寿を超えて

「長寿を超えて」という主題で
お話しします。安息日の集

会ですけれども、初めに聖句をお読
みしたいと思います。伝道の書 3 章
の 11 節です。「神のなされることは
皆その時にかなって美しい。神はまた
人の心に永遠を思う思いを授けられ
た」。実は、欽定訳の英語の聖書には

「永遠」という言葉がないのですけれ
ども、その代わりに「世」「世界」と
訳されています。幸い日本語の聖書に
は「永遠」という言葉が出てきます。
神様が皆さんお一人お一人の心に永
遠を思う思いを授けられた、とあるわ
けです。その思いはアダムとエバの心
にもありました。エデンの園で彼らは
永遠の命にあずかる特権を失ってし
まったのですけれども、以来、人類は
永遠の生命を探し続けています。サタ
ンもまた私たちに向かって懸命に「私
に従えば死ぬことはないよ」と訴えて
きているわけですけれども、しかし私
たちはサタンの嘘、罠に引っかかりた
くないですね。永遠の生命を得るた
めに神様の計画に従いたいものです。
神の言葉を研究するならば、お一人お
一人がこの永遠の生命を得るための
神様のご計画を見出すことができる
ようになっています。更に進む前に、

お祈りをしたいと思います。

天のお父様、こうして共にみ言
葉を学ぶ機会が与えられてい

ますことを感謝致します。あなたのみ
言葉を学ぶときに、あなたがお定めに
なった律法からすばらしい教訓を学
び取ることができますように。そし
て、救いの確証を得ることができます
ようにお助けください。そしてあなた
がお与えになったこの命、一日一日を
大切に、あなたのみ心に従って生きて
いくことができますようにお助けく
ださい。イエス・キリストのみ名を通
してお祈り致します。アーメン。

健康セミナーをしていまして私
のお気に入りの聖句が次の聖

句なのですけれども、ヨハネ第 3 の
手紙 1 章の 2 節をお読みします。「愛
する者よ。あなたのたましいがいつも
恵まれていると同じく、あなたがすべ
てのことに恵まれ、またすこやかで
あるようにと、わたしは祈っている」。
神様は私たち一人一人の魂の救いに
関心を持っておられるということを
皆さん、ご存じですね。神様は私たち
を永遠の救いに至らせたいと望んで
おられるのみならず、今現在私たちが
健やかであるように、健康であること
を望んでおられます。ですから私たち
は、この両面からみ言葉を見ていく必
要があるのです。体の健康、そして魂
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の救いです。イエス様がこの地上にお
られたときのイエス様の働きも、その
２局面においてのものでありました。
体の癒し、そして魂の救い、この二つ
に焦点が当てられていました。イエス
様はどこに行っても人々に救いの道
を教えられただけではなく、病のうち
にある人々を癒してくださいました。
そして、イエス様がある村を通られる
とそこの病人すべてをお癒しになっ
たので、イエス様が通られたあとの村
は一人の病人もいなかったのです。

このセミナー全体の主題が「長
寿」となっているのですけれ

ども、しかし、ただ長寿を得る、長生
きするだけでなくて、その先に神様が
私たちに何を用意しておられるか、ぜ
ひつかんでいきたいのです。アメリ
カで有名な「ナショナル・ジオグラ
フィック」という雑誌がありますけれ
ども、この 2005 年の雑誌に長寿につ
いての記事がありました。そして、そ
の記事の中で 3 種類の民族、長寿で
よく知られている集団が取り上げら
れていました。まず第一の民族はイタ
リアのサルディニア人という人々、そ
して次に取り上げられたのが沖縄人
です。そして第三に注目されたのが、
この世界中のセブンスデー・アドベン
チストでした。

私はアメリカ中で、またときには
外国に行って、あちこちでこの

健康セミナーを開くことがあります。そ
してそのときに自慢げに言うのですが、

「私は沖縄で生まれた」ということを強
調します。私はセブンスデー・アドベ
ンチストの家庭に生まれ育ち、その教会
で育ったと言います。もし、今からサル
ディニア人のところに移住してそこに彼
らと一緒に住んだら、もしかしたら 200
歳まで生きられるかもしれません。世界
的に有名なこの雑誌が取り上げている 2
種類の人々、セブンスデー・アドベンチ
スト、それからウチナンチュ、その両方
に私は該当するのです。サルディニア人
はいないと思うのですけれども、皆さん
もまた、そのような 2 種類に該当する
人たちが少なくないと思います。この 3
種類の人々のいろいろな要素を集めて、
共通するものに彼らは注目しました。こ
の真ん中の部分が、3 種類のグループの
人々で共通する部分であります。まず第
一に共通する点はタバコを吸わないとい
うこと、そして家族を第一にするという
こと、非常に活発に運動するということ
でしょうか。そして、とても社交的な人々
であるということ、友人をたくさん持っ
ているということです。そして最後に大
事な点ですけれども、ふんだんに果物、
野菜、そして穀類を食するということで
す。皆さんの生活においても、このよう
な要素がしっかりと採り入れられている
ことを願うものです。
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沖縄では皆さんご存じのよう
に、100 歳以上の長寿に達し

ている人が少なくないですね。この中
に知人、友人、あるいは家族、親戚に
100 歳以上の人がいる方、いらっしゃ
いますか。手を挙げてみてください。
知人、友人、親戚、家族に 100 歳以
上の人がいる人、結構いますね。アメ
リカで同じ質問をぶつけたとします
と、私だけが手を挙げるということが
よくあるのです。つまり、会衆のうち
の誰も手を挙げないということです。
アメリカでは、100 歳以上の人とい
うのは本当にまれなのです。しかし沖
縄は、100 歳以上の人が占める割合
というのは一番高いのです。ですか
ら、沖縄の人が実行していることの何
かが、この長寿に関わっていると思わ
れるわけです。そのことについても、
いろいろな学者がさまざまな研究を
してきました。このようなことについ
ても、新聞の記事か何かでお読みに
なった方もおられることでしょう。

次に、さまざまな国におけるセ
ブンスデー・アドベンチスト

の人々の寿命、長寿について注目して
みましょう。ご存じのように、セブン
スデー・アドベンチストの信者は一つ
の場所に集中して住んでいるわけで
はありません。世界中に存在します。
そして、世界中のどこに住んでいよう
と、セブンスデー・アドベンチスト

の人たちは周りの人たちよりも長生
きするという統計が出ているのです。
これは男性もしかり、女性もしかりで
す。米国のカリフォルニアについて見
てみましょう。カリフォルニアに住ん
でいる男性のセブンスデー・アドベン
チスト信者は、その他の一般の平均と
比べてはるかに長生きしていること
が分かります。女性は、男性と比べた
ら長生きですけれども、このカリフォ
ルニアの平均の寿命よりも 4 年もセ
ブンスデーの女性は長生きする、そ
のような統計が出ています。そして、
どこの国を見てみても同様の結果で
あります。

別の点から見てみましょう。ア
メリカ合衆国というのはス

ポーツにとても力を入れていて、い
ろいろな優秀なスポーツ選手がいる
のをご存じですね。4 年に一度のオリ
ンピックの度に、金メダルの獲得数
はアメリカがトップです。しかしも
し、健康オリンピックなるものがあっ
たとしたら、米国、アメリカチームは
どのような成績を収めるでしょうか。
この図をご覧ください。この縦の線が
平均寿命でしょうか。2003 年の時点
で最も長生きする国は、第 1 位日本
です。では米国、アメリカ合衆国はど
こにいるでしょうか。この下のほうで
すね。26 位に位置しています。また
更なる研究調査が最近行われたので
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すけれども、この図表は 2003 年の統
計ですけれども、これは 2007 年に行
われたものです。2007 年の統計でも
日本が第 1 位です。81 歳だったのが、
2007 年の統計では 82 歳にまで延び
ています。この図表では、アメリカ合
衆国はどこに位置しているでしょう
か。更に下に下りてきまして、27 位、
30 位、31 位辺りです。

興味深いのは健康維持のために
どれだけのお金を使うかとい

う点ですけれども、アメリカ合衆国で
は一人当たり 1 年に 7,500 ドルぐら
いの金額を使っているというわけで
す。日本人は幾らだと思いますか。一
人当たり 1 年に健康のために使うお
金が 2,300 ドルです。アメリカ人は、
日本人よりもざっと 3 倍のお金を健
康のために使っているということが
分かります。それにもかかわらず、こ
の「長寿」という観点から見るとアメ
リカは日本よりもずっと下なのです。
世界保健機構が 2000 年に出した統計
があるのですけれども、当時の統計に
よるとアメリカ人は健康のために最
もお金を使う国民であるということ
が分かっています。しかし、彼らの健
康状態というのは世界で 71 位だそう
です。アメリカ人の健康状態はかなり
悪いということが分かります。日本は
なかなか健康状態がいいと言えると
思うのですけれども、常にそうであっ

たわけではありません。これも興味深
い図表でして、1960 年から 1990 年
までにとられた統計です。これは女性
の長寿を表したものなのですけれど
も、日本、スウェーデン、フランス、
アメリカ合衆国、ドイツ、そういった
国で統計がとられています。1960 年
の時点で日本の女性は、これらの国々
の中で最も平均寿命が短かったので
す。当時は、スウェーデンが一番長生
きの国だったのです。ところが 30 年
後、1990 年になりますと日本はどん
どん上っていきまして、1990 年の時
点でもう世界一の長生きの国になり
ました。そして、この地位を今でも保
ち続けています。

長生きする人たちがいる地域は
ブルー・ゾーンと呼ばれてい

るそうなのですけれども、こんにちも
沖縄が世界一のブルー・ゾーンと言わ
れているそうです。しかし、これもま
たナショナル・ジオグラフィックの記
事からとられたものですけれども、ま
た別の記事がナショナル・ジオグラ
フィックから出たのですけれども、更
に大体 3 年後にまたナショナル・ジ
オグラフィックの記者がこれら三つ
の地域に行きまして、更なる研究を
行ったそうです。イタリアのサルディ
ニア人も、もはやかつてのような長生
きの人たちで占められていなくなっ
ていたそうです。沖縄もまた、だんだ
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んこの長寿ナンバーワンの地位が危
うくなってきているそうです。これ
は、研究者を悩ますような状況が起
こっているそうです。しかし、その記
事の中ではセブンスデー・アドベンチ
ストだけが変わらず、世界でも秀で
た長寿の人たちで占めているという、
その地位を保っているそうです。国々
で比べるならば、日本が一番の長生き
の国なのですけれども、そして日本の
中では沖縄が一番の長生きの県だっ
たわけです。100 歳以上の人が占め
る割合を表した図表なのですけれど
も、この下の曲線が日本全体です。
そして上の曲線が沖縄ですけれども、
日本の他の地域と比べて沖縄は、100
歳以上の人が占める割合が極めて高
いことが分かります。ですから、その
ような統計が出ているので、多くの世
界的な研究者たちが「どうしてこんな
に沖縄は長生きの人が多いのだろう」
と沖縄に注目しているわけです。

ところが、2012 年にまたある
記事が出まして、これは朝日

新聞の英字新聞で出た記事です。この
見出しが「沖縄ショック」となってい
たそうです。平均寿命の下落を世界中
がかたずを飲んで見守っていると。一
体何が起こっているかといいますと、
日本で沖縄の男性が、肥満の人が一番
多いということが分かったのです。沖
縄で 20 歳から 69 歳の男性の 45.2％

が肥満だそうです。これは非常に驚い
たのですけれども、なぜかというとア
メリカでは大体、肥満率というのは
33％なのです。ですからこれによる
と、沖縄の男性の肥満率というのは、
アメリカ人よりも高いことが分かる
わけです。私たちもアジア人としてア
メリカに行ったら、本当にアメリカ
人は肥満の人だらけだ、と思います
ね。そして自分たちを見たら「あんな
には太っていないな。大丈夫だろう」
と思うわけです。ところが、最近の
研究で分かってきたのは、同じ脂肪・
贅肉であっても、欧米人よりもアジア
人のほうが、同じ脂肪を蓄えたら寿命
を縮めやすいということが分かって
きたわけです。この肥満率を表すＢ
ＭＩという数字があって、それが 30
から 40 だと肥満だと見なされるわけ
です。しかし、日本の沖縄では 25 以
上だともう肥満ということになりま
す。しかし、私たちアジア人は欧米人
よりも見かけはそれほど太っていな
かったとしても、ある程度の脂肪が
私たちにとって致命的になり得るわ
けです。1995 年の時点で、沖縄の男
性の寿命は日本全国で第 4 位でした。
2000 年には 26 位にまで下がりまし
た。2005 年の時点では 47 都道府県
中 25 位でした。これからも、沖縄の
男性は長生きということに関しては
あまり貢献していないことが分かり
ます。でも一方、女性はまだ長寿に関
しては上等ということが分かります。
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その理由の一つなのですけれど
も、それが沖縄人の食事の変

化です。沖縄の人が食べる食事の中
で占める脂肪、油分の割合が増えてき
ているということなのです。1960 年
代を振り返ってみますと、食事全体で
脂肪、油分の占める割合は 10％でし
た。かなり低いと思われます。しか
し、1970 年には 25％にまで跳ね上
がりました。西暦 2000 年には 30％、
アメリカ人と変わらないぐらいに油
分を摂っていることが分かったので
す。食事に油が占める割合が非常に
多いということが分かりました。こ
の統計も興味深いものだと思います。
そして、1970 年代以降、この沖縄の
人が消費する昆布の量もかなり減少
しているということが分かったので
す。ゴーヤー消費量はどれほど下がっ
たことでしょう。沖縄人の長生きに貢
献してきたすばらしい野菜、果物、そ
ういったものがあまり消費されなく
なってきていると思われます。この沖
縄の長寿率がどんどん下がっている
理由の主な要因が、食事の変化であり
ます。

聖書の中にはいろいろな人物が
出てきますけれども、ある箇

所ではその人が何歳まで生きたとい
うことが書かれています。そこから見
ると、ノアの洪水前の人たちがどれほ
ど長生きしていたかということが分

かります。非常に寿命が長かったので
すね。この表は聖書に出てくる人々の
寿命を表しているのですけれども、洪
水前の人々は 900 歳以上生きていま
した。ところが洪水の直後から、この
人類の寿命が甚だしく減少していっ
たことが分かります。そして、100
歳以下にまで寿命が短い期間で縮ん
でしまっていることが分かります。そ
して、以来その状態がこんにちに至っ
ているわけです。創世記 1 章の 29 節
で、神様はこのように言われました。

「わたしは全地のおもてにある種をも
つすべての草と、種のある実を結ぶす
べての木とをあなたがたに与える。こ
れはあなたがたの食物となるであろ
う」。まさしくエデンの園における食
事は菜食でありました。しかし人類に
罪が入り込んできて、ノアの時代に洪
水がありました。そして洪水ののち
に、神様は人類に初めて肉を食べるこ
とをお許しになりました。過去の人類
ほど後の人類は長生きできなくなっ
た主な理由が、動物性蛋白を摂取する
ようになったことだと思います。

この聖書の長生きの理由は、聖
書が示している更なる要素が

ありまして、私は健康セミナーでしば
しば十戒から健康の原則を教えるの
ですけれども、聖書の中に十戒が書か
れていますね。十戒の第 5 条に「あ
なたの父と母を敬いなさい」とありま
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す。そして「そうすることで、あな
たはこの地上で長く生きることがで
きるようになる」と神様は言ってお
られます。神様は古代イスラエルに、
これら 10 の単純な戒めをお与えにな
りました。そしてこれらの戒めが、こ
んにちの私たちすべてに当てはまる
のです。この十戒が、沖縄人の長生き、
長寿と関わっていると私は見ていま
す。長年、沖縄の人たちは目上の人、
老人を、両親を、あるいは先祖を敬
うという慣習がありました。しかし、
こんにちの若者たちにおいては、目上
の人を敬うという姿勢が少なくなっ
てきてはいないでしょうか。そのよう
な状態が大半を占めるときに神様は、
その民族を祝福することができなく
なるのです。神様は言われました、「あ
なたが、もしあなたの神、主の声に良
く聞き従い、その目に正しいと見られ
ることを行い、その戒めに耳を傾け、
すべての定めを守るならば、わたし
は、かつてエジプトびとに下した病
を一つもあなたに下さないであろう。
わたしは主であって、あなたをいやす
ものである」。

エジプト人のうちに蔓延してい
た病気というのは、どのよう

なものがあったと思われますか。こん
にちの病気と変わらないのです。古代
エジプト人のミイラというものが今
でも残っていますけれども、それらを

解剖して調べると、エジプト人がどの
ような病気にかかっていたかという
ことが分かっているのです。心臓病、
癌、関節炎、糖尿病、肥満、高血圧、
リウマチ、性病、そういったものを
患っていました。「もしあなたがわた
しの戒めに聞き従うならば、これらの
病を一つもあなたに下さない」と神
様はおっしゃっておられます。神様
に従うというのは、病気知らずで生
きるということ以上の意味がありま
す。統計から示して、セブンスデー・
アドベンチストになったら皆さんも
平均よりも 4 年、5 年長く生きられる
ようになりますよ、ということがあ
るでしょう。それはそれですばらし
いのですけれども、神様はもっともっ
と多くのものを皆さんのために用意
しておられます。この世で長く生きる
だけでなく、神様は永遠にわたって
皆さんに生き続けてほしいと望んで
おられるのです。神様は十戒の中に、
聖書の中に、私たちがこの地上でも長
く幸福に生きることができる秘訣を、
私たちのために用意しておられるの
です。ときには私たちは病気にかかっ
て、なぜそうなってしまったか分か
らないことがあるでしょう。そういっ
たときに、最善を尽くしたにもかかわ
らず病気になってしまってうまくい
かない、ときには意気消沈してしま
うことがあることでしょう。確かに、
病気というものは呪いです。しかし、
多くの場合はこれは神様からの呪い
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ではないのです。これは、神様の敵で
あるサタンから来た呪いなのです。

この女の子はうれしそうです
ね。彼女はある病気、世界中

に蔓延している恐ろしい病気の一つ
にかかっていて、その病気というのは
全く痛みを感じなくなるというもの
です。痛みを感じなくていいならば、
それは喜びを与えてくれませんか。彼
女の体のあらゆる痛みを取り除いて
くれる病気に、彼女はなりました。こ
のほっぺたの部分に白いものが見え
ますね。これは聖書でいう、らい病、
ハンセン病です。今現在もこの病は世
界の至る所に見られます。昔は沖縄に
もこのハンセン病というのがあった
と思いますけれども、私は幼いころ、
らい病・ハンセン病というのは肉体が
蝕まれてしまう病だと思っていまし
た。ハンセン病にかかった人が、鼻が
落ちてしまったり指などが落ちてし
まったり、そのような話を聞いたこと
がありました。恐ろしい病気です。と
ころが、このハンセン病を引き起こ
しているバクテリア、菌というもの
は、肉を食い尽くすものではないので
す。代わりに、体から脳に痛みを伝え
る神経を蝕む細菌です。私たちの体中
を通っている神経は、その神経を覆っ
ているカバーのようなものがありま
して、例えば電気の線があって配線さ
れていますけれども、それは裸の線で

はなくて必ずプラスチックでカバー
がされて覆われていますね。神様はこ
のある細胞を使って、私たちの神経の
一つ一つのその線がきちんとカバー
されるようにしておられます。この辺
りに神経がありまして、そしてその神
経を覆っているものがあります。そし
て、このハンセン病にかかると、その
神経をカバーして覆っているものが
破壊されてしまうのです。そしてそ
の神経を覆っている部分が破壊され
ると、体の痛みが脳に伝わらなくなっ
てしまうのです。痛みを感じなくなっ
たらそれはすばらしいことだと皆さ
んは思われるかもしれませんが、しか
し実際に何の痛みも感じないと、どう
なってしまうと思いますか。足をどこ
かにボーンと打ちつけたとします。何
も痛みを感じません。釘を踏んでし
まったときにも痛まない。痛まないか
ら何も感じないので、治療もしない
わけですね。そこから化膿してしまっ
て、化膿がどんどんひどくなって悪化
していくと、その部分自体が損なわれ
てしまうわけです。何らかの炎症が鼻
で起こったとします。痛まないので何
もしなかったとします。そうしたらど
んどん悪くなってしまって、その結
果、鼻が落ちてしまうわけです。これ
は、このらい菌というハンセン病の細
菌が肉の部分を蝕んでしまうからで
はありません。痛みを感じないからな
のです。
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インドで宣教活動しておられる
ポール・ブランドという博士

がおられまして、彼は主にハンセン
病の患者を治療しておられるそうで
す。そして一人一人、患者さんが自
分自身の体をしっかりとケアするよ
うにと、その手助けをしてくれます。
毎晩、家に帰ったら患者さん一人一
人が自分の体をしっかりと点検して、
隅から隅まで、足の裏まで点検して異
常がないか確認するようにと勧めま
す。そういった教育をすることによっ
て、ハンセン病にかかっている人でも
健全な生活を営むことができるよう
になってくるのです。確かに今日は、
このハンセン病の菌を殺す薬が発明
されていますけれども、しかしあまり
病気が進行してしまうと薬も効かな
くなってしまうのです。このポール・
ブランド博士が話してくれたあるお
話があるのですけれども、悲しい話で
す。この患者さんで、彼の言うことを
しっかり聞いて自分の体をこまめに
点検している人がいました。そして
ある程度治療が済んで、もう村に帰っ
てもいいよということになりました。
彼はもうとてもうれしくて、家に戻っ
たら彼のために大きなパーティーが
開かれました。かつてはこのハンセン
病にかかったら、もう家族からもみん
なから隔離されて一生自分の家には
帰れないと思われていたわけですか
ら、その患者さんが帰ってきて、みん
なで歓迎のお祝いをしました。その晩

遅く自分の部屋に戻ってきまして、彼
はもう疲れてしまっていたのですぐ
に眠ってしまいました。そして翌朝早
くまだ暗いうちに、ベッドの上でもそ
もそ動いて目を覚ましました。何かが
焦げて焼けているようなにおいがし
ました。何か、バーベキューをしてい
るようなにおいでした。下のほうを見
てみますと、彼の手がベッドの下にこ
のようにだらんと垂れ下がっていて、
彼が部屋に戻ってくるときに持って
いたろうそくがまだ燃えていて、その
ろうそくの炎で自分の手が完全に焼
けただれてしまっていたのです。ポー
ル・ブランド博士のところに戻ってき
た彼の顔には、涙が流れていました。
先生、あなたは長年にわたって私を訓
練してくれて教え込んでくれたのに、
あなたのしてくださったことを全部
無駄にしてしまいました。すべて痛み
を感じることができなかったせいで
した。

聖書の中ではこのらい病・ハン
セン病というのは罪の象徴と

見なされていました。特に聖書の時代
は、このハンセン病にかかるというこ
とはみんなから恐れられていたわけ
です。興味深いのは、このハンセン病
の主な症状は痛覚、痛みを感じなくな
るということなのです。多くの場合、
健康を損なう習慣の結果、何らかの
痛みが生じてきます。例えばアルコー
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ル、お酒、最初から飲んだとき、おい
しいですか。若者が初めてお酒を飲ん
だときに「ああ、おいしい」と思う人
はほとんどいないはずです。おいしく
ないのです。私は生涯で一度だけ、お
酒を口にしたことがあります。大学生
のころでした。あるクリスマスのパー
ティーに、友人に招待されて行きまし
た。そこに大きな入れ物にジュースが
入っていまして、ピーナコラダという
飲み物だと言われました。それは何だ
と訊きますと、これはパイナップルと
ココナッツのミルクを混ぜたジュー
スだと言われました。「分かった」と
いうことで、それを少し飲んでみまし
た。「なんだ、この味は」と思いまし
た。「これ、ちょっと腐ってるんじゃ
ないか」と友達のところに行ったわけ
です。分かったことは、この飲み物に
アルコールが混ぜられていたのです。
アルコール性飲料というのは、初めて
飲むと本当においしくないのです。し
かし、それに慣れていきますともはや
これは苦痛を感じなくなっていって、
おいしくなってしまうのです。タバコ
も同じです。初めてタバコを吸ったと
します。全然、最初から「うまい」と
思う人はいないわけです。しかしそれ
をしばらく続けていると、だんだんそ
の嫌な不快な感じがしなくなってき
て、それが楽しめるようになってくる
わけです。おいしくなってくるわけで
す。

私たちの生涯で、生活において
痛みを感じなくなってくるこ

とが致命傷となり得るのです。私たち
は生きているといろいろな苦しみ、痛
み、病に苦しむことがあります。その
理由の一つは、私たちを守るため、保
護するためなのです。このハンセン病
患者について考えてみてください。そ
の患者さんがもう一度痛みを感じる
ことができるようになったときの、そ
の喜びを想像してみてください。皆さ
んお一人お一人もまた、完全な健康状
態にはないかもしれません。何らかの
病気、あるいは慢性的な病気を抱えて
おられるかもしれませんが、神様が
皆さんに病気にかかるのをお許しに
なっているとすれば、そこには理由が
あるわけです。常にそこには理由が
あります。パウロはこのようなこと
を言っています。コリント人への第 2
の手紙 4 章の 17 節をお読みします。

「なぜなら、このしばらくの軽い患難
は働いて、永遠の重い栄光を、あふ
れるばかりにわたしたちに得させる
からである」。パウロは、私たちがこ
の世で経験する患難は軽いものだと
言っています。なぜならそれは、更な
る永遠の栄光を私たちにもたらす手
助けをしてくれるからです。そのよう
な悩み、苦しみ、苦痛を通して神様が
働くのを私たちが許すならば、その先
に神様は永遠の命を用意しておられ
るわけです。パウロは軽い患難と言っ
ていますけれども、彼自身の生涯を見
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てみるとそのように軽いものではな
かったということが分かります。自分
が経験したいろいろな苦しい経験を
彼は書いていますけれども、何度も何
度もユダヤ人、ローマ人から鞭打ちの
刑に合い、石で打たれたり、船が難破
したり、そして一昼夜漂流したり、そ
ういったすごい経験をしているわけ
です。それにもかかわらず、パウロは
これらの患難は軽いものだと言って
います。パウロは、神様に真剣に取り
除いてくれるように祈ったほどの病
を持っていました。しかし神様の答え
は「わたしはそれを癒さない。わたし
の恵みはあなたに対して十分である」
と言われたのです。ですからときに
は、この私たちの苦しみ、悩み、痛み、
病というのは、私たちにとって益と
なるのです。これらの悩み、苦しみ、
痛みを通して、神様は私たちをきよ
め、そして永遠の救いに至らせようと
願っておられるのです。往々にして私
たちはこういった苦しみがなぜ私た
ちに襲ってきているのか、降りかかっ
ているのか、理解できないことがある
でしょう。

この絵を見ていただきたいので
すけれども、この絵から何か

意味が読み取れますか。真ん中の四つ
の点がありますね。そこに注目してい
ただきたいのです。大体 30 秒ぐらい、
この真ん中の四つの点を見続けてく

ださい。30 秒ぐらいにらみつけてく
ださい。集中して見続けてください。
では目を閉じてください。この闇の
中に何か見えますか。何か見えた人、
いますね。目を閉じたら闇ですけれど
も、その闇の中にイエス様のお顔が見
えるのです。目を開けてこの絵を見て
も、何の意味も分からないような印象
を受けるでしょう。ときには私たちは
人生本当にお先真っ暗、もう見渡して
も何も見えないことがあるでしょう。
そういった暗闇の中に、イエス様がご
自身を現してくださるのです。ニュー
ウエイズのいろいろなテクニックの
絵ではありません。この白黒の絵の
真ん中のほうをずっと見て、それか
ら目を閉じると、黒い部分が白くなっ
て白い部分が黒くなるのです。そして
その幻影が、像が目を閉じた状態でも
しばらく残っているのです。科学的に
計算された絵なのです。

ですから、この世で私たちが経
験するさまざまな苦しみ、悩

みは私たちにとって益となるという
こと、ピリピ人への手紙 1 章 29 節の
すばらしい約束をお読みしたいと思
います。「あなたがたはキリストのた
めに、ただ彼を信じることだけではな
く、彼のために苦しむことをも賜わっ
ている」。キリストのために苦しむこ
とは、特権であります。しかし、痛
み、苦しみ、死や滅びはいつまでも
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私たちについて回るのでしょうか。そ
うではありませんね。黙示録 21 章の
4 節もすばらしい約束です。神様は人
の目から涙を全くぬぐい取ってくだ
さいます。ですから私たちはこの長
寿、長生きについて考えるときに、も
ちろんこの地上でも長生きしたいと
思いますね。神様の戒めに従うことに
よる、神様からの祝福です。しかし更
に重要なことは、今現在、神様が望ん
でおられる生き方を自分はしている
だろうかということです。その質問に

「はい」と答えることができるならば、
100 歳まで生きようが、20 歳のとき
にこの世での生涯を閉じるように神
様から召されようが、どのような状況
にあっても神様をたたえることがで
きるのです。80 歳になっても健康に
恵まれて、海に出て行って元気に泳ぐ
ことができるかもしれません。あるい
は私の友達の一人に、結婚してすばら
しい奥さんをもらってすぐに病に倒
れて、一生車いすに乗らないといけな
い状態になった人もいますけれども、
そして彼は結局三十何才かの生涯を
閉じました。そのような状態にあって
も、彼は毎日毎日神様をたたえ続けま
した。ですから、長寿の向こうに、長
寿を超えて神様は皆さんお一人お一
人の生涯にすばらしい計画を持って
おられるのです。この講義を続けてい
くうちに、神様が私たちの健康のため
にすばらしい計画を与えていてくだ
さっていることも学びます。最後にお

祈りしてこの時間を閉じたいと思い
ます。できる方はひざまずいて、お祈
りにお加わりください。

「天のお父様、私たちのために
健康の法則をお与えになっ

てありがとうございます。この地上に
おいても、私たちが健やかに長く生き
ることができるようにしてくださっ
ていることを感謝するものです。しか
し更に感謝すべきことは、私たちのた
め、私たちが永遠に生きることができ
るように道備えをしてくださってい
ることであります。私たちがこの世で
経験する軽い患難を、永遠の生命に至
る準備段階と見ることができるよう
に、必要な信仰を与えてください。そ
して、あなたのみ足跡に従うことので
きる信仰を与えてください。イエス様
のみ名を通してお祈り致します。アー
メン。」
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2 章　心臓病

これはラスベガスにあるレスト
ラ ン の 看 板 で「Heart Attack 

Grill」とありますが、「心臓麻痺（発作）
グリル」と書いてあるそうです。そ
の下には、「Over 350 LBS Eats Free」
350 ポンド以上の目方の人は、ただ
で食べられると書いてあります。そ
してこれがこの店のメニューなので
すが、心臓のバイパス手術にひっか
けてあるのだと思うのですが、「Single 
Bypass Burger」,「Double Bypass 
Burger」,「Triple Bypass Burger」,

「Quadruple Bypass Burger」とあり、
「Quadruple（4 倍 ）Bypass」 は 心 臓
の一番難しい手術だそうです。通常普
通の人は 2000 から 2500 のカロリー
を 1 日に摂取するそうです。この中
の一番大きいバーガー（Quadruple）
はどれくらいのカロリーになるか想
像できますか。8000 カロリーだそう
です。3 人分の 1 日に必要なカロリー
をまかなえます。

このお店に来るお客さんは、し
ばしば一食でこの一番大きな

バーガーを平らげてしまうそうです。
この人はこの店のオーナーです。彼は
医者ではないのですが、医者の服装を

しているそうです。ウエイトレスは
皆、看護師の格好をしているみたいで
す。そして店の入り口の足元に注意書
きがあって、「ここで食事をすること
は、あなたの健康に有害になるかもし
れません」とあるそうです。

ある時ある人がこのレストラン
で「Double Bypass Burger」

を食べていました。突然、胸を押さえ
て苦しそうな状態になって、周りの
人たちがどうしたんだろうと思いま
した。冗談でやっているんだろうと
思ったんですね。そしてこのレストラ
ンが出している色んな面白いコマー
シャルがあるそうで、そのコマーシャ
ルのために、役者が「心臓発作になっ
たぞう」という演技をしていると思っ
たそうです。でもこの人は実際に痛
みを覚えていたのです。ウエイトレ
スの一人がオーナーである自称ドク
ターのところにやって来まして、「あ
の人は本当に心臓発作を起こしてい
るんですよ」と。そしてこのドクター・
ジョンが今救急に電話しなさいと言
うわけです。救急隊がやって来て急い
で病院に連れて行きました。実際にこ
のレストラン「心臓発作レストラン」
で、本当の心臓発作が起きたわけで
す。そこには注意書きがちゃんと書い
てあって「ここで食べる時は、自分で
責任を持って、危険を承知で食べなさ
い」とあるので、この食べ物のせいで
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死にそうになったと訴えることはで
きないわけなのですね。

実際アメリカでは自分の子供
が、「あなたたちのせいで、肥

満児なってしまった」とマクドナル
ドを訴えている人たちがいるそうで
す。「マクドナルドやファーストレス
トランで出している食事があまりに
おいしいから、子供たちは止められな
いのよ」と言うわけです。アメリカで
は実際におかしなことが起こってい
るわけです。アメリカにはマクドナル
ドだけではなくて、ケンタッキー・フ
ライドチキン、ピザハット、バーガー
キング等が溢れているわけです。高カ
ロリーなのに栄養のない食事がそう
いった所で提供されているわけです
ね。その結果アメリカ合衆国は肥満の
問題を国レベルで抱えています。

来週肥満については詳しくお話
ししたいと思っていますけれ

ども、今日のトピックは世界中で最も
多くの人を殺している病―『心臓病』
についてお話ししたいと思います。悲
しいことに最近に至っては、より低
年齢の子供たちが肥満の問題を抱え
てしまっているということです。ア
ジア諸国に於いては欧米ほど肥満の
問題が深刻ではないかも知れません
が、日本や中国といった国ではまだ肥
満の人は 5% 未満だそうです。しかし

今朝の話を覚えていらっしゃいます
でしょうか。沖縄に於いては状況が変
わってきているわけです。沖縄に関し
て言えば、男性の肥満率は、アメリカ
よりも高いんですね。そういった訳で
状況が変わってきています。

サモアという国においては、全
体の 75% 以上の人が肥満の問

題を抱えているそうです。サモア人に
会ったことありますか？日本にサモ
ア人はいますかね？相撲の関取にサ
モア人いましたよね。いずれにして
も、サモア人のほとんどの人は相撲の
関取のような体格をしているそうで
す。頑丈な強い人達ですけれども、体
についている贅肉はものすごい量な
んですね。

そしてこの肥満が心臓病の一番
の要因になっています。心臓

病が世界で一番の死因となっている
わけです。悲しいことに、この心臓病
にかかった時の最初の症状は多くの
場合、心臓の痛みを覚えます。しかし
心臓発作になって痛みを覚えるまで
は、何ら問題についての自覚症状がな
いわけです。そして痛みが襲ってきた
ときには、すぐ病院へ運ばれていき、
ＩＣＵに入っていたというわけなん
ですね。多くの場合は病院に行くまで
に死亡してしまうわけです。
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数字で見てみましょう。2004
年の統計ですが、米国におい

て 1 年に 625,486 人の死亡者があり
ました。アメリカだけで 1 日に 1,713
人の人が心臓病で亡くなっていると
いうことです。アメリカではイラク戦
争とかに出て行って、アメリカ兵が戦
死してしまうというそういった悲し
いニュースがあるのですが、そのイラ
ク戦争に於いては、4,000 人とちょっ
とのアメリカ兵の犠牲者が出ました。
しかし心臓病で亡くなる人は、3 日で
その数字を超えてしまいます。非常に
悲しむべき統計であります。しかし
良い知らせは、1999 年から 2005 年
の間に心臓病にかかる比率が減少し
たのです。その統計を見て多くの人
は「アメリカ人はだんだん健康になっ
ているぞ」と大喜びしたわけです。と
ころが、その期間も肥満と糖尿病は増
える一方でした。そしてこの肥満と
糖尿病が心臓病の大きな要因になっ
ているのです。ですから減少していっ
た傾向は長くは続かず、再び増加に向
かうと考えられます。

いずれにしても、心臓病で亡く
なる人の比率が減少したの

で、米国心臓協会の会長は非常によ
ろこびました。そしてその間、なぜ
心臓病による死亡率が減少したかと、
会長が考えたことは、おそらく救急医
療技術が改善したから、心臓発作治療

技術がまた改善したから、動脈障害
また閉塞の治療技術が改善したから、
さらにコレステロールを下げる薬が
広く使用されるようになったから、そ
して高血圧の問題に積極的に取り組
んだから、それも主に薬によってなさ
れていったわけです。

またアメリカでも煙草の増税が
なされたそうです。そして禁

煙、空気清浄化についてのいろんな厳
しい法律が制定されていったことで
す。ですから、米国心臓協会の会長の
意見によれば、なぜ心臓病の死亡率が
減少したかというのは、主に医療技術
が高まったから、改善されたからと考
えているわけです。（画面の）下の数
箇所だけライフスタイルに関係して
いるのですが、確かに煙草は止めるべ
きだと打ち出しています。しかしアメ
リカにおいて、主に医療技術が大いに
高められたから心臓病にかかって死
亡する率が減少したのだと彼は考え
ています。

では、心臓病を治療する高い技
術について考えてみたいので

すが、そこに行く前に少し説明を加え
たいと思います。私は自然療法の医者
として、自然の方法で病気の治療にあ
たっています。しかし私は西洋の高い
技術を用いた医療も支持しています。
例えば、交通事故に遭って腕が千切
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れてしまったら、自然療法でいこうと
チャコールを当てないでください。す
ぐに救急室に運んでもらうようにし
て下さい。今の医療技術だったら速や
かにやれば、縫ってくれて腕が戻る可
能性があります。このハイテクの医療
には素晴らしいことも起こっている
わけです。ですからこの西洋のハイテ
クの医療にも確かに彼等が占めるべ
き場所があるわけです。

私はシアトルで西洋医学の医者
と一緒に協力して医療を行っ

ています。双方の医療専門技術を交わ
しながら、お互いに最善を患者のため
に考えていくのです。しかしながら、
慢性的な社会で蔓延している病気に
関して、西洋医学というのは限界に達
していると言えましょう。

心臓病のハイテク医療技術につ
いて見ていきます。血管形成

術という頻繁に心臓で行われる技術
がありますが、動脈がコレステロール
で詰まってしまって血液が流れなく
なったとします。そういう時はつぶ
れた風船を、コレステロールが詰まっ
ている場所に押し込んで、その場所で
風船を膨らませます。そうするとその
あたりの血管が大きく広がって、血液
が流れるようになるわけです。その医
療を施したら心臓が再びスムーズに
動くようになります。非常に素晴らし

い医療技術ではないでしょうか。風船
を膨らませて血管を広げた後で、ワイ
ヤーメッシュをその中に入れます。そ
うすることによって、動脈が広がった
ままに維持することが出来るわけで
す。「ステント」と呼ばれるものです。

一見素晴らしい医療技術のよう
に思われますけれども、その

後生活スタイルを変えなかったなら
どうなるでしょうか。そういった治療
を受けた６か月以内に、３分の１がま
た血管が詰まってしまうそうです。そ
もそもなぜ動脈が詰まってしまった
か、その原因を解決しなければ、何回
も動脈に風船を入れて膨らませて広
げたとしても、また同じ問題が起こっ
てくるわけです。そして医学会はこの
動脈を何とかして自分たちのハイテ
ク技術でもって、どうにか広げてそれ
を維持しようと懸命になるわけです。

血管を広げるためにメッシュを
入れると言いましたけれど

も、最近ではそのメッシュに特殊な薬
を塗っておいて、コレステロールがそ
こに付かないようにしているそうで
す。そのハイテクのありとあらゆる方
法を彼等は試すわけです。何とかして
動脈を広げたままにしておくために。
しばらくはうまくゆきます。それでも
生活スタイルを変えないならば、また
動脈は詰まってしまうわけですね。そ



17

2 章　心臓病

の血管形成術の治療を施して６カ月、
１年と経過を見ていると、最終的には
70% － 80% の患者が同じ問題を抱え
るそうです。そういう意味で、これが
最善の解決策とは思えないのです。

「Statin Drugs」といってコレス
テロール値を下げる薬につい

てはどうでしょうか。この薬は人気
があって、最近アメリカでは医者の
処方を受けずに、薬局で気軽に買え
るようにしようという法律を作ろう
という動きがあるそうです。そういっ
た法律が通れば、製薬会社は大喜びす
ることでしょう。しかしながら薬には
また、多くの副作用の危険が潜んでい
るのです。主な副作用の一つに筋肉の
痛みを生じるというものがあります。
その「Statin( スタチン )」という薬を
5 年 10 年 15 年も使用してきた人が
その副作用で筋肉の痛みを慢性的に
抱えているという患者を自分の診療
所で何人も治療してきました。

皆さんもご存じだと思うんですが、
心臓というのは一つの大きな筋

肉の塊です。しかしその「Statin」という
薬は筋肉を疲労させ、筋肉痛を起こすわ
けです。そういった薬がどうして心臓に
有益だと言えるのでしょうか。確かにこ
の薬を服用することによって、コレステ
ロール値は下がります。しかしこの薬を
摂ることによって、患者がその結果長く
生きるようになっているでしょうか。

ここで「Statin」という薬につ
いての大きな研究がなされた

結果が出ていますが、この「Statin」
という薬の代表格が「Lipitor( リピトー
ル )」という薬です。アメリカでは最
も有名なコレステロールを下げる薬
ですが、その薬を摂り始めて 3 年 6
年と追跡調査をしました。その結果確
かにコレステロールの値が下がった。
その結果は確かでした。しかしこの薬
を服用した人、しなかった人を 3 年
6 年調べてみると、死亡率は全く変わ
らなかったのです。「確かにコレステ
ロール値が下がった。すごい！」と医
者は絶賛するのですが、しかしその
薬を服用している患者が、それでもっ
て長生きするかというと全然違うわ
けです。

故に私はコレステロール値を下
げる薬が最善の選択肢だとは

考えません。しかしいずれにしても、
この薬によって製薬会社が莫大な利
益を得ていることは確かであります。
2002 年には 130 億ドルの売り上げ
を残しました。130 億ドルの内 80 億
ドルは「Lipitor」という薬の売り上
げによるものでした。2006 年には世
界中で 130 億ドルの売り上げをもた
らしました。世界で最も売れている
薬ということになっています。その

「Lipitor」という薬を作っているのは
「Pfizer( ファイザー )」という製薬会
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社ですけれども、2006 年の 1 年間だ
けでこの一つの薬の宣伝費に 110 億
ドルものお金を費やしたそうです。こ
の一つの薬を販売することをめぐっ
てどれくらいお金が動いているか想
像を絶するものがあります。ところが
この薬によって、どれだけの人がどれ
だけの恩恵を受けているかについて
は、はなはだ疑わしいものがあります。

ではこの薬がどのようにしてコ
レステロール値を下げるのか

というそのメカニズムを見てみたい
と思います。下に「Cholesterol（コ
レステロール）」と書かれていますが、
体内でコレステロールが作られるま
での最初のプロセスが（画面の）一番
上の方ですが、「HMG-CoA」という酵
素がありまして、「Lipitor」を服用す
るとこの酵素が働かなくなるのです。

（画面の）上の過程で働きが止まって
しまうので、（画面の）下に至らない
―コレステロールが作られないとい
うことになります。そういうわけでコ
レステロールを下げることに関して
は、確かに効果があります。

しかし他のものに関してはどう
でしょうか。「Ubiquinone（ユ

ビキノン）」という物質があって、こ
れは私達の体内で大事な役割を果た
す物質であります。別名は「CoQ10( コ
キュ 10)」と呼ばれているものです。

私たちの筋肉にとって重要な酵素で
あります。筋肉がエネルギーを産出す
るのに必要な「CoQ10」は酵素なの
です。何年も何年も「Lipitor」を服用
し続けていると、この（画面の）一番
上の部分で酵素が作られなくなりま
す。その結果、「Ubiquinone」-「別名
CoQ10」が作られなくなって、筋肉
疲労や筋肉痛を覚えたりするという
副作用がでるわけです。

しかしコレステロール自体も私
たちの体内で、大事な役割を

果たしているのです。（画面）これは
私たちの体内細胞の断面図です。この
細胞膜にはあちらこちらにコレステ
ロールがあります。この側面の黄色い
部分がコレステロールです。この細胞
膜が柔らかい状態を保つためにどう
してもコレステロールが必要なので
す。細胞どうしが連絡を取り合うのに
もコレステロールが必要です。細胞膜
の統合、流動性、伝達にとってコレス
テロールが不可欠なのです。ですから
コレステロールは必ずしも悪者では
ないのです。体内にある程度はどうし
ても必要なのです。コレステロールが
私たちにとって重要だという別の理
由は、Vitamin D を作るために前もっ
て大事な働きをしています。コレステ
ロールと Vitamin D があります。体内
にこのコレステロールを摂りいれま
して、コレステロールの一部を壊すと
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Vitamin D が出来上がります。私たち
の体に Vitamin D は重要でしょうか？
とても大事なのです。来週の講義でも
う少し詳しくお話したいと思ってお
りますけれども、体内に全くコレステ
ロールがなかったら Vitamin D を作る
ことはできません。またコレステロー
ルは体内に必要な様々なホルモンを
作るのにも重要な働きを果たしてい
ます。糖質コルチコイド、ミネラル
コルチコイド、性ホルモン、こういっ
た様々な大切なホルモンがコレステ
ロールによって作られます。

オリンピックに出る選手には食
事制限を厳しくして、厳しい

修練を積む人がいます。女性が自らそ
のような状況に置きますと、しばしば
生理が止まってしまいます。その理由
の一つが食事制限を厳しくするとコ
レステロール値がどんどん下がって
行きまして、エストロゲン、プロゲス
テロンというホルモンが体内で作ら
れなくなってしまうからであります。
そういう訳で、体内のコレステロール
が十分ないと様々な問題が起こり得
るわけです。確かにコレステロールの
値が高すぎると、また体に有害な作用
を及ぼします。いずれにしましても、
心臓病のコレステロールは危険因子
の一つに過ぎない訳です。

これは数年前のタイム誌という
アメリカで有名な雑誌です

が、「秘密の殺し屋」という題がつい
ています。炎症の方がもしかしたらコ
レステロールよりも危険な要因かも
知れないと書かれています。コレステ
ロール値よりも炎症の方に注意を向
けるべきだというわけですね。「Statin

（スタチン―コレステロールを下げる
薬剤）は、心臓病と心臓発作を患う人
たちの数を大いに減らした」という人
たちがいますが、そういう人たちは体
内の炎症も下げなくてはいけないと
言っています。では普通の医者がど
のようにして体内の炎症を減らすよ
うに努めると思いますか。「アスピリ
ン」という薬を聞いたことがあります
でしょうか。アメリカでは長年に渡っ
て、50 歳以上の男性に毎日少量のア
スピリンを摂るようにと推奨されて
いました。病気でも健康でもどっちで
もいいから、50 歳以上の人は「アス
ピリン」を摂りましょうと言われてい
たわけです。「アスピリン」を少量服
用することによって、体内の炎症を減
らすことが出来ると考えられていた
からであります。ですから西洋医学に
おいては、コレステロール値が高けれ
ば薬を飲みましょうと言うことなの
です。体内の炎症が多くてもまた別の
薬を摂ればいいと言うことになって
います。しかしながら、私は心臓病の
治療としてこの薬が最善の方法だと
は思えないわけです。
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この人誰かご存知ですか。（画
面）ビル・クリントン、アメ

リカ合衆国大統領でしたね。彼は色ん
なことで有名になっています。その
一つが、マクドナルドの大ファンだっ
たそうです。朝走って―これは体に良
いですよね。ジョギングの後すぐにマ
クドナルドに立ち止って、まずミルク
セイクを飲みます。ファースト・フー
ド、中でもマクドナルドが彼は大好き
だったのです。ところが、2004 年に
何らかの心臓のバイパス手術を受け
なくてなりませんでした。先ほどの 4
倍の一番大きなバーガーがありまし
たね。心臓病の一番難しい複雑な四つ
のバイパス手術を同時に受けたそう
です。その手術を受けて「あぁ、治っ
たぁ！」ということになりましたけれ
ども、それでも自分の生活スタイル
を変えませんでした。2010 年になっ
て、また胸の痛みを覚えたわけです。
医者の所へ行きますと、先ほどお話し
ました、風船を突っ込んでそれを膨ら
ませるという治療を受けました。その
時医者に言われたことは、「クリント
ンさん、もう生活スタイルを変えなけ
れば、手遅れになりますよ」というこ
とでした。2001 年のことだったと思
いますけれども、彼は自分の食事を根
本から変えて、菜食、特にヴィーガン
という卵乳を摂らない厳格な菜食に
なりました。その結果、彼は、生涯こ
れまでにないくらい気分が良いと言
いました。健康状態が優れていると。

今では菜食協会のスポークスマン、代
表になっています。動物保護協会の代
表、スポークスマンにもなっていま
す。彼はもう、食事変わって、健康状
態も良くなって、二度と心臓病にはか
からないと、そのような希望があるわ
けです。

では、ハイテクの、高度医療技
術が心臓病の答えになるで

しょうか。確かに生命を救うことがあ
ります。しかし、心臓病の究極の答え
がこの高度医療技術だとは私は考えま
せん。常に予防が最善の答えになりま
す。そして心臓病を克服するためには、
生活様式〔ライフスタイル〕をどうし
ても変えなくてはいけないのです。

ここで一旦中断して、10 分間休
憩して後半の学びをしたいと

思います。心臓病を予防するためにど
ういった生活スタイルに変えていく
べきなのかという勉強をいたします。

では、心臓病を予防する生活ス
タイルとはどういうものか見

て行きましょう。最初に見て行きたい
のが栄養であります。日常的に食する
食物が、私たちの薬となるべきであり
ます。私たちの食する食べ物が、逆に
体に有害な作用を及ぼすものとなっ
てはいけないわけです。「国の君たち
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が自分の力を得るために食事をする
のは幸いのことである」と書かれてい
る聖句があります。ただ単においしい
から食べるのではなくて、力を得る
ため、栄養を得るために、私たちは
食物を摂るべきなのです。もちろん、
栄養のある食べ物をおいしく食べる
ことも可能なわけです。何よりも大事
なのは、体を壊すのではなくて、体を
築いていく―健康にして行く食べ物
をとることが大事なのです。

理想的なコレステロール値とあ
りますけれども、そのことに

ついてはお話ししましたね。コレステ
ロール値が高すぎてもいけませんし、
低すぎても困るわけです。特に高齢
者の人は、コレステロール値が低す
ぎると、早死にしてしまうという統
計が出ています。理想的なコレステ
ロール値というのは、100 という数
値にプラス自分の年齢を加えたもの
だそうです。医学的には、一般的に医
者はコレステロール値が 200 を超え
ると薬を処方しようとします。但し、
100 歳の人だったらコレステロール
値が 200 であっても大丈夫なわけで
す。ですから歳をとればとるほど、コ
レステロール値は少しずつ高くなっ
ても、それが望ましいのです。但し、
200 を大きく超えるほどのコレステ
ロール値であったら、確かにそれを
下げるための何らかの方法をとるべ

きであります。私の患者さんの中に
は、食事を変えただけでコレステロー
ルの数値を 100 以上も下げることが
出来た人たちが何人もいます。ある
人には少し難しいかも知れませんが、
しかしそれは大いに実行可能なこと
であります。

また皆さん、善玉コレステロー
ル、 悪 玉 コ レ ス テ ロ ー ル に

ついてお聞きになったことがあるで
しょう。ＨＤＬというのが善玉、ＬＤ
Ｌというのが悪玉コレステロールの
意味なのですが、しかし、コレステ
ロールを下げる薬を摂ると、善玉も悪
玉も両方下げてしまいます。誰でも分
かることですけれども、理想は善玉を
上げて、悪玉の数値を下げることです
よね。しかしそういった作用をしてく
れるものは多くはないんですね。そ
れをしてくれる自然のものと言えば、
ニンニクや玉葱は、コレステロールに
理想的な作用をしてくれる最善の食
物であります。高血圧にも有効であり
ます。コレステロール値を下げるのに
も非常に有効であります。医学的には
玉葱よりもニンニクの方が強力です。
どちらも多めに摂ると、コレステロー
ル値を下げる作用をしてくれます。ニ
ンニクの最善の摂り方は生で摂ると
いうこと、しかも生のニンニクを空気
に 1 分以上晒すこと、これが最善です。
できるだけ薄く切って潰したら、表面
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が多く空気に晒されますよね。空気に
触れることによって、コレステロール
値を下げる作用をする要素が活性化
されます。それが最善なのですが、多
くの人は生ニンニクを容易に取れな
いのです。

例えば、皆さん仕事でいろんな
人と近い場所で関わる人は、

生ニンニクはあまり摂りたくないで
すよね。中にはカプセルに入った口臭
を起こさないものもあると言われて
います。その口臭を引き起こさないニ
ンニクを摂ったら、確かに息が臭くな
らないはずでしょうけれども、息が臭
くならないものを多く摂りすぎると、
皮膚から匂いが発せられるそうです。
もしかしたら、最善の方法は皆で一緒
にたくさんのニンニクをいっぱい摂
る…どうでしょうか。韓国人は大量の
ニンニクを摂りますよね。ですから皆
エネルギッシュなわけです。もしかし
たら、日本人も、もう少し韓国人を見
習うべきかも知れません。

油も通常コレステロール値を下
げる作用があります。心臓病

を抱えている人は油分を少なめに摂
るべきであります。但し、ブドウの種
から抽出した油は善玉を上げて、悪
玉を下げる作用をしてくれます。「グ
レープシードオイル」と言いますけれ
ども、ブドウの種から採った油、沖縄

でも手に入りますか？アメリカでは
非常に人気が出てきて、どの店でも手
に入ります。熱にも強いので料理にも
適している油であります。私たちの
家庭ではオリーブ油そしてグレープ
シードオイルを使っています。そし
て、Vitamin C, Vitamin E がありまし
て、こういった栄養素はいろんな面で
有益ですが、コレステロールについて
も、善玉を上げて悪玉を下げてくれる
作用があります。

また食事の別の部分を見て行き
ましょう。1 日に十分な繊維

質を摂るということも私たちの心臓病
の予防にとって極めて重要でありま
す。外部からコレステロールを全く摂
らなかったとしても、体内でコレステ
ロールは作られます。ですから食べ物
から実際にコレステロールを摂取する
必要はないのです。そして体内で不必
要なコレステロールは腸に入って行き
まして、排泄されます。しかし腸内で
コレステロールを取り込んで、体外に
排泄してくれるのが実は繊維なのです
ね。ですから繊維質が足りないと、コ
レステロールが腸から再吸収される危
険があります。そういう訳で、食事で
繊維質をふんだんに摂るということが
重要であります。理想的な数字は 1 日
に 30 から 40 ｇの繊維質です。多い
と思われるかもしれませんが、菜食を
実践すると、自然に十分摂れる量です。
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ある人は高繊維質を含んだ「亜
麻仁」とかをサプリメントと

して摂られる方もいらっしゃるでしょ
う。「亜麻仁」というのはコレステロー
ルも下げてくれますし、さらに体内の
炎症の値も抑えてくれます。ですから
潰した「亜麻仁」を摂取するのは、心
臓病にとって 2 つの重要な役割を果た
してくれます。コレステロールを下げ
て、炎症を下げてくれるのです。

この食物繊維を摂取することに
ついての統計を見て行きま

しょう。心臓疾患にかかる危険につ
いての統計ですが、1 日に 16 ｇ未満
の繊維質しか摂らない人の危険値を
１とします。16 ｇより少し多めに 1
日に繊維質を摂ったとします。1 日に
少しだけ食物繊維を多めに摂るだけ
で、心臓疾患にかかる危険の比率を 3
分の 2 も下げてくれるのです。ちょっ
と繊維質を増やすだけで大いに違っ
た結果になってくるということです。
高繊維質を摂る食事、コレステロール
を低くとる食事、これは何を思い浮か
べますか。これがすなわち、菜食であ
ります。

肉食について考えてみましょ
う。肉には繊維質は全く含ま

れていません。食事からコレステロー
ルを摂取するとしたら、動物性の食品
からだけ摂ることが出来ます。植物性

の食物からはコレステロールを摂る
ことはできないのです。高繊維そして
低コレステロールのゼロの食品と言
うと菜食なのであります。ですから、
クリントン前大統領が彼の健康改善
に最も効果があったのが菜食に切り
替えたということでした。

別の統計を見てみましょう。菜
食についてですが、セブンス

デー・アドベンチストの人を対象に行
われた調査です。多くの研究者がセブ
ンスデー・アドベンチストを対象にし
た研究を好んで行います。いろんな特
殊な結果がそこから出てくるからです。
セブンスデー・アドベンチスト教会に
はいろんな生活様式 ( ライフスタイル )
の人達がいまして、ある人達は都会に
住んでいる、また田舎に住んでいる人
達もいます。ありとあらゆる職業に携
わっていて、いろんな環境に置かれて
いるわけですね。ところがいろんな状
況にありながら、ほとんどのセブンス
デー・アドベンチストの信者達は、似
通った食習慣を持っています。全く同
じではないのですが、決まった分け方
ができるのです。ある人達は完全菜食
者、またある人達は卵乳菜食者の人た
ちもいます。また中には、菜食ではな
い肉を食べる人たちもいます。こういっ
た 3 種類に分かれたセブンスデーの中
の人達にどんな結果が及んでいるかと
研究者たちは追跡調査をするわけです。
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全く動物性を摂らない完全菜食
者の人達は、35 歳以上の男性

を対象にした研究がありまして、そし
て世の中の一般の 35 歳以上の男性と
比較します。平均と比べると 14％の
人だけが心臓疾患を患うそうです。大
きな違いがありますね。100 人心臓
疾患の人がいたとしたら、その中でセ
ブンスデー・アドベンチストの男性は
14 人しかいないということです。中
にはまたミルクやチーズや卵を摂り
いれる菜食主義者もいます。それでも
心臓疾患にかかる比率は 39% に減少
します。興味深いのは、肉を食べる
セブンスデー・アドベンチストであっ
たとしても、心臓疾患にかかる比率が
56％に減少するんですね。ですから、
セブンスデー・アドベンチストの信者
になると言うだけで、健康の何らかの
有益な結果が及ぶと言うことです。も
ちろん神様が教えられた通りに、この
健康の法則にきっちり従うならば、さ
らに良い結果が及ぶと言うことです。

さらに、完全菜食の恩恵の数々
を見て行きましょう。完全菜

食によってコレステロールは一切摂
取しません。飽和脂肪を摂る値が非常
に低くなります。そして菜食によって
高繊維質を摂ることになります。動物
性たんぱく質はゼロであります。動物
性たんぱく質は体内の炎症の大きな
要因になっています。ですから動物性

たんぱく質を摂らないことによって、
体内のコレステロールが下がるばか
りでなくて、炎症も下がるのです。そ
して完全菜食は様々な豊富な体内に
必要な栄養をまかなってくれます。私
が自分の患者達に教える時、健康の一
番の大事な根拠としてこの栄養につ
いて教えます。

そしてそれに薬草療法も栄養の
中 に 少 し 加 え ま す。 心 臓 病

に効果的な薬草をいくつか見てみま
しょう。私の診療所に来られる患者の
中に心臓病にかかる大きな危険をは
らんでいる人がいたとします。そうい
う人にはまず、「サンザシの実」とい
う薬草を勧めます。この「サンザシの
実」というのは心臓の筋肉を強めてく
れる作用があります。歳をとって心臓
がどんどん弱まっていく人がありま
して、心臓のポンプの働きが滞って血
液の循環がきちんといかずに、足など
に水が溜まったりしてくるわけです。
そういう症状には「サンザシの実」が
効果的でありまして、この心臓のポン
プの働きを強めてくれます。そしてこ
れは安全な薬草でありまして、長期間
にわたって摂取したとしても何の問
題もありません。

そして、「トウガラシ」、「胡椒」
ではありません。「胡椒」と「ト

ウガラシ」は全く別の植物でありまし
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て、「胡椒」はあまり良いものではあ
りません。実際に「胡椒」を摂りすぎ
ると皮膚に潰瘍ができます。例えば

「胡椒」を皮膚に当てたとします。実
際に「胡椒」を当てると皮膚を蝕んで
しまうんですね。しかし赤い「トウガ
ラシ」を当てたとしても、そこに血液
が集まって赤くはなりますけれども、
皮膚を蝕むということはありません。
そして、「トウガラシ」は摂取すると
血液循環を改善してくれます。特に寒
いところに行くと、毛細血管が収縮し
て血液循環がさらに悪くなってしま
うわけですが、「トウガラシ」は、静
脈動脈を広げてくれる働きがありま
す。実際に心臓発作にかかっている人
にも有効な作用を及ぼします。

ある先生が経験したことを話し
てくれたのですが、その人が

スーパーマーケットにいた時に、お客
さんの一人が急に胸を押さえて、そ
の店で心臓発作にかかってしまいま
した。誰かがもちろん救急車を呼び
ました。その救急隊が来るのを待っ
ている間に、私の先生は、スーパー
の香辛料を置いている所に行きまて、
そこに売られている普通の「トウガラ
シ」を持ってきて、少しだけ、小さじ
1 杯の分量をその人の口の中に入れま
した。そうしたらたちまち、心臓発作
を患っていた人は気分が良くなった
そうです。動脈を広げてくれるので

す。その結果、痛みが治まるのです。
救急隊が来た時には、起き上がって歩
き回って話すことが出来たそうです。
もちろん検査のために病院へ連れて行
きましたけれど、この「トウガラシ」
を少し口に入れただけで、事実上心臓
発作が押さえられたのです。但し注意
したいことは、意識を失っている人に
は、口から何かものを入れない方が良
いです。そういう人には「液体にした
トウガラシ」を入れた方が良いでしょ
う。もしかしたらどこかで心臓発作に
かかった人に出会うかもしれませんか
ら、大事な点を憶えておいてください。

さらに下の方に行きまして、「赤
酵母米」とありますけれども、

これはアメリカでよく使われる栄養
補助食品 ( サプリメント ) の一つです。

「赤酵母米」のエキスというのがあり
まして、「Lovastatin（ローバスタチ
ン）」というコレステロールを下げる
作用のある要素がこの中に含まれて
いるのです。言うなれば、「Statin( 薬
物）」のような、自然の薬の作用が期
待できるわけです。ですから実際の薬
物よりもこういった自然のものを摂
ることによって、副作用をなくすこと
が出来るわけです。心臓病の予防にい
ろんなものを使うことが出来ますが、
心臓に作用する薬草はいろいろあり
ますが、摂りすぎるとかえって危険に
なるものもあります。
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先ほども申し上げました、炎症
を抑える作用をするものを

見て行きましょう。「ウコン」とい
うのがありまして、強力な炎症を抑
える作用がある強力なものでありま
す。「ターメリック」という一般的に
売られている香辛料が有りまして、
それに使われているものなのです。
沖縄ではよく知られていますよね。

「Curcumin( クルクミン )」というの
は「ウコン」から抽出されたエキスで
す。「Bromelain( ブロメリン )」とい
うのはパイナップルから抽出された
酵素だそうです。これらの組み合わせ
が強力な反炎症になるそうです。1 日
3 回 500㎎ずつ摂るのが有効だそうで
す。関節に炎症を抱えているリュウマ
チとかいった病気にも効果的だそう
です。「アスピリン」を摂らなくても
こういうもので炎症を抑えることが
出来るようになっています。「アスピ
リン」も長期に渡って服用し続けると
いろんな副作用をもたらします。顕著
なのが、胃潰瘍になり易くなります。
ですから「アスピリン」を毎日摂るこ
とは良い考えとは言えません。

また、心臓の健康にとって重要
な の が、Vitamin B 群 で す。

B₃、 B₅、B₆、B₉、B⒓。心臓病にかか
りやすい、そういった高い危険を抱え
ている人は、こういった Vitamin B 群
の栄養素が有効であります。Vitamin 

B₅ は特に血清コレステロールを下
げる一方で善玉コレステロールを上
げてくれます。実際菜食主義者は、
Vitamin B が摂りにくいのです。特
に Vitamin B⒓が摂りにくいのです。
Vitamin B⒓というのは、実は植物性
食品の中には無く、全く動物性食品
を摂らない完全菜食主義の人は、何
らかの方法で Vitamin B⒓を摂取す
る必要があります。そういう場合は
往々にして栄養補助食品 ( サプリメン
ト ) で与えることがあります。しかし、
Vitamin B 群に有効な好ましい食品が
有ります。「ブルワーズイースト」と
アメリカでは言われていますけれど
も、「イースト」の類の食品が有りま
す。アメリカでは菜食の人達が、味付
けに使う食品でありまして、これには
Vitamin B の栄養が豊富に含まれてい
ます。

心臓病の予防についてですが、
栄養の次に大事なのが運動で

あります。但し、運動を効果的に行う
には体力を徐々につけて行く必要が
あります。これは 1 週間に 5 日間、1
日 30 分ではなく 1 時間が理想的な運
動だと言われています。30 分という
のは最低の必要な時間です。そしてこ
れは有酸素運動であるということが
大事です。つまり心臓の鼓動を高める
運動です。ゆっくり歩いて景色を楽し
むというのはリラックスするのには
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有効ですけれども、心臓を強めてはく
れません。是非心臓の鼓動を高める運
動をしてください。

「リーダースダイジェスト」誌
で、セールスマンの話が

載っていました。この人は非常に意気
消沈した状態にいたのですが、上司か
ら嫌われていました。奥さんからも嫌
われていました。子供たちからも嫌わ
れていました。病院に行ったら心臓病
だと言われました。もう生きている意
味が無くなったと言って、死んでしま
おうと思いました。でも家族には迷惑
かけたくなかったのですね。迷惑かけ
ずに、問題起こさずにどうやって自殺
したらいいだろうと考えました。「Ｏ
Ｋ、分かった。いい考えがあるぞ」と。

店に行って、ジョギング用の服
を買いました。家の人が寝静

まった夜遅く、そして冬の寒い夜に外
に出てジョギングを始めました。「心
臓発作になるまで走り続けて、死ぬま
で歩くぞ」と決めました。そうしたら
誰にも迷惑かけないですむと。そう
やって死んだら自分の生命保険がお
りて、自分の妻も喜んでくれるだろう
と思いました。一生懸命走りました。
息がだんだん苦しくなってきました。
胸も痛んできました。それでも走り
続けました。痛みがひどくなるまで
走り続けました。そして倒れてしまっ
たのです。「あぁ、これで最期だ」と

思いました。数時間後に目を覚ましま
した。震えていたのです。でもまだ生
きていました。筋肉も痛いし、あち
こち痛むし、胸もまだ痛い、そして
這うようにして家に戻ってきました。

「あぁ、死ねなかったなぁ。明日また
やってみよう」と思いました。次の日
また夜中に走りました。一生懸命走り
ました。「あぁ、胸が痛んできた」。そ
れでもがんばって走りました。また倒
れました。でも死ねなかったのです。
それを数週間続けました。毎日死のう
と思ってやっていたんですね。でも
死ねなかったんです。おかしなこと
にその間、セールスマンですからセー
ルスの業績が上がってきたんです。そ
うしたら上司が昇給してくれました。
奥さんも彼が変わってきたことに気
が付いて、子供たちも彼に話しかける
ようになりました。彼の心臓もだんだ
ん強くなっていったんです。そうした
ら生き甲斐が出てきました。

これは運動の結果の極端な例で
すが、もし心臓病を抱えてい

るならば、今晩外に行って一生懸命
走らないでください。徐々に体力を
つけてゆく必要があります。心臓の
健康状態を改善するのに栄養の次に
大事なのが運動であります。ほとん
どのセブンスデー・アドベンチスト
信者は健全な食事を摂っていますね。
しかし運動となると、1 週間に 5 日、
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1 時間の有酸素運動を実行している人
はそうはいません。ですから是非、日
常的に運動の習慣をつけて頂きたい
と思います。

あと少しで終わりますけれど
も、心臓病は食べるもの、飲

むもの、運動とだけ関わっているわけ
ではありません。私たちの感情とも密
接な関わりを持っています。怒りっぽ
い人というのは、寛容な人、柔和な人、
怒らない人よりも 3 倍も心臓疾患に
かかりやすいそうです。ですから、怒
りっぽい人、何らかの怒りを抱えてい
る人は、心臓疾患にかかる危険が非常
に高いのです。また、不安というのも
心臓にとって有害なものであります。
不安というのは突然心臓病で死亡す
る危険を 4.5 倍も高めるそうです。極
度の不安は喫煙よりも危険であると
言われています。煙草を吸うと心臓に
悪いと誰もが知っていますよね。しか
し、心配性の人、しょっちゅう心配ば
かりしている人－いろんな経済の問
題、家族の問題、そういった問題を持
ち込んで、抱えて、克服できなくて、
眠るのもままならないと言う人は、習
慣的に煙草を吸う人よりも心臓病に
かかる危険が高いといえます。感情―
心の持ち方も時には致命的になりう
るということです。

最終時代に起こる状況として聖
書はこのようなことを描いて

います。「人々は世界に起ころうとす
ることを思い、恐怖と不安で気絶する
であろう」( ルカ 21：26）と。今日
もこの描写が当てはまると思います。
地震や津波、そういった災害があちこ
ちで起こりますね。戦争の問題、政治
的な問題、テレビのニュースを見るた
びに、悪いニュースばかりです。人々
をますます不安にし、恐怖に陥れてし
まうわけです。そのために恐怖と不安
で気絶する、あるいは心臓がきちんと
機能しなくなるということでありま
す。しかし神様はその解決法をあなた
に教えようと言っておられます。マタ
イ 11 章 28 節に素晴らしい約束があ
ります。「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」。

ここで私の家族と一緒にある歌
を紹介したいと思います。「ミ

ニストリー・オブ・ヒーリング」とい
う本からとられた言葉ですけれども、

「恐れおののく神の子よ、キリストは
あなたを見守っておられる。あなたが
誘惑を受けておられるのならば、キリ
ストはあなたを救ってくださる。あな
たが弱ければ、強くしてくださる。無
知であれば、知識を与えてくださる。
傷つけられたならば、彼はいやしてく
ださる」。どんな必要をお持ちだった
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としても、その中には体の癒しを必要
としている方もいらっしゃるでしょ
う。心の癒しを必要としておられる方
もいらっしゃることでしょう。心に怒
り、不安を抱えておられて解決が見
いだせない方もいらっしゃることで
しょう。「わたしにそれを持ってきな
さい。わたしが癒してあげよう」と
イエス様はおっしゃっておられます。
……〔歌〕

お祈りいたします。「天のお父
様、あなたはすべての私たち

の必要に答えることがお出来になる
こと感謝致します。私たちの心臓、心
をあなたは様々な問題から癒して下
さることがお出来になることを感謝
致します。あなたの内に私たちが安ん
じ、平安を得るようにお助け下さい。
イエス様のみ名を通してお祈りいた
します。アーメン」。
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誰もが若いころ一生懸命に勉強
した経験がおありだと思いま

す。学校の試験の時など特に必死で勉
強したと思います。そういった形で、
若い時や子供の時には、脳を活発に使
用したはずです。通常子供時代という
のは最も健全な望ましい生活をして
いるわけですね。たくさん外で運動し
て、脳もいっぱい勉強して使うわけで
す。しかし歳を重ねるに連れて、良い
習慣が失われていってしまうわけで
すね。また大学生の時に脳の力を増す
ためにいろんなことを努力して行っ
た記憶がおありでしょうか。明日の試
験の前夜、夜遅くまで詰め込み式の勉
強を試みたことがおありでしょうか。
ある人は夜通し起きていられるよう
にと、いろんなカフェイン飲料とかも
利用したことがあるかも知れません。
また脳に栄養を与えようと、糖分を
いっぱい摂取したことがあるかも知
れません。脳を助けようと思ってやっ
たことですけれども、しかしこういっ
たものは短期的には効果があったか
も知れませんが、結果的には脳に有害
なことであります。私達は健全な活発
な脳を保つための神様のご計画につ

いてこの時間学んで行きたいと思い
ます。

「ナショナルジオグラフィク」
誌のこの表紙憶えていらっ

しゃいますでしょうか。（画面）しか
し、長生きできたとしても、もし脳が
うまく機能しなくなってしまったら
どうでしょうか。何の意味があるで
しょうか。70 代、あるいはもっと早
い 60 代のうちに、まだ体力はしっか
りしているのに、脳の機能がだんだん
弱まっていって、生きるのも嫌になる
という状態になっている人が少なく
ありません。健全な脳なくしての長寿
というのは全く意味がありません。そ
ういった形で多くの人たちが、歳を
取っていくのを見るのは残念なこと
であります。

「アルツハイマー」にかかる要
素として、加齢（歳を取っ

て行く）が大きな要因になっています
けれども、しかし、これについては
誰でも日に日に歳を取っていますの
で、どうしようもない点ではありま
す。この認知症が世界的規模で大き
な問題になっています。アメリカで
は 500 万人以上の人が「アルツハイ
マー」の問題を抱えています。「アル
ツハイマー」が原因で、そのために使
われる治療費とかのさまざまな浪費
されるお金というのはものすごい金
額になっています。さらに「アルツハ
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イマー」が死因の 6 番目になってい
ると言われています。

乳癌、前立腺癌、心臓病、脳梗
塞、エイズ、そういったもの

は死因の上位にあるわけですが、実
際にこういった要因は、徐々に下がっ
ています。こういった病気で亡くなる
方の割合は減ってきているのです。と
ころが、「アルツハイマー」に関して
は増える一方なんですね。「アルツハ
イマー協会」によりますと、このよう
な発表がなされています。「それは唯
一、アメリカにおける死因トップ 10
の中で予防や、治療または進行を遅ら
せる術のない病気である」と。そう考
えると、「アルツハイマー」になった
ら希望がないと考えられるわけです。
この文によりますと、「予防法がない」
というわけですね。治療法もない、そ
の進行を遅らせる術すらないと言わ
れている病気であります。今年 2013
年の 3 月に発表された文です。

それぐらい本当に「アルツハイ
マー」というのは、絶望的な

病気なのでしょうか？しかし私は、神
様のご計画に従うならば、その病気を
予防することができ、また進行を遅ら
せることもでき、治療とは行かないま
でも、大いに病気にかかっている人を
助けることが出来ると信じています。

「アルツハイマー認知症」はど
ういった兆候があるか見て

みましょう。多くの人はすでにご存じ
のことだと思います。

１. 記憶消失……記憶力が無くなっ
てきます。

２. 日常生活に困難をきたす……か
つて日常生活で自動的に出来
ていたこともだんだん困難に
なってというもの。

３. 言語伝達の問題……自分の思い
を言葉に表現することも、だ
んだん困難になってきます。

４. 時間と場所の認識を失う……今、
何時なんだろう？何月何日な
んだろう？

今どこに自分はいるのだろう？
と、そういったことがだんだ

ん分からなくなってきます。

５. 判断力の衰えと減少……だんだ
ん正しい判断を下すことが出
来なくなって来ます。

６. 抽象的思考の問題……神様につ
いて、また霊的なことについ
て、思考を巡らすのが困難に
なって来ます。

７. 勘違い……いろんな勘違いをす
るようになります。私もよく
やりますが、「自分の鍵がどこ
にいってしまったのか」とか。
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こういった兆候を見て、「もしか
したら自分もアルツハイマー

かな？」と思われる方がいらっしゃる
かもしれませんが、多少のそういった
当てはまる部分があったとしても問
題はありません。しかしながら、常に
ものを忘れるということが起こった
ら問題と考えられます。

８. 態度と気分の変化……機嫌が良
かったと思ったら、たちまち
機嫌が悪くなったり、悲しく
なったり、絶えず感情の変化
が起こるわけです。

９. 人柄の変化……人格が変わって
しまいます。

愛する者がそういう状態になる
と、非常につらいですよね。

病気になる前は非常に優しい好かれ
る性質の人だったにも関わらず、「ア
ルツハイマー」にかかったら、人格が
変わってしまって、非常に怒りっぽ
い、いらいらした人物になることがあ
り得ます。それは彼らのせいではない
のですね。何かによって脳に損傷が起
こって、性格・人格が変わってしまう
のです。

10. 自発性の損失……もう何も進ん
でしたくなくなるのです。

自分の家族とか愛する者の中
に、こういった兆候が表れた

ならば、これを扱うのは非常に困難に
なって来ます。

では、「アルツハイマー」は何
によって引き起こされるので

しょうか？西洋医学によると、これは
分からないと言われています。分か
らないので、予防法も知る由が無いわ
けです。こういった原因があるかもし
れない、ああいった原因があるかもし
れないといういろんな理論は出回っ
ているのですが、貧弱な食事が原因だ
と考えられるでしょうか？アルミニ
ウムとかいった重金属が原因になっ
ていると言えるでしょうか？私たち
が一般的に使われているワクチンが
原因と考えられるのでしょうか？ワ
クチンによく使われる主要な重金属
の水銀が「アルツハイマー」の要因
になっているのでしょうか？あるい
は最近よく使われる携帯電話などか
らの電磁波が要因になっているので
しょうか？あるいはテレビのみすぎ
とか？…こういった原因があるので
はないかと、いろんな理論は出回っ
ています。しかし、「アルツハイマー」
の本当の原因はよく分かっていない
のです。

よく分かっていることは、何ら
かの方法で、脳細胞が損傷を

受けて、だんだん脳細胞が失われて行
くのです。現代科学でも脳がどのよう
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に機能しているのかきちんと説明す
ることが出来ません。それほど脳とい
うのは素晴らしく出来ていて、奥深い
訳ですね。発達したコンピューターの
技術でもって、脳を真似てそれに近い
ものを数年以内に作り出すことが出
来ると言う人たちもいますけれども、
おそらく、脳にそっくりのものを人間
がコンピューター技術でもって造り
出すことは決してないでしょう。私た
ちの脳は、私たちが生涯に五感で経験
した―触った、見た、嗅いだ、味わっ
た、聞いた―全てのものを記憶するこ
とが出来るのです。

ある脳外科医が脳の手術をしま
した。脳は痛みを感じないと

ころなので、脳手術をしている時でも
患者は意識があるそうです。そして
研究の為に、脳に電気を送りました。
脳に電気の何らかの刺激を送ると、送
られた本人はいろんな匂いや光景や
音とかの過去に経験したものが記憶
によみがえって来るそうです。正しい
箇所に正確に刺激を与えることが出
来るならば、生涯に経験したことを全
てよみがえらせることが理論的には
可能なのです。脳というのは驚くべき
機能を持った器官なのですね。

しかし「アルツハイマー」にか
かりますと、脳細胞がどんど

ん失われて行きます。（画面）これが

通常の脳であります。「アルツハイ
マー」にかかった脳が左側です。両
方比べてみると、実際に脳自体が収
縮したことが分かります。脳には波
のような線がありますよね。「アルツ
ハイマー」になると脳のこの線の谷
間が広く深くなってしまいます。脳
細胞が失われているからであります。
普通の脳が左側の図で、右側の図が

「アルツハイマー」にかかった脳です。
特に言語中枢が損傷を受けます。右側
の図をみてください、言語中枢が大い
に損なわれていることが分かります。
記憶を司る箇所も比べてみるとそこ
もぽっかりと穴が空いてしまってい
ます。どこを見ても脳細胞が失われて
いることが分かります。

そし て 科 学 者 が「 ア ル ツ ハ イ
マー」の患者の脳を観察する

と、特徴的なものを見ることが出来ま
す。（画面）あまり詳しくは言いませ
んが、脳に不要なゴミのようなものが
出来ています。そういったものが脳細
胞の間に溜まって行くわけです。脳細
胞の中にも溜まって行きます。ガラク
タが溜まって行くんですね。脳細胞が
生きていながらも、脳細胞の間の伝達
が出来なくなって来るのです。「アル
ツハイマー」には遺伝的要因があるの
も確かであります。そして科学者は実
際に「アルツハイマー」に関わって
いる遺伝子も突き止めました。apoE3
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という遺伝子がありまして、それは悪
い影響はなしということです。apoE3
というのはほとんどの人の内にある
遺伝子であります。その他に apoE2
という遺伝子があり、これはさらに
良い遺伝子で、これが多いと実際に

「アルツハイマー」にかかりにくいの
です。しかし apoE4 という遺伝子を
持っていると、「アルツハイマー」に
かかる危険が増してきます。そして、
apoE4 の遺伝子を持っていると「ア
ルツハイマー」にかかる率が５倍に高
まるという研究発表もあります。いや
５倍ではなくて、15 倍に危険率が高
まるという研究発表もあります。確か
に遺伝子が大いに関わっているとい
うことが分かるわけですね。「アルツ
ハイマー」の専門家であっても予防は
出来ない、進行を遅らせることもでき
ない、もちろん治療もできないという
わけです。

しかし私達は歳を取ったら誰も
が「認知症」になってしまう

ことは、仕方がないことなのだと諦
めるべきなのでしょうか？ローマリ
ンダで学んでいた時に、教授の一人が
教えてくれたことがあります。「遺伝
子の欠陥は銃を構えさせ、生活習慣が
引き金を引く」と教えられました。ど
ういう意味でしょうか？「アルツハイ
マー」だけではなくて、いろんな多く
の病気には遺伝子が関わっているこ

とは確かですが、それでも良い健全な
生活習慣を選ぶならばその病気にか
かる必要はないのです。もしかしたら
それは難しいことかも知れません。良
い遺伝子を持っている人よりもっと
努力しなくてはいけないかもしれま
せんが、いずれにしても病気の引き金
を引くのは遺伝子ではなくて、生活
習慣なのであります。たとえ、実際に
apoE4 という遺伝子を持っていたと
しても、多くの人が「アルツハイマー」
にかかることはありません。ですから
どんな遺伝子を受け継いでいたとし
ても、それでもって病気にかかる言い
訳にはならないのです。しかし、どん
な遺伝子を受け継ぐかというのは、私
たちには選べないことですよね。

さらに（画面）「年齢―歳を取る」
ということも自分の努力で止

めることはできません。では他に「ア
ルツハイマー」の危険要因というのは
どのようなものがあるでしょうか。二
番に「思春期の後の意識消失を伴う頭
部の外傷」とあります。スポーツに
ついて考えてください。多くの人が学
生時代に激しいスポーツに関わって、
脳に傷を負ったために「アルツハイ
マー」にかかる人達が多いのです。ア
メリカにはアメリカンフットボール
という人気のあるスポーツがありま
すが、多くの若い青年たちや子供たち
がアメリカンフットボールに関わっ
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たために、頭部の傷を負うことになり
ます。日本ではサッカーに人気があり
ますね。ヘディングといって、頭で打
つことが頻繁にあります。あまり良
いことではないのです。研究による
と、意識を失うほどの頭部の傷という
のは「アルツハイマー」にかかる危
険を大いに高めるそうです。サッカー
でヘディングしたからといって、意識
を失うわけではないので、大丈夫か
も知れませんが、しかしサッカーボー
ルをヘディングするたびに脳細胞が
失われているかも知れません。はっき
りは分かりませんが……。

三番目は、「インスリン ‐ 抵抗
性糖尿病」というものがあり

まして、「Ⅱ型糖尿病」と呼ばれてい
るものです。通常は大人になってか
らかかる糖尿病であります。体内で
はインスリンが産出されているので
すが、そのインスリンに体内の細胞
が反応しないのです。そういった「Ⅱ
型糖尿病」は、後に「アルツハイマー」
にかかる割合が高まります。後でこの
ことには詳しくふれます。次に四番目
ですが、「高コレステロール」―コレ
ステロール値が高い場合です。すでに
このことについてはお話しましたよ
ね。多くの病気に共通する危険要因と
いうものが有りまして、そして多くの
病気に共通する予防法というのがあ
るのです。「アルツハイマー」の危険

要因を見てきましたが、「糖尿病」と
「高コレステロール」については、今
からそういったものにかかる危険を
減らすことが出来るわけです。

「アルツハイマー協会」はどの
ように述べているかといい

ますと、アルツハイマー病の危険を減
らす要素として、まず「教育」です。

「教育」が多ければ多いほど「アルツ
ハイマー」にかかる危険が低くなると
言われているのです。何故だと思いま
すか？単純に長い期間脳を使うから
であります。ですから脳を使うという
ことは重要なことなのです。そのため
に大学に行く必要はありません。脳を
運動させるために何らかの活動をす
ることが大事なのです。二番目は「運
動」です。規則的な運動です。脳を働
かすだけでなくて、体も運動させる必
要があるわけです。三番目は「フィッ
シュオイル（魚油）またはＤＨＡを多
く含む食事」です。このことについて
も理由がありますから、後ほどお話し
したいと思います。四番目は「果物
と野菜を多く摂る食事」です。「アル
ツハイマー」にかかる危険をこういっ
たことを実行することで大いに減ら
すことが出来るのです。

多くの、また全ての「慢性病」
について、それにかかる危険

を減らすことのできる共通する要素
があります。どういった正しい健康的
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な生活スタイルを築いて行くことが
出来るかと言いますと、（画面）縦に
読んでいただきたいのですが、「ＮＥ
ＷＳＴＡＲＴ」と書かれています。ほ
とんどの病気に効き目のある八つの
健全な自然の医者ということが出来
るでしょう。

N……Nutrition  　栄養

　E……Exercise　 運動

　　W……Water　水

S……Sunlight 日光

　T……Temperance　節制

　　A……Air　空気

　　　R……Rest　休息

　　　　T……Trust 信頼

こういった健康的な局面を生活
に取り入れることによって、

大いに手助けとなります。「エジプト
人に私が及ぼした病の一つもあなた
がたにそそがない」と神様は約束なさ
いましたね。

講義に戻ります前に、先ほど（心
臓病の講義に対して）受けま

したいくつかの質問にお答えしたい
と思います。

最初 の 質 問： 心 拍 数 と 心 臓 病
について、心拍数が 50 以下

の場合心臓に異常ありということで
しょうか。その場合の適切な治療はど
うなるでしょうか。

答え：心拍数が非常に低くて、
なおかつオリンピックの選手

でないとしたら問題が出てきます。
オリンピック選手の中には激しくト
レーニングを積んで心臓が非常に強
靭になっていて、中には 1 分間に 30
回しか心拍数のない選手もいます。鼓
動してしばらく間があってまた力強
い鼓動が “ ボン ” とあるわけです。し
かし、一般の人で心拍数 50 以下の人
がいるとするならば問題ありと言う
べきでしょう。ペースメーカーをつけ
ている人は、それがうまく働いていな
いということも考えられます。もとも
と心拍数が少なく、弱い人にペース
メーカーというのが付けられるわけ
です。そういった問題に出来る自然の
方法としては、運動は常に有効です。
心臓の鼓動を高める薬草もありまし
て、しかし心臓の鼓動に作用する薬草
の使用にあたっては、注意して頂きた
いと思います。間違って使うと有毒に
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もなりえます。ですから、心拍数を高
めたり、下げたりするような薬草の使
用にあたっては専門家に相談するよ
うにと、私は通常勧めます。運動は有
効ですし、また先ほど（心臓病の講義
の時）紹介した「サンザシ」も有効で
あります。「サンザシ」は安全な薬草
なのでどなたでも使用して頂いて大
丈夫です。質問の答えになりましたで
しょうか。

次の質問に移ります。「赤酵母
米」とはどのようなものです

か。手に入れる方法または作り方があ
れば教えてください。また「サンザシ
の実」の入手方法も教えてください。

答え：先ほどの講義で（心臓病
の講義）、「赤酵母米」のこと

をお話しましたが、通常アメリカでは
「赤酵母米」から抽出したエキスが用
いられます。そしてそれがサプリメン
トとして売られていて、それを摂取
するだけで良いのです。これはもと
もと中国人が米を赤くする何らかの
ものから採られたものなのです。中
には中華料理専門の店から赤い米を
買ってそれを使う人もいます。「赤酵
母米」そのものを手に入れて使用した
として、それはそれでいいのですが、
エキスほどの強力な効果はないと思
われます。またコレステロールを下げ
るにあたっては、私は一番に勧めるも

のではありません。コレステロール値
を下げる効果としては、比較的弱い
ものであるからです。「赤酵母米」の
その中にコレステロール値を下げる
物質が含まれているということです。
ですから「赤酵母米」そのものを摂る
というのは、比較的弱い薬物療法とい
うことが出来るでしょう。

もっと効果的なのが、ニンニク
や玉葱、運動、そして繊維質

を多く摂るといったことだと思いま
す。そっちの方がより優れています。
ですからそういったものをまず行っ
ていただきたいのです。それでもコ
レステロール値が下がらない場合に、
この「赤酵母米」というのを試してみ
るのも結構だと思います。それでも下
がらない場合はもしかしたら、薬を摂
る必要があるかも知れません。先ほど
も言いましたように、コレステロール
値が高いからといって必ず悪いとも
限らないわけです。多くの人で、200
以上のコレステロール値があっても、
体内に炎症が無ければ心臓病とは言
えないわけです。心臓病にはなりま
せん。こういったものが密接に関わっ
ているわけです。

三番目の質問：（皆さんに関わり
ないことなのですが）、自然療

法医になるためには、どうすればいい
ですか？中二男子より。
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答え：個人的に答えたいと思い
ますので、是非、集会の後に

ドクター・マークを訪ねて来てくださ
い。この質問は素晴らしいものだと思
いますので、個人的にご本人に答えた
いと思います。是非、いらしてください。

アルツハイマーの栄養を壊すと
いうことですが、三つのこと

が考えられます。「酸化」、「炎症」、「細
胞膜保全」です。まず、「酸化」につ
いてお話します。この「酸化」という
のは消化の過程にあって、食べ物が

「酸化」によって、ダメージを受ける
ことであります。「酸化」による損傷
がアルツハイマー病の大きな要因に
なっています。この「酸化」による損
傷をどうやって最低限に抑えること
が出来るでしょうか。高い抗酸化作用
のある食事をするということ、色の濃
い野菜、果物を多く摂取することが大
事です。この食べ物の色が鮮やかであ
ればあるほど、栄養価も高いし、抗酸
化性作用も高いものであります。自然
の多くの色の食物を摂っていただき
たいと思います。

脳に一番いい効果的な色付きの
食べ物と言いますと、筆頭に

挙げられるのが「ブルーベリー」であ
ります。「ブルーベリー」の別名とし
て、「ブレイン（脳）ベリー」とも言
われています。記憶喪失を止めたり遅

くさせる効果、短期記憶を改善するの
に有用であると言われています。「短
期記憶も改善する」と。非常に健康に
良い食べ物ですね。医学校を出ている
ときに、このことを知っていたらなぁ
と思っています。もちろんコーヒーに
は手を出しませんでしたけれども、大
学で勉強していた時に、もっと「ブ
ルーベリー」を食べていたらなぁと
思っています。

「ブルーベリー」がどういうも
のかごぞんじですよね、皆

さん。本土から私の義理の母が「ブ
ルーベリー」を持って来てくれまし
た。熟した濃い青色の「ブルーベリー」
は、非常に健康に良いものです。目に
も非常に良いと言われています。専門
家で「ブルーベリー」の様々な効用
について研究した人がいまして、「ブ
ルーベリー」を研究するに従って、ど
んどん良い要素が出て来たので、冷蔵
庫に入れていた「ブルーベリー」がど
んどん足りなくなって来たそうです。
これは良いものだと分かって来て、研
究に携わっていた人たちがどんどん

「ブルーベリー」を食べ出したんです
ね。これは健康に素晴らしい効果のあ
る食べ物です。ワシントン州に私の友
人で広い土地を持っている人がいて、
100 本のブルーベリーの木をそこに
植えています。夏になったらそこに
行って、食べたいだけ「ブルーベリー」
を取って生のまま食べる、この新鮮な
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「ブルーベリー」を食べるのは、素晴
らしい経験です。

次に、Vitamin A、Vitamin C、
Vitamin E についてです。こ

れらも強力な抗酸化作用があります。
また脳を酸化から保護する作用もあ
ります。特に Vitamin E ですけれど
も、「アルツハイマー」の研究をする
に従って、「アルツハイマー」の進行
を遅らせる効果があるそうです。そし
て、生存期間を延ばす効果もあるそう
です。そして、Vitamin Eを摂取した人、
摂取しない人を比べてみたそうです。

「アルツハイマー」にかかっていたと
しても、Vitamin E を摂取した人は、
長く生きたという統計が出ています。
できるだけこういったビタミンは自
然の形で摂取するのが望ましいので
す。食物にある状態で摂るのが最善で
す。特に Vitamin E なのですが、これ
は油の形になっています。人工的に作
られた Vitamin E の錠剤とかもありま
す。しかし、実験室で作られる人工の
Vitamin E というのは、自然に食物の
中に入っている Vitamin E とは違うも
のなのです。自然界には実際はいくつ
かの違った形態の Vitamin E が存在し
ます。実験室で作られる Vitamin E は
一種類しかありません。しかし、単一
の Vitamin E よりも、様々なビタミン
を混ぜた栄養が最善だと分かってい
ます。

Vitamin E というのは、強力な抗
酸化作用がありまして、煙草を

吸うと「酸化」という損傷を体に与え
てしまいます。こういうことも考えら
れるんですね。煙草を吸うことをやめ
たくなるが、やめられない人はそうい
う時たくさんの Vitamin E を摂ればい
いのですね。しかしながら、煙草を
吸いながら Vitamin E をたくさん摂る
と、返って死亡する危険率が高まると
いうのです。それは、人工の Vitamin 
E を摂取していたからかも知れません
が、もしかしたら自然の形の Vitamin 
E だったら違った結果になっていたか
も知れません。しかし研究によります
と、Vitamin E を摂りながら煙草を吸
い続けると早く死にますよと発表さ
れていました。それについては、まだ
議論が多くあるのですが、いずれに
しても、神様が作られたままの形で
栄養を摂るのが最善なのであります。
多くのナッツや穀類に Vitamin E は含
まれています。

Vitamin C や A は、たくさんの
おいしい果物の中に含まれて

います。Vitamin A は通常オレンジ色
をしています。（画面）ここに写って
いるのは「アンズ」ですが、トマトの
中にも、人参の中にも素晴らしい形の
Vitamin A が含まれているのです。こ
れはワシントン州東部の私たちの友
人が持っている果樹園ですが、何百本
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の「ブルーベリー」が植えられていて、
こういった「アンズ」とかいろんな果
物がここにはあります。

「炎症」について考えてみま
しょう。これも論争を呼ん

でいる点なのです。「アルツハイマー」
について考える時に、「炎症」は良い
ものなのか、悪いものなのかという
論争があります。ある科学者は、如
何なる種類であってもそれは悪いも
のだと言います。しかし、「アルツハ
イマー」を引き起こすのが「炎症」な
のでしょうか？　そもそも「アルツハ
イマー」のあるところに、それを直そ
うとしてそこに「炎症」が起こるので
しょうか？　いずれにしても、過多の

「炎症」は体にとって有害であります。
この「アルツハイマー」を直そうとし
ての「炎症」であっても、脳に「炎症」
があるということは、プラスよりもマ
イナスになる方が可能性は高いと、私
は思います。ですから「炎症」を減ら
す一番の方法は、これもまた食生活な
のです。

先ほど「ターメリック」につい
てお話しました。もう皆さん

は、ここであるパターンについてお気
づきでしょうか？　「ターメリック」
のように、「炎症」を減らすものは、「心
臓病」に有効でした。「アルツハイマー
病」にも有効です。自己免疫障害―
関節炎などにも有効であります。「癌」

にも有効であります。私たちが学んで
きたこういった食品が、多くの慢性病
に効果があるということが分かるわ
けです。

セミナーの講義で一つ一つの病
気について取り上げています

けれども、問題は、有効なものとして
同じことを言っているわけです。なぜ
なら同じものでもいろんな病気に効
果があるからですね。ですから、健康
的な生活を実践するのに科学者であ
る必要はないし、医者である必要もな
いのです。通常、神様の方法というの
は、極めて単純なものだからでありま
す。少しばかりの基本的なことを学ぶ
ことさえ出来るならば、ほとんどの病
気にその基本的原則を当てはめてい
くことが出来るのです。

次に「脂肪」について見て行き
ましょう。「飽和脂肪」は認知

能力を低下させます。この飽和脂肪と
いうのは、室温で固まる脂肪のことで
す。通常、動物性脂肪というのは「飽
和脂肪」であります。一方、ほとんど
の植物油は室温で液体の状態であり
ます。ですから動物性脂肪ほど悪くは
ないのです。学齢男子児童を対象とし
た研究によると、血清コレステロール
の低い方が（コレステロール値を上げ
るというのが飽和脂肪なのですが、）
より良い学業成績に関係していると
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分かったとあります。ですから皆さ
ん、お子さんの学業の成績を上げたい
と思われるならば、是非この飽和脂肪
を食卓から除いてください。

そうした違いがどうしてもたら
されるのかと言いますと、先

ほど細胞膜についてお話しましたね。
細胞膜にコレステロールが重要な役
割を果たしていると申し上げました。
ところがそのコレステロールでも多
すぎると、ほかの脂分が足りなくなっ
てきます。そうなると、細胞間の伝達
がうまく行かなくなって来るのです。
脳細胞というのは、それぞれの脳細胞
と密接に関わって連絡を取りあって
いる必要があります。ですから、良
い形の脂分というのは、「アルツハイ
マー」の予防にとって、重要となって
来ます。ＤＨＡというのは魚の脂分で
すが、「アルツハイマー」の予防に効
果的だと言われています。ネズミを
使った実験で、「アルツハイマー」の
遺伝子を保有しているネズミを使っ
て、ＤＨＡの補助食品を与えます。す
ると「アルツハイマー」の症状が出て
こなかったのです。飽和脂肪の代わり
に不飽和脂肪―液体の状態の油を用
いるならば、子供たちの学業成績はさ
らに上がることでしょう。記憶力も良
くなります。読解力も増してきます。

「オメガ－ 3」という脂肪につ
いても皆さんはお聞きに

なったことがあるでしょう。「オメガ
－ 3」というのは健康に良いものだと
言われています。ところが、「オメガ
―6」という脂肪は健康に有害なので
す。「オメガ－ 6」というのはほとん
どの場合、動物性の脂肪であります。
そして揚げ物に多く含まれています。
プロセス（加工）した食品に多く含ま
れています。沖縄でも揚げ物が好まれ
ますよね。「サーターアンダギー」は
美味しいですけれども、脳には良いと
は言えません。

一方、「オメガ―3」の脂肪は、
脳に良いものであります。オ

リーブオイルに含まれていまして、緑
の野菜にも含まれています。ナッツ
や豆類にも含まれています。海産物、
魚にも含まれています。だから、魚の
油は良いと言われているわけですね。
しかし、海産物や魚については、わた
しは他の病気にかかる危険が増すの
で、個人的には用いることをお勧めし
ません。重金属とかが魚に含まれてい
る場合があるわけです。

「オメガ－６」脂肪は神経細胞
が固まる要因となります。

一方「オメガ－３」脂肪は神経細胞を
より流動的 - 液体に近くする作用があ
ります。その場合に細胞間の伝達が
し易くなるわけです。但し、私達は、
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「オメガ－６」の脂肪酸も体には必要
なのです。これらのバランスが重要な
のです。1 対 1 の割合だとこれが最善
なのですが、これは結構難しいことで
す。しかし、「オメガ－６」が 4 で、「オ
メガ－３」が１…4 対１の比率だとす
ると、4 対 1 を超えると脳の損傷が始
まると言われています。ところが平均
的アメリカ人の食事は、4 対 1 ではな
くて、20 対 1 以上なのです。主に肉
食が主要な部分を占めているからな
のです。

アジア人が、この比率が一番低
いと言われています。ラテン

アメリカ系とアメリカ系黒人が最も
高い比率だと言われています。興味深
いことに、国際的に学生たちの成績を
比較したものが有りまして、通常アジ
ア諸国の学生たちが上位の成績を占
めています。確かに、アジア人の文化
では、子供たちにもっと熱心に勉強さ
せる傾向があります。あるいは食生活
に原因があることも考えられるので
す。アメリカ人というのはおかしなも
ので、試験が終わった後、自分は良い
成績になるぞという自信はトップク
ラスなのですが、実際に結果が出ると
もーっと下の方だそうです。アジアの
人達は逆で、試験の後自分はうまく
やったと自信はないのですが、しかし
結果は上位を占めているということ
です。面白い比較ですね。

ココナッツオイルについて申し
上げたいのですが、ココナッ

ツオイルというのは、飽和脂肪酸で
ありまして、室温で固まるものなので
す。ところが動物性の飽和脂肪酸と
比べて、体内で異なった消化過程が起
こります。メリー・ニューポートとい
うアメリカの医者によって書かれた
興味深い本があります。彼女の夫であ
る、スティーブ・ニューポートという
方が「アルツハイマー」と診断されま
した。5 年間のその病気を患っていて、
徐々に悪くなって行きました。医者が
処方し勧める薬を摂っていました。し
かし効果がないのですね。悪くなる一
方でした。奥さんであるニューポート
医師は「ココナッツオイル」が「アル
ツハイマー」に効果的だと耳にしまし
た。そこでご主人に 1 日大さじ２杯
の「ココナッツオイル」を与えたそう
です。そうして、６０日経ったら、い
ろんな改善が見られたそうです。

これがご主人に行ったテストだ
そうです。（画面）「アルツハ

イマー」の患者に「時計を書いて見
なさい」と言うわけです。ご主人のス
ティーブ・ニューポートさんが治療
始める前に書いたのが左側です。これ
が時計だとは分かりにくいものです。
11、12、10、1、これは 9 ですかね、
これが時計であるかどうか分かりま
せんよね。治療を始めて 14 日後に書
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かせたのが、真ん中のです。1 日に大
さじ 2 杯の「ココナッツオイル」を
摂らせたのですね。14 日経って時計
を書かせたら、だんだん時計らしく
なっていることが分かります。37 日
後に書かせた絵が、右側のものです。
ちゃんと正しいところに数字があっ
て、これは時計だと言うことがはっき
り分かりますよね。劇的な改善が短期
間で見られたと分かったわけです。誰
にでも効果があるということでしょ
うか。効果があるか否かはまだ証拠
が足りないので、断定はできません。
しかし、このニューポートさんに関し
ては、劇的な変化が見られたという
ことは確かです。彼の雰囲気も変わっ
て来ました。もっとよくきちんと歩け
るようになって来ました。会計士だっ
たので、数字を多く扱う仕事でした。
もちろん「アルツハイマー」にかかっ
たら、その仕事を続けられなくなった
わけです。しかし「ココナッツオイル」
治療の 60 日後に、だんだん昔の仕事
ができるようになって来ました。

では、「ココナッツオイル」のど
こが「アルツハイマー」に有

効だったのでしょうか。「ココナッツ
オイル」には「ケトン体オイル」と
いうのが多く含まれているそうです。

「ココナッツオイル」が肝臓で処理さ
れて、「ケトン体」というのが産出さ
れるそうです。「ケトン」というのは

脳に入ると、それが脳の燃料として、
ブドウ糖の代わりに用いられるそう
です。「アルツハイマー」の危険要因
として、「Ⅱ型糖尿病」というのがあ
りましたよね。糖尿病にかかると、体
内にブドウ糖が多く存在しても、その
ブドウ糖が細胞の中に入って行けな
くなるのです。「アルツハイマー」に
ついても、同様のことが起こってい
ると考えられないでしょうか。もし
かしたら「アルツハイマー」にかかっ
ている人も、体内のブドウ糖が脳細胞
に入っていけない状態になっている
かも知れないのです。そのために脳
細胞が死滅して行くわけですね。そ
の結果、「アルツハイマー」の症状が
出てくるわけです。その代わりに「ケ
トン体」が十分脳に入ったとしたら、
ブドウ糖が無くても、脳細胞を生かし
ておくことが出来るようになってい
るのかも知れません。はっきりとは
分かっていませんけれども、そういっ
た理論が出てきているのです。何か理
にかなっているような気がします。

中には「アルツハイマー」を、
「Ⅲ型糖尿病」と呼ぶべきだ

と言っている専門家もいます。はっ
きりと研究で断定されていることで
はないのですが、私が見た限り、「ア
ルツハイマー」にかかるという人は、
非常に人一倍甘いものを好む人が多
いように思われます。私の父方の祖
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母は甘いものが大好きでした。そして
歳を取ってから「アルツハイマー」に
かかってしまいました。全くそれが真
実かどうかは、はっきり断定はできま
せんけれども、そこに関連があること
だけは確かだと思います。はっきりし
ているのは、「糖尿病」にかかってい
る人は、「アルツハイマー」にかかる
危険も高まると言うことです。では、

「ココナッツオイル」が、「アルツハイ
マー」の有効な治療法になるでしょう
か。はっきりは分かっていないので、
注意深くあるべきです。そのことにつ
いては、極端に走るべきではありませ
ん。なぜなら、この「ココナッツオイ
ル」というのは、高カロリー食品なの
です。少数、この「ココナッツオイル」
に、効果があったという話が聞かれて
いるだけで、まだ学術的に確立されて
いませんので、はっきりは分かってい
ない状態と言えます。

南フロリダ大学でこのような研
究が行われていましたが、こ

の大学の研究所とアルツハイマー協
会が協力して、「アルツハイマー」と

「ココナッツオイル」の関連について
さらなる研究がなされるそうです。そ
の結果が出るころには、非常に興味深
いものになっていることでしょう。

「心臓病」についてお話した時
も、Vitamin B が出てきま

したね。エネルギーを作るのに重要な
役割を果たします。エネルギーを産出
できなければ、脳が機能しなくなりま
す。Vitamin B は神経組織にとっても
重要なものであります。「酵素補助因
子」ともなっております。極めて重要
なものと言えます。（画面）いくつか
スライドをお見せしたいのですが、ビ
タミン・ミネラル相互作用―栄養を
補給するのにサプリメントに頼らな
いということが何故大事かというこ
とをこの表は示しています。例えば、
Vitamin D について見てみましょう。
Vitamin D をどれだけ摂取するかとい
うことが、カルシウムの値に影響を与
えます。Vitamin D を多く摂れば摂る
ほど、カルシウムを多く吸収するよう
になっています。リンももっと多く吸
収されます。そしてカルシウムを多く
摂れば摂るほど、どれだけの Vitamin 
A が吸収されるかということにも作用
されます。それから Vitamin A をどれ
だけ摂るかによって、どれだけの鉄分
が吸収されるかということにも影響
を与えます。鉄が Vitamin C に作用し
て、これらは相互作用しているわけで
すね。特にこういった栄養素を過剰に
摂取した時―ひとつの栄養素を過剰
に摂取しただけで、他の栄養素の摂取
にも大きな影響を与えるとここから
分かるわけです。そしてそうした結
果、健康の問題を引き起こすこともあ
りうるわけですね。
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必須ビタミンと微量必須元素の
相互作用―これもミネラルの

相互作用について描いた表でありま
す。（画面）「カルシウム、ナトリウ
ム、ケイ素、銅、マンガン、カリウム、
モリブデン、ヨウ素、ニッケル、マ
グネシウム、亜鉛、クロム、フッ素、
バナジウム、リン、コバルト、セレン、
鉄」これら全てお互いに関係している
のです。ですから人間が作ったカプ
セルに依存していると、このバラン
スが容易に崩されかねないわけです。
繰り返しますが、神様がお造りになっ
た食べ物を、その自然の状態で食べる
のが、常に最善なのであります。野
菜や果物の中に神様は私たちの体に
ちょうど必要な分だけそれぞれの栄
養素を置かれました。ブルーベリーを
過剰に摂取するということはできな
いわけですね。

「アルツハイマー」に有効と言
われている、薬草について

考えてみましょう。（画面）これ何か
ご存知ですか？　銀杏（イチョウ）で
すね。銀杏の研究というのは盛んにな
されていまして、その結果、記憶力
の増進、脳の機能に大幅な改善が見
られたということが分かっています。
今日アメリカにおいては、銀杏は最も
多く広く用いられているサプリメン
トであります。はっきり分かっている
のは、銀杏を摂ると血液循環を促進し
て、特に手や足の先、そして脳の血液

循環をよくすることが分かっていま
す。ですから手足の冷たくなりがちな
お年寄りの方々とか、血液循環が足り
なくて手足が痺れるような、麻痺した
ような症状のある人とか、そういう人
達には、銀杏が非常に効果的です。も
ちろん「アルツハイマー病」にとって
も、脳の血液循環を高めることによっ
て、その進行を遅らせることには少な
くとも効果があるわけです。但し注意
事項があります。品質の良いサプリメ
ントを用いる必要があります。アメリ
カでは鉛が混じっている銀杏が問題
になっています。特に中国から輸入し
た銀杏にそういった問題が発見され
ています。鉛に汚染された銀杏が輸入
されている場合があるわけです。です
からどういった品質のものを用いる
かということに注意深くあるべきで
す。ある研究者の中には銀杏を用いよ
うが用いまいがたいして違いがない
と言う人もいます。少なくとも最近の
ある研究によると、銀杏が非常に有効
であるということが分かりました。い
ずれにしても、長年銀杏というのは薬
草として、一般の人々から広く用いら
れて来ました。但し、銀杏を用いるの
に最後の注意事項がありまして、血液
をサラサラに薄くしてしまうのです。

「心臓病」を抱えている人は、血液を
サラサラに薄くすると言うのは良い
ことなのですね。「脳梗塞」や「心臓
病」の予防になってくれます。しかし、
血液を薄める薬や薬草をすでに摂っ
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ている人にとっては、さらに銀杏を摂
ると、さらなる問題を引き起こす可能
性があるのです。そういった注意事項
を憶えて頂きたいですね。

「フペルジンＡ」（ヒカゲノカ
ズラの抽出物）…これも「ア

ルツハイマー」に効果的と言われてい
る薬草の一つです。これも中国の漢方
から取り入れられている薬草です。ア
セチルコリンエステラーゼを抑制し
てくれます。このアセチルコリンエス
テラーゼというのは脳細胞間の情報
伝達に用いられる酵素なのです。「ア
ルツハイマー」に用いられている薬
は、このアセチルコリンエステラーゼ
を抑制してしまうのです。その代表的
な薬が「タクリン」というものです。
いずれにしてもそれは、「薬」という
不自然な形で使われた場合です。先ほ
ど、「赤酵母米」というのは、自然な
形での薬となり得ると言いましたね。
この「フペルジンＡ」というのも、「ア
ルツハイマー」の薬として、自然の
形での薬の一種だと言えます。（画面）
こういう藻みたいな植物です。

運動について考えてみましょ
う。脳の血行を良くしてくれ

ます。運動すればするほど、脳にたく
さんの血液が流れます。オーストラリ
ア人の研究によると、高齢者の人に６
カ月間の軽い運動を勧めてそれを研
究しました。その結果脳の機能が高く

なって、痴呆になる危険が低くなった
そうです。この研究は６カ月しか行わ
れなかったのですが、しかしその効果
は研究の後少なくとも１年は続いた
そうです。

他にも興味深い研究がありまし
て、２０歳から６０歳までの

年齢の期間、不活発な生活を続けた
人（運動しない人）に関しては、「ア
ルツハイマー」にかかる危険が４倍
にも高まったそうです。長年座業に携
わって、ほとんど運動しない、そして
脳にほとんど血液を送らないような
状態になっていると―家に帰っても
運動はしない、あまり人とは関わらな
いで、脳をあまり使わないそういう人
―「アルツハイマー」にかかる危険が
グンと高まるわけです。精神活動、知
能活動、肉体活動等のいかなる活動で
あっても、「アルツハイマー」にかか
る危険を低くしてくれます。「アルツ
ハイマー」にかかる危険を高くする唯
一の活動というのが、テレビを見ると
いう活動です。読書であっても、人と
話をすることであっても、散歩であっ
ても、何でもいいですからテレビを見
る以外のことに携わってください。テ
レビを見ることだけは極端に減らし
てください。何故でしょうか？　はっ
きりとは分かっていませんけれども、
テレビを見ると、本当に脳は動いてい
ないのです。ソファに座ったまま情報
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が脳に入って来るだけです。思考能
力は使っていないのです。もし見な
がら脳を積極的に使っているならば、
そうしたら状況は変わって来るかも
知れません。脳を刺激して大いにチャ
レンジを与えるような、そういったも
のを見ているならば状況は変わって
くるかも知れませんが、しかしほとん
どの場合、ほとんどの人はテレビを見
る時、ただテレビからの情報が脳に流
れてそれを認識しないで、全ての情報
を脳に取り入れています。それがまた

「アルツハイマー」になる危険を大い
に高めている要因だと私は考えます。

インターネットで見つけたので
すが、「踏み車式デスク」とい

うものが有りました。あるアメリカ
の医者が発明したのですが、これに
ついてこの人はある研究をしまして、
これを作らせて、友人の医者にあちこ
ちで使わせました。「Treadmill」と言
いますが、歩く運動をするときに使う
ものです。ゆっくりゆっくり使いなさ
いと勧めるのです。医者たちが自分の
事務所でコンピューターの仕事をし
ながら、座らないでこの「Treadmill」
の上でゆっくり歩くわけです。この医
者の方々は放射線医でして、常にレン
トゲン写真を見ている人達です。いつ
もまる一日机の前に座って写真を見
て、コンピューター上にそれぞれのレ
ントゲン写真のレポートを書いてい

るのです。皆さん通常立ちながらそう
いう仕事をしたら、仕事の妨げになる
のではと考えられるかも知れません。
研究の結果によると、かえってこの人
たちの仕事がますます効果的に、能率
的に、正確になっていったそうです。
そして短い時間に仕事がはかどるよ
うになったそうです。さらに彼らの体
重がどんどん落ちていったそうです。
この「踏み車式デスク」を使うことに
よってです。テレビ以外のどんな活動
でも私達には有効になるのです。

「アルツハイマー」に打ち勝つ
には、精神の運動が特に重

要になって来ます。肉体の運動には柔
軟性とかが大事ですよね。そのため
に前もって運動をしますよね。力も
大事ですね。ウェイトトレーニング
を頻繁にやる選手もいます。ジョギ
ングをする人達にとっては耐久性が
重要になって来ます。脳の精神知的
な運動についても、こういった要素
が大事になって来ます。いろんな異
なる状況に応じて適応能力を高めて
行く、そういった柔軟性が大事になっ
て行きます。知能の力―問題を解くた
めにこの知力が大事です。耐久性も
大事ですね。体力知力ともにこういっ
た要素が大事になって来るわけです。

生まれ持った脳細胞の数は決
まっていて、それは変わらな

いものだとかつては思われていまし
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た。しかし新しい研究によりますと、
何千何万と新しい脳細胞が作られて
いるということが分かりました。問題
は、作られる脳細胞よりも失う脳細胞
の方が多いということです。激しい精
神運動に携わらない限り、ほとんどの
脳細胞が失われて行きます。死んでし
まいます。ですからこういうことを分
かっていたら、踏まえて、多くの脳細
胞をさらに増やすことが可能なので
す。毎日毎日新しいものを学んでゆく
ことによってです。聖書の言葉を記憶
するということも、私たちの脳を刺激
する素晴らしい方法であります。もう
すでに持っている脳細胞を大事にし
て頂きたいと思います。

脳の健康にとって「水」は極め
て重要であります。ちょっと

でも脱水症状を起こしたら、集中力、
記憶力というのは大いに下がってし
まいます。のどが渇いたという感覚に
誰もがなりますよね。「のどが渇いた
なぁ」と感じる時はすでに軽い脱水症
状に入っていると考えられます。です
からのどの渇きを覚える前にできれ
ば「水」を頻繁に飲んで頂きたいので
す。体内に十分な「水」を摂り入れる
こと、体外にも「水」を用いることで
す。

日光について少し考えてみま
しょう。「アルツハイマー」に

かかっている人は、「アルツハイマー」
にかかっていない人に比べて、ほと
んど Vitamin D の値が低いということ
が分かりました。Vitamin D が足りな
いという状態が多くの病気の要因に
なっていますが、「アルツハイマー」
についても然りであります。沖縄で
は Vitamin D が足りない人は誰もい
ないと考えるかも知れません。これ
はハワイでなされた研究ですが、ハ
ワイでサーフィンをしている人でも、
Vitamin D が足りないという結果が出
たそうです。一日中日光にあたってい
ても Vitamin D が足りないという状態
が起こり得るそうです。何故でしょう
か？　皮膚の色が濃ければ濃いほど
Vitamin D が作られにくいそうです。
Vitamin D というのは皮膚の外側で作
られる脂分です。毎日シャワーをと
りますと、体が作ってくれる Vitamin 
D のほとんどが洗い流されてしまう
のです。そして皮膚の上で作られる
Vitamin D が体内に摂り入れられるま
でに、24 から 38 時間かかるそうで
す。ですから、沖縄の日光にふんだん
に当たりまして、Vitamin D が皮膚で
作られたとしても、Vitamin D が体内
に摂り入れられる値が低い場合があ
るのです。私は日光の足りないシアト
ルに住んでいるのですが、どうするか
と言いますと、日光に通常あたる箇所
は出来るだけ石鹸を使わないように
します。水だけで洗います。太陽にあ
たらない箇所は石鹸を使っても大丈
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夫なのです。せっかく皮膚で作られる
Vitamin D を出来るだけ体内に摂り入
れる一つの方法と言えると思います。
通常菜食をしている人は、体臭がひど
くて人に迷惑をかけるということも
なくなります。

全部ここでお話することはでき
ませんが、煙草やアルコール、

薬物が有害だということはすでに分
かっていますよね。脳にももちろん
悪いわけです。「節制（Temperance）」
について考える時に、「ＮＥＷＳＴＡ
ＲＴ」の「Ｔ」の部分です。「オーソ
レキシア」という言葉がありまして、
これは体に良いと思われる食品に固
執するあまり、そういったものだけ食
べてかえって病気になってしまうと
いう病気であります。「こんなもの食
べたら病気になるぞ」と思ったら、絶
対に病気になります。良いものでも適
度に摂るということが大事なのです。
はっきりと悪いものと分かっていれ
ば、それを避けることです。しかし良
いものであっても、適度に摂取すると
いうことが大事です。

「新鮮な空気」、酸素は私たち
の脳の健康に必要不可欠な

ものです。下腹部からの深い呼吸をす
るということが大事です。「休息」も
極めて重要ですね。しっかりと休養
していない場合は脳もしっかりと機

能しません。アメリカでも日本でも、
多くの人が不眠症に悩んでいます。半
分以上の成人がアメリカでは週に何
度か眠れないという経験をしている
そうです。脳機能と記憶性能にとって

「適度な休息」というのは極めて重要
であります。これについても申し上げ
たいことはいっぱいありますけれど
も、そろそろ私達も休息の時間に近づ
いておりますので、「信頼」について
少しだけお話したいと思います。「ア
ルツハイマー」にかかっているという
人は、非常に困難な状況にあるわけ
です。さらに問題となっているのが、

「アルツハイマー」にかかっている人
の世話をしている人の状況でありま
す。アメリカではこれが大きな問題に
なっています。家族の人、愛する人
が「アルツハイマー」にかかった時に、
その初期においては通常は家族の人
がその人を面倒見ることになります。
非常に困難な経験を強いられます。な
かなか憶えられない、挙句の果ては自
分が誰かも忘れてしまう、一つの性格
も人格も変わってしまうわけです。そ
ういった愛する人の世話をするのが
非常に辛いものとなって来ます。「ア
ルツハイマー」の患者ばかりではなく
て、世話をする人たちにとっても、辛
いものとなります。「アルツハイマー」
の人達を支える環境が必要になって
来ます。自分を助けてくれる人、そし
て「信頼関係」が「アルツハイマー」
の人にとって、とても必要なのです。
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何らかの「アルツハイマー」の兆候の
ある人が家族の中にいる場合は、その
困難を乗り切るための何らかの「信頼
関係」を築いて頂きたいのです。愛す
る人の性格が全く変わってしまって
も、これはその人のせいではないとい
うことを是非覚えていただきたいと
思います。そういった場合でもその人
を愛し続け、世話を忍耐強くしてあげ
てください。特に神様からの助けをい
ただいてほしいと思います。

「ＮＥＷＳＴＡＲＴ」を是非憶
えて頂きたいと思います。

「栄養（Ｎ）」、多くの植物性食品を摂っ
ていただきたいと思います。自然食品
ですね。「運動（Ｅ）」が大事、脳の運動、
精神運動、身体の運動も大事です。体
内と体外で多くのきれいな「水（Ｗ）」
を用いてください。外に出て、出来る
限り「日光（Ｓ）」の恩恵に与ってい
ただきたいと思います。「節制（Ｔ）」
については、良いものに関しては適度
に、悪いものは完全に避けることで
す。そして深呼吸をして、出来るだけ

「空気（Ａ）」を体内に摂り入れて頂き
たいと思います。「休息（Ｒ）」、十分
な睡眠をとっていただきたいと思い
ます。特に週末はしっかり休んでいた
だきたいものです。そして皆さんの周
りで、「信頼（Ｔ）関係」をしっかり
築いていただきたいと思います。

どんな病気にかかっていたとし
ても、この「ＮＥＷＳＴＡＲ

Ｔ」のリストをひとつひとつ検討して
いただきたいのです。これらのリスト
を当てはめて行くならば、どんな病気
でも必ず助けとなってくれます。

明日の晩は「癌」についてのお
話をしたいと思います。では、

お祈りをして終わりましょう。「天の
お父様、ともに学ぶ機会が与えられま
したことを感謝いたします。夜遅くな
りましたけれども、安全に帰途につく
ことが出来るようにひとりひとりを
お守りください。私たちに素晴らしい
脳、心を与えて下さってありがとうご
ざいます。こういったあなたからいた
だいた大切なものをしっかりとケア
して、あなたの栄光を表わして行ける
者となることができますように。イエ
ス様のみ名を通してお祈りいたしま
す。アーメン」。
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4 章　癌（がん）

今日の主題はいかに「癌」を克
服するかということでありま

す。本題に入る前にお祈りをしてか
ら、神様にともにいていただくように
お願いしたいと思います。「天のお父
様、あなたが与えて下さった素晴らし
いこの私たちの身体について学ぶ機
会がこうしてまた与えられましたこ
とを感謝致します。あなたの聖霊が私
たちの思いを導いてくださいますよ
うにお願い致します。健康の原則を学
び、それを実際生活に生かして行け
ますようにお助け下さい。イエス様
のみ名を通してお祈り致します。アー
メン」

1971 年に当時のアメリカ合衆国
のニクソン大統領が国家を挙げ

て「癌」と戦う決議書に署名をしまし
た。以来、「癌」との戦いに投じた金額
が 1000 億ドル以上だと言われていま
す。1000 億ドル以上というのは政府
が投じた費用ですが、それ以外にそれ
ぞれの企業が費やした金額もそれぐら
いになると思われます。1971 年から
数えまして、40 年以上が経過している
わけですが、私達の「癌」との戦いは
今どのような状況にあるでしょうか？

これは今年の「タイム」誌の 5
月号の表紙ですが（画面）、こ

の人は、アンジェリーナ・ジョリーと
いって、おそらく現在世界で最も有名
な女優と言われています。彼女は想像
できるように、ものすごくお金持ち
で、良い家族に恵まれているそうです
が、「癌」の検査をしたところ、「癌」
の遺伝子が発見されたわけです。遅か
れ早かれその遺伝子が原因で乳がん
にかかる危険が高いという検査結果
が出たことを危惧した彼女は、結局
両方の胸を切除する決断をしました。
彼女の母親も乳がんで亡くなってお
りまして、自分の母親のような死に方
はしたくないと思ったわけです。

40 年以上にわたる「癌」との戦
いで、私たち人類はそれほど優

勢になっていないわけです。2005 年
の 1 年間で「癌」によって死亡した
人が 760 万と言われています。そし
て今でも毎年アメリカ合衆国だけで、
100 万人以上の人が「癌」と診断さ
れています。そして通常「癌」と診断
されたら、言いようもない恐怖心に苛
まれるわけです。

私はシアトルの大学で自然医学
を勉強していました時に、あ

る研究者の下で学ぶ機会が与えられ
ました。その教授は女性の方だった
のですが、当時、「ニンニク」が如何
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に「癌」細胞に効果があるかというこ
とを研究しておられました。その教授
の助手として私は、「ニンニク」から
抽出したエキスを「癌」細胞に付けて
如何に効果があるか、「癌」細胞の成
長具合を見る係りでした。日常的に

「癌」細胞を顕微鏡で観察していたの
ですが、「癌」細胞というのは顕微鏡
で見ただけでも、本当におぞましい姿
をしています。「癌」細胞は、触手の
ようなものがいたるところから伸び
ていって、本当に恐ろしい姿をしてい
るわけです。　

そういったこともありまして、
「癌」と診断された人は言い

ようのない恐怖心に駆られて、「自分
はもう直に死んでしまうのだろうか」
と恐れおののくわけです。（画面）こ
れはいろんな病気と比較した図表で
す。見た限り、「心臓病」や「脳梗塞」、
その他の病気はどちらかというと下
がって行く傾向にあるのですが、「癌」
だけはまだ徐々に増加しているとい
うことが見られます。まもなくアメリ
カでも「癌」が病気で一番の死因にな
るだろうと言われています。私の「心
臓病」についての講義に参加された方
もいらっしゃると思いますけれども、
近年「心臓病」の比率は低下傾向にあ
るのですが、直にまた増加に移るだろ
うと考えられるわけですね。いずれに
しても今日、アメリカ合衆国では「心

臓病」、「癌」が死因の第一位を争って
いる状況であります。

しかし「癌」について良い知ら
せをあえて言うことが出来る

としたら、「癌」のほとんどは予防で
きるという点であります。比較的に保
守的なＷＨＯ（世界保健機構）の声明
ですが、少なくとも 40％の「癌」は
予防することができると述べていま
す。しかし、そういわれていますが、
どういうものを取り除けば予防でき
るかと言いますと、「癌」の一番の原
因となる有害な素となる「喫煙」です。
ですから「癌」にかかる危険を取り
除く最上の方法はまず、煙草を止める
ことであります。世界保健機構が発表
したその他の要因となり得るものと
して、「飲酒（アルコール）」がありま
す。「貧弱な食事」―栄養のバランス
が悪い食事が次に挙げられます。それ
から「安全でない性的行為」で、次に
挙げられているのが「運動不足」です。
また「肥満」も要因になっています。
ですから「癌」を予防するにあったっ
て、こういったいくつものことを実行
することが出来るわけです。しかし私
はそれ以上のことがまた実行可能だ
と考えています。

では、私たち万一「癌」にかかっ
てしまったら、どういうこと

が出来るかと言いますと、アメリカで
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は正式に「癌」の治療として認めら
れているのは、3 種類しかないのです。

「手術」で「癌」を取り除くか、ある
いは「放射線」で「癌」細胞を焼くか、
あるいは「化学療法」の抗がん剤で
もって「癌」細胞を毒死させるか、こ
のいずれかなのです。しかしながら、
どの治療法を選択しても「癌」細胞の
みならず、その他の健康な体内の細胞
にとっても、有害な影響を及ぼしかね
ないのです。その結果、多くの「癌」
と診断された患者が代替療法と言わ
れる、正式に認められている治療以外
の治療法に走って行く傾向が見られ
るわけです。アメリカのある箇所で
は、癌患者全体の 69％の人達が、何
らかの代替療法を使用しているとい
う調査結果が出ています。私はシアト
ルと言うところで働いているのです
が、成人癌患者の 70％が代替療法を
用いているという調査結果もまた出
ています。そしてその代替療法を試し
た人たちのほとんどがそこから良い
結果を得ることが出来たと発表して
いるわけです。ですから、多くの癌患
者が、これら三つの治療法―「手術」・

「放射線療法」・「抗がん剤療法」に満
足していないということが分かって
います。

では、「癌」の治療として、私た
ちが用いることのできる自然

の方法はどういったものが有るか見

てみましょう。自然療法に携わる人
たちの多くが言っていることですが、

「癌」の全体の 90％は治癒が可能だと
言われています。「癌」を克服するに
あたって、二つのことが重要でありま
す。まず第一に、基本的なことですが、
発がん性のもの（癌の原因となり得る
もの）を避けるということです。そし
て第二に、体内の免疫力を上げる要素
を組み入れると言うことですね。実は
今日ここにいらっしゃる皆さんのほ
とんどの体の中に「癌」細胞が実際に
存在するのです。しかし、免疫力が健
全な状態であれば、「癌」細胞が例え
体の中にあっても、そういったもの
をやっつけることが出来るわけです。
ですから「癌」細胞が体の中に侵入し
てきたとしても、こういったものを速
やかに除去することの出来る健全な
免疫力を、私たち持っているというこ
とが大事になって来るわけですね。

多くの「癌」の一番の要因になっ
ているのが、煙草・「喫煙」で

あると申し上げましたが、あるところ
では「癌」による死因の三分の一が

「喫煙」によるものであると言われて
います。世界全体を見ると 10 秒に一
人の割合で、何らかの「喫煙」関連の
問題で、亡くなっているということが
分かっています。そして、煙草の中に
は 4000 種類の化学物質が含まれてい
まして、しかもその多くが発がん性
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物質なのであります。中には、「私は
煙草吸いません」あるいは「煙草止め
ましたから問題ないです」と言われる
方がいらっしゃるかもしれませんが、

「副流煙」の問題について聞かれた方
もいらっしゃると思います。煙草を吸
わなかったとしても、煙草を吸う人た
ちの近くにいたために、煙を吸うこと
になって、実は 3000 人の非喫煙者が
毎年亡くなって行っているのです。で
すから、私たち身の回りの環境がきれ
いな空気に囲まれているということ
が大事だということが分かります。

次に「アルコール」について考
えてみましょう。「アルコー

ル（酒）」は確かに「癌」になる危険
の確率を高めてしまいます。もちろ
ん飲酒の量が多ければ多いほどその
危険は高まります。たとえ控えめな
量の飲酒であったとしても、「癌」の
危険は増すのです。ビールとかワイ
ンとかいったアルコール成分の少な
い酒を控えめに飲んだとしても、1 週
間に 3 回飲むだけで、「乳がん」にか
かる危険は高まって行くのです。（画
面）いろんな種類の「癌」について比
較してみましょう。「癌」にかかって
死亡する率が「アルコール」に関係し
てどのぐらい高まるか、という図表で
す。左の赤い棒グラフが「食道がん」
です。「食道がん」にかかって亡くな
る人の 75％が「アルコール」に関係

して亡くなっていると結果が出てい
ます。「口腔がん」に関しては、50％
です。「アルコール」は肝臓に悪いと
よく言われますけれども、「肝臓がん」
は、亡くなる人の 30％が「アルコー
ル」が原因で亡くなっているというこ
とが分かっています。ですから「癌」
にかかりたくないと思われる方は、少
量の「アルコール」でも止めていただ
きたいと思います。

次に「食生活」の全体を見て行
きたいと思います。（画面）こ

れも面白い研究ですが、日本に住んで
いる日本人と、日本からハワイに移住
した日本人が「癌」にかかる率を比較
したものです。左側に「癌」のいろ
んな種類を並べました。日本に住んで
いる日本人 10 万人の内、「大腸がん」
にかかる人が 78 人という結果が出て
います。かなり低い割合です。ところ
が、ハワイに移住した日本人はどうか
と言いますと、10 万人当たりの比率
が 371 人に跳ね上がります。これは

「大腸がん」にかかる割合ですね。そ
の他の「癌」に関しても同じような結
果が出ています。日本に住んでいる日
本人の「癌」にかかる比率は比較的低
いですが、ハワイに移住すると「癌」
にかかる比率がグンと高まります。ハ
ワイに住んでいる日本人は、ハワイに
住んでいる白人と「癌」にかかる率は
ほとんど変わりません。この図表から
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分かることは、遺伝的な「癌」にかか
る危険があったとしても、もっと違
いをもたらすのは、「ライフスタイル」
―どのような生活をするかというこ
とが一番の要因になるということが
分かります。日本で比較的「癌」にか
かる 10 万人あたりの比率が低いこと
が分かりますが、同じ遺伝子を持つ日
本人であってもハワイに移住すると、

「癌」にかかる比率は、ハワイに住む
白人と変わらなくなってしまうとい
うことです。ただし、興味深いことに

「胃がん」と「食道がん」だけは、ハ
ワイに移住した方が何らかの理由で
低くなることが分かっています。日本
での「食生活」では「塩分」が多すぎ
るのが原因だと考えている人も中に
はいますし、何らかの日本の食物の

「保存料」が「胃がん」に悪いと考え
ている人もいます。いずれにしても、
ほとんどの「癌」の原因は遺伝的な
ものではなくて、「食生活」あるいは

「ライフスタイル」そのものであると
いうことがこのことからよく分かる
わけです。

これもまた興味深い表でありま
して（画面）、これは「乳が

ん」に関しての死亡率ですが、「乳が
ん」の死亡率とその患者が「脂肪分」
をどれだけ摂取するかということを
比べています。「食生活」で「脂肪分」
が比較的低いと言われている国々―

例えば、日本やタイに於いては、「乳
がん」の死亡率がかなり低いことが分
かります。そして、「食生活」に於い
て「脂肪分」の摂取量が増えれば増え
るほど、「乳がん」の死亡率が高まる
ことが分かっています。ですから、「食
生活」から「脂肪分」を減らすことが

「癌」の危険を下げる大きな要因にな
るということも分かっています。

「肉食」について考えてみま
しょう。（画面）ここに挙

げられているのが、牛肉、豚肉、そし
て羊の肉をどれだけの頻度で食べる
かということです。こういった肉を
１カ月に１食未満食べる人は、「大腸
がん」にかかる危険が０％となって
います。ところが、こういった肉を
１カ月に１度、あるいは１週間に１
度食べると、「大腸がん」にかかる危
険が、39％に高まります。肉を 1 週
間に 1 度しか食べないと言うのは大
した量ではないように思われますが、
ほとんど食べない場合と比べて、かな
り「大腸がん」にかかる確率が高まる
ことが分かっています。またこういっ
た肉を 1 日に 1 度食するとどうなる
かと言いますと、ある人達はこういっ
た肉を 1 日の内に 1 食、２食、３食、
摂っている方がいらっしゃるかも知
れません。そういった場合、「大腸が
ん」にかかる率が、149％に跳ね上がっ
てしまいます。ですから、「肉食」が
如何に「大腸がん」にかかる確率を高
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めるかということが、このような研究
から分かるわけです。

この表では、「ステーキ肉」と
「煙草」の有毒性が比較されて

いまして、「煙草」が「癌」の危険を
高めるということはすでに知られて
いることでありますが、「煙草」の中
に含まれる発がん性物質の中で著明
なものと言われているのが、「ベンゾ
ピレン」と呼ばれる物質であります。
一方で、2 ポンド―だいたい１kg の
ステーキのなかにどれだけの「ベンゾ
ピレン」が含まれているかと言います
と、１kg というのは結構大きめのス
テーキですが、特によく焦げ目の付い
たステーキ肉は「ベンゾピレン」をか
なり多く含んでいるということが分
かっています。どれほどの量かと言い
ますと、600 本の「煙草」に匹敵す
ると言われています。もしいっぺんに
600 本の「煙草」を吸ったら、死ん
でしまうことでしょう。しかし、２ポ
ンド－１kg ほどのステーキ肉の中に、
６００本の「煙草」に匹敵する毒物が
含まれていると考えて見て下さい。で
すから「肉食」も「癌」にかかる比率
を高めますが、特に危険なのが、焦げ
目の付いた肉なのです。肉の中の「脂
肪分」が焦げるとさらに多くの発がん
性物質が生じるということです。いろ
んな動物実験がなされていまして、動
物性たんぱく質を多めに実験してい
る動物に与えると、「癌」にかかる確

率がグンと高まることが分かってい
るわけです。ある人には（画面の）こ
の肉は美味しそうに見えるかも知れ
ませんが、次からこういった肉を見た
時には、「これは癌だ」と思ってくだ
さい。

次に、「癌」に関係する「食生活」
のそのほかの側面を見ていき

たいのですが、（画面）これは「コー
ヒー」と「膀胱がん」を表わしたもの
です。１日に２杯以上「コーヒー」を
摂取する人は、「膀胱がん」で死亡す
る危険率が２倍に高まるそうです。た
だし、この研究による結果は、男性だ
けに当てはまるようであります。その
理由はおそらく、男性の方が膀胱の中
に尿を溜めておく時間が女性と比べ
て長いからではないかと言われてい
ます。「癌」を引き起こす物質が何で
あれ、膀胱の中でその物質が男性は女
性に比べて長く留めておく傾向があ
るわけです。

「コーヒー」に関しては、代表
的な物質「カフェイン」が

そういった問題の要因になっている
と考えられます。「チョコレート」を
見てみても、「コーヒー」と同様の結
果へと導いていることが分かってい
ます。「テオブロミン」という物質が

「チョコレート」に含まれている代表
的なものですが、「テオブロミン」と
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いうのは「カフェイン」と同様の作
用がありまして、「チョコレート」を
多く食べると「癌」の危険が高まる
と考えられています。「コーヒー」や

「チョコレート」に中毒している（止
められない）状態にある人というの
は、決して少なくないですね。ですか
ら、そういった食品、飲み物も「癌」
の危険を高めるということを是非覚
えていただきたいです。

次に「癌」の予防の助けとなる
「栄養素」について見てみま

しょう。まず、「Vitamin A」ですが、
「Vitamin A」を食べ物から摂取する場
合、その食べ物に含まれている物質
が、「ベータカロテン」というもので
あります。純粋な「Vitamin A」だけ
を摂取すると危険なものとなり得ま
す。特に妊婦の方が「Vitamin A」を
過剰に摂取するとその赤ちゃんに悪
影響を及ぼす危険があるのです。しか
し、自然の形で摂る―「ベータカロテ
ン」という形で摂取する「Vitamin A」
は、摂り過ぎということはなく、よっ
て危険もないわけです。もしかした
ら、人参を食べ過ぎたら皮膚がオレン
ジ色に変わる傾向があるかも知れま
せんが、せいぜいそのくらいのもので
あります。そして、「Vitamin A」が不
足している人にありがちなのが、「肺
がん」にかかる危険の比率が高まるの
です。

ただし用心していただきたいの
は、「煙草」を吸う人で「煙草」

を吸うのを止めたくないと言う人が
いたとします。そして「自分は煙草
を止めたくないし、肺がんにもかか
りたくないから、「Vitamin A」の錠剤
を一生懸命摂ろう」と考えたとしま
す。ところが、「煙草」を吸いながら、

「Vitamin A」を多く摂取すると、か
えって「肺がん」にかかる危険が高ま
ると言う研究結果が出ているのです。

「Vitamin E」に関しても同様だそうで
す。「煙草」を吸い続けながら、いろ
んな「Vitamin」の錠剤を摂って、そ
の危険を補おうとすると、かえって危
険が高まるというわけです。まだこの
方面の研究は完全に確立されてはい
ませんが、少なくとも、栄養のサプリ
メントの過剰摂取に関しては、私たち
は注意する必要があると思います。

その理由の一つをこの図表が表
わしているのですが（画面）、

一つの「Vitamin」を過剰に摂取すると、
別の「Vitamin」の作用、吸収に影響を
及ぼすのです。その他の「Vitamin」が
その他の「Vitamin」に影響を及ぼしま
す。一つの栄養素だけを摂り過ぎると
その他の栄養素についてもいろんなバ
ランスが失われてしまうのです。です
から、常に神様が創造されたままの果
物や野菜を自然のまま摂取するという
ことが、最善の方法といえるわけです。
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次に、「Vitamin A」を多く含ん
でいる食品を見てみましょ

う。通常「Vitamin A」を多く含んで
いる食品というのは、オレンジ色をし
ています。その代表的なものが「人参」
です。「ヤム」という芋に似た食品が
有りまして、「人参」を上回っている
のです。「かぼちゃ」や「赤ピーマン」
もありますね。しかし、「ほうれん草」
や「ケール」といった濃い緑の野菜も

「Vitamin A」を多く含んでいることが
分かります。

ここで「人参」に注目していた
だきたいのですが、自然食に

関心を持っている多くの人達が、出来
るだけ「生」が常に最善だと考えてい
る人が多いのですが、確かにその通り
で病気を克服しようと思ったら出来
る限り「生」で摂取する方がより良い
方法であります。ただし、「人参」に
関しては、「生の人参」と「調理した
人参」を比べた場合、「調理した人参」
の方が「生の人参」よりも「Vitamin 
A」を多く含んでいるという研究結果
が出ています。ですから、ある食品に
関しては、時には調理した方がそこに
含まれている物質をより効果的に体
内に摂り入れることが出来るという
場合があるのです。確かにほとんどの
場合、生の状態で摂取する方が最善な
のですが、100％「生」だけにすべき
かと言えば、そうでない場合もあると

いうことを覚えてください。どんな良
いことに関しても、適度にやるという
こと、やり過ぎないということが大事
であります。

次に「Vitamin C」を見てみましょ
う。「Vitamin C」というのは

強力な抗酸化作用があります。精子を
遺伝子損傷から保護するという作用
があるということも分かっておりま
す。遺伝子あるいは精子を損傷から守
るために、特に若い男性は「Vitamin C」
を多めに摂るべきであります。一般
的に、1 日に 60㎎の「Vitamin C」摂
取が適量と言われていますけれども、
さらなる健康を求めるならば、1 日
に 250㎎まで高める必要があります。

「Vitamin C」に関しても、ただ錠剤を
摂取するのではなくて、自然の食品か
らそれを摂取する方がさらに良いの
であります。（画面）この表に挙げら
れているのが「Vitamin C」を多く含
んでいる食品です。オレンジ、オレン
ジジュースは「Vitamin C」を多く含
んでいることがすでに分かっていま
すね。「キウィフルーツ」、「いちご」、

「グレープフルーツ」、皆さんはご存じ
ではないかもしれませんが、「赤ピー
マン」がもっと多く「Vitamin C」を
含んでいます。「オレンジ」よりも「赤
ピーマン」の方が「Vitamin C」を多
く含んでいるのです。「赤ピーマン」
には「Vitamin A」も多く含まれてい
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ることが分かっています。そういう
わけで、抗酸化作用のある食品として、

「赤ピーマン」は非常に有効と言えます。

別の「Vitamin」を見てみましょ
う。（画面）「Vitamin E」もま

た強力な抗酸化作用があります。「亜
硝酸塩」を含む食品からの発がん性

「ニトロソアミン」と「ニトロサミド」
の形成を妨害すると書かれてありま
すが、いろんな肉の保存料に使われて
いる化学物質です。こういったもの
に発がん性があるわけです。しかし
そういった物質が、発癌させること
から「Vitamin E」はそれを妨げてく
れる作用があるのです。「Vitamin C」、

「Vitamin E」といった栄養素がどれほ
ど強力かといった実験がなされまし
て、ウサギを紫外線に当てて行った実
験です。ウサギを 24 週間紫外線に当
てました。通常ウサギが食べるような
食品だけを与えていたウサギの 24％
が「皮膚がん」にかかりました。とこ
ろが、通常のウサギの食事に「Vitamin 
C」と」「Vitamin E」を加えて与えま
すと、24 週間紫外線に当てられた後
も、一羽も「皮膚がん」にかからな
かったそうです。そういったことか
ら、「Vitamin C」「Vitamin E」は「皮
膚がん」にかかるのを強力に予防して
くれると分かるわけです。

「抗酸化作用」の強い食品とい
うのはどういったものがあ

るかと言いますと、「果物」に関して
は、「いちご」、「梅」、「オレンジ」、「赤
ブドウ」、「キウィフルーツ」、「グレー
プフルーツ」、「白ブドウ」、「バナナ」、

「リンゴ」、こういった果物が「抗酸化
作用」が高いと言われています。「野
菜」に関して、一番に挙げられている
のが「ニンニク」ですね。「ニンニク」
に関して言うならば、多くの病気に
いろんな効果があります。2 番に書か
れているのが、「ケール」という濃い
緑の野菜ですね。3 番目が「ほうれん
草」、次は「芽キャベツ」、「アルファ
ルファ（もやし）」、「ブロッコリー」、

「ビート」、「赤ピーマン」、9 番目が「玉
葱」ですね。

様々な食品に含まれる「植物性
化学物質」とありますが、「植

物性化学物質」というのは、その多く
は「抗ガン作用」があります。中でも
有名なのが「キャベツ」の仲間なので
すが、例えば「芽キャベツ」、「ブロッ
コリー」など、いろんな種類の「キャ
ベツ」、そういったものが「癌」に非
常に効果があるということが分かっ
ています。「キャベツ」を 1 週間 1 個
食べた人の話ですが、1 カ月に 1 個の

「キャベツ」を食べた人と比べて、「結
腸がん」―「大腸がん」になる比率が
3 分の 2 に減ったそうです。ですから、

「癌」にかかる危険が高いと思われる
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人は、「キャベツ」あるいは「キャベ
ツの類」を多めに摂っていただきたい
と思います。

「癌」に効果があると科学者が
打ち出した食品がここに挙

げられていますが（画面）、「ブロッコ
リー」、「ブドウ」もいいと言われてい
ます。「大豆」もいい食品ですね。「ニ
ンニク」、「玉葱」、「リーキ（ねぎの類）」
です。こういった食品の中に「抗ガン
作用」のある「植物性化学物質」が多
く含まれているわけです。いろんな研
究者が「ブロッコリー」に注目しまし
て、普通に生長した「ブロッコリー」
よりも「ブロッコリーの芽」、つまり

「ブロッコリーのもやし」が、より「癌」
に効果的だということが分かってい
ます。「ブロッコリー」の中に「癌」
に「抗ガン作用」のある「植物性化学
物質」が含まれているのですが、通常
の「ブロッコリー」よりも、芽の状態
の「ブロッコリーのもやし」の方が、

「抗ガン性の化学物質」が何百倍も豊
富に含まれているそうです。

アメリカにジョンホプキンス医
科大学病院というのがありま

して、その病院の研究者達が、「ブロッ
コリーのもやし」についていろんな研
究をしました。その結果、「ブロッコ
リーのもやし」の中にたくさんの「抗
ガン性化学物質」が含まれているとい
うことが分かったわけです。自分たち

が用いた「ブロッコリーの種」の特許
を取ろうとしたわけです。しかし、「ブ
ロッコリーの種」を独占して特許を取
ることは裁判所が許可しなかったわ
けです。特許はありませんから、個人
個人で「ブロッコリーの種」を仕入れ
て発芽させて、それを食品として食べ
ていただきたいと思います。本当に

「癌」に対して有効な食品であります。

皆さんあまり考えたことが無い
かも知れませんが、1 日にどれ

ぐらいの食事を何食食べるかというこ
とですね。それも「癌」に密接に関わっ
ていまして、1 日に 2 食以下の食事を
した場合に、「直腸がん」と「結腸がん」
にかかる比率を 1 と設定します。ほと
んどの人が行っているように、1 日 3
食の食事を摂りますと、「直腸がん」と

「結腸がん」にかかる確率が 1.7 そして
1.4 に上がります。中には４食以上食
べる人がいるのでしょうか？そのよう
な人達は、1.9 に跳ね上がります。で
すから、４食以上も食べる人は２食以
下の人と比べて、「直腸がん」「結腸が
ん」にかかる危険が２倍に高まるとい
うことが分かっているわけです。なぜ
なら、食事の頻度を多くすればするほ
ど、消化器官の休む時間が少なくなっ
てしまって、腸の中でより多くの食べ
物が醗酵してしまう危険があるわけで
す。その結果、「大腸がん」にかかる危
険がグンと高まってしまうのです。
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次に「日光」と「癌」との関係
について考えてみましょう。

ご存じのように、私たちは体内に必
要な「Vitamin D」というのは「日光」
に当たることによって作られます。そ
の「Vitamin D」が体内にどんな健康
的な作用を及ぼすかいろんな研究が
なされています。最近の調査結果によ
りますと、血液中の「Vitamin D」の
値を上げることによって、「乳がん」
の半分、「結腸がん」、「直腸がん」の
３分の２を予防できると発表されて
います。ある研究者によりますと、

「Vitamin D」の値を上げることによっ
て、「乳がん」は事実上根絶できると
まで言っています。「Vitamin D」で「乳
がん」を根絶できるとそこまで断言し
ていいのか分かりませんが、いずれ
にしても、「Vitamin D」が足りないと、
多くの「癌」にかかる要因になってし
まうことは、はっきりしています。「乳
がん」、「大腸がん」、「卵巣がん」、「膀
胱がん」、「子宮がん」、「胃がん」、「前
立腺がん」など多くのものを、「Vitamin 
D」の値を高めるだけで、予防するこ
とが可能なわけです。

しかし、こういったことは 70
年も前から分かっているので

す。1941 年にフランク・アペリー博
士は次のような研究をしています。彼
の研究によると、赤道直下あたりに
住んでいる人のその地域を、「癌」に

よって死亡する基準と設定します。赤
道から遠くなればなるほど、つまり
緯度が高くなればなるほど、様々な

「癌」にかかる確率が高まって行くの
です。もうすでに 70 年も前にこの博
士が「日光」が足りない人は、「癌」
にかかる危険が高まるということを
発表しているのです。しかしながら、
今日多くの人達が「皮膚がん」にかか
るのを恐れるがあまり、「日光」を避
ける傾向にあります。先ほどウサギに
紫外線を当てた実験がありましたよ
ね。「抗酸化作用」のある食品をふん
だんに食べるならば、「皮膚がん」に
かかる危険はほとんどないのです。た
だし、気を付けていただきたいのは、

「日光」に当たるのが良いからといっ
て、決して日焼け、つまり火傷をし
ないようにしていただきたいのです。
日焼け（火傷）をしない程度に「日光」
に皮膚をあてるならば、これは「癌」
に非常な効果があるといえます。

「運動」と「癌」の関係につい
て見てみましょう。多く「運

動」する人は、しない人と比べて、「前
立腺がん」にかかる危険がはるかに低
くなります。全く「運動」しない人と、
激しい「運動」をする人とを比べてみ
ても、その危険が 3 分の１なのです。
では、どれほどの「運動」が必要か
といいますと、1 週間に 5 日、30 分
ずつの「運動」、これは最低限ですね。
１週間に 5 日、30 分ずつといいまし
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たが、その 30 分を出来れば徐々に 1
時間にまで伸ばしていただきたいで
す。ふんだんに毎日「運動」するとい
うことは、極めて重要であります。

「癌」には有効と言われるいろ
んな「薬草療法」がありま

して、体外に「癌」を出してくれる、
そういった有効な「薬草」もあると巷
では言われていますが、確かに中には
効果のあるものもあります。ただし、
この講義に於いては 2 種類の安全な

「薬草」についてだけお話したいと思
います。中には強力な、非常に強い
作用のある「薬草」もありますから、
そういったものを使用される場合は、

「薬草」の専門家に相談しながら使っ
ていただきたいと思います。まず挙げ
たいのが、「ゴボウ」であります。「ゴ
ボウ」というのは長年いろんな「癌」
に対して効果的なもとして処方され
てきた「自然の薬草」であります。ア
メリカではもともと一般の食卓に「ゴ
ボウ」が食べられることはないです
が、昔から「ゴボウ」は「薬草」とし
て知られて用いられて来ました。しか
し、日本では一般的に、食生活に頻繁
に登場する食品ですから、これはさら
に良いといえますね。「ゴボウ」は「肝
臓」の機能を高めてくれます。そして
血液を浄化してくれます。日常的に食
事として摂取することは非常に素晴
らしいことです。

次に挙げたいのが、「レッドク
ローバー」という「薬草」で

すが、「レッドクローバー」よりも白
いクローバーの方が巷ではよく見ら
れますが、しかし、白いクローバーよ
りも赤い「レッドクローバー」と言わ
れるものの方が「癌」には効果的であ
ります。この「レッドクローバー」も
血液浄化作用があります。そして女性
ホルモンのひとつである「エストロゲ
ン」という物質を少量含んでおりま
す。通常体内にある「エストロゲン」
よりも、「レッドクローバー」に含ま
れている「エストロゲン」は、比較的
弱いのですが、面白いことに体内に

「エストロゲン」が多過ぎると、「レッ
ドクローバー」を摂取したらその「エ
ストロゲン」の値を下げてくれるので
す。そして体内に「エストロゲン」が
足りない場合は、「レッドクローバー」
を摂取することによって、「エストロ
ゲン」の値を上げてくれるのです。こ
の「レッドクローバー」を摂ることに
よって、「エストロゲン」の値を規則
的にしてくれる作用があります。「癌」
に有効な「薬草」としてこういった「ゴ
ボウ」や「レッドクローバー」は、長
年「自然療法」の中で用いられてきた

「薬草」であります。

次に「化粧」について少し申し
上げます。一般に生産されて

いる化粧品の中には、何千何万という
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化学物質が含まれています。こういっ
た化学物質のほとんどが皮膚にとっ
て安全かどうかまだ確認されていな
い状況なのです。そして化学物質の多
くが「発がん性」の疑いがあるのです。
ですから、日常的にお化粧の習慣があ
る人は是非用心していただきたいの
です。日本で最近、「カネボウ化粧品」
の何らかの問題が大騒ぎになりまし
たよね。「カネボウ」の化粧品を使っ
た人たちの多くに白い斑点が出たと
いう問題が起きました。化粧をなさる
方は出来る限り天然の素材を使った
商品を使用していただきたいと思い
ます。

これまでの学びの復習をしてみ
ましょう。「癌」を予防するた

めに最も効果的で大事な事柄として
挙げられるのは「適切な食事」であり
ます。その中で大事なのが、果物をふ
んだんに摂るということ、野菜をふん
だんに摂るということ、穀物も大事で
すね。そして堅果類 ( ナッツ類）も適
度に摂るということです。これを総称
して「純菜食」と言いますが、全く肉
食―動物性物質を摂らない食事であ
ります。少なくとも動物性を出来る限
り取り除いていただきたいと思いま
す。適度な体重を保つということも重
要であります。それから規則的な食
事、そして食事と食事の間に何も口に
入れない ( 間食をしない）ことが大事

です。通常最善なのが 1 日 2 食です
ね。そして、規則的に運動すること、
適度に日光に当たることも大事です。
その時には決して火傷をしないよう
に注意していただきたいと思います。

最後に申し上げたいのが「スト
レスを抑制」するということ

についてであります。「健康」という
のは、単に飲むもの、食べるもの、運
動する、そういったものにだけに係っ
ていないのです。心の状態―感情をど
のように抑制するか、保つかが大事な
のです。そういった心の持ち方と「癌」
とは深い関係があります。アメリカで
最近なされた研究によりますと、「乳
がん」の患者を対象にした研究です
が、「乳がん」の患者の中で感情表現
をあまりせず、「癌」と闘病するとい
う困難の状況にありながら、あまり自
分を支えてくれる人々が無い人達の
場合は、「乳がん」によって死亡する
危険が、感情表現ができ、精神的なサ
ポートを受けていた人たちと比べて、
4 倍も高くなるそうです。「癌」にか
かって、そういったものから来る怒
り、悲しみを内に秘めていると、―そ
れを外に表わすことの出来ない、他人
にも何もぶつけることが出来ない状
態であると、「癌」によってなくなる
危険がグンと高まってしまいます。
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「精神神経免疫学」という分野
がありまして、難しい専門

的な言葉ですが、心がどのように免疫
力に影響するかという研究でありま
す。心と体の密接な関係について長年
知られていることですが、それが如何
に相互作用しあうか、科学的に研究し
ている人達がいるわけです。例えば、
医学校で勉強している学生たちが、大
事な試験を控えていたとします。その
学生たちは大きなストレスを抱えて
いて、通常ほとんどその学生たちの免
疫力が低くなります。そしてその試験
が終わった後、どれだけの速さで免疫
力が通常の値に戻るかというテスト
がなされました。試験から来るストレ
ス、そういった内の問題について語り
合うことの出来る友達がいない学生
は、免疫力がもとに戻るのに長い時間
を要したそうです。しかしその試験が
どんなに大変かとかをぶつけること
の出来る相手―友達や家族のいる学
生たちは、試験の後 1 週間そこらの
内に免疫力が元に戻ったそうです。で
すから自分の精神状態―感情を何ら
かの状態で外に出すということは大
事なのです。そして、その感情表現に
対して、同情を示してくれる相手が身
の回りにいるということが大事なの
です。そういった環境は多くの病気に
打ち勝つのに大事な要因となります。
ただし、「心臓病」の講義に出られた
方は憶えていらっしゃいますでしょ
うか？容易に自分の怒りをあらわに

する人は、「心臓病」にかかる危険が
高まると申し上げました。じゃ、どう
したら良いのでしょうね。頻繁に怒り
をあらわにして、「心臓病」になる危
険を高めるか、それともそれを内に秘
めて「癌」にかかって死んでしまう危
険を高めるかです。しかし、私たちは
そういったジレンマに悩む必要はな
いのです。できる最善のことは、何ら
かのストレス、感情を内に秘めて、そ
れを外に表す必要のある人は、そのス
トレスを持っていく対象の最善のお
方は神様であります。

聖書のペテロ第 1 の手紙 5 章の
7 節に素晴らしい約束があり

ます。私たちは一切の思い煩いを神様
に委ねなさいと書かれています。な
ぜなら神様が皆さんをかえりみてく
ださっているから。怒りや失望―そう
いった感情を他の人間にぶつけたと
しますと、相手の人達を傷つけて、病
気にしてしまうかも知れないのです。

しかし、そういった感情を神様
にぶつけるならば、私にとっ

て負いきれない重荷はないと神様は
おっしゃっていますし、あなたの面倒
を見てあげますよと約束しておられ
るのです。ですから「癌」を患って
いようが、「心臓病」を患っていよう
が、何らかの心の問題を抱えている場
合も、全てを私の元に携えてきなさい
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と、招いておられます。私がそれらを
解決してあげようと。これこそが「癌」
を克服する最高の秘訣であると思う
わけです。ですから、皆さんおひと
りおひとりが皆さんの支えとなって
下さるイエス・キリストを見出して、
そのお方との良い関係を築いていた
だきたいと思うわけです。

お祈りをしてこの講義を閉じた
いと思います。「天のお父様、

私たちがどんな病気を抱えていよう
とも、全ての思い煩いをあなたの御足
元に投げ出すことが出来るそのよう
な招きが与えられていることを感謝
するものであります。ですから、そう
いったあなたの招きに私たちが内に
籠ることなく積極的に応じて、怒りや
失望、全ての感情、心の悩みをあなた
の元に持ってくることが出来ますよ
うに助けてください。そしてすべての
思いを超えた平安を見出すことが出
来るように助けてください。それを
行ったうえで、あなたの全ての健康
の法則に従うことが出来ますように。
イエス様のみ名を通してお祈り致し
ます。アーメン」。
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今晩のお話は、テーマが「神の
戦いの計画」というものです。

私たちは皆、なんらかの戦いに関わっ
ています。そして、私たちはどちらか
の側に立たなくてはいけません。中立
というものはないのです。去った安息
日に那覇でもたれた集会でヘンリー・
ヒギンズという兄弟がお話ししたこ
とですけれども、最終時代に私たちは
どうやって立つことができるかとい
うお話でしたね。優秀な兵士となるた
めに、神の武具を身に着けるというこ
とが大切だというお話がありました。
それに基づいた続きのようなお話を
したいのですが、私たちがこの戦いに
入っていくに当たっての神様のご計
画はどのようなものかということを、
ご一緒に考えてみたいのです。

神の預言者エレン・Ｇ・ホワイ
トが、私たちにすばらしい約

束を書いておられます。1905 年に書
かれた引用文ですけれどもお読みし
ます。「主がわれわれを導いてこられ
た道程と、われわれの過去の歴史につ
いての教訓とをわれわれが忘れない
限り、われわれには将来について恐れ

るものは何もない」。将来について恐
れるものは何もないとあります。「過
去に神様が導いてこられたことを忘
れない限りは」と書かれています。神
様が過去にどのようにして神の民を
導いてこられたか、歴史をご一緒に見
ていきましょう。戦いをどのように戦
うか、神様の方法とはどういうもの
か、これは人間の思いとは違うもので
あります。イザヤ書 55 章の 8 節にこ
のように書かれています。「わが思い
は、あなたがたの思いとは異なり、わ
が道は、あなたがたの道とは異なって
いると主は言われる。天が地よりも高
いように、わが道は、あなたがたの道
よりも高く、わが思いは、あなたがた
の思いよりも高い」。

いろいろな戦いが聖書に描かれ
ているのですけれども、その

ことについて考えてみるときに、神様
が行われた通常考えられないような
戦いというのは、どういうものがあり
ましたか。エリコの戦い、覚えておら
れますでしょうか。イスラエルの民は
まずエリコの都の城壁の周りを 1 日
1 回行進しただけでした。七日目に何
をしたかといいますと、この都の周り
を行進して 7 周回りました。そして、
立ち止まってできる限りの大声で叫
び、また祭司たちはラッパを吹き鳴ら
しました。そのようなことがなされた
ときに、エリコの城壁は崩れ落ちてし
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まいました。その崩れたところから兵
士たちは都に侵入することができた
わけです。これは、通常では考えられ
ないような戦いの作戦でした。ヨシャ
パテ王の時代にユダが行った戦闘方
法というのは、このヨシャパテ王の
軍隊が戦場に向かったときに、まず
先頭に合唱隊を置きました。そして、
戦場に行進していくに当たって、この
合唱隊は神のみ名を歌でほめたたえ、
讃美したわけです。前線にいたのは弓
矢を持った兵士ではなくて、この合唱
隊だったのです。歌を歌う人たちでし
た。沖縄には歌の好きな人、いっぱい
いますけれども、どうですか。戦いの
前線に行って神様を讃美したいと思
いますか。敵が目の前に対峙している
中で、武器を持たずに歌を歌うという
のは非常に勇気のいることだったと
思います。こんにちもいろいろな軍隊
が楽隊を持っていて、軍の士気を高
める役割を果たすわけです。そして、
このヨシャパテ王の戦いのときには、
合唱隊が讃美を高らかに歌ったとき
に、神様が実際の戦いをなされると約
束されました。そして、実際に武器を
持った兵士たちが敵のところにやっ
て来たときは、もう戦う必要はなかっ
たのです。神様がその戦いに介入な
さったがゆえに、敵は同士討ちを始め
たのです。彼らはもう同士討ちをして
自滅してしまったので、神様の民の
兵士たちは実際に戦争する必要はな
かったのです。

神様の思いは、私たちの思いと
は全く異なるものです。とき

に、私たちは人間であるがゆえに神様
の戦いの計画に従うことに困難を覚
えることがあります。今晩は、ギデオ
ンの軍隊の経験について特に見てい
きたいと思っています。このときもま
た、神様は通常なさらないような方
法で神の民を勝利へと導かれました。
このギデオンのお話から、多くの教訓
を得ることができるのです。ギデオ
ンが戦いをするに当たって軍隊を召
集したので、そこに集まった人々は 3
万人以上いたと思うのですけれども、
それは多すぎると神様は言われたの
です。神様は量よりも質を重んじられ
る方です。この数を減らすために神
様はまず、少しでも恐怖心のある人
は家に帰りなさいと言われたのです。
最近結婚したばかりの人はおうちに
帰りなさいと言いました。土地を買っ
て果物の木を植えたばかりでまだそ
の実を食べていないならば、うちに帰
りなさいと言いました。何か自分の
家に戦いに集中できない要素がある、
未練がある場合は家に帰りなさいと
いうことでした。その結果、2 万人以
上の人たちが帰ってしまったのです。
それでも残った 1 万人ばかりの人た
ちに向かって、「まだ多すぎる」と神
様は言われました。そこで次のテスト
が与えられました。単純なものでし
た。暑い中で長い時間行進していたの
で、みんな喉が渇いていたわけです。
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小川か何か水源地を見つけて、兵士た
ちに水を飲ませたわけです。犬のよう
に体をかがめて口を水につけて渇き
を癒していた人たちは戦いにふさわ
しくない、と神様は言われました。こ
こまで来ている人たちは、恐怖心のな
い勇敢な人たちでした。家に残したも
のを未練がましく引きずっている人
たちはいませんでした。しかし、こう
いう人たちは自分たちの軍隊として
の全体よりも、自分の渇きを癒すこと
に夢中になっていたわけです。足をか
がめて速やかに手で水をすくって渇
きを癒していた人たちは、これは本当
に深刻な戦いであり、これに勝つこと
がどんなに重要な意味があるかをよ
く認識していた人たちでした。神様は
この人たちを戦いの兵卒として選ば
れたのでした。最終的に選ばれた人た
ちは、こういった資質を持っていたわ
けです。

神様は敵を打ち破るに当たっ
て、この勇敢な兵士たちをど

のようにお用いになりましたか。その
意外な戦いの方法というのは、まずこ
の残った 300 人を 3 組に分け、一人
一人の手にラッパを持たせ、更に空の
つぼを持たせました。そして、そのつ
ぼの中にたいまつを忍ばせ、ギデオン
が「私のやるようにしなさい」と言い
ました。「私が敵陣のはずれに来たと
きには、私のなすようにしなさい」と

命じたわけです。「私がラッパを吹く
ときは、私と一緒にいるあなたたちも
全員ラッパを吹いて『主のため、ギデ
オンのため』と言いなさい」と命じま
した。

まず、この勇敢な兵士らのため
に神様が選ばれた武器を見て

みましょう。ギデオンが一人一人に
まずラッパを手渡しました。こんにち
の金管のラッパのようなもの、トラ
ンペットではなくて、これは角笛だっ
たのです。羊の角でした。ヘブル語で
は「ショファー」と呼ばれる楽器でし
た。通常、ヘブル人の間でショファー
が用いられるのは 3 種類の場合があ
りました。まず礼拝に人々を集めるた
めに、合図としてこのショファーが吹
かれたわけです。イスラエルでは、み
んなを祈りに招き入れるためにラッ
パを三度吹き鳴らしたわけです。イザ
ヤ書 27 章の 13 節、このように書か
れています。「その日大いなるラッパ
が鳴りひびき、アッスリヤの地にある
失われた者と、エジプトの地に追いや
られた者とがきて、エルサレムの聖山
で主を拝む」。ラッパが鳴り響いたと
きには、真の神様を拝むようにとの招
きだったわけです。

このショファーが鳴り響いた第
2 の理由はこのようなもので

した。これは神様からの警告の象徴
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だったのです。イザヤ書 58 章の 1 節
にこのように書かれています。「大い
に呼ばわって声を惜しむな。あなたの
声をラッパのようにあげ、わが民にそ
のとがを告げ」。あなたの声をラッパ
のようにあげて警告のメッセージを
伝えなさいということでした。次に、
エゼキエル書 33 章 7 節にこのように
書かれています。「それゆえ、人の子
よ、わたしはあなたを立てて、イスラ
エルの家を見守る者とする。あなたは
わたしの口から言葉を聞き、わたしに
代って彼らを戒めよ」。エルサレムの
都の城壁の上から見張りをする人た
ちがいました。この見張りの番兵たち
は、敵がやって来るのを発見したら警
告の音を鳴らすことになっていたわ
けです。そして、このリズムか何か特
殊な音を聞いたときに、これは敵が
やって来る警告のラッパだというこ
とをだれもが認識したわけです。そ
して、神様は私たち一人一人に向かっ
て「わたしはあなたを立てて、イス
ラエルの家を見守る者とする」と言っ
ておられるわけです。

イスラエルでショファーが吹き
鳴らされた第 3 の理由は、こ

のようなものでした。これは戦いを開
始するという合図のラッパだったの
です。軍隊を一つにまとめるのに重要
な役割を果たしていました。パウロ
が、書簡の中で大事な質問をしていま

す。「もしラッパがはっきりした音を
出さないなら、だれが戦闘の準備をす
るだろうか」。あの音は戦闘への合図
なのか、それともただの警告なのか、
はっきり分からないなら困ったこと
になるわけです。戦いが始まるぞとい
う合図、そして実際に戦いを始めると
きの合図、そういった音色を私たちは
聞き分けて行動する必要があるわけ
です。

そのようなわけでギデオンは、
一人一人の兵士にラッパを

渡して命令を与えたわけです。ショ
ファーという楽器が用いられた理由
は 3 種類ありました。まず礼拝への
招き、そして警告の音色、戦いを始め
る合図。ギデオンが兵士に与えた更
なる武器がありました。これはたい
まつでした、光でした。それは私たち
にどのような教訓があると思います
か。このたいまつは何を表している
と思いますか。こういった質問には、
常に聖書から答えを求めるべきです
ね。イエス様はヨハネ 8 章の 12 節で

「わたしは世の光である」と言われま
した。「わたしに従って来る者は、や
みのうちを歩くことがなく、命の光を
もつであろう」と。「わたしが全世界
を照らす光である」とイエス様は言わ
れました。これもパウロの言葉ですけ
れども、「『やみの中から光が照りいで
よ』と仰せになった神は、キリスト
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の顔に輝く神の栄光の知識を明らか
にするために、わたしたちの心を照し
て下さったのである」。このたいまつ
は何を意味しているでしょうか。イエ
ス・キリスト？　イエス・キリストを
見るときに、その栄光の知識を表して
いるわけです。それから、ギデオンが
与えた 3 番目の武器は何がありまし
たでしょうか。これも意外なものでし
た。空のつぼだったのです。ギデオン
の時代にはよく一般に見られる形の
つぼでした。このつぼは私たちに一体
どのような教訓を与えているでしょ
うか。答えは聖書にあります。エレミ
ヤ書 18 章の 6 節、「主は仰せられる、
イスラエルの家よ、この陶器師がした
ように、わたしもあなたがたにできな
いのだろうか。イスラエルの家よ、陶
器師の手に粘土があるように、あなた
がたはわたしの手のうちにある」。「イ
スラエルの家よ」とありますから、こ
れは神の教会、神の民のことです。神
の民は陶器師の粘土のようなもので
ある、と神様は言っておられるわけで
す。そして、神のみ手によって形作ら
れるわけです。神様が望まれる形に、
私たちは作られていくわけです。コリ
ント人への第 2 の手紙 4 章 7 節を見
ると、更にはっきりしてきます。「わ
たしたちは、この宝を土の器の中に
持っている」。この宝とは何でしょう
か。ギデオンの兵士たちのつぼの中に
は何がありました？　光がありまし
たね。イエス・キリストです。イエス・

キリストの栄光であります。イエス様
の品性です。その栄光が、粘土の器の
中に置かれていたわけです。

このギデオンの兵士たちの軍隊
が戦いに出て行くときの様子

を考えてみるときに、まず片手には
ラッパを手にしていました。もう一方
の手にはたいまつを持っていて、はじ
めはこのたいまつはつぼの中に隠さ
れていたわけです。敵と実際に戦う剣
は、どちらに持つのでしょうか。ラッ
パで敵をたたくのでしょうか。ときに
は神様の戦闘計画というのは、人間の
目にはばかげたように映ることがあ
るかもしれません。この戦闘の計画を
立てる実際の人間の将軍、司令官とい
うものは通常、軍隊の数人の兵士たち
にだけラッパを持たせることでしょ
う。そして更に、その道を照らすため
に数人の兵士たちにたいまつ、明かり
を持たせることでしょう。もちろん残
りの人たちは、剣や矢やそういった実
際の武器を持つわけです。ところが神
様は、ギデオンの兵士たちには「いや、
そういうことはしてほしくない」と
おっしゃいました。片手にラッパ、そ
してもう一方の手には明かりの入っ
たつぼを持つようにということでし
た。

こうした、神様が持たせた意外
な武器でどのような戦いを展
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開していくのかということから教訓
を学んでいきたいのです。つぼは、中
に入れた明かりを覆っていました。で
すから、ギデオンとこの軍隊が敵の陣
地を取り囲んだその時点では、見た目
には暗かったわけです。光が見えませ
んでした。敵は、そのつぼの中の光を
見ることができませんでした。粘土で
作ったつぼというのは、私たちを表し
ていますね。私たちがこの土の器なの
です。この時点で、私たちは自分自身
を見て、あるいはお互いを見て、本当
に神の栄光は私と共にあるのだろう
かと自問するかもしれません。ほかの
人たちが皆さんをごらんになったと
きに、皆さん一人一人の内に神の光、
神の栄光を見ることができるでしょ
うか。今はもしかしたら見ることがで
きないかもしれません。その光がぱっ
と現れ出るために、何かが起こらなく
てはいけないのです。

数年前に私たちは沖縄に来てい
たのですけれども、そのとき

にタクシさんという陶器をなさる陶
芸家を訪れる機会がありました。その
方が自分の窯に火をつけて、陶器を焼
く場所に出くわしました。中の陶器を
焼くという作業は、非常に複雑な長い
根気のいる作業であることが分かり
ました。この窯の中で、どんどん温度
が高く上がっていくわけです。これ
は龍の窯と呼ばれていましたけれど

も、そばのほうから炎が出てきている
様子は正に龍のようにも見えました。
この写真では笑っていますけれども、
実際はとても熱かったのです。そして
実際の窯の中の温度というのは、相当
高くなっていたのです。そして、そば
のほうからこの穴から中を見ること
ができたのですけれども、中を見ます
と興味深い光景が映りました。窯の後
ろのほうには大きめのつぼが置かれ
ていて、この窯の中というのは相当の
高温にまで熱せられるわけです。そし
て、外から中を伺うと、置かれている
つぼは透明に見えました。つぼがいっ
ぱい置かれているのですけれども、つ
ぼの先が透明で、通してその向こう側
が見えたのです。もしかしたら幻覚
だったかもしれないのですけれども、
本当につぼの一つ一つが透明になっ
てその向こう側が見えるような感じ
がしたのです。それは高温で、もしか
したら実際にガラスのようになって
向こう側が透けて見えたのかもしれ
ません。

そのとき、バビロンで燃える炉
の中に入れられた 3 人のヘブ

ル人の青年たちのことが思い出され
ました。ときには私たちも激しい悩
み、苦しみ、試練の中を、火の中を通
らなくてはいけないことがあります。
それは、神様の栄光が私たちを通し
て現れ出るようになるためなのです。
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ギデオンの兵士たち、軍隊は、最終的
にこの明かりをどのようにして現し
ましたか。つぼをたたき壊したので
す。このつぼは何を表していました？
　私たち自身です。自己、自我です。
神の栄光が輝き出る前に、自我という
ものが崩されなければならないので
す。粉みじんにされなくてはいけませ
ん。もしかしたら、私たちを通して光
線がわずかに漏れ出ていることがあ
るかもしれませんが、神の真の栄光が
輝き出るためには、この自我というも
のが完全に壊されなくてはいけない
のです。「この朽ちるものは必ず朽ち
ないものを着、この死ぬものは必ず死
なないものを着ることになるからで
ある」。私たち自身が変えられていか
なくてはいけないのです。この自我が
粉々にされるという過程は、痛みを伴
うものであります。しかし、神様の光
が私たちを通して輝き出るためには、
ぜひともこの過程がなされなくては
いけないのです。

ある少年が、自分の庭に虫が這っ
ているのを発見しました。そ

して、そのイモ虫のようなものをお母
さんのところに持ってきて、お母さん
が「これはチョウチョの幼虫だから、
いずれ成虫になってチョウチョにな
るのだから、何か容器に入れて観察し
なさい」と言いました。そこで容器に
入れて、毎日葉っぱの餌をあげて、じ

きにこの幼虫がまゆのようなものを
作って周りを取り囲みました。サナギ
になったのですけれども、何週間か見
ているとこのサナギの様子が変化し
ていったのです。男の子はそのサナギ
を観察していたらある日、そこに穴が
開いたのです。興奮して「もうすぐだ、
もうすぐチョウチョが出てくるぞ」と
期待して見ていたわけですが、チョ
ウが小さい穴からなんとかしてもが
いて出ようとしている様子が見えま
した。男の子はこう考えたのです、

「ちょっと手を貸して助けてやろう」。
そこでハサミを持ってきて、そのサ
ナギに開いた小さい穴をもっとチョ
ウチョのために大きく開けてやろう
と、注意深くハサミで切ってあげまし
た。そうしたら、期待どおりにチョウ
がぽっと出てきたのです。そして羽を
広げ始めました。しかしどういうわけ
か、体の部分がちょっと大きすぎるよ
うに見えたのです。羽は縮んでいて貧
弱に見えました。しばらく、この羽を
もっと広げて大きくなっていくので
はないかと期待して見ていました。し
かし、このチョウがはばたくことはな
かったのです。どうしてだろうと不思
議に思っていました。そして、この男
の子とお母さんは町の学校の専門家
の学者のところに尋ねに行きました。
先生が説明してくれたのです。この小
さい穴からチョウが自分で出てくる
ためにもがいてもがいて、そういった
なんらかの葛藤を経験しないといけ
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ないということでした。懸命にもがい
てなんとかこの小さい穴から抜け出
すこと、そうすることによって体内の
余分な液体が羽を通ってそこから外
に出されるということでした。その水
分が抜けたあとで、羽が乾燥してきれ
いに広がることができるということ
でした。しかし、男の子は良かれと
思ってこの穴を広げてしまったので
す。そのために、チョウは一度もはば
たくことはできなくなってしまいま
した。私たちにとっても、神様の栄光
を映し出す者となるためにこの世で
私たちはいろいろな戦い、試練を経験
しなくてはいけないのです。

このギデオンの軍隊の兵士たち
は、つぼを粉々にするために

何を使いましたか。片手にはラッパ
を持っていたわけですから、もう一
方の手につぼを持っていたわけです。
考えられる方法は、ラッパで打ちつけ
ることではないでしょうか。神の聖天
使が、ラッパで最後の呼びかけをし
ています。黙示録 14 章におきまして、
神の天使が大声で地に、世界中に呼
ばわっている様子が描かれています。
神様を礼拝するように、創造主なる神
を拝むようにとの招きをしています。
獣の刻印を受けることがないように
との警告の言葉も発しています。そし
て、神の民に、獣との最後の戦いに加
わるようにとの戦いへの招きのラッ

パも吹いています。このラッパの招き
というのは、三天使です。この三天使
の使命、三天使のメッセージが私たち
の心、自我を砕くようにならなくては
いけないのです。

ここに時計が描かれていますけ
れども、もう時はほんのわず

かしか残されていません。この地上歴
史の真夜中に近づいてきているので
す。そして本当の最後のときに、神様
はご自分の兵卒を召集しておられま
す。そして、私たちにこの警告のラッ
パに耳を傾けるようにと招いておら
れます。神様の栄光を覆っているもの
を、神様は私たちに砕くようにと招い
ておられるのです。神様によって砕
かれて最終的にこの自我が放棄され
るときに、神の栄光、光が世に向かっ
て照り渡るのです。その約束が黙示
録 18 章の 1 節に書かれています。「地
は彼の栄光によって明るくされた」と
あります。そのときが成就するまで、
私たちは聖霊に一日一日、己を委ねて
その働きをしていただかなくてはな
りません。そして、できるだけ早いう
ちにこの自我に死ぬという経験をし
なくてはいけないのです。神様の祝福
が皆様お一人お一人の上にあります
ように。

では、お祈りして終わりたいと
思います。天のお父様、あな
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たの軍隊に私たち一人一人を招いて
下さっていることを感謝致します。し
ばし私たちはあなたの計画を理解で
きないでいますけれども、聖霊の声に
耳を傾けることができるようにお助
けください。人間の思いでは理解でき
ない、理にかなっていないように思わ
れるときであっても、あなたのみ言葉
に信仰を持つことができますように
助けてください。そして、私たちが自
我に死ぬという経験をすることがで
きますように。私たち一人一人を通し
てあなたのご栄光が現れ出るように
お助けください。イエス様のみ名を通
してお祈り致します。アーメン。
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6 章　救われる為に

私は何をすべきか？

今朝は、皆さんと共に聖書の中
から基本的なキリスト教の教

えについて学んでいきたいと思って
います。この今帰仁の皆さんは比較
的、聖書の研究に関しては進んでいる
と思うのですけれども、皆さんは現代
の真理について多く学んでおられる
と思います。現代の真理を知っている
というのは非常に重要なことですけ
れども、ときには自分たちの宗教の基
礎的な部分について確認するという
ことも大事なことです。

はじめに、私のお気に入りの聖
句を共に開きたいのです。前

に聖句を出しませんので、できる限り
お手持ちの聖書で開いていただきた
いのですが、まずミカ書の 6 章 8 節
をお読みします。「人よ、彼はさきに
よい事のなんであるかをあなたに告
げられた。主のあなたに求められるこ
とは」何であるかというのですけれど
も、私たち一人一人に神様が何を求
めておられるかということについて、
基本的なことが書かれています。ここ

を敢えて言い換えるならば、救われる
ために私は何をすべきであるかとい
うことです。ここで神様は私たちに、
三つの単純なことを述べておられま
す。私は医学校で勉強したことがある
のですけれども、医学の勉強をしてい
るわけですから、たくさんの本を山積
みで勉強しなくてはいけませんでし
た。そしていろいろな試験のときにな
ると、直前にまず自分に問いかけるの
は、試験を受けるに当たって何が最も
大事なことかということです。分厚い
本を、1 ページ目の最初のページから
最後まで読んでいる時間はもうない
わけです。そこで、薄いまとめられた
復習のための本を試験の直前に見る
わけです。数ページの中にたくさんの
情報がまとめられて、集約されていま
す。

私は個人的に、このミカ書 6 章
の 8 節が多くの聖書の真理、

教えを集約した一節であると考えて
います。私に神様は何を求めておら
れるのだろうか。三つのことがここ
に書かれています。公義を行うとい
うこと、あるいは正義を行うという
ことです。次に慈しみを愛するとい
うこと。三番目にはへりくだってあ
なたの神と共に歩むこと。短い言葉
で書かれています。しかし、これら
の三つの事柄に深い教え、真理がこ
こに詰め込まれていると思うのです。
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そして、これら三つの段階になってい
ると思うわけです。そして、それぞれ
のステップが最初よりも更にハード
ルが高くなって、ちょっと難しくなっ
ていきます。なぜ難しくなっていくの
でしょうか。それぞれの段階で人は肉
に対して、あるいは自我に対して死ぬ
ことが求められるからです。これら三
つの段階をもうちょっと掘り下げて
見てみましょう。

第一段階、公義を行う、正しい
ことを行う、あるいは正義を

行うとあります。この医事伝道の働き
をしていますと、人々に私はしばしば
健康の原則について教えるわけです
けれども、まず体にとっていいことを
やる、どのように健康にいいことをす
るかという基本的なことを教えなく
てはいけません。神様がどんないいこ
とを私に実行するように求めておら
れるかということを、まず知識として
知ることが大事なのです。そして霊的
な事柄に関しても、神様はどんないい
ことを私に求めておられるかという
ことを知る必要があるわけです。これ
らのいいこととは、どういったもので
しょうか。聖書ははっきりと教えてい
ますけれども、この聖句と非常に並行
して教えられている新約聖書の言葉
を見たいと思うわけです。その聖句と
いうのがマタイによる福音書 19 章の
16 節です。

ここに一人のお金持ちの若者が
登場します。このお話は皆さ

んもよくご存じだと思うわけですけ
れども、その物語を 16 節から見てい
きましょう。「ひとりの人がイエスに
近寄ってきて言った、『先生、永遠の
生命を得るためには、どんなよいこと
をしたらいいでしょうか』」。私たちは
まさにここで尋ねられていることに
ついて、今現在考えているわけです。
先程、ミカ 6 章の 8 節から答えを見
ましたけれども、ここでは一人の若者
がイエス様に「救われるために私は何
をしたらいいでしょうか」と同じよう
な質問をぶつけています。そしてイエ
ス様がその質問に答えておられるわ
けです。17 節をお読みします。「イエ
スは言われた、『なぜよい事について
わたしに尋ねるのか。よいかたはただ
ひとりだけである。もし命に入りたい
と思うなら、いましめを守りなさい」。
イエス様はここではっきりと単純に
言っておられます。戒めを守りなさい
と。当時のユダヤ人の立場に立って考
えるときに、当時ユダヤ人たちは戒め
と言うときに幾つかの特有の考えが
ありました。そしてこの若者が、どの
戒めについてイエス様は言っておら
れるのかというのを誤解しないよう
にと考えられたわけです。当然、この
18 節で若者が「どのいましめですか」
と再び質問します。18 節から 19 節
にかけて、イエス様がその質問に答え
られるわけです。「『殺すな、姦淫する



77

6 章　救われる為に私は何をすべきか？

な、盗むな、偽証を立てるな。父と母
とを敬え』。また『自分を愛するよう
に、あなたの隣り人を愛せよ』」。これ
は何の戒めですか。十戒の中の戒めを
イエス様は述べておられるわけです。
疑いの余地はありません。ミカ 6 章
の 8 節で見てきた第一段階です。「正
義を行いなさい」というものがまさし
く、戒めを守るということでありま
す。良いことをする、善を行うという
ことが、すなわち神の戒めを守るとい
うことであるとイエス様は言ってお
られるわけです。これこそが、聖書的
なキリスト教の教えの基本です。

私たち人間は往々にしていろい
ろな規則、決まりを作るわけ

ですけれども、そして、どの国の法律
を調べても本当に数えきれないぐら
いの決まり、法律がそれぞれの国に作
られていることが分かります。しか
し、神様は単純にたった 10 個の戒め
で、私たちに求めておられることを示
してくださいました。しかし、それぞ
れの戒めが非常に深い意味を持って
いるわけです。善を行うというのは第
一段階にすぎません。世の中を見渡す
と、イエス様のことを全然知らない人
の中にも、非常にいいことをしている
正しい道徳的な人たちが少なくない
ですね。こういう人たちは自分の知っ
ている限りの最善を尽くしていいこ
とを行い、そして知らずに神様の律法

を守っているわけです。中には、意志
力が強くていろいろな悪習慣をその
意志力で改革し、いい習慣に変えてい
くことのできる人たちもいます。神様
のことを知らない人の中にも、「タバ
コはよくないですよ、お酒はよくない
ですよ」と教えたら、「そうか」と言っ
て自分の意志力を使って懸命に努力
して禁酒・禁煙を実行してしまう人た
ちも中にはいます。

しかし、いい人であるというこ
と、善を行うということだけ

では十分ではないのです。イエス様の
もとにやって来たこの若者も、世の中
的にはいい人でしたけれども、それ
では十分ではないということを彼は
心のどこかで認識していたわけです。
マタイ19章20節をお読みします。「こ
の青年はイエスに言った、『それはみ
な守ってきました。ほかに何が足りな
いのでしょう』」。彼は若いころから、
幼いころから知っている限り最善を
尽くしてこれらの戒めを懸命に守っ
てきました。ところが、彼の心の中に
は何か虚しい部分があったわけです。
そして、自分の人生経験において足り
ないものは何だろうかと探し求めて
いたわけです。ここにいる皆さんの中
にも、生まれたときからずっとクリス
チャンという方もいらっしゃるかも
しれません。そして、できる限り最善
を尽くして律法を守ってこられた方
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もいらっしゃるかもしれません。ここ
今帰仁の教会で、毎週毎週現代の真理
を学んでこられているかもしれませ
ん。しかし、真理を知っていいことを
行うというだけでは、私たちの宗教生
活で考えるならばまだ何か足りない
部分があるのです。

では、ミカ 6 章の 8 節の第二段
階は何と書かれていたでしょ

うか。公義を行う、正義を行うという
ことが第一段階でした。次に、慈しみ
を愛しなさいとありました。慈しみ・
哀れみを愛するとは、どのように解釈
すればよいのでしょうか。マタイ 19
章を見ると、イエス様はこのことにつ
いても実際的な方法でこの若い役人
に教えておられます。若者が「私に何
が足りないのでしょうか」と尋ねたわ
けです。すると 21 節でイエス様が言
われました、「もしあなたが完全にな
りたいと思うなら、帰ってあなたの持
ち物を売り払い、貧しい人々に施し
なさい」。これは第二段階ではないで
しょうか。慈しみ・哀れみを愛すると
いうこと。昨晩、チョウさんがイザヤ
書 58 章を引用なさいました。律法を
守る、あるいは律法で述べられている
正しい日を遵守するということに加
えて、私たちは信仰生活において愛を
実践する、愛の人生を送る必要がある
のです。この若者に対しては、イエス
様は「もし完全になりたいなら、あな

たの持ち物を全部売り払って貧しい
人々に施しなさい」と言われました。

体の健康に関しても、このこと
が真実であるということが分

かっています。体の健康というのは、
単に健康にいいものを食べたり飲ん
だりすることではないのです。そう
いった食習慣以上に大事なものがあ
るのです。それが心の持ち方です。ど
のような感情の状態に、私たちは自分
自身を保っているかということが非
常に大事なのです。タバコを吸ったり
酒を飲んだりすること以上に、更に心
の持ち方によって、感情の状態が健
康をもっと左右するということが分
かっているのです。先週末の私の講
義をお聞きになった方々は覚えてい
らっしゃるかもしれませんが、こう
いったタバコやお酒以上に、心に怒り
や不安、そういった感情を抱いている
ことのほうがもっと体に有害な場合
があるのです。霊的な意味において
も、私たちはこういったことをすべて
実行しているかもしれません。しかし
もし、律法を行うということが愛に
よって湧き起こってくる行いでない
ならば、自分の力で律法を守っている
とするならば、これは私たちにとって
有害な場合があるのです。聖霊の助け
なしに自分の力で律法を守るという
こと、あるいは守ろうとするというこ
とは、自分自身に、あるいは自分のう
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ぬぼれに従っているという大きな危
険がそこに潜んでいるのです。

ですから第一段階、善を行うと
いうこと、その段階ではまだ

私たちの自我は生きている可能性が
あるわけです。そこで、次の段階に
おいて述べられていることが慈しみ、
哀れみを愛するということなのです
けれども、隣人を心から愛するという
こと、そこには自己犠牲というものが
更に求められてきます。しかしやはり
世の中を見渡してみると、神様のこと
を知らない人の中にも、正しいことを
行い、自分の身の周りの人々を心か
ら愛している人たちもいるわけです。
自分の時間・お金を犠牲にしてまでい
ろいろな人助けをしている人たちが
います。それにもかかわらず、その人
自身は神様を信じない無神論者であ
る場合もあるわけです。ですからある
意味で、第二段階までも神様なしに行
うことが可能なのです。

では ミ カ 6 章 の 8 節 で 述 べ ら
れている最後の段階にいきた

いのですけれども、最終段階、このよ
うに言われています。「へりくだって
謙遜にあなたの神と共に歩みなさい」。
イエス様はそのことについてどのよう
に言っておられるでしょうか。マタイ
19 章の 21 節、最後の部分です。最後
の言葉です。「そして、わたしに従っ

てきなさい」。このミカ 6 章 8 節、そ
してマタイ 19 章のこの物語は、全く
同じことが教えられているのではない
でしょうか。私は救われるために何を
すべきかということ、そのためには善
を行い、正しいことを行い、つまり神
様の戒めを守るということ、慈しみを
愛するということは周りの人たちのた
めに自分を犠牲にするということで
す。そして最後の段階、へりくだって
神と共に歩むということ、そのことに
ついてイエス様はわたしに従ってきな
さいと言われました。この最後の段階
は、神様の力なしには実行不可能なの
です。自分自身の意見・考えを、私た
ちは放棄しなくてはいけません。自分
の誇り・プライドを捨てなくてはいけ
ません。神と共に謙遜に歩むというこ
と、その最終段階においては完全に自
我に死ぬということが求められます。
ここにいる私たち多くの人たちの中で
も、この点が欠けているのです。私た
ちは、部分的には神様に従っているか
もしれません。体の健康に関して考え
るときに、多くの人たちは正しいもの
を食べて、セブンスデー・アドベンチ
スト教会の人々を見渡すと、大抵の人
たちは好ましい望ましい食習慣を実践
しています。まだ克服しない部分は確
かにありますけれども。しかし運動と
いう点で見ていくと、多くのセブンス
デー・アドベンチストが適度なふさわ
しい量の運動を実践していないという
のが実態です。私自身も同様です。
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セブンスデーの健康事業の先駆
者 と い わ れ る ジ ョ ン・ ハ ー

ビー・ケロッグというお医者さんがい
らっしゃったのですけれども、ホワイ
ト夫人がそのケロッグ先生に向かっ
て「ドクター・ケロッグ、あなたは
もっと休息が必要ですよ」と言いまし
た。「あなたがみんなに教えている健
康の原則を、あなた自身が実践しなく
てはいけませんよ」と。そのケロッグ
先生の答えはこういったものでした。

「私は火事場の消防士のようなもので
ある」と。「もう休んでいる暇はない
のです。こういった緊急の助けを必要
としている人たちを助けなくてはい
けない。私は大事な働きに携わってい
るのだから、健康の原則を自分が全部
守るというのはちょっと無理なので
す」と言いました。いい答えのように
思われますけれども、しかしそこには
自分自身の思い、意見、考えというの
が入っていて、それが神様が教えてお
られ、私たちに伝えようとしておられ
ることよりも優先されるならば、神と
共に謙虚にへりくだって歩んでいる
とは言えないのです。医学界において
も、多くのお医者さんと呼ばれる博士
号を持っているような人たちが、神様
の教え以上に自分の考えを優先させ
ているということがしばしばあるの
です。

神様は預言者エレン・Ｇ・ホワ
イトを通して、薬物を人々が

遠ざけるように教えなくてはいけな
いと言いました。病院や診療所におい
ては、お薬をもっともっと減らしてい
くべきだと、ホワイト夫人を通して神
様は教えておられます。その代わりに
日光とか新鮮な空気とか、そういった
自然のものを用いて治療を施すべき
だと。そして、神様が望んでおられる
方法でこういった自然のものを賢明
に賢く用いるべきだと教えています。
しかし、高慢な人間はこのように言う
わけです。「ホワイト夫人の時代、つ
まり 19 世紀、1800 年代に使われて
いた薬というのは確かに毒薬であっ
た。しかし、こんにちに至ってはすば
らしい薬がどんどん開発されてきて
いて、そういった薬を用いても何の問
題もない」と。そのように主張するこ
とによって、神様が私たちに与えてお
られる勧告を無視しているのです。人
間的な誇り・プライドのゆえに、神様
の教え・み心を認めようとしないので
す。食習慣に関して、私たちはなんら
かの葛藤を覚えている部分があるか
もしれません。チーズやチョコレート
やコーヒーは悪いものと教えられて
それは知っているけれども、とてもお
いしいのだから、そういったものを食
べても別に体の調子はおかしくなら
ないし、自分はそういうのを食べても
大丈夫だろうと思う、砂糖は確かに悪
いのだけれども、ほどほどに食べるの
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だったらそんなに体に悪影響は与え
ないから大丈夫だ、と。自分の意見を
神様の勧告、教えよりも優先させてし
まうときに、へりくだって神と共に歩
んでいないということになるのです。

あと数分しか残っていませんの
で、一つの大事な原則を最後

に付け加えたいと思います。神様の
原則、神様の教え、戒めというのは、
永遠に変わることはありません。しか
しながら、そういった神様がお与えに
なった原則を個人個人に当てはめる
という場合には、違ってくる場合があ
ります。健康の原則について考えた
ときも、同様のことがありましたね。
健康的な食事、健全な食事ということ
についても、非常に広い意味があるわ
けです。そういった法則を特定の人に
当てはめようとするときに、ある個人
にとっては健康的にプラスな場合で
あっても、同じものを別の人に食べさ
せるとそれが有害な場合もあり得る
のです。

霊的方面においてはどうでしょ
うか。同じようなことがあり

得るのでしょうか。ヘブル人への手
紙 11 章をお開きください。すばらし
い章です。ヘブル 11 章、信仰の章と
言われています。ここに、信仰によっ
て生きた模範的な人たちの名前が幾
つかリストされています。へりくだっ

て神様と密接な関係を保った人たち
の名が、ここに挙げられています。こ
れらの名前を見ていくと、パウロは適
当に旧約聖書の人物を選んでここに
挙げたのではありませんでした。パウ
ロはこれらの名前を意図的に、そして
順序よく理にかなった方法で並べて
いったのです。聖書は非常に深い研究
のできる書物です。こういったヘブル
11 章に出てくるそれぞれの名前から、
人々はいろいろな教えを引き出すこ
とができるわけです。

このヘブル書 11 章の研究から
私が学んだことを、皆さんに

申し上げたいと思います。最初に出て
くる名前はアベルという人なのです
けれども、ヘブル 11 章の 4 節をお読
みします。「信仰によって、アベルは
カインよりもまさったいけにえを神
にささげ、信仰によって義なる者と
認められた。神が、彼の供え物をよ
しとされたからである。彼は死んだ
が、信仰によって今もなお語ってい
る」。信仰によってアベルは義の生涯
を全うし、そして最後は義人として
殉教の死を遂げました。次に挙げら
れている名前ですけれども、5 節です。

「信仰によって、エノクは死を見ない
ように天に移された」。最初のこの二
人、アベル、信仰によって生きました。
そしてその結果、彼は信仰のために死
ぬことになったわけです。殉教の死
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を遂げたわけです。エノクもまた信仰
によって生きました。その結果、彼は
天に上げられ、今もなお生き続けてい
ます。どちらも信仰によって生きまし
た。しかし、非常に異なった経験をそ
れぞれが通ることになりました。

次の二人の名前に注目してくだ
さい。7 節をお読みします。「信

仰によって、ノアはまだ見ていない事
がらについて御告げを受け、恐れかし
こみつつ、その家族を救うために箱舟
を造り、その信仰によって世の罪をさ
ばき、そして、信仰による義を受け継
ぐ者となった」。神様はノアに向かっ
て「洪水でこの世界を滅ぼすから、箱
舟を造りなさい」と言われて、その神
様の命を向けて彼は箱舟を築いたわ
けです。この箱舟を造るのに何年かか
りました？　箱舟建造に 120 年もの
歳月がかかりました。その次の人物で
すけれども、8 節に書かれています。

「信仰によって、アブラハムは、受け
継ぐべき地に出て行けとの召しをこ
うむった時、それに従い、行く先を知
らないで出て行った」。9 節と 10 節
もお読みします。「信仰によって、他
国にいるようにして約束の地に宿り、
同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共
に、幕屋に住んだ。彼は、ゆるがぬ土
台の上に建てられた都を、待ち望んで
いたのである。その都をもくろみ、ま
た建てたのは、神である」。ノアが神

様からのメッセージを受けたときに、
彼の仕事はその場にとどまって、120
年もかかって箱舟を建てることでし
た。アブラハムがメッセージを受けた
とき、彼の仕事は故郷を離れて行き先
を知らないで出て行ったのです。彼
は、生涯にわたって寄留者でした。ノ
アもアブラハムも、どちらも信仰に
よって生きた人物でした。一人はその
場にとどまるように言われました。も
う一人は故郷を出て行って寄留者と
なりなさいと言われました。どちら
も信仰によって生きましたけれども、
違った経験を通ることになりました。

次に出てくる二人の人物なのです
けれども、サラとアブラハムで

す。11 節から 12 節をごらんください。
この 11 節、12 節を要約したいと思い
ますが、サラに息子が与えられました。
彼女の胎はもう年老いて死んだも同然
だったのです。そういった状態にありな
がらも、神様から息子を授かりました。
それから 17 節から 19 節にかけてです
けれども、ここにまたアブラハムが登場
します。アブラハムは信仰によって、息
子を神様にささげたことがありました。
サラは信仰によって生きたときに、息子
を授かりました。信仰によって生きたア
ブラハムは、息子を神様に犠牲としてさ
さげることになりました。どちらも信仰
によって生きた人たちでした。全く異な
る経験を通ることになりました。
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全部見ていく時間はないのです
けれども、これらの人物を研

究することによって、二人ずつ注目
していっていただきたいのです。信
仰によって生きながら、非常に異なっ
た、ある意味で対照的な生き方をした
人たちが挙げられています。最後に出
てくる人物の名前を見てみましょう
か。まず 27 節に出てくるモーセがい
ます。神の民にとっての最大の、最も
偉大な指導者でした。しかし、エジプ
トで彼は過ちを犯しました。一人の人
を殺害してしまいました。そしてエジ
プトを逃亡し、のちに神様は大いな
る力でモーセを使って、イスラエル
の民をエジプトから連れ出しました。
そして、いよいよカナンに入るという
その直前にやって来たときに、小さな
過ちを犯してしまいました。人間的に
は些細な過ちのように思われたので
すけれども、しかしその些細な過ち
のゆえに、約束の地に入ることが許
されなかったのです。モーセの次に
出てくる人物が、ラハブです。イス
ラエルの歴史上最も偉大な、最も人々
から尊敬された人物モーセとは、全く
異なった人生を歩んだ人でした。ラハ
ブという人物は、異教徒の中でも人々
から見下された遊女だったのです。ラ
ハブは、イスラエル人の偵察に来た斥
候を守るためにある嘘をつきました。

「あっちに行ったと思いますよ」と、
スパイたちを助けるための嘘でした。
それでも嘘は嘘でした。しかしその嘘

のために、お陰で彼女は神の民に加わ
ることが許されたのです。モーセとい
うのは大いに尊敬された人物でした。
小さな過ちを犯してしまいました。そ
の結果彼は、約束の地に入ることがで
きませんでした。ラハブは軽蔑されて
いた人物でしたけれども、小さな嘘を
ついて神の民に受け入れられる者と
なりました。どちらの人物も信仰に
よって生きたのです。しかし、非常に
異なる経験を通っていきました。こう
いったことから、私たちは何を学ぶこ
とができるでしょうか。神様の戒め、
原則というのは、神様の品性が変わ
らないように永遠に変わらないもの
であります。しかし、私たちが信仰に
よってイエス様に従っていくときに、

「わたしに従ってきなさい」というイ
エス様の招きを受け入れるときに、私
の人生、また皆さんの人生は同じもの
とはならない可能性があるわけです。
神様が私にするように召しておられ
ることと、神様が皆さんを召しておら
れる働きは、異なる場合があります。

私と、私の妹であるユウコの経
験を対照的に比べてみたいの

ですけれども、神様の恵みによって、
どちらも神様が招いておられるそれ
ぞれの召しに従っていると思うわけ
です。またそうするように願ってお
ります。しかし、私たちは兄弟であ
りながら全然違う経験を通ってきま
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した。幼いころ長年アメリカに住んで
いましたけれども、日本に戻って来る
ことになりました。以来、ユウコは日
本にとどまりました。私はアメリカに
戻りました。そして、ユウコは世の中
の教育ということに関して言うなら
ば、高等教育に進んでいきませんでし
た。私はもう何年も何年もかけて学校
に行き、学生としての期間が非常に長
くて、自分で自分のことを「学生のプ
ロ」と呼ぶくらいでした。結婚に関し
て言うならば、妹のユウコはこの自給
伝道の中の友人と結ばれました。私
は、全くこれまで知りもしなかった人
と結婚することになりました。教団の
教会に属していた人をお嫁さんにも
らいました。全く違う経験を通ったと
言えます。しかし、どちらもそれぞれ
の持ち場、立場で神様の道を歩もうと
努めているわけです。皆さんもヘブル
11 章からこのことを覚えていただき
たいのです。私たちは、神様の広大な
原則、教えをそれぞれが学び研究する
必要があります。しかし、最も大事な
ことは個人的に神様と共に謙虚に歩
むということです。

最後 に、 ヨ ハ ネ に よ る 福 音 書
21 章から読みたいと思いま

す。ヨハネによる福音書 21 章の前半
をちょっと要約したいのですが、ペテ
ロは三度もイエス様のことを知らな
いと言ってみ名を否定したために、こ

の失敗が原因で彼は非常に落ち込ん
でいました。イエス様はよみがえられ
たあとで弟子たちの前に現れて、そし
てある日、イエス様とペテロが二人で
湖のそばを歩いていました。イエス様
がペテロに尋ねられたわけです、「あ
なたはわたしを愛しますか」。以前の
ペテロだったら、「もちろんですとも。
私はあなたのためにこんなこともこ
んなこともこんなこともしています
よ」と言ったことでしょう。しかし、
ペテロは変わり始めていたのです。自
我に死ぬという経験が始まっていま
した。まだ自我に完全に死んではいま
せんでしたけれども、まだ、というこ
の理由も皆さんにお示ししたいと思
いますが、しかしこのときもペテロ
はかなり変わっていて、「私があなた
を愛することはあなたがご存じです
よ」と答えたわけです。そうしたらイ
エス様が、「では、わたしの羊をあな
たが養いなさい」と言われました。同
じ質問を繰り返されました、「ペテロ
よ、あなたはわたしを愛しますか」。
このときちょっとペテロはがっかり
したといいますか、なぜまた同じ質問
をされるのだろうか、僕のことを信用
していないのだろうか。それでもペテ
ロは、「主よ、私があなたを愛するこ
とはあなたがご存じです」と答えまし
た。するとイエス様は「わたしの羊を
養いなさい」と言われました。しか
し、同じ質問を三度イエス様はなさっ
たのです、「あなたはわたしを愛しま
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すか」。このとき、本当にがっかりし
たのです。そしてこのときの答えは、
もうちょっと言葉が加えられていま
した。「主よ、あなたはすべてをご存
じです。私があなたを愛することはあ
なたがご存じです」。するとイエス様
が同じようにまた、「わたしの羊を養
いなさい」と言われました。18 節の
ところで、イエス様は更に言葉を加え
ておられます。ここでイエス様は、ペ
テロがどのような最期を遂げるかと
いうことを預言しておられるのです。
そして 19 節で、イエス様が「わたし
に従ってきなさい」と言われました。

この「わたしに従ってきなさい」
とのお言葉、これは私たちが

聞くべき最も重要なお言葉です。ペテ
ロがここで止まっていたとしたら、本
当にペテロは自我に完全に死んだ者
になっていたと考えたかもしれませ
んが、しかし自我というのはそう簡単
には死なないのです。まだ彼には、自
我が結構残っていました。それからペ
テロは見回して、そうしたら二人のあ
とをヨハネがついて来るのが見えま
した。「あの人、ヨハネはどうなるの
ですか」と尋ねました。本当は黙って
いるべきだったと思うのですが、「ヨ
ハネの人生がどうなるか、そんなこと
はあなたが気にすることはない」とイ
エス様は言われました。「仮にわたし
が再び戻って来るまで彼が生きてい

るように、わたしが望んだとしても、
それはあなたとは何の関係もないこ
とだ」と。ただあなたはわたしに従っ
てきなさい。そのことを私たちは実践
すべきなのです。私たちはいろいろな
人を見て気にする必要はないのです。
なぜあの人は神様から私が求められ
ているのとは違った生き方をしてい
るのだろうかとか、なぜ自分はあの人
のような生き方ができないのだろう
かとか、そういったことを心配する必
要はないわけです。私たちが気にすべ
きことは、私はイエス様に従っている
だろうか、この点です。神様の恵みに
よって、私たちは周りばかり見回して
そういったものにとらわれるよりも、
本当に信仰の立役者であり完成者で
あられる御方に目を向けていられる
ように、神様の祝福が皆さんの上にあ
りますように。
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聖書の歴史を、「神の戦いの計画」
の講義の中で、特にギデオン

のお話について考えてきましたけれ
ども、今日もさらに聖書の歴史から見
て行きたいと思っています。ユダの歴
史の中で三人の良い王様とされてい
た人たちに注目してみたいのです。は
じめにその背景をお話します。

ソロモン王が亡くなった後でダ
ビデの家、国が二つに分裂し

てしまったのです。イスラエルの十部
族はヤラベアムと一緒になって、イス
ラエルの国を築きました。そして、二
つの部族がソロモンの息子であるレ
ハベアムについてユダの王国を築い
たのです。神様がヤラベアムを用いて
イスラエルの部族を罰せられたので
す。しかしながら、イスラエルにつ
いた十部族は、どんどんどんどん悪
くなって行って、堕落の一途をたどっ
ていったのです。ヤラベアムはイスラ
エルとユダの境界線の所に子牛礼拝

の像を築きました。それはイスラエル
の人たちがユダのエルサレムに行っ
て神様を礼拝するのを阻止しようと
思ったのです。そして神様が定められ
た祭りの日とは違った、自分で勝手に
日を定めて祭りをさせました。そうい
う訳で十部族が築いたイスラエルの
国の中で、ニセの宗教がどんどんどん
どん確立されていったのです。イスラ
エルで偶像礼拝が栄えて国民は益々
堕落していきました。

後にイスラエルで悪王として有
名だった、アハブという人物

がいました。バール礼拝で有名だった
イゼベルという女性と結婚した人で
した。そして聖書の言葉によると、ア
ハブは他のどの王様よりも主の前に
悪を行ったと言われています。イスラ
エル王国の歴史とユダ王国の歴史で、
ユダ王国の場合は異なっていました。
イスラエルはどんどんどんどん堕落
していきましたが、ユダの国はどうか
というと、上がったり下がったりして
いました。この状態というのはその時
の王によって変わっていったのです。
良い王様が王座に就くといろんな改
革が国で行われて、ユダの国民の心が
神に向いていったのです。すると神様
はユダの国を祝福することができた
のです。
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そのユダ王国の歴史の中で、良
い王様のひとりがヨシャパテ

という人でした。いちどヨシャパテ王
が戦いに臨む時に、先頭に聖歌隊を行
かせたことがありました。神様の命令
に従ったゆえに、この戦いで大いな
る勝利を収めることができたのです。
しかし、そのヨシャパテ王が、残念な
がらユダ王国が堕落するきっかけを
作ってしまったのです。そのことが歴
代志下 18 章１節に、「ヨシャパテは
大いなる富と誉とをもち、アハブと縁
を結んだ」と書かれています。素晴ら
しい王様と言われていて、神様に従っ
ていたヨシャパテ王でしたが、そのヨ
シャパテ王が、どういうわけか、イス
ラエルのアハブと同盟をくみました。
ここに興味深い歴史があります。時間
がないので簡単に見て行きたいと思
いますが、アハブ王は当時、別の国と
戦争をしていました。アハブ王がヨ
シャパテ王にお願いして「一緒に戦っ
てくれないか」ということでした。そ
こで、ヨシャパテ王は「では、そのこ
とについて主の預言者に尋ねてみよ
う」ということになり、「それでよか
ろう」とアハブ王が言いました。そこ
に主の預言者と言われる人達が四百
人いたのですが、５節にそのことが書
かれています。四百人すべての人が、

「神様が共におられるから戦いに登っ
て行きなさい」という答えでした。

ところが良い王様といわれてい
た、ヨシャパテ王がここで質

問をしています。６節ですが、「ほか
にわれわれが問うべき主の預言者は
いませんか」と、他にも主の預言者が
いるのではないでしょうか。そしたら
イスラエルの王アハブが、「う～ん実
はもう一人いるんだけれども，でもア
イツはあまり好きじゃない。僕にとっ
ていい事をいってくれないから。で
も、その預言者を招いて聞いてみま
しょう」ということになりました。そ
の預言者はミカヤという人で、その預
言者を呼ぼうということになったの
です。そしたらミカヤが「神様が共に
おられるから戦いにいきなさい」と答
えをしました。そしたらアハブが「神
様がお前に言うことだけを私たちに
語ってくれ」といったのです。アハブ
はすでに神様が何と言われるか知っ
ていたのです。本当は戦いに行くべき
ではない、神様のみ心ではないと知っ
ていたのです。そうすると、「分かり
ました。神様が本当にわたしに言われ
たのはこうであります。イスラエル
が、羊飼いのない、散って行く羊の
ようになるのを、わたしは見ました」
とミカヤが言いました。そこでアハ
ブ王は、「ほら、言っただろう。こい
つは私にとって悪い事しか言わない」
と言いましたが、ヨシャパテ王は、真
の預言者の言葉に耳を傾けたのです。
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しかし、その預言者の勧告には、
ヨシャパテ王は従わなかった

のです。確かこの戦いでアハブ王は
戦死したと思いますが、歴代志下 18
章 29 節、ここであるひどい事をしま
した。アハブ王はヨシャパテ王に言っ
たのです。「『わたしは姿を変えて戦い
にいきましょう。しかしあなたは王の
衣を着けなさい』。イスラエルの王は
姿を変えて戦いに行った」。ヨシャパ
テ王も預言者によって、戦いに行くこ
とが主の御心ではないことを知って
いたのです。アハブ王も、自分がこの
戦いに行くべきではないと知ってい
ました。そこでアハブ王が「私は変装
するから、あなたは王様の衣を着けた
ままでいなさい」といったのです。ヨ
シャパテ王は非常におろかだったと
言えるわけで、アハブ王がやろうとし
たことは、神様が与えた預言を変えよ
うとしたのです。しかし人間がどんな
小細工をしようが、神様の御心は必ず
成って行くのです。敵であるシリアの
王はこう命令をしていました。「イス
ラエルのアハブ王だけを殺しなさい。
他の兵隊はどうでもいいから、とにか
くイスラエルの王だけを狙いなさい」
ということでした。アハブ王はこの時
変装していて、ヨシャパテ王が王の姿
をしていました。そこで敵はヨシャパ
テ王を追いかけました。この時こうい
う事をしたヨシャパテ王は非常に愚
かでした。しかし、この時でもヨシャ
パテ王は単純な良い心を持っていた

と思います。18 章 31 節の後半に「し
かしヨシャパテが呼ばわったので、主
はこれを助けられた」。この戦いの中
にあって、自分の望みは神様に頼るこ
とだけという事を知っていて、主に叫
び声をあげたのです。もしかしたら、
ヨシャパテ王は馬鹿正直で、アハブ王
の魂胆を見抜いていなかったのかも
しれません。しかし、この生きるか死
ぬかという状況になった時に、彼は心
の底から神様に助けを呼び求めまし
た。神様の助けによって敵のシリア軍
は自分達の間違いに気付きました。ヨ
シャパテ王を追うのを止めたのです。

それでアハブ王はどうなったか
と言いますと、変装していた

ので、誰もアハブ王を見抜くことが
出来なかったのです。しかし、33 節
を見ますと、「しかし、ひとりの人が、
なにごころなく弓を引いて」とあり、
誰かが適当に自分の矢を放ったので
す。特に誰かを狙っていたわけではあ
りませんでした。ところがその矢が飛
んで来て、アハブ王に命中したわけで
す。その結果アハブ王は死んでしまい
ました。どんなに人間的な小細工で
もって変えようとしても、神様の預言
は常に成就します。神様の預言が成就
しない場合というのはこういう時だ
けです。人々が心から悔い改める時で
あります。憐れみ豊かな神様はその時
御心を変える訳です。この歴史から私
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たちは多くの興味深い教訓を学ぶ事
が出来ます。

更にユダ王国の歴史の、後半の
三人の王様に注目したいと思

います。ユダ王国において大改革を呼
びかけた三人の王様がいました。ま
ず、歴代志下 26 章 4，5 節をごらん
下さい。ここで少しばかりウジヤとい
う王様について見てみましょう。４
節、「ウジヤは父アマジヤがしたよう
に、すべて主の良しと見られること
を行った」。５節、「彼は神を恐れる
事を自分に教えたゼカリヤの世にあ
る日の間、神を求めることに努めた。
彼が主を求めた間、神は彼を栄えさ
せられた」。彼が主を求めていた間は、
神様は彼が繁栄するようになさった
のです。その結果、ウジヤは様々な
戦争に勝利を収めることになります。
こういった戦いで神様の祝福が下っ
ていたのですね。エルサレムにいろん
な塔を築いて、益々強固な都にして行
きました。当時、武器として石投げ機
とか、いろんな物が発明されたよう
です。周囲の異教の国々に対して様々
な戦いをして、ことごとく勝利を収め
ました。

さらに別の良い王様を見て行き
たいとおもいますが、次に歴

代志下 29 章２節、３節です。ここに
登場するのがヒゼキヤという王様で

す。２節、「ヒゼキヤは父ダビデがす
べてなしたように主が良しと見られ
ることをした」。３節、「彼はその治世
の第一年の一月に主の宮の戸を開き、
かつこれを繕った」。ヒゼキヤ王は主
の宮の扉を開いたと言われています。
つまり、それまでは主の宮が閉ざされ
ていたということが分かります。礼
拝をするために民がこの宮に入るこ
とが出来なかったのです。ヒゼキヤ
王がこの宮の扉を開かせました。そ
して再び祭司たちを呼び集めまして
宮における礼拝を再開したわけです。
長年にわたって過ぎ越しの祭りも行
われていませんでした。30 章の１節
に、「ヒゼキヤはイスラエルとユダに
あまねく人をつかわし、また手紙をエ
フライムとマナセに書き送り、エルサ
レムにある主の宮に来て、イスラエ
ルの神、主に過越の祭を行うように
勧めた」とあります。そして長年行
われていなかった過ぎ越しの祭りを、
各地から人々を呼び集めて、盛大に祭
りを執り行ったわけです。30 章の 26
節、「このようにエルサレムに大いな
る喜びがあった。イスラエルの王ダ
ビデの子ソロモンの時からこのかた、
このような事はエルサレムになかっ
た」とあり、ヒゼキヤの治世に於いて
大宗教改革が行われたのです。31 章
1 節を見てみますと、国民に、国に存
在するいろんな偶像を破壊するよう
にと、彼はそのように指導をしていま
す。「石柱を砕き、アシラ像を切り倒
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し、ユダとベニヤミンの全地、および
エフライムとマナセにある高き所と
祭壇とを取りこわし、ついにこれをと
ごとく破壊した」とあります。イスラ
エルにおいてすばらしい改革を行う
ようにヒゼキヤ王は神様からおおい
に用いられた人物でありました。

三人目の王に注目してみたいの
ですが、34 章をごらんくださ

い。ここにヨシヤという王様が出てき
ます。このヨシヤと言う王様は、子供
のいろんな聖書物語の中でもよく登
場する有名な人物です。彼は８歳の時
に王位に就いたのです。彼もまた主の
前に正しい事を行ったと書かれてい
ます。34 章２節に「彼は主の良しと
見られることをなし、その父ダビデの
道を歩んで、右にも左にも曲がらな
かった」とあります。8 歳という本当
に幼い時に、王様になったにもかかわ
らず、彼は真心から神様の御心を行お
うと努めた王様でした。特に彼が王様
になって８年目の１６歳ぐらいの時
に、益々彼は神様のみ心を行おうと務
めるようになりました。そして、率先
してユダの国々からことごとく偶像
を取り除こうと努めました。彼は宮の
損なわれたいろんな所を修理修復し
ました。

そして宮の掃除をしていた時
に、律法の書を発見したので

す。そしてこの律法の書を読んで、自
分達がどんなに神の道からはずれて
しまっているかを悟ったのです。34
章 19 節では、「王はその律法の言葉
を聞いて衣を裂いた」と書かれてあり
ます。ユダがどれほど堕落してしまっ
たかということを嘆いたあまり、衣を
裂いたのです。そして、イスラエルの
全会衆を呼び集めて、民の前で律法の
書を読ませました。ヨシヤ王も過ぎ越
しの祭を再開したひとりでした。ヒゼ
キヤ王のようにヨシヤ王も行いまし
た。35 章 18 節に、「預言者サムエル
の日からこのかた、イスラエルでこ
のような過越の祭を行ったことはな
かった」と書かれています。サムエル
の時代から数えて 500 年の歳月が流
れていました。この 500 年間これほ
どの素晴らしい霊的改革は行われて
いなかったのです。

ウジヤ、ヒゼキヤ、ヨシヤの３
人の王様を見て行きますと、

神様が大いなる方法で導かれて、イス
ラエルに大改革を起こさせられた事
がわかります。しかし、後にこれら
３人の王、全てがサタンの罠にかかっ
てしまいました。ウジヤ王を見てみま
しょう。26 章に戻って、その 16 節
です。軍事力も神様の祝福によって
大いに強くなったわけですが、そう
いった祝福ゆえに彼の心は高ぶって
しまったのです。「ところが彼は強く
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なるに及んで、その心に高ぶり、つい
に自分を滅ぼすに至った。すなわち
彼はその神、主に向かって罪を犯し、
主の宮にはいって香の祭壇の上に香
をたこうとした」。特別に神様が自分
の事を祝福なさっていることを、ウジ
ヤ王は知っていたにも関わらず、「神
様が祝福なさったがゆえに、自分は宮
の祭司と同じくらいの資格があるか
ら宮で香を焚いてもいい」というとこ
ろまで思い上がってしまったのです。

「神様の祝福を受けて、ユダの軍隊は
こんなに強くなった。自分も又、宮に
入って香を焚いても良いのではない
か」と考えました。しかし、祭司達は
本当に勇気ある人達だったと思いま
す。80 人の祭司と大祭司アザリヤが
入ってきまして、香を焚いてる王様に
反対して、「あなたは素晴らしい王様
で神様に祝福されています。けれど
も祭司としての働きを、あなたには、
神様はお与えになっていません」と阻
止しようとしたのです。そうしたら、
ウジヤは怒ってしまいました。彼はま
だ香炉を手に持っていましたが、彼が
激怒した時に神様に打たれて、らい病
にかかってしまいました。その場から
彼は運び去られて、らい病患者として
最後を遂げることになりました。神様
の祝福によって、あれほどの戦いに勝
利を収めて行った、それほどの軍事力
を国は持つに至ったにもかかわらず、
彼は高慢心のゆえに倒れてしまった
のです。

ヒゼキヤ王を見てみましょう。
32 章 24、25 節をごらんくだ

さい。ヒゼキヤ王は一度病気なりまし
たよね。皆さん覚えていらっしゃい
ますか。そして、神様から預言者が
遣わされて、「あなたは病気で死にま
す」と言ったのです。しかし、ヒゼキ
ヤ王は神様に心を向けたので、彼の
お祈りを神様はお聞きになりました。
神様は「ではあなたの寿命をのばして
あげよう」と言われました。その時の
しるし皆さん覚えていらっしゃいま
すか。日が進むのと、戻るの、どちら
を選びますかと尋ねられたわけです。

「日が戻る方が良いでしょう」とヒゼ
キヤ王は答えました。神様はその祈り
に答えられて、不思議な方法で太陽
を戻されたのです。影が戻りました。
そのヒゼキヤ王が癒された時の話が、
バビロンまで伝えられました。バビロ
ンから大使が送られ、ヒゼキヤ王を訪
ねました。この病気の経験について、
どういう事が起ったのですかと尋ね
たのです。ところが、歴代志下 32 章
25 節に、「しかしヒゼキヤはその受け
た恵みに報いることをせず、その心が
高ぶった」とあります。彼は神様から
癒されたにもかかわらず、心が高ぶっ
てしまいました。バビロンからわざわ
ざ訪ねて来た大使達に向かって、神様
の恵みについて語らなかったのです。
そういう事はしないでかえって彼は
いろんな金銀財宝を見せびらかしま
した。そのために神様はその後、彼を
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祝福する事が出来なくなってしまい
ました。神様からおおいにたくさんの
祝福を受けたにもかかわらず、ヒゼキ
ヤ王は心が高ぶってしまい、後に神様
に栄光を帰さなくなってしまいまし
た。

三番目の王様、ヨシヤについて
はどうでしょうか。歴代志下

35 章 20 節をごらんください。過去
500 年行われていなかった過ぎ越し
の祭りがヨシヤの時代になされたの
ですが、20 節を見ると、エジプトの
王ネコという人が「別の民と戦うため
に出て行った」と書かれています。そ
して、エジプトの王ネコが別の国と
戦おうとしたらヨシヤ王が戦いに加
わってきたのです。それで、エジプト
の王は使者を遣わしてユダの王に向
かって、21 節で、「あなたには関係な
いでしょう。私はあなたに戦いを挑ん
できたのではありません」と言いまし
た。そしてさらに、エジプトの王がこ
のように言ったのです。21 節の後半、

「神が私に命じて急がせています。私
と共におられる神に逆らうことをや
めなさい、そうしないと、神はあなた
を滅ぼされるでしょう」と。

非常に面白いと思いませんか。
エジプトの王様が「あの国の

人達と戦うようにと、神様がわたしに
命じられた」と言ったのです。「神が

私と共におられるからそれを邪魔し
なさんな」と。その言葉を聞いたユダ
のヨシヤ王は、おそらく彼は頭の中
で、「神様がエジプトの王と共におら
れるはずがない、そうではなくて、神
は自分と共におられるはずだ。我々が
イスラエルの民であり、我々が神に選
ばれた民であるのだから、エジプト人
が神様とそのような関係があるわけ
がない」と、このように考えたので
しょう。その結果、ネコ王の助言に耳
を傾けませんでした。それから、ヨシ
ヤ王は又、変装してこの戦いにのぞみ
ました。そこで彼は討たれて死んでし
まったのです。

若い時から神様によって用いら
れた、あれ程のすばらしい王

様で、500 年も行われていなかった
素晴らしい宗教改革を実現させたほ
どの人物、確かに彼は当時の現代の真
理を持っていました。そして彼を通し
て神様は奇跡を行われました。ところ
が、神様が、異教の王様を通して彼に
語りかけた時に、それを彼は受け入れ
る事ができませんでした。「私が神の
僕であり、あなたではない。神様があ
なたを通して私に語りかけておられ
るはずがないだろう」と、そのような
おごり高ぶったゆえに、彼は生命を失
う事になりました。ここに挙げた王
様、三人とも神様によって素晴らしい
方法で用いられました。確かに彼らは
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神様から選ばれた人物でありました。
彼らを通して神様は大いなる御業を
行われました。ところが、彼らが驕
り高ぶってしまった時に、神様はもは
や、彼らを用いることが出来なくなっ
てしまいました。

私達も同様の問題を持つことが
あり得るのです。世界中で最

もすぐれた真理の知識を持つことが
出来るかもしれません。正しい神学を
持っているかもしれません。正しい礼
拝を執り行っているかもしれません。
正しい食生活を実践しているかもし
れません。そうでありながら精神が完
全に誤っているという事もまたあり
得るのです。サタンはこの様な罠を、
神の民ひとりひとりに仕掛けて陥れ
ようと努めているのです。

キリストの実物教訓 134 ページ
から読みたいと思います。「ペ

テロを失敗におとしいれ、パリサイ人
を神との交わりに入れさせなかった
その罪が、今日、幾千という人を滅
びに落し入れている。高慢とうぬぼ
れほど神がおきらいになるものはな
く、また人の魂を危険にさらすものは
ない。あらゆる罪の中で、これほど
絶望的でどうにもならないものはな
い」。人間の誇り、高ぶりというのは
癒しようがない、と言われているの
です。ペテロの経験覚えていらっしゃ

るでしょうか。彼はいつも自我が強く
て自分の意見を主張し、それを通そう
とするような人でした。彼は完全に自
我に死ぬまで、そのような性格を持っ
ていたのです。イエス様が復活なさっ
た後もまだ他の人の事が気になって、
自我が残っている事を露呈するよう
な発言をしました。

しかし、おそらく、ペンテコス
テの直前だったと思います

が、彼は完全に自我に死ぬ事ができる
ようになりました。聖霊が彼の内に
驚くべき方法で入ってきたからです。
自我を脇に置いて、聖霊に場所を明け
渡す人の魂の可能性には限りがない
と、神は預言者を通して言っておられ
ます。私達が自我を脇に置くまでは、
聖霊が私たちの心に入ってくる余地
がないのです。自我と聖霊は部屋を仲
良く分け合う事が出来ません。どちら
かなんです。

セブンスデー・アドベンチスト
の教会の中では、よく 1888

年のことが語られています。1888 年
の世界総会において、「キリストの義
が当時の主題でありました」と教会で
は言われているのですが、しかし、ホ
ワイト夫人が書いた 1888 年の資料を
調べてみますと、「キリストの義」と
いう言葉は４回しか出てこないので
す。誇り（プライド）という言葉は
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120 回も出てきます。確かに神学と
いうのは重要であります。神の言葉を
研究することは大事なことです。正し
い神学、正しい理解を持つというのは
重要であります。

しかし、1888 年の資料の中で
ホワイト夫人は神学的争点以

外のあることを持ち出して来ている
のです。1888 年資料の中でホワイト
夫人はこのように言っています。「そ
こには自説に対する誇り、自分の考え
というものに対する誇りがあり、善と
神から魂を引き離す強情がある。警告
は軽蔑されあるいは無視され、恵みに
抵抗し特権を乱用し信念はもみ消さ
れ、人間の心の高慢さが強められてき
た。結果はユダヤ人と同様、すなわ
ち致命的なほどのかたくなな心であ
る」。1888 年当時の教会の指導者達
はこれら２つの問題を研究しており
ました。ガラテヤ書に書かれている律
法、キリストの義について、これらの
主題について指導者達の間で、意見が
真二つに分かれていたのです。この中
の少しばかりの聖句が、どのように解
釈するかによって指導者たちの意見
が大きく分かれてしまいました。各
自がそれぞれの聖書理解を持ってい
て、決してそれを譲ろうとしなかった
のです。ホワイト夫人は確かに「正し
い理解を得るべき、神学的な問題があ
る」と言いましたが、これ程の問題を

引き起こした人間の高慢さ、そういっ
たものの方がはるかに問題で、残念で
あると言ったのです。

全員が現代の真理を研究し神様
に従おうと、思っていたにも

かかわらず、自説に対するプライド
が、お互いをこれほどの分裂に至らせ
ました。この『誇り』こそ、クリスチャ
ンにとって最も恐るべき、あるいは致
命的な罪であると言っています。『誇
り』という罪が最も絶望的で、かつ直
しようのない罪であるとまで言って
いるのです。神様から祝福されればさ
れるほど、この罠に陥る危険もさらに
高まるのです。神様は驚くべき方法で
今帰仁の働きを祝福なさいました。そ
れに伴ってサタンも又、皆さんおひと
りおひとりのために罠を仕掛けてお
ります。自説に対する誇り、思いあ
がった心、自分達が最も優れた真理を
持っているんだという誇り、我々こそ
が残りの民であるといった誇りの罠
を仕掛けています。

エジプトのネコ王を神様がお用
いになったように、あるいは

神様は日曜教会の人達を用いて私達
に何かを教えようとされるかもしれ
ません。こういった日曜教会の人達か
ら学ぶべき事は多くあるのです。私達
ほどの真理は持っていないけれども、
多くの人達は限られた真理の知識の
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中で、真剣にその真理に生きようとし
ます。昨晩、チョウさんが紹介なさっ
た日曜教会の人達の証は、私にとって
も皆さんにとっても譴責の言葉とな
るのではないでしょうか。私達は充分
に心をへりくだって、たとえ、神様が
異教徒と言われるような人達をお用
いになって、私達を教えようとなさる
時も勧告に耳を傾ける者となってい
るでしょうか。神様が私たちに与え
られた現代の真理を、世に対して提
示する使命が、私たちにはあります。
私たちは義を行う必要があります。更
に大切なのは慈しみを愛する事、憐れ
みを愛する事です。そして、最も大事
な事はへりくだって神と共に歩む事
なのです。その事を決して忘れないで
いただきたいと思います。Thank you.
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神の計画

可能な限りですが、どうしてお
祈りの時に、ひざまずくかと

言いますと、ホワイト夫人がお話をす
るように招かれたある時、彼女のお話
の前にある若者が、集会の始めのお祈
りをすることになっていました。彼は
前に出てきて立ったままお祈りを始
めました。ホワイト夫人はそのお祈り
の途中で遮りまして、「どうかひざま
ずいて下さい」と言われました。ホワ
イト夫人は、私たちが神の御前に来
て祈る時には、「ひざまずくべきであ
る」という強い確信を持っていたよう
です。必ずいつもというわけではない
のですが、出来る限りであります。今
朝のお話と関係していることで、私た
ちは「プライド（誇り）」について学
びましたよね。聖書に書かれているこ
とですが、パリサイ人は立ったままで
神様に向かって、「神様わたしは罪人
ではないことを感謝します。」とこの
ように誇らしげに祈りました。一方別
の人が神様の前にひざまずいて、「神
様、私のような罪人をお許し下さい」
と祈ったわけです。ひざまずいて、心

砕いて祈った人の祈りは天に昇って
行きました。パリサイ人の祈りは自分
の頭の上まで上がって、すぐに落ちて
きた状態でした。ですから、可能な限
りひざまずいてお祈りするというこ
とを習慣づけていただきたいと思う
のです。

では、健康のお話に入って行き
ます。アメリカは本当にもの

が豊かな国、食物も豊かな国である
と知られています。特に休暇の季節
―感謝祭とクリスマスの頃になると
食卓にたくさんの食物が並べられま
す。もちろん世界中の人達がお祝いす
る時には、だいたい食べ物が伴います
よね。祝いの時には食べ過ぎて、（画
面の写真のような）食い倒れの状態に
なってしまうわけです。「人々はクリ
スマスと新年の間に何を食べようか
と非常に心配する（どれくらい食べよ
うかと心配する）が、本当に心配しな
ければならないのは、新年からクリス
マスの間（ほとんど 1 年間の事）に、
何を食べるかである。」―（著者不明）。
こういうめでたい季節に如何に食べ
過ぎないようにするかと心配するよ
りも、本当に違いをもたらすのが日常
生活に於いてどういった食生活をす
るかであります。

皆さんはすでにご存じだと思い
ますが、「肥満」の人というの
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は、いろんな健康的な危険な要因と
なります。「心臓病」、いろんな「癌」
の要因となり得ます。「糖尿病」、「胆
嚢病」、呼吸がしにくくなる結果「呼
吸器疾患」というのも起こり得ます。

「慢性的筋骨格の問題」、「皮膚疾患」、
「不妊症」とも関係してきます。「肥
満」の問題を抱えているということ
は、様々な問題を引き起こし得る要因
となるということです。

そして、世の中の人がこの「肥
満」の問題を抱えています。

世界で 10 億人以上の成人が、太り過
ぎと言われています。さらに「肥満」
とされている人は 3 億人いると言わ
れています。アメリカ人全体の 32％
ですから、３人に１人は「肥満」であ
ると言われています。そして、アメリ
カ人の 66％、３人に２人は太り過ぎ
か「肥満」の部類に入れられています。
日本は「肥満」の人が多いとは言わ
れてはいませんが、それでも「肥満」
の問題は日本にもどんどん増加しつ
つあります。先週末も申し上げたこ
とですが、日本人を見まわしてみる
と、アメリカほどの肥満体型の人はそ
んなに見うけられないのです。しか
し、白人よりもアジア人の方が、「肥
満」になると致命的となる危険が高い
のです。特にお腹周りの脂肪（贅肉）
が非常に危険であります。尻、足、腕、
胸などの贅肉も良くはないのですが、

お腹周りの贅肉の方がさらに危険な
のです。お腹周りに贅肉が多いという
ことは、たくさんの脂肪が内臓にも入
り込んでいるということであります。
アメリカ人の多くが、腕周りとか足
とかお尻とかいっぱい贅肉が付いて
本当に太って見えますが、お腹の大
きなアジア人ほど危険ではないかも
知れないのです。遺伝的なことでしょ
うか、白人の方が太っていても、ア
ジア人ほど悪くはないですね。です
から、私たちアジア人は白人より太っ
て見えなくても、もっと気を付けるべ
きなのです。

アメリカの「肥満」の傾向につ
いて表した表をお見せしま

す。（画面）それぞれの州でどれくら
いの人が「肥満」あるいは「太り過ぎ
か」という調査が 1985 年に始まりま
した。1985 年この白くなっている州
はまだ統計が取られていません。薄
い青で塗られた州は「肥満」の人の
率が 10％未満だということです。濃
い青で塗られた州はだいたい「肥満」
の率が 10％から 14％の間ということ
です。次の年の 1986 年の統計です
が、結果がいろんな州から出されて
きまして、そして 1987 年、1988 年、
1989 年、1990 年と、濃い青色が増
えています。
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1991 年、さらに濃い青が出てき
ました。これが 15％から 19％

の肥満率を示しています。1992 年、
1993 年、1994 年、これで全ての州
からの統計が出てきています。ほとん
どの州が 10％以上になって来ました。
1995 年、1996 年、1997 年、 こ こ
で別の新しい色が出てきましたね。こ
の黄色い色が肥満率 20％以上を示し
ています。1998 年、1999 年、この
1998 年と 1999 年の違いがお分かり
になりますか？肥満率がまたさらに
飛躍していますね。2000 年、2001
年で赤い色が登場しました。この南部
の州が特に肥満率が進んでいるよう
に見受けられます。最も肥満率が高い
州の赤い色は 25％以上の肥満率を示
しています。この南部の七つの州、特
に赤い色の州の人々には揚げ物とか
脂っこいものが好まれています。沖縄
もそうですよね。2002 年は３つの州
が赤い色、2003 年には 4 つの州が赤
い色、25％以上の肥満率です。2004
年はほとんどの州で 20％以上の肥満
率になって来ています。2005 年さ
らに新しい色が出てきました。これ

（茶色）が 30％以上です。2006 年赤
い色がさらに増えています。これが

（1985 年から）2006 年までの推移で
すが、1990 年から 2006 年までの変
化をご覧ください。肥満率が爆発的に
増えていることが分かります。

そして、最も困ったことはこの
肥満率の増加が、成人に留まっ

ていないのです。1980 年から 2000
年までの間に、「子供の肥満」が 2 倍
になったと言われています。それから
10 代の若者―思春期あたりの若者は
肥満率が 3 倍になったと言われてい
ます。20 年の間にです。そして、世
界中を見渡してほとんどの国はアメ
リカほど危なくないように見受けら
れますが、そういった状況も変わりつ
つあります。中国、日本といったアジ
アの諸国での肥満率は最も低かった
のですが、現在の時点で全体の肥満率
は５％未満でした。先週お話したこと
ですが、沖縄の成人男性の肥満率はど
うなっていると申し上げましたか？
45％から 46％なのですよ。信じにく
いことなのですが、そのような統計が
あるニュースでとり上げられていま
した。それが事実だとすると、一般の
成人よりもさらに悪いということに
なります。どうしてそうなっているか
と言うと、これは紛れもなく食生活の
変化によるものなのですね。特に若者
の間でそういった食生活の変化が見
られるわけです。（画面）この写真に
写っているのは沖縄の子供たちです。
マクドナルド大好きなんですね。

確かに「肥満」は遺伝的な要因
もありますが、ローマリンダ

大学の教授がこのようなことを言い
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ました。「遺伝子の欠陥が銃を構えさ
せ、生活習慣が引き金をひく」。家族
のほとんど―親や兄弟、おじさん、お
ばさん、おじいさん、おばあさん、周
りの人に肥満の人がいっぱいいたと
しても、「だから私も肥満になるのは
仕方がない」と言う必要はないので
す。もしかしたら「肥満」を克服する
のは家族に肥満の人が多いと、もっと
難しいかも知れませんが、「肥満」に
なるかならないかは、一人一人の生活
習慣の選びにかかっているわけです。
私たち誰も自分が直面する全ての誘
惑に勝つことが出来ません。私の直面
している誘惑は食べ物では無いかも
知れません。私の家内の場合はどんな
に努力しても太れないのです。だとす
るとそういった場合は、食べ物が誘惑
とはならないかも知れませんが、誰
もが何らかの弱さを持って、そういっ
たところで誘惑を受けてしまうわけ
です。これが短気の問題を抱えている
人がいるかもしれません。怒りっぽい
人、忍耐できないといった問題、誰も
が何らかの性格的な弱さ、欠点を持っ
ているわけです。そういったひとつひ
とつの誘惑に勝利するために、是非と
も神様の助けが必要なわけです。如何
なる場合でも遺伝的な要素を言い訳
にすることはできないのです。イエス
様ご自身も人としてお生まれになっ
た時に、この遺伝的な問題を抱えてお
られました。しかし決してそれを言い
訳に使うことはなかったわけです。

近年、「小児肥満」は世界的な問
題になっていると書かれてい

ます。（画面）ですから、子供が「肥
満」にならないようにするためにやる
べきことがあるわけです。子供が生ま
れる前からその予防措置を取る必要
があるかも知れません。そこで、提案
されているいくつかのことがありま
して、妊娠と出産前の間で良質の栄養
をとること、母親は非常に健康に良い
食習慣を身につける必要があります。
赤ん坊が生まれたら、少なくとも７ヶ
月、あるいはそれ以上、母乳を与える
ということ、幼児が食べやすいよう
な健康的な食べ物を与えることが大
事です。「いい子だったらおいしもの
あげるわよ」とか「お利口にしなかっ
たらおやつあげないわよ」といった食
べ物を餌にするようなこともしない
ということです。「これはいいものだ
からたべなさい」と無理強いするより
は、これを食べることが子供にとって
幸福で嬉しいことだというように導
いてあげるのが大事なのですね。幼い
時に食べ物との積極的な経験をさせ
てあげるということが大事なのです。
小さい時に体を積極的に動かすこと
を覚えさせるのが大事です。

こういう統計を見たことがあり
ます。イギリスでは、学校に

行っている子供たちは、１週間に１時
間しか運動しないと。では残りの時間
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は何をしているのでしょう？ゲーム
やビデオを見ていたり、勉強もしてい
るかもしれませんが、いずれにしても
ほとんどの場合、家の中で過ごすわけ
ですね。皆さんご自身の子供の頃のこ
とを思い浮かべて下さい。ほとんど家
の中で過ごすことなかったのではな
いでしょうか。親が一生懸命家に入れ
て宿題をさせたのではないでしょう
か。宿題が終わるや否や外へ出て行っ
てまた遊ぶ、私にとって子供の頃学
校の休み時間に外に出て一生懸命に
遊ぶことが一番楽しかった思い出に
なっております。でも今日の子供たち
は変わりつつあるのです。外で遊ぶよ
りは中でいろんなコンピューターと
かゲームに勤しむわけですが、これも
また今日「肥満」の子が増えている要
因になっているわけです。

「肥満 に 打 ち 勝 つ 神 様 の 計
画 」 を 見 て み ま し ょ う。

「NEWSTART（ニュースタート）」は
先 週 末 も 見 て き ま し た け れ ど も、

「NEWSTART」の事柄は是非覚えてい
ただきたいと思います。

N……Nutrition  　栄養

　E……Exercise　 運動

　　W……Water　水

S……Sunlight 日光

　T……Temperance　節制

　　A……Air　空気

　　　R……Rest　休息

　　　　T……Trust 信頼

ホワイト夫人が興味深いことを
言っていまして、「この癒しの

業を行う方法はたくさんある」と。そ
の中には針治療やホメオパシーなど
があります。ホメオパシーとは出てい
る熱をさらに出す薬で、しかしその薬
というのは水で薄められていまして、
潰して、さらに水を入れまして、もっ
と潰して、もっと水を入れて、どんど
ん薄めます。ホメオパシーという医療
では水で薄めれば薄めるほど薬とし
てもっと強力になると考えられてい
ます。こういう医療体系があるので
す。この自然療法の大学でも１年間ホ
メオパシーを勉強しました。またイン
ドで行われている医療もありまして、
中国で行われている独特の医療もあ
ります。この癒しのために、ありとあ
らゆる方法があるわけです。しかし、
天が認める方法はただひとつ、神様が
全ての人にお与えになった自然療法
を用いること、この（前頁）８つの自
然の要素に基づいた医療であります。
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アメリカで私の診療所に患者の方が
来られるたびに、これら８つの要素で
検証して何が間違っているかという
ことを一緒に考えてみます。こういっ
た方法で治療を始めます。これが基盤
となる部分なのです。

この８つの自然療法を用いて、
如何に「肥満」を防ぐか、あ

るいは治していくか見て行きましょ
う。痩せたいときには最初挙がるの
が間違いなく食事だと思います。こ
れはアメリカ人が言ったことですが、

「我が国は世界のどの国よりも食物が
あるが、それと同時に食べてはいけな
い食物も多い」―（著者不明）。痩せ
ることを日本でもダイエットといい
ますよね。アメリカには食べるものが
いっぱいあるけれども、それと同じぐ
らいダイエット法があるということ
ですね。いろんな人がありとあらゆる
ダイエット法を用いて、痩せようと四
苦八苦しているわけです。

中には「空気ダイエット」とい
うのがあります。何年も空気

だけ食べてダイエットをやっている
人がいるというのです。（通訳者…本
当ですかね？）インドである聖人と
呼ばれる人がいまして、彼は 14 年間
飲まず食わずで生きていると言われ
ています。彼は日光を浴びて空気だ
けで十分な栄養が摂れていると言っ

ています。まぁ、疑わしいのですが、
いずれにしてもそういうことを言っ
ている人たちがいます。ほかに極端
なもので、「サナダムシダイエット」、
サナダムシの卵を食する人たちがい
るそうです。胃袋の中に入ったサナダ
ムシが栄養素を食べてしまうと言っ
て、食べたいだけ食べてもサナダムシ
がお腹の中で栄養をさらに食べてく
れるので、痩せることが出来るという
わけです。終わったら何らかの下剤を
食してサナダムシを排泄するという
ことです。極端な方法ですね。「ハリ
ウッド週末ターボダイエット」という
のがあるそうです。これは何なのかよ
く分からないのですが、何だかすぐに
痩せられるみたいなものでしょうか。
多くの人は速やかに減量したいと考
えています。夏に間に合わせて早く痩
せて、薄着の時とか水着の時とかに薄
着をしてきれいに見えるようにした
いのでしょうか。しかし、それが最善
の方法でしょうか？全然違います。

アメリカで比較的人気のある現
実的なダイエット法がいろい

ろありまして、「アトキンズ／低炭水
化物ダイエット」、このダイエットを
する人たちは、炭水化物をとにかく摂
らないわけです。パンやご飯を食べな
いわけです。代わりに食べるのが、た
くさんのたんぱく質です。肉もたくさ
ん食べて良い、脂分もいっぱい摂って
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良い、何でも食べて良いけれども、炭
水化物だけは止めましょうと。アメリ
カではとても人気があります。うまく
いっているように見えるのです。確か
にそれをやると痩せるのですが、後々
深刻な健康の問題にぶつかることに
なります。高たんぱく食、特に動物性
たんぱくは体に悪影響を及ぼします。

次に挙げたのが「血液型ダイエッ
ト」です。このダイエットを

考案した人というのは、わたしと同じ
大学を出た自然療法医なのですが、そ
の人が本を書いてアメリカで人気が
出 ま し た。A 型、B 型、AB 型、O 型
の血液型によって、血液に適した食
べ物を摂る必要があるというわけで
す。理に適っている部分もあると思い
ます。しかし、彼の本を読んで、わた
しは O 型なのですが、O 型のところ
で推奨されているのが、肉をたくさん
食べましょうと言うことでした。あり
とあらゆるダイエット法が巷には出
回っています。

最後が「石器人ダイエット」―
世界では多くの人が人間はも

ともと原始的で、原始人からだんだん
進化してきた。もともとは石器人だっ
たと、そういう時代があったと信じら
れていますよね。何百年、何千年、何
百万年前、もともと人類は石器人だっ
たと、洞窟で原始的な暮らしを送って

いたというのです。そしてその時のも
ともとの食生活に戻らなくてはいけ
ないというわけです。この考え方は同
意できる部分があります。だだし、私
たちは原始人、石器人だったとは信じ
ていません。私はそうは思いません。
私たちの祖先はだれですか？人類の
祖先、アダムとエバですね。ですから
私たちは本当の祖先である、アダムと
エバが食していたこの食事に戻る必
要があると思います。もちろん、これ
こそが神様が私たちに望んでおられ
る究極の「食生活（ダイエット）」で
あります。豊富な果物、野菜、堅果類、
穀類ですね。そういった自然な食べ物
に私たちは戻って行くことが理想な
のです。単純な食生活ですね。

しかし、いろんなダイエットプ
ランは有害ともなり得ます。

（画面）ヨーヨーダイエット―この研
究によると体重が上がったり下がっ
たりして差が激しいと、「心臓病」の
危険が高まると言われています。太り
過ぎていて、ずっとその状態を保つ人
よりも、上がり下がりの激しい人の方
が危険だというわけなのです。何かダ
イエット方法を見つけてそれを実行
して痩せます。そして体の必要な栄養
素を往々にして摂らないのです。そう
したら体重は確かに落ちてきます。し
かし、体に大きなストレスをかけるこ
とになります。そしてリバウンド（跳
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ね返り）で体重が戻って来ます。これ
もまた身体にとって大きなストレス
となります。それよりはずっと太り気
味でも、同じ体重を維持している人
の方が、上がり下がりの激しい人より
ももっと心臓には健康的だと言えま
す。減量の最善の方法は徐々に落とし
てゆくということです。そうすると、
体重を痩せた状態で維持することが
出来るようになります。何週間だけ特
別なダイエット法を実行するような、
そういったものではなくて、私たちは
生涯にわたって続けて行くことの出
来る習慣を見つけることが大事なの
です。

これもまた面白い考えなのです
が、「ネガティブカロリー食」

というのがあります。カロリーを摂取
するわけですが、例えば、セロリとか
の繊維質の多いものを食べると、それ
はそもそもカロリーが少ないのです
が、そういった食べ物を身体は消化す
る働きだけでもっと多くのカロリー
を消費してしまいます。そういう食べ
物を摂りましょうというダイエット
です。これについても賛否両論ありま
すが、（画面）ここに挙げられている
のは、そもそも持っているカロリー以
上に消化するときにカロリーを使っ
てしまう食品です。先ほど言いました
セロリがありますね、胡瓜もそうだと
言われています。キャベツもいい食べ

物ですね。大根、トマトもそうです。
こういった食品を食べれば食べるほ
ど消化にもっとカロリーを多く費や
すので、痩せるというわけですね。果
物にもそういう食品が有りまして、レ
モン、グァバ（沖縄でバンシル）、ブ
ラックベリー、西瓜もグレープフルー
ツもそうです。ですから痩せたい場合
は、こういった食品に注目してカロ
リーよりも繊維質を多く含んでいる
食品を積極的に摂ることは有効かも
しれません。

「キャベツスープダイエット」
というのがありまして、イ

ンターネットで作り方などは調べる
ことが出来ますが、ここでもこれを食
べれば食べるほど、体重が落ちると
いった理論になっています。たくさ
んのキャベツを使いますね。セロリ
もいっぱい使います。人参、トマト、
ピーマンといったこういう食材がネ
ガティブなカロリー食品と言われて
います。こういった食材を使ってシ
チューを作るというのは悪いことの
ようには思われませんね。そして常に
全体食が最高の薬なのです。健全に体
重を落としてゆく方法は、最も望まし
い全体食を適度に控えめに食べると
いうことです。全体食とはどういうも
のか、箱に入っていたり、ビンに入っ
ていたり、ビニールに入っていたり
するものは全体食ではない場合が多
いです。神様がお造りになったまま
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の食べ物、それが最善の食事といえま
す。できるだけ人間の手が加わってい
ないものです。紀元前 5 世紀の有名
な古代ギリシャの医者ヒポクラテス
の言葉です。「汝の食事を薬とし、汝
の薬は食事とせよ」。

「肥満」に有効な「薬草」もい
くつか紹介したいと思いま

すが、いずれにしても、「薬草」より
も先ほど言った全体食の食品の方が
より良い方法です。中国の漢方で長年
使われていて、ある薬草からエキスを
採った「エフェドラ（マオウ）」とい
うものがあります。アメリカではよく
ない反応が出ている人達がいて問題
にもなっています。心臓や脳に刺激を
与えてくれます。心臓の鼓動が増加し
ます。体温も上がります。そういった
意味で痩せるのには有効なので、アメ
リカでは多くの人が痩せる目的でこ
の薬草を摂りました。中には反応が強
すぎた人たちがいまして、その結果心
臓発作にかかった人もいました。今で
は、アメリカでは「エフェドラ」とい
う漢方薬は手に入らなくなっていま
す。ですから、薬草といえども用心す
る必要があります。

アメリカで良い薬草として「ゴー
ヤー（ニガウリ）」を紹介しま

す。「ゴーヤー」は新陳代謝を上げる
作用があるのです。ですから、「ゴー

ヤー」をたくさん食べると減量の助け
になることがあります。特に「糖尿病」
の人にとっては血糖も下げてくれる
のでさらに効果があります。そのこと
については「糖尿病」のお話の時に申
し上げます。

ここで「アスパラガス」を採り
上げていますが、通常食品と

して用いられているものです。利尿剤
の効果があります。便秘薬にもなりま
す。そしてコレステロールも下げてく
れます。体重の問題を持っていて、コ
レステロールの値が高い人は体の水
分を出す必要があるのですが、そうい
う時にこの「アスパラガス」が有効に
なります。

私たちが食べる食物について、
「飽満」―いいかえれば「満腹

感、満足感」ということですが、食後
の「満腹感」のことです。これは単に
量の問題ではないということが科学
者によって言われてきています。身体
にはそれぞれの風味を感知する中枢
があって、そこにはそれぞれの満腹中
枢があるようです。塩分を感知する中
枢があり、甘いものを感知する中枢も
あります。すっぱいものを感知する中
枢もありまして、苦いものを感知する
中枢もあります。うまみ中枢もありま
すね。そして脳の異なった箇所にそれ
ぞれの中枢がありまして、ひとつの風
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味の中枢を活性化させるとその風味
を持った食物をある程度摂って満足
するのです。ひとつの風味だけ活性化
させると、早く「満腹感」に達する傾
向があります。しかし、その食べ物が
いろんな風味を持っていて、それぞれ
の風味を満足させるために十分な量
を取る必要が出てくるわけです。その
ために例えば、塩味のものを満足する
量まで食べたとしても、次に甘いもの
を口にしたら、甘いものをもっと食べ
たくなってしまうわけです。甘味の中
枢を満足させるためにそれなりの甘
いものを食べる必要が出てくるとい
うことです。こういったものを利用し
て、どのように体重を減らして行くか
といいますと、ホワイト夫人は、「食
事を出来るだけ単純なものにしなさ
い」、「一食でありとあらゆる種類のも
のを食べないようにしなさい」と言っ
ています。ですから、今日の昼食（パ
トラック）のようにいろんな種類の食
べ物を食べるというのは最善とは言
えません。いろんな味があって、それ
を満足させるために全部摂らないと
いけないということになるわけです。

「一食の中で２～ 3 種類のものだけを
食べなさい」と勧めています。何食も
併せていろんな種類の食べ物を食べ
る必要はありますが、一食に於いて
は、数種類だけで良いのです。そして
活性化されている風味中枢を限定で
きるならば、早く「満腹感」を覚える
ことになります。そうすると「空腹感」

は無くなっているということです。

難しい言葉ですが、それぞれの
食品には「飽満指針（或いは

飽満指標）」があります。ホワイト夫
人は 2 ～ 3 種類のおかず―例えば、
味噌汁で 1 種類、ごはんで 1 種類、
野菜炒めで 1 種類、これで 3 種類と
いうことになります。これらの食事
の中の 1 種類のおかずの中にいろん
な多くの物を入れない方が良いので
す。常に単純に―これが最善です。（画
面）「飽満指針」というのは、白パン
を 100 として、これを基準にします。
白パンをある程度食べたら「満腹感」
に達するわけです。全粒パンを食べる
と数字が 154 と高くなっていますね。
それはつまり、全粒パンを食べる方が
早く「満腹感」を覚えるということで
す。下のフライドポテトをご覧くださ
い。116 で、煮たジャガイモは 323
です。どちらもジャガイモですが、さ
らに高い数値になっています。煮た
ジャガイモというのは少しだけでも、
同じ量のフライドポテトを食べるよ
りも、はるかに早く「満腹感」に達
します。フライドポテトには片栗粉、
油分、塩分が入っていますね。こう
いった風味の中枢を満足させるため
にもっと量が必要になって来るので
す。神様がお造りになったままの自然
で単純な食べ物が、この「飽満指針」
という数字を高くさせます。
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この「満腹感」を覚えるための
さらなる要素は、食べ物を「よ

く噛む」ということです。「よく噛む」
とその分多くの唾液が分泌されます
ね。難しい言葉ですが、「栄養の生物
学的利用能を増やす」といって、栄養
がさらに効率的に使われるというこ
とです。そして少ない食べ物で「満腹
感」を覚えることが出来るのです。さ
らに大事なのが、ストレスのない食事
環境を整えるということです。何か仕
事をしながら食べると、食べ終わって
も「あれ、もう食べ終わたのか」と思
うことがあるかも知れません。時間を
取って食事を楽しむということが大
事です。「ナショナル・ジオグラフィッ
ク」が行った長寿についての研究調査
を覚えていらっしゃいますでしょう
か。沖縄の人、サルジニア人に共通す
る事柄は、時間を取って食事を楽しむ
という点がありました。特にサルジニ
ア人は夕食の時には家族が出来るだ
け多く集まってみんなで食事を楽し
むという習慣があります。沖縄の人た
ちも多くのいろんな人を集めてみん
なで楽しく食べるというのが好きで
すよね。確かに食べ過ぎるのは良くあ
りません。しかし、本当に食事を楽し
めるならば、そんなにたくさんの量は
必要なくなるのです。あまり時間がな
いということで慌てて搔き込むとい
うのは一番悪いのです。たくさん食
べ物を入れたとしても、そんなに「満
腹感」を覚えなくなります。時間を

取ってゆっくり噛んで食事を楽しみ
ましょう。

次に「運動」を挙げます。どれ
だけの食べ物を体内に入れる

か、それを限定することも大事です。
そして摂取したカロリーをどれだけ
燃やすか―活動するかが大事になっ
て来ます。「歩くこと」は最善の運動
のひとつです。そのために不可欠な要
素として日常生活に取り入れること
が大事です。「Treadmill Desk( トレッ
ドミル・デスク ) を紹介したのを憶
えていますか？これを考案した博士
が「これは脳の健康に非常に良い」と
いうことを言いました。「トレッドミ
ル・デスク」を実行した放射線専門の
医者たちは、もっと正確に、速やかに
仕事が出来るようになりました。さら
なる恩恵はこれを実行すると体重が
減って来るのです。コンピューターの
仕事などの座業に携わっている人は 1
日中―8 時間は行う人いますよね。そ
ういった人たちがこの「トレッドミ
ル・デスク」を使うだけで、食事も何
も変えなくても、ジムなどの運動施設
に行かなくても、他の環境は全く同じ
でも、机を変えただけで、ほとんどの
人が年間に 20㎏～ 30㎏ぐらいの体重
を落とすことが出来るそうです。コン
ピューターの仕事をしながらゆっく
り歩くという「運動」をするのです。
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そして、「歩く」ということを規
則的に行うことが大事です。

私が健康の講話をした後で、聞いて
いる人達が興奮して「じゃ、運動もっ
と頑張ろう」と決心するわけですが、
次の週末に 8㎞くらいいきなり歩き出
します。次の週になって私の診療所に
やって来て、「あちこち痛むんですが」
と訴えます。そういう人たちは週末だ
け「運動」しているのですが、あまり
いい結果は出ません。週末しか運動
しない人というのは益になることよ
りも害になることの方が多いのです。
ですから、ゆっくりと徐々に運動量を
上げて行って下さい。

次に「肥満」と「うつ」の関係
です。この「肥満」にとって

もどのような精神状態でいるかとい
うことが大事になって来ます。「肥満」
と「うつ」はしばしば同時に起こると
言われています。特に少女よりも少年
の方がそういう状態になりやすいと
いうのです。何故だかは分かっていま
せん。若い男の子の太り過ぎの人に、

「日常生活はどのように充実している
か」と尋ねてみると、彼らの日常生活
というのは、「癌」の患者よりももっ
と充実していないことが多いのです。
太り過ぎの男の子たちの多くが、人間
関係の問題、精神の問題などいろんな
問題を抱えていることが多々ありま
した。「うつ」が「肥満」の原因にな

るのか、「肥満」が「うつ」の原因に
なるのか、はっきりとは分かってはい
ませんが、往々にしてこの両方は並行
して起こるということが分かってい
ます。ですから、「肥満」の問題を抱
えている人を助けたいと思われるな
らば、その人の精神状態はどういう状
態にあるかということを、尋ねていた
だきたいと思います。

次は「肥満」と「恐怖」につい
てですが、治安の悪い場所に

住んでいて、隣近所でいろんな犯罪が
起こるような環境にいると、別の環境
にいるよりも、2 倍「肥満」になる率
が高くなるというのです。他の要素を
調べてみると、別に良い食べ物が手に
入りにくいとか、病院が近くにないと
か、そういったものではないのです。
このビクビクした精神状態―いつ襲
われるかわからないとか、何があるか
わからないとかのそういった精神状
態―が「肥満」と関係していることが
分かっています。「恐怖心」に襲われ
ているということは、大きな「ストレ
ス」を抱えているということでありま
す。「ストレス」を抱えると、ストレ
スホルモンが多く分泌されるわけで
すね。「コルチゾール」というストレ
スホルモンというのがあります。こう
いったストレスホルモンというのは
脂肪細胞の大きさと数を増やすので
す。体内に脂肪細胞の数が一旦増え
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ますと、脂肪細胞を減らすのが非常に
困難になって来ます。ですから、実際
に「恐怖心」、それに伴うストレス－
精神状態が体内のストレスホルモン
の増減に深く関わっているというこ
とが科学的に分かっているのです。沖
縄は治安はあまり悪くないですから、

「恐怖心」による「ストレス」という
のはそんなに多くないように思われ
るのですが、アメリカのライフスタイ
ルの影響を受けて、そういったものに
近づけば近づくほど、日常生活に別の
要因の「ストレス」が増えてきます。

「ストレス」が多ければ多いほど、「肥
満」の危険も高まるわけです。日常の
溜まった「ストレス」を減らす方法は
いくつもありますが、その中のひとつ
の大事なものが「深い腹式呼吸（深呼
吸）」があります。朝数分かけて「深
呼吸」を実行しますと、その良い結果
はその後何時間にも渡って継続しま
す。

最善の「ストレス」軽減法とい
うのは、自分の人生の重荷を

イエス様の足元に持っていくという
ことです。全ての「恐怖」、「うつ」、「失
望感」とか、そういったものの心配事
の全てをイエス様に投げ出してくだ
さい。「わたしはあなたのことを思っ
ているから」とイエス様は言われま
す。この「肥満」に対しても、皆さん
が勝利できるように願うものです。も

し質問のある方がいらしたら、係りの
人に出して、次の時間の最初のところ
で、お答えしたいと思います。
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9 章　自己免疫疾患に

打ち勝つ神の計画

最初の質問です。「運動と畑仕事
はどちらがよいか？」－私は

両方必要だと思います。「畑仕事」で
必要な「運動」の全てをカバーするこ
とが出来るでしょうか？そうでは無
いかも知れませんね。畑で一生懸命働
いて、心臓の鼓動を上げて、いっぱい
重いものを持って運んだり、そういっ
た重労働をずっとやったらもしかし
たら必要な「運動」をこなしているこ
とになるかも知れません。しかしほと
んどの場合、「畑仕事」だからといっ
て心臓の鼓動は上がって行きません。
畑から家まで運ぶだけで筋肉の運動
にはならないはずです。

「良い運動のプログラム」の三
つのことを考える必要があ

ります。「耐久性」―どれだけの運動
にたえられるか、「耐久性」を鍛えて
心臓や肺の機能を高めて行く、耐久力
を高めるには「運動」によって心臓の
鼓動を上げる必要があります。ほとん
どの人は畑仕事を少しやっても心臓
の鼓動は上がりません。それよりは早

めに歩くような「運動」が必要かと思
われます。歩くというのは良い運動な
のですが、緩やかに歩くのではなく、
さっさと早く歩くことが大事です。腕
を動かして、足も盛んに動かすことが
大事です。

次に挙げたいのが「筋力」です。
「筋力」をアップさせること

です。「筋力」を上げるには「畑仕事」
をしていて重たいものを持ち上げる
ような作業に携わる必要があります。
汗が出るくらい物をいっぱい運ぶ仕
事をしていたならば、それで「筋力」
を上げることが出来るかも知れませ
ん。しかし、ほとんどの人がそれ以上
に重たいものを持つ筋力運動が必要
かと思われます。少しばかりの重いも
のを持つ「運動」で大きな恩恵を被る
ことが出来ます。

さらに他に大事なのが「柔軟性」
です。身体の柔軟性です。「畑

仕事」の前にストレッチ運動をするこ
とです。そういう人はあまりいないで
しょうね。「運動」する前にストレッ
チ運動をする、歳を取れば取るほど、
これがもっと必要になって来ます。首
の問題―肩こりなど持っている人は
少なくないと思います。良い運動を教
えましょう。日本では首の運動をする
とき首をぐるぐる回す人がいますが、
良くないことです。首を回すと関節や
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筋肉に負担を多くかけることになり
ます。ひとつの方向に首を一回ずつ動
かすことが最善のストレッチ法です。
前、後ろ、横に動かすのです。日本の
ラジオ体操はいいものです。しかし、
首をぐるぐる回すのはいけません。

柔軟運動で、前屈するときは曲
げられるだけ曲げて、限界に

達した時に、無理に動かさないように
して下さい。無理をすると背中の方に
負担をかけます。曲がるところの限界
にきたら、深く空気を吸って、ゆっく
り息を口から吐きながら少しずつ前
へ曲げて行き、また限界が来たら、深
く空気を吸って、ゆっくり吐きながら
少しずつ前へ曲げて行きます。決して
腰をはねるような勢いで曲げないで
ください。無理をすると筋肉を傷める
危険があります。腰を横にひねる時
も、急にひねることは止めてくださ
い。若い人は良くやりますが、最善な

「運動」ではありません。腰を横にひ
ねる時は、手を横に伸ばして一緒に深
呼吸しながらゆっくり腰を回します。
反対側に回すときもそうです。そうす
ると体を痛めなくてすみます。結論と
して「運動」と「畑仕事」はどちらも
必要だということです。

2番目の質問、これも良い質問で
す。「薬は毒と言われています

が、歯の治療の時麻酔で治療したの

で、抗生物質の薬を持たされました。
自然療法で何か代わりになるものは
ありますか？」―まず申し上げたいの
は、「薬」というのは最善のものでは
ないということです。しかしながら、
時には「薬」を使わなくてはいけない
場合もあるということ、それはどうい
う時かといいますと、手術を受けた時
どうしても麻酔を使わなくてはいけ
ないですよね。そういう時には抗生剤
もしばしば使われます。ですから、わ
たしが如何なる場合でも絶対いけな
いと言ったと誤解をしないでくださ
い。「薬」があるということも私は感
謝しています。自分は個人的に使いま
せんが、知る限り抗生物質、鎮痛剤な
どは生まれてから使ったことがあり
ません。もしかしたら小さい時に親が
使ったかもしれませんが。しかし、そ
ういう「薬」も命を救うことがあるわ
けです。

手術を受け、その時に麻酔を使っ
たからと言って、それは信仰

を否定することにはならないとホワ
イト夫人も言われました。ホワイト夫
人は幻で、ケロッグ医師が手術をして
いる場面を見せられました。そこには
天使たちがいて彼の手を導いていた、
その様子を見せられたのです。ある時
にはイエス・キリストご自身がその手
を誘導しておられた幻も見せられま
した。ですから、明らかに手術、抗生
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物質などを用いるべき時と場合があ
ります。しかしながら、どの薬物にも
何らかの副作用というものがありま
す。そういうものを使わないといけな
い場合は、その副作用をどうするか
ということです。抗生物質の大きな
問題は、悪いものを除去すると同時
に、良い細菌もやっつけてしまう問題
があるわけです。今日、特にヨーロッ
パの医者は抗生物質を処方する時に
は、良い菌も身体から出されてしまう
ので、それを補う何らかの薬を処方
するそうです。アメリカでもそういっ
たことが医者の間で盛んになって来
ました。抗生剤によって良い菌が身体
から出された時に、それを補うことを
しなければ「カンジタ」などのカビ
の病気になる危険があります。カビ
の炎症を防ぐために私たちは良い菌
が抗生剤を使った後に必要なのです。
興味深いことに「薬草」の中にも抗
生剤の効果がある物もあります。「薬
草」から摂った抗生剤というのは良
い菌を殺しません。そういう意味で、
化学物質の抗生剤よりももっと身体
に優しいのです。ですから、抗生剤を
使ったときには、何らかの形で後にそ
れを補うものを取るということが重
要になって来ます。質問の答えになっ
ていますでしょうか。

では、次の主題に移って行きま
す。「自己免疫疾患」について

の学びです。医学雑誌で最近出て来た
記事なのですが、子供にあげるおしゃ
ぶりを、まず自分の唾液できれいにし
て赤ちゃんにあげるお母さんがいる
ようです。おしゃぶりを神経質に洗っ
たり、消毒したりするお母さんの赤
ちゃんよりも、唾液できれいにしてあ
げられた赤ちゃんの方が免疫力は高
いというのです。そういうおしゃぶり
を与えられた赤ちゃんは、喘息にかか
る危険性が 11％に減るということで
す。食物アレルギーのような病気に
かかる危険はと言いますと、27％に
下がったそうです。そういったおしゃ
ぶりを与えられた赤ちゃんの免疫力
は高まるというのです。赤ちゃんに
与えるおしゃぶりなどを神経質に殺
菌しなくてはならないとか、そういっ
たお母さんの赤ちゃんよりも健康だ
というわけです。こういう仮説があ
るのですが、「幼い時にいろんな菌に
晒されている赤ちゃんや子供の方が、
免疫力が健全になる傾向がある」とい
うことです。

これを証明するいろんな統計が
出てきているのです。ローマ

リンダ大学のある教授で、免疫系の専
門家がいます。赤ちゃんが食べ物を
ペッと吐き出した時に、それを捨てて
はいけないというのです。床でちょっ
と擦ってから赤ちゃんの口の中に戻
しなさいと、真面目にそういうことを
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言っています。彼は免疫系の研究の権
威者なのです。農場などの環境で育っ
た子供は後に「免疫障害」にかかる率
が低いのです。兄弟の多い子供は後に
なって免疫系の病気にかかる率が低
くなります。もちろん適度な環境に於
いてのことです。アメリカではこうい
う言い方があるそうです。「清潔は信
心の次に大事」、これは真実なのです。
何百年も前に蔓延した病気の多くが
不衛生な状態から起こっているもの
が多かったのです。ところが今日の社
会に於いては、別の極端に走っている
傾向にあります。この無菌という環境
にあまりにも囚われすぎまして、何で
もかんでも消毒する、そうするとそれ
が原因で私たちの免疫に混乱をきた
してしまうのです。ですから、常にな
んに関しても大事な健康の原則とい
うのは適度にバランスよくというこ
とです。

「自己免疫疾患」についていく
つか見て行きましょう。（画

面）「自己免疫疾患」というのはたく
さんありまして、通常見られるもの
をここで挙げています。「自己免疫疾
患」というのは、身体のあらゆる器
官に係わっています。「多発性硬化症」
という病気のように、脳に影響するも
のもあります。関節に作用するものも
あります。これが「リュウマチ性関節
炎」ですね。膵臓に作用する「自己免
疫疾患」もあります。これが「Ⅰ型糖

尿病」と言われるものですね。肝臓に
影響を及ぼす疾患もあります。甲状腺
に作用するものもあります。何らかの
原因で自分の免疫系が自分自身の臓
器を攻撃するという病気なのです。こ
の表で興味深いのは、男性よりも女性
の方がこういった疾患にかかる率が
高いということです。甲状腺の病気
である「橋本病」について言います
と、男性より女性が 50 倍の比率でか
かり易いのです。「Ⅰ型糖尿病」は男
性に比べて女性が 2 倍かかり易くなっ
ています。こういった「自己免疫疾
患」の多くが男性よりも女性がかかり
易くなっています。それが何故かと言
いますと、実際には分かっていないの
です。そもそも「自己免疫疾患」が何
故起こるのかという原因がはっきり
と突きとめられていないのです。アメ
リカでも、世界中で莫大なお金が「自
己免疫疾患」の研究に投じられていま
す。それでも何百万、何千万の人たち
が、この「自己免疫疾患」にかかって
苦しんでいるという状態です。

わたしはシアトルに住んでいま
すが、そこで「自己免疫疾患」

の研究、予防を中心とした研究グルー
プが設立されたのです。「BENAROYA  
Research  Institute」と呼ばれるとこ
ろです。シアトルにありまして、こ
の「自己免疫疾患」を如何に治療する
か、ここで莫大な金額を投じ、多くの
スタッフを要して研究がなされてい
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ます。何故このような研究所がシアト
ルに設けられたかと言いますと、シア
トルというのはアメリカ全土で「多発
性硬化症」にかかる比率が 2 番目に
高い場所なのです。第 1 位が東側に
あるバーモント州です。（画面）緯度
37 度線よりも北に住む人たちは、「多
発性硬化症」にかかる危険がはるかに
高まります。緯度 40 度以北に住む人
たちは非常に高い危険率です。南緯
40 度以上に住む人たちも危険率が高
まります。一方で比較的赤道の近くに
住んでいる人たちは、「多発性硬化症」
にかかる危険率が非常に低いのです。

何故なのでしょう？これは西イ
ンド諸国でなされた興味深い

研究ですが、フランス領西インド諸国
というのは、赤道の近くに位置してい
まして、この島国からフランス本土に
移住した人たちについての研究がな
されました。そしてまた、フランスか
ら逆に戻ってきた人たちについても
調査がなされました。フランスに移住
して 15 歳になる前に戻ってきた人た
ちは、「多発性硬化症」にかかる率が
極めて低かったのです。ところがそ
のままフランスに住み続けた人たち
がだいぶ後になって戻って来ますと、

「多発性硬化症」にかかる率が非常に
高くなっていたのです。 

その原因として研究者たちが挙
げた二つの要因がありまし

た。若い時に日光に当たっていたとい
うことと、腸内寄生虫があったか、な
かったかということですが、若いうち
に腸内寄生虫がお腹の中にいて、もっ
と日光に当たっていた人は、「多発性
硬化症」にかかる危険がはるかに低
かったのです。日光だったら話は分か
るのですが、若いうちにいっぱい日光
に当たるとありとあらゆる「自己免疫
疾患」にかかる危険が低くなります。
しかし、この研究によると腸内寄生虫
も係わっていたというわけですね。若
いうちに腸内寄生虫が寄生していた
人たちは、後になって「多発性硬化症」
にかかる危険が非常に低くなるとい
うわけです。

これが最初の頃にお話していた
ことなのですが、「衛生上の仮

説」ですね。1989 年からこういった
ことが分かって来ました。健全な免疫
系を維持するためには、若いうちに

（人生の早いうちに）いろんな菌に晒
されていることが大事だということ
です。免疫系というのは非常に複雑な
もので、いろんな働きを複雑な方法で
します。しかし単純に言うと、３種類
の細胞がありまして、Th-1 と言われ
ている細胞が多すぎて活発になり過
ぎると、いろんなアレルギーの「喘息」
や「アトピー」などにかかり易いので
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す。Th-2 と言われている細胞が多す
ぎると、いろんな「自己免疫疾患」に
かかる危険が高まるというわけです。
３番目が、Th-R 調節細胞と呼ばれる
ものですが、この調節細胞が、どうい
う訳か Th-1 と Th-2 のバランスをとっ
ているわけです。そして、Th-R 調節
細胞を多く持っているためには、若い
時にいろんな菌に晒されていること
が大事だということです。

農場で育った人とか、兄弟の多い
人のことをお話しましたよね。

「クロン病」というのがあって、この病
気の興味深い治療法があるのです。「ク
ロン病」にかかっている人の 72％がこ
の治療法をすると効果があったという
のです。豚鞭虫（これも何らかの腸内
寄生虫）を飲むのが治療法だというの
です。それで「自己免疫疾患」である

「クロン病」が良くなったというのです。
どういうことが起こっているかと考え
ますと、「免疫」がうまく機能していな
いために、自分自身の体の器官を傷つ
けてしまうわけです。免疫系が悪いも
のがないから良いものを攻撃してしま
うのです。この豚鞭虫を体内に入れま
すと、「おっ、悪いやつが来た」と免疫
系が判断するわけです。やっつけよう
ということになりまして、そうしたら
自分の体を傷つけるのを止めてしまう
ということです。まだ仮説の段階なの
ですが、良い結果が出てきています。

1908 年にノーベル賞を受賞した
学者で、エリー・メチェニコフ

という人がいました。彼は「良い菌と
いうのは死んだ菌だけだ」と考えてい
ました。そしてこの考えに基づいて医
学が展開してきて、結局ありとあら
ゆる菌を殺して行かなくてはならな
いということになったのです。確かに
多くの細菌がいろんな病気の原因と
なって来ました。しかし、彼は腸内の
細菌も悪いものだと言ったのです。こ
の腸内細菌が原因となって、「ぼけ（認
知症）」が生じるとか、「動脈硬化」に
もなってしまう、寿命も短くしてしま
うと考えました。そしてメチェニコフ
は次のような予言をしたのです。「腸
内細菌が多すぎて、将来は医者が腸を
全部切ってしまう、そういう手術まで
するだろう。何らかの形で腸内細菌を
全部除去出来たら人間の寿命は長く
なるだろう」と言ったのです。そんな
人がノーベル賞を受賞したのです。今
では彼の説は信じられていません。私
たちの体内には多くの有益な細菌が
いると今では分かっているわけです。
自分の身体を構成している細胞があ
りますが、この臓器の中にはそれ以上
の数の細菌が存在するそうです。臓器
にはこういった細菌が必要なのです。
先ほどの質問に有りましたように、抗
生剤を多く用いた時に健康に何らか
の害を及ぼすわけです。私たちは体内
の細菌と如何に付き合うか最善の方
法を知る必要があるのです。
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再び「NEWSTART － ニ ュ ー ス
タート」のライフスタイルを

見てみましょう。「自己免疫疾患」に
対してどういうことが出来るか、こう
いった観点からみてみましょう。この

「自己免疫疾患」に関しては、「日光」
だけに注目したいと思います。確か
に、栄養、運動、水、節制、空気、休
息、信頼―のすべてが「自己免疫疾患」
の克服に必要となりますが、特に「日
光」は今日医学会で多くの研究がな
されていまして、「免疫」をより良い
状態に保つためにどのように「日光」
を利用したらよいかということにつ
いて考えてみたいのです。

先週末、他の講義で「Vitamin D」
についてお話しましたよね。

少しだけ復習して先に進みたいと思
います。何度も申し上げていますが、

「Vitamin D」というのは私たちの膚
の表面で作られます。「日光」から来
る紫外線が皮膚上のコレステロール
を「Vitamin D」に変えてくれるので
す。（画面）ここでご覧になれますよ
うに、「日光」が皮膚に当たりまして、
コレステロールを「Vitamin D₃」に変
えます。そして肝臓の中で、別の形の

「Vitamin D」に変えられます。それが
腎臓に移りまして、腎臓の中でさらな
る「Vitamin D」の形態のもっと活発
なものに変えられます。この「Vitamin 
D」が体内で活性化されるために、い

くつかのプロセスを経るわけです。ま
た「Vitamin D」は私たちの体内にカ
ルシウムを吸収するのに重要な役割
も果たします。ですから、「Vitamin D」
が足りないと骨が柔らかくなる危険
があるわけです。「Vitamin D」が足り
ない子供は足の骨が外側に湾曲する
―O 脚になる危険があります。しかし、

「Vitamin D」の作用というのはそれだ
けではありません。「Vitamin D」を十
分作るのにどれだけの「日光」が必
要かと言いますと、6 平方インチ（約
15㎠）の面積に 1 時間「日光」を当
てたとします。それぐらいの規模で
作られる「Vitamin D」が私たちの身
体に必要だと言われています。以前
はもっと少なくて良いと言われてい
たのですが、今日ではもっと多くの

「Vitamin D」が必要だと言われていま
す。私の住んでいるシアトルではあま
り日が当たらないのですが、私が一緒
に働いた自然療法の博士がいまして、
彼は自分の診療所に来た 3000 人以上
の患者の血液の「Vitamin D」の検査
をしました。3000 人の患者の内どれ
だけの患者の「Vitamin D」の値が健
全だったと思いますか？ 3000 人の内
正常だったのは、たったの 10 人だけ
でした。残りは「Vitamin D」欠乏状
態にあったと言えるわけです。血液中
に「Vitamin D」が足らないとどうな
るかと言いますと、あらゆる「自己免
疫疾患」の危険が高くなります。「多
発性硬化症」、「リュウマチ性関節炎」、
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「甲状腺炎」、「クロン病」などの「自
己免疫疾患」にかかる率が高まるわけ
です。

それ以上に、体内の全ての細胞
には「Vitamin D」の受容体が

あるそうです。免疫細胞にもこの受容
体があるそうです。ですから、全て
の細胞に何らかの機能があると考え
られます。「Vitamin」と言われていま
すが、通常考えられている「Vitamin」
と違って、「Vitamin D」というのはもっ
とホルモンのような働きをするので
す。そして、「Vitamin D」は免疫性を
高めるという研究結果が出ています。
自己免疫性の発達を抑制するとのこ
とです。ですから、どんな種類の「自
己免疫疾患」の病気にかかっていて
も、良い「Vitamin D」を適度に体内
に摂り入れることが大事なのです。

アメリカでは自然療法医のみな
らず通常の医者も患者に多く

の「Vitamin D」のサプリメント（補
助食品）を処方するようになって来て
います。しかし、サプリメント（補助
食品）などで十分なのでしょうか？覚
えておくべき大事な点は、「日光」に
当たって「Vitamin D」が作られるわ
けですが、「日光」の作用というのは
それだけではないのです。今日多くの
人が「日光」に当たるのを避けたがり
ますよね。そういう人たちが「Vitamin 

D」はサプリメントで摂るからいいと
考えます。しかし、多くの科学者がそ
れで安全だろうかと声を上げていま
す。ただ単に、「Vitamin D」を作って
くれる以上の恩恵を太陽は与えてく
れるのです。神様が私たちにお与えに
なった自然の食べ物もそうですね。赤
ブドウは心臓病に非常に有効である
と科学者が言ったとします。そういう
人たちは心臓病疾患に有効なブドウ
の中の物質を突き止めるわけです。そ
れを化学的に作って錠剤などにして
処方するのです。そして、患者に言い
値で売りつけるわけです。しかし、こ
のブドウ 1 個とっても神様はどれだ
けの素晴らしいものをそこに入れら
れたのでしょうか。もう私たちの知っ
ている以上の恩恵がそこにはあるの
です。2，3 年もしたら科学者がブド
ウの種にも素晴らしい物質が含まれ
ていると発表するかも知れません。し
かし、いずれにしても常に神様が造ら
れた状態のまま身体に摂り入れると
いうのが最善なのです。

「日光」についても同様のこと
が考えられます。「日光」

を避けて錠剤を呑むよりも安全に「日
光」に当たる方法を突き止める必要が
あると思います。「癌」についての学
びで申し上げましたが、「Vitamin D」
が足りないと「癌」の危険も高まると
言いましたね。確かに「日光」に当た
れば当たるほど「皮膚がん」になる危
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険も高まります。しかし、「日光」で
皮膚を火傷しない程度当て、そして
健康的な食べ物を食しているならば、

「皮膚がん」にかかる危険を極度に減
らすことが出来ます。「皮膚がん」に
なるか、内臓の癌になるか、どちらか
にならないといけないのだろうかと
ビクビクする必要はないわけです。

アメリカで日本から訪ねてきた
友人がいまして、その人は若

い青年でした。この青年と一緒にアメ
リカの国立公園を観光して廻りまし
た。非常に肌の白い人でした。それが
気に入っていたと思うのですが、陰に
入るために木から木へと渡り歩くの
です。いつも帽子を被って顔が日光に
当たらないように注意していました。
若い男性ですよ。何だかおかしなもの
だなぁと思いました。アメリカでは日
本よりも日に焼けた肌というのは好
まれているのですが、沖縄の人がアメ
リカに行ったら人気者になるかも知
れません。特に日本の本土の方では
肌が白い方が好まれますよね。これ
は非常に危険な考え方だと言えます。
健康のために「日光」が是非とも必要
なのです。

「日光」と「皮膚がん」につい
てもう少し見てみましょ

う。「皮膚がん」の危険を増やす要因
として、「日光」以外にあるのが食物
として摂り入れる「不自然な脂肪分」

です。「不自然な脂肪分」とはどうい
うものかと言いますと、植物性のマー
ガリンもそうです。液体の植物性油に
水素を混ぜます。そうするとその脂分
が室温で固形になります。確かに美味
しくなります。液体よりもパンに塗り
易くなります。何十年か前これは植物
性油なので健康にも良いと考えられ
ていました。しかし、今日では、この
水素で固形にされた脂肪分「トラン
ス形脂肪酸」というのはかえって「皮
膚がん」にかかる危険を高めます。こ
こでも神様がお造りになった状態の
ものを、人間があの手この手で変えて
しまった結果なのです。その結果は結
局悲惨なものになって行っています。
今日でもマーガリンに代表される「ト
ランス形脂肪酸」は健康に悪いという
ことは誰でも知っていることです。今
では、シアトルに於いてどのレストラ
ンでもこの「トランス形脂肪酸」を使
うことが法律で禁止されています。豊
富な果物、野菜、全粒穀物を取入れた
食事が、皮膚に与えられる悪影響を最
善の方法で防ぐことが出来るのです。

先週「癌」の話の時に化粧品に
ついても申し上げましたが、

ある種の薬品、消臭剤、洗剤、化粧品、
アルコール性飲料はかえって皮膚を

「日光」に対して過敏にしてしまいま
す。火傷しやすくなるのです。私の知
る限り、そういった作用をする「薬草」
のひとつがあるのですが、こういった
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ものを塗って、かえって「日光」に皮
膚が過敏になる危険があることを覚
えていただきたいのです。いずれにし
ても決して過度の日焼け（火傷）をし
ないということ、皮がむけたり、水膨
れになったり、そういた状態になるま
で皮膚を焼いてしまわないというこ
とが大事です。

日焼け止めはどうでしょうか？
日焼け止めを皮膚に塗ります

と、身体で作られる「Vitamin D」の
量が減ってしまいます。こういった
日焼け止めのローションにもたくさ
んの化学物質が入っているのです。で
も、太陽のもとで活動したり遊んだり
して、日に焼ける時には必ず日焼け止
めを塗りなさいと誰もが言いますよ
ね。しかし、これは本当に最善な方法
なのでしょうか。日焼け止めを塗った
ら、「皮膚がん」から守られるのでしょ
うか？ある統計によりますと、この日
焼け止めを奨励していましても、メラ
ノーマ（黒色細胞腫―皮膚がんの別名
のようなもの）の値が増え続けるそう
です。そして最も日焼け止めが奨励さ
れている国で、かえってメラノーマの
量が最も増えているということが統
計で分かっています。アフリカとかと
いうそういう国ではなく、オーストラ
リア、ハワイ、アメリカなどの日焼け
止めをたくさん使う箇所で、メラノー
マの値が上がり続けているのです。日

焼け止めからの恩恵と危険を、私たち
は慎重に検討する必要があると思い
ます。肌が白くて太陽に焼けやすい
人、過敏な人は火傷して皮がむけた
り、水膨れになったりすることを防ぐ
ために何か塗る必要があるかも知れ
ません。さらに良いのは「日光」に対
する皮膚の耐久性を徐々に増やして
いくことが大事なのです。

「Vitamin D」以外にも太陽から
得られる多くの恩恵がありま

して、「防腐作用」があります。紫外
線には、ウィルス、カビ、酵母菌、糸
状菌、また空気中や水中、さらに表面
のダニを殺すことが出来ます。（画面）
むかしアメリカにあった結核診療所
の光景です。今では「結核」と言えば
抗生物質でやっつけるというのが常
識ですが、抗生物質が出来る前の時代
のことです。当時の治療法というのは
どういうものだったかと言いますと、

「日光」と「新鮮な空気」でした。「日
光」は多くの細菌を殺してくれるので
す。アメリカ中に結核診療所が田舎に
作られていまして、ウィマーという
のを聞いたことがありますでしょう
か？ウィマーインスティテュト（診療
所）があるところもかつては結核の治
療所でした。結核菌を殺すのに「日光」
と「新鮮な空気」というのは非常に有
効なのです。
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数年前の「タイム」誌に書かれ
た記事の中に有ったのです

が、そこには「抗抗生剤結核菌」とい
うのが取り上げられていました。最も
強力な抗生剤にも抵抗できる結核菌
が存在するということがこの記事に
採り上げられていたのです。もし本当
にそういう菌が蔓延したらどうしよ
うもなくなるという懸念が述べられ
ていたのです。その記事の中でそう
いった結核菌が蔓延したら昔の治療
法に戻らなくてはいけないだろうと
まで言われていました。もしそれが起
こったら素晴らしい、神を賛美しよう
と私は思います。「日光」、「新鮮な空
気」、「きれいな水」、「健全な栄養を摂
る」－こういうものに結核菌であろう
が決して抵抗できないのです。

ドクター・アガサ・スラシュと
いう人が運営しているユーチ

パインの診療所に行ったことがあり
ます。そこを訪れていた時、ある患者
がいまして、いろんな薬に抵抗できる
皮膚のバクテリアを持った人でした。
一般の病院では、この症状になってい
ると大問題だったのです。そういう症
状の患者がいたら、他に感染しないよ
うに隔離されます。マスクを着けて、
手袋をはめて、それが広がらないよ
うに細心の注意が払われます。しか
し、スラシュ先生は、「問題ないです
よ」と言います。「こういった問題は

神様の治療法を使えばなんてことな
いです」と。治療するときに少し用心
すればいいだけで、別に患者を隔離
する必要もないですし、落ち着き払っ
て何の問題もないといった態度でし
た。もう、前に経験したことだとおっ
しゃるわけです。そこには看護師免許
を持っていて、働いている方がいまし
た。かつて一般病院にいた人が実際
にそういう症状の患者が来て、パニッ
クになっていました。しかし、スラ
シュ先生は「ニュースタート」の治
療法をよく心得ておられましたので、
落ち着いて治療をなさっていました。
何の問題もなかったのです。

「日光」は「黄疸」も治療して
くれます。私の長女も生ま

れた時に「黄疸」の問題がありました。
病院にしばらくいなくてはならず、そ
の期間「紫外線」に当てられていまし
た。長女を残して退院した家内はと
ても悲しんでいました。しかし、「黄
疸」の問題のある赤ちゃんを「日光」
に晒すだけで、容易にこの問題を解決
できるのです。

「日光」は血糖、血圧も下げて
くれます。赤血球・白血球

を増やしてくれます。免疫力を高め
整えてくれます。いろいろな悪い菌
をやっつけてくれます。体内に溜まっ
ている殺虫剤やその他の毒を体外に
排泄してくれます。
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「日光」について注意すべきい
くつかの点があります。火

傷しないように注意をすること、徐々
に「日光」に当たり耐久力を高めると
いうことが大事な点です。特に沖縄は
夏場は熱いですから、朝の早い時間
か、午後の遅い時間に日光浴をする方
が真昼に日に当たるよりもより安全
だと思います。冬場は南向きの部屋が
あれば窓を開けて、寒い時でも太陽に
当たるように努めてください。沖縄で
したらそんなに寒くはならないので
問題ないでしょう。ただし、都会に
住んでいる方は一つ覚えていただき
たいのですが、ガラス越しの日光とい
うのはあまり恩恵がないのです。ガ
ラス越しの日光だと、「Vitamin D」が
作られません。大きい窓があって「日
光」が入る建物の中で働いていたとし
ても、そういった環境では「Vitamin 
D」は作られないのです。車で一日中
運転していても、窓を閉めた状態だっ
たら、日にあたっていても「Vitamin D」
は作られません。窓を開ける必要があ
ります。そして「直射日光」に当たる
必要があります。できる限り皮膚の多
くの面を「日光」に当てることが重要
です。そして、どうせ運動するならで
きるだけ、外で行ってください。

ここに 3 人おばあちゃんがいま
すが（画面）、必要なら帽子を

かぶっても良いですが、足か手、身体
のどこかは「日光」に当てていただ

きたいと思います。6 平方インチ（約
15㎠）ぐらいの皮膚のどこかを毎日
1 時間「日光」に晒してください。後
憶えておくことは「Vitamin D」の多
くは太陽に当たって皮膚の表面で作
られます。確かにある「Vitamin 」で
は皮膚の中で作られます。どれだけの
比率か分かっていませんが、多くの

「Vitamin D」が外側で作られます。皮
膚の表面で作られた「Vitamin D」が
体内に吸収されるのに 24 時間から
48 時間かかると言われているのです。

「Vitamin D」というのは油状の物質で
す。毎日石鹸で体を洗うと「Vitamin 
D」の脂分が洗い流されてしまいます。
ある研究では、ハワイのような太陽
が豊富に当たる場所にいる人達でも、
ハワイでサーフィンをしているサー
ファーたちでも、一日中日光に当たっ
ているようなひとたちは日焼け止め
をいっぱい使います。終わったらいっ
ぱい石鹸をつけてシャワーをとるわ
けです。そういう人たちは「Vitamin 
D」の値が非常に低かったそうです。
沖縄でなされた研究は見たことはな
いですが、皮膚が黒ければ黒いほど、

「Vitamin D」が作られるのにもっと多
くの「日光」が必要だそうです。そう
いったことを覚えていただきたいと
思います。皮膚の黒い人は「Vitamin D」
が作られにくいのです。
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私が患者に勧めることは、シャ
ワーを浴びる時には弱い石鹸

を使うことです。身体に自然の油分は
残しておきたいのです。太陽に当たり
易い身体の箇所は出来るだけ石鹸を
使わないことです。太陽に当たってい
ない体の箇所はやりたいようにやっ
て下さい。体臭が気になる人がいます
よね。しかし完全菜食に切り替えたな
らば、肉を食べていた時よりも体臭は
出なくなります。血液がきれいにされ
るからです。肉を食べていた時より
も、身体から悪いものがいっぱい出な
くなって来るのですね。多くの私の患
者も菜食に切り替えてから体臭が気
にならなくなったと言っていました。
ですから、体臭を抑えるために石鹸な
どの化学物質を使う必要がなくなっ
て来るのです。神様の律法に出来るだ
け調和した生き方をするということ、
それを心掛けるとだんだんパズルが
きれいにはまって来ます。これはやり
ましょう、あれはやりましょう、あれ
はやりたくない、あれもやりたくない
とか言ってしまう。こういうことでは
なく、健康に良いことは何でも取り入
れると心掛ける―「ニュースタート」
プログラムですね。全てを一括して用
いるならば、非常に素晴らしい方法で
効果を表わしてくれます。

これはシアトルの人の写真です
が（画面）、しょっちゅう曇っ

ていて、雨ばかり降っている場所で
も、光線というのは雲を通って少しで
も地上に来ます。シアトルのような場
所でもできる限り屋外で運動するこ
とが重要になって来ます。沖縄のよう
に日がふんだんに当たるところでは、
この素晴らしい太陽の恩恵を神様に
感謝してください。

そして最も大事な「太陽」は、「義
の太陽」と言われているイエ

ス・キリストであります。マラキ書４
章の２節にはこのように書かれてい
ます。「しかしわが名を恐れるあなた
がたには、義の太陽がのぼり、その翼
には、いやす力を備えている」。義の
太陽―イエス・キリストから、命を与
える光を受けていただきたいと思い
ます。ありがとうございました。
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お話の前にまたひざまずいてと
もに祈りたいと思います。「天

のお父様、長い安息日になっています
けれども、多くの良いもので以って、
私たちを満たしてくださって、ありが
とうございます。この最後のお話を始
めるにあたって、どうぞ、あなたの聖
霊でこの場を満たしてください。あな
たの栄光のためにより良い身体の管
理ができるように、どうぞ正しい洞察
力を与えてください。イエス様のみ名
を通しておいのりいたします。アーメ
ン」。

この最後の講義の主題は、「糖尿
病」であります。（画面）スラ

イドを見ていて、以前行った講義とか
ぶさる物がいくつもありますが、アメ
リカでは１カ月に１度ずつ講義をし
ます。１日に３つの講義をやったのは
初めてであります。特に「糖尿病」と

「肥満」の研究は重なる部分がいくつ
もあるのです。あまり時間をかけない
で、この講義を進めて行こうと考えて
おります。

まず、「糖尿病」に関する統計で
すが、2005 年の 1 年間でア

メリカに於いて 2,080 万人が「糖尿
病」にかかりました。これはアメリカ
の全人口の 7％に当たります。アメリ
カでは全体の病気の死因の 6 番目に
位置しています。しかし、これはある
意味で、低く見積もられた統計だと思
われます。人が病気で死ぬとき、通常
は「糖尿病」で死んだと診断されない
のです。その「糖尿病」による合併症
で亡くなるわけです。例えば、「糖尿
病」が原因で腎臓が腎不全になるわけ
です。そういう時の死因は「腎不全」
と診断されるわけで、「糖尿病」とは
書かれないわけです。そういったこと
を踏まえると、死因の 6 番目という
のは本当ではなくて、もっと高い位置
に入るはずです。

「糖尿病」について考える時に、
二つの型がありまして、Ⅰ

型とⅡ型に分けられます。「Ⅰ型糖尿
病」というのは、これは「自己免疫疾
患」なのです。膵臓のベータ細胞が破
壊されまして、インスリンを分泌でき
なくなるのです。通常「Ⅰ型糖尿病」
と診断されるのは若い頃です。子供に
多くて、インスリンを打たなくてはな
らなくなります。体内でインスリンが
作り出されなくなってしまうので、注
射で補わなければいけないのです。何
故「Ⅰ型糖尿病」にかかる子供たちが
いるのか、本当の原因は分かっていま
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せんが、「Ⅰ型糖尿病」になる危険な
要因が挙げられています。そのひとつ
に幼い時に牛乳を摂取することが「Ⅰ
型糖尿病」の原因になっているのでは
ないかと言われています。アメリカで
は本当に一般的にみんなが牛乳を飲
んでいます。しかもこれがカルシウム
摂取に有効だと言って、身体に良いも
のだと思われているのです。

しかしこの幼い早い時期に牛乳
を飲ませてしまうと、どうい

う訳か体内の免疫の引き金を引いて、
その免疫系が膵臓を攻撃してしまう
という状況が起こってしまうわけで
す。子供のあまり早い時期に牛乳を
飲ませると、「Ⅰ型糖尿病」の原因に
なり得るということです。「Vitamin 
D」の値が低い場合も考えられます。
特に母親が「Vitamin D」の値が低い
と、その母親から生まれる子供も当然

「Vitamin D」の値が低い状態で生まれ
ます。これも「Ⅰ型糖尿病」の危険を
高める要因になっていると考えられ
ます。

もうひとつが食物アレルギーで
す。「漏れやすい消化器官」と

言われていますが、これは自然療法
家の間で言われている言葉なのです。
消化器官を構成している細胞という
のは、通常密接につながっているので
す。消化された食物が血液に入って行

く時、良いものだけが消化器官から吸
収されるはずですが、食物アレルギー
があると密接につながっている細胞
が緩むのです。まだ血液に吸収され
る状態になっていない食物の一部分
であったり、たんぱく質の状態で血
液中に入っていろんな損傷を与えて
しまうことが考えられます。そして、
血液中の免疫系がそこにあるべきで
はない、例えばたんぱく質を発見して
攻撃し始めるわけです。そのタンパク
質はもしかすると膵臓のベータ細胞
と似たような形をしているのかも知
れないのです。すると、異物を発見し
た免疫系がこれは危険なものだと認
識して膵臓までも攻撃するようにな
るというわけです。そういう訳で食物
アレルギーも「Ⅰ型糖尿病」の要因と
なり得るということです。

次に考えられるのが、児童期の
G Ⅰ感染です。幼い時に消化

器官に感染が及ぶことです。これもあ
る意味食物アレルギーと同じことな
のですが、子供の時に消化器官が感染
症にかかると臓器の中で多くの炎症
が起こってしまいます。するとこの場
合も、密接につながっていた細胞が緩
くなってしまって、同様のことが起
こってしまうということです。まだ仮
説の段階ですが、こういったことが

「Ⅰ型糖尿病」の原因と考えられてい
ます。
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しかしながら、「Ⅱ型糖尿病」と
いうのはもっと一般に蔓延し

ている病気であります。「Ⅱ型糖尿病」
の場合は、まだ体内でインスリンは作
られていて、そう意味で非インスリン
依存と言えるのですが、問題はインス
リンへの抵抗（抗インスリン）なので
す。身体でインスリンは作られてい
るのですが、体内のインスリンの効き
目が無くなってしまうのです。体内で
インスリンが作られているにも係わ
らず、同様の効果を得るためにもっと
インスリンが必要になって来るわけ
です。そういう状態が続くとインスリ
ンを作り続ける膵臓のベータ細胞が
疲弊してしまうのです。「もう、やー
めた」と言ってインスリンを作らなく
なってしまうのです。そうなると、「Ⅱ
型糖尿病」の場合も、インスリンを注
射しなくてはならなくなるのです。し
かし、幸いにも、「Ⅱ型糖尿病」とい
うのは生活スタイルと関連性があり
まして、生活スタイルを変えることに
よって、「Ⅱ型糖尿病」による損傷を
治すことが出来るのです。

「糖尿病」全体の 90％が「Ⅱ
型糖尿病」であります。「Ⅱ

型糖尿病」にかかっている人の 90％
が「肥満」の人です。ですから、「糖
尿病」と「肥満」は密接に関係して
いると言えるわけです。「Ⅱ型糖尿病」
と診断されるのは通常中年以降でしょ
うか、人生の後の方になってからです。

青い 線 で 表 し た の は 0 歳 か ら
44 歳までの人です。（画面）「Ⅱ

型糖尿病」にかかる率は比較的低いも
のです。ただし歳が進むごとに少しず
つ上がってきてはいます。赤い線の、
中年の45歳から64歳までの人は、「Ⅱ
型糖尿病」にかかる率が高くなってい
ますね。特に90年代以降顕著に上がっ
て来ています。特に高いのが緑の線の
65 歳から 74 歳までにかかる人です。
黒い線が 75 歳以上となっています。

この「Ⅱ型糖尿病」の罹患率は
上昇する一方なのです。それ

に伴って、「肥満」も大きな社会問題
になって来ています。アメリカにおけ
る肥満の図表はすでにお見せしまし
た。1990 年から 1998 年にかけてと、
特に 1998 年から 2000 年にかけての

「肥満」の上昇が激しいですよね。そ
れと同様に「Ⅱ型糖尿病」の罹患率も
グンと上がってきているのです。

なぜ「糖尿病」と「肥満」はこ
れほど密接に関係しているの

でしょうか。脂肪細胞というのがあり
まして、脂肪分がいっぱいになると、
別の違ったホルモンが分泌されて行
きます。いろんな物質が分泌されるの
ですが、レジスティン、レプティン、
TNF といった難しい名前の物質です。
その結果、血糖抑制障害というものが
起こります。通常、「糖尿病」という
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のは砂糖の摂取に問題があると考え
られています。確かに「糖尿病」にか
かった人は、どれだけの糖分を摂取
するか用心しなくてはいけませんが、

「肥満」を抑制するというのが、血糖
の抑制に非常に関係しているのです。

「糖尿病」の人がもし体重を減らすこ
とが出来るなら、「糖尿病」関連のほ
とんどの生理的な異常を部分的に後
退させる結果が見込めると言われて
います。少なくとも部分的には結果が
見込めるわけです。

しかし多くの場合は、体重を減
らすだけで、多くの効果が期

待できるのです。たとえ減量だけで、
最善の血中ブドウ糖抑制にまで至ら
なくても、栄養補助食品（サプリメン
ト）や薬への反応がはるかに向上しま
す。そういう訳で、「糖尿病」にかかっ
た人の一番大事なことは体重を減ら
すということなのです。それが出来る
ならば、身体に及ぼした多くの損傷を
修復することが出来るようになりま
す。

「糖尿病」の合併症にはどうい
うものが有りますか。心臓

病関連の病気で、「動脈硬化」が起こ
ります。視力もどんどん弱って行きま
す。神経系も損傷を受けます。手先や
足がどんどん麻痺して行きます。神経
が鈍ってくるわけですね。同時に手や

足に痛みが起こって来ます。腎臓系の
いろんな病気が起こって来ます。傷が
治りにくくなります。足の部分に潰瘍
ができてしまいます。こういったすべ
ての病気に共通の理由がありまして、

「糖尿病」にかかると血液循環が悪く
なってしまうということなのです。特
に、毛細血管の循環が悪くなります。
そのために目のあたりにある毛細血
管をとおる血液が届きにくくなって
来るのです。その結果視力がどんどん
弱って行きます。手先や足先の毛細血
管にも血液が行かなくなってきます。
だんだん痺れたり、何も感じなくなっ
てきたり、そしてのちには痛みを生じ
てきます。

腎臓に関しては、腎臓の各細胞
に行き渡る毛細血管があっ

て、血液そのものも腎臓を通ってきれ
いにされるのです。ですから、血液
が毛細血管を通りにくくなってしま
うと、腎臓の障害が起こって来ます。
腎臓の障害が起こると、尿にブドウ糖
が入って行きます。「糖尿病」の場合、
尿に糖分が入っているかどうか検査
しますね。そして、いろんな怪我（外
傷）をすると、毛細血管を通って血液
が届きにくくなるので、傷が治りにく
くなるのです。足の潰瘍も治りにくく
なります。血液が行かなくなるので傷
が治らないのです。ホワイト夫人はこ
のように言っています。「完全な健康
は完全な血液循環に係っている」と。
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「糖尿病」によって、そういった健全
な循環が妨げられるような損傷を受
ける―破壊されてしまうわけです。そ
の結果、このひとつの原因によってあ
りとあらゆる問題が生じてきます。

「メタボリック症候群」という
のがありますが、日本でも

「メタボ」、「メタボ」と言われますよ
ね。意味が分からず使っている人もい
るのではないでしょうか。これはただ
単に「糖尿病」に関するだけのもの
ではなくて、いろんな健康状態を調べ
て、そして「メタボリック症候群」で
すよと診断されるわけです。そのひと
つが「ブドウ糖耐性障害」と言われる
もので、「Ⅱ型糖尿病」になるとイン
スリンの数値が高くなるので、体内の
ブドウ糖の値を抑制しようとしてど
んどん体内でインスリンが作られる
のです。そして、高血中コレステロー
ルになります。高血圧にもなります。
上半身が肥満になります。こういった
ものが係わって体内の血液循環が非
常に貧弱になるのです。

私たちはどのように「糖尿病」
を予防し、また「糖尿病」になっ

た場合、どのような治療ができるの
でしょうか。「ニュースタート」の最
初は何でしたか？「Nutrition―栄養」
でしたね。これがどんな病気でも大事
な基本的なものになります。「グリセ
ミック指標」というのがあって、これ

はどんな炭水化物を摂取しているか
というものです。「糖尿病」にかかっ
た場合、どんな種類の炭水化物を摂取
しているか、用心しないといけないの
です。「グリセミック指標」の指数が
高ければ高いほど、食物に多くの糖分
が含まれているということです。多く
の「糖尿病」患者がこの指標に基づい
て、どんな食べ物を体内に摂取したら
いいか、そういった指導を受けるわけ
です。

しかし、少々こんがらかってし
まうこともあるのです。この

「グリセミック指標」だけを見ると、
間違った方向に行くこともあり得ま
す。（画面）ここで表わされている中
で、最悪の食べ物として挙げられてい
るのが「加熱後のじゃがいも―9 ３」
と書かれてあります。「加熱したパー
スニップ」が97となっています。「パー
スニップ」は野菜の「白カブ」です。
こういった食物が、グリセミック「指
数」がもっと高いということになって
いますが、数値の低いものに「ソフ
トドリンク」というものが有ります。
68 ですね。しかし、ソフトドリンク
のソーダ類やジュース類はたくさん
の砂糖が入っていますので「糖尿病」
にいいはずがありません。カブやジャ
ガイモの数値が高くなって、どうして
ソフトドリンクの数値が低くなって
いるのでしょうか？　ですから、この
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指数だけに頼るというのも問題なの
です。誤った方向に行きかねません。
アメリカに於いて、多くの「糖尿病」
患者が、グリセミック指数だけで教育
されてしまって、いろんな悪い結果が
出てきています。

ですから、別の数字を見る必要
がありまして、これが「グリ

セミック荷重」と言われるものです。
グリセミック「指数」は、どれだけ速
やかに、中に含まれている糖分が体内
に入って行くかということを表わし
たものです。グリセミック「荷重」と
いうのは、１人分の実際（食品）の砂
糖の量を表わしたものです。そして、
どれだけの糖分が血液に入って行く
かということです。こういったことか
ら、１人分の食事でどれだけの糖分が
実際に血液に入って行くかを計るわ
けです。「加熱したパースニップ―白
カブ、２分の１カップ」、糖分が多く
含まれていて、血液にその糖分が入っ
て行ったとしても、2 分の 1 カップの
少量ですので、実際に血液に入って行
く糖分は少なくてすむのです。また

「カブ」には多くの繊維も含まれてい
ます。この繊維質はブドウ糖が血液に
速やかに入って行くのを妨げてくれ
るのです。グリセミック指数の 97 と
比べるとグリセミック荷重は 8 となっ
ています。

ソフトドリンクに注目してみま
すと、グリセミック指数 68

は比較的低くてもグリセミック荷重
34.7 は非常に高いことが分かります。
ですから、グリセミック「指数」、グ
リセミック「荷重」の両方を比較し、
見て行く必要があるのです。

しかし、「糖尿病」の予防、また
は治療は「砂糖」だけが係わ

る物ではないのです。「砂糖」よりも
どれだけの「油分」を摂るか摂らない
かが重要になって来ます。実際に「糖
尿病」の助けになる「油」というの
がありまして、例えば、オリーブ油、
亜麻仁油、堅果類、種です。こういっ
たものに含まれている「油」というの
は「糖尿病」患者に良いものです。太
り過ぎで「糖尿病」がある人の中には、

「油分」の全部を摂らない方が良いと
考える人がいるかも知れませんが、し
かし太り過ぎの女性であったとして
も、毎日、堅果類少量を消費する人は

「Ⅱ型糖尿病」にかかる危険が低下し
たそうです。オリーブ油、亜麻仁油、
堅果類、種などの油は「糖尿病」の予
防にも効果的だということが分かっ
ています。このような「油」は、体内
の炎症を下げてくれるのです。

一方では「悪い脂」がありまし
て、飽和脂肪、動物性脂肪、

先ほどお話しました、トランス系脂肪
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酸で、その代表がマーガリンですね。
こういった類の「脂」は完全に取り除
いた方が良いです。飽和脂肪というの
は室温で固まる脂です。室温で固まっ
ている脂は何であっても使わない方
が良いです。ひとつだけ例外を上げる
としたらココナッツ油です。このヤシ
の油は室内でも固まります。しかし、
その他の飽和脂肪と比べると、ココ
ナッツ油というのは、体内で違った処
理がされます。そしていろんな点で有
効であるということが分かっていま
す。「アルツハイマー」の時にココナッ
ツ油についてお話しましたが、「アル
ツハイマー」にも有効だと考えられて
います。また「アルツハイマー」その
ものを「Ⅲ型糖尿病」と呼んでいる専
門家もいます。ですから「アルツハイ
マー」の治療に有効なものは「糖尿病」
の治療にも有効だと言えるわけです。

いずれにしましても、これらの
「悪い脂」は、細胞間の連絡

を邪魔してしまうような影響を及ぼ
します。「アルツハイマー」に関して
は、脳細胞が互いに連絡を取れなく
なるという状態になります。その結
果「認知症」になったりするわけです
ね。「糖尿病」に関してもこういった
状態が体内で起きていると考えられ
ています。マーガリンなどの代わり
に、「多価不飽和の油」を用いると「糖
尿病」になる危険を 40％減らせると

いいます。その代わりになると言われ
ている「油」が室温で液体の状態の油
です。パンなどに塗るマーガリンの代
わりに、液体の油を塗ったら良いので
す。マーガリンほどおいしく無いかも
知れませんが、似たような味を出して
くれます。ただこれを実行することだ
けで、「糖尿病」にかかる危険を 40％
も減らしてくれるのです。

次に見て行きたいのが「微量栄
養素」です。「クロミウム」と

いうミネラルがあり、ブドウ糖を抑制
するために、その酵素に「クロミウム」
が必要だというのです。ですから、毎
日この「クロミウム」が少量必要と
なって来るのです。アメリカでは糖分
を減らすために「ステビア」というも
のが多く用いられています。糖分 0、
カロリー 0 と謳われていますが、多
くの場合「糖尿病」患者に関しては、

「ステビア」に「クロミウム」が加え
られています。「クロミウム」を食物
から得ようと思うならば、レタスの種
類の食物、生玉葱、完熟トマト、食
物酵母（ブルワーズイースト）、ジャ
ガイモ、全粒穀物です。これを毎日
200 ～ 400㎍（マイクログラム）必
要だそうです。

他にも大切な「Vitamin」があり
まして、「Vitamin B₃」と言わ

れているものです。これに関して興味
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深い研究がありまして、初期の段階で
あるならば、「Vitamin B₃」が「糖尿
病」を治癒に至らせる可能性があると
も言われています。幼い子供がかかる

「Ⅰ型糖尿病」の場合、初期の段階で
「Vitamin B₃」を摂取すると有効だと
いうわけです。この体内の細胞が膵
臓のベータ細胞を攻撃し始める時に、

「Vitamin B₃」のサプリメントを摂る
とこの破壊活動を止めることが出来
るかもしれないのです。しかし、ある
研究者によると、すでにベータ細胞が
破壊されていたとしても、これを覆し
て再生することが出来るとも言われ
ています。これは「Ⅰ型糖尿病」にとっ
ては非常に良いニュースなのです。

栄養に関して他に有効だと言わ
れているものは、１日に 30

～ 40g の「繊維質」を摂ることです。
これは「心臓病」や「癌」の危険を下
げるにも同様の数値なのです。食事に

「繊維質」を増やすというのは多くの
病気にとって、有効な予防法になりま
す。繊維を増やすと腸からブドウ糖が
吸収される速度を遅くすることが出
来るのです。では、「繊維質」を摂る
最善の方法は何でしょうか？食事に
よってでしょうか？栄養補助食品（サ
プリメント）によってでしょうか？ど
ちらも効果があるのですが、ここに研
究結果が出ています。結構良い食生活
をしている「糖尿病」の人に繊維のサ

プリメントを摂らせますと、インスリ
ンの投与量が 3 分の 1 に減ったそう
です。これはかなりいい結果ですね。
しかし、サプリメントの代わりに、食
生活そのものを改革して「繊維質」を
多く摂った「糖尿病」の人の場合はど
うかと言いますと、60％がインスリ
ンの投与を完全に必要としなくなり
ました。別の 40％はインスリンの投
与が大幅に減少したそうです。サプリ
メントであれ、食事改革であれ、どち
らも効果がありますが、食事を変えて

「繊維質」を多めに摂った方がさらに
良い結果が出たということです。

「肥満」の講義の時に「ゴー
ヤー」のことを言及しまし

たが、「ゴーヤー」の中には植物イン
スリンが含まれているのです。病院で
もらうインスリンよりももっと安全
なインスリンです。ですから、「ゴー
ヤー」を食べる時に自然のインスリ
ンと思ったらいいです。私のバスティ
ヤ大学時代の先生は 2 オンス（約 60
㏄）のゴーヤージュースを毎日飲むよ
うに勧めています。しかし、アメリカ
人には、ゴーヤーの苦さは受けないの
です。アメリカで講義をするためにア
メリカ人にゴーヤージュースのサン
プルを紹介しまして、彼らにそれを
飲ませてみるのも非常に面白いです。
しかし、沖縄ではこれは生でそのまま
食べるのですよと話します。大学の先
生がゴーヤージュースの味を良くす
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るのは無理だとおっしゃいました。こ
のジュースの味をよくするためにい
ろんなものを加えたとしたら、かえっ
て味を悪くしてしまうと言います。こ
れは「妙薬は口に苦し」と思って、「ぬ
ちぐすい（命の薬）」と思って飲めば
良いわけです。沖縄の人は先端を行っ
ていますよね。

他にも「糖尿病」に有効な薬草
があります。そのひとつが「ク

ワの実」です。この「クワの実」につ
いての研究がなされたのですが、それ
によると、通常用いられている薬より
もいい効き目があったということが
分かりました。さらに効果がありまし
て、コレステロールや中性脂肪が高い
場合も下げてくれる作用がありまし
た。「糖尿病」や「心臓病」も関連し
ていることをお話しましたよね。この

「クワの実」を摂るだけで非常に良い
結果が期待できるわけです。

これもある研究によるもので
す。（画面）「ミクロナーゼ」

という薬と「クワの実」とを比較し
たものです。これは残念なことに「ク
ワの実」ではなくて、「クワの乾燥し
た葉」です。血中のブドウ糖が健全な
状態かということを示しているのが、
A1C と い う 単 位 で す。 薬 を 摂 る と
12.5 から 12.4 に少し下がっただけで
す。A1C というのは少しの変化だけ

でも良いことなので、薬も効果はある
と言うことが出来ます。しかし、「ク
ワの乾燥した葉」についてはどうで
しょう。12.5 から 11.2 に下がってい
ることが分かります。薬よりも良い結
果が出ていると言えるわけです。ここ
で「クワ」がどれだけ容易に手に入る
かわかりませんが、これも有効な薬草
と言うことが出来ます。「糖尿病」に
有効と言われる様々な「薬草」がある
わけですが、もうすでに紹介した「薬
草」が広く一般的に用いられていて有
効なものであります。

「糖尿病」に有効なのがもちろ
ん「運動」であります。「運

動」によって血糖をコントロールする
ことが出来るようになります。「イン
スリン過敏症」も改善するとことが分
かっています。まだ体内で少しばかり
のインスリンが作られていても、「運
動」することによって、この少量のイ
ンスリンでも有効に体内で使うこと
が出来るようになって来ます。何故

「運動」が「糖尿病」に効果があるの
かということですが、当然「運動」す
ると体内の脂肪分が減りますよね。そ
して、この脂肪細胞から生産される多
くの悪いものが阻止されるわけです。
繰り返しますが、1 週間に 5 日で、1
日 30 分以上の「運動」を心掛けて下
さい。
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「糖尿病」と「ストレス」につ
いてですが、「ストレス」

の値が高ければ高いほど、血糖値も高
くなります。「ストレス」に晒されて
いると、身体は「ストレス」と戦うか、
そこから逃げようか、どちらかの手段
を取ろうとするわけです。戦おうが、
逃げようが、エネルギーを必要とし
ますので、糖分を必要としてきます。
しかし、いつも慢性的に「ストレス」
を受けていると、糖分が燃やされなく
なって来て、「糖尿病」にかかる危険
率がグンと高まってしまいます。「糖
尿病」にかかっている人は、「ストレ
ス」の値も下げる必要があるのです。

「糖尿病」にかかっていなくても予防
の為に「ストレス」を下げる必要があ
ります。「腹式呼吸」についてはすで
に申し上げましたが、「ストレス」の
緩和に有効ですね。

繰り返しますが、最高の「スト
レス」を下げる手段は、この

いろんな人生の重荷をイエス・キリ
ストのもとに委ねるということです。
先週も歌いましたが、セミナーの終わ
りによく家族で歌う歌を紹介したい
と思います。

「恐れおののく神の子よ、キリ
ストはあなたを見守ってお

られる。あなたが誘惑を受けておられ
るのならば、キリストはあなたを救っ
てくださる。あなたが弱ければ、強

くしてくださる。無知であれば、知
識を与えてくださる。傷つけられた
ならば、彼はいやしてくださる」（ミ
ニストリー・オブ・ヒーリング 46 ‐
47）。

皆さんの誘惑、弱点が何であろ
うと、どんな肉体の病気を抱

えておられたとしても、神様は、「わ
たしがあなたを癒そう」と言っておら
れるのです。この人生に於いて、どん
な「ストレス」を抱えていようとも、

「わたしがあなたの答えとなりましょ
う」と言ってくださっています。……

（歌）

ひざまずいて終わりのお祈りを
しましょう。「天のお父様、健

康について学びの機会が与えられま
したことを感謝致します。ここにおら
れる方、特に病気に悩んでおられる
方々がいらっしゃいましたら、その人
たちの為に祈りたいと思います。どう
ぞ、彼らの近くに来られて助けてあげ
て下さい。あなたの癒しの力に頼り、
そして完全に安んじることが出来ま
すように助けて下さい。あなたが教え
られた方法を用いて、最善を尽くすこ
とが出来るように助けて下さい。そし
て何よりも、全ての重荷をあなたのみ
下に投げ出すことが出来ますように。
あなたが私たちを、愛して下さり、私
たちの面倒を見て下さるということ
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を知った上で、完全な平安、喜びを心
に得ることが出来ますように。イエス
様のみ名を通してお祈りいたします。
アーメン」。


