
- 1 -

いつまでも最上の健康を・・・
その喜びを多くの人に伝えるために
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松尾 正通

謹んで新年のお喜びを申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

私も今年は年男です。

ヒトはどこまで長生きできるのか…？
この疑問の一つの答えになる論文が科学雑誌｢ネイチ
ャー｣にあります｡米国の研究チームの｢人類の年齢の
限界は115歳｣という論文です。
1963 年時点で 153 人だった日本の 100 歳以上人口は､
2020 年には 8 万人を突破、圧倒的に女性が多く、全
体の 88.2%を占めています。
しかし、加齢と共に「病気」に罹患するリスクが増え
てくるのも事実であり、高齢になって「介護」を受け
るリスクを最小限にすることも人生の重要なテーマに
なっています。

「介護」が必要になる主な原因は、脳卒
中、認知症、運動器障害（骨折・転倒・関節
疾患）です。つまり「血管」と「運動器」
の健康を保つ事が重要なテーマです。
「運動器障害」は、高齢者の健康には重要なテーマで
あり、医学では対処出来ない問題です。つまり、個人
の生活習慣（栄養＋運動）によって予防する事で初め
て可能なことです。
ヒトは年を重ねると、食事の摂取量が減ってくる訳で
すが、その結果、例え運動習慣があっても、「筋肉」
を失い「骨」を失い運動器の働きが必然的に衰えてく
るのは目に見えています。つまり、加齢に伴う様々な
「健康障害」に対処するには、食事に加え“サプリメ
ント”の力を活用する事にあります。

そこで身体の何処に問題があるかを
知る方法が「血液検査」です。

一般的に「血液検査」は病気の診断のために受けるも
のと考えられていますが、同時に、身体の“健康状態
”を把握する為にも必要です。例えば、アルブミン値
（血液にあるタンパク質）を調べて、正常値の範囲で
も前回より低下していれば、タンパク質の摂取量が減
っている事を表しています。
「アルブミン値」の低下を知ることは、実際にアルブ
ミン値の数値が低くなり過ぎて体力が衰えてから対処
するより、はるかに有益な方法です。タンパク質は「筋
肉」だけでなく、コロナなどの感染症対策に重要な役
目をする「抗体」の働きにも必須です。

高齢者のタンパク質不足は、食事の改善
だけで補う事は難しいのが現状です。
理由は、高齢者は ,“胃の萎縮”によりタ
ンパク質の消化力が低下するからです。

高齢者のタンパク質不足を補うには、タンパ
ク質を分解してできる「アミノ酸」を摂取する
事が重要です。アミノ酸は、タンパク質の材
料となるだけでなく個別の働きがあるため、
運動器障害には、「バリン・ロイシン・イソロイシ
ン」、血管には、血流を改善する「アルギニン
＋シトルリン」など、アミノ酸を選択して摂る事
が有益です。
「ライフケア」は、個人の健康状態を「血
液検査」によって把握して行う「個体差の
栄養療法」を推薦しています。その為に必
要な検査を受ける事を提案します。
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「筋肉」は加齢と共に衰えてきます。筋肉を構成する筋繊維数が減少し、さらに筋繊
維が萎縮してしまうことにより、筋肉量が低下します。加齢による筋変化は、筋繊維
そのものの変化よりも、「筋肉量」の低下が目立ちます。成人における「筋肉の重量」
は体重のおよそ 40%です。もちろん個人差はありますが、20歳頃の筋肉量を基準に考
えると、70 歳くらいでは男女ともに30%の低下がみられることから、10 年間でおよ
そ 6%ずつ、低下していることになります。
筋肉の成分はタンパク質なので、食事の量が減ると必然的に筋肉量が減ってきます。

タンパク質の不足は、血液検査の
「アルブミン値」で判断できます。

アルブミン正常値： 3.9g/dL 以上
高齢者は社会的活動性も減り、又、過去
に病気やケガの経験があると、それがき
っかけとなり、あまり動かない生活へと
移行しやすくなります。その結果、活動
性は更に低下し、筋肉の萎縮を急速に進
行させてしまうという「悪循環」に陥り
ます。また、加齢による関節の変化として「関節軟骨」の変形があります。その結果、
関節の軟骨が徐々にすり減り、関節の形や動きが変化する「変形性関節症」を起こし
やすくなります。これにより、関節の痛みや、動きに制限がでることで、日常の活動
が更に低下し、「筋肉量」の低下に拍車がかかります。何とかしなければ！！
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そこで、筋肉のアミノ酸としてBCAAアミノ酸（バリン＋ロイシン＋イソロイシン）を
「プロテイン」と一緒にサプリメントで摂取する事が筋肉量を増やす秘訣です。

バリン＋ロイシン＋イソロイシン

命の賞味期間と、健康長寿

ヒトを含めて全ての生き物は、命に限りがあります。
現代人が昔と大きく異なっている点は、ヒトは人類史
上かつてない“長寿命”を生きているということです。

その必然として、寿命が尽きる前には、
さまざまな身体的な不具合が生じます。

①脳血管疾患：21.1％
②高齢で衰弱：20.5％
③転倒・骨折：13.6％
④認 知 症 ：12.9％
⑤関節疾患：10.6％
⑥パーキンソン：5.3％
⑦そ の 他 ：16％

上記のその他を除いた、①～⑥のケースで、
自力での歩行が困難であり、“筋肉の喪失”が
“要介護”の大きな原因になっています。

後期高齢者（75～85歳）の要介護の原因

アミノ酸が、何故良いのでしょうか・・・？

タンパク質は「アミノ酸」が数百個繋がったものです。
「タンパク質」は胃で「胃酸」により分解されて、

「ペプチド」になります。

「ペプチド」はさらに、「アミノ酸」に
分解され、小腸から吸収されます。

タンパク質を補うために、「アミノ酸」を摂る事は、
“消化吸収力”が衰えてくる年代の方の
“タンパク不足”を補う最善な方法です。

ペプチド ペプチド
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「皮膚」は身体の表面を覆っている組織ですが、体内で外
界との接点になる場所が「粘膜」です。「粘膜」を上から順
に見ていくと、鼻の中の粘膜、口の中の粘膜、気管の粘膜、
胃や腸の粘膜、膀胱や子宮の粘膜、性器の粘膜などがある
ことが分かります。そして、それらの粘膜が健康な状態を
保っていないと、外敵とも言うべき「細菌」や「ウイルス」
などが簡単に体内に侵入してきます。つまり、粘膜が不健
康な体は、外堀が埋まって、外敵が簡単に侵入できるお城
と同じ状態ということなのです。粘膜は皮膚と繋がってい
ます。従って、「皮膚」の状態を見れば、「粘膜」の状態も
推測できます。例えば、お肌がカサカサして乾燥していれ
ば、粘膜の状態も良いとはいえません。「消化管」は粘膜で
覆われています。口、食道、胃、小腸、大腸と「粘膜」で
覆われ、粘膜に“炎症”を起こすのはアルコールです。
“炎症”は口腔癌・食道癌・胃癌・大腸癌の原因です。

粘 膜

胃小区
胃小窩

噴門腺

胃底腺

幽門腺

粘膜筋板

毛細血管

粘膜下層

固有筋層

漿膜下層
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粘膜や皮膚の再生には、亜鉛・ビタミン A・パントテン酸
（ B5 ）、そして肌の材料である“タンパク質”が必要です。

粘膜の状態チェックする

① 目が乾燥している
② 胃炎や胃潰瘍がある
③ 口内炎がある便秘や下痢
④ 鼻炎や花粉症がある
⑤ すぐ膀胱炎になる
⑥ 気管支炎や喘息がある

3つ以上当てはまった方は、
粘膜が健康な状態とは言えません。

粘膜と癌

消化器の癌は食道や胃、大腸、膵臓、肝臓、胆道など
の粘膜で発症します。「粘膜」は様々な刺激を受ける
ので、「癌」が発症しやすい場所でもあります。食生
活の欧米化した日本で増加傾向にあるのが、「大腸が
ん」です。大腸がんには直腸がんと結腸がんがありま
すが、特に結腸がんが急速に増加しています。

グルタミン（アミノ酸）と粘膜

グルタミンは腎臓、小腸、大腸の粘膜細胞の主要なエ
ネルギー源で、粘膜上皮細胞を増殖させ、腸管の防御
機能を高めます。「グルタミン」は、消化管粘膜細胞

やリンパ球、マクロファージ、好中球などの免疫担当
細胞のエネルギー源です。従って、「グルタミン」は
消化管粘膜細胞の増殖や「免疫」の維持に関与します。
グルタミンの殆どが筋肉内で合成され血中に遊離され
小腸の燃料に使われます。

即ち、「グルタミン」は健全な小腸粘膜維持にとっ
て最も重要な栄養素として認識され、癌治療におけ
る化学療法や放射線療法などによって引き起こされ
る“粘膜障害”の防御の役割を担っています。
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“免疫”とは、病原性の「細菌」や「ウイルス」が体内に侵入したときにそれを排除
しようとして働くカラダの自己防衛機構です。すなわち、免疫力とは、健康全般に関
わる、ヒトが本来持っているカラダを守る基本的な力なのです。ところが、ヒトの「免
疫力」は、“加齢”とともに徐々に低下していきます。 また、激しい運動を行ったり、
過剰なストレスがかかったりすると低下すると言われています。
「感染症」は体力を消耗するので、
十分なタンパク質の補給が必要です。
異物が侵入してきた時、免疫細胞が
直接異物に対して攻撃する場合と、
免疫細胞から分泌される「抗体」が
使われる場合があります。。
「抗体」とは、病原菌など特定の抗
原を無害化する働きがあるもので、たくさんの種類があります。大量の「抗体」を分
泌できれば免疫力は高まり、早く回復します。風邪などの回復が長引く人は「抗体」
を産生する能力が低い可能性があります。「抗体」はタンパク質から作られているの
で、「免疫細胞」をたくさんつくるためにも、またその働きを活性化するためにも、「ア
ミノ酸」が必要ということになります。

特に必要なアミノ酸は「グルタミン」と「アルギニン」 です。

「グルタミン」は免疫細胞の増殖を促し、「アルギニン」 は異物を攻撃するマクロファ
ージを活性化する働きがあります。つまり、免疫を高めるには、「グルタミン」＋「ア
ルギニン」をサプリメントで摂取します。特に、「アミノ酸」を一日 3 回食事と共に摂
取する事は、体力の消耗や免疫の低下を防ぎます。熱がある場合は、水分の補給と共
に、お粥などの糖質も補い、アミノ酸をお粥などに混ぜると美味しく食べられます。

又、体内でアミノ酸を利用するには、ビタミン群（B6）が必要です。
高齢者や風邪が長引く人は、免疫を高める「ラクトフェリン」と一緒に、

「グルタミン」＋「アルギニン」を摂取しましょう。

これから、インフルエンザの季節になりますが、「高齢者」や「糖尿病」などの
基礎疾患がある場合は、「肺炎」に進行しやすいので最善の注意を払いましょう。
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リジンと免疫

「リジン」は、体内で細菌・ウィルスの侵入を防ぐ「抗
体」の材料なので、免疫力の向上に大きな役割を果た
します。又、「リジン」は疲労回復に効果のあるブドウ
糖の代謝や、骨を丈夫にするカルシウムの吸収を促進
する働きがあり、健康的な生活を送る上で欠かすこと
の出来ない必須アミノ酸です。尚、発熱時には

“BCAAアミノ酸”が体力の消耗を防ぎます。
「リジン」は唇などに疱疹を起こす単純ヘルペスの原
因となる単純ヘルペスウィルスの感染を予防する効果
も示唆され、“感染症”に対する抵抗力を高める効果
を秘める優れた性質を持っています。

グルタミンと免疫

「グルタミン」が免疫機能が低
下しているヒトの“腸管粘膜
のバリア機能が改善”すること
が確認されています。これは、
グルタミンが腸粘膜上皮細胞
や免疫細胞のエネルギーとし
て利用されているからです。
その結果、「グルタミン」は「ビ
タミン A」とともに「IgA 抗体」を増加させます。グ
ルタミン投与により消化管粘膜の萎縮が防止されバリ
ア機能が高められます。

特に、胃腸の働きが低下する高齢者は、

グルタミンは必須です。


