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■はじめに 
 今回の講演会の為に，愛農事務局の方々に沢

山案内，宣伝して頂きありがとうございます。

案内書の中で，「ガンの予防のみならず治療に

まで至る食べ物の講演です」と宣伝して頂きま

した。実は，ガンの予防や治療では本当は 食

べ物のことは重要なことなんです。それで，今

日は食べ物の話を中心にお話させて頂きます。

が，その他に運動も大事ですので 講演のサブ

タイトルには 食べ物・栄養・運動と免疫の関

係 とさせて頂きました。 
 昨年の９月に福島・岳温泉で愛農の方々の集

まりで，ガンのことについてお話させて頂きま

したが，その後 正確には昨年１１月（０７，

１１）ですが，ガン予防について，世界的に大

きな発展・進展がありました。それで，ぜひま

た愛農の方々にそれをお知らせしたいと思って

いた所でした。今日は，それらをも含めてお話

させて頂きます。 
 

■ガン死亡者数の現状 
 最初に，ガン死亡者数の現状を見ておきたい

と思います。いま日本でガンで亡くなる方は，  

 
 
年間約３３万人ぐらいです。年間の総死亡者数

は約１００万人ですので，約３３％ の方がガン

で亡くなっているということになります。そし

て年々それが増加していく傾向になっておりま

す。何とかしてこの傾向は止めなくてはと思い

ます。 
 ガンの部位別に見ますと肺ガンが一番多く，

次が肝臓ガン，胃ガン，大腸ガン，膵臓ガンと

続きます。傾向としては，胃ガンは減少傾向に

ありますが，他のガンの死亡者数は増加傾向に

あります。 
 アメリカでは，ガンの死亡者数はやや減少の

傾向が見られております。それは，いろんな角

度から ガンに取り組んでいるからだと思われ

ます。ですので，その辺の理由など アメリカ

から学ばなければならないことが多く有ろうか

と思います。 
 

■世界ガン研究基金から発表されたガン 

予防のための１０箇条・2007 
 今から１０年ほど前の１９９７年に，世界ガ

ン研究基金から ガン予防に関する報告書が出

されておりました。それから１０年が経過しま
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して，昨年１１月（２００７年１１月）にまた

，世界ガン研究基金から ガン予防に関する報

告書・第２版が提出されました。 
 世界各国からこれまでに提出された論文７千

件を検討して，発ガンに影響を及ぼす食事や環

境などの生活因子を細かに科学的に評価した。

そして，その結果を基にしてガン予防の為の 

１０箇条が勧告されたのです。 
 これが（表１，表２），その勧告項目で，１

０箇条有りますが，この中で５つに注目して頂

きたいと思います。それは， 
 
 １．体重不足にならない範囲で，できるだけ  

体重を少なめに保ってください。 
  

 ２．毎日，30分間以上の運動をしてください   

。 
 ３．高カロリー食品の摂取を減らしてくださ   

い。特に，糖分や脂肪を多く含むものは   

控えましょう。 
 ４．いろいろな果物と野菜，全粒穀物，豆類   

を食べましょう。 
  ５．赤みの肉は食べる量を減らしましょう。 
 
 この５項目ですが，５つは多すぎて覚えにく

いというのであれば，３つにして覚えておくの

も良いかと思います。 
 一つ 高カロリーの食品を減らしましょう。 
 一つ 赤みの肉は減らしましょう。 
 一つ 果物と野菜，全粒穀物，豆類を食べま  

しょう。 
  
 所で，私たちは酸素を使って生きています。

酸素なしで生きて行くことは出来ません。酸素

を肺から取り入れて，それを血液に乗せます．

そしてそれが細胞に届けられます．さらに，そ

の酸素が栄養物と反応してエネルギーが取り出

されます。 

そしておまけとして 
 一つ 運動をして下さい。 
三つとおまけ一つです。取りあえず記憶して下

さい。 
 それでは，どうしてこの（上記の）５項目が 

そういうことが言えるのでしょうか。それをこ

れから考えてみたいと思います。 

（勧告）２００７

３．高カロリー食品の摂取を減らしてください。特に，糖分や脂肪を多く含む

１．体重不足にならない範囲で，できるだけ体重を少なめに保ってください。

２．毎日，30分間以上の運動をしてください。

４．いろいろな果物と野菜，全粒穀物，豆類を食べましょう。

５．赤みの肉は食べる量を減らしましょう。

６番目以下の勧告項目の内容は →

世界ガン研究基金 (WCRF) 米国ガン研究財団（ＡＩＣＲ）

ものは控えましょう。

ガン予防のための10箇条

表１ ガン予防のための１０箇条（その１） 

ガン予防のための10箇条（勧告）２００７

１０．ガンの治療をしてガンに打ち勝った人々は，その後のガン予防のために

６番目以下の勧告項目の内容

” ６．飲酒は控えめに， ７．塩分摂取量を減らす，

世界ガン研究基金 (WCRF) 米国ガン研究財団（ＡＩＣＲ）

８．ガンの予防にサプリメントを使用しない， ９．タバコを吸わない，

この勧告に従って下さい．”

などがある

表２ ガン予防のための１０箇条（その２） 
 
 

■ガンの原因となる活性酸素は 
 どんなもの？． 
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 栄養物がエネルギーになる為に，酸素は大事

な役割をしています。が，この大事な酸素は，

時々有害な活性酸素という物質に変化すること

が有ります。 
 この活性酸素という物質は，反応性が著しく

高く，生ずると，多くの組織を傷つけてしまい

ます。ここでは，詳しくは述べませんが，活性

酸素は極めて反応性が大きいものであると，こ

こで考えておいて下さい。 
 それでは，どこで活性酸素が発生するのでし

ょう。いろんな所で発生しますが，ここでは，

４っつの発生場所を示しましたが，詳細は省略

します。最大の活性酸素の発生は４番めの白血

球中から発生します。発生する活性酸素の約７

割は白血球中，詳しくは白血球成分の中の顆粒

球から発生するのです。 
 

■ガンの出来る訳 
 そこで，今上で述べました事を背景にして，

癌の出来る訳を考えてみることにしましょう。 
 今ここで述べますことは，後ほど説明するこ

とになりますが： 無理な生活，例えば残業，

残業で仕事のし過ぎ，とか，心配ごとを抱えて

必要以上に悩むとか，で心身に無理がかかり過

ぎる状態になりますと，白血球中の顆粒球から

活性酸素が過剰に出てきます。すると，活性酸

素は反応性が高いと先ほど言いましたが，各所

の臓器・細胞がそれによって損傷します。遺伝

情報を持っている細胞中のＤＮＡも傷つきます

。が，体はそれらを修復して現状に戻します。

しかし，活性酸素が多すぎますと，修復が追い

つかなくなり，損傷細胞が蓄積していきます。

その中にガン細胞があれば，ガン細胞が増殖し

始めます。 
 しかし，たとえ，ガン細胞が増殖しだしても

，体には免疫の仕組みがありまして，（ガン細

胞は異物ですので，）免疫はガン細胞を除去す

るのでガンにはならないのです。ところが，体

の免疫が弱まっていれば，免疫がガン細胞を見

抜けずガン細胞が増殖を続けます。これがガン

になったということであります。 
 今述べましたように，癌発病は①無理な生活

などが原因で顆粒球が多すぎていたこと。そし

てその時に②体の免疫が弱くなっていたこと。

この二つが重なったことによって起こるのです

。 

その対策

白血球の中 顆粒球から活性酸素（Ｏ２
－）が発生する

ＤＮＡ 損傷 ／ → ・・・・ ・・・・ ・・・・ （修復，損傷ＤＮＡの蓄積，癌細胞）

ガン細胞の発生・増殖開始

   表３ 癌のできる訳 
 
 

■その対策は 
 それでは，その対策はどうすればよいのでし

ょう。それは，この癌のできる原因を取り除く

ことであります。 
 でありますので，その対策は：①過剰になっ

ている活性酸素を如何にして減らすか．②弱く

なっている免疫作用を如何にして強めるか． の
二つの項目が重要であります。  

１．過剰になっている活性酸素を如何  

にして減らすか．（その方法二つ）  

過剰過ぎる
活性酸素

免疫作用が弱いと

癌発病

①

②

癌の出来る訳

（無理な生活）

１．

２．

過剰過ぎる活性酸素を如何にして か

免疫作用を如何にして か

減らす

強める
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 それでは，その対策を検討することにしまし

ょう。 
 １）減活性酸素を減らす対策その１：発生を止  

める． 
 

 今述べましたように，活性酸素を過剰に発生

させないことが最善でありますが，実際の生活

ではどうしても活性酸素が過剰に発生しがちで

あります。  まず，余分な活性酸素の発生を止めることで

す。それでは，なぜ必要がない時に活性酸素が

過剰に発生するのでしょうか。①これは，背景

に無理な生活があるからであります。仕事が忙

しく，休みの取れないような働き過ぎがありま

す。また，心のあり方に原因がある場合もあり

ます；心配ごとが多く心が安まらない。 
 これらの場合には：自律神経の中の交感神経

が緊張します．そうなりますと，白血球の中で

は顆粒球が増大します．すると，そこから活性

酸素が過大に出てきます。 このような仕組み

で活性酸素が過剰に発生しますので，まずは無

理な生活を改めることです。 
 そして次ですが，②体の中にある脂肪は，徐

々に過酸化脂質と呼ばれる物質に変化します．

次いで過酸化脂質から活性酸素が発生します。

そういう訳ですので，余分な体脂肪はできるだ

け減らすことが大事であります。 

改める

減らす

表４ 多すぎる活性酸素をいかにして減らすか 
 
 ２）活性酸素を減らす対策その２：発生した活

性酸素を消失させる． 

 ①抗酸化剤を摂取して消去する． 
 活性酸素が体に多く発生してしまっているの

であれば，次善なことになりますが，それを消

去することが望まれます。ですから，活性酸素

を消失させる抗酸化物質を食物から摂取するこ

とが勧められます。 
 抗酸化物質は，色の鮮やかな野菜，果物，植

物の種子や根などにありますので，それらを出

来るだけ多く摂取することが望まれます。 
 具体的な抗酸化物質の名前には，例えば，ビ

タミンＣ，ビタミンＥ，／ カロチノイドのグ

ループ，（例えば，βカロテン，リコピン，ルテイン

）／ また，フラボノイドのグループ，（例えば

，アントシアニン，カテキン）．などがあります。 
 
 一方，数種類の抗酸化物質を同時に摂取する

と お互いが協調作用して活性酸素の消去が効

果的になることが分かっています。ですから，

抗酸化物質を含む多種類の食物 を摂取するこ

とが特に勧められています。 

  表５ 各種の抗酸化物質 

過剰な活性酸素が
発生する

（働き過ぎ，心のあり方，心配し過ぎなど） を

交感神経緊張 顆粒球が増
大する

多すぎる活性酸素を如何にして か１．

その対策（１／２）

①

１）

２）

体脂肪 → 過酸化脂質 → 活性酸素の発生

（①発生を止める，②発生したものを消失）

体脂肪を過大にしない
食の問題

無理な生活

発生を止める
ストレスの問題

② 発生した活性酸素を消失させる

１）

例：ビタミンＣ，ビタミンＥ

抗酸化物質を摂取して消去する

食の問題

カロテノイド：βカロテン（人参，カボチャ）， リコピン（赤いトマト，

スイカ）， ルテイン（ブロッコリーなどの緑の野菜），βクリプトキサンチン
（温州ミカン），カプサイシン（トウガラシ）

フラボノイド：アントシアニン（ブドウー，ブルーベリー），

カテキン（緑茶）

抗酸化物質の所在： 色の鮮やかな野菜，果実，植物の種子や根 など

１）／２
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 ②体の中の活性酸素消去機構を十分に働かせ  

る． 
 実は，余分の活性酸素を消去するために，体

の中には，活性酸素消去機構が備えられている

のです。そして，そこでは酵素と呼ばれる物質

が触媒となって化学反応が起こり，活性酸素が

消失して行くのです。 
 ところが，触媒作用をする酵素はミネラル成

分が不足すると働きが落ちてきます。ここの所

が大事なところなんです。ですから，酵素の働

きが落ちないように植物由来のミネラルを常に

豊富に摂取することが必須になります。 
 このように（①②で述べたように），体の中

の活性酸素を消失させるためには，抗酸化物質

とミネラル成分を多く含む植物由来の食物をで

きるだけ多種類に，そして多く摂取することが

大切になるのです。 
 

 
  表６ 体の中の活性酸素消去機構 
 

２．弱くなっている免疫作用を如何に  

して強めるか．（その方法二つ） 
 癌のできる訳から得られた対策の一つ：活性

酸素を減らす対策 をこれまで述べてきました

。次に，対策の二番目：免疫作用を強める対策

を考えることにいたします。 
 
 １）免疫を強める対策その１：過剰栄養は免   

疫を低下させる． 
 病気をすると栄養をつけて病気を治そうと考

えがちです。ところが，過剰栄養にすると免疫

は低下するのです。 
 動物実験ですが，食事を種々にコントロール

して免疫力を調べた実験例があります。 
 ①食事を制限なく与えたグループ．②制限な

しの量の８０％に制限したグループ．③６０％

に制限したグループ． に分けて実験を行った

。実験結果は，③の６０％に制限のグループが

①の食事制限なしのグループに比べて，免疫が

ぐんと高まったということです。実験では途中

でガン細胞を注入して調べていますが，③の６

０％のグループが最もガン細胞が小さくなり，

また最も長生きしたということです。 

２）体の中にある活性酸素消去機構を働かせる

植物由来のミネラルを多く
摂取する必要あり

酵素（例：ＳＯＤ，カタラーゼ，ＧＰＸ）

食の問題

ミネラル（無機質）の存在下

必要なミネラル成分：

銅，マンガン，亜鉛 鉄， セレン

クロム，モリブデン など

２）／２

活性酸素 消失

その為
には

 免疫に関わる免疫細胞は，体の老廃物の除去

にも関わっています。それで，多く食べると老

廃物も多くなり，免疫細胞はその除去のために

精力が裂かれ，本来の免疫作用が弱まると説明

されています。 
①／２

  表７ 免疫をいかにして強めるか 
 

弱まっている 強める２． 免疫作用を如何にして か

①エネルギー摂取量を少なくする

食事をコントロールした動物実験（途中で癌細胞を注入）

その対策（２／２）

食の問題

免疫力が１番高かった

・食を制限無しで与えたグループ

・食を８０％に制限したグループ

・食を６０％に制限したグループ

・栄養を制限すると免疫は高まる

癌細胞の縮小が 最大

栄養が高いと代謝による廃物も多く，その
理由 免疫系はその除去にも関わる。

→ 本来の免疫作用が手薄になる
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  ２）免疫を強める対策その２：動物性タンパ   

ク質の過剰摂取は免疫を弱める． 
 もう一つ大事なことは，動物性タンパク質を

過剰に摂取すると免疫は弱まるということです

。動物性タンパク質は，食材中の濃度が高濃度

になっております。そのことのために，動物性

タンパク質はアミノ酸まで分解せずに大きな形

で体に吸収される場合が多いようです。この場

合に，免疫系はその大きな形の物質を敵と見な

し絶えずこれと戦い，消耗することになります

。ですから，動物性タンパク質の過剰摂取は免

疫を弱めるのです。これらのことは，一連の動

物実験で確かめられております。 
 ここまでは表８の上半分の説明になります。 

 表８ タンパク質の消化メカニズム 
 
 もう一つ，表８の下半分の説明を致します。

タンパク質は体の成分ですので，それらは体を

作るために使われます。が，食べ過ぎて，それ

が過剰になりますと，余分のタンパク質は代謝

して最終的に水，炭酸ガス，アンモニアなどに

なります。その過程でエネルギーが取り出され

ます。ところが，この時に肝臓，腎臓が障害を

受けるのです。肝臓，腎臓は免疫をサポートし

ている臓器でもあるのです。 

 （注：アミノ酸は窒素を含んでいますが，この窒素

は肝臓で尿素になり，そして腎臓でアンモニアに変わ

り体外に排出されます。ここで生成する尿素やアンモ

ニアが肝臓，腎臓を障害するのです。） 
 結論：動物性タンパク質は濃度が高濃度にな

っているので免疫に有害となる。同時にタンパ

ク質の取り過ぎになることが多く，それによっ

て肝臓，腎臓を痛める．このことによっても免

疫が弱まる。 
 
 ここまで，癌の出来る訳とその対策を考えて

来ました。そこで，対策の部分を整理してみま

すと； 
 対策は，活性酸素を減らす対策と免疫を強め

る対策であります。 ②／２

① 活性酸素を減らす対策 
・働き方，心のあり方を考え直す 
       これはストレスの問題。 
・体脂肪を過大にしない 
・抗酸化物質，ミネラルを多く摂取する 
    ここの二つは食の問題であります。 
 ②  免疫を強める対策 
・エネルギー摂取量を少なく 
・動物性タンパク質を少な目に 
    この二つは食の問題。 
・生活の中で体をよく動かす 
     これは後ほど説明することになります

が，運動の問題であります。 
 
 
 
 
 
 
 

代謝
過程

肝臓で 窒素残量物の処理
→ 尿素（毒性）

（毒性）
腎臓で 尿素の処理

→ アンモニア

体にエネルギーとして利用される分
一部は体のタンパク質合成に使われる（重要）

免疫が弱まる

窒素残留物の生成

②動物性タンパク質の摂取量を少なくする

動物性タ
ンパク質

アミノ酸まで分解せ
ず 吸収

密度が濃い

植物性タン
パク質

繊維で薄まって密
度が薄い

アミノ酸分子と
して吸収

大分子で

免疫系に負荷
を与える：

：

は肝臓，腎臓
に障害
毒性
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  表９ 対策の整理 
 

■その対策と１０箇条との関係 
 ガンにならない対策は，活性酸素を減らす対

策と免疫を強める対策になりますが，これまで

見てきましたように，これら対策の中に，食に

関わる対策項目が多くあります。 
 これを拾い上げますと 
・エネルギー摂取量を少なく 
・動物性タンパク質を少な目に 
・抗酸化物質，ミネラルを多く摂取する 
であります。 
 ところで，ガン予防のための１０箇条を最初

にお話しましたが，そこでは，食については３

っつにして覚えておくのも良いと言いました。

それは 
 一つ 高カロリーの食品を減らしましょう。 
 一つ 赤みの肉は減らしましょう。 
 一つ 果物と野菜，全粒穀物，豆類を食べま  

しょう。 
  

 玄米・菜食を中心とした食生活と言いますと

デザイナーズフーズピラミッドがよく出て来ま

す。この表１１は，こういう物を食べるとガン

治療に効果的だ，また，ガンになりにくい．そ

ういう食品を４０品目 ピラミッドの形で示し

た表です。米国国立ガン研究所が１９９０年に

発表したものです。この表は，一番上にあるも

のが一番効果があるというものではなくて，一

番上のものが，（ガン予防効果が期待出来る食品と

しての）研究報告として一番多かったと，そうい

うことです。ですから，一番上が一番よくて下

が悪いというものではありません。これはアメ

リカの研究ですので，日本人の場合にはまたこ

の他に別の食品も挙げられるかと思います。 

でありました。これは今検討してきました食に

ついての対策とほぼ一致しております。 
 一つ目は栄養を制限すると免疫が高まるため

です。 

 二つ目は，動物性タンパク質は密度が濃いの

で免疫に負荷を与えるためです。 

活性酸素

免疫

働き方， 心のあり方

体脂肪を過大にしない

エネルギー摂取
量を少なく

動物性タンパク
質を少な目に

生活の中で体
をよく動かす

食

ストレス

運動

対策の整理

の問題

の問題

の問題

抗酸化物質，ミネラル
を多く摂取する

を減らす対策

を強める対策

 三つ目は，抗酸化物質とミネラル源として大

切で，豆類はタンパク質源になります。ここの

所は，玄米菜食を中心とした食生活がいいこと

を暗示している所でもあります。 
 

  表１０ １０箇条中 食の重要項目 
 

■デザイナーズフーズピラミッド 
 とファイトケミカル 

 

ガン予防のための10箇条

１ ＠ 高カロリー食品の摂取を減らしてください。

２ ＠ 赤みの肉は食べる量を減らしましょう。

３ ＠ 果物と野菜，全粒穀物，豆類を食べましょう。

食の項目 から

十箇条食の項目の整理

栄養を制限 免疫は高まる

動物性タンパク質
免疫系に負荷を与える。

すると

は， 密度が濃いので

抗酸化物質，
ミネラル 源 タンパク源

玄米・菜食
推奨

を中心とし
た食生活 が さ
れている。

糖分や脂肪
の制限

デザイナーフーズピラミッド
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 その後研究が多く行われまして，数多くの植

物に効果があることが分かって来ました。それ

で，その効果のもとになる物質を”ファイトケ

ミカル”と呼ぶようになりました。      

（注：ファイトケミカルは日本語で言うと”植物由来

の化学物質”ということになります．ファイトケミカ

ルは抗酸化作用が強い場合が多い．さらに抗酸化作用

とは別のメカニズムでガン予防・治療に効果的な作用

をする場合もある．） 

 

  表１１ デザイナーフーズピラミッド 
   

 （ここに記されている食べ物以外にも，ガン 
  に効果があると言われる植物があるが省略．） 
 表１２ ファイトケミカルを含む食物 
 

■玄米菜食の意味合い 
 デザイナーフーズピラミッドの中に玄米や多

くの野菜果物が入っていますので，玄米・菜食

をもう少し整理してみましょう。 
 玄米ごはんと白米ごはんの栄養素の内容がど

うなっているのかということを，今データーは

省略させて頂きますが，調べてみますと次のよ

うになっております。 
 食物繊維は，玄米ごはんが白米ごはんの９倍

になっています。 
 ところで，ガン免疫細胞は消化管の周り，す

なわち口，胃，腸の周りと唾液腺・顎下腺（顎

の周り）のところにたくさんあって，そして消

化管の臓器が働くほどガン免疫細胞は多くなる

ことが分かっています。ですので，消化されな

い繊維質の場合には，消化管が消化しようとし

てせっせと働きます。ですので，繊維質は免疫

増強のために有効に作用するのです。 
 それから，カリウムやマグネシウムですが，

玄米ごはんにはカリウムが４倍，そしてマグネ

シウムは12倍多く（白米ごはんに比べて）含ま

れています。カリウムやマグネシウムは，副交

感神経を刺激してくれますので，免疫を増強し

てくれます。 
 その他に抗酸化作用を持つビタミンEが４倍

玄米ごはんには含まれています。そういうこと

から，活性酸素を除去する抗酸化作用の面から

見ても玄米ごはんが優れています。 
 次に菜食ですが，野菜・果物には①抗酸化物

質が豊富，②植物由来のミネラルが豊富であり

ます。で，活性酸素の除去・消失のために有効

になります。さらに繊維質も豊富であります。 
 このように玄米菜食には活性酸素を減らす対

策と免疫を強める対策が入っているのです。 
 

にんにく

大豆，甘草，ショウガ

キャベツ

人参，セロリ，パースニップ

玉葱，ターメリック，

玄米，茶，亜麻，全粒小麦

ナス科（ナス，トマト，ピーマン)
柑橘類(オレンジ，レモン，グレープフルーツ)

アブラナ科(ブロッコリー，カリフラワー，芽キャベツ)

メロン，バジル，タラゴン，エンバク

ハッカ，オレガノ，きゅうり，タイム，あさつき，ローズマリー

セージ，大麦，ブルーベリー，グランベリー，じゃがいも

デザイナーフーズピラミッド（米国 国立ガン研究所（1990）)

重
要
性
増
加
の
度
合
い

ファイトケミカル

（植物由来化学物質）

進展

デザイナーフーズ
ピラミッド

ファイトケミカル：

デザイナーフーズ
ピラミミッド

４０品目

デザイナーフーズピラミミッド

ファイトケミカル
を含む植物

米国 国立ガン研究所（1990）

ガン予防に関係する植物
に含まれている物質

抗酸化作用が強い
ことが多い

貝割れ菜 かぶ 海草類 大根 にら
豆腐 わさび サツマイモ ごま セ
リ 青シソ パセリ ホウレン草

ガンに効果がある
と言われている日
本の野菜の例
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     表１３ 玄米菜食の意味 
 
 
 

■もう一つ注目しておきたいこと． 
 糖尿病になるとガンになりやすい． 
 
 玄米ごはんに関連してもう一つだけお話させ

て頂きます。 
 多くの方は気にしていないのですが，実は 
糖尿病になるとガンになりやすいことです。 
 糖尿病の方は血糖値が高い状態になっていま

す。その高い糖分が悪さをするのです。普通の

血糖の状態では起こらないのですが，高い濃度

の糖はタンパク質とくっつく現象(反応する．メイ

ラード反応という．)を起こします。そして，この

過程で活性酸素を発生するのです。血管も，神

経も，その他多くの臓器もタンパク質で出来て

います。ですので，高血糖状態では活性酸素が

多く発生するようになるのです。このような理

由で糖尿病になるとガンになりやすいのです。 
 全粒穀物，例えば玄米ごはんは消化がゆっく

り進んで行きます。それで血糖値が高まるのが

抑えられるのです。そういう意味（血糖値が高ま

るのが抑えられる．）で，玄米ごはんはガンばか 
 

りでなく各種疾患の予防にも繋がるとされてい

ます。 玄米菜食の意味合い

玄米ごはん(白米ご飯と比べて)

菜食：①抗酸化物質が豊富，②植物由来のミネラル豊富

消化管（口・胃・腸）
が ガン治癒免疫 細胞
を強化する。

 

 表１４ 糖尿病になるとガンになりやすい 
 
 

   食物・栄養 についてのことは 
    ここまでで。 
     

     休憩 
 
       （つづく） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活性酸素を消去

消化管の鍛錬 免疫細胞が多くなる

カリウム４倍，マグネシウム１２倍， ( Ca 2倍 )

繊維質は９倍

副交感神経刺激 リンパ球活性化 免疫増強

もう一つ注目したいこと

全粒穀物
食物繊維が多いので，消化吸収をゆっ
くりにし，血糖値を急激に上げない。

高血糖状態の
血液中で

糖尿病になるとガン
になりやすい。

その過程で，活性酸素
が大量に発生する。

４０歳以上では約４０％の人が糖尿

病か その予備軍である。要注意

ブドウ糖＋タンパク質

くっつく現象（反応す
る）が起こる。

各種疾患の予防につながる

その理由

（食事からの糖） （血管など）

ガンになりやすい
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              ガンはどのようにして治るのか 

            － 食物・栄養・運動と免疫の関係 － 

 

              その２ 

                       愛農ＮＯＡＨ・大阪講演会  講演要旨 

                                          大阪市阿倍野区民センター ０８，９，２０ 

                                                                       山形大学 勝山哲雄 

 
 これまで食物について検討してきました。次

に運動について考えてみることにしましょう。 
 

■運動がガン予防・治療に効果的に作用 

する例 
 いろんな研究によって，運動の効果がデータ

で示されています。 
 国内外の研究例を見てみますと，例えば，東

京ガス健康センターが行った研究ですが，十六

年間にわたって九千人を対象に研究を行った。

その研究によりますと，１日一時間程度の運動

量がある人は，そうでない人に比べて，ガンで

なくなる方は半分くらいだということ。他にも

，国内の研究から運動不足は大腸ガンの確実な

リスク要因であると報告されています。 
 国外の研究例では，アメリカバージニア大学

の研究：７００名１２年間の研究調査では，１

日３ｋｍ歩いたグループは１日1.5ｋｍ以下歩

いたグループに比べてガン死亡率は半分であっ

た。ノルウエイの大学の研究では，運動不足は

乳ガンのリスク要因を２倍に高める。などの報

告があります。 
 今回の世界ガン研究基金の勧告（２００７年   

 図１ですが，ガン細胞があるとしますと，こ

の細胞はガン特有の情報を出すんですけれども

，これをガン抗原と呼びます。普通，体温が高

い状態だと，図の右側になりますが，このガン 
 

 
１１月）では，"毎日，30分間以上の運動をして

ください"  となっています。 
 このように，体を動かすということは非常に

大事なんだということですが，それはなぜなん

でしょう。 
 一般論になりますが，運動をする人は，しな

い人に比べて骨を支えている骨格筋肉（体重の

1/2）の量が多いことが知られています。そして

，筋肉から熱が発生しますので，筋肉量が多け

ればそれだけ体温も高まるということになりま

す。 
 

■高い体温はなぜいいのか．低体温はな 

ぜいけないのか． 
 
 ガンのことを今問題にしていますので，ガン

のことを考えてみましょう。 
 ①低体温では免疫がガン細胞を 
  見抜けなくなる． 
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抗原から出るシグナルを免疫細胞であるリンパ

球がはっきりと感知して，これが異物であると

判定し取り除くわけです。 
 ところが低体温ですと，図の左側になります

が，ガン抗原のシグナルが非常に弱いものにな

ってしまい，リンパ球がこれを素通りしてしま

う。ですので体温が低いと言うことは非常に望

ましくないことなのです。 
 

  図１ ガン細胞の抗原提示 
 
 ②低体温ではガン細胞が元気になる． 
 もう一つには，低体温だと血液の循環が悪く

なるということです。血液の循環が悪くなると

，血液に乗って運ばれている酸素も，細胞の隅

々まで届かないということになります。すると

，酸素を必要とする「代謝」がうまくできなく

なり，エネルギーが取り出せなくなる。その結

果，組織（正常な組織）が破壊されやすくなり

ます。 
 ところが，ガン細胞は酸素を使わなくともエ

ネルギーを作り出すことができる細胞ですので

，酸素が来ないような状況で生きていける。酸

素不足が続くと正常な細胞は破壊され，ガン細

胞が元気になってしまうんです。ですから低体

温になり酸素が届きにくい状況下ではガン細胞

が元気になってしまうんです。  
 

■もう一つ大事なこと． 
 体温は自律神経によってコントロー 

ルされている． 
 
＜自律神経の状態と体温の関係＞ 
 自律神経の中枢は脳の視床下部と呼ばれると

ころにあって，それは我々の意思では普通はコ

ントロール出来ないのですが，この自律神経の

お陰で，寝ていても絶えず呼吸をしているし，

心臓も働いています。体温も調節されているの

です。 

高体温下 では抗原提示が増強

私はガン細胞です ガン細胞
が発見さ
れやすい

リンパ球

 ところで，この自律神経には交感神経，副交

感神経がありまして，この二つの神経は，交感

神経が優位になってくると副交感神経が抑えら

れ，反対に副交感神経が優位になって来ると交

感神経が抑えられるというように，互いに拮抗

関係になっています。 
 体温は図２のような形で自律神経によってコ

ントロールされています。交感神経と副交感神

経のバランスが適度に保たれていると体温は３

６度五分ぐらい（36℃～37℃が好ましい．）に

なっています。が，このバランスが崩れて，交

感神経が過度に優位になると血管が締め付けら

れて血流も悪くなり体温が低下して行きます。

反対に副交換神経が強まり過ぎると，血管がゆ

るまり過ぎて血流が停滞するようになり体温が

低下して行きます。自律神経の状態と体温の関

係はこのような関係になっているのです。 
 
 
 
 

ガン
抗原

素通り

低体温 高体温下では

リンパ球

核核

細胞 細胞

ガン細胞 認識

ガン
抗原

ガンの場合

通常 発熱させて病気を治す
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  図２ 体温と自律神経との関係 
 
＜自律神経バランスが運動によって再調整 
 される＞ 
 いま，自律神経の状態と体温の関係を説明し

ましたが，もう少し説明してみましょう。 
 私たちが運動すると，体温が高まりますが，

同時に運動刺激が脳の視床下部にも集まります

。すると，交換神経・副交感神経のバランスが

崩れている場合には，体温が高い状態に対応し

た自律神経レベル（図２参照）になるように自

律神経が再調整されるようになります。そして

，”日々運動することにより，その都度自律神

経が調整される．それで，自律神経レベルは適

度な高い体温に対応した自律神経バランスにな

る．”ということです。 
 
 今日のお話のサブタイトルは ”食物・栄養

・運動と免疫の関係”でしたので， 以上でお

話は終わりになろうかと思います。 
 しかし，ガンを考える場合には，ストレスの

問題も大事ですので，時間をもう少し頂きまし

てこれを付け加えさせて頂きたいと思います。 

■ストレスの問題 
 最初の所で：無理な生活，例えば残業，残業

で仕事のし過ぎ，とか，心配ごとを抱えて必要

以上に悩むとか，などで心身に永い間無理がか

かる状態になりますと，最終的に白血球中で顆

粒球が多くなり，そこから活性酸素が過剰に出

てくるようになる．とお話しました。 

 
  表１５ 無理な生活と活性酸素 
 
 無理な生活は，自律神経に強い影響を与えて

，その結果活性酸素の発生に繋がるのです。そ

の辺の事情を少しお話ししたいと思います。 
 
 以前には，免疫は単独で働くと考えられてい

ましたが，最近では，神経系とホルモン系，免

疫系は，図３のようにトライアングルの形で互

いに影響し合っていることが分かってきました

。 いろんな形で，例えば，物理的な形，心理

的な事柄として脳に刺激が入って来ますと，ま

ず脳の視床下部という神経系の中枢に情報が伝

えられます。そしてその信号はすぐ近くにある

脳下垂体というホルモン系の中枢に伝えられ，

次いで免疫系に伝わります。 
＜交感神経への刺激→顆粒球の増大→活性酸素

過大＞ 

もう一つ大事なこと

自律神経レベルとわき下温度との関係

３６．０ ℃

３６．５ ℃

３７．０ ℃

副交感神経
過大

交感神経
過大

（横軸；右側ほど副交感神経が強まる）
自律神経レベル

体

温

バランスがこの範囲から
外れて右，左に偏ると低体
温になる

無理な生活（働き過ぎ， 心のあり方，心配し過ぎなど）

交感神経緊張

顆粒球が増
大する 過剰な活性酸素が

発生する

食の問題

運動の問題

無理な生活を如何
にして避けるか

ストレスの問題
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 脳に無理な生活の刺激信号が入ってきて，交

感神経が刺激された場合を見てみましょう。 
 交感神経が刺激されると，ホルモン系に指示

が出て，アドレナリンというホルモンが出ます

。アドレナリンが増えると，顆粒球にアドレナ

リンを感知する部分があるので，アドレナリン

が出たことを感知して，顆粒球が増えます。こ

ういうメカニズムで，交感神経が脳で強く刺激

されると顆粒球が増える．顆粒球から活性酸素

が発生する．そして活性酸素が過大になるので

す。この活性酸素により種々の臓器が傷つけら

れることになるのです。 
 
＜副交感神経への刺激→リンパ球の増大→免疫

反応増強＞ 
 一方で，リラックスした状態で副交感神経が

刺激されると，そこからアセチルコリンという

ホルモンが放出されます。リンパ球はアセチル

コリンを感知する部分があるので，リンパ球が

増えて行き，そして，リンパ球は免疫作用をし

ます。こういう形で，副交感神経が程よく刺激

されますと，免疫が強まるのです。 

図３ 神経系・ホルモン系・免疫系の相互作用 
 

■笑いや喜びが病気を癒す 
 今，ガンと心のあり方の関係について考えて

みることにしましょう。 
 例えば，感動，笑い，喜びといった肯定的な

心の信号が視床下部に入ると，副交感神経が優

位になり，そこからホルモン系に刺激が来まし

て，アセチルコリンというホルモンを分泌しま

す。そしてアセチルコリンが分泌されますと，

白血球の中でもリンパ球が増えてくる。 
 また，副交感神経が刺激された状態になると

，リンパ球の数が増えると同時にリンパ球が活

性化される． 免疫が強くなってくるんです。 
 こういうことで脳に肯定的な心の信号を送っ

て，副交感神経が刺激されると，ガンを癒す治

癒力が上昇するようになる訳です。 
 免疫を高めるためには，脳の視床下部に適切

な信号を送り続けることが重要であるというこ

とが，最近の脳科学の進歩ではっきりと言える

ようになってきております。 
 ですから我々の体というのは，感動とか感謝

とか鬱状態からの解放とか，そういうことがあ

りますと，体が癒されるようにできているんだ

，ということです。 

神経系

ホルモン系 免疫系

刺激・情報

自律神経

交感神経， 副交感神経

（脳：視床下部
が中枢）

（血液： 顆粒球，リンパ球 ）

交感神経優位（ 戦闘モード ） → 顆粒球増大 → 活性酸素過大

副交感神経優位（ リラックスモード）→ リンパ球豊富→ 免疫反応増強

物理的，心理的
な事柄

最後に血液を通して体に作用する

 

神経系

ホルモン系 免疫系

刺激・情報

神経系

ホルモン系 免疫系

刺激・情報

・感動，感謝，肯定的な心，笑い，喜び，うつ状態からの解放

体は癒される

免疫を高めるためには 脳・視床
下部に適切な物理的・心理的 刺激
を送り続けることが重要

（心をここに向けると体は癒される）
（精神神経免疫学）

副交感神経
優位が大切

リンパ球モード
が大切

人は 体と心と魂が一杯詰まっている生き物である。

  表１６ 感謝や感動が心身を癒す 
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■おわりに 
 
 本日は 食べ物の話を中心にお話させて頂き

ましたが，その他に運動，ストレスについても

少し触れさせて頂きました。 
 最初に，癌の出来る訳とその対策を検討しま

したが，そこから，食物はとても大事であるこ

とが分かりました。 
 中でも，抗酸化物質やミネラルを多く含む植

物性食物を できるだけ多種類に摂取すること

；また一方，エネルギー摂取量を減らすことや

，動物性タンパク質を控えること，さらには生

活の中で十分に運動量を確保することが 大切

であると理解出来ました。 
 ところが，これらの事柄は，世界ガン研究基

金が勧告（2007,11月）している項目とほぼ一致

しておりまして，驚かされた次第であります。 
 勧告には１０項目ありましたが，本講演で記

憶しておいて頂きたいとお願いしました”三つ

とおまけ一つ” 
 一つ 高カロリーの食品を減らしましょう。 
 一つ 赤みの肉は減らしましょう。 
 一つ 果物と野菜，全粒穀物，豆類を食べま      

しょう。 
そしておまけとして 
 一つ 運動をして下さい。 
はガン予防・治療のために 特に大切にしたい

ものであります。 
 
 しかし，実際には，食物，運動の他にも注目

しておくべきことがあります。それは心のあり

方であります。いわゆるストレスの問題です。

仕事の仕方，心のあり方に注意を払って生活す

ること これも非常に大切なことであります。 
 

 

無理な生活などで活性酸素が過剰に発生していて，
また同時に免疫力が弱まっている時に発病する。

ガンの発病は

その対策は

①何をどのように食するか

②どのように運動するか

③無理な生活からのストレスをいかに避けるか

ガン予防のための10箇条・勧告２００７
世界ガン研究基金 (WCRF)

に従うのが良策である。

（：仕事の仕方，心の置き所を考え直す）

ガンはどのようにして治るのか

体の中の活性酸素と免疫力 対策が重要

まとめ

    表１７ まとめ 
 
 （おわり） 
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