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血栓予防に役立つ食事

悪玉コレステロールを下げる働 ギーの発症に関わるロイコトリエ
きを持っていて、これだけでも ンの生成も抑制するので、花粉症
動脈硬化予防によいのですが、 などのアレルギー性疾患に対する
さらに血栓を防ぐ働きも持って 効果も期待されています。
います。
今回は特に魚油について詳細に
血栓がどのような仕組みで形 説明しましたが、魚油の他にも、
成されるかと言うと、血管が傷 タマネギやにんにくに含まれる硫
ついたときにそれが刺激となっ 化アリル、イチョウ葉エキスに含
て血管壁にある不飽和脂肪酸の まれるテルペノイド、黒酢に含ま
一種アラキドン酸からプロスタ れるクエン酸などにも血栓を防ぐ
グランジンという物質が作られ 働きがあります。さらに、納豆に
、そのプロスタグランジンの働 含まれるットウキナーゼには血栓
きで血小板が凝集することによ を溶解する働きがあるといわれて
って起こります。 DHA
や EPA います。これらの食品を上手く食
にはプロスタグランジンの生成 生活に取り入れられて血栓の予防
を抑制する働きがあり DHA
や にお役立ていただきたいと思いま
を多く含むサバやイワシ、 す。
EPA
マグロ、ハマチなどの青魚を摂
取すると血栓を防ぐことができ （医学博士 食品保健指導士
るのです。
中本屋幸永）
なお、 DHA
や EPA
はアレル
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長い夏を終えた体は、心身ともに疲
労困憊しています。汗をかきすぎたこ
と、冷たい水分をどうしても摂ってし
まうこ
となど
で、一
番堪え
ている
のは五
臓の中
の心（
心臓）
です。
西洋医
学 的に
言えば
ミネラ
ルバラ
ンスの
乱れが
心に多
大な影
響を及
ぼします。心に疲れが生じて現れる症
状の一つが足のむくみです。
足は体の一番下部にあり、重力の影
響を受けますので、最もむくみやすい

（次ページに続く）

箇所なのですが、心臓が十分に機能してお
り、１回の拍出量が十分あれば、そのポン
プ力により引き戻されてきます。
とこ
ろが、
心が 疲
れると
血液の
勢いが
十分で
なくな
り、組
織液を
戻して
くる力
が衰え
ますの
で、む
くみが
生じま
す。
もう
ひとつ
は、長時間の立ち仕事、座り仕事により、
ふくらはぎの筋肉がお休みしていることが
原因です。立ちながら、あるいは、座りな

足のむくみに注意！

動物は体温が高いので、飽和脂肪酸でもよい
のですが、魚のように低い温度で生活する動
物は、体温も低いので飽和脂肪酸だと体内で
固まってしまうため、不飽和脂肪酸の方が体
に適しているのです。
さて、不飽和脂肪酸である DHA
や EPA
は

（気象予報士 チャーリー 絵/：吉田たつちか）

語になっています。もちろんコオロギなど、夜
に虫が鳴く様は、「虫すだく」といってもちろ
ん秋の季語です。
十月には霜降という二十四節気がありますが
霜は実は冬の季語になります。秋の季語にあて
はまるのは、霧や露なので、時候のあいさつを
するときなどには気を付けて下さいね。今年は
末候の始まりがもう十一月二日になります。山
が紅葉し始めても不思議で
はない時期ですね。
歳時記には秋の山、秋山
秋の峰、山澄むなど、秋の
山についての美しい季語が
たくさんあります。野原に
ついても花野、秋の野など
萩やすすきが盛んに咲いて
いる野原を現すことばがあ
ります。
十月はお月さまも花も虫
も、風情のあるものが多い
ですが、秋晴れ、秋うらら
秋高し、天高しなど、秋の
澄んでよく晴れた空を描く
季語もたくさんあります。
その他、スポーツの秋、
学問の秋など、十月にもな
るとめっきり秋めいてきて
いると思いますが、みなさ
んはどんな秋を過ごされる
でしょう？ もちろん食欲の秋も良いですね。

わち、デンマーク人は、飽和脂肪酸の多い
牛や豚などの獣肉を食べるのに対し、エス
キモー人はＥＰＡ（エイコサペンタエン酸
＝ EicosaPentaenoic Acid
）やＤＨＡ（ド
コサヘキサエン酸 =Docosa Hexaenoic
）などの不飽和脂肪酸の多く含む魚肉
Acid
やアザラシを多く食べていたからです。な
お、 DHA
や EPA
はまとめて魚油と呼ばれて
います。ここで、まず飽和脂肪酸と不飽和
脂肪酸の違いについて説明します。
飽和脂肪酸はその化学構造に二重結合を
もっていない脂肪酸で不飽和脂肪酸は二重
結合を持つ脂肪酸です。二重結合はあれば
あるほど融点が下がるという性質がありま
すが、融点が下がるということは固まり難
くなるということです。逆に二重結合のな
い飽和脂肪酸の融点は高く、固まり易いと
いうことになります。
すなわち、ラードのように常温では固化
してしまう脂になるというわけです。陸上

十月の暦は、八日に二十四節気の寒露（かんろ）、二
十三日に霜降（そうこう）があります。寒露は朝降りる
露が霜に変わることという意味で、初候「雁（かり・が
ん）が飛来し始める」、次候「菊の花が咲く」、末候「
キリギリスが戸で鳴く」となります。霜降は、霜が初め
て降りるという意味で、初候「霜が降り始める」、次候
「小雨がしとしとと降る」、末候「もみじや蔦が色付い
てくる」となります。
二十七
日は旧暦
の九月十
三日で、「十三夜」
このころの産物にち
なんで、「栗名月」
「豆名月」と呼んで
日本ではこの日のお
月さまを愛でる習慣
があります。ちなみ
に九月の満月「十五
夜」仲秋の名月の別
名は「芋名月」。日
本人がいかに農業、
食べ物に密接な関わ
りを持って暮らして
きたかがうかがえて
面白いなぁと感じま
す。
秋は雁など、日本
で冬を越すための渡
り鳥が多くやってくる時期でもあります。歳時記では「渡り鳥」
ということばそのものが秋の季語とされています。反対に「燕（
つばめ）帰る」も秋の季語です。燕はもっとあたたかい国へ帰っ
て行く時期になるのですね。
キリギリスとかカマキリとかバッタなどといった虫も、秋の季

秋の風情

脳卒中を予防する方法として、まず血栓
を防ぐ方法について紹介致します。
一般的な生活習慣上の注意として、血液
粘度を上昇させないように、運動や入浴、
睡眠などで水分が失われた際には小まめに
水分補給することや禁煙などがよく挙げら
れますが、ここでは食生活からの予防法に
ついて考えてみたいと思います。
血栓を防ぐヒントは、エスキモー人の食
生活にありました。
デンマークのダイアバーグ博士らの疫学
調査によると、同じように動物性脂肪の摂
取量の多い、デンマーク人とグリーンラン
ドに住むエスキモー人とを比較すると心筋
梗塞、動脈硬化、脳梗塞などがエスキモー
人の方がはるかに少ないことがわかりまし
た。
なぜそのような違いが現れたのかさらに
調べますと、その差は食事の違いによるも
のであることが明らかにされました。すな
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きが鈍くなり、集中力を失うだけでなく活動
の生産性も低下します。
しかし、食後にきちんと休憩をとると、消
化も良くなり、脳が活性化され、午後の活動
がよりはかどるのです。さらに、昼食後の睡
眠のクオリティは高く、数十分でも夜の二時
間分の睡眠に該当するほど深い眠りにつける
そうです。もちろん健康にも影
響を与え、習慣的にシエスタを
実践している人は、心臓や血管
など循環器の病気にかかる確率
が低いことがわかっています。
さて、南ヨーロッパの人のよ
うに何時間もシエスタの時間は
とれなくても、 ～
分 程度
5 10
の「マイクロシエスタ」を実行
ことは可能ですよね。最近の研
究でも、机に突っ伏して数分間
眠ったり、目を閉じて休憩する
だけでも、コーヒーをがぶ飲み
しながらぶっ続けで活動するよ
りも効率がアップすることが明
らかにされています。一日の真
ん中で活動リズムの一時停止を
押すことで、気分もリセットで
き、改めてやる気も起きるでし
ょう。
ほんの少しの休憩をムダな時
間だと思わずに、そのあとの活動のための大
事なひとときとみなせる余裕のある生活が理
想ですね。
（コラムニスト びねくにこ）

（薬剤師、薬食同源アドバイザー

高田理恵）

がらかかとを上げ下げする運動をしてみてくだ
さい。
足の筋肉のポンプ力を強めると、心臓への負担
が軽減されます。
足を冷やさず、適度に加圧するニーハイソック
スなども利用してみてください。
蛍光灯の下で、連続してパソコン仕事をする
と、体に静電気が溜まりやすくなります。静電
気は、血流を悪くしたり、活性酸素を発生させ
たり、細胞中のナトリウム濃度を高め、むくみ
を起こしたり、神経の伝達に悪影響を及ぼし、
気持ちも体もラジカルになりがちです。静電気
をアースさせるためには、なるべく土道を歩く
こと。雨上がりや早朝に、緑のあるところに身
を置くこともよいです。
お勧めは、①海水のミネラルを吸い上げた薬
草（しほよもぎ）
②」心臓の補酵素コエンザイムＱ１０を補給し
１回拍出量を増やす（コルマータＱ１０）③ビ
ワ温熱＋電位治療（シグマビワオンキュ）・・
・・などです。

（前ページに続く）

くの批判があるとは言いますが・・・。私も、随分
前にこの映画は見ましたが、ヒロインは何と！今を
ときめくジュリア・ロバーツだったんですね。今、
知りました。
るようです。
それに対し、アメリカはアフガンからイラクと、
アルカイダ以前から、すでにＩＲＡ（アイルラン
ド共和軍）のテロの脅威にさらされていたイギリス ひたすらに力で押さえつける・・・。まさに、北風
と太陽の世界でしょうが、こうい
は、テロを力で押さえ
ったことを考えれば、どうしても
込むことへのコストの
世界帝国の先輩としては、イギリ
高さを知り尽くしてい
スに一日の長があるように思えま
るのでしょう、テロを
すが、如何でしょうか？
力で押さえ込むのでは
これは何も、９．１１以降に限
なく、テロに走ろうと
ったことではなく、アメリカとい
する者たちを走らせな
う国は、元々、建国以来、力とい
いようにする政策、つ
ういものをひたすら信奉すること
まり、テロの温床を無
で成長してきた国（開拓していく
くす政策を根気よく実
上で頼りになるのは自分の力だけ
行しています。（この
という、いわゆる、フロンティア
辺のことは、映画「マ
・スピリット（開拓者魂）。つま
イケル・コリンズ」を
りは、西部劇のジョン・ウェイン
ご覧頂ければ、背景的
の世界。）であり、これがアメリ
なモノはまあおわかり
カという国の価値観だとはよく言
頂けるかと思います。
われることですが、ただ、かつて
もっとも、当のアイル
のイギリスがそうであったように
ランドでさえも、この
、もう、アメリカもテロを力で押
映画に対しては、とか
さえ込む事への割の合わなさというものに気付
くべきではないでしょうか？
もっとも、アメリカの言う国のアイデンティ
ティがそうである以上、それを放棄するという
ことは、アメリカの凋落を意味することになる
のかもしれませんが・・・。
小(説家 池田平太郎）

南ヨーロッパでは、正午から午後三時くらいま
で商店が閉まっているのが当たり前。家に帰って
昼食をとり、そのあとは軽く昼寝をしたり家族と
のんびり過ごしてから、午後の仕事に戻ります。
経済重視主義の現代では、大型チェーン店や中規
模以上の都市ではこの習慣は消えつつありますが
今でもお昼時に南欧の小さな村を訪れると、街路
には人っ子ひと
りいなく、すべ
ての店には当然
のごとくシャッ
ターが閉まり、
村全体がしーん
と静まり返って
います。まるで
そこだけ時間が
止まったような
そして永遠にこ
の時間が続くよ
うな錯覚にとら
われます。
働き者の日本
人からすると、
昼の休憩時間、
いわゆるシエス
タは「単なる怠
け癖、のんびり
しすぎ」という
感想を抱きがちですが、本来、人間らしい生活リ
ズムを守る上でとても大切な習慣なのです。人間
の体内リズムはもともと起床から約 時
6間後には
疲れを感じ、休むことなしに動き続けると脳の働
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テロを力で押さえ込む事への割の合わなさ

マイクロシエスタのすすめ

先般、イギリスでロンドン同時多発テロ以降、捜
査に当たっていた警察官にブラジル人の無実の若者
がテロリストと誤認され射殺された事件がありまし
たがその件で、最近、また、監視カメラがどうのこ
うの、警察の言い分と違っていたのどうの・・・と
いうことが話題になっているようです。
事件そのものは当然、私などのあずかり知ること
ではありませんが、その経緯に関しては、知れば知
るほど、考えれば考えるほど、イギリス人とアメリ
カ人の違いについて感じるところが強くなります。
事件後、スコットランドヤード （ロンドン警視庁）
はすぐに、誤認射殺であったことを認め謝罪しまし
た。
これを見ていると、絶対に謝らないことで世界的
に有名なアメリカ人を思い浮かべてしまいます。
一般に「米英」とひとくくりにして言われること
も多い両国ですが、こういった違いはあらゆる所に
見て取れるようです。
「靴を履かない民族に靴を履かせなかったイギリス
人に対しアメリカ人はむりやり靴を履かせて嫌われ
る」とは、よく靴を民主主義にたとえて言われるこ
とですが、このテロ対策においても違いが見て取れ
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