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やすくなり、アーマを生む原因となりま

Dr. ハスムラの

健康指南
★食事に関する一般原則

その１★

す。これは、現代人がアーマを作る最も
多い原因とされているものです。特に、
夕食が済んで、１時間後に何か甘いもの
文：蓮村

奮

を食べるようなことはしない方が良いで
しょう。
ϵ食事は、以下の順番に従って食べること

お詫び

慌しく食事を始めれば、ヴァータやピッ

により、適切な消化がなされます。

編集部の手違いにより、
「健康指南」１２月号の原
稿と１月号の原稿を差し違えて掲載してしまいま
した。筆者の蓮村先生と読者の皆様にご迷惑をお
かけしましたことを深くお詫び申し上げます。

タが乱れている可能性が高く、ついつい

食事の初め：重い、油っぽい、甘い、

マハリシ・アーユルヴェーダで 知識
と言うとき、それは必ず三つの観点から成
り立っています。

濃厚な、固形の食物

食べ過ぎてしまいアーマを作る原因にも
なります。
次に「食事の仕方」に関する内容です。
ϲ落ち着いた心で、落ち着いた静かな環境
で食事をします。同席する人や環境は快

中ほど：酸っぱいもの、塩辛いもの、
辛いもの
終わり：軽い、乾燥した、苦い、渋い、
液状の食物

一つはその知識を知る主体、一つは知識

適であるべきです。食事中は仕事をした

これは、消化力が強い初めに、最も消化

を知るプロセス、そして一つが知識の対象

り、雑誌、新聞を読んだり、ＴＶを見た

しにくいものから食べ始め、消化力がい

です。例えば、
「食事」に関する知識を取

りはしません。常に座って食事をしま

くらか落ち始めた頃に、消化力を上げる

り上げてみますと、主体とは「食事をする

す。これは、食事にきちんと注意を向け

酸味、塩味、辛味を食べ、最後は消化し

人」のことであり、プロセスとは「食事の

ることで、食事による喜びをより大きく

やすいものを食べて終わらせるという、

仕方」などのことを指し、そして対象とは

体験し、食べたものをより早く適切に消

ものです。例えば、食後に生クリーム

「食べ物」のことを意味します。通常、私

化するために必要なことです。慌しく食

たっぷりのケーキを食べるより、食事の

達は、 何々を食べると健康に良い と言

事をすればドーシャは乱れますし、また

初めに食べるほうが消化には良い、と言

うように、知識の対象だけに偏ることが多

ＴＶを見ながらの食事ではその喜びが半

うことです。

いのですが、今挙げた三つの観点全てが含

減し、そのため十分な満足を得られない

϶早すぎたり、遅すぎたりしないように食

まれていなければ、食事に関する正しい知

ために、必要以上の量を食べてしまうか

べます。食べられる量の 3/4 ぐらいが適

識とは言えないのです。

もしれません｡

量です。非常に空腹であったり、満腹に

さて、このような三つの観点を踏まえ、具

ϳ食事は毎日、ほぼ同じ時間にします。規

なりすぎないようにして席を離れます。

体的に「食事に関する一般原則」を解説す

則的に食事をすることで、消化のリズム

適切な食事が取れたときに私達が体験す

ることにします。

が整います。不規則な食事をすること

る最も始めのサインは、満足を感じる、

で、消化力が不安定になり、未消化を起

と言うことです。ですから、満足感を

こす原因になります。

持った食事をすることはとても大切なこ

まず、
「食事をする人」に関する内
容から。

ϴ以前の食事が完全に消化されてから食べ

とですが、食後に席を立つ際に身体が重

これは、食事をする前に心を静め、深く

るようにします（食事の時間は３〜６時

く感じていたり、歩くのが億劫なほど食

自分の内側を感じ、食事への感謝をしつ

間空けます）これは、胃の中で既に消化

べてはいけません。食べられる量の 3/4

つ食事を始めるためです。自分が何をど

の段階にある物と、新しい食物が混ざら

ぐらいで止める理由は、満腹では胃の中

の程度食べたいのか、自分の消化力はど

ないようにすると言うことです。ある程

のヴァータ（空間）がなくなり、消化が

の程度あるのか、などをきちんと自覚す

度消化が進んだものとそうでないものと

出来なくなるからです。

ることはとても大切です。仕事の直後に

が混ざることで、消化のプロセスが乱れ

ϱ毎食、大我を考慮して食事を頂きます。

（つづく）
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ら、頭痛、心臓病、過敏性大腸症候

Dr. タナカの

診察室の窓
文：田中

群、潰瘍性大腸炎、味覚・聴覚・視
力の鈍さなどの症状に発展します。
乳幼児では、発熱の原因が便秘のこ
誠紘

便秘について

ともあり、在日していたバイディア
（インド人アーユルヴェーダ医師）
の指示でヒング（スパイス）極少量

で起きていること。休息はカパの質

を煎じて服用させたところ多量の排

ない便通や排便回数が 1 日おき以下

（湿 り）で す が、夜 更 か し は、

便とともに解熱したという経験があ

の便通と定義されています。ヴェー

ヴァータの質を高めて乾燥させま

ります。近年どうしても見逃せない

ダ健康法の定義では、毎日排便がな

す。以上の原因が、単独だけではな

ものには、中高年者の便秘で大腸ガ

いこと、硬い便、排便が困難である

く、いくつかの原因が重複して生じ

ンを考慮する必要があります。

こ と を い い、さ ら に 完 全 に 排 泄 さ

ます。

便秘とは、一般医学的には量の少

● 摂生法について

れ、正常な排便は 1 日１，２回の快

医学的には、化学合成薬、例えば

便であり、最良な時間は起床時と午

水 酸 化 ア ル ミ ニ ウ ム 制 酸 薬（マ ー

ϱ規則的な運動。
（散歩、体操など）

後遅くのヴァータの時間帯であると

ロックス）、抗コリン作用の神経遮

ϲ規則的な睡眠や食事。ϳ温かい水

詳細にしています。

断や胃腸薬、抗うつ剤、鉄剤などの

分を十分とる。ϴからだの保温、特

副作用に便秘があり注意が必要で

に下半身。ϵ排便を我慢しない。϶

す。

ハ ー ブ で 規 則 的 な 便 通 を つ け る。

病気の 60〜70％がヴァータの乱れ
と関連しており、ヴァータの主要な

（ＭＡ 505 トリパラーなど）Ϸ定期

位置である大腸の便秘は深く関連し

便の性状は、コロコロして硬く乾

ており、便秘をまず治療することは

燥した便はヴァータの質が、やや湿

すべての病気治療の始めとなりま

り気があってスッキリ感がない軟ら

す。

かい便はカパやピッタの質が大腸に

● 食事法について

原因としては、慢性習慣性のもの

強くでています。ヴァータとピッタ

ϱ葉野菜と甘い果物。ϲ午後 3 時ま

としてϱ不適切な食習慣、これは食

がともにある場合、さらに頑固な乾

でに白湯４：ヨーグルト１の割合の

事内容はもとより食行動も含みま

燥した便になります。

ラッシーを飲む。ϳ前夜、水につけ

的なパンチャカルマ

す。ϲ運動不足。仕事で身体を動か

便秘に伴う症状として、腸管の閉

て置いた干しレーズン 20 個を朝食

していることを運動として考えてい

塞によるガス停滞、消化不良、吐き

べる。ϴ寝る前 1 時間にホットミル

る人がいますが、仕事はその目的が

気があり、他にも一見関係なさそう

クにギーを入れて飲む。（硬い便の

あって動いている活動にすぎませ

な症状として、ふくらはぎの痙攣、

人のみ）ϵガスになりやすい食物を

ん。犬 の 散 歩 も 犬 の た め の 時 間 で

めまい、背部・腰部痛、膀胱痛、頬

避ける。（キャベツ、芋類、大きい

す。ϳ長時間同じ姿勢で座っている

の腫れがあげられます。症状の重い

豆類、発酵パンなど）

こと。オフィスワーク、長距離運転

場 合 に は、便 秘 が 消 化 管 の ア ー マ

など。ϴ長期間の旅行。ϵ夜遅くま

（未消化物）やガスを産生しますか
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アーユルヴェーダ
ペンギン博士の

薬草学
文：小澤

場合、単にそのミネラル分を補給した
だけでは不十分で肝臓などの消化吸収
器官も同時に整えないと体に吸収され
ないということです。
タカサブロウには止血作用もあり、
鼻血、痔、血尿、赤痢などの出血に適

養能士

用されます。
また、鎮痛作用もあり、外用で頭痛、

アーユルヴェーダでよく使われる植

葉には短い毛があってざらついていま

物さんが日本でもよく雑草として繁殖

す。７月から 10 月にかけ、茎の先に

樹液が空気に触れるとすぐに黒くな

していることがあります。以前ご紹介

付く約１センチの花は、中心部に緑白

ることから刺青にも用いられているそ

したツボクサ（ブラーミー）もその例

色で筒状の小花が、周囲に白く細長い

うです。茎や葉をちぎると白色乳が浸

で、ツボクサはすでに、日本の健康食

花びらのある小花が多数並んでできて

出し、それが酸化してすぐ黒くなりま

品素材、化粧品素材としても人気が出

います。水辺の植物らしく，種子は軽

す。昔、日本で高三郎という人がこれ

ています。ところが、日本での繁殖は

く，水に浮くようにできています。

を使って字を書いたことからタカサブ

歯痛に使われます。

ツボクサ以上なのにほとんど活用され

サンスクリット名はブリンガラー

ロウの名前がついたということです。

ていない植物さんもいます。その例が

ジャまたはケーシャラージャで、髪の

このタカサブロウを活用するとエネ

今回ご紹介する老化防止作用のあるキ

毛の支配者という意味だそうです。実

ルギーと力を維持しながら 100 歳まで

ク科の高三郎（タカサブロウ）さんで

際、ごま油やココナッツ油と一緒に煎

は生きられるとかいわれています。こ

す。

じたものは、頭髪を黒くするそうで、

のようにみていきますと、なぜ、日本

髪の毛に大変良いアーユルヴェーダの

でほとんど注目されていないのか不思

ハーブ薬です。

議です。稲と一緒に日本に入ってきた

薬効の点では多くの点でツボクサと
似た性質がありますが、インターネッ
トで検索するとツボクサは健康食品や

タカサブロウは老化防止作用があ

歴史のある植物さんですが、あまりに

化粧品のホームページが一杯出てきま

り、血 液、皮 膚、骨、歯、髪、視 力、

もどこでもあるため、その価値に気づ

すが、タカサブロウでは写真入の趣味

聴力、記憶力に対しよい効果を与えま

かなかったのかもしれませんね。

のホームページが 100 以上出てきてそ

す。マハリシ・アーユルヴェーダでも

今年の夏は

の違いに驚いてしまいます。

肝臓や皮膚に関係するヴェーダハーブ

水田にタカサ

やラサヤナなどで多数使われていま

ブロウさん探

す。

し に 行 っ て、

タカサブロウは世界の熱帯、亜熱帯
に広く分布し、日本では本州北部でも
みられる１年草です。水田や湿地、溝

鉄分補給に良いラサヤナのアイアン

タカサブロー

などに生える雑草です。皆さんも水田

リッチにもタカサブロウが入っていま

オイルを作り

のあぜ道などで見つけられるでしょ

す。それは、タカサブロウの肝機能な

たいな〜と思

う。葉は長さ３〜 10 ｃｍ、幅５ｍｍ

どを高める作用が鉄分の消化吸収を助

うチョット白

〜 25 ｍｍと細長く、対になってつき、

けるからです。アイアンリッチには他

髪の増えてき

その付け根から枝が出ます。高さ 20

にも肝機能を高めるハーブが入ってい

たペンギン博

〜 70 ｃｍの直立した姿となり、茎や

ますが、鉄分などミネラルが不足する

士でした。

世界有用植物事典（平凡社）より

アムリットＭ４タブレットタイプ 新発売！
Ｍ４ジャムの砂糖、蜂蜜、ギーを除き、濃縮して細長い錠剤にしたものです。
Ｍ５ハート型と同じように食べやすくなりました。
マハリシ・アーユルヴェーダ入門小冊子、マハリシ・アーユルヴェーダ製品解説等 資料、サンプル無料配布中

１月分約６０粒（約６０ｇ）入り
７０００円（消費税別）

有限会社 アムリット
〒510-8121 三重県三重郡川越町高松985-7 TEL:0593-65-8631 FAX:0593-65-7376
URL http://www.amrit.jp/ e-mail info@amrit.jp
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＜材

料＞‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑３〜４人分

サラ、ショウガみじん切りを入れて良く混ぜ合わせ

ブロッコリー ................................................................１株

る。

小麦粉 ...................................................................3/4 カップ

ϳЭのブロッコリーにЮの衣を付け、170 度くらい

ショウガ ..........................................................................20g

に熱した揚げ油で中に火が通りきつね色になるくら

ターメリック ...........................................小匙 1/2

いまで揚げる。
イチロウの

ガラムマサラ .......................................小匙１

※ターメリックとガラムマサラの変わりに

塩..........................................................小匙１

体質に応じたチュルナ（スパイスミックス）

ヨーグルト .............................................50cc

や市販のカレー粉

水 ..............................................................50cc

でも美味しいです

ブロッコリーの
スパイス風味
天ぷら

揚げ油 ......................................................適量
【作り方】

よ！

体質に応じ

たチュルナは有限会
社アムリットやしっでぃ

ϱブロッコリーは水洗いした後、一口大の小房に分

ぐりーんネットワークでお求

け、茎は皮をむき５ mm 程度の輪切りにしておく

めになれます。
（問い合せ先は

ϲボールに小麦粉、水、ヨーグルト、塩、ガラムマ

広告をご参照ください。）

●─好評発売中！
・女性のためのマハリシ・アーユルヴェーダ 第一部 心と身体の健康
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