創刊第 2 号、冬号をお届け致します。おかげさまで、秋創刊号は、多くの方にお読み頂き、暖かなご感想を頂きました。さて、今回は冬号と言うことで、やはり冬にちなんだテーマとしてインフルエ
ンザを取り上げてみました。今年も流行が懸念されています。ただの風邪、と自己診断せずに、正しく対処して頂けたらと思います。また、治療室の壁に掲げられている『動養』について、改めて内容をまとめて、ご

説明してあります。健康回復の為に、是非意識して頂きたい言葉です。その他、血圧や免疫、ギックリ腰など、日頃耳慣れていながら、意外に良く分っていないことの多いものをテーマとして取り上げていますので、
是非ご一読頂きたいと思います。

当ローリング健康センターの待合室に掲示板を設置しました。この新聞をお読み頂いている方は、もちろんお気付き頂いていますよね。さてこの掲示板、皆様の情報交換や交流の場として活躍してくれないかな…と、

スタッフ一同で思案しております。と言っても、我々スタッフの間で出るアイディアは通り一遍のものばかり。せっかくですから、ローリングセンターに来るのが楽しみになるようなものに出来たら、と思っています。
こんな情報を載せて欲しい、こんな告知を出したい、あるいはそんなものは必要ない、などのご意見でも結構です。どうぞ、皆様の忌憚の無いご意見、ご感想をお寄せ下さい。次回また春号でお会いしたいと思います。
健康異常体のままで急に運動を始めることは間違いです︒健康異常

気管支︑肺炎などを併発して重症化することが多いのもインフルエン

肉痛などの全身症状が強く︑合わせて風邪の症状も見られます︒更に

一方︑インフルエンザでは︑三八度以上の発熱︑頭痛︑関節痛︑筋

たとえば縄跳びをする場合︑三回なら三回跳んでみて︑息切れがし

︻
動養とは︼

たとすると︑三回以上跳んではなりません︒駆け足の場合でも五十メ

人に多いようです︒熱以外は︑普通のインフルエンザの症状とほぼ同

ザの特徴です︒中には発熱を伴わない場合もあり︑熱のない症例は成

息切れがした時点以上に動くことは︑完全健康体の人が︑より以上

ートル走って息切れがしたら︑そこでやめます︒

じです︒このような症例は︑普通の風邪と間違いやすく︑適切な治療

異常体化している時点での運動は禁物です︒けがの原因とさえなる

に立派な身体をつくろうとして動くこと︑すなわち運動であって︑動

者にとって必要なのは︑
﹁動養︵どうよう︶
﹂です︒
し︑ますます肉体細胞を異常発達させ︑大病に直結することになりま

また︑インフルエンザは風邪とは異なり︑流行すると短期間に小児

が行なわれないままに見逃されてしまうこともあるようです︒

から高齢者まで膨大な数の人を巻き込み︑高齢者の死亡率が普段より

でから反復するのです︒そのうちに︑最初に息切れした回数なり距離

多いのであまり心配はありませんが︑Ａ型︑Ｂ型は感染して流行を起

Ｂ型︑Ｃ型の３種類に分かれていて︑Ｃ型は感染しても軽症のことが

高くなるという大きな違いが見られます︒

なりが︑苦痛ではなくなり︑段々と増え︑あるいはのびていきます︒

ただし︑息切れしたときを基準にして︑その動きを︑ひとたび休ん

理となり︑大病︑けがのもととなります︒

異常体化している人の場合︑息切れした時点以上に動くことは︑無

養ではありません︒

のも︑この辺を含んでのことです︒つまり︑内臓諸器官や筋
肉細胞体が弾力性を失っている状態のままで運動することは
無理を生じ︑病気を誘発させるということです︒
生まれつき健康な機能︑すなわち肉体を持っていながら︑

つまり︑苦痛を感じたところでやめては︑徐々にその時点を遠くへと

健康異常体とは？
一つあるいは二つ以上の異常な症状を持っている人です︒本

こします︒Ａ型は変異を起こすことで何度でも感染し︑度々大きな流

インフルエンザには原因によるウイルスの抗原性の違いから︑Ａ型︑

人が自覚していることもあるし︑無自覚な場合もあります︒

︵
﹁
ローリング健康法﹂
ローリング創始者 蓑原右欣院長著より︶

ずらしていくのです︒こうして︑無理なくすすめるのが動養です︒

といわれて︑更に五年掛け１千万人分を追加備蓄する予定だそうです︒

造量の半分に当たる千四百万人分を確保していて︑今冬も同程度ある

を受けることをお勧めします︒新聞によると︑日本は昨冬︑世界の製

このようなことから︑重症化を防ぐ為にも︑流行前にワクチン接種

行を引き起こす原因となっています︒

但し︑無自覚だというのは︑本人が生活や仕事などに取り紛

︻
休養とは︼仕事などを休んで体力を養うこと︒

れて﹁ちょっとくらい無理しても平気だろう﹂ぐらいに勝手
に思い込んでいるだけで︑実際にローリングしてみると擽っ

︻
静養とは︼心身を静かに落ち着けて健康の回復をはかること︒

健康であるとは︑内臓諸器官が正しく働いていることを意

健康とは︑頑張りすぎて︑身体にとって無理な運動をして手に入れ

たい︑痛い所がたくさんあり︑筋肉も硬くなっています︒
味します︒もともと健康であったものの︑食事時間の乱れ︑

米国では流行期を前にして︑ワクチンの供給が追いつかず深刻な状態

して︑苦痛なジョギングを急に始めたり︑水泳を何百メートルもノル

域差はありますが︑日本では流行するのは︑十二月下旬から三月上旬

二週間程度かかり︑約五ヵ月程度効果が持続するとされています︒地

ワクチン接種は︑多少の個人差は有りますが︑効果が現れるまで約

になっているようです︒

マを決めてする事は︑身体を傷めつける事になりますので︑運動は人

あくまでも本人にとって気持ち良い事が大事です︒健康になろうと

るものでは無いのです︒

臓諸機能の働きが円滑に行なわれず︑結果︑血液中に老廃物や疲労素

間に必要な事ですが︑個人に合ったレベルで徐々に運動量を増やす様

すときの筋肉、赤筋･遅筋とか呼ばれる筋肉で、疲れにくく、持続的に力を発揮します。又、大き

く動かすときの筋肉と、姿勢を保つための筋肉（姿勢筋・抗重力筋と呼ばれる）等、それぞれの

役目を果たしながら寝ている時も、運動しているときも、座って仕事をしている時も筋肉は働いて

います。この筋肉のバランスが狂ったときにギックリ腰を起こすのです。例えば、ずっと座りっぱ

なしで、姿勢筋が疲れて硬く動きにくくなっている時に、急に大きく力強く動く筋肉が働くと姿勢

筋が引っ張られ筋肉に傷がついたり、切れたり、つったりします。これが魔女の一撃です。

でもローリング健康センターまでご一報ください。当センターにも毎年ギックリ腰で多くの方が来

院されます。放っておいても３〜４日で楽になることもありますが障害された筋肉は硬くなってい

つまでも残っています。そして何回もギックリ腰を起こす元になります。ローリング療法で必ず筋

︵水野 謙治︶

症状を軽くするくらいに考える︒

日常︑自分なりの予防も必要です︒これからの時期は︑空気も乾燥

していますので︑風邪やインフルエンザにかかりやすくなっています︒

風邪と同様︑インフルエンザも他人の咳やくしゃみを通じた飛沫感染

などで起こるので︑人ごみの中へ行く時はマスクを使用したり︑室内

では加湿をして適度な湿度に保つ注意も必要です︒

力を落とさないよう心がけて頂きたいです︒また︑手洗いやうがいの

多くなりがちです︒なるべく生活のリズムを乱さないよう摂生し︑体

これから来年にかけ︑飲食︑寝不足など生活のリズムが狂うことが

この頃になると︑風邪の季節でもあり︑あちらこ

これから︑本格的な寒さの時季になります︒

ちらでマスク姿の人を目にする事が︑多くなります︒

は鳥インフルエンザは人に感染しにくいとされて

あり︑他人事ではなく心配されています︒基本的に

わが国も︑今年初めに騒がれた鳥インフルエンザも

戒しているそうです︒

されたそうです︒新型の危険が高まったと各国が警

ンフルエンザが︑人から人へ感染した可能性が報告

ンザです︒新聞によると︑今年九月にアジアで鳥イ

ローリングでは︑発熱のある場合︑治療すると帰って熱が上がってし

マスクを使用し︑周囲にうつさないよう注意が必要です︒

がっても︑一両日はうつす可能性が残りますので︑人の多い所は避け︑

人では︑インフルエンザは通常二〜三日で熱が下がりますが︑熱が下

状が出てから︑三〜五日間でウイルスを排出すると言われ︑健康な成

うつさないよう注意してください︒※一般的にウイルスに感染して症

ください︒自分の身体を守るだけでなく︑他の人にインフルエンザを

て︑休養︑睡眠を充分にとり︑水分も充分に補給するように心がけて

もしかかってしまった場合は︑早めに病院で治療を受け︑安静にし

習慣も︑風邪の予防と一緒にお勧めします︒

いますが︑ウイルスが突然変異を起こし人に感染す

まう恐れがあるため︑治療は避け︑休養をとって貰うようにしていま

毎年この時期話題になってくるのが︑インフルエ

いては︑分析に必要な検体の量が不充分で︑最終的な確認

す︒

る可能性があるとされています︒※尚︑今回の件に付
が出来なかった︵ＷＨＯ世界保健機構発表より︶

症状は︑喉の痛み︑くしゃみや咳︑鼻水などが中心

インフルエンザと普通の風邪との違いは︑風邪の

的観点からお手伝いさせて頂けたらと思います︒ ︵石川 光二︶

回復出来るようになると思われます︒そのような状態を目指し︑予防

インフルエンザにもかかり難く︑もしかかったとしても重症化せずに

日頃からローリングを受けていただく事で︑抵抗力を付けておけば︑

で︑全身症状はそれほど強くなく︑発熱もインフル

エンザほど高くなく︑あまり重症化することもあり
ません︒

￥20
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栄養の偏り︑仕事の疲労等の蓄積︑ストレス︑睡眠不足︑運

が溜め込まれて︑身体に異常が生じているのです︒外見的には︑一見

動不足︑運動のし過ぎによる疲労︑飲み過ぎ食べ過ぎ等が原因で︑内

健康そうに見えても安心は出来ません︒よく見れば︑肌の色つやも悪

が多いようですので︑その前の十二月上旬までには接種を受けること

で、瞬発力に優れ、瞬間的に強い力を発揮し、疲れやすい特徴があります。次に、ゆっくり動か

をお勧めします︒※予防接種は感染を完全に予防することは出来ない︒

に心がけて下さい︒

（蓑原 弘豊）
肉を柔らかくしておきましょう。
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す︒むかしからの名言で︑
﹁スポーツマンは短命である﹂と言われる

もし、ギックリ腰を起こしたら取りあえずお風呂、お酒はさけ、冷湿布をして安静にして、翌日に

く︑肩や腰に疲労感がある︒身体にさわってみれば︑頸︑肩︑背部︑

す。筋肉には幾つかの種類があります。早く動かすときの筋肉は、白筋・速筋と呼ばれる筋肉

身体の状態が悪い時は︑休養や静養も必要ですので︑頑張りすぎず︑

痛症などと呼ばれ、はっきりとした定義があるわけではありませんが、私は次のように考えていま

無理をせずに︑身体を大事にしましょう︒そして身体からローリング

襲ってくる痛みの為に、こう呼ばれるのでしょう。医学的には急性腰痛症、腰椎捻挫、突発性腰

臀部︑大腿部︑ふくらはぎ等がかたくしこっているのがわかります︒

い、欧米では「魔女の一撃」とも呼ばれます。まさに魔女の一撃のごとく、何の前触れもなく突然

この状態を放置しておけば︑やがては内臓器官などの病気を患うこと

合はそのまま動けなくなり寝返りも打てない--------、このような症状を一般にギックリ腰と言

での痛み︑擽感を少しでも無くしてください︒

かけようとした、椅子から急に立ち上がろうとした時などに急に強い腰の痛みが出て、ひどい場

は必至です︒このような状態の人が︑健康異常体です︒

普段の生活の中で、何かしようとした時例えば、物を取ろうとした、朝顔を洗おうとした、掃除機を

一は食事です︒特に塩分の摂り過ぎが最重要課題と考えられています︒

では何故このような︑現象が起きるのでしょうか︒何と言っても第

ずの所をローリング︑特に第一指の裏は︑針で刺すように痛いです

首が終わったら︑足の指先︑爪の周りを良く揉みましょう︒土踏ま

すので︑気を付けてください︒

それから喉仏の両側を軽く揉みましょう︒ここは強く押すとむせま

ょう︒

の図を参照しながら簡単に花粉症の起こるメカニズムを見てみまし

ｇＡ︐ＩｇＧそして花粉症を起こすＩｇＥの５種類があります︒上段

ブリンといいます︒種類によって頭文字をとってＩｇＭ︐ＩｇＤ︐Ｉ

の嫌な症状を起こしてしまいます︒抗体を作るたんぱく質を免疫グロ

非常に塩分の摂取量が多くなりがちです︒殊に高齢者の高血圧症が多

健康と血圧は︑日常生活や年齢の影響を受け︑常に変化していきま

体産生リンパ球となりＩｇＥを作り出します︒この花粉に対する抗体

と言う抗原に対し抗体を作ります︒このときＢリンパ球が変身して抗

も危険とされているのもこの為です︒

血液を全身に送る為に心臓は強い力で血液を動

が︑少し強めにすると︑効果は抜群です︒

●血圧とは⁝
脈に送り出します︒
血圧とは心臓が送り出した血
日本人の食生活は漬け物や味噌などの保存食に代表されるように︑

上の血圧︵収縮期血圧︶は︑心臓が血液を動脈に送り出している時
いのは︑この食生活が原因と言われてきました︒まずは塩分を減らす

す︒高血圧は︑動脈硬化を進行させ︑生活習慣病に代表される様々な

液が血管壁を押す圧力のことです︒

ことが必要です︒一日の塩分摂取量としては︑いくつか説はあります

危険な病気を引き起こしやすくなる兆候です︒

等沢山の化学物質が詰まっているのでこう呼ばれています︶にくっつ

ＩｇＥは肥満細胞︵肥満とは関係ありません︒細胞の中にヒスタミン

まず︑花粉が粘膜等にくっつきます︒体は︑花粉を敵と判断し花粉

︵収縮期︶の血圧で︑下の血圧︵拡張期血圧︶は︑心臓が血液を送り
が︑概ね７ｇ前後が理想とされています︒また︑精神的ストレスも血

血圧は普通︑高血圧︑低血圧のどちらかに大別されることが多いで
圧にかなり影響してきますので︑要注意です︒日頃から適度な運動を

いて次に花粉が体内に侵入したらすばやく排除してやろうと待ち構

︻最後に︼

出し終わった時︵拡張期︶の血圧です︒
しょう︒ところが実際には︑書店などで見かける本の約九〇％以上が

︵
蓑原 誠︶

っかけにして下さい︒

これを機会に︑血圧を知ることによって︑健康と生活習慣を見直すき

続くようであると︑脳︑心臓︑腎臓︑動脈などにかなりの影響を与え

これら高血圧原因の二つのタイプ︑本態性高血圧︑二次性高血圧が
ますので︑よく検査することをお勧めします︒また︑薬物療法も大切

出︑この科学物質により鼻水︑くしゃみ︑涙︑血管拡張等の作用で花

た肥満細胞を刺激してヒスタミン︑ロイコトリエン等の化学物質を放

えています︒さて︑花粉が再度侵入してきました︒抗体は先ほど述べ

心がけて︑心身をリラックスさせるようにしましょう︒

ポピュラーな疾患の一つで︑日本人の五十歳以上では五〇％が高血圧
な治療です︒

粉を排除しようとします︒花粉症の完成？となります︒

ました︒つまり︑いい面についての免疫︱生体防御反応︑体内に外敵

前回は外敵が体内に侵入した際の簡単な免疫反応についてお話し

前後に突然患者が増え始め︑今では国民病とまで言われています︒諸

何故こんなに花粉症が急激に増えてきたのでしょう？昭和四〇年

つまり︑花粉症は病気と言うより︑体を守るため免疫システムの過剰

何の原因で血圧が上がっているのか︑それによって薬が違います︒ま

が侵入して白血球︑リンパ球︑抗体等が協力して外敵を排除する︱に

説は色々ありますが︑原因を１つにしぼるのは無理があります︒公害

アレルギーとは？

た︑薬の中には︑食べ物によって︑その効果を消してしまったり︑逆

の為空気汚染が進み︑花粉と共に体内に入って無害の花粉を有害にし

全４回

高血圧に関する内容です︒これは︑低血圧に比較して高血圧の重要性

の範囲に入っていると言われています︒高血圧を放っておくと︑脳卒

が注目されているということに他なりません︒実際に︑高血圧は最も

中や心臓病︑腎臓病などの合併症を引き起こす恐れがあります︒しか

︻降圧剤の種類と食品の関係について︼

慣病の代表的な疾患で︑その原因はストレス︑肥満︑運動不足︑塩分
に強めてしまったりするものもあります︒食べ合わせによっては危険

ついてでした︒今回は︑悪い面についての免疫についてお話しようと

てしまった︵この作用のことをアジュバンドと言います︶
︒植林され

薬物療法と一言に言っても︑降圧剤の中には色々な薬があります︒

し︑高血圧は自覚症状が少ないこともあり︑血圧を良好にコントロー

の摂り過ぎなど︑色々です︒

思います︒現在難病と言われる大部分は自己免疫疾患と呼ばれる病気

ル出来る人は少ないのが現状ではないでしょうか？高血圧は生活習

ここでは最も患者数の多い高血圧についてお話ししたいと思います︒

を伴う場合もあり︑大変重要な問題ですので︑ここで代表的な例を挙

です︒例えば︑慢性関節リュウマチは滑膜︑軟骨が自分の免疫細胞に

副腎などから分泌されるホルモンの異常と言われています︒

あとの一五％は習慣性高血圧と言い腎臓に関する血圧︑残る５％は

〇％に遺伝が関係し︑その他は生活習慣だと言われています︒

高血圧の八〇％は原因不明の本態性高血圧とされ︑そのうち約四

引き起こすことになります︒健康効果が高く︑話題にもなったグレー

す︒このため薬が効きすぎて血圧が下がり過ぎてしまい︑めまい等を

する酵素の働きを弱め︑フェロジピンの血中濃度が上昇してしまいま

ルーツの中に含まれるナリンジンという成分が︑フェロジピンを代謝

の薬を服用している人は︑グレープフルーツを食べると︑グレープフ

血行を改善し︑末梢血管を拡張して血圧を下げる作用があります︒こ

ですが︑この薬は︑心筋の緊張を和らげるとともに︑冠動脈を拡げて

例えば︑フェロジピンを主成分とする降圧剤︵カルシウム拮抗剤︶

なりそうです︒実は私もその一人です︒それでと言う訳ではありませ

う︒今年は花粉の量が桁違いに多く花粉症の人にとっては嫌な季節に

す病気です︒代表的な疾患は今や国民病とまで言われる花粉症でしょ

アレルギー疾患も同じように免疫の機能が悪い方に働いた時に起こ

で今の医学をもってしても完治は難しい病気ばかりです︒もうひとつ

肉なら︑筋無力症等数え上げたらかなりの数になります︒すべて難病

腎臓を攻撃すればネフローゼ症候群︑甲状腺ならばバセドウ氏病︑筋

攻撃を受けて炎症を起こし︑関節が腫れて痛み︑変形する病気ですし︑

た頃︵約三〇年前ですが︶試験で白血球の数は７０００が正解でした︒

です︒そして弱くなったのです︒私が東洋医学の勉強を学校でしてい

も大量に入っています︶
︒そうです日本人は綺麗にナッチャッタ？の

供はいない︑抗生物質の大量使用︵人間が使うだけではなく魚︑肉に

菌グッズの普及︑子供が怪我をして膿んだりしない︑青鼻を流した子

す︒細菌感染が減ったのは日本人が清潔になったためでしょうか？抗

った︒寄生虫の感染率が減った︒⁚が原因としてあげられると思いま

た杉が大量に育ち花粉を大量に放出するようになった︒細菌感染が減

な反応と言っても良いかもしれません︒

・高血圧の基準は？
げてご紹介します︒

原因が明らかな高血圧のことを二次性高血圧といい︑手術などで起

プフルーツですが︑この種の降圧剤を服用中の方は︑注意が必要です︒

いつの間にか４０００でも正解になっています︒外敵から体を守って

最近は︑基準値は厳しくなり︑ＷＨＯに於いて︑上が１３５︑下が

きることもあります︒

んが︑今回は花粉症を題材にして︑免疫機構の悪い面をお話しさせて

８５と二〇〇三年から改定されました︒

体質︑遺伝︑両親が高血圧など︑家系的に高血圧が多い場合は︑リ

また︑血管拡張性降下剤︵主成分 塩酸ヒドララジン︶は︑末梢動

・高血圧の原因は？

スクが高くなりますので︑注意して早期に発見することが大切です︒

くれる白血球の数が減っている人が多くなってきて︑４０００でも正

解になったのでしょう︒細菌感染が減ったことを示していると思いま

頂きたいと思います︒

圧を下げる薬です︒この薬を︑亜鉛を多く含む食品︵特にレバー︑蠣︑

脈の筋肉に作用してその緊張を緩め︑血管を拡張することによって血

血圧は一日中変動しています︒通常︑血圧は夜間低く︑朝方から上

・血圧って一日中同じ？

いＴｈ２型に分けられます︒昔のように常に細菌感染を受けていると

す︒前回のお話でＴリンパ球がからだの司令官と書いたのですが︑実

Ｔｈ１型が増えＴｈ２型の増殖が抑えられます︒現在は逆の人が多く

ホタテなど︶と一緒に摂ると︑降圧剤の作用が増強して︑頭痛︑関節
また︑交感神経中枢抑制剤の主成分メチルドパは︑中枢神経に作用

なりＩｇＥといわれる抗体を造りやすい体になってしまった︑という

がり︑昼間最も高くなりますが︑朝方高いのが早朝高血圧です︒早朝

して︑末梢交感神経の働きを低下させ︑末梢血管を拡張して血圧を下

わけです︒このＩｇＥ抗体︑実を言うと何のための抗体かよく分かっ

は大きく分けて２種類あり︑細菌感染に強いＴｈ１型と抗体生産に強

げます︒薬を服用した後に︑肉や魚︑卵などの高タンパク食を摂ると︑

ていません︒有力な説に寄生虫に対する抗体と考える学者もいます︒

痛︑起立性低血圧などの副作用が出る場合があります︒

昨今では︑性能も上がり︑普及の目覚しい家庭用血圧計ですが︑そ

タンパク質に含まれるアミノ酸が胃壁からのメチルドパの吸収を阻

昔は寄生虫なんて誰でもいたのです︒昔の遺跡を発掘していてここが

高血圧は︑脳卒中や心筋梗塞の発症に深く関係していると考えられて

のパンフレットにまで早朝高血圧が取り入れられている程です︒血圧

害し︑その結果︑降圧剤の効果が低下してしまうのです︒この種の薬

います︒そのため︑早朝高血圧の注目度が増しているのです︒

計をお持ちの方は︑起き抜けの血圧を測るようにしましょう︒

を飲んだ後は︑高タンパクの食品は食べない方が良いと思われます︒

トイレだったと確定するのに寄生虫の卵の痕跡を見つけると聞いた

患者さんからの訴えで良く耳にするのが︑家で測ったら正常なのに︑
病院で測ってもらうと高く出るというものです︒その原因として最も

この様に︑全ての薬には作用と副作用があり︑その効果を正しく生

ことがあります︒１９５０年代回虫感染率は６０％を超えていました︒

今や０．２％にすぎません︒敵がいなくなったＩｇＥ抗体︑抗体を作

予想されています︒花粉症に効くとされる様々な物が今年も売られる

降圧剤は大変効くものですが︑食べ物や飲み物によっては︑こわ〜

でしょう︒しかし自分の体を守る免疫システムがこの症状を作り出し

りやすくなったからだ︑大量に放出される花粉︑アジュバンドとして

花粉症はなぜ起こるのか？有力な犯人の一人としてＩｇｅと言う

ているために︑これで治ると言う方法は残念ながらありません︒自分

いものになってしまうのです︒降圧剤の種類は大変多く︑ここに取り

抗体がいます︒もともと抗体は﹇私は麻疹にかかったことがあるから︑

に合った方法を探すのも一つの手かもしれません︒ローリング療法で

働く大気汚染︑何となく花粉症の原因の一端が見えてきたように思い

もう免疫が出来て二度とかからないよ﹈と言うように一度感染した病

も完全には治せませんが︑経験として症状を軽くはできるようです︒

ませんか？？最初に書きましたように今年は花粉がたくさん飛ぶと

気の原因となる菌など︵抗原といいます︶が︑体内に侵入したときす

上げたものはホンの一部です︒服用の際には︑専門の先生と良く相談

まず指先の爪の周りをよくもみましょう︒ビューティミニなどのロ

ばやく反応して抗原にくっつき排除してしまう武器なのですが︑たい

して︑安全に効果的に薬を利用して頂きたいと思います︒

かすには食品との関係性も重要です︒

考えられるのが︑白衣高血圧︑診療所高血圧と言われるものです︒名
前の如く︑白衣を見たりすると緊張度が高まり︑血圧が上がってしま
うのです︒あまり心配な場合︑また何ヶ月も続く場合には︑二十四時
間血圧を付けて測りますが︑殆どの人が安定しているようです︒
また︑年齢を重ねるにつれて︑動脈硬化が進行します︒動脈硬化は︑

ーリング器があれば︑ローリングをしてください︒指先が終わりま

次回は﹃ガンと免疫について﹄にしようと思います︒︹春号に続く︺

太い動脈を風船に見立て︑風船のゴムが硬くなった状態に例えられま

したら︑肘の内側をローリングしましょう︒

して体に悪さをするわけではない花粉に反応して︑花粉を排除しよう

︵
蓑原 弘豊︶

す︒硬いゴム風船を膨らませても︵収縮期︶風船が硬いためあまり膨

手が終わったら︑首の後ろの︑頚椎の両脇を髪の毛の生え際から肩

とするためにくしゃみ︑鼻水︑目のかゆみ︑といったあの花粉症独特

せるのを止めると︵拡張期︶
︑膨らみが悪い風船からはすぐに空気が
これが最大血圧のみが上昇する﹁収縮期高血圧﹂の主な原因です︒

抜けて風船の圧力が低下します︵拡張期正常または低血圧︶
︒

高血圧のワンポイントローリング！

従って最大血圧から最小血圧を引いた脈圧が大きくなるのは︑太い動

にかけてまんべんなく︑気持ちよい程度に揉みましょう︒

らみませんので︑風船内の圧力が上昇します︵収縮期血圧︶
︒膨らま

脈の動脈硬化の程度を反映しているとされ︑最近では脈圧が大きいの
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