バランス栄養学による健康への道
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食事の改善で健康を取り戻すという時代の要請が高まって来ました。
バランス栄養学も世の中に認知が進み、現代医学ではお手上げの難病がバランス栄養学に順ずる食事で大きく改善し
喜ばれている人がとても多いと聞きます。
私も半信半疑でしたが、バランス栄養学の路線に食事を変えてから色んな良い変化が現れ、とても元気一杯です。
７２歳にしては、相当元気を実感しております。7２歳らしくない・・・・私です。
私の身体が必要としたわけではありませんが食事を変えてから、老眼も改善しましたし、顔のシワも少し改善しました
頭髪が白髪が減り、髪が増えた感じです。毎日がシャキッとして元気一杯で爽快です。
お知り合いの方も難病が改善していると先日も報告がありました。
相当な確率で難病・老化・元気の維持にバランス栄養学が効果を出しているな～と実感をしております。
やはり、前向きにバランス栄養学に基づいた食事に変えることにより相当の健康体を取り戻せるのではないかと
思うようになっております。
素直に最新のバランス栄養学を参考にして、転ばぬ先の対処がとても重要なことと思っております。
是非、各位も色々と研究され新しいバランス栄養学等を取り入れられんことを期待しております。
問題の健康状況も案外と簡単に良い結果に繋がる可能性がある様に思います。
私は多くの成功事例を見聞しておりますから・・・・・。
私の勉強先は NPO ヘルスプロモーションセンター理事長 佐藤和子先生の教え（元大塚製薬健康推進本部長）
㈱玄米酵素の教え 日本人の DNA にあった食事を摂る ＋ 酵素を十分摂る
新谷弘美先生「病気にならない生き方」書籍の教え（食べてはいけない物が列記してあります）
●一株の巨大トマトの話し
筑波科学万博（１９８５年）において、巨木トマトの話し、一株のトマトより１１ヶ月間で１３０００個余りの実を
収穫した驚くべき事実御存知ですか、水耕栽培によりトマトの根を栄養素入りの水に浸し根が伸びる抵抗を０にして
根から栄養素を１００％取れる環境にし、茎、枝部は温室で温度・湿度・太陽光を理想の状態を与えると一株のトマ
トから１３０００個の実を収穫した話し・・・・。１株のメロンから９０個、キュウリでは４０００本余りも収穫し
た事実の話しです。
ベストな栄養素の摂取とベストな環境を与えれば驚異的な生命力が発揮される。この理論を人間に当てはめ「ベスト
な栄養素とは」を追求し、バランス栄養学が生まれました。
（元大塚製薬、健康推進本部長佐藤和子先生）人間に必要
な栄養・睡眠・運動・明るい心を１００％取れば１３０歳までの生命力が有ると言われています、
「栄養・睡眠・運動・
明るい心」の不足分がマイナスに作用し、短命になるとの理論です。
●身体はすごいスピードで新陳代謝している。
（佐藤和子先生談）
胃の粘膜は 3 日で全て入れ替わる、腸の粘膜は 1 日で全て入れ替わる、脳は 1 ヶ月で６０％入れ替わり 1 年で
全て入れ替わる、肝臓は１カ月で９６％入れ変わる、腎臓は 1 ヶ月で９０％入れ替わり約 1 年で全て入れ替わる
筋肉は 1 ヶ月で６０％約２００日でで全て入れ替わる、皮膚は 1 ヶ月で１００％入れ替わる、血液は約５リットル
有り１００日～１２０日で入れ替わる、髪の毛は 1 ヶ月１３ｍｍ伸びる、骨は成人２年半７０歳以上で約３年で入
れ替わる
その為、新陳代謝に必要な栄養素をきっちり摂る必要があります。

●健康な体を作るポイント 「100 歳まで元気に生きる為に・・・」
身体の入れ替わりに必要な１２大栄養素(朝・昼・晩一食の食事に必要な摂取量）重要順の１２種類です
１）タンパク質 ３０ｇ 魚類・豆類・煮干し・するめ・ちりめん・肉類・ご飯・各種おかず
１００g の魚類で約２０ｇ １００ｇの豆類で約１６ｇのたんぱく質が摂取出来ます。
２）カリウム １３００ｍｇ 納豆・炒り大豆・煮干し・するめ・バナナ 魚類・肉類 野菜類に多く
含まれており比較的摂り易いカリウムです

39 アミノマルチビタミン一錠の含有量

３）ビタミン C ４０ｍｇ イチゴ・キウイ・バナナ・キャベツ・みかん・トマト

27ｍｇ

４）鉄 ４ｍｇ 煮干し・ひじき・豚レバー・炒り大豆

0,8ｍｇ

５）ナイアシン ６ｍｇ カツオ節・煮干し・するめ

3,7ｍｇ

６）ビタミン D ２ug しらす干し・煮干し・鮭
７）ビタミン B1 ０．４ｍｇ 豚モモ肉・ハム・炒り大豆

1,7uｇ
0,33ｍｇ

８）ビタミン B2 ０．５ｍｇ 豚レバー・鶏レバー・納豆・炒り大豆・鮭

0,4ｍｇ

９）ビタミン A ２１０ug 鶏・豚レバー・人参・かぼちゃ

150ug

１０）カルシウム ３００ｍｇ 煮干し・殻つき干し海老・桜海老・ひじき・きな粉・

33ｍｇ

１１）リン

４００ｍｇ 煮干し・するめ・炒り大豆・きなこ・

１２）食物繊維 １０ｇ きなこ・ごぼう・ゆで大豆・納豆・昆布・ひじき
●必要な栄養素を摂る食事をしょう。
必要な３大栄養素は１）タンパク質 ２）カリウム ３）ビタミン C です
１）のたんぱく質は魚類・豆類・玄米等で摂取が一番身体に良いといわれています。
如何に毎食、魚類・豆類・玄米から良質なたんぱく質を摂るかが大きな鍵です。出来るだけ牛・豚・鶏・乳製品は
避け魚類・豆類・玄米等で良質なたんぱく質を摂り続けましょう。 ２）のカリウムは納豆・煮干し・するめ・バ
ナナ等で取れます、小魚、イリコ、の重要性が分かります。３）ビタミン C は取り易い食品です。サプリメントで
も簡単に取れます。ビタミン C は夕方～夜の摂取は良くありません、コレストロールが増えるようです。
コーヒーにパン、ご飯にサラダに納豆、牛乳にパン、こんな簡単な食事では健康は全く維持できません。
如何に身体を作るタンパク質の欠如した食事が多いか、病気になるのは当たり前です。
●食品群 赤群・青群・黄群の話し
１）赤群 良質なタンパク質を摂る。
（タンパク・ミネラル・ビタミンＢ１・Ｂ２・Ｄ、ナイアシン・エネルギー）
魚類 豆類 小魚 を主体とし 牛、豚、鶏、乳製品は少なめにする
魚の脂は良い（魚は人間の体温より低い）
、特に牛・豚・鶏の脂は控える（人間の体温より高い）
一食にタンパク質３５ｇ摂る。魚の切り身１００ｇでほぼ２０ｇのタンパク質が取れます。
豆類１００ｇでほぼ１６ｇのタンパク質が取れます。
一食に必要なタンパク質３０ｇの理想の摂り方
魚の切り身約６０ｇから１２ｇのタンパク質、豆類のおかず５０ｇから８ｇのタンパク質を
その他おかず・ご飯・味噌汁等から、１０ｇのタンパク質を摂り、合計一食３０ｇのタンパク
質を摂る。卵一個の体積で約５０g の食材になります。したがって魚６０ｇは余り大きな切り身
ではありません。
◎小魚を取るための情報
ダシを摂る大き目のイリコ(煮干し）を料理酒に 12 時間程度浸すとカチカチのイリコが柔らかくなり
ます。その柔らかくなったイリコをらっきょ酢等、酢漬にすれば何時でも小魚が美味しく食べれます。
２）青群 ビタミンＡ・Ｃ、ミネラル等を摂る
新鮮な野菜、根菜類、ひじき、海藻類を摂る。
出来るだけ多くのおかずを摂るようにする。しかし青群をパーフェクトに取るのは難しいので
「39 アミノマルチビタミン＆ミネラル」
（３００錠 37００円程度）毎食一錠、1 日三錠で約 37 円、
アサヒフーズ＆ヘルスケアーのサプリメント等を服用して補ってでも摂る（ドラグストアーで購入）
毎食 3９アミノの錠剤を一錠飲む事でほぼ各種ビタミン・ミネラル・鉄・亜鉛・等が簡単に摂取できます。

カルシウム朝夕３００ｍｇ一錠を最近摂りだしました。カルシウム不足を補うため。一日約１０円
３）黄群 エネルギーを摂る 黄群（エネルギー）の摂り過ぎは肥満になる
肥満の人は黄群を減らして体重を調整する（カロリーを減らす）
出来れば 白米＋玄米半々のご飯を食べる 半々ならまずまず美味しく頂けるレベルです。
玄米を 50%入れて炊く場合、30 分程水に浸してから炊飯すると玄米が柔らかく炊けます。
（スーパーに一皮剥いた玄米２ｋｇ１０００円弱程度で販売しております）
肥満の方は黄群を控える。
（カロリーを抑える）白米、麺類、甘い物、イモ類、パン類、脂類、糖分類
健康のため控える物 ＝ 油、糖分、アルコール類（ビール・日本酒）
●酵素は体の疲労回復・消化促進・毒素を体外へ・体の新陳代謝促進を助け、酵素不足は病気に、老化を早めます。
酵素たっぷりの食品を食す（酵素は 70 度以上で死滅する。温度を上げない調理方法で食すこと）
酵素たっぷりの食品＝ 生味噌 納豆 生野菜 刺身 生しょうゆ 発酵漬物
㈱玄米酵素の「ハイゲンキ」を食すのも良いと思います ハイゲンキは森田塾でお求め頂けます。
ハイゲンキは玄米を発酵させ顆粒にしている玄米と酵素たっぷりの補助食品です。
ハイゲンキは１か月分９０袋（朝・昼・夕各１袋） ４６００円でお分けします。
酵素を摂るのに生味噌が手軽です、スーパーに５０％減塩の生味噌(新庄味噌）４００ｇ２８０円程度で
販売しております。生味噌を是非６０度以下で食べて下さい。
生味噌はカップに入っておりますガスを抜く為 袋に入った味噌は酵素が生きておりません。
◎ 酵素たっぷりの味噌汁の作り方
お椀に、食べるイリコ＋味噌汁の具＋カツオ節に熱湯を注ぎ 温度が６０度以下になってから生味噌を
小さじ一杯（山盛り)２０ｇ程度で味噌味をつけると完成です。
◎ 玄米５０％白米５０％のご飯のお進め
最近スーパーで一皮剥いた玄米（２ｋｇ１０００円程度）を販売しております。
一皮剥いた玄米と白米を５０対５０で普通に炊いて美味しく食べれます。
（炊く前３０分程水に浸す）
玄米は日本人の DNA に合った素晴らしい栄養豊な食材です。
●一日の必要カロリーをオーバーしないことカロリー少なめにする。カロリーオーバーは長生きできない
カロリーを減らせばサーチュイン遺伝子（老化防止遺伝子）がスイッチ ON され若さが保たれる.
森田塾 HP の TOP の下方欄に”サーチュイン遺伝子とは・・長寿遺伝子の秘密”の動画で見て下さい。
動画の内容
アメリカの大学での実験結果です。１匹の猿には十分に餌を与え、もう１匹の猿へは
３０％餌を減らして与え２５年間飼育、その２匹の２５歳の猿の姿は十分餌を与えられた
猿は見るからに年寄りに、３０％餌を減らした猿は若々しく元気一杯の姿です。
満腹な食事を摂る恐ろしさをまざまざと認識させてくれます。
高カロリー食品 / 油で揚げたもの、砂糖で作った甘い物、ビール、牛豚鶏の脂質の肉を控える
●健康な体を作る４大要素
１）身体に良い食事を摂る （上記参照）
２）十分な睡眠 ６０歳までは７時間以上 ６０歳以上は８時間以上 ７０歳以上は９時間以上
８０歳以上は１０時間以上 横に成っているだけでも良いので起きてうろうろしない。
３）適当な運動 少し汗をかく程度の運動 マラソン、トライアスロン等 過激な運動は控える
４）心を明るく持つ 悩みストレスの無い感謝の生活をする

●私は毎日簡単なストレッチをしております。
（忘れない為に風呂に入った時にしております。
）
１）真っ直ぐに立ち、両手を左右に一杯に振り上半身を回転させ腰・背中・等の間接をほぐす １００回
顔はまっすぐ前を見て脚部をねじらず上半身のみ左右へねじる
２）真っ直ぐに立ち、両手を交互に肘を出来るだけ高く上げる １００回
わき腹は左右へ弓なりになる 両手に２ｋｇのバーベルを持ってやります。
３）両足スクワットを １００回
４）スキーの為に、片足スクワットを 右 100 回 左１００回 片足は添えるだけで左右の主力足でスクワット
５）真直ぐ立ち 両足のかかとを１００回上げる ふくらはぎの筋肉が強化されます。
●私は毎日水風呂に入っております。３３歳から３９年間続けております。
水風呂１６度～２０度とお風呂４０度～４２度に交互に１分づつ入ります。最後は水であがる
最初の方は、無理をせず、混合栓で温度調節して２７～２８度の水でシャワーを浴びて徐々に慣らす、
慣れたら徐々に２０度～１６度へ温度を下げてください。その後水風呂を造られたら良いと思います.。
水風呂＋イケス用電気冷水機＋循環ポンプ＋２４時間タイマーで夏場は水温を１６度～２０度に調整できます
●私の補助食品は
１）ハイゲンキ朝夕各２袋を食べております。９０袋 ４６００円程度 森田塾でお分け出来ます。
２）QP コーワゴールド A 錠を毎朝一錠 １８０錠 ２０００円程度 ドラグストアーで購入
３）3９アミノ マルチビタミン＆ミネラル 朝・夕各一錠 ３００錠 3５００円程度 ドラグストアーで購入
４）
「レスベラトロール」 新日本製薬 夕に一錠 １か月分１７００円程度です（直通販）
５）カルシウム 300mg 朝夕一錠ネイチャーメイト大塚製薬２００錠１０００円程度 ドラックストアーで購入
●男子の寿命は８０歳しかし健康寿命は７３歳、女子の寿命は８７歳健康寿命７８歳、要介護が男子７年間女子９年
間と言われます。何時までも元気一杯で介護を受けない健康な身体を作りましょう。
H2９,３改定

