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腸内細菌と菜食整腸 
医師杉原伸夫 

チカコ健康サロン 8月 1日講演要旨 

 

 内科の医者

で消化器が専

門です。病院

にいた時は大

腸内視鏡検査

をしておりま

したが、開業

して 15年に

なる今は、上

部消化管（胃

カメラ）だけ行なっております。最近はその

検査もしなくてもいいのかなと思ったりし

ています。対症療法の薬を出さざるを得ない

ところもありますが。現在特に治りそうにな

い病気、ガンとか難病でも、病院では延々と

薬を使うような医療になってしまっている。

なんか違うんだろうな、何とかならないかな、

と思いつつ診療しています。同じようなこと

を考える先生が他にもいらして、そういう先

生方と勉強会をしたりして色々な事が判っ

てきたりしています。 

この『NHK スペシャル 腸内フローラ』を

観て、決定的な所に来たのかという気がして

います。 

そのビデオを観て頂こうと思います。 

 

『腸内フローラ  
解明―驚異の細菌パワー』 

（ＮＨＫスペシャル） 
腸内細菌は、美容・健康に 

さらに脳にまで影響している 

腸内フローラ（２００種類、１００兆匹以

上の細菌）の研究が今、医療を大きく変えよ

うとしている。新しい腸内細菌が相次いで発

見され、全身の健康に影響を与えていること

が解ってきた。肌荒れ、肥満、ウツ、癌、糖 

尿病、アレルギー等、美容や健康が腸内細菌

と関わっている。 

腸内細菌は脳にまで影響し、性格や感情ま

で変えるという。 

 

肥満は、腸内細菌が出す物質による 

腸内細菌の研究者ジェフリー・ゴードン博

士は、完全な無菌状態で育てたマウスに、肥

満の人と痩せている人の腸内細菌を移植し

て実験をしている。痩せた人の菌を与えたマ

ウスは変化なし。肥満の人の腸内細菌を与え

たマウスはどんどん脂肪が増え太ってしま

った。肥満した腸内ではバクテロイデスなど

の菌が少なくなっていた。 

腸内細菌は私たちが食べた物を分解し、そ

れを栄養にして生き、様々な物質を出す。

元々肥満は、脂肪細胞が血液中の脂肪を取り

込み続け、巨大化するため太るのだが、バク

テロイデスが出した短鎖脂肪酸が腸から血

液中に吸収され、体の隅々まで運ばれる。そ

の短鎖脂肪酸が脂肪細胞に働きかけると脂

肪の取り込みが止まり、肥満を防ぐ。肥満は

食べ過ぎ、運動不足と生活習慣の乱れが大き

な問題と言われるが、それより腸内細菌が非

常に大切なものと解ってきた。 

短鎖脂肪酸のもう一つの働きは、筋肉など

に作用し脂肪を燃やす。全身のエネルギーの

コントロールを腸内細菌が行っていた。 

 

腸内細菌の餌になる食物繊維が重要 

２０１５年９月 
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 バクテロイデスを増やす方法のキーワー

ドは、腸内細菌の餌である食物繊維。 

餌が少ないと当然、腸内細菌も増えない。

食物繊維が大事である。ごぼう、玉ねぎ、ア

スパラガス等、豆類（納豆、大豆など）に食

物繊維が多く含まれている。 

また、短鎖脂肪酸の量が減るとインスリン

の分泌も減ってしまうことが分かり、糖尿病

にも影響している。 

腸内細菌が出す物質は、短鎖脂肪酸以外に

も数多く発見され始めている。藤田保健衛生

大学の松永佳世子氏は、腸内細菌が造る物

質・女性ホルモンに似たエクオールが肌の若

さを保つことを実証。エクオールには更年期

の女性を悩ます顔のほてりや骨密度の低下

を防ぐ力も報告されている。 

癌研究会有明病院では患者や健康診断に

来た人から便を集めて、癌を引き起こす腸内

細菌を見つけ、有明菌と名付けた。有明菌の

出す物質 BCA は人の細胞に作用して細胞老

化を引きおこし、発がん物質を撒き散らして

周囲に癌を作る。肥満になると有明菌が大幅

に増えることも突き止め、肥満が癌に関係し

ている重要な発見をする。 

 

便微生物移植という治療法 

腸内細菌を使った「便微生物移植」という

治療法は、健康な人の便を水 100CC位に溶か

して、それをチューブで直接腸の中に流し込

むという治療法で、ここ二年ほどで急速に発

展してきた 

 

腸内フローラが性格に関係している？ 

衝撃的な実験を行ったのはマクマスター

大学医師のプレミシル・ベルチック博士。臆

病なマウスと好奇心が旺盛で活発なマウス。

この性格の違いは元々持っている遺伝子の

違いによるものだと考えられていた。しかし、

ベルチック博士は腸内細菌が関係している

と考え、活発マウスの腸内フローラを臆病マ

ウスに移植。反対に臆病マウスの腸内フロー

ラを活発マウスに移植し、３週間後、実験を

すると、臆病マウスは警戒心が下がり、反対

に活発マウスは警戒心が強まった。 

 

コミュニケーション能力にも関係している 

さらにコミニュケーションの能力にも腸

内フローラが関係している可能性が浮かび

上がってきた。カリフォルニア工科大学の神

経生物学者イレイン シャオ博士はコミュ

ニケーション能力の低い生物の血液中には、

腸内細菌が作る「4EPS」という物質が低いこ

とを突き止めた。それが、脳に悪影響を与え

ていると考えている。 

 

腸内細菌は人の脳にも影響を与えるのか？ 

私達の脳は１０００億個もの神経細胞が

作るネットワークで出来ていて電気信号を

やりとりしている。 

腸を覆う神経細胞の数はおよそ１億個。人

体で脳に次いで二番目に多く、腸管神経系と

呼ばれている。腸内細菌が作る物質の中には

神経細胞を刺激するものが数多くあり、この

刺激によって電気信号が生まれ、それが脳に

伝わり感情などに影響する、と考えられてい

る。 

 

腸内細菌を利用したうつ病治療 

すでに腸内細菌をうつ病の治療に使う研

究が始まっている。 

ベルチック博士は、去年から臨床試験を始

め、「うつ病の患者の中には腸内フローラを

変えるだけで心の不調が治る人もいるはず

です。今後、心の病の治療にはきっと腸内フ

ローラが使われることになるでしょう。」と

話している。 

 

IgA抗体が人間に必要な細菌を選ぶ 

もともとお母さんのお腹の中にいる胎児は、

全く菌がいない状態であり、細菌と初めて出

会うのは誕生の瞬間。その後、口や鼻から入

った菌が腸へと辿り着き住み着いていく。し

かし全ての菌が住み着けるわけではない。必

要な細菌だけを住み着かせる仕組みが人間

の中にあることが最近の研究でわかってき 
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た。 

人と腸内細菌が共生する仕組みを研究し

ている理化学研究所の免疫学者シドニア・フ

ァガラサン医師。人間の腸の中で分泌される

物質に特別な役割があることを発見した。そ

れが「IgA 抗体」。「IgA 抗体は攻撃するた

めではなく、腸内細菌を助けるために働いて

いる。IgA 抗体は私達人間に必要な菌だけを

選んで、腸に住み着かせている。」と話す。  

しかし、腸の中には常に流れがあるため、腸

に住み着くことは簡単ではない。唯一流され

ないのは腸の壁を覆っている厚さ０.１ミリ

の「粘液層」だけ。しかしここは粘り気が強

く、普通は細菌が中に入ることはできない。

IgA 抗体に選ばれた細菌だけが粘液層に取り

込まれる。 

IgA 抗体がどんな細菌を選ぶのかは、人間

の祖先が細菌とともに過ごす中で徐々に決

められてきた。長い時間をかけて作り上げら

れてきた巧妙な仕組みが人間の体の中に秘

められていた。 

ファガラサン医師は、「私達は細菌と共に

長い進化の歴史を過ごしてきた。その過程で

互いに助け合う仕組みを発達させたのです。

腸内細菌と共に生きていることの本当の意

味を知るべきです。私達は腸内細菌と一緒に

なって初めて一つの生命体である。」と話す。 

               （ビデオ終了） 

 

今観た最後のIgA抗体が粘液層に細菌を引

き込むという研究は、理化学研究所と出てい

ましたが、日本でやっているんですね。非常

に分析的というか科学的に調べた詳しい研

究ですね。腸内細菌の重要性が分かります。 

ここで質問があればどうぞ。 

 

≪腸内細菌を増やす方法とか、具体的な話し

があれば≫ 

よく善玉菌を増やし、悪玉菌を減らしたら

よいとかいいますが、善玉菌２、悪玉菌１、

日和見菌といわれる菌が７くらいが一番バ

ランスが良いと一般的にされてます。今回の

番組では善玉菌とか悪玉菌とかいう言葉が

全然出てこないのは、かなり配慮して作った

のかなと思います。 

先程の腸微生物移植や、最後の IgAの話で 

 

も腸内細菌が中にちゃんと定着するのかど

うかが問題です。 

結論は、まず腸を元々の初期化、元の状態、

腸を空っぽにする。簡単にいうと、まず断食

をする。その後ここの「ななこっこ」なり、

繊維の入っているもの、体に良いものを食べ

ると良いわけで、全部きれいにしてから、良

い食べものを入れていけば、それが定着して

いくのではと思います。 

腸内細菌を変えるということは、食べもの

が一番大事ということなんです。 

人の体は、頭も心もそうと思いますが、食

べたもので出来ているということです。何を 

食べるかという事が重要なんです。 

江戸時代の有名な観相学者水野南北（節食

開運学を提唱）が、若いとき、占い師に見て

もらうと「ものすごいお前は顔の相が悪い、

今から1年間大豆だけ食べて、それから来い」

と、言われ、1 年間大豆だけ食べて行ったん

ですって、すると、まるで人が変わってて、

人相も良くなった、それで自分も占い師にな

ったということです。 

腸内細菌や、食べものとの身体の状態の研

究は他にもいろいろあります。 

例えばファーストフード。 

有る研究者がマクドナルドのハンバーガ

ーとポテトだけを息子に毎日食べさせて実

験した。１０日続けると肥ってきて、身体が

ガタガタになって、もうこんなん二度といや

や・・・という話があります。腸内細菌の善

玉菌がほとんどなかったということです。 

ここでやっている腸のマッサージは、腸を

動かしてやる、腸の神経が麻痺している部分

を動かして、悪い便を出すことで、まあドブ

さらいをして詰まりかけているところをき

れいに流してやることで、腸内フローラも良

いものに変わってきます。食べるものはもち

ろん必要ですが、環境というのが関係してき

ますから、悪いものを出して良い環境にした

後、良い穀物や野菜を食べる。ビタミンとか、

ミネラルの入ったものを食べるというのは、

自分の身体にとって非常に大事な事です。 

悪いガスが発生しないように、悪いものは

食べないということが大事なんだろうと思

います。 
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腸を動かすということの中には、温めると

いうものがありますから、お腹を冷やさない

ように温めるということも大事でしょう。 

そういう意味で腸をマッサージするのは

非常に大事な事、いいことをやっているんだ

なと思います。 

最近、原因の判らない症状、たとえば蕁麻

疹とか、咳が出だしたら止まらないとか、眩

暈するとか、そういう人が増えてきているよ

うに思います。その一つの原因として、小麦

ではないかという話があります。小麦の中の

グルテンというタンパク質が消化器官にく

っつきやすい、へばりついてはがれにくい、

それが悪影響をしているのではないかと言

われています。ですから、そういうことも含

めて腸マッサージしてやって、悪いものを出

してやる、へばりついているのを取ってやる

のは良いことです。 

そして、小麦は食べない方が良いという話

になります。昔の小麦と今の小麦は全然違い

ます。日本では、四国などでは最初にお米を

作った後に麦を植えて１年に二つ作物が出

来る二毛作というのがありましたが、最近ほ

とんどなくなってきています。現在の小麦は、

９５％輸入品です。輸入先で一番多いのがア

メリカ、カナダ、農薬は勿論ですが、遺伝子

操作して作った物が入ってきているのでは

ないかなと思います。 

うどんもパンもラ－メンもみんな小麦で

す。ちょっと食べるクッキーも小麦、凄く沢

山消費されているスイーツには殆ど小麦が

使われています。しかし、余り杓子定規にい

うと食べる楽しみも無くなりますが、健康な

人は多少食べるにしても、何か病気があって

治そうと思うんだったら、そういうことも意

識したほうが良いと思いますね。 

 

≪IgA抗体の、個人差は？≫ 

あると思いますね、それが腸内細菌、善玉

菌、悪玉菌をどれだけ取込むかということに

かかわっていると思います。IgA抗体を作る

のを制御してる遺伝子みたいなのがあって、

それが欠損してるのと欠損してないのを比

較したら、やっぱり違いが出ている、という 

 

 

論文も有ります。 

≪健康診断は、善玉菌、悪玉菌の量とか腸の

中まで出てこない、自分の腸の汚れ具合がど

んなレベルなのか、解る方法は？≫ 

今のところ、腸内フローラの遺伝子検査な

どやり始めたばかりで、まだまだ研究レベル

で、一般的ではありません。 

一つの指標として、便の色と硬さを見ると

良いでしょう。形が良いのと色はきれいな黄

金色のようなのが良い便、良いフローラみた

いですね。こげ茶色とか黒というのはダメで

ね。 

それと便とガスの匂い。臭いのはやっぱり

ダメということ、自分で毎日便をするときに

見て、今日はスルっと出て気持ちいいなとか、

色はこれだったらましかなとか、今のレベル

でいえばそれぐらいです。検診でやるような

ことになるのはまだまだ先かなと思います。 

 

≪今までの西洋医学ではなく、例えば食べも

のを変えるだけで改善して性格まで変わっ

て人生ハッピー、という因果関係を解明して、

どんどん発展してほしいと思いますが、実際

にそうなると、西洋医学の立場はどうなんで

しょう≫ 

今までいろんな治療法がありますが、みん

な表に出てこない、あるいは途中で潰された

りしているのは数多く聞きますから、細々と

やっていくしかないのかもしれません。 

ガンや難病の問題にしろ、医療費がものす

ごくかかってくると、国が倒産するようでは

困るから、何か新しい変化が必要となる。今

がそういう時期に近いかなと思います。 

私のクリニックでも、アトピーの治療を一

生懸命やっていて、その方法もかなりいいん

だけど、このＴＶを見て腸内細菌を変えると

一発で治るのではないかと思いますね。この

先そうなれば良いなと思います。 

先程も言いましたが、食べるもので人の身

体が出来る、人の心も出来ている。 

これはイエスキリストもお釈迦様も云っ

ています。リンカーンも云っています。 

今日の言葉で言いかえれば、腸内フローラ

を良いものにするというのが大事だという

事です。
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お申込み受付中!! 

ネイティブヘルス設立１５周年記念 

楊 仙友先生ご講演と祝賀会 
 

すでにご案内いたしましたように、ネイティブヘルス設立１５周年記念会には、菜食整腸健康

法の根幹となる腸のマッサージとローフードによる健康法を開発なさった楊 仙友先生にご講演

をお願いしております。 

楊先生には、1998年8月に第１回ご講演をして頂いております。 

当時は、皆川容子が台湾で楊先生の厳しいご指導のもと、菜食整腸を徹底して、一生歩けないと

いわれていたにも関わらず、歩けるようになり、膠原病も完治し、それが評判となって、友人知

人から、是非先生のお話をお聞きしたいというご要望が高まり、お願いして実現したのでした。 

未だ、組織も何もなく皆川個人主催で、神戸ポートピアホテルで開催しましたが、６０人近くの

かたがたがご参集下さり、大盛況だったのを思い出します。 

その後、楊先生のご指導のもと、ネイティブヘルスを設立。この度１５周年記念会開催にあた

り、１３年ぶりにご来日、ご講演をして頂きます。もちろん日本語でのご講演です。 

 

先生も、久々に、日本の皆様にお会いできると、非常に楽しみにして下さっておられます。 

是非、万象お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますよう、再度ご案内を申し上げます。 

 

２０１５年１０月９日（金） 

    １１：００ 楊 仙友 先生ご 講演 

          『腸健康法開発の経緯、今までの実例、 

腸健康法の医学的実証』 

    １２：３０ 祝賀会 

      １４：００  終宴予定 

於：ホテル阪急インターナショナル ６階「瑞鳥」 

     大阪市北区茶屋町１９－１９ 

 

☆未だご出席のお返事を,お出しいただいていない方は、 

同封ご案内状にご記入の上、ＦＡＸまたは郵送にてお願い申し上げます。 

 

楊先生施術体験は、申し込み多数につき３日間実施 

楊先生の施術体験のお申し込みは数日で定員となり、その後も続々とお申込みがありました。そ

こで、楊先生にご相談いたしましたところ、出来るだけご希望に添いたいと日本ご滞在を延長し

て下さいます。めったにない機会ですので、ご希望の方は、早急にお申込み下さい。 

１０月１０日～１２日に施術いたします。（１０日，１１日は既に満員）１２日は六甲にて実施。 
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『明日葉』創刊号に、楊先生がご寄稿 
会報『明日葉』の創刊号（９９年４月発行）に、楊 仙友先生のおことばが寄せられております。 

ネイティブヘルスへの楊先生の思いが感じとられます。 

１５周年にあたり、ここに復刻して掲載致します。 
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ベリータッチ・ローフード・温泉のトリオ効果 

一日３回施術、３度のヘルシー食事、いつでも入れる温泉 
 

菜食整腸健康法は、徹底してやるとかなりの成果が見られます。 

過去に何回か合宿をしましたが、1週間続けてベリータッチ施術とローフードを徹底すると、 

目覚ましい変化があり、参加されたみな様に喜んで頂いております。 

この度は、高野山の麓、和歌山県橋本にある「ゆの里、ホテルこのの」様のご協力を得て、 

温泉つきの合宿を行います。（「金水」「銀水」「銅水」３種類の異なった温泉効果が有る） 

一日３回ベリータッチ施術をし、三度の食事は日替わりメニューの完全ローフード 

菜食整腸で、みなさんが徹底しにくいのが食事です。ご希望の方には、調理実習も致します。 

この合宿で、美味しくて簡単にできるローフードを実体験していただきたいと思います。 

温泉には、６：００～２３:００まで、いつでも何回もお好きなだけ入れます。 

 

日頃頑張っておられる貴方ご自身へのご褒美として、温泉での健康づくりは如何ですか。 

是非この機会に、身も心もリフレッシュしませんか？ 

 

日   時  2015年１０月２５（日）～３１日（土） 

場 所  「ゆの里、ホテルこのの」 

           和歌山県橋本市神野々８９８ 

参 加 費  一般   ９５，０００円（一日 3回施術、３食ローフード、調理実習他） 

          会員   ８８，０００円（   同    上           ） 

          賛助会員 ７８，０００円（   同    上           ） 

ホテル代   1泊６，４８０円×６泊（２人１室）各自ホテルにお支払い頂きます。 

       （シングルは１泊７０２０円です。ただし室数が少ないので、お早目に。） 

集  合  基本的には、午後ホテル集合 

南海電車高野線「橋本」１２：００発（急行）が便利です。 

        「橋本」からは、ホテル送迎車（１３：２０，１４；２５）、 

  申し込み   ㈲ネイティブヘルス 

         電話０６－４８０２－６８８０ ＦＡＸ０６－４８０２－６８８１ 

 ☆会  員＝入会費３，０００円、年会費 ３，０００円 

 ☆賛助会員＝入会費３，０００円、協力金月１，０００円 

 

 

★参加お申込みの方に、詳細をお送りいたします。 

             

主催：有限会社ネイティブヘルス 

共催：ＮＰＯ法人ネイティブヘルス 
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≪講師プロフィール≫ 

  舘舘  信信壽壽子子（（たたちち  ししずずここ））  

  身身体体のの不不調調がが続続いいたたたためめヨヨガガをを始始めめてて、、今今ででははヨヨガガをを伝伝ええてていいくくここととががラライイフフワワーーククににななりりまま

ししたた。。骨骨格格やや体体質質・・生生活活環環境境 eettcc・・・・・・ひひととりりひひととりり違違いいまますすののでで、、ポポーーズズのの完完成成度度よよりりもも、、心心やや

身身体体のの声声にに耳耳をを傾傾けけてて気気持持がが良良いいとと感感じじるるここととをを大大切切ににししななががらら無無理理ななくくほほぐぐししまますす。。  

ヨヨガガをを通通ししてて、、たたくくささんんののＨＨａａｐｐｐｐｙｙをを味味わわっっててももららううここととをを心心ががけけてていいまますす。。  

22000099年年 1111月月  ヨヨガガススタタジジオオたたかかははしし  「「イインンスストトララククタターー養養成成講講座座」」修修了了  

22001100年年  44月月  ＩＩＹＹＣＣ大大阪阪  「「キキレレイイににななるるヨヨガガ指指導導者者養養成成講講座座」」修修了了  

22001100年年  88月月  南南イインンドド  ククヌヌーールルににててヴヴィィノノッッドド・・ククママーールル氏氏にに師師事事  

22001100年年  99月月  ＩＩＹＹＣＣ大大阪阪  「「ＳＳＬＬＯＯＷＷ－－ＦＦＬＬＯＯＷＷ  ＹＹＯＯＧＧＡＡ  指指導導者者養養成成講講座座」」修修了了  

22001144年年  33月月  RReeババラランンスス（（整整体体））ベベーーシシッックク講講座座  修修了了 

 

 

 

皆川容子講演 

１０月１４日（水）15：00～16：30 

ＫＣＣ Ｔｉｏ舞子 

神戸新聞文化センター主催 

申し込み ☎０７８－７８６－０８０８ 

        Fax０７８－７８６－０６０６ 
 
 
 
「明日葉（あしたば）」第63号2015年9月10日 編集・発行NPO
法人ネイティブヘルス  〒530-0012 大阪市北区芝田１―12―7大
栄ビル新館４ＦTEL06-4802-6880 FAX06-4802-6881  
 ﾎｰﾑｱﾄﾞﾚｽ http://www.nponh.com  Email:info@nponh.com 

 

                                  予定表 
知識（チ）からだ（カ）こころ（コ）の健康を考える人たち、仲間づくりのサロンです 

 月・日  時間 講師（敬称略）   演題   会  費 備 考 

 １０月 ９日（金） 

11:00～14:00 

 

ネイティブヘルス設立１５周年記念会 

楊仙友先生 講演・祝賀会 

於 ホテル阪急インターナショナル  

５頁参照 

案内状別紙 

 １０月 

２５（日）～３１（土） 

 

菜食整腸合宿 

和歌山・橋本「ゆの里・ホテルこのの」 

  

７頁参照 

 

 １１月 ３日（火祝） 

10:00～16:00 

 

 Ｂｅｌｌｙ ｆｅｓｔｉｖａｌ Ⅴ 

 健康と美容と癒しの健康フェスティバル 

  

 

 別紙参照 

 

 １１月２８日（土） 

    14:30～16:00 

 

 舘 信壽子 

  「身体の内側からキレイになるヨガ」 

 

会員 無料 

一般 1000円 

 

 

  

 

予定は、変更する場合が有ります。    前日までに必ずご予約してください 
問合せ・予約  電話０６－４８０２－６８８０   ＦＡＸ０６－４８０２－６８８１    

あとがき 

今夏も熱中症が続出したとか。秋風の訪れとともに夏バ

テが現れます。菜食整腸で腸環境を良くして乗り切りま

しょう。 

徹底すれば必ず成果が出ることを最近再認識していま

す。というのは、ほぼ同時位に３人のアトピーの方が菜

食整腸を始められました。お二人はお弁当もななこっこ、

やさいっこにサラダと徹底した生菜食、施術は仕事の合

間を縫ってほぼ毎日。最近人から「肌が美しくなった」

と言われ喜んでおられます。もうお一人は、施術もまば

ら、お魚も食べるという具合で、未だに変化なし。なん

とかアトピーの苦しみから逃れるようにと、ご注意する

のですが・・・徹底すれば必ず成果が出ます。 

みなさま腸環境を整えて、爽やかな秋をお過ごし下さい。 

                      ｙｍ 

http://www.nponh.com/

