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クリニックでの初診でよくある

Dr. ハスムラの
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★

〒 190-0013 東京都立川市富士見町 2-15-3
電話 042-540-9061/FAX042-540-9062

健康ブーム？

ことですが、初めての患者さんに
その方の避けるべき食事について
お話をすると、
「私がよく食べてい
文：蓮村

奮

★

たものだ！」と驚かれます。そし
てそのうちのほとんどの方が、そ
れら避けるべき食事が健康に良い

民間企業に勤め、首都圏および

種の健康補助のサプリメントや目

と思って一生懸命食べてきた物だ

関西圏に住む 20 〜 50 代のサラリー

新しいドリンク剤が陳列されてい

と言うのです。

マン 900 人を対象に、連合総合生

ます。また、近頃では健康を意識

つまり、その方は健康に関する

活開発研究所が今年４月に行った

したスナック菓子がコンビニエン

間違った知識によって、自分の体

「医療に関する勤労者の意識調査」

スストアーでも売られるようにも

に合わない物を、過度に取りすぎ

の 結 果 に よ る と、今 の 医 療 に は

な っ て お り、多 く の 方 が 気 軽 に

ることによって、ドーシャのバラ

59.5 ％ が「不 満」と 答 え、
「満 足」
は 13.9 ％に留まったそうです。特

健康

を楽しもうと、沢山の商品

を購入しているのです。

ンスを乱し、病気を作ってしまっ
たのです。

に、健康でない人の不満は 71.6 ％

過半数の人が現行の医療に不満

その事実を知ると初め患者さん

と高く、また医療費が負担である

を持ち、軽い体調不良なら病院に

は愕然とした表情をしますが、病

と答えた人は全体の 77 ％に達し、

は行かず、ドラッグストアーのサ

気の本当の原因を知ることができ

特に 40 代男性では 87.1 ％が負担と

プリメントで済ませてしまう世の

たことで自身の内側で納得がいき、

答えたのです。

中なのです。

最後には自ら病気を治すことに対

医療費の自己負担が増えた影響
としては、「少々体調が悪くても、
しばらく様子を見るようになった」
（ 31.8 ％）、「市販薬で済ませるよう

どこかおかしいとは思いません
か？

する意欲や希望が湧いてくるもの
なのです。

健康とは、その人の心や体のバ

健康と言うものは、人生におい

ランスが取れ、高い免疫力が実現

てとりあえずあれば良いと言った

になった」（ 31.3 ％）などが目立ち、

され、強い消化力や整った排泄が

40 代の４割が早期受診を控えるよ

あり、かつ意識や五感が至福に溢

リメントで買える

うになったと回答したそうです。

れ た 状 態 を 指 し て 言 う 言 葉 で す。

りません。それは、真の知識であ

現在の日本社会は、かつてない

現行の西洋医学が病気を中心に構

り、内側の気付きであり、そして

ほどに健康に対する関心が高まっ

築されたものであるため、様々な

至福なのです。その意味で健康は

ていると思われますが、それは決

点において健康を求める人にとっ

人生の基盤であり、それなくして

して現行の医療制度を後押しする

ては不満を感じることはいたし方

幸福な人生は歩むことができない

流れではなく、むしろ西洋医学の

ありませんが、もしサプリメント

のです。

あり方から離れていっていると言

やスナック菓子で健康になれると

えそうです。

多くの人が信じていたら大変な過

は な く、真 に 健 康 な 人 に な っ て

ち を 犯 し て い る こ と に な り ま す。

いってください。

そのような社会現象とは裏腹に、
いたるところにドラッグストアー

まだまだ健康に関する正しい知識

が立ち並び、そこには所狭しと各

が不足しているのです。

おまけ

ではなく、もちろんサプ

商品に詳しい

商品

健康

でもあ

オタクで
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Dr. タナカの

診察室の窓
文：田中

多くなることも考えられます。うつ病
も、春と秋に増悪しますが、秋に最も
ピークがあることがわかっています。
最後のまとめに、彼女に 自分らし
康雄

秋は失恋の季節でも

い本当の自分を みつけていく努力を
するように指示し、マハリシ・ハーブ
を処方したいところでしたが保険取り

過食、吐き気、不眠で困っていると
相談表に記載されて精神科外来を訪れ

診をすることもあります。

扱いの漢方薬を処方して再来をすすめ

彼女に行った脈診では、彼女の長身

ました。そして、ちょっとおせっかい

で、若干太り気味の外見、態度だけで

かもしれませんが、極端に鋭い目つき

彼女は、昨日信号を見間違えて事故

はまったく想像もつかないほどのピッ

にメークされた眉は似合わないことを

を起こし、ここ最近信号で度々事故に

タの怒りとヴァータの不安定さをはっ

加えました。

なりそうになったといい、このことが

きりと感じました。

た 23 歳の女性についてお話します。

発端で外来を受診する決意となりまし
た。

ピッタの増悪は競争心を駆り立てる

マハリシ・アーユルヴェーダの脈診
を臨床の場で実践することで、患者さ

ことから、ハンドルを握るとスピード

んの心奥底にあった失恋の悲嘆すら、

を出したくならないかと尋ねてみまし

察知することが可能だった一例です。

口 に す る こ と も な く、ひ た す ら「な

た。スピード違反で捕まったばかりな

彼女が困っていた過食、吐き気、不眠

ぜ？信号を見間違えてしまったのか。
」

ので、スピードを出したくても出せな

は、当然あって然るべき症状であって、

と落胆されていました。

いという気の毒な答えでした。

この症状にとらわれて改善する薬を用

具体的な困っている症状について、

慣例としてとっさに、私は心理テス

さらに、ここ最近何か大きな怒りと

トを受けることで、事故を起こしてし

失望を体験しなかったかを尋ねたとこ

まう現在の心理状態がある程度把握で

ろ、突然うつむいて目がしらの涙をふ

きるかもしれないことを伝えました。

き取っていました。

いることはまったく不要な訳です。
私事で恐縮ですが、文末をお借りし
てお知らせいたします。マハリシ那須

それから、いつもすべての患者さん

彼女は、麗しき惑いの年頃によくあ

に行うことにしているアーユルヴェー

る 失恋 だったのです。彼女は、涙

依存症、痴呆などの精神科を中心とし

ダの脈診を行いました。もちろん、脈

ながらに、強い女性にならなくてはい

た身体合併症病棟を担当してまいりま

を診ることで体質を知ることができ、

けないと頑張っていたと嘆きこぼして

したが、９月中旬より病院勤務を辞め、

いろいろな病気や症状の手がかりにな

いました。

茨城県守谷市に心療内科クリニックを

ることを簡単に説明してから行います。

クリニックをあとに、拒食症、肥満、

秋はピッタが乱れやすい季節で、食

開設することとなりました。今後も微

しかし、なかには脈診の意義について

欲増進に関係する消化・代謝がピッタ

力ながら保険診療のなかでもマハリ

説明しても理解していただけそうもな

の中心的役割です。しかし、こころ・

シ・アーユルヴェーダの知識を活用し

い場合には、じっとただ脈を触れてい

感情などの情緒、願望、達成などもや

つつ研鑽を積む所存です。

るのも不自然なので、時計をみながら

はりピッタが支配します。情緒的変化

脈拍数を数えているようなそぶりで脈

や失望は、秋のピッタの季節に負担が
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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

後日本の食糧難時代にも活躍したと
か。
そんな貴重な彼岸花、また語源のマ
ンジュシャカが天界の花とされている
のに、ヒガンバナは死人花、幽霊花と
か言われて嫌われ者でした。彼岸の花

養能士

ということや、根に毒があり危険とい
うこともあるのでしょうが、地域に

９月お彼岸の頃、葉も出さず突然咲

ウキズイセン（彼岸花に似ている黄色

よっては、「花に触ったら手を皆で踏

き出し、数日で消えていく赤い花とい

い花が咲く）が結婚して生れた子供が

みつけてもらう」という変わった風習

えば、彼岸花ですね。山口百恵さんの

白い花の咲くヒガンバナ属シロバナヒ

もあるようです。最近は、花がきれい

歌「曼珠沙華（マンジュシャカ）」で

ガンバナです。では、このシロバナヒ

ということもあり、リコリスと呼ばれ

も歌われた花です。彼岸花はマンジュ

ガンバナが天界の花のマンジュシャカ

観賞用に使われています。リコリス・

シャゲと呼ばれるのが一般的ですが、

かというとやはり違うのです。まだ特

ラジアタは彼岸花の学名ですが、彼岸

百恵さんはマンジュシャゲの語源のサ

定されていないようですね。

花と呼ばず、リコリスと呼べば園芸植

ンスクリット語のマンジュシャカと

インドの神様は千の名前を持つとい

物になるというのも面白いですね。ヒ

歌っています。マンジュシャカが変化

われていますが、日本では彼岸花の別

マラヤの薬草たちはその名前にその全

してマンジュシャゲと言われるように

名も千を超え、日本の植物界中では最

価値が現れているとは薬草権威者の言

なりました。仏典では、
「曼殊沙華は

も名前の多い植物さんとしても知られ

葉ですが、どの植物さんも良い名前で

曼陀羅華，摩訶 ( まか ) 曼陀羅華，摩

ています。それだけ日本中に繁殖し

呼んであげたいですね。

訶曼殊沙華，蓮華とともに〈五天華 (

て、生活に密着しているということで

彼岸花の根には去淡、解毒、催吐作

てんげ )〉の一つとされる。これらは，

しょう。「葉欠け花」と呼ばれること

用があることが知られています。根を

仏陀や如来が法を説こうとするときな

もあるように、彼岸の頃は花の茎だけ

すりおろし、厚紙に延ばし、両足の裏

ど，天神の喜びの意に従って空中に生

出て、葉は見られません。葉はないか

の土踏まずに貼るとむくみの解消に役

ずる天界の花で，会いがたいことに会

というと花が終わった後、根から直接

立ち、肩こりや関節の水、リウマチ、

う喜びをあらわす。
」ただ、仏典のマ

出てきます。30〜50 ｃｍくらいの長さ

神経痛等の痛みにも効果があるといわ

ンジュシャカは白い花で、日本でよく

で、幅は数ミリ、先端が丸いやや多肉

れています。最近、足の裏シートなる

見られる赤い彼岸花とは別の植物さん

質の細長い葉が出てきて、翌年の春に

ものがコンビニにも売られています

です。

は枯れます。花はだれでも分かるので

が、結構昔からある健康法かもしれま

ちょっと話しを変えて、朱に交われ

すが、葉は分かりにくいようですね。

せんね。

ば白くなる？という諺をご存知です

さて、彼岸花には、ゆり根のような

彼岸花の原点のマンジュシャカとは

か。そんな馬鹿なと思われるかもしれ

根ができ、水で毒抜きすると食べられ

なんなのか、調査の旅に出たいと思い

ませんが、黄色い彼岸花と赤い彼岸花

るということで縄文時代に日本に持ち

つつ、アーユルヴェーダ新商品発見の

の混血の結果、白い彼岸花になるとい

込まれたものが野生化したのです。根

旅にインドに向かうペンギン博士でし

うお話しです。赤い彼岸花とその親戚

には多量の澱粉が含まれており、飢饉

た。

さんのヒガンバナ科ヒガンバナ属ショ

時の非常食として活用されました。戦

アムリットＭ４タブレットタイプ

好
評

発売中！

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
７ 5 ００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

むく。

ナス ..............................................................５本

ϳ２のナスを包丁でたたいてペースト状にし、白味噌、

ショウガ .......................................................30g

ショウガ、みょうが、すだちのしぼり汁を混ぜる。

みょうが ..................................................30g
白味噌 ...........................................大匙２
イチロウの

すだちしぼり汁 ..........................１個分
【作り方】

ϱナスは、へたのガクを包丁でぐるりと

焼きナスの
なめろう風

切り取り、縦に２ cm 位の間隔で切り込み
を入れる。ショウガとみょうがはみじん切
りにする。

ϲ１のナスをオーブントースターで 15 分くらい焼く。
焼き上がったら、へたの部分の切り込みから切り込み
に向かって竹串などを差し、下へ引っ張るように皮を
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