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　　　 海の森づくり第4回こんぶサミット
PART Ⅱ　シンポジウムテーマ　：海藻類とヨウ素
　　　　　　　【趣旨説明】

　持続的な「海の森づくり」のためには、その生産物の利活用が欠かせません。そして、こんぶにはいろんな
成分が含まれており、その利活用の方策も多様です。そこで、特に特徴的なグルタミン酸、アルギン酸、ヨウ
素に注目しながら、昨年当協会では、始めての海の森づくり産マコンブの成分分析を実施しました。その
結果、長崎県壱岐産の海の森づくりマコンブは北海道産真昆布と大きな違いがある事を発見しました。
マコンブの成分は、その成長段階や環境の違いに大きく影響されています。一方、世界的な注目を集めて
いるヨード欠乏症対策や放射能被爆対策にしても、自然的・地理的・文化的影響を受け、万能的方法はあ
りません。
　したがって、ヨード欠乏症対策や放射能被爆対策は、地元の環境に合ったきめ細かな対応が要求され
ております。つまり、歴史的教訓を生かし、良い方法があれば、積極的に活用し、ネットワーク化して情報を
交換し、それぞれの問題解決に叡智を結集しなければなりません。今回は、世界のヨード欠乏症対策に
直接携わってこられた先生方のご協力を得て、このようなシンポジウムを企画させていただきました。
「こんぶ」を沢山扱う「海の森づくり」運動の中でこのような人類の生存に係る多様な人類的課題にどう係
っていったら良いかについてじっくりと考えさせていただきたいと存じます。乞う!ご期待！

【趣旨】

　今回、松田惠明先生の御依頼の下に「海の森づくり第４回こんぶサミット、Part II シンポジウム：海藻と
ヨウ素」をいうテーマでシンポジウムを開催することとなり私がその司会を依頼された。
　プログラムに御覧になるように基調講演１～３については１として筑波大学の白岩教授に特にお願い
して「海藻とヨウ素」についての概論と先生の御研究の一部をお話し頂くこととした。
基調講演２．３．の演者は以前からの私の共同研究者で、紫芝良昌先生に「ヨウ素と甲状腺の関係並びに
世界のヨウ素欠乏・過剰問題」と題し、以前から問題になっている世界のヨウ素欠乏及び近年とくに注目
されているヨウ素の過剰問題についてお話し頂く。基調講演３は布施養善先生が現在、精力的に行なって
いる尿中ヨウ素測定を中心とした臨床医学的な研究についてお話しを頂く。
　またパネル討議では、熱田親憙先生、桑折広幸先生、オオニシ恭子先生にそれぞれのお仕事での御活躍
についてお話頂くという内容となっている。
　多くの方々に御参加頂き、意見交換や質問も含めて「海藻類とヨウ素」についての問題につき御理解を
深めて頂き、立派なシンポジウムとなることを期待している。

司会　：　入江　實　（公益財団法人成長科学協会名誉顧問）
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（基調講演１）

海藻とヨウ素
筑波大学生命環境系教授　　　白岩　善博

　　
　　ヨウ素は「文明元素」として産業利用や医療への利用が推進されるとともに、ヨウ素の動植物への影
　響についての研究もなされてきた。加えて、1986年4月のチェルノブイリ原子力発電所や2011年3月
　11日の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故により環境中に放出拡散された放射性ヨウ素
　の人体への健康影響が懸念され、多くの人々を不安に陥れた事実は記憶に新しい。
　　古くから海藻類、特に褐藻類は海水の数万倍ものヨウ素を蓄積することが知られ、その生育にはヨウ
　素の必須性も報告されている。かつて、産業利用のためのヨウ素が海藻の焼却灰から抽出されてきた
　ことも記憶に新しい。現在は海藻を原料とするヨウ素生産は他の方法に代替されるようになり、世界の
　ヨウ素生産量は年間概ね18,000tで、チリ50%（硝石など）、日本40％（ガス井戸灌水など）、アメリカなど
　他の地域で10％生産されている。
　　しかし、「海藻自身がなぜヨウ素を必要とするか？」についての科学的知見は長い間不明であった。
　すなわち、生物界におけるヨウ素の役割については、甲状腺ホルモンの中心元素としての生理機能しか
　知られておらず、ヨウ素の生理学的研究はホ乳類等の高等動物を中心に進められてきた。その結果、
　甲状腺を持たない動物や植物、藻類等のヨウ素に関わる報告は極めて限定されたものとなってきた。
　　しかし近年、褐藻類のヨウ素のヨウ素蓄積と生理的意義について大きな進展があった他、演者らの
　研究グループにより微細藻類とヨウ素の新たな関係が明らかとなった。そこで、本シンポジウムでは藻類
　のヨウ素利用についてそれらの知見を総合して概説する。

　

　　
　　近年、長らく不明のままであった褐藻類のヨウ素の取り込みや生理的意義、細胞内の蓄積形態につ
　いて、大きな情報がもたらされた。ヨウ素の取り込みについては、アポプラストと呼ばれる細胞膜の外側
　の領域におけるハロペルオキシダーゼやヨウ素のトランスポーターの働きによる蓄積機構の存在が発
　見された。また、細胞内のヨウ素は水和だけでなく、炭水化物やポリフェノール、タンパク質等の生体高
　分子と非共有結合的に結合して存在していることが分かり、コンブ類におけるヨウ素の生理学的意義と
　して、オゾンやヒドロキシラジカルなどの活性酸素の消去に用いられることが提唱されている。

　

プロフィール

（基調講演１　つづき）

　新潟大学理学部（学士）、東京教育大学（修士）、東京大学
理学系研究科（博士）を経て理学博士を取得（1979年）。
　日本学術振興会奨励研究員、新潟大学理学部助手、
同助教授を経て筑波大学生物科学系教授（1997年）。
生命環境科学研究科長を経て、現在生命環境系長、
大学執行役員。専門は植物代謝生理学。
微細藻類の光合成炭素代謝、CO2濃縮機構、バイオミネラリ
ゼーション機構の研究。
現在、海洋微細藻類バイオマス・バイオエネルギー生産を
課題にJST/CREST研究代表。
マリンバイオテクノロジー学会会長を歴任。
URL: http://plmet.biol.tsukuba.ac.jp/

白岩　善博　（しらいわ　よしひろ）　

１．コンブ類におけるヨウ素の役割

　　
　　海洋は地球上のヨウ素の7割を擁するヨウ素の巨大なリザーバーである。しかし、そのほとんどが海洋
　堆積物中に局在し、海水中にはその1%程度しか存在しない。同じハロゲンである塩素の7割以上が海水
　中に存在することと比較すると、この差違は際立っており、海水中から海底への輸送機構の存在が推察
　される。珪藻等でヨウ素の取り込みや蓄積が報告されていることから、微細藻類を基点とした生物ポン
　プの関与が考えられる（ヨウ素の海底への移動への藻類の寄与）。
　　海洋におけるヨウ化物イオン（I ）とヨウ素酸イオン（IO3 ）の分布は表層と深層で異なる。その変化
　に藻類やバクテリアなどの生物が関与していると考えられており、実際、ヨウ素の酸化や還元機能を有
　するバクテリアや藻類が報告されている（ヨウ素の酸化と還元への藻類の寄与）。
　　海洋からのヨウ素の揮発、ヨウ素のグローバルな移動や気象現象などに微細藻類の関与が推定され
　ており、実際、円石藻や珪藻によるCH3Iの生成が報告されている（ヨウ素の揮発への藻類の寄与）。
　　ヨウ素は甲状腺ホルモンの中心元素としてほ乳類等の必須微量元素の一つであるが、海洋生物に
　おいても、ウニの幼生が成体へと変態するために必要とされている。この場合、エサとなる珪藻に含ま
　れるヨウ素を含む甲状腺ホルモン様物質が不可欠であり、海洋生物のヨウ素利用に微細藻類が大きく
　関与していることが示唆されている（海洋生物のヨウ素利用への藻類の寄与）。

２．海洋性微細藻類におけるヨウ素の海洋学的・地球化学的役割

　　
　　微細藻類とヨウ素の密接な関係については上述の通りであるが、陸上植物では、ヨウ素はイネの赤
　ガレ病の原因物質となる有毒元素と考えられたことから、陸上植物はもとより藻類においても生理学
　的な報告はほとんど無い。
　　このような状況の中で、演者等は高濃度のヨウ素の存在下での微細藻類の増殖について研究を行
　い、高濃度ヨウ素の増殖に与える影響には、「阻害」、「無害」、「促進」の3種類が存在し、その影響は生
　物種とヨウ素の化学形態に依存することを明らかにした。
　　さらに、高度にヨウ素を吸収・蓄積する能力を有する微細藻類の取得と同定を試み、ヨウ素の高度
　濃縮株の取得に成功した。当該藻のヨウ素の最大濃縮係数はおよそ2000倍であり、コンブ類の数万
　倍には及ばないものの、動物の甲状腺や緑藻アオサの数十～数百倍の濃縮活性よりは高く、ヨウ素濃
　縮能を有するバクテリアの5,500倍に匹敵するものであった。

３．微細藻類によるヨウ素の役割と濃縮

　　
　　微細藻類によるヨウ素蓄積の研究は、当研究室の岩本浩二准教授との共同研究として実施してきた
　ものである。そのため、本講演要旨および講演内容について、岩本氏の多大なる協力を得た。尚、岩本
　氏はマレーシア工科大学（UTM）マレーシア―日本国際工科院（MJIIT）（日本型教育の導入を目的に
　設立されたマレーシアと日本との共同設置の国立大学で、マレーシア・クアラルンプール市にある。
　小泉首相―マハティール首相会談で発案され、鳩山首相―ナジブ首相会談で具体化が合意され実現。
　日本の25大学がコンソーシアム校として協力中。）の准教授として筑波大学から長期派遣されることが
　決定済みで（2014年9月1日付赴任）、藻類の研究と教育において、日本とマレーシアの懸け橋となる
　役割が期待されており、同氏の健闘を祈ると共にここに深く感謝する。

４.  謝辞
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（基調講演１）

海藻とヨウ素
筑波大学生命環境系教授　　　白岩　善博
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（基調講演２）

ヨウ素と甲状腺の関係並びに世界のヨウ素欠乏・過剰症問題
元日本甲状腺学会理事長　　　紫芝　良昌

１．はじめに
　　ヨウ素は地球上で分布が極めて不均等であるから、陸上生物にとって不足しがちな微量元素である。
　人間でもヨウ素の不足が健康障害をもたらすことは古くから知られており、特に氷河で地表を削られた
　山岳地帯において、甲状腺腫・発育障害・知的発達の障害を伴うクレチン症として注目された。これを
　防止するために国際的な組織（ヨウ素欠乏症対策国際会議ICCIDD）が組織され、ヨウ素が食塩に混じ
　て供給されるようになり、クレチン症を生ずる地域は激減し、対策も確立された。
　　一方、ヨウ素の過剰も健康障害をもたらすことは比較的最近になって注目され北海道海岸地方の海岸
　性甲状腺腫（coastal goiter）では甲状腺腫と甲状腺機能低下とを伴い、コンブの多食を止めると回復する。
　これらの事から、ヨウ素と人間の健康障害との間の関係は概念的にはヨウ素量が至適濃度から低すぎ
　ても高すぎても健康障害が増すようなU字型になる。近年の調査で世界諸地域での甲状腺疾患の病型
　や頻度を決める最も重要な因子がヨウ素の摂取量であることが明らかにされ、これらに対する合理的な
　対応が可能となった。

２．ヨウ素摂取量
　　WHOでは地域や集団のヨウ素摂取量は、尿中ヨウ素濃度中央値に反映されるとして、判定の基準を
　決めている。すなわち、20μg/L以下を著しい不足、50μg/L以下を中等度の不足、100μg/L以下を
　軽度の不足、100-200μg/Lを至適量、200-300μg/Lを軽度過剰、300μg/Lを過剰としている。我々も
　WHOとの共同研究の成績から、このヨウ素摂取至適量が学童の甲状腺の大きさを最小にする量である
　ことを確かめている。
　　日本人のヨウ素に関する栄養所要量（推奨量、厚労省2015）は、成人は130μg（妊婦＋75、授乳婦は
　+100μg）上限量：3mg（3000μg）。集団のヨウ素摂取量推定法としてスポット尿のヨウ素濃度が多用
　される。同時にクレアチニン濃度を測定して、１ｇあたりのヨウ素量で摂取量を表すことがある。これと
　ても理想的な方法であるとは言い難い。

プロフィール

（基調講演２　つづき）

1959年東京大学医学部医学科卆
1964年同大学院第一臨床専攻博士課程修了
1965-1968年UCLA－Medical Center勤務・1984-1985年NIHにて研究
1997年日本内分泌学会年次学術総会会長
2000-2004年日本甲状腺学会理事長
1968年-2001年虎の門病院内分泌部長・分院長・副院長を歴任
2001-2005年三宿病院院長

３．ヨウ素摂取量が大きく影響する甲状腺疾患の種類と有病率
　 　世界規模でヨウ素摂取量と甲状腺疾患の関係が検討された結果、地域住民のヨウ素摂取量が、地域
　での甲状腺疾患の種類と頻度を決めている事が明らかにされた。ヨウ素摂取過剰の地域では潜在性を
　含め甲状腺機能低下症が多く、これらは特に高齢者において顕著である。逆にヨウ素摂取軽度欠乏地域
　では甲状腺機能亢進症が病変の主体であるとの結論は予想外のものであったため、以下に詳細に紹介する。
　
　１）ヨウ素摂取中等度不足地域の年齢別の甲状腺機能亢進症・機能低下症の有病率を図aに示す。TSH
　（甲状腺刺激ホルモン）が0.4mU/L以下のものは女性で10.5%、男性で6%であり、顯性の甲状腺機能亢
　進症が女性の3%に見られた。 残りのTSH低下例（女性の9.2%、男性の3.2%）はsubclinical hyperthyroidism
　である。一方、TSHが正常上限5mU/L(L当りに含まれるTSHの量で1国際単位の千分の一)を上回る例は
　男女ともに3%以下でごくすくない（海外データ）。
　
　２）ヨウ素摂取量軽度過剰地域： TSH濃度が0.4の正常下限を下回るもの、甲状腺機能亢進例はごく少
　なく、一方、TSHが5mU/L(L当りに含まれるTSHの量で1国際単位の千分の一)を超える例は女性の20%、
　TPO-Aｂ、TG-Aｂ（甲状腺特異蛋白である過酸化酵素、サイログロブリンに対する抗体であり、慢性甲状腺
    炎のマーカー）は女性で約20%、男性で10%前後陽性で、またヨウ素供給が適正または軽度過剰である
　地域では、高齢者の subclinical hypothyroidismが主要な甲状腺病変であることが分かる。

　
　
　

４．ヨウ素欠乏に対する新たな懸念と対策
　　多くの地域でヨウ素の供給が食塩に添加することによって行われているため、高血圧等に対する
　食塩制限がヨウ素欠乏の原因になり、対策が必要とされる事態が起きている。
　これらの諸問題について、現状を概観したい。

紫芝　良昌

　３）ヨウ素欠乏地域にヨウ素補給を行うことによる甲状腺機能亢進症の発生
　ヨウ素欠乏に対抗するもっとも有力な手段は、食塩に（一部の地域ではパンに）ヨウ素を混入する
　ことであり、各国とも、政府レベルでこの問題に取り組んでいる。ところが1990年台になって、この
　ヨウ素供給が大量に甲状腺機能亢進症を発生させる場合のあることが報告された。最初の大規模な
　報告例はオーストラリアのタスマニア地方で、パンにヨウ素を混入した結果、1-2年後から約10年後
　にかけて、同地域での甲状腺機能亢進症の発生の増加を見た。これは40才以降の高齢の人に多く、
　ヨウ素不足により、多発性甲状腺腺腫を来していたような症例に多量のヨウ素が供給された結果、
　ホルモン合成が亢進して生じたものである。アフリカ諸国でも、中国でも、同様の報告が散見される。
　地域のヨウ素欠乏の程度・期間・年齢構成などの要因を十分に考慮して、ヨウ素添加量を定めるなど
　の配慮をすれば甲状腺機能亢進症の発生は防げる可能性がある事から諸国はモニタリングに注意
　を払っている。

図ｃに示すように、加齢によって、特に60才以上の高齢者で甲状腺機能低下症の頻度が増加し甲状
腺機能亢進症の頻度を上回ることが分かる（海外データ）。このような傾向は本邦の研究者によって
も繰り返し報告されているものであり、わが国ではヨウ素欠乏によるよりも、過剰により健康障害の
懸念が特に高齢者で存在することに注目する必要がある。
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　WHOとの共同研究の成績から、このヨウ素摂取至適量が学童の甲状腺の大きさを最小にする量である
　ことを確かめている。
　　日本人のヨウ素に関する栄養所要量（推奨量、厚労省2015）は、成人は130μg（妊婦＋75、授乳婦は
　+100μg）上限量：3mg（3000μg）。集団のヨウ素摂取量推定法としてスポット尿のヨウ素濃度が多用
　される。同時にクレアチニン濃度を測定して、１ｇあたりのヨウ素量で摂取量を表すことがある。これと
　ても理想的な方法であるとは言い難い。

プロフィール

（基調講演２　つづき）

1959年東京大学医学部医学科卆
1964年同大学院第一臨床専攻博士課程修了
1965-1968年UCLA－Medical Center勤務・1984-1985年NIHにて研究
1997年日本内分泌学会年次学術総会会長
2000-2004年日本甲状腺学会理事長
1968年-2001年虎の門病院内分泌部長・分院長・副院長を歴任
2001-2005年三宿病院院長

３．ヨウ素摂取量が大きく影響する甲状腺疾患の種類と有病率
　 　世界規模でヨウ素摂取量と甲状腺疾患の関係が検討された結果、地域住民のヨウ素摂取量が、地域
　での甲状腺疾患の種類と頻度を決めている事が明らかにされた。ヨウ素摂取過剰の地域では潜在性を
　含め甲状腺機能低下症が多く、これらは特に高齢者において顕著である。逆にヨウ素摂取軽度欠乏地域
　では甲状腺機能亢進症が病変の主体であるとの結論は予想外のものであったため、以下に詳細に紹介する。
　
　１）ヨウ素摂取中等度不足地域の年齢別の甲状腺機能亢進症・機能低下症の有病率を図aに示す。TSH
　（甲状腺刺激ホルモン）が0.4mU/L以下のものは女性で10.5%、男性で6%であり、顯性の甲状腺機能亢
　進症が女性の3%に見られた。 残りのTSH低下例（女性の9.2%、男性の3.2%）はsubclinical hyperthyroidism
　である。一方、TSHが正常上限5mU/L(L当りに含まれるTSHの量で1国際単位の千分の一)を上回る例は
　男女ともに3%以下でごくすくない（海外データ）。
　
　２）ヨウ素摂取量軽度過剰地域： TSH濃度が0.4の正常下限を下回るもの、甲状腺機能亢進例はごく少
　なく、一方、TSHが5mU/L(L当りに含まれるTSHの量で1国際単位の千分の一)を超える例は女性の20%、
　TPO-Aｂ、TG-Aｂ（甲状腺特異蛋白である過酸化酵素、サイログロブリンに対する抗体であり、慢性甲状腺
    炎のマーカー）は女性で約20%、男性で10%前後陽性で、またヨウ素供給が適正または軽度過剰である
　地域では、高齢者の subclinical hypothyroidismが主要な甲状腺病変であることが分かる。

　
　
　

４．ヨウ素欠乏に対する新たな懸念と対策
　　多くの地域でヨウ素の供給が食塩に添加することによって行われているため、高血圧等に対する
　食塩制限がヨウ素欠乏の原因になり、対策が必要とされる事態が起きている。
　これらの諸問題について、現状を概観したい。

紫芝　良昌

　３）ヨウ素欠乏地域にヨウ素補給を行うことによる甲状腺機能亢進症の発生
　ヨウ素欠乏に対抗するもっとも有力な手段は、食塩に（一部の地域ではパンに）ヨウ素を混入する
　ことであり、各国とも、政府レベルでこの問題に取り組んでいる。ところが1990年台になって、この
　ヨウ素供給が大量に甲状腺機能亢進症を発生させる場合のあることが報告された。最初の大規模な
　報告例はオーストラリアのタスマニア地方で、パンにヨウ素を混入した結果、1-2年後から約10年後
　にかけて、同地域での甲状腺機能亢進症の発生の増加を見た。これは40才以降の高齢の人に多く、
　ヨウ素不足により、多発性甲状腺腺腫を来していたような症例に多量のヨウ素が供給された結果、
　ホルモン合成が亢進して生じたものである。アフリカ諸国でも、中国でも、同様の報告が散見される。
　地域のヨウ素欠乏の程度・期間・年齢構成などの要因を十分に考慮して、ヨウ素添加量を定めるなど
　の配慮をすれば甲状腺機能亢進症の発生は防げる可能性がある事から諸国はモニタリングに注意
　を払っている。

図ｃに示すように、加齢によって、特に60才以上の高齢者で甲状腺機能低下症の頻度が増加し甲状
腺機能亢進症の頻度を上回ることが分かる（海外データ）。このような傾向は本邦の研究者によって
も繰り返し報告されているものであり、わが国ではヨウ素欠乏によるよりも、過剰により健康障害の
懸念が特に高齢者で存在することに注目する必要がある。



（基調講演3）

ヨウ素に関連する臨床医学的課題
ヨウ素関連調査研究委員会委員長　布施養善

はじめに
　ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に必須の栄養素であり、その摂取不足および過剰のいずれも甲状腺
機能異常を主としたさまざまな病態を引き起こす。ヨウ素欠乏症は世界においては現在でも重要な疫学的
問題である。日本においては集団レベルでのヨウ素欠乏症は存在せず、特殊な疾患状況や食事習慣による
個人レベルでのヨウ素欠乏症は報告されている。
　ヨウ素欠乏症の代表的な症状は甲状腺の腫大（甲状腺腫）であるが、英国のマクレンドンは1920-30年代
には世界中の多くの地域で食品と水中のヨウ素を測定し、環境や食品中のヨウ素濃度と甲状腺腫との関連
を証明した。マクレンドンは日本も訪れ、世界中で日本は甲状腺腫がほとんど見られない唯一の国であると
1933年に報告している。しかし北海道海岸地方には古くから甲状腺腫が多いと言われており、1899年には
最初の報告がなされている。その後1960－70年代に海藻類の過剰摂取による甲状腺腫の症例、また妊産婦
のヨウ素過剰摂取による新生児、乳児の甲状腺機能以上の症例などが英文で多く発表されたことから、
日本人はヨウ素摂取過剰であるという印象が定着し、現在も続いている。

ヨウ素の摂取基準
　栄養素の食事摂取基準については「推定平均必要量」「推奨量」「目安量」「耐容上限量」「目標量」の
５つの指標が設定されている。健康の維持・増進と欠乏症予防のために、「推定平均必要量」と「推奨量」
を、この２指標を設定することができない栄養素については、「目安量」を設定している。また過剰摂取に
よる健康障害を未然に防ぐことを目的として、「耐容上限量」が設定されている。ヨウ素については1999年
の「第６次改定日本人の栄養所要量」において他の６種類のミネラルとともに初めて設定された。その後
「日本人の食事摂取基準2005年版」、「2010年版」を経て、「2015年版」が発表された。ヨウ素について
「2010年版」から変更された主な点は成人の耐用上限量が2.2mg/日から3mg/日に設定したことである。
　他の微量栄養素と同じくヨウ素についても食事摂取基準を定めるための日本人についての研究報告
は充分でない。そのため策定にあたっては日本人以外についての研究結果を参考にしている。

ヨウ素摂取量の評価
　日本では栄養素の摂取状況についての全国的な疫学調査は厚生労働省が行っている国民・健康栄養
調査であるが、ヨウ素は調査項目に含まれていない。　　　
　ヨウ素摂取量を評価するには食事調査法と生体指標(biomarkers)、すなわち生化学的指標があり、
それぞれ特徴がある。食事調査法には食事記録法－摂取した食物の重量を測定する秤量法と目安量を記
録する目安量法がある－、24時間思い出し法、陰膳法、食物摂取頻度調査法(food frequency method, FFM)、
生体指標がある。ヨウ素については人体に摂取されるヨウ素の大部分は食品に含まれるものであり、また
健常人においては食物から摂取されたヨウ素の９０％以上は尿中に排泄されとされている。したがって
尿中ヨウ素濃度（urinary iodine concentration, UIC）はヨウ素摂取量を反映する優れた生体指標であり、
疫学的調査方法によってある地域集団の尿中ヨウ素濃度を測定してヨウ素摂取状況を推測し、比較する
ことが可能である。
　我々は簡便でヨウ素に特化した食物摂取頻度調査法（food frequency questionnaire, FFQ）を作成し、
各年齢層のヨウ素摂取量を評価するのに応用している。

プロフィール

（基調講演3　つづき）

昭和50年 東邦大学医学部医学科卒業、産婦人科、小児科で研修後、東邦大学医学部付属大森病院周産期
センター講師、医局長。
昭和63年から平成2年までHarbor-UCLA Medical Center小児科周産期実験室に留学。
甲状腺を中心とした内分泌学の研究をおこなう。
平成20年3月まで東邦大学医学部新生児学教室、同医療センター大森病院総合周産期母子医療センター
に勤務。日本小児科学会小児科専門医、日本産科婦人科学会産婦人科専門医
                     
入江實東邦大学名誉教授が日本にクレチン症マス・スクリーニングを導入した際に研究に協力し、その後、
同教授の指導のもとに甲状腺、ヨウ素の研究を続ける。平成15年より公益財団法人成長科学協会ヨード
欠乏症対策委員会委員、平成23年より同ヨウ素関連調査研究委員会委員長。
平成14年よりヨード欠乏症国際対策機構 ICCIDD (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders)会員、
平成25年よりICCIDD Global Network日本地区代表。平成23年より日本甲状腺学会臨床重要課題「日本人のヨウ素栄養状態
の全国実態調査と甲状腺疾患との関係」委員長

日本人のヨウ素摂取源と摂取量
　栄養調査法によって推測したヨウ素摂取源はFFQ法では海藻類80.6%、魚介類 5.9%、加工食品類13.5%、
秤量法では87.8%が藻類からと報告されている。日本以外の国ではヨウ素摂取源はヨウ素添加食塩、乳製品、
パン、海産物が主である。
　ヨウ素を多く含んだ食品の消費量からヨウ素摂取量を推測する試みもある。Nagatakiは2006年の総務省
家計調査と日本昆布協会によるこんぶ消費量の両者から日本人の海藻からのヨウ素摂取量を１日平均1.2mg
と推定している。同じ方法で「こんぶ」、「こんぶつくだ煮」、「わかめ」からの１日ヨウ素摂取量を合算すると
摂取量は約1.5mgと計算される。厚生労働省の国民・健康栄養調査では過去９年間の藻類の摂取量（１日
１人あたりの平均値）は、14.3から10.0g（平均11.8g）で、これから計算するとヨウ素摂取量は１日206.5µg
と計算される。このように藻類消費量からのヨウ素摂取量の試算方法は誤差が大きく、また調理によるヨウ素
の喪失分を考慮すると、これらの値は最大摂取量と見なすべきである。
　我々は2005年よりFFQによって各年齢層の１日ヨウ素摂取量を調査し、下記のような結果を得た。いずれ
の年齢も食事摂取基準に定められる推奨摂取量を満たしており、耐用上限量は超えていない。

　

　

　同様に尿中ヨウ素濃度より、各年齢層のヨウ素栄養状態を評価した。学童以外小児、成人、千葉県の妊産婦
のヨウ素栄養状態は適切である。しかし学童は適量以上、また横浜市の妊産婦は欠乏に近い値であった。

まとめ
　日本人のヨウ素栄養状態には地域差、年齢差が存在し、食事摂取状況によっては欠乏の危険性がある。
近年、欧米でもヨウ素充足国において、特に妊産婦、小児のヨウ素摂取量が減少し、ヨウ素欠乏の危険性が
あることが指摘されている。日本人のヨウ素の摂取源と摂取量は世界でも特異的であり、さらにヨウ素摂取
過剰、特に妊産婦、乳児、高齢者において、の問題も指摘されている。日本でも国民のヨウ素栄養状態につ
いてすみやかに全国調査を開始し、継続する必要がある。

布施養善（ふせ　ようぜん）
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布施養善（ふせ　ようぜん）



（話題提供１）

昆布で戦うネパール・ヨード欠乏症
NPO法人　ネパール・ヨードを支える会　理事長　熱田親憙

ヨード欠乏症との出会い
　　ネパール青年と結婚した長女の子がヨード欠乏症に罹患したこと（1996年）。

ヨード補給のための昆布カプセルとの出会い
　・ネパールのヨード欠乏症（甲状腺腫）罹患率46.1％　（WHO 1981）。
    ・ヨード補給のためのヨード添加塩の普及をネパール政府は国家政策として実施。
　・農村地帯の人々は、高価なヨード添加精塩より安価なポーダ塩を好み、ヨード添加のポーダ塩を小売
　　店で購入する習慣が強い。
    ・店頭でのポーダ塩の保管が悪く、添加されたヨードの流出がひどくて、ヨードの濃度店頭調査では最低
　　基準の30ppmを殆ど割っていた。（2000年調査）
    ・ヨードの流出の恐れのない「昆布」に着目し、昆布の味の嗜好度調査（2001年）を経て、フジッコ（株）
　　製品の昆布ミネラルカプセルに決定する。

ヨード欠乏症（IDD）プロジェクト（2002～2006年）
　・地区；シンズーパルチョク郡チョウタラ村
　  対象；幼児、婦女子のヨード欠乏患者　10人
　  期間：約18か月
　　　上記をワンクールにして3回、約5年間実施で延30人実施
    ・結果；婦女子の患者は殆ど改善の効果なし。
　　　幼児は自力で起立、歩行が困難だったが、6か月の昆布カプセル摂取で、個人差があるが、改善の
　　　効果あり。例）シャルジャン君

研究のキッカケ
　　関西学院大学総合政策研究科　卒論テーマ「ネパール・ヨード欠乏症対策のソーシアルマーケテイング的
　アプローチ」を完成させるため、ネパールの政府、流通業界、消費者レベルの市場調査実施（2000～2001年）。

プロフィール

（話題提供１　つづき）

　　NPO法人　ネパール・ヨードを支える会　理事長
　　大阪経済法科大学　地域総合研究所　客員教授
　　毎日新聞大阪本社　コラムニスト　新聞連載執筆中

妊婦IDD プロジェクト2007
　 ・欠乏患者へのヨード後追い補給の効果の限界を知り、予防戦略に切り替える。
　　即ち、妊娠早期からヨード補給を行って、十分なヨードを持つ母体で赤ちゃんを出産し、ヨード欠乏
　　のない赤ちゃんの誕生を期するプロジェクトにすることにした。
　・昆布カプセルの出産効果を確認するため、実験計画による調査を実施した。
　　ヨード補給を行った妊婦グループとヨード補給を行わなかった妊婦グループを、母親ファクターと
　　赤ちゃんファクターで比較した。その結果次の効果が判明した。

妊婦IDDプロジェクト2011-2013
　　・2011年に象皮病予防注射事件の余波で昆布カプセル使用禁止となり、妊婦のヨード欠乏スクリー
　　　ニングのためのUIE 検査体制の確立と相まって、妊婦のヨード検査と栄養教育を重点的に行い、
　　　新たな問題が発見された。

熱田  親憙　Atsuta Chikayoshi

表１．妊婦の出産時と新生児の誕生時効果

表2．尿中ヨード検査（UIE）による妊婦のヨードの濃度

・ネパール政府はヨード添加塩の普及が８０％以上となり、この政策は成功と宣言しているが、農村
   地帯では依然として20％代のIDD患者が存在している。また、ヨード添加塩を摂取し過ぎている妊婦
   が60％近く存在る事に注目。高血圧、糖尿病の多い農村地帯では過剰摂取へのアラームを、教育
   しなければならない。ここにヨード添加塩の限界を感じ、昆布ミネラルを含む新たな食品・Fortified Food 
   の開発が待たれる。
   こんな現状を踏まえ、妊婦及び一般婦女子対象の栄養教育の強化に励んだ。

青空母親学級
の栄養教育

ポカラ女子短大
OGの研修会での
栄養教科
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（話題提供２）

昆布で国際交流
札幌こんぶ屋代表、ヒマラヤン・グリーン・クラブ会員　桑折　広幸

　
　　札幌にて昆布店を経営する傍ら国際交流の一環としてパキスタンの地にヨード不足から起こる子供
　達の病気をなくす事に昆布を提供することになった。2000年に自らパキスタンの地に赴くことになり、
　現地の子供達と交流。北海道の昆布の使命の大きさを感じた。
　
　　私は札幌にて昆布専門店を経営しております。1997年に安い昆布を大量にほしいとの一本の電話
　がNGO「ヒマラヤン・グリーン・クラブ」（大津市）からはいりました。話を聞きますと、そのクラブはパキス
　タンのヒマラヤに緑を取り戻そうと植林活動をしているのですが、その地域には、首にコブを持つ人が
　多く（甲状腺腫）様々な病気があるとのことでした。
　　それは海から離れた地域のため、又、政治の上からも政府の手が届かず、ヨード不足により起こる病気
　でした。ヨード剤等を使ったが、副作用の心配もあるため、昆布を小学校の給食に使いたいという話しで
　した。（現地の豆を使った昆布入りスープを食べさせたい）そのような活動ならば、是非協力させてほしい
　と申し出、無料提供する事になりました。そして、2000年1月クラブよりこの春、一緒にパキスタンへ行きま
　せんかとの誘いに、自分の目で昆布がのように役立っているのか確認したく、又、子供たちとも会ってみ
　たく植林作業の皆さんと共に現地へ向かいました。
　
　　標高2.300mの村にテントを張りボランテイア活動をする事に、登山経験もない私には、一抹の不安
　はありましたが、「健康なら大丈夫」との軽い一言に単純な私の不安は消えました。3月2日、メンバー23
　名と共に、成田を出発、北京～パキスタン（イスラマバード）～（スカルド）と飛行機を乗り継ぎ、スカルド
　からジープにて4時間、現地に着くのに2日半かかりました。初めて目にするパキスタンの地、広大なイン
　ダス川にカラコルム山脈がそびえ立つ姿にただ感動しました。「ヒマラヤン・グリーン・クラブ」は、平成26年
　で21年の歩みを進め、植林や住民の生活支援も大きなテーマであり、医師や看護士を派遣して病気の
　治療に当たり、学校の建設なども手がけ、子供達に教育を受けさせる活動にも力を入れてきました。

　　いよいよ現地に着きました。出迎えてくれた子供達は、皆目がキラキラ輝いておりました。私は、直感的
　に人間の幸せは、物の豊かさだけではないと感じたのです。山岳地帯の昼の気温は、3月の末と言うのに、
　太陽がでると30度を越える暑さで、夜になると0度まで下がる温度の激しさでした。あまりの寒さに一晩
　中寝られないテントでの初日を過ごしました。次の日からは、寝袋に毛布を2枚巻きつけての寝ることと
　の戦いでした。日を追うごとに、夜の気温も上がり、北海道でも見ることの出来ない素晴らしい夜空を眺
　める余裕も出てきました。
　
　　さて、いよいよ学校を訪問し、「昆布入り豆スープ」の開始です。今まで7校で週2回スープ給食として
　食べておりましたが、この年は新たに2校増えました。初めて昆布を目にし、不思議そうに見つめる子供
　達に、現地の医師が何故昆布スープを食べるのか等々詳しく説明してくれました。スープを食べる子供
　達の姿を見て私は北海道で命がけで採取する昆布が世界の子供達の命を救っていくことに胸が熱くな
　りました。約50人の生徒が残す事も無く食べ終え、「おいしい」の一言!!　お代わりをする子もおりました。
　食べ物によって体質改善する事は、時間のかかる作業ですが、グリーン・クラブのメンバーに感謝しなが
　ら、世界は一つとの思いで昆布の提供を続けて参りました。また、現地の子供達だけでなく、村人（大人）
　も何か昆布を食する方法が無いかと考えました。

　

プロフィール

（話題提供２　つづき）

1950年 北海道えりも町に生まれる。
1976年 「こんぶ屋」開業
1985年 「こんぶと健康」と題して講演を始める。
　　　　　　今日まで80回以上。
1998年　　 6年間にわたりパキスタンに昆布を贈る。
2000年 自らもパキスタンに赴く。
2003年 ダンボール画家として絵を描く。
2004年 「札幌発昆布ものがたり」新風舎出版賞
　　　　　　（ノンフイクション部門最優秀賞）受賞。
2006年 北海道らしい食づくり名人に登録。

桑折　広幸（くわおり　ひろゆき）

　一つの方法として、村人が常食するチャパティ（日本のパン食）の粉の中に昆布の粉末を加え焼き上
げたらどうかと提案し、実験を開始しました。昔、中国の内陸部でもヨード不足から起こる病気が多かっ
たと聞きます。その中国では、今、日本の昆布の種を元に年間30万トン以上（日本の生産量は約2万トン）
の養殖をしております。一部は食料、残りは、薬の原料としてつかわれているようです。又、今日では、日本
の食料用として多量を輸出しています。

　世界ではまだまだヨード不足に苦しむ人々が大勢いると聞いております。北海道（日本）が21世紀に
果す役割、それは「昆布は地球を救う」との願い込めた活動が必要と感じる次第です。しかし、今、パキ
スタンの政治、周辺国の最悪の状況を目にすると、ボランテイアが自由に安心して活動がしにくい状況
です。これらの問題をあわせて考えて行かなければ成らないのではないでしょうか？現地での昆布を
提供する役目は、ヨード塩の普及と共に、現在は終了しております。

スープを飲む男子

準備

女の子供

昆布入り豆スープ
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　はありましたが、「健康なら大丈夫」との軽い一言に単純な私の不安は消えました。3月2日、メンバー23
　名と共に、成田を出発、北京～パキスタン（イスラマバード）～（スカルド）と飛行機を乗り継ぎ、スカルド
　からジープにて4時間、現地に着くのに2日半かかりました。初めて目にするパキスタンの地、広大なイン
　ダス川にカラコルム山脈がそびえ立つ姿にただ感動しました。「ヒマラヤン・グリーン・クラブ」は、平成26年
　で21年の歩みを進め、植林や住民の生活支援も大きなテーマであり、医師や看護士を派遣して病気の
　治療に当たり、学校の建設なども手がけ、子供達に教育を受けさせる活動にも力を入れてきました。

　　いよいよ現地に着きました。出迎えてくれた子供達は、皆目がキラキラ輝いておりました。私は、直感的
　に人間の幸せは、物の豊かさだけではないと感じたのです。山岳地帯の昼の気温は、3月の末と言うのに、
　太陽がでると30度を越える暑さで、夜になると0度まで下がる温度の激しさでした。あまりの寒さに一晩
　中寝られないテントでの初日を過ごしました。次の日からは、寝袋に毛布を2枚巻きつけての寝ることと
　の戦いでした。日を追うごとに、夜の気温も上がり、北海道でも見ることの出来ない素晴らしい夜空を眺
　める余裕も出てきました。
　
　　さて、いよいよ学校を訪問し、「昆布入り豆スープ」の開始です。今まで7校で週2回スープ給食として
　食べておりましたが、この年は新たに2校増えました。初めて昆布を目にし、不思議そうに見つめる子供
　達に、現地の医師が何故昆布スープを食べるのか等々詳しく説明してくれました。スープを食べる子供
　達の姿を見て私は北海道で命がけで採取する昆布が世界の子供達の命を救っていくことに胸が熱くな
　りました。約50人の生徒が残す事も無く食べ終え、「おいしい」の一言!!　お代わりをする子もおりました。
　食べ物によって体質改善する事は、時間のかかる作業ですが、グリーン・クラブのメンバーに感謝しなが
　ら、世界は一つとの思いで昆布の提供を続けて参りました。また、現地の子供達だけでなく、村人（大人）
　も何か昆布を食する方法が無いかと考えました。

　

プロフィール

（話題提供２　つづき）

1950年 北海道えりも町に生まれる。
1976年 「こんぶ屋」開業
1985年 「こんぶと健康」と題して講演を始める。
　　　　　　今日まで80回以上。
1998年　　 6年間にわたりパキスタンに昆布を贈る。
2000年 自らもパキスタンに赴く。
2003年 ダンボール画家として絵を描く。
2004年 「札幌発昆布ものがたり」新風舎出版賞
　　　　　　（ノンフイクション部門最優秀賞）受賞。
2006年 北海道らしい食づくり名人に登録。

桑折　広幸（くわおり　ひろゆき）

　一つの方法として、村人が常食するチャパティ（日本のパン食）の粉の中に昆布の粉末を加え焼き上
げたらどうかと提案し、実験を開始しました。昔、中国の内陸部でもヨード不足から起こる病気が多かっ
たと聞きます。その中国では、今、日本の昆布の種を元に年間30万トン以上（日本の生産量は約2万トン）
の養殖をしております。一部は食料、残りは、薬の原料としてつかわれているようです。又、今日では、日本
の食料用として多量を輸出しています。

　世界ではまだまだヨード不足に苦しむ人々が大勢いると聞いております。北海道（日本）が21世紀に
果す役割、それは「昆布は地球を救う」との願い込めた活動が必要と感じる次第です。しかし、今、パキ
スタンの政治、周辺国の最悪の状況を目にすると、ボランテイアが自由に安心して活動がしにくい状況
です。これらの問題をあわせて考えて行かなければ成らないのではないでしょうか？現地での昆布を
提供する役目は、ヨード塩の普及と共に、現在は終了しております。

スープを飲む男子

準備

女の子供

昆布入り豆スープ



（話題提供２）

昆布で国際交流
札幌こんぶ屋代表、ヒマラヤン・グリーン・クラブ会員　桑折　広幸

　
　　札幌にて昆布店を経営する傍ら国際交流の一環としてパキスタンの地にヨード不足から起こる子供
　達の病気をなくす事に昆布を提供することになった。2000年に自らパキスタンの地に赴くことになり、
　現地の子供達と交流。北海道の昆布の使命の大きさを感じた。
　
　　私は札幌にて昆布専門店を経営しております。1997年に安い昆布を大量にほしいとの一本の電話
　がNGO「ヒマラヤン・グリーン・クラブ」（大津市）からはいりました。話を聞きますと、そのクラブはパキス
　タンのヒマラヤに緑を取り戻そうと植林活動をしているのですが、その地域には、首にコブを持つ人が
　多く（甲状腺腫）様々な病気があるとのことでした。
　　それは海から離れた地域のため、又、政治の上からも政府の手が届かず、ヨード不足により起こる病気
　でした。ヨード剤等を使ったが、副作用の心配もあるため、昆布を小学校の給食に使いたいという話しで
　した。（現地の豆を使った昆布入りスープを食べさせたい）そのような活動ならば、是非協力させてほしい
　と申し出、無料提供する事になりました。そして、2000年1月クラブよりこの春、一緒にパキスタンへ行きま
　せんかとの誘いに、自分の目で昆布がのように役立っているのか確認したく、又、子供たちとも会ってみ
　たく植林作業の皆さんと共に現地へ向かいました。
　
　　標高2.300mの村にテントを張りボランテイア活動をする事に、登山経験もない私には、一抹の不安
　はありましたが、「健康なら大丈夫」との軽い一言に単純な私の不安は消えました。3月2日、メンバー23
　名と共に、成田を出発、北京～パキスタン（イスラマバード）～（スカルド）と飛行機を乗り継ぎ、スカルド
　からジープにて4時間、現地に着くのに2日半かかりました。初めて目にするパキスタンの地、広大なイン
　ダス川にカラコルム山脈がそびえ立つ姿にただ感動しました。「ヒマラヤン・グリーン・クラブ」は、平成26年
　で21年の歩みを進め、植林や住民の生活支援も大きなテーマであり、医師や看護士を派遣して病気の
　治療に当たり、学校の建設なども手がけ、子供達に教育を受けさせる活動にも力を入れてきました。

　　いよいよ現地に着きました。出迎えてくれた子供達は、皆目がキラキラ輝いておりました。私は、直感的
　に人間の幸せは、物の豊かさだけではないと感じたのです。山岳地帯の昼の気温は、3月の末と言うのに、
　太陽がでると30度を越える暑さで、夜になると0度まで下がる温度の激しさでした。あまりの寒さに一晩
　中寝られないテントでの初日を過ごしました。次の日からは、寝袋に毛布を2枚巻きつけての寝ることと
　の戦いでした。日を追うごとに、夜の気温も上がり、北海道でも見ることの出来ない素晴らしい夜空を眺
　める余裕も出てきました。
　
　　さて、いよいよ学校を訪問し、「昆布入り豆スープ」の開始です。今まで7校で週2回スープ給食として
　食べておりましたが、この年は新たに2校増えました。初めて昆布を目にし、不思議そうに見つめる子供
　達に、現地の医師が何故昆布スープを食べるのか等々詳しく説明してくれました。スープを食べる子供
　達の姿を見て私は北海道で命がけで採取する昆布が世界の子供達の命を救っていくことに胸が熱くな
　りました。約50人の生徒が残す事も無く食べ終え、「おいしい」の一言!!　お代わりをする子もおりました。
　食べ物によって体質改善する事は、時間のかかる作業ですが、グリーン・クラブのメンバーに感謝しなが
　ら、世界は一つとの思いで昆布の提供を続けて参りました。また、現地の子供達だけでなく、村人（大人）
　も何か昆布を食する方法が無いかと考えました。

　

プロフィール

（話題提供２　つづき）

1950年 北海道えりも町に生まれる。
1976年 「こんぶ屋」開業
1985年 「こんぶと健康」と題して講演を始める。
　　　　　　今日まで80回以上。
1998年　　 6年間にわたりパキスタンに昆布を贈る。
2000年 自らもパキスタンに赴く。
2003年 ダンボール画家として絵を描く。
2004年 「札幌発昆布ものがたり」新風舎出版賞
　　　　　　（ノンフイクション部門最優秀賞）受賞。
2006年 北海道らしい食づくり名人に登録。

桑折　広幸（くわおり　ひろゆき）

　一つの方法として、村人が常食するチャパティ（日本のパン食）の粉の中に昆布の粉末を加え焼き上
げたらどうかと提案し、実験を開始しました。昔、中国の内陸部でもヨード不足から起こる病気が多かっ
たと聞きます。その中国では、今、日本の昆布の種を元に年間30万トン以上（日本の生産量は約2万トン）
の養殖をしております。一部は食料、残りは、薬の原料としてつかわれているようです。又、今日では、日本
の食料用として多量を輸出しています。

　世界ではまだまだヨード不足に苦しむ人々が大勢いると聞いております。北海道（日本）が21世紀に
果す役割、それは「昆布は地球を救う」との願い込めた活動が必要と感じる次第です。しかし、今、パキ
スタンの政治、周辺国の最悪の状況を目にすると、ボランテイアが自由に安心して活動がしにくい状況
です。これらの問題をあわせて考えて行かなければ成らないのではないでしょうか？現地での昆布を
提供する役目は、ヨード塩の普及と共に、現在は終了しております。
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（話題提供３）

昆布に関する薬膳の見解
やまと薬膳「いってん」主宰　　オオニシ恭子

　　昆布は日本では古くから貴重なものとして神様へのお供え、あるいは貴人への貢ぎ物につかわれ、
　庶民には江戸時代に広まり現在、私達の生活の中で、出汁や佃煮、とろろ昆布などで定着しているも
　のの、化学調味料や、レトルト食品、外食産業の中で、昆布はその良さを主張されていないのではない
　かとおもいます。
　
　　今の時代こそ、昆布の良さを，研究者の立場から、そして現場で体に良い食事を指導している立場
　から主張されるべきだと思います。
　
　　沖縄ではかつて、日本で長寿第一の県としてそれは海外でも知られ、欧州では長寿の島沖縄へ行っ
　てみることに憧れている人は少なくありませんでした。ところが、現在はその順位はがた落ちになりま
　した。かつて沖縄は中国に昆布を輸出する中継点であった為国内で一番の昆布消費だったということ
　ですが、若者の郷土食離れで昆布の消費量は落ちたそうです。沖縄が長寿ではなくなったことと、昆布
　の消費量が落ちたことと相関関係にあるのではないでしょうか。
　
　　私は欧州で３２年間食の指導をしてきたのですが、その中で、海藻を食べない欧州の人々に海藻
　は体に良いとすすめてきました。始めはとても受け入れがたいものでしたが、チェルノブイリ原発事故
　が起きた頃から、海藻がよいと言い回ったこともあり、海藻は健康食として注目されてきたと思います。
　積極的に海藻推進をしたのはここ数年来ですが、一流シェフ達や、大学、海搏、などの機関からの関心
　を呼ぶことにもなり、だいぶ一般にも海藻がよいということは知られるようになってきました。欧州人は
　海藻を代謝する酵素がないということですが、それでも、摂らないよりは摂った方がよい、なぜなら、
　あなた方の子孫はやがて酵素を持ち、ヨード不足や放射能から身を守ることに海藻の働きが効を奏
　するでしょうと言ってきたのです。
　
　　実際私は海藻がひとの健康に貢献する力を信じて疑いません。日本人は海藻を食べることで、生き
　延びれたのではないかとさえ思っています。ですから、昆布など海藻の消費力が落ち込んで来ていると
　聞くと、自然から離れた現象として、とても残念だと思
　わずにいられません。昔は昆布でしっかり出汁をとって、
　煮もの、みそ汁に使われていたのですから、自然と、昆
　布の持つミネラルや、タンパクなどの栄養をとっていた
　ので体の免疫力は特にサプルメントを必要としなくて
　もバランスをとっていたことでしょう。
　
　　それは化学調味料や、工場生産のサプルメントと大
　違いだと思います。自然の生命力がそこにはあります。
　そして自然からの味を摂ることで自然環境屁の適応性
　を持ちますが、人工的な味で舌をだましも体の内部を
　だますことはできませんからそのつけが体の不調を引
　き起こすということになるのでしょう。子供の頃から命
　の味、命の食、命の選択、命の生かし方を教えていない
　のがいけないとおもいます。

　

　

　

プロフィール

（話題提供３　つづき）

1981年に欧州に渡り、ベルギー中心にオランダフランス
など各国で食の指導をし、欧州における海藻摂取の推進
運動にも力を入れ、欧州での海藻への関心をたかめる。
福島の原発事故を機に2012年末に帰国し、活動を日本に
移す。

出版　
　　　『砂糖をやめて元気で医者要らず』　主婦の友社
　　　『生命スープ』　ビジネス社
　　　『les algues au naturel』　フランス　Altnative
　　　『NON FISH a li cious』　オランダ　Sea First
　　　『滋養ポタージュから始める　ヨーロッパ薬膳』　講談社
　　　『素敵な自然の贈り物、ヨーロッパ薬膳』　神戸新聞出版局
 

オオニシ恭子

　私の教室では自然の見方、自分の体調の見方、調理法の基本の考え方から、その応用を教え、上
級になると、本格的な薬膳のコースになりますが、一回目の教室では命の発生について考えてもらい
ます。命は食で支えられ、食は命の維持に不可欠です。命の発生即ち食があり、命の複製を繰り返し
行われたことで、今の私達がいるのだろうと考えられるのですが、それでも体の不調は起こります。
それは私たちの本来の命のあり方にそぐわない生き方をしているということに他ならないと考える
のです。命は原始の大気、海，土、水，太陽が発する要素のエネルギーの混合でできたのではないか
と、、、。それは現代においても基本的に生命体はタンパク質、炭水化物、脂質、ミネラル、ビタミン、水
が必要という形になっていて、根本的に変わっていないのだとおもいます。そんな中で昆布は海の
要素をとりいれることで体に多大なエネルギーを与えるものと思います。
　
　現に福島だけでなく世界は私が生まれた1941年
以降2053回の核実験をしてこの地球上に放射能を
ばらまいて、その他、農薬や工場排水などで地球汚染
をしていることを考えますと、これ以上人工的なもの
を体にいれたくありません。医食同源、つまり食は薬と
いう薬膳の私の考えからすると原始の海の要素を持
った物として昆布は、土からの要素、太陽からの要
素と一体となって命の維持の為の働きをするため
に欠かせないのだと思います。
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