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センテナリアンの時代を目指して
日本国際薬膳師会副会長

鷲見海智袴
周年を迎

ではなく、健康的に長生きすることに目を向けることの大切
さを訴えたのです。介護保険や介護医療の庇護の下での生活
を余儀なくさせられている長寿者は、健康的に年を重ねてい
るとは言い難いのです。日本では平均寿命と健康寿命の差は
男女とも、およそ 年です。この差を縮めて健康寿命をさら
に伸ばすこと、すなわち日々、生き甲斐を感じながら自立し
た生活を送ることができる真のセンテナリアンを増やすこ
とが長寿国日本にとっての差し迫った重要な課題なのです。

頑張ってこられた役員の方々、会の活動を積極的に支援し
協力してくださった会員の皆様方、この大勢の方々への感

でこられた辰巳会長、会長を支え会の成長と発展のために

長）をお招きし、記念となるご講演をお願いします。さら
に祝賀会では、今日まで会の発展のために全力で取り組ん

膳師会の最高顧問である高 思華先生（元北京中医薬大学学

り、そこで生きている生物であることを忘れてはなりませ

を意味しており、それは真のセンテナリアンを増やすための

の考え方、生活の仕方が健康寿命に大きく関わってくること
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いにして私どもは現代栄養学の知識に加えて中医学理論を
年にはわずか

百歳の長寿者をセンテナリアンと呼びますが、日本人の
センテナリアンは
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アンになるといらことは本当に素晴らしいことばかりなの
でしょらか？百歳を越えて長寿者となった人たちには様々

一人がセンテナリアンとなりました。しかし、センテナリ

た。それが 年には五万四千人余りになり、なんと 年間
で約 倍に増えました。現在では日本人の約二千三百人に

2013

るのです。
私の願いは、将来いつの日にか

命」の概念を提唱しました。それは、平均寿命から日常的・

い、予想をはるかに超えた日本国

会には、沢山の元気なセンテナリ
アンが集い若い会員と共に語り合

催される何回目かの設立記念祝賀

継続的な医療・介護に依存して生きる期間を差し引いた残

際薬膳師会の発展ぶりにお互いに
喜び祝ら日が迎えられることです。

年に「健康寿

りの期間をもって「健康寿命」とするといらことです。
これまでのよらに、ただ単に寿命の長さだけに注目するの

な難題が待ち受けているのです。ＷＨＯは

2000

多く育てることができるよらにな

人しかいませんでし

と考えられます。そのためには精神的な養生や適度な運動を
欠かさないよらに心がけ、特に食事がもっとも大切です。幸

臓六腑の気機運行のためには、補腎益精をはかることが重要

れ親しみ順応した生活を送ることが大切なのです。さらに五

大事な鍵となるのです。人間が宇宙の一部としての存在であ

％、環境要因が ％といらことです。遺伝要因より環境
要因が３倍多いといらことになります。このことは国民各自

75

学んできました。その知識を毎日の食生活に活かすことで、
元気なセンテナリアンを今以上に

る現在の日本にとって一番大事な課題だからです。

を選んだのは、このことが超高齢社会を迎えよらとしてい

祝いしたいと思っております。
祝賀記念講演会のテーマに『人生百年、今こそ薬膳養生』

謝とお礼の気持ちをこめてにぎにぎしく

ん。このことを絶えず意識し、季節の変化に応じてそれに慣

ある研究によると、寿命を決める要因は遺伝要因が約
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周年を皆でお

ーマにして記念の講演会を行ない、祝賀会を盛大に催す準
備を現在進めております。講演会には中国から日本国際薬

えることになりました。『人生百年、今こそ薬膳養生』をテ

日本国際薬膳師会はこのたび目出度く、創立

15

25

360

総会特別講演「臓腑弁証と薬膳」 ···5
国際薬膳師合格証書授与式
＆中国研修旅行報告 ··········· 6
会員の声 ························ 7
各部報告/交流部報告/編集後記 ···· 8
センテナリアンの時代を目指して ·· 1
脾胃腸の機能を整える薬膳② ········ 2
｢動脈硬化症｣の中医弁証論治① ···· 3
日本国際薬膳師会通常総会報告/
15 周年記念事業案内/お見舞い ····· 4

１
2018 年 8 月 1 日発行

会報 第 47 号

会報 47 号

2012 年 2 月 1 日発行

2

各部報告・お知らせ
▲総務部:第 15 回日本国際薬膳師会総会が無事終了しました。6 月 10 日現在、会員数は約 450 名です。
〇今年は日本国際薬膳師会創立 15 周年に当たり、11 月 24 日(土）学士会館において記念特別講演会と祝賀
会が行われます。皆様のご参加を心からお待ちしております。
〇2 月現在、今年度の年会費 3000 円を未納の方はお振り込みください。
振込先：ゆうちょ銀行 口座番号 00140-6-595914 名義 日本国際薬膳師会 辰巳洋
三菱 UFJ 銀行神田駅前支店 普通預金 口座番号 2129224 名義 日本国際薬膳師会
（ゆうちょ銀行の自動払込手続きをすると毎年 3 月 25 日に次年度分が引き落とされ便利です。）

▲学術部:
〇6 月 21 日(木）「魅せる料理写真の撮り方Ⅱ」講習会開催 参加 11 名
昨年に引き続きの講習です。今回は単品以外に複数の料理を一緒に撮るコツも学び、実習しました。
〇ステップアップ研修講座Ⅶ「症例研究」3 回連続 講師：菅沼 栄先生
今年度は新しい試みで、症例から弁証を引き出すポイントの解説、それに対する治療原則、適する方剤、
中薬、食材を学習します。1 回目 7 月 13 日(金）は終了しました。
2 回目 9 月 14 日(金）、3 回目 10 月 12 日(金）、席にまだ余裕があります。単発受講も可能です。
▲事業部:日本国際薬膳師会作成のリーフレット等を販売しています。
購入希望の方は申込用紙に必要事項記入の上、各申し込み先へ FAX でお申し込み下さい。
申込品により FAX 番号が違いますので送信前に必ず確認ください。入金確認後発送します。
①「体質診断＆食材早見表」(1 部 300 円)
②「薬膳の基礎・早見シート」(1 セット 200 円）
③「平成 29 年度ステップアップ研修講座レジメ」(1 セット 2500 円）
○問い合わせ及び申し込み先 ①②は FAX：045-244-9530 ③は FAX：03-3659-5119
○入金先：ゆうちょ銀行から 10110-92222051 日本国際薬膳師会
ゆうちょ銀行以外 ゆうちょ銀行ゼロイチハチ店 普通 9222205 日本国際薬膳師会

▲交流部:
〇国際薬膳師合格証書授与式・中国研修旅行（江西中医薬大学・南昌市）
5/24～30 参加 15 名
〇国立科学博物館付属自然教育園＆北里大学東洋医学総合研究所東洋医学資料室見学会 6/16 参加 24 名
〇食事会 尼僧院「三光院」（武蔵小金井） 2019 年２月 16 日(土）昼食会を予定

▲ＩＴ部:
〇「今月の薬膳」は 3 年間「二十四節気」の薬膳を紹介しました。2 月より新しいテーマ「アンチエイジング
の養生」を掲載致します。
設立１５周年記念事業のお知らせ
〇地域によって珍しい食材や特産物がたくさんあることを知り、
「私の街のおすすめ食材」として新しいコー
ナーを開設致しました。皆様からの情報をお待ちしています。
E-mail：itech@yakuzenshi.jp
設立 15
周年記念誌発行
設立 15 周年記念特別講演会開催
▲認定部: 2 月より、HP にて新しいテーマ「アンチエイジングの養生」のレシピの掲載が始まりましたのでご
論文、エッセイ、薬膳メニューを募集しま
覧ください。皆様のご応募をお待ちしています。応募の詳細は同封のお知らせ、または HP をご覧ください。
▲広報部：会報「くこ」47 号（2 月 1 日）発行、42 号（12 月１日）発行予定

交流部報告

国立科学博物館付属自然教育園＆北里大学東洋医学総合研究所東洋医学資料室見学会

6 月 16 日、参加者 24 名で見学会がスタート。自然教育園では長年、植物の生態を研究されてきた名誉研究員の
萩原信介先生にご案内いただきました。東京白金にあるこの地は、江戸時代、大名の下屋敷があった場所に防火対
策として植林されたものが広大な森になり、明治時代は陸海軍の火薬庫、大正時代は白金御料地、そして昭和 24
年に「国立自然教育園」として一般公開されたものです。長年の歴史の中で、周辺の都市化や気候の変化などによ
り生態系が変わりながらも、都会の一等地にこれだけの自然が遺されているのは素晴らしいことです。園の入口
にある欅の木が印象的で、日の当たる部分の樹皮は乾き、陰の部分の樹皮は苔と草が生え、長い樹齢と共にそびえ
立っていました。陽の光も、影になる湿った環境も生態系には必要で、どちらか一方が強すぎると死滅してしま
う。まさに薬膳で習ってきた自然界の陰と陽のバランスを感じました。雨上がりのしっとりとし
た緑が美しく、参加者同士の会話も楽しみながらの散策となりました。午後はランチの後、場所
を移して北里大学東洋医学総合研究所にて、昨年特別講演会でご講演いただいた薬剤部の緒方千
秋先生に資料展示室の解説とセミナーをお願いいたしました。中国の長い歴史から日本に東洋医
学が伝わり、日本の風土や体質にあう漢方医学になっていく過程のお話が大変興味深かったので
すが、特に明治維新で漢方が廃止され、その後、再興し現在に至るまでの歴史には、こちらの研
究所の初代所長をはじめ医師の方々のご尽力も大きいのだと展示物を見ながら感じ
ました。棚にズラリと並ぶ生薬の豆知識などを緒方先生に丁寧にご説明いただいた
のも今後の薬膳生活にとても役立つものでした。こちらの資料展示室は平日 10 時～
15 時、土曜 10 時～12 時（第 3 土曜除く）に無料で見学ができますので漢方のお勉
強におすすめです。ご参加の皆さまありがとうございました。 （記：梅田恵美子）
編集後記 日本国際薬膳師会は創立 15 周年を迎えます。そのための行事が昨年から検討され、現在、準備作業は猛烈進行中。
活動は 15 年。夢や目標に向かい続けられるのは、良き仲間がいる、会の成長、自らが向上していく等の達成感がある
からだと思います。その節目ごと、当会の企画には多くの会員が参加して来ました。暑い熱い夏がまだ続きます。 N.S.
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