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北海道大学
市民向け公開講座
平成20年7月2日

農と医の連携をめざして
食と健康 基は

平成20年7月2日

－食と健康の基は？－
１ 分離の病１．分離の病

２．農医連携世界の動向

３．北里大学の農医連携

４ 温暖化と農医連携４．温暖化と農医連携

５．土壌の健康と人の健康

６．カエルの悲劇

陽 捷行（北里大学）



自己紹介と漢字の楽しみ

陽 捷行（みなみかつゆき）陽 捷行（みなみかつゆき）

易・陽・楊・湯・揚

悦・兄・古・告・加・舎・害

土・生・世・姓

分 解 判 弁 別 わかる分・解・判・弁・別・わかる



分離の病

知と知の分離知と知の分離

知と行の分離

知と情の分離

過去と現代と未来の分離

農と環境と健康の分離農と環境と健康の分離



農医連携：世界の動向

1 農医連携 A di i1.  農医連携：Agromedicine
2.  地理医学： Geomedicine
3.  国際窒素計画：Int. Nitrogen Initiative
4. 国際土壌科学会議：Int. Soil Science4.  国際土壌科学会議：Int. Soil Science
5.  代替医療: Alternative Medicine
6 代替農業: Alternative Agriculture6.  代替農業: Alternative Agriculture



１

Journal of Agromedicine
= 1995年創刊

Practice, policy and research 
実施 政策 研究= 実施・政策・研究

Interface of human health
and agriculture
= 健康と農業の調和

The Haworth Medical Press 
and Food Production Press

医療と農業関係の協力= 医療と農業関係の協力
出版



２

Medical Geology =
Geomedicine =
地理（地質）医学

公衆衛生に及ぼす
自然環境の影響

国際地質学連合の
環境地質学委員会の
新しい部門（2004）新しい部門（2004）



地理（地質）医学：

人と動物に関わる健康を
病理、毒性、地質、重金属、
地 地 壌 水質地理、地形、土壌、水質、
食物、食品などあらゆる
環境要因から追求する学問環境要因 ら追求する学問
（2007：スウェーデン）



国際窒素イニシアティブ ３



Global N cycle in 1890
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シンポジウム：土壌と健康

Science for Health and Well Being：

健康と幸福のための科学

From Aspergillus to Timbuktu: African Dust, 
Coral Reefs and Human Health：

遠くまで運ばれるカビ：アフリカのダスト，珊瑚礁

および人の健康

Soil & Geomedicine
土壌と地質医学



５

代替医療



代替医療の周辺

伝統医学（アーユルヴェーダなど）、民族医学（アロ
マ療法など） 新興医学（カイロプラクティックなど）マ療法など）、新興医学（カイロプラクティックなど）

Complementary and Alternative Medicine
（CAM）：補完代替医療は，西洋医学を中心とした近
代医療に対して，それを補完する医療をさした。

eCAM：Evidence-based Complementary and 
Alt ti M di i の考え方（証明）が登場したAlternative Medicineの考え方（証明）が登場した。



６

代替農業

わが国には、代替
農業といえるさま農業といえるさま
ざまな農法がある
（環境保全型農業（環境保全型農業、
有機農業など）。



農・環境・医療の課題

農・環境・医療の連携を求めて
代替医療と代替農業の連携を求めて

ザ鳥インフルエンザ：農と環境と医療の視点から
重金属など：地殻－環境－農－ヒトの連鎖
薬草：農医連携の視点から－栽培・加工・活用－
アレルギー対策：農業・森林・生態系・医療アレルギ 対策：農業 森林 生態系 医療
人と動物：公衆衛生の視点から
窒素循環：農・環境・ヒトの窒素過剰問題
ヒトの健康増進：機能性食品・サプリメントなど
地球温暖化 農業と環境と健康 の影響地球温暖化：農業と環境と健康への影響
東洋医学と環境を媒体にした農の融合
環境ホルモン：時空を超えて
食育：農と環境と健康の視点から食育 農と環境と健康の視点から
食の安全と予防医学（平成20年10月24日）
その他



農医連携の推進

１．学長室通信：農と環境と医療（1～40）

２ 北里大学農医連携シンポジウム（1～5回）２．北里大学農医連携シンポジウム（1～5回）

３．教育：農医連携論（獣医学部３学科・医学部・教養演習

で開始）

４．学部横断研究プロジェクト（北里関連26研究室訪問・

検討中）

５ 国内外の動向探索と共存体制の確立（情報探索）５．国内外の動向探索と共存体制の確立（情報探索）

６．農医連携の教育・啓蒙・普及（通信・シンポジウム・八雲・モナ
の丘）

７．農医連携の企業化推進

８．農医連携センター構想



http://www.kitasato-u.ac.jp/

情報：農と環境と医療（No.1～No.40）



第４号：農と環境と健康に及ぼす
カドミウムとヒ素の影響：印刷中

第１号

養賢堂：2006

第１号

第２号
第３号

養賢堂：2007
養賢堂：2007



第６回北里大学農医連携シンポジウム

平成20年10月24日（金）10時
於：北里大学相模キャンパス

第６回北里大学農医連携シンポジウム

食の安全と予防医学

開催に当たって： 北里大学学長 柴 忠義
食品安全委員会の現状： 内閣府食品安全委員会委員長 見上 彪
北里大学 農医連携構想 現状 北里大学教授 陽 捷行北里大学の農医連携構想の現状： 北里大学教授 陽 捷行
食生活の現状と課題－健康維持・おいしさ・安全性の連携－：

北里大学保健衛生専門学院講師 多賀昌樹ら
水産食品の機能と安全性： 北里大学名誉教授 神谷久男
衛生薬学 脂質 過酸 疾病 北 大学薬学部教授 中 靖衛生薬学での脂質の過酸化と疾病： 北里大学薬学部教授 中川靖一
サルモネラおよびカンピロバクター食中毒－農の領域から－：

北里大学獣医学部教授 中村政幸
海藻類多食者におけるヒ素による健康影響の問題点：

北里大学医療衛生学部教授 山内 博
農医連携における遺伝子高次機能解析センターの役割：

北里大学医学部教授 篠原信賢
農医連携の架け橋としてのプロバイオティクスの可能性を探る：

北里大学獣医学部教授 向井孝夫
機能性食品の可能性と限界： 北里大学獣医学部教授 有原圭三
総合討論 相澤好治・陽 捷行



養賢堂：2008年出版予定
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温度・海面・北半球積雪の変動

温度

海面海面

積雪積雪



青森リンゴが減産

リンゴ栽培に適した年平均気温は摂氏7度から13度。

東北地方の年平均気温は 10年間で0 37度上昇すると仮東北地方の年平均気温は、10年間で0.37度上昇すると仮
定すれば、2060年までに平野部のほぼ全域が13度以上に
なる。

温暖化で も影響を受けるのはリンゴの色。皮の赤い色素
は気温が下がるときに作られる。高温状態が続くと緑色のま
ま 日持ち悪く 病害虫の除去困難ま。日持ち悪く、病害虫の除去困難。

早生品種の代表格の「つがる」に兆候が出ている。

北海道では栽培適地が増える。北海道では栽培適地が増える。



温暖化したら？

農作物の高温障害

１ヘクタールあたりのコメ収量１ヘクタ ルあたりのコメ収量
の増減予測： 1990 vs 2070
（単位はトン）

北海道： +0.3 トン
高知： -0.6 トン

コメの品質低下：九州

出典（独）農業環境技術研究所



巨大エチゼンクラゲ大発生

水産総合研究所の飯泉仁日本海海洋環境部長：魚
が減 て餌が余り クラゲが育ちやすいが減って餌が余り、クラゲが育ちやすい

広島大学上真一教授：東シナ海冬季の上昇も影響。
冬の間はポリプで過ごすが 水温が上がるとクラゲ冬の間はポリプで過ごすが、水温が上がるとクラゲ
に育ちやすい。

福井県栽培漁業センタ 安田徹元所長 中国沿岸福井県栽培漁業センター安田徹元所長：中国沿岸
の富栄養化・海岸の人口構造物の増加・地球温暖
化による海水温の上昇・魚の乱獲化による海水温の上昇 魚の乱獲

大量来遊：1938, 1958, 2002, 2003, 2005年



マラリア蚊・温暖化で来襲

国立環境研究所・国際保健研究室の小野雅司室長：地球
温暖化で西日本がマラリアを媒介する蚊の生息地になって温暖化で西日本がマラリアを媒介する蚊の生息地になって
も不思議ではない。

マラリア原虫を媒介しているのは、ハマダラカ属の蚊。91
か国に分布。毎年3-5億人が感染。150ｰ270万人が死亡。

● 日本でマラリアを媒介するのはコガタハマダラカ。この蚊の
生息域は沖縄県宮古島だが 年平均気温が摂氏3度上昇生息域は沖縄県宮古島だが、年平均気温が摂氏3度上昇
すると、西日本一帯も生息可能地域になる。

IPCCは、2080年には感染リスクにさらされる人口が2億6、 年 感染リ ク 億
千万から3億2千万人になると推定している。



次は、微生物・植物・動物、次は、微生物 植物 動物、
そして人間からの悲鳴？

わが国でも、微生物から、植物から、動物から痛切な悲鳴
が聞こえているが聞こえている。

耐性菌による野生生物汚染（ライチョウ）は微生物から、

サンゴの白化、ミズバショウの富栄養化は植物から、サンゴの白化、ミズバショウの富栄養化は植物から、

アルゼンチンアリの猛威、大型クラゲの大発生、マイワシ
の激減は動物から、

そして、人間からは？

農と環境と医療の連携の重要性がここにもある。



地球の悲鳴

地球の悲鳴地球の悲鳴
－環境問題の本100選－
陽 捷行著陽 捷行著
発行：アサヒビール
編集発売：清水弘文堂
(2007)



ルドルフ・シュタイナー

不健康な土壌からとれた食物を不健康な土壌からとれた食物を
たべているかぎり、魂は自らを肉体
の牢獄から解放するためのスタミの牢獄から解放するためのスタミ
ナを欠いたままだろう。

Rudolf Steiner （1861-1925）は、オーストリア帝国
出身の神秘思想家。人智学の創始者。哲学博士。



アレキシス カレルアレキシス・カレル（1873-1944 ）
ノーベル生理学・医学賞受賞（1912）

「土壌が人間生活全般の基礎なのであるから「土壌が人間生活全般の基礎なのであるから，
私たちが近代的農業経済学のやり方によって
崩壊させてきた土壌に再び調和をもたらす以
外に 健康な世界がや てくる見込みはない外に，健康な世界がやってくる見込みはない。

生き物はすべて土壌の肥沃度（地力）に応じて
健康か不健康になる」健康か不健康になる」

農と環境と医療が連携していることを早くから
指摘した。指摘した。



What is this?

脳血栓・脳出血？

Cerebral 
Thrombosis?Thrombosis?

CerebralCerebral 
hemorrhage?



Soil erosion
土壌浸食

土壌浸食壌浸食
5-10 ton/ha/y ：アフリカ

ＥＣ，オーストラリア
10 20 ton/ha/y：10-20 ton/ha/y：

南北アメリカ
30 ton/ha/y：アジア

土壌生成
1 t /h / 0 1 /h/1 ton/ha/y = 0.1mm /h/y
1 cm soil = 100~500 years





土の健康（農）＝人の健康（医）

重金属汚染 重金属摂取

廃棄物 添加物廃棄物 添加物

過剰農薬 過剰医薬

過剰肥料 過剰栄養過剰肥料 過剰栄養

成分バランス 栄養バランス

健全な呼吸 健全な呼吸健全な呼吸 健全な呼吸

ダイオキシン類汚染 ダイオキシン類摂取

地力増進 健康増進地力増進 健康増進

休閑 休息



医食同源

病気を治すのも食事をするのも，生命を養い健康を保つため
で その本質は同じで，その本質は同じ。

人びとが積み重ねてきた生活から培われた一種の知恵。

この言葉が 初に見られるのは 丹波康頼（永観2年：984）にこの言葉が 初に見られるのは，丹波康頼（永観2年：984）に
よって著された 古の医書（医心方：いしんぽう）。

大辞林に，「病気の治療も普段の食事もともに人間の生命を
養 健康を維持す も あ す養い健康を維持するためのもので，その源は同じであるとする
考え方。中国で古くから言われる。」とあるが、日本人の造語。



身土不二

語源は，古い中国の仏教書「廬山蓮宗寶鑑」（1305年）にあ
るる。

本来の意味は，仏心と仏土は不二であることを示したもの。

食と風土と健康に強い関心を抱くかぎられた人たちの間で食と風土と健康に強い関心を抱くかぎられた人たちの間で，
いわば内輪の規範として用いられていたが，近年一般の人
たちの間にも広がりつつある。

が 命 命 も 解釈され 「土が人の命，命は土，人間は土そのものと解釈される。「医
食同源」や「四方四里に病なし」や「地産地消」なる言葉もこ
れらの範疇に属するであろう。範疇 属す あ う。

韓国でも使われている。



幼児の弾むような健康を求めて

笑顔の幼児の弾むような健康は、その子どもたち
体が健全な食物と良好な環境 依存し るの体が健全な食物と良好な環境に依存しているで

あろうことに疑いない。土壌の成分が植物、動物、
人間の細胞の代謝をコントロールしている 微生人間の細胞の代謝をコントロールしている。微生
物やウイルスを除くほとんどの病気は、人間が生
きていくうえで必要な空気や水や土壌や食物に含きていくうえで必要な空気や水や土壌や食物に含
まれる元素間の調和が崩れることによって生じる。
なかでも食の基となる土壌のなかの元素のバラン
スが、 も重要である。



北里大学の例 1
提供：薬学部 渡邊高志氏

薬用植物栽培の活用

提供 薬学部 渡邊高 氏

さわやかな風 ゆたかな水
ふくよかな土 そして一粒の種

モナの丘：グリーンピア相模原

自然に恵まれたこの大地で
植物は ゆっくり しなやかに育まれています

新都市農業推進事業
●サテライト型モデル実験園

相模原市 / 北里大学 /
農業者 / 市民農業者 / 市民

● セミナー / 教育 / 実習 など
●将来は患者さんの参加を

参照：農林水産省ホームページ
「薬用植物で新たな都市農業の創出を」



北里サテライトガーデン「モナの丘」

平成19年
食料・農業・
農村 動向農村の動向
から

農林水産省
農業白書



北里大学の例 ２
提供：獣医学部フィールド

サイエンスセンタ : 萬田富治氏

環境保全型畜産の生産物の活用

サイエンスセンター:  萬田富治氏

自然・食・人の健康を保全する資源循環型社会の構築

我が国初の挑戦

国の政策
飼料自給率向上
自然循環的農業

大学病院
患者さん
の食材

八雲牧場
視察研修会

北里大学八雲牧場
肥料・飼料・牛肉の完全自給

消費と生産を結ぶ持続的畜産

安全・安心
健康によい
牛肉の活用

自然循環的農業

消費者
安全・安心・

の食材

食育・安全 安心
健康によい
多面的機能
動物福祉

大気

学校
給食農医連携研究

機能性成分の評価

海 耕地・草地・森・家畜・ヒト川
大気
雨
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発行：アサヒビール（2007）
編集発売：清水弘文堂書房編集発売：清水弘文堂書房

農・環境・健康をめぐる諸問題農 環境 健康をめぐる諸問題
世界の動向・日本の動向

農・環境・健康 連携の現場
世界の取組 日本の取組世界の取組・日本の取組

農・環境・医 言葉の散策
「医」「医療」「生老病死」
「脳」「環境」「元気」「土」
「気」「連携」「獣」「情報」など



ガイアの科学 地球生命圏

Jim.E. Lovelock
スワミ・ブレム・プラブッダ訳
工作舎 (1984)工作舎 (1984)

GAIA: A NEW LOOK 
AT LIFE ON EARTHAT LIFE ON EARTH
By Oxford University Press
(1979)



ガイアの復讐

Jim.E. Lovelock
スワミ・ブレム・プラブッダ訳 Ji M L l kスワミ・ブレム・プラブッダ訳

工作舎 (1984)
Jim M. Lovelock
秋元勇巳監修・竹村健一訳
中央公論新社 (2006)

GAIA: A NEW LOOK 
AT LIFE ON EARTH
By Oxford University Press

( )

THE REVENGE OF GAIA
By Jim M Lovelocky y

(1979)
By Jim M. Lovelock
Basic Books (2006)



カ ルの悲劇カエルの悲劇
●水と熱いお湯を入れた鍋を二つ用意する。
●蛙を熱いお湯に入れると 驚いて飛び上がる●蛙を熱いお湯に入れると、驚いて飛び上がる。

●しかし、冷たい水の中にいる状態で、鍋を徐々に過熱すると、蛙
は静かなままだ。

●蛙は変温動物なので、徐々に熱くなっていくお湯の中では、蛙の
神経は感覚を失うからだ。蛙は熱くなっていくお湯の中で危機を
感じず、適応しようと努力していくうちに神経が無感覚になり、完感じず、適応しようと努力していくうちに神経が無感覚になり、完
全に煮られて死んでしまうのである。

●迫ってくる危険を知らずに、死んでいく蛙を見ながら、私たちは
つの教訓を得る だが 実際に自分たちに迫ってくる危険を感一つの教訓を得る。だが、実際に自分たちに迫ってくる危険を感

知できる人はそう多くない。


