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ⅠⅠ識識知知ニニミミ学学医医
特集特集

あっとランダム医学ミニ知識あっとランダム医学ミニ知識 ⅠⅠ
今回は夏恒例のあっとランダム医学ミニ知識です。今回は夏恒例のあっとランダム医学ミニ知識です。今年も異常な夏を予感今年も異常な夏を予感

させますが、させますが、体調管理はいかがですか。体調管理はいかがですか。ところで、ところで、20032003年に全ヨーロッパ年に全ヨーロッパ

で起こった記録的な猛暑は、で起こった記録的な猛暑は、過去過去500500年で最も暑い夏でした。年で最も暑い夏でした。死者は最終集死者は最終集

計で５万２千人にのぼり未曾有の災難だったのです。計で５万２千人にのぼり未曾有の災難だったのです。日本でもこの数年連日本でもこの数年連

続して猛暑の年が続いてますが、続して猛暑の年が続いてますが、気象庁では今年の４月１日から、気象庁では今年の４月１日から、最高気最高気

温が摂氏温が摂氏3535℃以上を℃以上を「猛暑日」「猛暑日」と呼ぶように定めたそうです。と呼ぶように定めたそうです。このようなこのような

暑い夏なのに高齢化の進んでいる日本で熱中症による死者が少ないのはな暑い夏なのに高齢化の進んでいる日本で熱中症による死者が少ないのはな

んといってもエアコンの普及です。んといってもエアコンの普及です。20052005年の総務省統計局の調査では全国年の総務省統計局の調査では全国

でエアコンの普及率はでエアコンの普及率は86.986.9％です。％です。北海道や山間部も含めた統計でこの数北海道や山間部も含めた統計でこの数

字です。字です。価格も低下して、価格も低下して、一世帯で一世帯で2.32.3台を使用しているそうです。台を使用しているそうです。クークー

ラーのお陰で熱中症はしのげますが、ラーのお陰で熱中症はしのげますが、クーラー病による体調不良は増加しクーラー病による体調不良は増加し

ています。ています。ご存知のようにクーラー病は自律神経失調症で冷え症、ご存知のようにクーラー病は自律神経失調症で冷え症、頭痛、頭痛、生生

理不順、理不順、肩こり、肩こり、腰痛などわれわれの治療の適応症状のオンパレードです。腰痛などわれわれの治療の適応症状のオンパレードです。

エアコンの効きすぎは体調に悪いのはわかっているのですが、エアコンの効きすぎは体調に悪いのはわかっているのですが、治療院での治療院での

室温設定はなかなか難しいところです。室温設定はなかなか難しいところです。院内にずっといる治療者とは違っ院内にずっといる治療者とは違っ

て、て、暑いところを歩いていらっしゃる患者さんは、暑いところを歩いていらっしゃる患者さんは、しばしの涼をとりたいしばしの涼をとりたい

はずです。はずです。先生のところではどのような対策をされているか、先生のところではどのような対策をされているか、良いアイデ良いアイデ

アがあったら是非メールボックスに投稿してください。アがあったら是非メールボックスに投稿してください。
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のどの炎症止めやのど飴がコンのどの炎症止めやのど飴がコン

ビニや駅内の店で何種類も売らビニや駅内の店で何種類も売ら

れています。れています。それだけ、それだけ、日常的に日常的に

どの違和感を感じている人が多どの違和感を感じている人が多

くいるということです。くいるということです。実際に実際に

のどに炎症をおこす原因はさまのどに炎症をおこす原因はさま

ざまです。ざまです。「イガイガとかザラザ「イガイガとかザラザ

ラ感がする」ラ感がする」「のどに違和感があ「のどに違和感があ

る」る」「のどに何かができている感「のどに何かができている感

じがする」じがする」このようなものを総このようなものを総

称して咽喉頭異常症と呼んでい称して咽喉頭異常症と呼んでい

ます。ます。口呼吸の人、口呼吸の人、ドライマウスドライマウス

の人、の人、扁桃腺の敏感な人、扁桃腺の敏感な人、アレルアレル

ギーの人、ギーの人、高齢者の人などがわ高齢者の人などがわ

りと症状をもっています。りと症状をもっています。そのその

多くは慢性咽頭炎、多くは慢性咽頭炎、慢性扁桃腺慢性扁桃腺

炎、炎、舌根扁桃肥大などでリンパ舌根扁桃肥大などでリンパ

のどの違和感のどの違和感

生活習慣病や慢性の疾患の多く生活習慣病や慢性の疾患の多く

は、は、心理的、心理的、社会的なストレスが社会的なストレスが

かかわる心身症だとみられていかかわる心身症だとみられてい

ます。ます。ですから治療を受けていですから治療を受けてい

てもストレスの具合によって症てもストレスの具合によって症

状がアップダウンしたり、状がアップダウンしたり、再発再発

をくり返すことになります。をくり返すことになります。ここ

うした心身症では、うした心身症では、ある特定のある特定の

ストレスに反応したためにこのストレスに反応したためにこの

症状が出る症状が出る((たとえば対人的なスたとえば対人的なス

レトスで難聴になるなどレトスで難聴になるなど))というという

ように、ように、症状と原因とがわかり症状と原因とがわかり

やすいことがないので、やすいことがないので、がんばがんば

り過ぎてダウンするというようり過ぎてダウンするというよう

な経過をとりがちです。な経過をとりがちです。ですかですか

らからだのどこにトラブルが出らからだのどこにトラブルが出

るかはわからず、るかはわからず、その人の弱いその人の弱い

部分や頑張りようのパターン、部分や頑張りようのパターン、

その人の性格によって違ってきその人の性格によって違ってき

ます。ます。多くは感情を抑制し、多くは感情を抑制し、自分自分

の感情そのものに気づくことがの感情そのものに気づくことが

困難で、困難で、それが身体症状化したそれが身体症状化した

ものとみられます。ものとみられます。そういったそういった

心身症に多い状態を失感情症心身症に多い状態を失感情症((アア

レキシサイミアレキシサイミア))とよび、とよび、この考この考

え方は心身症を考える上で重要え方は心身症を考える上で重要

な視点になっています。な視点になっています。つまりつまり

情動と知性とが乖離してしまっ情動と知性とが乖離してしまっ

た状態です。た状態です。ところが、ところが、もうひともうひと

つ、つ、こういう人は失感情症ととこういう人は失感情症とと

もに、もに、失体感症失体感症((アレキシソミアアレキシソミア))

が重なりがちです。が重なりがちです。失体感症と失体感症と

は身体の声が聞けなくなった状は身体の声が聞けなくなった状

態で、態で、自分のからだの状態が実自分のからだの状態が実

感されません。感されません。空腹感や疲労感、空腹感や疲労感、

眠気などに対して鈍感になって、眠気などに対して鈍感になって、

からだは悲鳴をあげているのにからだは悲鳴をあげているのに

「まだまだ大丈夫」「まだまだ大丈夫」などと無理をなどと無理を

します。します。ストレス状況に対するストレス状況に対する

過剰適応の状態で、過剰適応の状態で、あまりに強あまりに強

いストレスのために感覚を麻痺いストレスのために感覚を麻痺

させることで心身を保たせていさせることで心身を保たせてい

失体感症でバーンアウト？失体感症でバーンアウト？

るとみていいでしょう。るとみていいでしょう。この場この場

合は神経症的な不適応という状合は神経症的な不適応という状

態は起こらず、態は起こらず、バーンアウトまバーンアウトま

で行きかねません。で行きかねません。失体感状態失体感状態

であることを自覚し、であることを自覚し、リラクッリラクッ

スすることを学んだり、スすることを学んだり、思考パ思考パ

ターンを変えるなどの認知行動ターンを変えるなどの認知行動

療法的な心理療法が必要でしょ療法的な心理療法が必要でしょ

う。う。

心身症とみられる疾患心身症とみられる疾患
呼吸器系呼吸器系：： 気管支喘息気管支喘息
循環器系循環器系：： 本態性高血圧、本態性高血圧、狭心症、狭心症、

心筋梗塞、心筋梗塞、不整脈不整脈
消化器系消化器系：： 過敏性腸症候群、過敏性腸症候群、胃胃・・十十

二指腸潰瘍二指腸潰瘍
内分泌内分泌・・代謝系代謝系：：糖尿病、糖尿病、甲状腺機能甲状腺機能

亢進症、亢進症、
神経神経・・筋肉系筋肉系：：緊張型頭痛、緊張型頭痛、片頭痛、片頭痛、

痙性斜頸、痙性斜頸、書痙、書痙、自律神自律神
経失調症経失調症

皮膚科領域皮膚科領域：：アトピー性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、慢性慢性
じんま疹、じんま疹、円形脱毛症円形脱毛症

整形外科領域整形外科領域：：頸肩腕症候群、頸肩腕症候群、腰痛腰痛
症、症、慢性関節リウマチ慢性関節リウマチ

婦人科領域婦人科領域：：月経前症候群、月経前症候群、月経異月経異
常、常、更年期障害更年期障害

組織の炎症です。組織の炎症です。このようなのこのようなの

どの違和感は生命に危険はありどの違和感は生命に危険はあり

ませんが、ませんが、恐いのが食道や下咽恐いのが食道や下咽

頭の悪性腫瘍です。頭の悪性腫瘍です。のどの違和のどの違和

感以外に、感以外に、嚥下がしにくい、嚥下がしにくい、体重体重

の減少という症状があるときはの減少という症状があるときは

検査を勧めるべきです。検査を勧めるべきです。症状を症状を

おこすそのほかの病気として食おこすそのほかの病気として食

道憩室や食道拡張症や胃食道逆道憩室や食道拡張症や胃食道逆

流症などがあります。流症などがあります。また、また、心臓心臓

疾患ではのどに棒がひっかかっ疾患ではのどに棒がひっかかっ

ているように感じることがありているように感じることがあり

ます。ます。甲状腺機能異常症、甲状腺機能異常症、変形性変形性

頚椎症でものどの違和感がでる頚椎症でものどの違和感がでる

ことがあります。ことがあります。これらは全てこれらは全て

器質的な疾患が原因になります器質的な疾患が原因になります

が、が、機能的な疾患、機能的な疾患、つまり心因的つまり心因的

なのどの違和感もあります。なのどの違和感もあります。西西

洋医学では昔はヒステリー球、洋医学では昔はヒステリー球、

感覚球と呼んでいて、感覚球と呼んでいて、現在は咽現在は咽

喉頭異常感症とか食道神経症と喉頭異常感症とか食道神経症と

よんだりしています。よんだりしています。また東洋また東洋

医学では梅核気と呼んでいます。医学では梅核気と呼んでいます。

これらの心因性のものは、これらの心因性のものは、過度過度

のストレスや神経の過敏な人にのストレスや神経の過敏な人に

多く、多く、自律神経のバランスがく自律神経のバランスがく

ずれておきます。ずれておきます。ですから、ですから、ホルホル

モンバランスが乱れて自律神経モンバランスが乱れて自律神経

失調になる更年期障害でも多く失調になる更年期障害でも多く

みられる症状です。みられる症状です。咽喉頭異常咽喉頭異常

感症は中年女性に多い疾患でも感症は中年女性に多い疾患でも

あるのです。あるのです。また、また、仮面うつ病や仮面うつ病や

不安神経症の随伴症状であらわ不安神経症の随伴症状であらわ

れることもあります。れることもあります。
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昔から痛風は贅沢病とか帝王病昔から痛風は贅沢病とか帝王病

とか言われたりしてきました。とか言われたりしてきました。

また、また、高尿酸血症は生活習慣病高尿酸血症は生活習慣病

の高血圧や動脈硬化の誘発するの高血圧や動脈硬化の誘発する

因子として考えられ、因子として考えられ、その予防その予防

としては早期治療が大切で投薬としては早期治療が大切で投薬

が一般的な治療法になっていまが一般的な治療法になっていま

す。す。しかし、しかし、アメリカでは高尿酸アメリカでは高尿酸

血症が痛風と結びつかないとい血症が痛風と結びつかないとい

う考えもでているのです。う考えもでているのです。実際実際

に治療薬で尿酸値を低下させたに治療薬で尿酸値を低下させた

後でも痛風がでた事例もあるの後でも痛風がでた事例もあるの

です。です。日本でも痛風発作の４人日本でも痛風発作の４人

に１人は尿酸値が正常であるとに１人は尿酸値が正常であると

いうデータもあります。いうデータもあります。痛風と痛風と

いえば男女比で男性がいえば男女比で男性が9595％以上％以上

と圧倒的に多いのが特徴です。と圧倒的に多いのが特徴です。

これは男女の身体的な差がこのこれは男女の身体的な差がこの

ような結果をもたらしているのような結果をもたらしているの

です。です。体重比で男性の筋肉量は体重比で男性の筋肉量は1010

％増し、％増し、逆に女性は体重比で脂逆に女性は体重比で脂

肪が肪が1010％増しです。％増しです。また男性は酸また男性は酸

素の消費量が多くなるために、素の消費量が多くなるために、

赤血球も赤血球も1010％増しになっていま％増しになっていま

す。す。生命活動に必要な代謝系全生命活動に必要な代謝系全

般も女性より高くなりますので、般も女性より高くなりますので、

それだけ活性酸素の量も女性よそれだけ活性酸素の量も女性よ

り多くなります。り多くなります。つまり、つまり、男性は男性は

女性に比べて酸化ストレスが高女性に比べて酸化ストレスが高

いということになるのです。いということになるのです。筋筋

肉の収縮でもＡＴＰ肉の収縮でもＡＴＰ（アデノシ（アデノシ

ン三リン酸）ン三リン酸）がでてきますが、がでてきますが、ここ

のＡＴＰが尿酸の元になります。のＡＴＰが尿酸の元になります。

もともと男性の尿酸濃度は女性もともと男性の尿酸濃度は女性

より高いのはこのような理由がより高いのはこのような理由が

あるからです。あるからです。しかし、しかし、男性の尿男性の尿

痛風と尿酸値痛風と尿酸値

酸濃度が高いことは別の見方も酸濃度が高いことは別の見方も

できるのです。できるのです。つまり、つまり、尿酸は核尿酸は核

酸成分の一部やＡＴＰのような酸成分の一部やＡＴＰのような

プリン体の代謝産物ですが、プリン体の代謝産物ですが、実実

はこの尿酸はたんなる老廃物ではこの尿酸はたんなる老廃物で

はなく水溶性の抗酸化物質で注はなく水溶性の抗酸化物質で注

目されてもいるのです。目されてもいるのです。これはこれは

ヒトが水溶性の抗酸化物質であヒトが水溶性の抗酸化物質であ

るビタミンＣを体内で作れなくるビタミンＣを体内で作れなく

なったために、なったために、それを補うためそれを補うため

に血中の尿酸を高めに設定したに血中の尿酸を高めに設定した

という考えもあるのです。という考えもあるのです。つまつま

り、り、酸化ストレスの高い時に、酸化ストレスの高い時に、そそ

れを相殺するために水溶性の抗れを相殺するために水溶性の抗

酸化物質である尿酸の血中濃度酸化物質である尿酸の血中濃度

が高くなるわけです。が高くなるわけです。痛風の人痛風の人

は意外に長生きであるというは意外に長生きであるという

データもあるのです。データもあるのです。

脳にはミラーニューロンがある脳にはミラーニューロンがある

ことがわかったのはことがわかったのは1010年ほど前年ほど前

です。です。例えば目の前の人がコッ例えば目の前の人がコッ

プを持ち上げると、プを持ち上げると、コップをコップを

持った人の活性化している脳の持った人の活性化している脳の

運動野と同じ部分が、運動野と同じ部分が、見ている見ている

ほうも活性化します。ほうも活性化します。このようこのよう

に、に、鏡に映したように相手と同鏡に映したように相手と同

じ場所の神経が活動するというじ場所の神経が活動するという

ことからイタリアのリゾラッことからイタリアのリゾラッ

ティはミラーニューロンと名づティはミラーニューロンと名づ

けました。けました。ところでこのミラーところでこのミラー

ニューロンは、ニューロンは、単に相手の行為単に相手の行為

を映すだけではありません。を映すだけではありません。相相

手がコップに入ったジュースを手がコップに入ったジュースを

飲むだろう、飲むだろう、とかコップは空だとかコップは空だ

から片付けるのだろうなどの、から片付けるのだろうなどの、

相手の行為の意味を類推して、相手の行為の意味を類推して、

それに応じて見ているほうの脳それに応じて見ているほうの脳

の活性部位が変化します。の活性部位が変化します。つまつま

りミラーニューロンは他人の行りミラーニューロンは他人の行

為や感情、為や感情、意図を理解するうえ意図を理解するうえ

で基本的なシステムになっていで基本的なシステムになってい

るのです。るのです。自閉症は他人の感情自閉症は他人の感情

や状況が感じられずにコミュニや状況が感じられずにコミュニ

ケーションをとりにくいというケーションをとりにくいという

障害ですが、障害ですが、このミラーニューこのミラーニュー

ロンのシステムが障害されていロンのシステムが障害されてい

ることが確認されています。ることが確認されています。ささ

て、て、このミラーニューロンは、このミラーニューロンは、単単

に相手の行為や意図に反応するに相手の行為や意図に反応する

だけでなく、だけでなく、相手が嫌悪感や身相手が嫌悪感や身

体的な痛みを感じているとき、体的な痛みを感じているとき、

当事者の脳と同じ部位で嫌悪感当事者の脳と同じ部位で嫌悪感

や痛みも感じます。や痛みも感じます。嫌悪感や痛嫌悪感や痛

みというのは、みというのは、生存するのに大生存するのに大

切な情報です。切な情報です。危険を仲間に知危険を仲間に知

らせるとき、らせるとき、複雑な認知機能を複雑な認知機能を

通して理解させるのでは間に合通して理解させるのでは間に合

いません。いません。それよりも知覚情報それよりも知覚情報

としてとっさに直接的なからだとしてとっさに直接的なからだ

の情報として感じられるようにの情報として感じられるように

なっているほうが情報を受けとなっているほうが情報を受けと

りやすく、りやすく、生き残りやすくなり生き残りやすくなり

ます。ます。つまり相手の嫌悪感や痛つまり相手の嫌悪感や痛

みを前頭葉で解析して理解するみを前頭葉で解析して理解する

より、より、直接身体的に感じるシス直接身体的に感じるシス

テムを持つことで生存の可能性テムを持つことで生存の可能性

が高まるといえるのです。が高まるといえるのです。ヒトヒト

は、は、そのミラーシステム能力をそのミラーシステム能力を

発達させることで生存競争で優発達させることで生存競争で優

位になったともいえます。位になったともいえます。よく、よく、

他人の痛みはわからないと言わ他人の痛みはわからないと言わ

れますが、れますが、実は他人の痛みも自実は他人の痛みも自

分の痛みとして感じることがで分の痛みとして感じることがで

きていて、きていて、だからこそ他者とのだからこそ他者との

深いコミュニケーションが可能深いコミュニケーションが可能

になるのです。になるのです。ミラーニューロミラーニューロ

ンを鍛えることが共感力を養うンを鍛えることが共感力を養う

ことにもなるでしょう。ことにもなるでしょう。

他人の痛みがわかる他人の痛みがわかる
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皮膚に電気現象があることは以皮膚に電気現象があることは以

前から知られていました。前から知られていました。この電この電

気現象がおこるのは、気現象がおこるのは、汗腺の反応汗腺の反応

とみられていたので、とみられていたので、ウソ発見器ウソ発見器

も冷汗による変化をみているのも冷汗による変化をみているの

だとされていました。だとされていました。ところが、ところが、

この電気現象は汗腺によるものこの電気現象は汗腺によるもの

ではなく、ではなく、皮膚の一番外側にある皮膚の一番外側にある

角層自体が持つ作用だったので角層自体が持つ作用だったので

す。す。皮膚の表皮細胞自体がエネル皮膚の表皮細胞自体がエネル

ギーを使ってイオンポンプによギーを使ってイオンポンプによ

るイオンを発生させる電池ともるイオンを発生させる電池とも

いえ、いえ、それもそれも0.10.1ボルトの電圧をボルトの電圧を

発生させています。発生させています。実は皮膚が実は皮膚が

電池であることが皮膚の健康に電池であることが皮膚の健康に

は大切で、は大切で、正常な場合は角層の正常な場合は角層の

すぐ下にカルシウムイオンがすぐ下にカルシウムイオンが

あって、あって、表面はマイナスに帯電表面はマイナスに帯電

しています。しています。ところがアトピーところがアトピー

や乾癬などの皮膚病では表皮のや乾癬などの皮膚病では表皮の

裏表の電位差がなくなっていて裏表の電位差がなくなっていて

皮膚のバリア機能が低下した状皮膚のバリア機能が低下した状

態になっています。態になっています。つまり皮膚つまり皮膚

の電池が切れた状態になっていの電池が切れた状態になってい

るのです。るのです。実験でも皮膚の表面実験でも皮膚の表面

をキズつけるとマイナスの帯電をキズつけるとマイナスの帯電

がなくなり、がなくなり、その状態が続くとその状態が続くと

皮膚は回復が困難になり、皮膚は回復が困難になり、マイマイ

ナスに帯電するようになると皮ナスに帯電するようになると皮

膚が回復してバリア機能が正常膚が回復してバリア機能が正常

になってくるのです。になってくるのです。老化した老化した

皮膚も同様で、皮膚も同様で、加齢によって皮加齢によって皮

膚は帯電しにくくなり、膚は帯電しにくくなり、皮膚の皮膚の

バリア機能が損なわれるようにバリア機能が損なわれるように

なるのです。なるのです。皮膚のイオンバラ皮膚のイオンバラ

ンスを整える化粧品などが開発ンスを整える化粧品などが開発

されれば、されれば、過敏症など皮膚のト過敏症など皮膚のト

ラブルが少なくなるでしょう。ラブルが少なくなるでしょう。

皮膚の老化は電池切れ？皮膚の老化は電池切れ？

日本の回虫感染者は、日本の回虫感染者は、19491949年には年には

6363％だったのが、％だったのが、19901990年代後半に年代後半に

はは0.020.02％にまで激減しました。％にまで激減しました。しし

かし戦後日本の衛生環境を高めかし戦後日本の衛生環境を高め

るのに貢献したるのに貢献した「寄生虫予防法」「寄生虫予防法」

が平成が平成66年年33月に廃止されて小学月に廃止されて小学

校検便が任意となったので、校検便が任意となったので、現現

在では寄生虫症の動向自体が把在では寄生虫症の動向自体が把

握しにくくなっています。握しにくくなっています。しかしか

も最近では検便で検出できないも最近では検便で検出できない

寄生虫が増えています。寄生虫が増えています。寄生虫寄生虫

感染率は感染率は1515～～2020％に及んでいる％に及んでいる

のが現状です。のが現状です。食品由来の寄生食品由来の寄生

虫症なら食品を十分に加熱すれ虫症なら食品を十分に加熱すれ

ばば100100％防げるのですが、％防げるのですが、寄生虫寄生虫

による健康被害は多発していまによる健康被害は多発していま

す。す。原因は日本人の食文化であ原因は日本人の食文化であ

るる“生食”“生食”と深い関係があるためと深い関係があるため

と考えられます。と考えられます。シラウオやアシラウオやア

ユやカワムツなどの川魚はかなユやカワムツなどの川魚はかな

りの高率で横川吸虫に感染してりの高率で横川吸虫に感染して

いるので、いるので、本来刺身や酢の物な本来刺身や酢の物な

どの生食は禁物です。どの生食は禁物です。海産物で海産物で

も、も、サバやイカの刺身などはアサバやイカの刺身などはア

ニサキス症の危険があることはニサキス症の危険があることは

よく知られています。よく知られています。また近頃また近頃

ではペット由来の寄生虫症が増ではペット由来の寄生虫症が増

えています。えています。特に外を歩き回る特に外を歩き回る

ネコは、ネコは、その約その約7575％が回虫症やト％が回虫症やト

キソプラズマなどの寄生虫のほキソプラズマなどの寄生虫のほ

現代社会の寄生虫症現代社会の寄生虫症

か、か、バクテリアやウイルスなど、バクテリアやウイルスなど、

様々な人獣共通感染症様々な人獣共通感染症((ズーノーズーノー

シスシス))の病原体を持っています。の病原体を持っています。

回虫などの大型寄生虫は日本で回虫などの大型寄生虫は日本で

は稀になりましたが、は稀になりましたが、諸外国に諸外国に

は住血吸虫やエキノコックス等、は住血吸虫やエキノコックス等、

アフリカアフリカ･･中近東中近東･･東南アジア東南アジア･･中中

南米で危険な寄生虫罹患率は非南米で危険な寄生虫罹患率は非

常に高いのです。常に高いのです。海外旅行やグ海外旅行やグ

ルメブームによっても外国の寄ルメブームによっても外国の寄

生虫が急速に日本に持ち込まれ生虫が急速に日本に持ち込まれ

ています。ています。日本人の清潔志向は、日本人の清潔志向は、

極端な面があるのに、極端な面があるのに、ペット感ペット感

染症や性感染症には案外無関心染症や性感染症には案外無関心

すぎるようです。すぎるようです。

若者だけ聴こえるモスキート音若者だけ聴こえるモスキート音

人が聴くことができる音の周波人が聴くことができる音の周波

数は数は2020～～20,000Hz(20,000Hz(ヘルツヘルツ))ですです

が、が、年齢や性別や聴覚環境に年齢や性別や聴覚環境に

よって差があります。よって差があります。多くの人多くの人

はは1010代後半で代後半で20,000Hz20,000Hzの音を聴の音を聴

くことができなくなり、くことができなくなり、年をと年をと

るに従って高い音を聴くことがるに従って高い音を聴くことが

困難になります。困難になります。普通の会話で普通の会話で

はは200200～～8,000Hz8,000Hzの音域が使われ、の音域が使われ、

人間の耳は人間の耳は1,0001,000～～3,500Hz3,500Hzが最が最

も感度が高いのです。も感度が高いのです。聴覚の限聴覚の限

界より周波数が高い音は超音波、界より周波数が高い音は超音波、

低い音は低周波音と呼ばれてい低い音は低周波音と呼ばれてい

ます。ます。犬やコウモリは数万ヘル犬やコウモリは数万ヘル

ツの音を聞くことができ、ツの音を聞くことができ、犬に犬に

とって最も感度がよい周波数はとって最も感度がよい周波数は

8,000Hz8,000Hz位で、位で、犬笛は約犬笛は約30,000Hz30,000Hz

位の超音波を発し位の超音波を発し((人間が聴こえ人間が聴こえ

る音域の犬笛もありる音域の犬笛もあり))ます。ます。モスモス

キート音とはキート音とは17,000Hz17,000Hzの高周波の高周波

音のことで、音のことで、この周波数は聴力この周波数は聴力
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食べる順序で糖尿病予防食べる順序で糖尿病予防

高血糖が続くと血管の細胞が障高血糖が続くと血管の細胞が障

害されますが、害されますが、その血糖値も常その血糖値も常

に高いままでいるより、に高いままでいるより、断続的断続的

に高血糖になるほうが危険です。に高血糖になるほうが危険です。

断続的に血糖が上下すると血管断続的に血糖が上下すると血管

の細胞のアポトーシスが起こりの細胞のアポトーシスが起こり

やすく、やすく、循環器障害に対するリ循環器障害に対するリ

スクが高くなるからです。スクが高くなるからです。断続断続

的に、的に、というのは、というのは、食事ごとに上食事ごとに上

昇する、昇する、ということです。ということです。ですかですか

ら食後の血糖値を急激にあげなら食後の血糖値を急激にあげな

ければ、ければ、糖尿病への移行を予防糖尿病への移行を予防

することができ、することができ、インスリンのインスリンの

抵抗性も改善することができま抵抗性も改善することができま

す。す。カロリーが同じだとすれば、カロリーが同じだとすれば、

消化管などの粘膜組織に病変が消化管などの粘膜組織に病変が

起こり、起こり、上皮細胞の異常増殖が上皮細胞の異常増殖が

おこってできた突起物をポリーおこってできた突起物をポリー

プといます。プといます。ポリープにはきのポリープにはきの

こ状の有茎性や亜茎性と、こ状の有茎性や亜茎性と、根元根元

が広い無茎性があります。が広い無茎性があります。ほとほと

んどの場合自覚症状がありませんどの場合自覚症状がありませ

んが、んが、鼻ポリープ鼻ポリープ（鼻茸）（鼻茸）や声帯や声帯

ポリープポリープ（喉頭結節）（喉頭結節）では鼻閉やでは鼻閉や

嗄声になってわかるものもあり嗄声になってわかるものもあり

ます。ます。ポリープは粘膜のどこにポリープは粘膜のどこに

でもできますが、でもできますが、あくまで粘膜あくまで粘膜

上皮にできたものであり、上皮にできたものであり、粘膜粘膜

下からできたポリープ様隆起の下からできたポリープ様隆起の

ものは悪性腫瘍の場合もありまものは悪性腫瘍の場合もありま

す。す。その鑑別はなかなか難しいその鑑別はなかなか難しい

ので胃や食道などにできた突起ので胃や食道などにできた突起

物にはとりあえずがんの疑いを物にはとりあえずがんの疑いを

かけて調べるわけです。かけて調べるわけです。また大また大

腸のポリープは良性でも悪性化腸のポリープは良性でも悪性化

するので要注意です。するので要注意です。大腸にで大腸にで

きるポリープのおよそきるポリープのおよそ8080％は腺％は腺

腫といわれるがんになりやすい腫といわれるがんになりやすい

ポリープです。ポリープです。有茎性のポリー有茎性のポリー

プは良性のものが多いのですが、プは良性のものが多いのですが、

無茎性ポリープ無茎性ポリープ（特に（特に2cm2cm以上）以上）

の腺腫はがん化しやすいといわの腺腫はがん化しやすいといわ

れています。れています。とくに、とくに、直腸に多く、直腸に多く、

ポリープとはポリープとは

次にＳ状結腸に多く発生します。次にＳ状結腸に多く発生します。

また、また、一度に一度に100100個以上見つかる個以上見つかる

ことがありますが、ことがありますが、このポリーこのポリー

プ群をポリポーシスといいます。プ群をポリポーシスといいます。

このような群生では放置するとこのような群生では放置すると

100100％がん化するといわれていま％がん化するといわれていま

す。す。ですから大腸がんの内視鏡ですから大腸がんの内視鏡

検査ではポリープの有無が重要検査ではポリープの有無が重要

です。です。胆嚢のポリープにも悪性胆嚢のポリープにも悪性

のものがあり、のものがあり、1cm1cmを超える胆嚢を超える胆嚢

ポリープのポリープの2525％はがんが認めら％はがんが認めら

れるといいます。れるといいます。  コレステロールコレステロール

ポリープがありますが、ポリープがありますが、これはこれは

がんにはなりません。がんにはなりません。

まず野菜や海藻などから食べままず野菜や海藻などから食べま

す。す。その次がメインディッシュその次がメインディッシュ

のたんぱく質類、のたんぱく質類、最後にごはん最後にごはん

やパンなどの炭水化物にします。やパンなどの炭水化物にします。

食後の血糖値の上昇は９割が炭食後の血糖値の上昇は９割が炭

水化物によるものです。水化物によるものです。炭水化炭水化

物を先に食べるとすぐに分解物を先に食べるとすぐに分解・・

吸収しはじめますが、吸収しはじめますが、糖尿病や糖尿病や

その予備軍の人はインスリンのその予備軍の人はインスリンの

出方が遅いのでその間に血糖値出方が遅いのでその間に血糖値

が急上昇するのです。が急上昇するのです。先に野菜先に野菜

や海藻などを食べていると食物や海藻などを食べていると食物

繊維のおかげで炭水化物の分解繊維のおかげで炭水化物の分解

吸収がゆっくりとなります。吸収がゆっくりとなります。つつ

まりまりGIGI値値((グリセミックインデッグリセミックインデッ

クスクス))が低いものを食べた状態でが低いものを食べた状態で

す。す。ごはん、ごはん、味噌汁、味噌汁、メイン、メイン、野野

菜の献立であれば、菜の献立であれば、味噌汁→野味噌汁→野

菜→メイン→ごはんという順序菜→メイン→ごはんという順序

になります。になります。ただ主菜の中で好ただ主菜の中で好

きな物は最後に残さず、きな物は最後に残さず、早めに早めに

食べます。食べます。最後に残していると最後に残していると

好きな物を食べたいばかりに満好きな物を食べたいばかりに満

腹になっても全部平らげてしま腹になっても全部平らげてしま

うからです。うからです。このように食べるこのように食べる

順番を変えるだけでも順番を変えるだけでもHbA1c(HbA1c(ググ

リコヘモグロビンリコヘモグロビン：：過去過去11～～22ケケ

月の血糖の状態を反映する数値月の血糖の状態を反映する数値))

を改善させることができます。を改善させることができます。

が衰えるが衰える2020代後半以上の人には代後半以上の人には

ほとんど聴こえません。ほとんど聴こえません。ところところ

が、が、若年層には不愉快なキーン若年層には不愉快なキーン

という音で非常に耳障りです。という音で非常に耳障りです。

長時間聴いていられないため、長時間聴いていられないため、

街にたむろする若者を追い払わ街にたむろする若者を追い払わ

れるのに使われたりしています。れるのに使われたりしています。

この技術を逆手にとった発明が、この技術を逆手にとった発明が、

20062006年のイグ年のイグ・・ノーベル賞を受賞ノーベル賞を受賞

した英国のした英国のH･H･ステイプルトンのステイプルトンの

｢｢モスキート着信音モスキート着信音｣｣です。です。教師や教師や

年配者には聴こえないけれど、年配者には聴こえないけれど、

若者同士には聴こえる携帯電話若者同士には聴こえる携帯電話

着信音のため、着信音のため、アメリカでは授アメリカでは授

業中に使う若者が増えて社会問業中に使う若者が増えて社会問

題になりました。題になりました。このモスキーこのモスキー

ト音を使った、ト音を使った、耳年齢を調べる耳年齢を調べる

｢｢モスキートモスキート･･テストテスト｣｣がインターがインター

ネットにありますネットにあります((下記に紹介下記に紹介))。。

ただ聴力は個人差が大きく、ただ聴力は個人差が大きく、日日

や体調によっても違います。や体調によっても違います。聴聴

力の低下はヘッドホンで大音量力の低下はヘッドホンで大音量

音楽はもちろん、音楽はもちろん、ストレスや頭ストレスや頭

頚部の凝り、頚部の凝り、過度の喫煙も関連過度の喫煙も関連

するようです。するようです。

モスキートモスキート･･テスト　テスト　http://http://
www.asahi.co.jp/othello/www.asahi.co.jp/othello/
mosquito.htmlmosquito.html

http://
http://
www.asahi.co.jp/othello/
www.asahi.co.jp/othello/
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いい汗をかこういい汗をかこう

暑い夏にかく汗はエクリン汗腺暑い夏にかく汗はエクリン汗腺

によって行われ、によって行われ、「気化熱」「気化熱」によっによっ

て体温を調節しています。て体温を調節しています。体温体温

が上昇すると血液中の水分が汗が上昇すると血液中の水分が汗

腺に送り込まれ、腺に送り込まれ、水分に溶けて水分に溶けて

いるミネラル分もいっしょに送いるミネラル分もいっしょに送

り込まれます。り込まれます。しかし一度汗腺しかし一度汗腺

に取り込まれたミネラル分はすに取り込まれたミネラル分はす

ぐに血管に再吸収され、ぐに血管に再吸収され、わずかわずか

な塩分を含んだ水分だけが汗とな塩分を含んだ水分だけが汗と

して皮膚表面に排出されます。して皮膚表面に排出されます。

ですから血液への再吸収機能がですから血液への再吸収機能が

正常だと水のようなサラサラし正常だと水のようなサラサラし

た汗になります。た汗になります。エクリン汗腺エクリン汗腺

の数は体の表面にの数は体の表面に300300～～400400万個万個

もありますが、もありますが、そのうち実際にそのうち実際に

汗をかいて働いている能動汗腺汗をかいて働いている能動汗腺

は約半分のは約半分の150150～～200200万個で、万個で、残残

りは活動を停止しています。りは活動を停止しています。しし

かも汗腺は働かないと退化してかも汗腺は働かないと退化して

いくので、いくので、汗をかく機会が少な汗をかく機会が少な

いと能動汗腺の数もどんどん減いと能動汗腺の数もどんどん減

少していきます。少していきます。汗腺の働きが汗腺の働きが

低下している時の汗は、低下している時の汗は、ミネラミネラ

ル分の再吸収がうまく行われず、ル分の再吸収がうまく行われず、

水分と一緒に体外へ排出されて水分と一緒に体外へ排出されて

しまいます。しまいます。この汗はベタベタこの汗はベタベタ

していて蒸発しにくいため、していて蒸発しにくいため、体体

温調節がスムーズにいきません。温調節がスムーズにいきません。

現代人は汗をかく習慣が少ない現代人は汗をかく習慣が少ない

ため汗腺機能が低下している上ため汗腺機能が低下している上

に、に、肉中心の食生活、肉中心の食生活、生活環境や生活環境や

ストレスなどもあって、ストレスなどもあって、上手く上手く

汗をかけません。汗をかけません。日頃汗をかか日頃汗をかか

ない人の汗腺には老廃物や角質ない人の汗腺には老廃物や角質

がたまりやすく、がたまりやすく、いざ汗をかいいざ汗をかい

た時にこれらの不純物も一緒にた時にこれらの不純物も一緒に

排泄され、排泄され、いっそうベタベタしいっそうベタベタし

た汗になるのです。た汗になるのです。年々暑さに年々暑さに

弱くなり、弱くなり、汗腺が退化して水分汗腺が退化して水分

ミネラル代謝が悪くなるというミネラル代謝が悪くなるという

悪循環に陥らないためには、悪循環に陥らないためには、常常

日頃から汗をかく運動と共に、日頃から汗をかく運動と共に、

上手な水分の摂取と排出の習慣上手な水分の摂取と排出の習慣

を持つことが必要でしょう。を持つことが必要でしょう。

がん死亡率の見方がん死亡率の見方

アメリカのがん死亡率はアメリカのがん死亡率は19901990年年

代から下がり始め、代から下がり始め、がん死亡者がん死亡者

数も数も20032003年から減りはじめてい年から減りはじめてい

ます。ます。一方日本のがん死亡率が一方日本のがん死亡率が

低下しないということで、低下しないということで、日本日本

のがん対策の遅れが指摘されてのがん対策の遅れが指摘されて

います。います。実際日本では一生のう実際日本では一生のう

ち男性は２人にち男性は２人に11人、人、女性は３人女性は３人

に１人ががんを罹患します。に１人ががんを罹患します。そそ

の原因として、の原因として、野菜の摂取量が野菜の摂取量が

減っている、減っている、外国で使えるがん外国で使えるがん

の薬が使えない、の薬が使えない、などが問題点などが問題点

として挙げられますが、として挙げられますが、統計の統計の

数字をよくみると、数字をよくみると、事情は違う事情は違う

ようです。ようです。実際のがん死亡数を実際のがん死亡数を

取り上げた取り上げた「粗死亡率」「粗死亡率」ではなく、ではなく、

その国の人口動態や年齢構成をその国の人口動態や年齢構成を

考慮して計算しなおした考慮して計算しなおした「年齢「年齢

調整死亡率」調整死亡率」によると、によると、実は日本実は日本

のがん死亡率は横ばいからややのがん死亡率は横ばいからやや

減少傾向にあります。減少傾向にあります。もちろんもちろん

実際のがん患者は増えているの実際のがん患者は増えているの

は事実ですが、は事実ですが、それは高齢化にそれは高齢化に

よるためです。よるためです。日本人に限らず日本人に限らず

ヒトはヒトは4040歳を過ぎたころからが歳を過ぎたころからが

んの罹患率が急激に高まります。んの罹患率が急激に高まります。

つまり生まれる子どもが少なくつまり生まれる子どもが少なく

なり、なり、人口の中で高齢者の比率人口の中で高齢者の比率

が増えればがんもが増えるのはが増えればがんもが増えるのは

やむをえないところがあり、やむをえないところがあり、がが

んによる死亡率が上がるのも現んによる死亡率が上がるのも現

実として避けられないこととい実として避けられないこととい

えます。えます。アメリカのがん死亡率アメリカのがん死亡率

の減少は、の減少は、がん対策が一定の効がん対策が一定の効

果を上げていることもあります果を上げていることもあります

が、が、移民が多く、移民が多く、出生率も高い、出生率も高い、

つまり人口構成が若いので、つまり人口構成が若いので、がが

んの死亡率が相対的に低いといんの死亡率が相対的に低いとい

う事情があります。う事情があります。

高齢者は足の爪の変形や肥厚な高齢者は足の爪の変形や肥厚な

どで痛みや腫れや化膿がともなどで痛みや腫れや化膿がともな

うことがあります。うことがあります。そのためにそのために

変則的な歩き方やかばい歩きな変則的な歩き方やかばい歩きな

どで、どで、膝や腰を痛めることがお膝や腰を痛めることがお

こります。こります。足の爪の障害をおこ足の爪の障害をおこ

す代表的なものが白癬す代表的なものが白癬（水虫）（水虫）とと

巻き爪です。巻き爪です。とくに高齢者になとくに高齢者にな

ると白癬はなかなか治らずに爪ると白癬はなかなか治らずに爪

の変形を引き起こします。の変形を引き起こします。足の足の

白癬の患者は白癬の患者は1010人に１人以上、人に１人以上、高高

齢者ではさらに多いとみられま齢者ではさらに多いとみられま

す。す。白癬は爪の先端の白濁が始白癬は爪の先端の白濁が始

まり、まり、全体に広がっていきます。全体に広がっていきます。

爪は肥厚してもろくなり、爪は肥厚してもろくなり、爪甲爪甲

剥離がおこったり、剥離がおこったり、くずれて変くずれて変

形すれば、形すれば、爪がくいこみ痛みが爪がくいこみ痛みが

でるので歩くのにも支障がでまでるので歩くのにも支障がでま

す。す。白癬は、白癬は、外用薬と内服薬で外用薬と内服薬で

しっかり治療をすれば良くなりしっかり治療をすれば良くなり

ます。ます。巻き爪は、巻き爪は、多くの場合は後多くの場合は後

天的で、天的で、主な原因としては３つ主な原因としては３つ

あります。あります。ひとつはひとつは「深爪」「深爪」です。です。

爪を切りすぎで、爪を切りすぎで、歩いたり、歩いたり、走っ走っ

高齢者の足の爪高齢者の足の爪
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喫煙家はますます肩身が狭く喫煙家はますます肩身が狭く

なっています。なっています。喫煙する場所も喫煙する場所も

どんどん狭まってまるでどんどん狭まってまるで“愛煙“愛煙

家狩り”家狩り”のようで、のようで、行き過ぎだと行き過ぎだと

いう声も少なくありません。いう声も少なくありません。まま

た喫煙の効用も力説されます。た喫煙の効用も力説されます。

その力強い？論のひとつが、その力強い？論のひとつが、「喫「喫

煙者はアルツハイマー病になり煙者はアルツハイマー病になり

にくい」にくい」というものです。というものです。もとももとも

とこの珍説は、とこの珍説は、アルツハイマーアルツハイマー

病になっている人の喫煙率と、病になっている人の喫煙率と、

健常な人との喫煙率を単純に比健常な人との喫煙率を単純に比

較したもので、較したもので、アルツハイマーアルツハイマー

によって喫煙できなくなった人によって喫煙できなくなった人

や、や、喫煙していたことを忘れて喫煙していたことを忘れて

いたことなどは勘定に入っていいたことなどは勘定に入ってい

ませんでした。ませんでした。しかしその論をしかしその論を

受けて行われた大規模な追跡調受けて行われた大規模な追跡調

査では、査では、アルツハイマー病に対アルツハイマー病に対

して喫煙はマイナスでした。して喫煙はマイナスでした。喫喫

煙者は非喫煙者の煙者は非喫煙者の1.61.6～～2.32.3倍ア倍ア

ルツハイマー病になりやすいとルツハイマー病になりやすいと

報告されています。報告されています。今どき、今どき、喫煙喫煙

はアルツハイマーを予防するなはアルツハイマーを予防するな

どという説は問題外といえるでどという説は問題外といえるで

しょう。しょう。またまた「禁煙のストレスの「禁煙のストレスの

ほうがからだに悪い」ほうがからだに悪い」と言い張と言い張

る人も少なくありません。る人も少なくありません。かつかつ

てヘルシンキで、てヘルシンキで、健康管理をし健康管理をし

たた600600人とそうでない人とそうでない600600人を比人を比

較したところ、較したところ、循環器系、循環器系、がんながんな

どによる死亡率が、どによる死亡率が、喫煙者のほ喫煙者のほ

うが少なかったという報告をタうが少なかったという報告をタ

テにとった論です。テにとった論です。この論はこの論は

「フィンランド症候群」「フィンランド症候群」などとなどと

もっともらしくいわれています。もっともらしくいわれています。

しかしこの研究はそもそも薬物しかしこの研究はそもそも薬物

治療の是非を調査したもので、治療の是非を調査したもので、

何重もの曲解によって誤用され何重もの曲解によって誤用され

るようになったものです。るようになったものです。もちもち

ろんこれもガセネタで、ろんこれもガセネタで、タバコタバコ

と、と、さまざまな病気、さまざまな病気、特にがんな特にがんな

どとの因果関係ははっきりしてどとの因果関係ははっきりして

います。います。アスベストの職業性曝アスベストの職業性曝

露での肺がんのリスクは露での肺がんのリスクは5.175.17倍、倍、

喫煙での肺がんリスクは喫煙での肺がんリスクは10.8510.85倍倍

ですから、ですから、アスベストよりもっアスベストよりもっ

と危険なのがタバコなのです。と危険なのがタバコなのです。

それでもたばこを擁護する？それでもたばこを擁護する？

たりするとその負荷で爪の中央たりするとその負荷で爪の中央

が持ちあがり、が持ちあがり、両端の爪が指に両端の爪が指に

食い込んでいきます。食い込んでいきます。痛むので、痛むので、

それをしのごうと爪の角を切るそれをしのごうと爪の角を切る

と、と、さらに巻き爪が悪化していさらに巻き爪が悪化してい

くのです。くのです。次は次は「合わない靴」「合わない靴」でで

す。す。横幅の狭い靴、横幅の狭い靴、ゆるゆるの靴、ゆるゆるの靴、

窮屈な靴など、窮屈な靴など、指先に力が入り指先に力が入り

にくい靴を長く履いていると爪にくい靴を長く履いていると爪

が巻きやすいといいます。が巻きやすいといいます。また、また、

「足先の怪我」「足先の怪我」も巻き爪の原因にも巻き爪の原因に

なります。なります。高齢者は段差などで高齢者は段差などで

つまづいたりしやすいために足つまづいたりしやすいために足

先の怪我をおこしがちです。先の怪我をおこしがちです。そそ

のために足先などが腫れてしまのために足先などが腫れてしま

い、い、そのために爪を圧迫して巻そのために爪を圧迫して巻

き爪になることがあるのです。き爪になることがあるのです。

高齢者の足の爪のケアは、高齢者の足の爪のケアは、ＱＯＱＯ

Ｌを維持するためには大切なこＬを維持するためには大切なこ

となので、となので、問診の重要な項目の問診の重要な項目の

ひとつです。ひとつです。

味覚の五味は、味覚の五味は、人間の生理的欲人間の生理的欲

求に合致すればおいしいと感じ、求に合致すればおいしいと感じ、

生理的に不適応な食品は口に入生理的に不適応な食品は口に入

れた途端にまずいと感じられまれた途端にまずいと感じられま

す。す。しかし万国万人共通のうましかし万国万人共通のうま

さまずさは一概ではありません。さまずさは一概ではありません。

まずさにはおいしさとは異なるまずさにはおいしさとは異なる

役割があって、役割があって、生命の安全を守生命の安全を守

るために有害物を避けるためのるために有害物を避けるための

機能です。機能です。酸味は未熟な果実や酸味は未熟な果実や

腐敗して酸っぱくなった食物を腐敗して酸っぱくなった食物を

教える避けるべき味で、教える避けるべき味で、苦味も苦味も

自然界では植物アルカロイド、自然界では植物アルカロイド、

テルぺノイドなど毒性のあるもテルぺノイドなど毒性のあるも

のの味を暗示しています。のの味を暗示しています。塩味塩味

はミネラルの存在を教えていて、はミネラルの存在を教えていて、

ナトリウムの不足に対しては強ナトリウムの不足に対しては強

い塩味欲求を起しますが、い塩味欲求を起しますが、多す多す

ぎても危険なので濃すぎる塩味ぎても危険なので濃すぎる塩味

はまずいと感じられます。はまずいと感じられます。えぐえぐ

み、み、渋味は渋味は｢｢あくあく｣｣と呼ばれる不快と呼ばれる不快

な味ですが、な味ですが、微量なら食材の持微量なら食材の持

つ味の個性となる場合もありまつ味の個性となる場合もありま

す。す。またまた｢｢新奇恐怖新奇恐怖｣｣という、という、初め初め

ての食べ物を避けるのは本能的ての食べ物を避けるのは本能的

な忌避行動で、な忌避行動で、その食品が安全その食品が安全

で身体に良いと判断できれば次で身体に良いと判断できれば次

第においしく感じられるように第においしく感じられるように

なります。なります。また食物を摂取したまた食物を摂取した

後に、後に、内臓の痛みや不快感など内臓の痛みや不快感など

体調不良を起すと、体調不良を起すと、その後そのその後その

食品を避けるようになるのが嫌食品を避けるようになるのが嫌

悪学習で、悪学習で、人間人間･･動物共通の現象動物共通の現象

です。です。また動物と違って人間はまた動物と違って人間は

しばしば情報でおいしさを判断しばしば情報でおいしさを判断

します。します。味そのものではなく異味そのものではなく異

物混入などの情報でまずいと判物混入などの情報でまずいと判

断したり、断したり、おいしいという評判おいしいという評判

を聞いていたのに実際の味が著を聞いていたのに実際の味が著

しく異なっていたりすると違和しく異なっていたりすると違和

感をおぼえ、感をおぼえ、まずいと感じるのまずいと感じるの

です。です。文化や食経験の違いによ文化や食経験の違いによ

るまずさも、るまずさも、海外旅行に行った海外旅行に行った

ときなどよく経験することです。ときなどよく経験することです。

((主な情報源は主な情報源はP39P39ですです))

“まずい味”“まずい味”とはどういうものかとはどういうものか


