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理事長ご挨拶
Liscicul Network 2016

初春のお慶びを申し上げます。
新年にあたりライサイカル会員の皆様に法人代表としてご挨拶させて頂く事に身の引き締まる想
いでございます。
さて、日本を取り巻く環境は刻々と進化を遂げグローバル化の煽りに慣れた人々は不安を感じながら
も多様な文化の中を「自分らしく健全に生きるか」を模索しています。文化は先人たちの遺産でもあ
り人間が自然に手を加えて形成した成果は衣食住をはじめとする学問・芸術・宗教などの文化創造に
対し今その意義を深く思索する時が来ていると痛感します。昨年は法人として初めて生命科学文化研
究会の企画「ライサアカデミア講座」を開催することが出来ました。精神疾患はストレス環境が蔓延
する現代社会が生みだす疾患でもあり臨床心理学を学びながら自身の性格や心の深層心理も含め「自
分」を見つめ直す場にと開講いたしました。我々の生体は生命（いのち）をこよなく愛する心にはミ
クロワールドに捉えれば細胞と遺伝子が絶妙にバランス調整しながら機能しています。また、主に自
律神経系の働く中枢神経系の間脳が交感神経と副交感神経を調和し機能
を営みます。さらに脳内伝達物質のセロトニンは神経系（脳機能）に影響
を与え覚醒している時と心の状態に極めて重要な役割があります。
一方、セロトニンやドーパミンのレセプターの相違が性格に関わる研究報
告もあり「心の風邪」を重篤化させない為にも個性や性格を自己分析し且
つ意識化させ多様な環境に適応すれば自ずと現実と向き合う精神力が培
うものと思われます。
生命科学から進化の多様性も含め脳科学や認知科学の分野を視野に「脳の
健康」への研究に挑むことで精神疾患の治療に望みを繋げたく想います。

平成２８年１月吉日
理事長
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早川 あけみ

第３回生命科学文化フォーラム・第１回ライサアカデミア講座を終えて
当法人主催の『第３回生命科学文化フォーラム』が昨年 10 月、ライサアカデミア講座が 11 月に愛知県名古
屋市で開催されました。多くの方にご参加いただき、大変盛況なイベントとなりました。

第３回 生命科学文化フォーラム
◆プログラム：
①講演：「高齢化社会を健康長寿に暮らすためには」

（講師：山田 静雄 先生）

②講演：「形成外科でできる眼瞼下垂の治療」 ～まぶたを上げて若さと健康を取り戻す～
（講師：中里 公亮 先生）
③文化と科学：オーボエに親しもう

～クラシックで免疫力を高めましょう～

（オーボエ奏者：小川 和代 先生）
◆開催日：２０１５年１０月１８日（日）
◆会

場：名古屋都市センター 特別会議室

◆主

催：ライサイカルネットワーク

◆助成金：（公益財団法人）大阪コミュニティ財団
木原 隆がん基金
◆後

援：愛知県・中日新聞社

第１回 ライサアカデミア講座
◆プログラム：
①講座１：精神疾患と生体リズム

～臨床心理学を学び自分と向き合おう～

（講師：早川 あけみ 先生）
②講座２：うつ病を法律から問う

～従業員のうつ病と裁判～

（講師：加藤 英男 先生）
◆開催日：２０１５年１１月２２日（日）
◆会

場：名古屋都市センター 第３会議室

◆主

催：生命科学文化研究会

本年の予定
行

事

日

時

第４回

生命科学文化フォーラム

平成２８年９月２５日

第２回

ライサアカデミア講座

平成２８年１１月予定

社 員 総 会

平成２８年６月予定

備

考

京都大学大学院医学研究科教授

足立壮一 先生

佐藤病院乳腺外科部長

中嶋啓雄 先生

理事、評議員

会場はいずれも、名古屋都市センターを予定しております。詳細は公式Ｗｅｂサイトをご覧ください。
インターネット検索で「らいさいかる」と入力していただければすぐに閲覧できます。
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特集：特別寄稿
サプリや健康食品は食してもだいじょうぶ？
愛知医科大学前学長

石川 直久 先生

テレビのスイッチをひねると、いつもその宣伝がされています。さも効能があるように宣伝されていて、そうだった
ら良いのになあーと思って見ています。ここでは何がどのような効能があるかについて言及しませんが、私と同じよう
に感じて、さらについ手を出して買ってしまう人もあるだろうと思います。このサプリは「関節に良い」「血糖値が気
になる人へ」「肥っている人がやせられる」とか思わせぶりな宣伝が多いように思います。これらのコマーシャルの文
言は「…の病気に効く」などの医薬品まがいの宣伝からはやや脱しつつあるようです。消費者庁は、2015 年 4 月その効
能について確認するようにガイドラインを提示したところです。しかし、有害事象があれば企業の自主規制を求めてい
ます。欧米では 10 年以上も前からこれらの宣伝文句が極しく規制されてきましたが、残念ながら日本にはまだ確たる法
律がない状況です。
サプリの効能についてその根拠(エビデンス)を示すことができることは極めて重要です。そこで動物実験あるいはヒト
でそのエビデンスを確保することが必要になります。そのため、臨床試験を行うことが求められてきています。厚生労働
省が認可している特定機能食品（トクホという）と同様の水準を求めています。しかし、トクホも必ずしも完全ではあり
ません。臨床試験を実施するには、それなりの予算が必要であり、又、それらの試験を実施できる組織は未だ数少ない状
況でもあり、既に実施した臨床試験結果があれば文献的な査読を提示することができる状況です。機能性表示食品は、ト
クホと異なり必ずしも認可されて商品になっているわけではありません。自著の「サプリメント・機能性表示食品の有効
性、安全性、エビデンス――薬理と前臨床および臨床試験、疫学調査」と「ダイエタリーサプリメント製造販売会社のた
めの広告ガイド‐アメリカの消費者保護のために‐」を参考にしてください。実際に臨床試験でないとしても、過去にき
ちんと臨床試験を行っていて結果が示されている文献などで明確に公表されている場合も第 3 者の査読を通して立証さ
れていることが必要です。それをシステマティックレビューと言います。日本には、欧米・中国などの厳しい規制がなく、
ＴＰＰが締結されてもそのギャップを埋める手立ては今のところない状況です。当法人「ライサ」の講演会でもしばしば
取り上げられているところであり、今後も続くと思います。今後、さらに行った臨床試験がさまざまなバイアスの影響を
受けることなく正々堂々と結果を出していることを認証するシステムも重要であると考えています。

医（薬）食同源の実践を指向して
静岡県立大学 特任教授、大学院薬学研究院・薬食研究推進センター長、
ＮＰＯ法人くすり・たべもの・からだの協議会理事長

山田 静雄 先生
近年、国民の 4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者が占める我が国において、医療費を含む社会保障費は高騰しており、セ
ルフメディケーションの普及に伴い、健康増進や疾病の予防・治療を目的とした健康食品・サプリメント・漢方薬などを
用いた補完代替医療や、統合医療への関心が高まっている。欧米では、補完代替医療としてハーブ類などの植物製剤を医
療の現場に積極的に活用するようになり、医療における「先祖返り」的傾向が見られる。西洋医学の祖、ヒポクラテスは
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「汝の食事を薬とし、汝の薬は食事とせよ」（” Let food be thy medicine, and medicine be thy food”）という格言を残し
ているが、実際には「薬」と「栄養・食品」に関する学問分野は独立して発展してきた。しかし、今や両分野の和合によ
る病気の予防や治療、健康回復・増進に資する、薬学と栄養学・食品機能学の相互理解に関する研究の必要性が高まって
きている。現在使用されている薬の 60～70％は、食用植物、果実、野菜、ハーブ類、微生物や発酵物などに由来してい
る。”Best sold and registered drug”として 100 年の歴史を誇るアスピリンの発見は、紀元前にヤナギの枝や樹皮エキス
を飲物としたこと（「食」から「薬」）に始まり、世界的な健康飲料の緑茶は炎症や創傷などの治療の伝統的な医薬とした
こと（
「薬」から「食」）がその起源である。
私の所属する静岡県立大学「薬食研究推進センター」は、健康科学の発展および健康長寿社会の実現に寄与することを
目的とし、学術的な基礎研究に加え、地域の医療施設と連携して、患者視線で医薬品のより良い（有効性を高め、副作用
を低減する）使い方や、新たな機能性食品の開発につなげるための橋渡し研究を実施している。また、医師・薬剤師など
の医療専門職や一般消費者への「薬」と「食」に関する確かな情報の提供ならびに、
「薬」と「食」に精通した実践力のあ
る医療専門職および研究者の養成への支援も指向している。

形成外科でできる眼瞼下垂の治療
伊勢赤十字病院 形成外科部長

中里 公亮 先生

まぶたが上がりにくい、まぶたが下がって視野が狭くなり困っているという症状で形成外科を受診されるかたが増えて
います。眼瞼下垂というのはまぶたが黒目の上まで持ち上がらない状態のことです。まぶたを開けるのは「眼瞼挙筋」と
いう筋肉が働いています。眼瞼下垂では、この筋肉の作用が何らかの原因で弱くなり、まぶたが十分に上げられなくなっ
ています。原因で最も多いのは老化現象で、筋肉が弱くなると同時に筋肉全体が伸びてしまっているためです。次に多い
原因は、筋肉自体の機能は正常なのですが、筋肉がまぶたに連結しているところが外れてしまうことです。これはハード
コンタクトレンズを長期に使用している方、アレルギー性結膜炎で目を強くこする癖がある方に多くみられます。
眼瞼下垂の治療は手術になります。手術は「眼瞼挙筋」を糸で３か所ほど短縮して固定します。局所麻酔で手術時間は
片側 30 分から 45 分程度で、高齢の方でも比較的、安全にできる手術することができます。余剰の皮膚も切除するために、
美容目的ではありませんが、若返りの効果も期待できます。
眼瞼下垂は生命にかかわることはありませんが生活の質の低下をまねく病気です。まぶたが上がりにくいという症状で
お困りであれば、かかりつけの眼科または形成外科を受診することをお勧めします。

うつ病を法律から問う
弁護士

加藤 英男 先生

弁護士の仕事
弁護士の仕事は『個人・企業間の権利自由の衝突』を調整することにあり、その最たるものは裁判であり、その中でも
損害賠償請求訴訟が中心です。
「うつ病」と裁判（電通事件より）
損害賠償請求訴訟のなかで最近目立つのが、従業員のうつ病の責任を勤務先会社の問うという事件です。過重労働があ
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り、うつ病と診断されてしまえば、直ちに会社の責任が肯定されてしまうという傾向にあります。しかし、いくつか事件
を担当すると、そもそも「本当にうつ病か？」
「本当に会社に責任があるのか？」という事件に遭遇します。
「うつ病」を取り巻く問題状況
「うつ病」についてデータを調べてみると、①「うつ病」患者数の増加、②「心療内科」施設数の増加、③抗うつ薬市
場拡大という事実があり、これら①〜③をグラフにするとほぼ重なります。また、専門家が策定したある自治体の「うつ
病」自殺対策は不奏効でした。
何が問題なのか？
医師や臨床心理士らの最近の調査研究によると、 (1)「うつ病」と診断されるものの多くは、いわゆる「新型うつ病」
であり、実は「双極性障害」であること、(2)「新型うつ病」に「うつ病」治療薬を投与するミスマッチが病気の難治化、
自殺リスクを高めること、(3)新型抗うつ薬、急性期に投与されるベンゾジアゼピンも奇異行動や自殺を招くことが判明し
ました。
今後の課題
ミスマッチが起こらぬよう新型抗うつ薬とベンゾジアゼピンの投与を限定的にし、患者家族としては積極的に治療情報
を確認し、患者を見守って支援していくことでしか不幸な結果を回避できないと思われます。

以上

ライサの挑戦は極みの論理哲学による文化の創造
イスタンブールの丘に佇むアヤソフィアは現代社会にある我々に異次元の秀麗な香気を放っています。紀
元４世紀以前にギリシアの神々を祭る神殿として創建され、ローマ皇帝のキリスト教への改宗と共にキリ
スト教会となり、そして現在イスラム寺院として息づいているのです。古代のギリシア哲学を研究するド
ミニック

オメラ氏はこの教会ドームの天井の最上段の中核をギリシアの哲学を修行した者の究べき最

高の高みの境智を象徴していると意義づけ、それは内陣の地上から側壁を経てドームの頂上に到る過程の
中に人の迷いの心を昇華させ悟りに至らしめる哲学論理をデザイン化したものであると結論しています。
私がこの教会を訪れたのは１９９３年の夏でしたが、ドームの頂上を見
上げた瞬間に全身が崇高な意識に包まれました。それは時空を超える論
理哲学を具象化して諸行無常の宿命に揺れる人の命をつつみ、より高次
元の智慧と勇気を与えるものであり、ライサの創造もまた、極みの論理
によって文化を育み、人生を科学していくところにあると考えています。

理
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事

山根 正人 先生

一開業医のつぶやき
大学医局員として勤務医、また（ほんの一時期であるが）大学院生として研究生活などを経て現在地域のかかりつ
け医としての開業医になって１０余年、突然会長である早川あけみ先生からライサの評議員にならないかとの誘い
を受け、初めはアカデミックとは無縁の生活を送っていたため外部からお手伝いする立場で申し出たのですが幅広
い立場で構成したいという趣旨と早川先生の熱い気持ちに押し切られる形で入会させていただきました。呼吸器、
アレルギー科を専門として１３年前開業したのですが、ふたを開ければ生まれたばかりの赤ちゃんから白寿をこえ
るお年寄りまで幅広く診療をする立場になり、専門を超えた何でも屋（これをプライマリーケア医という？）とな
らざるを得なく現在の保険診療の矛盾や限界などを実感しつつ、その範囲内で医療を行っておりました。そんな中
、ライサに入り、そこで聴く講演は新鮮で、かつ新しい可能性を示唆するものがたくさんあるように思います。実
診療は西洋医学と漢方薬を中心とする一部の東洋医学に限定された保険診療とういう縛りの中で行われており、そ
れを外れる行為は保険外診療として行われ、本当に正しいかどうかを検証することは困難であることが多く、その
ため自信を持って患者さんに勧めることができないでいました。正しい健康食品の利用法や、音楽、芸術の健康に
およぼす影響など各方面の専門家が集まるこの会は我々臨床医の幅を広げ、ひいては患者
さんを通じて社会一般のためになるのではないかと思います。超高齢化社会となっていく
日本において今後、終末期医療、在宅医療をどのようにやっていくかという先細りの暗く
なりがちな臨床医の立場ではありますが、ライサに入りこういったテーマでさえ明るく楽
しく考えていければ評議員として喜ばしいことと思います。

評議員

会員で繋ぐ

竹内

正行

先生

ライサコラム

三上博司と申します。初対面の方に「芸能人と同姓同名ですね」とよく言われます。ちなみに芸能人は三上博史
さんで、少し漢字が違います。最近はめっきりテレビに出なくなったので、その機会も減りましたが(苦笑)。さて
、某自動車メーカー向け電線の回路設計者の私ですが、自動車を長く、大事に乗るための秘訣をご紹介したいと思
います。
①

始動、制動、加速はゆっくりと。
エンジンとブレーキへの負担を軽減させます。急なガソリン消費が無くなり燃費も良くなります。

②

エアコン、オーディオ等の電装品の使用は控えめに。
発電機(オルタネータや DCDC コンバータ)から電装品への電力供給が少なく
済み、ガソリン消費が抑えられ燃費が良くなります。電装品への負荷が抑え
られると経年劣化が緩やかで長持ちします。

③

掃除をする。
埃や砂等は水分や塩分と結びつき錆や劣化の原因となります。泥道を走った
時はタイヤ回りだけでも洗い流すようにすると良いです。室内の埃も年に一
度ぐらいはふき取ったり吸い取ったりすると尚良いです。ちなみにエアコン
のフィルターも掃除できます。興味のある方は小生まで！自動車も人間も程々
のストレスが最適だということですね。

以上、三上でした！（笑）
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はじめまして。現在、某製薬会社で申請業務をしている山本美佳と申します。今回は私が経験した病気につい
てお話させていただこうと思います。
みなさんは、滑膜肉腫という病気を知っていますか？滑膜肉腫は、軟部腫瘍の一種で、高悪性度かつ発生頻度
が 10 万人に 1 人程度の病気です。私は、約 2 年前に滑膜肉腫と診断を受けました。検査入院を含め、3 回の手術
と約半年の抗がん剤治療を行い、現在に至ります。「ガン家系でもない自分が、まさか 20 代でガン患者となると
は」と現実を受け入れるのに時間がかかったのを覚えています。しかし、今では手術による後遺症は残ったもの
の仕事も復帰し、リハビリと定期健診を受けながら充実した日々を過ごしています。周り
の助けとプラス思考の性格が病気の回復につながったと思っています。ガン患者が増え
ている昨今、ガンはよく耳にするものだけじゃないこと、決して他人事ではないことを
もっと意識してもらいたいなと思います。
ライサでは、様々な先生方の健康・文化に対する貴重なお話、専門の情報を手にする機会
があります。この素晴らしい活動を通じて、みなさんと一緒に貴重なひと時を共有できる
ことを楽しみにしています。

編集後記
News Letter 第２刊を発刊するにあたり、大変お忙しい中にありながらも原稿等を寄せていただいた関係者
の方々に改めまして厚く御礼申し上げます。
この度の編集作業を担当させていただき感じたことは、役員の方々及び会員の皆様を含め職域が多岐にわた
り、総力を結集すれば本当に無限大の可能性を秘めた組織であると改めて感じた次第でございます。すべての
関係者の方々が一丸となってこの組織の発展を願い、ライサにしか出来ない社会貢献を目指し実現していこう
ではありませんか！
（編集担当

神田秀喜）

「表紙の絵」
趣味の絵画を通じて心身の健康管理に努め、絵画教室にて
ご指導にもあたる大正生まれの藤本喜義さん９１歳！
数ある作品の中から本誌の
ためにご協力頂きました。
藤本さん来年もよろしく
お願いしますね！（笑）

News Letter 編集委員会

ライサでは協賛企業を募集しています。
詳細は下記事務局までお問い合わせください。

名古屋市中区正木 4-11-8 レインボー第 3 金山 202 号

TEL 052-253-9111

FAX 052-253-9139

松本 義也
中嶋 啓雄
鈴木 治彦

一般社団法人 生命科学文化推進機構 事務局
〒460-0024

編集委員

E-Mail office@liscicul.or.jp
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神田 秀喜

