ホノミ漢方会報 No．
612（2018年10月号）別刷
＜第56回ホノミ漢方会 全国大会講演＞

血流改善の漢方生薬製剤

「パナパール錠」による

アルツハイマー病の予防的治療

有松医科歯科クリニック

医学博士

（現 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科・神経機能病態学・講師）

山嶋 哲盛

第56回ホノミ漢方会 全国大会より

2018．４．15

血流改善の漢方生薬製剤

「パナパール錠」による

アルツハイマー病の予防的治療
有松医科歯科クリニック

医学博士 山嶋 哲盛

（現 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科・神経機能病態学・講師）

皆様、こんにちわ。ご紹介頂きました山嶋

ついて２種類の患者を対象として調べてみて

でございます。２年前に大阪での全国大会に

います。その成績で、軽度認知障害（MCI）の

ご招待頂きまして、その時は大変印象深い事

患者に非常に効果があるという中間データが

が幾つかありました。当日、金沢から参るの

得られましたので、その結果を分かりやすく

に駅へ行きましたが、25ｍの風が吹いていま

お話し致します。講演の内容は会報でも掲載

して、電車が動きませんでした。もう行けな

されると思いますが、もし必要でしたら写真

いかと思ったのですが、高速道路で飛ばして

を撮って頂いても結構ですし、途中でこれは

米原で新幹線に乗り換え、何とか講演に間に

どうなのかとお声を掛けて頂いて、質問をし

合い、社長に大変喜んで頂いた事を今でも覚

て頂いても結構です。もしかしたら、神経心

えております。１時間半の講演の後、サイン

理テストの問題で会場の皆さんを指名して答

をして下さいという事で、120、130冊位サイ

えてもらうかもしれませんので、居眠りしな

ンをしましたが、初めての経験で大変びっく

いでしっかり聞いて頂きたいと思います。

りしました。その後の夕方の懇親会の席でも、

それでは、最初のスライドをお願いします。

あちこち講演して回っていますが、非常に嬉
しかったのは、日頃もてない私の周りに女性

（次頁スライド１）

の先生方がたくさん集まって、いろいろ親し

2025年には認知症患者が700万人近くにな

くお話し下さった事で、懐かしく思い出され

るかもしれないとされていますが、ここに示

ます。

すアルツハイマー病は、非常にやっかいな病

この全国大会は第56回だそうで、この伝統

気で世界中が大変困っています。医療費は高

ある剤盛堂薬品の髙橋社長のご指揮の下、社

くなるし、高齢化する一方で、世界中にこの

員の皆さんがすごく気合いを入れて準備して

患者が増えているのです。

おられ、勉強される皆さんもそれ相応に気合

この表にあるＧ７のアメリカ、日本、ドイ

いが入ってらっしゃると思います。せっかく

ツ、イタリア、フランス、イギリス、カナダ

１時間半、貴重なお時間を頂くので、出来る

の７カ国の中で、アルツハイマー病の患者が

だけ分かりやすいお話をさせて頂きます。

どれくらいいるのか推計が出ています。ご覧

前回、２年前の前後から、パナパール錠に

頂きますと、絶対数ではアメリカが圧倒的に
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多く、日本もほぼ同等で、その後少なくなっ

それから、サラダ油を使ったファストフード

ていますが、ドイツ、イタリア、フランス、

やコンビニ食品が普及し過ぎている。食生活

イギリス、カナダと続いています。これを見

を見ると、戦前に比べ非常に油の摂取量が多

ると、
「アメリカが一番多く日本は次だから、

くなっており、悪い油の摂取に傾いている。

そんなに心配する事はないよね」と皆さん思

そういった事がある訳です。

われるかもしれませんが、違うんです。病気
の場合は、人口密度でどれだけ発症している

（スライド２）

かを考えないといけません。アメリカは日本

みんな歳だけは平等にとります。先ず動脈

の人口の約３倍ですね。約３倍という事は、

硬化という現象が起き、血管は老化していく

日本におけるアルツハイマー病の患者数はア

訳です。血管の老化と同期して、あるいはそ

メリカの３分の１位で、160万～170万人あた

れに伴って脳は少しずつ枯れ、老化していき

りで然るべきですけれども、ほぼ同じくらい

ます。若い頃は髪の毛もふさふさだったけど、

という事は、日本は人口密度に対してアメリ

段々頭頂部の髪の毛がなくなっていく。脳も

カの2．
5～３倍の患者がいるという事になり

同じ事で、脳では２カ所、神経細胞が枯れて

ます。

いきます。頭のてっぺんの頭頂葉と奥の方に

また、ドイツ、イタリア、フランスは数千

ある海馬、ヒポカンパスというところも枯れ

万人の人口で日本の約半分ですので、認知症

やすい。お元気だけど事故でたまたま亡く

の人は二百数十万人位と想定されますが、実

なった方の脳（左）を見ますと、白子にちょっ

際はそれよりもずっと少ない。ヨーロッパの

とピンクがかった色がついた様な感じで、見

諸国でも少なく、カナダは更に少ないです。

るからにフレッシュで脳の間の隙間もほとん

そうすると人口密度当たり、どう考えても日

どありません。神経細胞が枯れていないから

本が多すぎる。その明らかな理由の一つは、

ですね。ところが、アルツハイマー病で亡く

日本は高齢化が一番進んでいて、長寿の国で

なった方の脳（右）を見ると、この様に隙間だ

あるという事が一つ言えると思います。です

らけ。即ち大脳皮質が痩せてきている訳です。

が、それだけでは説明出来ません。どうして

歳と共に血管が老化し、動脈硬化が起きる

人口比では日本に多発しているか、この理由

事によって該当部分の血の巡りが悪くなり、

を今から少しお話ししますと、それは、国土

それ相応の症状が出る。実はこれがアルツハ

が狭い為に電磁波が国内全体に散乱している。

イマー病です。脳ではこの２カ所に動脈硬化

スライド１

スライド２
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の影響が及びやすいので、アルツハイマー病

に入力出来る。しっかりと頭に入力して、そ

の発症の仕方、あるいは症状の進行の仕方と

れを海馬に伝えれば、何年にもわたる長期記

いうのは基本的に３つあります。正確に言う

憶として皆さんの頭の中にインプット出来る

と、頭頂葉だけがおかしくなって起きる症状

訳です。

が一つ。２つ目は、海馬だけがおかしくなっ

この外部情報を得る為に、頭頂葉は注意

て起きる症状。そして３つ目は、両方が同時

力・集中力を司る訳ですが、その為に、非常

に進行する。この３つの症状があります。先

にたくさんの血液を使っています。脳は全身

程皆さんが神農本草経の序録第８条を唱和さ

に流れる血流の約20～25％を使い、普通の臓

れていた様に、「病気については先ずその源

器の10倍位のエネルギーを使う非常に贅沢な

を知る」というのが基本で、ここでは先ず、

臓器で、それだけ大切な役割をしているとい

アルツハイマー病の今の３つの症状がどう

う事です。その中で、この頭頂葉は最もたく

やって起こるのかを見ていきたいと思います。

さんのエネルギー、即ち、ブドウ糖と酸素を使
います。この部分へは心臓から、青の矢印の

（スライド３）

先で示す前大脳動脈という血管を通じて、た

これは右の大脳半球で、左の耳あたりから

くさんの血液が運ばれないといけない訳です。

見ていると想像して下さい。先程申しました

ところが、40歳を過ぎる頃から、人間の血

てっぺんの部分というのは、実は非常に大事

管には動脈硬化という現象が始まります。即

な役割をしている訳です。皆さん今、私の話

ち、この辺にも中性脂肪や悪玉コレステロー

を聞いてスライドを見ていらっしゃいますが、

ル（LDL）が沈着してきます。そうすると、ど

目で見たスライドの情報は、皆さんの脳では

ういう事が起きるか。心臓は胸のところに

スクリーンである後頭葉に入っています。ま

あって、大事な頭頂葉はちょっと高いところ

た、聞いた情報は左の半球の側頭葉の後ろあ

にあるので、心臓から上へ血液を運ばないと

たり、ウェルニッケ中枢というところに入っ

いけない。ただでさえ運びにくいところに、

ている訳です。皆さんを取り巻いている今の

前大脳動脈が動脈硬化で血管内腔が狭くなる

外部の情報は、見たスライドの情報、それか

と、最初に血の巡りが悪くなるのは頭頂葉で

ら聞いた私の話の情報以外にもう一つ、皆さ

ある訳です。つまり、何を意味するかと言う

んは座っていますので、自分の姿勢をお尻と

と、歳をとって動脈硬化が進むと、最初に注

両脚の足底部の感覚、深部知覚で何となく無

意力低下という症状が出てくる事になります。

意識下で感じ、姿勢を制御しています。この
スライド３

３種類の情報が入っているのです。
この座っている姿勢に関する情報は知覚領
に入っています。それから、見た情報は後頭
葉に、聞いた情報は左半球の手前の方に入っ
ています。そして、その３つの情報が統合さ
れるのが頭頂葉です。だから、もし耳を塞い
で、目で見ているだけでも情報は入りますが、
私の説明をこの絵とドッキングさせ、情報を
豊かにするという事は出来ません。でも、こ
の頭頂葉がしっかりしていれば、見た情報、
聞いた情報を上手にまとめて、しっかりと頭
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半世紀ぐらい前から、アルツハイマー病は

たり、仕事のミスも多いし、どんどん忘れて

アミロイドβが原因であるという様に言われ

しまうという事で、家族の方が心配して私の

ていますが、私は最近は論文で、あるいは世

ところに連れて来られました。この病気は悲

界各地の講演で、それを完全に否定していま

しい事に、家族の方が気付いて連れて来る頃

す。それは、アミロイドβは動脈硬化による

には、もう手遅れの事が多いのです。その時

血流低下で起こる付随的、あるいは結果的な

には、もう薬は効きません。実際に、MRIと

現象であって、本質的な原因ではない。本質

いう機械で血管を映し出すと、この方は真ん

的原因は誰にでも起こる動脈硬化と、脳血流

中にある脳底動脈はそんなに動脈硬化が起

の低下であるという事を言っています。その

こっておらず、細いところもないですが、悲

最大の根拠についてお話ししますと、ここ10

しいかな、この前大脳動脈が細くなっていま

年位前から、脳の中にアミロイドβがどれぐ

す。この部分に動脈硬化が多分集中している

らい蓄積しているかをポジトロン断層撮影

のだと思いますが、それによって頭頂葉の血

（PET）
という機器で可視化、つまり目で見

の巡りが悪くなっている。従って、前の方の

る事が出来る様になりました。そこで調べて

脳の隙間は然程ないですが、頭頂葉の隙間は

みると、アミロイドβがたくさん溜まってい

明らかに増えていますよね。この隙間が増え

る人で、確かにアルツハイマー病が完成して

るというのは、先程の生の解剖写真で見て頂

いる人もいる。しかし、アミロイドβが全く

いた様に、頭頂葉の脳の神経細胞が脱落して

ないのに、しっかりアルツハイマー病の人も

きているという事を意味する訳です。そうす

いれば、アミロイドβが脳にいっぱい溜まっ

ると、この方は注意力が非常に低下している。

ているのに全然ぼけ症状がない、認知機能が

注意力が低下するというのは、外部情報を集

正常なお年寄りもたくさんいるという事が分

中して正確に入力出来ないという事です。

かってきたのです。それで今、世界中の脳科
学者は大袈裟に言うと動揺しています。本当
の原因は何なのか？

（スライド５）

私が出している答えは

こういう方はたくさんいらっしゃいます。

サラダ油、もう少し学術的に言えば、サラダ

こちらの症例は一回り若い男性で、50歳過ぎ

油から出来るヒドロキシノネナールが原因で

の高校の国語の先生です。この方も奥様に連

あろうという事を今、学術論文と一般向けの

れられて来られて、非常に自信なげな様子で

単行書で言っています。

した。20代の頃に柔道の選手をしていて、体

頭頂葉の血の巡りが悪くなるとは、どうい
スライド４

う事かと言いますと、血管の中にプラークと
して中性脂肪や悪玉コレステロールが溜まり、
それが溜まるから血管壁が厚くなって硬くな
り、動脈硬化が起こります。この動脈硬化に
よって血管内腔が細くなるので、血の巡りが
悪くなるという事です。
（スライド４）
具体的な症例を示すと、これは65歳の女性
です。もの忘れがどんどん進行し、集中力・
注意力がなくなってきて、同じ事を繰り返し
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重が100kg位あって、身体を作る為に油物、

あれば、PETで調べるとこの部分が発火し

カツや天ぷら、フライ等、サラダ油で揚げた

ているはずなのに、前頭葉にも赤みが少ない

物をいっぱい食べていました。だから当然、

ですが、本来真っ赤になる頭頂葉に赤いとこ

動脈硬化が進んでくるのがもう目に見えてい

ろが全然ないですよね。これだけでも明らか

る訳ですが、それでも記憶力はしっかりして

で、何が起きているかと言うと、先程来言っ

いて、ものは覚えている。しかし、何かしゃ

ている前大脳動脈の動脈硬化が進んでいるの

きっとしていない、集中力がない。校長から、

だろうという事です。前大脳動脈の血管が古

今日はこれをやってよ、生徒にこれを指導し

くなっているのは、外科的手術ではどうしよ

てよ、中間テストの問題をちゃんと作って下

うも出来ません。私は脳外科医として手術も

さいよ等々言われても、期日までに出来ない。

たくさんしてきた中で、この前大脳動脈を直

何かだらっとしている。周りの先生から信頼

接見ているのですが、見る事は出来ても外科

されないだけでなく、生徒からの信頼もなく

的に血流を増やす事は出来ません。血の巡り

なる。本人も自信なげに私の前に現れて、私

をある程度増やす事が出来れば症状改善には

は、これは軽いうつではないかと思い、うつ

なるけれども、病院で使う薬で、脳血流改善

病をチェックするテストをしましたが、そう

薬というのは実は有効なものは現在ほとんど

いう気配は全然なかったのです。

ない。ここがパナパール錠の非常に面白いと

そこで、後で紹介するアーバンス神経心理

ころかなと思う訳です。

テストというのをしてみますと、最初の方の
項目は平均点以上ある。思い出す記憶力もい

（スライド６）

い。数字を10桁位言いましても、10桁パッと

アルツハイマー病の初期症状、一つ目の症

暗唱出来る。記憶力は非常に良くて、51324と

状として、頭頂葉の血の巡りが悪くなる事に

言ったらパッと51324と返すし、513246と言っ

よる集中力低下についてお話ししました。も

たらそれもスッと言う訳です。数字は平均点

う一つの症状は、側頭葉の内側にある海馬

を超えてスケールアウトするぐらいよく覚え

（かいば）、ここは記憶に関係するところです。

る、記憶力はいい。けれども、単純な符合を

皆さん、小指を出してみましょう。皆さんの

数字に変換する小学校低学年の子も出来る様

海馬は左右一対で、この小指ぐらいの大きさ

な事が出来ない。要するに、単純作業をパッ

しかありません。目の奥にあって耳の奥にあ

と片付ける事が出来ない訳です。本来正常で

ります。人間の脳では非常に小さな、小指ぐ

スライド５

スライド６
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らいの大きさしかない海馬という脳の部分が、

この中でおそらく左右20ｇずつの、そんなに

ものを覚えるという事に実は非常に大事な役

重い部分ではありませんが、耳の奥にあって

割を果たしています。

目の奥にある、側頭葉の内側のこの海馬が、

この海馬の一番前の方には扁桃体、アミグ

非常に大事な役割をしています。その大事な

ダラというところがあり、ここは情動、喜怒

役割とは、新しい事に関する意味記憶とエピ

哀楽と本能的な事に関係しています。例えば、

ソード記憶に関係しています。これは専門用

女性がホテルにあるレストランのケーキを見

語ですが、内容は非常に簡単で、例えば「ク

たら、わぁ食べたいとか、子供がソフトク

ジラは哺乳類である」と、左の海馬が覚えて

リームを見たら、わぁ食べたいと、もしかし

いるのは意味記憶です。人間の言語中枢は左

たらよだれも出てくるかもしれませんが、そ

の耳あたりにあるので、左の海馬は主として

ういった感じです。嫌な上司を見るとパッと

言語に関する事を扱います。それに対してエ

避けたくなる。これも、この海馬の前の方に

ピソード記憶とは、
「観光船に乗って、クジラ

ある扁桃体が働いていて、この辺は情動に関

が潮を吹いているのを見た」「海岸に遊びに

する記憶に関係する訳です。

行ったら、クジラが海辺に打ち上げられてい

例えば、扁桃体が正常なニホンザルにヘビ

たのを見た」という様に見た事の記憶は右の

のおもちゃを見せると、サルは怖がって、か

海馬です。だから皆さんは今、私の言葉を聞

つて野生にいた時にヘビを見た体験にこだ

いて、その言葉の中で例えば、ヒドロキシノ

わってケージの奥に逃げていきます。ところ

ネナールという言葉を覚えようとすると左の

が、サルの扁桃体を壊す手術をしてヘビのお

海馬が活躍するし、見たスライドを覚えてい

もちゃを見せると、あれだけ怖がったヘビの

ようとすれば右の海馬が活躍している訳です。

おもちゃを手に取って遊んで、口にくわえて

脳はこんなに大きいのに、新しい事を覚え

食べようとしたりします。扁桃体の異常で無

るという非常に大事な役割をする海馬はこん

茶苦茶な事が起きるのです。同様に、海馬の

なに小さい。しかも奥まったところにある。

異常が起きると、今度は新しい事を覚えられ

この奥まったところにあるというのが、諸刃

なくなるという症状が起きるのです。

の刃になっているのです。

（スライド７）

（スライド８）

人間の脳の重さは、成人で約1400ｇあり、

海馬は小指ぐらいの大きさと言いましたが、

スライド７

スライド８

─6─

実はこんなに複雑な形をしています。右は上

300μｍしかないこの血管が、何本か海馬へ

海で買ったタツノオトシゴの漢方薬で、非常

行っています。という事は、先程の前大脳動

に似ています。この海馬は目の奥、耳の奥に

脈の動脈硬化でもおかしくなる訳ですが、こ

ある為に、先程の頭頂葉と同様に血の巡りが

んなに細い血管だったら、内頸動脈や後交通

非常に行きにくいのです。

動脈といったこの辺の太い血管が動脈硬化で
ちょっと詰まったり、夏に熱中症で血がネバ

（スライド９）

ネバになった時に血の巡りが悪くなったら、

亡くなった方の血管に造影剤を入れて、

細い血管もすぐ血の巡りが悪くなる。海馬と

ウィリス動脈輪という脳底部の血管を撮った

いうのは、新しい事を覚えるのに大事な脳の

写真です。海馬へ行く血管はどうなっている

部分なのに、何でこんなに細い血管しか行っ

か、海馬はもう痩せていて分かりにくいです

ていないのか。これこそ神様のいたずらです

が、白く写っているのは血管で、これはある

ね。その為に、人間は歳をとると新しい事を

断面のスライスの組織標本ですので全部は見

覚えられなくなる。アルツハイマー病の初期

えていませんが、この中で海馬へ行く血管は

症状、一つ目は注意力低下、二つ目は近時記

黄色の矢印で示す細いこの血管です。

憶障害、新しい記憶を覚えられないという事

脳梗塞というのは半身不随になる様な怖い

で、この２つの症状は、いずれも血管が悪さ

病気で、脳梗塞で詰まる血管は、多くは中大

をしているという事が、皆さんにも段々ご理

脳動脈です。この部分は３、４mmあるので

解頂けているかと思います。

結構太くて、手術の時に顕微鏡で見る事が出

血管を写す時には、海馬の血管は細すぎて、

来ます。右の写真で血管を見てみますと、赤

MRIでもなかなか目で見る事は出来ません。

い部分と白い部分がありますね。この方は70

血管撮影しても見えるか見えないか、もうギ

歳以上で、動脈硬化が強くなっている方です。

リギリのところになります。ところが、全国

白い部分はアテローマ、中性脂肪や悪玉コレ

どこにでも、世界中で日本が一番、MRIが普

ステロールが溜まっているところで、70歳位

及しており、MRIを撮ると海馬はどの程度の

になると人間の血管はこういう感じになって

大きさか簡単に見る事が出来ます。

くる訳です。この中で海馬へ行く血管はどれ
かと言うと、細い血管から更に分かれている

（スライド10）

この血管
（黄色矢印部分）
です。おそらく200、
スライド９

これは金沢市内の大学１年生で、記憶力ピ
スライド10
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カピカの女性の水平断面と矢状断面の写真で

現在普通のパターンです。この時に何かしよ

す。こちらは72歳の女性で、今日の日付も覚

うと思っても、何も出来ない。本当に悲しい

えられなくなった、30分前に昼ごはんを食べ

ほど何も出来ないのです。ところが、発症は

た事も忘れてしまうおばあちゃんの写真です。

65歳であるけれども、実は発病は20年前の45

見て頂きますと、海馬は小指ぐらいの大きさ

歳に始まっているのです。何が始まっている

で、目の奥、耳の奥にあると言いました。こ

かと言うと、動脈硬化が始まって、脳へ行く

の矢印の先が海馬です。黒く写っているのは

血の巡りが少しずつ悪くなっている訳です。

脳脊髄液と言って、水ですので黒く見えます。

45歳と言うと、ここにいらっしゃる方もかな

大学１年生の女性の方は、隙間はほとんどあ

りの人数が該当すると思いますが、もう皆さ

りません。ところが50歳位の違いで、72歳の

ん、動脈硬化は多かれ少なかれ始まっていま

女性の海馬は隙間だらけ、水だらけになって

す。

いて、３分の１以下に痩せています。海馬の

この動脈硬化をどの様に診察によって見つ

ところも水だらけになって、鉛筆の芯までは

け出すか。例えば私だと、両方の手首にある

いかないですが、かなり細くなっています。

橈骨動脈を触る、あるいは眼底を診る、頸動

とうこつ

という事は、アルツハイマー病が進行してし

脈を触る、エコーで頸動脈を見る、そうする

まって、全く日付すら覚えられない、さっき

とかなり分かる訳です。更に、MRIを撮ると、

ごはんを食べた事も忘れてしまう、こういう

もっとはっきり分かります。動脈硬化の程度

方の診断は非常に簡単に出来ます。

を判定する事は、脳を専門とする医者には基

今、日本の現状はと言いますと、全国各地

本なのです。しかし、脳の専門医であっても

の大学病院でもクリニックでも、「うちの爺

正確に判定出来ない医者が少なくはないので

ちゃん婆ちゃん、もの忘れがひどい」と連れ

す。では循環器の医者はと言うと、それがあ

て行って「アルツハイマー病でないかと思う

る程度出来るとしても、今度は脳の事を全然

ので診て下さい」という事でMRIを撮りまし

知らない。動脈硬化という内科的な病気がア

た。
「すごく痩せていますね。これはアルツ

ルツハイマー病の原因であるのに、その動脈

ハイマー病で間違いないです。じゃあ薬を投

硬化についての詳しい知識のない医者が認知

与しましょう」というレベルがおそらく全体

症の治療をしている事も多いという状況にあ

の９割以上です。非常に遅れているのです。

る訳です。

場合によってはMRIで海馬はどれなのか指摘

70歳の時に診断しても治療は出来ない、医

出来ない、海馬がどこにあるかさえ知らない
スライド11

医者も非常に残念ながらたくさんいる。そう
いう状況です。
（スライド11）
アルツハイマー病という病気は、実は時間
をかけて出来るもので、大体20年かかります。
平均的に、この症状が出るのは65歳位です。
定年になる頃に発症するので、その時に病院
に行っていなくても、５年以内に病院で確定
診断がつきます。この頃には大体病院で、そ
の後しばらくして介護施設に入るというのは、
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療費の無駄遣いでしかありません。でも、こ

くなっています。この方達は病院に来ている

の20年の間にしっかり準備は出来る。高血圧

方もいらっしゃるし、それでもどうしようも

の人は血圧を下げる努力をする。中性脂肪や

なくなると介護施設に入りますが、この時期

コレステロールが高い人はそれを低くする努

では医療の対象にはならず、介護の対象でし

力をする。肥満の人は痩せる努力をする。と

かない。では、どういう時に医療の対象にな

いう様に幾つか努力は出来るし、そうしなが

るかと言うと、これほど海馬が縮んでいない、

ら血流改善の努力も出来る。血流改善の努力

もともとの海馬の大きさはないけれども少し

とは何をするのか、パナパール錠が非常に良

痩せてきたところで、私に言わせれば、この

いのではないかという事をこれから申し上げ

真ん中の写真の様に痩せているのでは少し遅

ていきます。

すぎますが、海馬の大きさに注目して軽度の
萎縮の時に、即ち海馬に新しくものを覚える

（スライド12）

神経細胞が残っている時に、血の巡りを良く

アルツハイマー病が完成した65歳位ともな

しておけば、発症は65歳ではなく70歳か75歳

ると、この海馬は隙間ばかりで、ほとんどな

にまで延ばす事が出来ます。アルツハイマー
病の発症を10年延ばす事が出来れば、人生80

スライド12

年になってもピンピンコロリを実現出来る訳
です。だから問診や、どの程度、もの忘れを
するかという事も大事ですが、アルツハイ
マー病という病気を早期診断する為には脳の
解剖に熟知していて、MRIやPETの画像を
読める知識がないと駄目だという事です。
（スライド13）
現在、アルツハイマー病に対して全世界で
どの様な治療がなされているか。このアセチ
ルコリンエステラーゼという酵素の阻害剤が

スライド13

主たる治療薬です。神経細胞と
いうのはネットワークを作って
いまして、たくさんの神経細胞
が同期して働く為に、前の神経
細胞から後ろの神経細胞に行く
ところにシナプスという中継点
があります。前のシナプスで伝
わってきた電気信号がアセチル
コリンをリリースします。この
アセチルコリンがこの間隙にし
ばらく留まって、後ろのシナプ
スのレセプターにドッキングす
る事で興奮し、どんどん神経情
報が伝わっていきます。
─9─

アルツハイマー病では、このシナプスが減

からで、非常に困った現象です。

少している事が分かっているので、せめて

軽度認知障害で脳がそこまで縮んでおらず、

残っているシナプスの伝達効率を良くしよう

シナプスがある程度残っている時期であれば、

という事で、このアセチルコリンがシナプス

薬はある程度効きます。しかし、根本的な解

間隙にいる時間を長くする。アセチルコリン

決にはならない。この病気は実は、予防しな

はしばらくここにいると、アセチルコリンエ

いといけない病気である。その予防するに当

ステラーゼという酵素で分解され酢酸とコリ

たって何がいいかと言うと脳血流改善剤、血

ンに戻って、また吸収されてしまう訳です。

流を良くするものが一番良い訳です。血の巡

このアセチルコリンエステラーゼという酵素

りを良くする薬は、病院で使う保険薬の中で

を、ここに書いてある様な非常に高価な薬で

は残念ながらほとんどありません。ゼロかと

ブロックする事で、アセチルコリンを出来る

言うとない訳ではなく、例えば足に起きる動

だけたくさん残そうとする。そうする事で、

脈硬化、閉塞性動脈硬化症で使うプロスタグ

この後ろへ行く神経情報の伝達を良くしよう

ランジンという薬は、点滴すると足の血の巡

という薬が世界中で発売されていて、日本で

りが良くなります。それから、男性のEDと

も使われています。アメリカでは新しいもの

いう症状でバイアグラや、最近ではシアリス

が幾つも開発されています。この薬は毎年

という24時間効く薬も出ていますけれども、

100億円以上の売上を上げている大ヒット商

一酸化窒素（NO）を使って血管を広げるので、

品ですが、これは私に言わせれば詐欺です。

局所的な血流改善をしている訳です。だから、

製薬会社の学術担当者が、この病気について

臓器別には血流を改善し得るものはない訳で

分かっていないのではないかと私は思ってい

はないですが、脳については残念ながら今の

ます。何を言いたいかと言うと、正常の脳で

ところ決め手となるものは先ずない。ここが

は海馬もしっかりしている。しかし、痩せ

ミソなんです。

細って全体的に脳が萎縮して小さくなり、海
馬も細くなって、この辺にシナプスが残存す

（スライド14）

るかもしれないけど、この残存していてもボ

パナパール錠には血の巡りを良くする成分

ロボロの墓場になった様な脳にいくらアセチ

が入っている訳ですが、髙橋社長に初めてこ

ルコリンを残しても、症状が良くなるはずが

のパナパール錠を紹介頂いた時、私は漢方薬

ない。コンセプトからして無理なんです。軽

というのは当初あまり良いイメージを持って

度認知障害の時期であれば、この薬である程
度効きます。しかし日本の医療制度は、いろ

スライド14

んな難しい矛盾点がありまして、この高い薬
を使う時にはアルツハイマー病という確定診
断がついてから初めて保険で認められる。と
ころが、その前駆段階の軽度認知障害では、
使っても保険点数を削られて、病院やクリ
ニックとしては使えない。こういう矛盾した
状況があります。軽度認知障害でこそ効くの
に、効かない方で使うのを認めているという
事です。何故そういう事になるのか、病気を
知らない役人が、そういった事を決めている
─ 10 ─

いませんでした。ご存じの事と思いますが、

ら20点が22点、23点になった。この薬は効く

中曽根首相の時に政治的な配慮で臨床治験を

だろう。私に言わせると馬鹿じゃないかと。

全部カットして、無理矢理、保険薬にして病

30点満点で２点、３点上がって薬が有効、そ

院で使わせている。漢方にはそういうイメー

んな事あるはずがない。それは有意差ではな

ジを持っていたので印象は良くなかったので

くて学習効果であって、簡単な問題だから患

す。しかし、社長の真面目なお話を伺ってい

者さんが覚えていて答えているだけで、本質

るうちに、段々、そうかという気になってい

をついていないのです。という事で、私が採

まして、遂にそのパナパール錠でどの程度効

用している検査はアーバンス神経心理テスト

果があるのかやってみようかという事になっ

というもので、1998年にアメリカで英語版が

た訳です。

発表されまして、私はその翌年にこれを日本

今からが本論で、パナパール錠はどの様に

に導入して使っています。このアーバンス神

して効くのかという事をお話しします。先ず

経心理テストは30分位で検査が出来るのです

は私が、どの様に早期診断をしているか、そ

が、これをご理解頂かないとパナパール錠が

うすると病院でなく、先生方が漢方の薬局で

どう効いているのかもご理解頂けないので、

どういう人にパナパール錠を勧めるのが得策

真剣に聞いて頂きたいと思います。

か。自分にとっても、顧客にとっても賢明か
という事について説明させて頂きます。

アーバンス神経心理テストは12個の下位テ
ストがあって、人間の５つの機能を調べてい
ます。即時記憶は新しい事を覚える記憶で、

（スライド15）

海馬を調べています。短期記憶では側頭葉の

このアーバンス神経心理テストというのは

皮質の機能を調べています。それから図形空

認知機能を調べるテストです。長谷川式簡易

間能力、注意力・集中力、言語能力という５

知能評価スケール（HDS−R）や、世界的にはミ

つの脳機能を調べる訳です。

ニメンタルステート試験
（MMSE）
というの

この５つを調べるのに30分間でどんな検査

が出ていますが、10分で出来るいい加減なテ

をするかと言いますと、先ず“リスト学習”

ストが日本にも世界的にも広まっている状況

では、互いに関連のない単語「帽子・道路・

で、診断レベルがあまり高くありません。

写真・ボート・パンダ・ミサイル…」といろ

MMSEは30点満点で、ある薬を飲み始めた

いろ書いてありますが、皆さんゆっくり声に

時は20点だったけれども、３カ月間服用した

出して読んで覚えて下さい。ぼそぼそっと声
を出して読んで頂いて、目をつむってそれを

スライド15

言えるかどうか。では、目をつむって下さい。
パンダ・ミサイル・台風…私は今見ないで
言っていますが、ボート・帽子・道路・時計
と、もうそれだけしか思い出せない。７個し
か思い出せません。これがいわゆる即時記憶
です。皆さんは幾つくらい思い出せました
か？

普通だと１回目は５個位はパッと楽に

出てくると思います。これを４回繰り返しま
す。４回繰り返すと、大体最初は５つだけど、
２回目は６つ、３回目は７つとなっていって、
とびきり頭の良い人は最初から９個、10個と
─ 11 ─

言える人もいますが、もう例外中の例外です。

（スライド16）

これが単語を覚える即時記憶、左の海馬の機
能を見ています。

この“数唱”や“符号”は集中力を見る検
査です。“数唱”は例えば、先ず数字を２桁

次は“物語記憶”です。これは例えば、下

言って答えられればマル、３桁を言って繰り

線を引いてある10個の項目があって、
「８月

返し出来ればマル、４桁と段々増やしていき、

７日、東京都庁近くの交差点で車５台が関係

４桁で出来なくなったらそこでストップしま

する交通事故が起きた、と110番通報があっ

す。それから“符号”は先ず練習問題として、

た。運転手３人が大けがで、救急車で病院搬

「＝」があったら「３」と書きましょう、こ

送された。
」という文章があります。皆さん

の記号があったら９と書きましょうという様

文章を覚えて、目をつむって言ってみて下さ

に練習を１回して、それと同じ単純作業を

い。何項目言えますか？

やってもらって幾つ出来るかを見る検査です。

目をつむって30秒

かけて思い出してみる。意外と難しいでしょ

パナパール錠の効果は、実はこの２つでも出

う。８月７日、東京都庁近くの交差点で車５

ています。だから、この効果が出そうな人を

台が関係する交通事故があった、と110番通

スクリーニングしようと思えば、皆さんはあ

報された。運転手３人が大けがをして、救急

る程度店頭で出来るという事になります。

車で病院搬送された。という事で大体思い出
せたかな。これが文章を覚える即時記憶です。

（スライド17）

皆さんの漢方薬局に来られた時にこの問題を

これが実際の検査で、先程の５項目につい

出して、どの程度その人が言えるか。もっと

て調べています。最初の単語を覚える“リス

簡単な事を言えば、来られた人に「最近の

ト学習”、文章を覚える“物語記憶”、図形の

ニュースを３つ言って下さい」と言って、

認知力を見る“図形模写”の即時記憶から始

パッと出て来るかどうかをチェックします。

まって、“意味流暢性”では言語能力を見て

そうすると、その人の即時記憶を調べる事が

います。“数唱”“符号”は集中力を見て、そ

出来ます。
“リスト学習”と“物語記憶”で

して、
“リスト再生”のところでは、さっき

左の海馬の機能をチェック出来るのです。

言った様な「パンダ・ミサイル・台風・ボー

右の海馬の機能は、例えばこの様な丸、四

ト・道 路・時 計・帽 子・写 真・映 画 …」と

角、ひし形か正方形、三角２つ、六文銭みた

いった単語を思い出せるかどうか。“リスト

いな図を見せて書いてもらう。書いてもらう

再認”では、単語の中に例えば「飛行機」と

のは、先ず認識が出来るという事を見る訳で
す。そして、お薬の話でもした後、「さっき

スライド16

の５つの絵を思い出して描いて下さい」と
言って、10分後に出来るかどうか。これは右
の海馬をチェックしています。
ここまでの３つのテストでパナパール錠の
効果が出たのは、実はこの図形の問題です。
この問題が出来ない人はパナパール錠で良く
なりやすい。つまり、具体的にどういう人か
と言うと、最近方向音痴になってきた、人の
顔を忘れるといった人が良くなりやすいとい
う事になります。
─ 12 ─

言われて「なかった」と答えられれば正解で

符号を数字に換えて下さいという、この辺が

す。
“物 語 再 生”で は 文 章 を 思 い 出 し て も

有意に上がっている。殊に“図形再生”のと

らって、
“図形再生”は先程の５種類の図を

ころがガッと上がって、総合点も上がってい

思い出して描いてもらいます。その様に記憶

る事になります。という事は軽度認知障害、

をチェックして、短期記憶を見ています。そ

軽いもの忘れの人は自分でも症状が良くなっ

して、総合点を見るという具合です。

ていくのが分かるし、家族もそれを実感して

ここ２年間で、各年代の平均というか中央

くれるので、服薬の継続性が非常に宜しい訳

値はこの50点ラインにあって、今回、軽度認

です。両群で、はっきりこの差が出ています。

知障害の人とアルツハイマー病の人の２群を

もう一度言いますと、
“リスト学習・物語記

対象にして、パナパール錠を使ってみました。

憶・図形模写”では即時記憶、海馬の機能を

パナパール錠を朝・昼・夕に３錠ずつ３カ月

見ています。
“数唱・符号”は注意・集中力で

間飲んでもらい、どういう結果が出るのか。

頭頂葉の機能を見て、
“リスト再生・リスト再

アルツハイマー病の人の結果は破線で書いて

認・物語再生・図形再生”は短期記憶、側頭

ありまして、即時記憶、つまり新しい記憶が

葉の機能を見ているという事です。軽度認知

悪い、
思い出す事も出来ない、集中力もちょっ

障害をうまく見つけて、即ちアルツハイマー

と落ちている。こういうアルツハイマー病の

病を早期診断して、アルツハイマー病になり

人については介入前の青色に比べて、むしろ

やすい人にパナパール錠を日頃から投与して

ちょっと悪くなっているところもあり、効果

おけば、症状改善が期待出来るし、アルツハ

はないという事です。アルツハイマー病が完

イマー病の発症を先送り出来るという事です。

成した人はやはり難しい。ところが、面白い

アルツハイマー病の人は、それ以上は良く

のは軽度認知障害の人では、介入前に比べて

なりません。ただ面白いのは、アルツハイ

ずっと成績が上がっている。症例を増やして

マー病の人に投与していて点数は良くならな

いっても、効果が出ています。即ち、この

いけれども、何故かは分かりませんが、生活

“意味流暢性”のところの野菜や動物の名前

態度が良くなったり不審行動がやや減る様で、

をたくさん挙げて下さいとか、
“数唱”で数

アルツハイマー病の人の家族はパナパール錠

字を覚えて下さいとか、
“符号”のところで

を続けてほしいという人が意外に多いです。
平均点を上回る成績は即時記憶でも

スライド17

短期記憶でも出せないけれども、
やっぱり何かおかしい、将来的に軽
度認知障害の危険のある群について
は、パナパール錠を投与するとこれ
だけの効果を出せるという事が分
かった訳です。これはおそらく、こ
の後２、３年で症例数も増やせるし、
脳の病気、認知症の専門分野でも相
当ヒット商品になるのではないかと
私は思います。

─ 13 ─

（スライド18）

が、間違いの数が、認知症発症群ではものす

先月までで14例の軽度認知障害群について

ごく増えているのに対してパナパール錠投与

調べてみまして、左は先程お示ししたグラフ

群では激減し、正常時の値に近くなっていま

ですが、右の棒グラフは一人ひとり、前に比

す。また、走っている時間は、これは集中力

べてどの程度良くなったかを示しています。

がないと出来ないと思いますし、作業能力と

14例のうち３例は悪くなっていたり変わって

も言えますが、それも非常にスローになって

いない人もいますが、残りの11例を見て頂く

いたのが、パナパール錠を投与するとかなり

と良くなっていて、特に右の３例はこれだけ

戻って正常時との中間ぐらいになっています。

良くなっています。びっくりするほど集中力

即ち、集中力と空間能力がラットでも良く

が良くなっていると同時に、私が驚いたのは、

なっているという事で、ラットと人の間には、

極端な事を言うと、性格の悪い人が性格が良

本来はいろんな薬でも解離がある事が多いの

くなる。これは何故か分からないのですけど

ですが、パナパール錠は同じ様なデータが出

ね。それから暗い人、ちょっとうつではない

たという事が非常に面白いと思います。論文

けど、軽いうつがある人がうつ症状
がなくなってくる。本人も言うし、

スライド18

例えばご主人だったら奥さんも言う
しという事で、どういう効果か分か
らないけれども、やはり血流改善と
いう事で他の脳部分で作用している
のかもしれません。
（スライド19）
この空間能力が特に良くなる、集
中力が高まるというデータが人に出
ましたので、髙橋社長が私のところ
に置いていかれた基礎データをいろ
いろ見ていますと、そのうちの一つ
のラットの実験データと人で得られ

スライド19

たデータがほぼ一致するという事が
分かったのです。即ちどういう事か
と言うと、この動物実験ではアミロ
イドβのオリゴマー体を注入して、
ある程度記憶力が悪くなったラット
にパナパール錠を投与し、正解数が
どの程度もとに戻るか、間違えた数
がどの程度減るかを見たり、走って
いる時間の長さが短縮するかを見て
います。これは言ってみれば、八方
向放射状迷路課題ですので空間記憶
で、正解はそれほど伸びていません
─ 14 ─

を書く際には、この辺も大きなポイントにな

も、うつやイライラも改善し、人柄や顔つき

ると考えています。

が良くなる。何で漢方薬で人柄が良くなるの
か不思議で仕方ないのですが、私もそんな実

（スライド20）

感がしています。そして、継続性が高いです。

パナパール錠の使用経験でこのラットによ

私は、病院でじっくり神経心理士にテストを

る実験と同様の、先程来示す様に軽度認知障

させているのですが、皆さんはそれは出来ま

害の人には14分の11、ほぼ全例に効果があっ

せんよね。という事は、私の言う対象となる

て、良くなる確率が非常に高いという結果で

患者にフォーカスを当てて頂ければ、病気の

した。特に集中力・注意力が落ちている人と、

スクリーニングがしやすくなります。

人の顔を覚えられないとか、方向音痴、言っ

この対象患者を如何に見つけるか。薬とい

たものを忘れる、駐車場でうまく車を停めら

うのは効かない人にお金を使わせて売ると、

れないという様な図形・空間記憶が落ちた人

その時は良くても将来的には逆効果になりま

が改善する。また、何故か分からないけれど

す。だから、本当に効く人を見つけて、
「あっ、
あの漢方薬局でもらったパナパール錠ってい

スライド20

う薬は本当に効く！」というファンを増やし
た方が将来的な販路拡大になると思います。
（スライド21）
具体的な初期症状をここに書きました。皆
さんのお手元のテキストにも載せているので
見て頂ければ宜しいかと思います。
要するに、空間的な症状という事で、例え
ば大型店に行って買い物を終えた後に、駐車
場で車を停めた場所を忘れてしまうとか、空
いている場所を探してバックで入れようとし

スライド21

ても、最近うまく停められ
なくなったとか、あるいは、
家で１つの物を手に持って
別 の 物 を 取 り に 行 く と、
持っていた物を置いて来て
しまうとか、以前に片付け
た物をどこに仕舞ったか忘
れたとか、場所や空間、あ
るいは人の顔を覚えられな
いといった図形に関する記
憶が悪くなったと訴える方
にパナパール錠は非常に宜
しいと思います。
次いで、例えば、かかっ
て来た電話の内容を家族に
─ 15 ─

ちゃんと伝えられなくなったとか、何のドラ

携帯電話やスマホでも出来ます。前にも言い

マを見たのか聞いて、鬼平犯科帳のリバイバ

ましたが、東京はスカイツリーが出来て、こ

ルを見たけれども、どんなストーリーだった

こ６年間で20階以上のマンションに住む若い

かしっかり答えられないとか、面白い映画を

妊婦の流産率が増えています。羽田空港が国

見てきたけど、どんな内容だったかはっきり

際線化して航空レーダーの電波が強くなり、

説明出来ないとか、ここに書いてある事やテ

羽田空港と東京スカイツリーと東京タワーを

キストをよく読んで頂いて、この中に該当す

結ぶ三角形内は、私に言わせれば、これから

る様な人に「少なくともパナパール錠を３カ

アルツハイマー病の多発地帯になると思いま

月真面目に飲んでみて下さい。そして、３カ

す。今、非常に危険な所が日本中あちこちに

月後に印象を聞かせて下さい」と説明してお

ある訳です。

くと、３人に１人位は本人ないし家族がいい
感じだと言います。ところが、３人に２人は

（スライド23）

分からないと言います。分からないけど、

活性酸素と言うと何か良い様な役割をする

「３カ月前に５つの絵を描いてもらって、あ

と思いますが、実は「毒性」酸素であって、

の時はこれだけしか思い出せなかったけれど

これによって身体のいろんなものが傷付きま

も、今日やってみるとこれだけ出来る。やっ

す。遺伝子も傷付くし、タンパクも傷付くし、

ぱり良くなっていますよ」と自信をつけてあ

脂肪酸も傷付く。脂肪酸が傷付くという事は、

げて下さい。それが継続的な服用に繋がると
スライド22

思います。
最近、薬局では患者自身に指先で採血させ
て糖尿病をチェックする様な、中性脂肪やコ
レステロールの値、HbA1cを調べたり、非常
に簡単な採血検査をやる様になってきていま
す。薬剤師の先生方は勿論薬のプロではある
訳ですが、病気のプロにもなって頂く事が大
事かと思います。病気の事は、少しずつ理解
すれば決して難しい事ではありません。そし
4 4

て、自分なりに病気のもとを知って対処して
いけば、
患者さんの症状は良くなるし、アルツ
ハイマー病の予防にもなるし、そして売上に

スライド23

も繋がるし、剤盛堂薬品が全国一の益々発展
する会社にもなると、いい事ばっかりですね。
ここまで、アーバンス神経心理テストによ
る早期診断と、その結果に基づくパナパール
錠の効果についてお話ししました。
（スライド22）
私達の生活習慣、取り巻く環境はもう活性
酸素だらけです。活性酸素というのは酒を飲
んでも出来るし、タバコを吸っても出来る、
─ 16 ─

サラダ油でなくても、皆さんがたまに食べる

いう脳腫瘍が出来やすくなるし、左手で使う

油が遊離脂肪酸となって血液中から各臓器の

と左にグリオーマが出来やすくなります。何

細胞膜に入りますが、それが直接錆びるとい

故かと言うと、耳のあたりの側頭骨の頭蓋骨

う事になります。錆びるとこの活性酸素に

が一番薄いからです。WHOは注意していま

よってアルツハイマー病も起きるし、がんの

すが、あれだけどうでもいい様なスキャンダ

原因にもなるし、白内障、シミ・ソバカスの

ルに騒ぐ週刊誌も、この携帯電話の電磁波の

原因にもなります。

事は何も言いません。サラダ油が危険である
という事は、最近はたまに週刊誌に載ってい

（スライド24）

ますが、ほとんど言わない。そこが日本のな

活性酸素は白血球やリンパ球が菌やウイル

かなか難しいところで、そういう面でも日本

スを殺す為に使われていますが、実は身体の

でアルツハイマー病が多発する理由が理解し

中に出来る排気ガスでして、95％は身体の中

やすいという事になります。

で悪い事をする訳です。例えばこの写真を見
て頂くと、一卵性双生児の女の子で、一卵性

（スライド25）

なので親から全く同じ遺伝子をもらっている

ω−６のリノール酸からアラキドン酸が出

訳ですが、お姉さんは10代早々からタバコを

来る訳ですが、このアラキドン酸は少量は脳

吸ってヘビースモーカーだったのに対し、妹

にとっても大事です。ところが多すぎると、

は全然吸わなかった。一卵性双生児で顔は

トロンボキサンやロイコトリエン、プロスタ

そっくりですけど、お姉さんは目じりにシワ

グランジン等の炎症を起こす物質が出来て、

があって、歯は汚い、お肌にシミも出てきて

動脈硬化やアレルギーや痛み、がん、認知症

います。これはタバコによる活性酸素の発生

といろいろ出来る訳です。これと拮抗するの

で、10年間で健康障害がこれだけ出たのです。

がエイコサペンタエン酸（EPA）やドコサヘ

誰だって活性酸素の影響が肌に出ると、特に

キサエン酸（DHA）で、これはαリノレン酸、

女性は気にします。ところが、実はもっと怖

要するに魚油の成分です。リノール酸は野菜

いのは、脳に出ているという事を認識しない

で摂ればいいのに、戦後間違った情報が日本

といけない。もっと激しい場合は、例えば小

に入ってきて、当時の厚生省の役人が、サラ

学生、中学生がスマホやガラケーを使います

ダ油を摂れば健康にいいし、カロリーもある

と、右手で使うと右の側頭葉にグリオーマと

からどんどん食べましょうと言ったのが、日

スライド24

スライド25
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本人の健康を悪くしてしまった。サラダ油は

の細胞膜がヒドロキシノネナールに変わって

とても危険なものであるのです。

いるので、それが身体に入ると有害になると
いう事です。

（スライド26）
これは金沢市内のマーケットで撮った写真

（スライド27）

ですが、皆さんもお家の台所にこういったサ

何故駄目なのか改めてお話ししますと、こ

ラダ油やキャノーラ油、コーン油があります

のヒドロキシノネナールは炭素が９つしかな

よね。大体500円以下とか、高いオリーブ油

い脂溶性のものなので膜の移行性が高く、極

で800円位ですが、これらの油は全部駄目で

端な事を言うと毒ガスみたいに身体中に拡散

す。皆さん、もし、今日の私の話が本当だと

しやすいのです。サラダ油から出来、油を繰

思ったら、お帰りになったら即捨てた方がい

り返し使うレストランや外食フードに多く、

いです。この油は既にヒドロキシノネナール

コンビニも店頭で24時間揚げ物をやっていま

という毒が工場の製造段階で入っている場合

すし、デパ地下やマーケットも開店してから

もありますし、これを加熱するとヒドロキシ

閉店まで10時間位ずっと加熱して、油を替え

ノネナールという毒が出てきます。

るのではなく揮発した分だけを足しています

“ヒドロキシノネナール”と言うのはややこ

ので、あの中にいっぱい出来ています。

しいですが、
“ヒドロ”で水酸基のOHが付い

ヒドロキシノネナールは、アルツハイマー

ていて、
“ノネ”は炭素が９つある。
“ナール”

病やパーキンソン病の脳に多く、記憶障害、

はアルデヒドのCHOです。特に難しいもの

うつ、動脈硬化等の原因でもあります。何故

ではなくて、サラダ油、特にω−６のリノー

かと言うと、サラダ油から神経細胞が死んで

ル酸を主成分としたものを加熱すると、油に

しまうからです。皆さん薬剤師の方なので詳

も出来るし、マーケットで売っているエビ天

しい事を言いますと、サラダ油にはリノール

やイモ天、またコンビニやデパ地下で売って

酸がたっぷり入っていますから、これを摂り

いるのも全部駄目。こういうものは絶対に口

過ぎると細胞まで入って脳が錆び、体内でヒ

にしない事です。ある講演でこの話をしたら

ドロキシノネナールという毒になります。こ

主婦の方が「じゃあ先生、エビ天は衣を外し

れが細胞の中でシャペロン機能、あるいはリ

て中身だけを食べれば大丈夫ですよね？」と

ソソームの膜の安定化作用で熱ショックタン

言われましたが、駄目です。エビの組織の中

パク（Hsp70）に酸化ストレスを与え、それを

スライド26

スライド27
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カルボニル化する。その人に動脈硬化がある

イルとキャノーラ油、こめ油はガッと増えて

とカルパインという酵素が活性化されて、そ

いき、１時間経つとこれだけ増えています。

れがカルボニル化されたHsp70を切ってしま

ところが、ココナッツオイルは全然増えてい

います。リソソームというのは細胞の胃袋で、

ません。ココナッツオイルは飽和脂肪酸で、

人間でも胃袋が破れると腹膜炎を起こしたり、

酸化されるところがないからヒドロキシノネ

場合によっては死にますが、このリソソーム

ナールが出来ない。それからキャノーラ油で

が破壊される事で中の消化酵素のカテプシン

も、工夫したものはヒドロキシノネナールが

が放出され、神経細胞が死んでしまいます。

出来にくい。しかし、エクストラバージンオ

これがカルパイン−カテプシン仮説という、

リーブオイルはこんなに出来る。ところがよ

私が今世界中で提唱している学説で、この論

く考えてみますと、１cc10円もする様な高い

文の引用件数も段々増えてきています。私は

エクストラバージンオリーブオイルで揚げ物

最初、脳梗塞のモデルでこれを言い出したの

をする人は先ずいないですよね。だから、こ

ですが、10年程前からアルツハイマー病にも

れはあまり気にしなくていいです。問題は

言える事が分かった訳です。

キャノーラ油や、一番使われるサラダ油、他
にも大豆油、菜種油、べに花油を使う時で、

（スライド28）

安いサラダ油を揚げ物で使う時には、料理の

ヒドロキシノネナールは、皆さんお家で天

中、残りの油の中にヒドロキシノネナールと

ぷらやコロッケを作る時に油を加熱すると、

いう細胞毒がどんどん出来ているので注意が

すぐ出来ます。例えば１ccが10円位、250cc

必要です。美味しいから食べてしまいますが、

で3000円位の超高級なエクストラバージンオ

これはコンビニ弁当にも駅弁にも入っている

リーブオイル、キャノーラ油、安めのこめ油、

し、高級料亭に行っても揚げ物料理には入っ

それから工夫した賢脳のキャノーラ油、ココ

ています。どこへ行っても入っています。焼

ナッツオイルを200℃に加熱して、30分後、

いた物、煮た物、蒸した物には出来ません。

60分後、ヒドロキシノネナールという細胞毒

ところが150℃〜200℃位で揚げ物をすると、

がどれだけ出来ているか、実際に検証してみ

この油からヒドロキシノネナールが出来ます。

4 4

ました。30分というのは家庭で揚げ物を作る
時間です。

（スライド29）

30分後からエクストラバージンオリーブオ
スライド28

このヒドロキシノネナールは脳の中で何を
スライド29
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しているのか。これは外国の方が調べたデー

食べない人は低めに出ます。40歳位から段々

タですが、人間の脳で記憶に関連する場所は、

上がっていて、60歳位からものすごく増えて

新しく記憶する海馬、長期に覚えておく側頭

います。これが世界中のサラダ油を食してい

葉、それから身体で覚える記憶、ネクタイを

る人の現状です。これで何が起きているかを

締めたり、自転車に乗るといった記憶は小脳

端的に示す為に、60歳位の平均的な血中濃度

が司ります。それらの記憶に関係するところ

を、ニホンザルを使って再現する実験を２年

で、正常な人、ややもの忘れが始まった人、

程前から若手の内科の先生と一緒にしていま

アルツハイマー病になってしまった人の３つ

す。

の群で、亡くなった人の脳にヒドロキシノネ
ナールがどれぐらい含まれているかを見た訳

（スライド31）

です。

私の考えは、サラダ油から出来るヒドロキ

そうすると、もの忘れが始まった人の海馬

シノネナールは動脈硬化の原因でもあるし、

には、正常者と比べて４倍位ある。側頭葉は

アルツハイマー病の原因でもあるし、肝炎の

３倍以上、４倍位溜まっている。小脳でも倍

原因でもあるし、Ⅱ型糖尿病の原因でもあり、

近くある。即ち、ヒドロキシノネナールとい

全身の臓器にダメージを与えていると考えて

うサラダ油から出来る細胞毒は、人間の脳の

います。その結論は近く英語の論文で発表し

中、しかも記憶に関係するところに溜まって

ますが、人の血中濃度に相当する様なヒドロ

いて、認知症の原因になっているというのが

キシノネナールの合成品を週１回５mg、半

私の主張です。

年間で24回、ニホンザルに注射し、その海馬
を調べました。

（スライド30）

左は正常のサルの海馬、右は半年間ヒドロ

皆さんも採血をする事があると思いますが、

キシノネナールを注射したサルのものです。

採血するとヒドロキシノネナールを調べる事

それぞれの神経細胞の数を見て下さい。左の

が出来ます。10歳、20歳、30歳、40歳、50歳、

神経細胞の大きさに比べて、注射した方の神

60歳…と、ヒドロキシノネナールはどれぐら

経細胞はちょっと濃くなって、小さく縮んで

い皆さんの血液中で検知出来るか。これは普

いるのが分かります。私もこのデータを見て

通の方のデータで、病気の方ではないです。

びっくりしたのですが、大きな丸で囲った部

サラダ油をたくさん食べる人は高めに出るし、

分の神経細胞は７つ死んでいて、小さい丸で

スライド30

スライド31
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囲った方では３つ死んでいます。ヒドロキシ

るのだと思いますが、これは私が先程言いま

ノネナールをサルに半年間注射しただけでサ

したカルパイン−カテプシン仮説というもの

ルの海馬の神経細胞は死んでいるし、肝細胞

で、私が初めて言い出しました。

もダメージを受けるし、膵臓のβ細胞も死ん

しかし、サラダ油を駆逐するというのは非

でインスリンの分泌が少なくなっているので

常に大変です。サラダ油は異常に安すぎるし、

す。

しかも不味くないので戦後何十年もの間、日
本人はそれに慣らされてきている。高い油を

（スライド32）

買っても、４人家族でひと月精々数千円です

私は何年か前に『サラダ油が脳を殺す』と

が、それを惜しんで１Ｌ300円とか500円の安

いう本を出しましたが、最近の考えでは「サ

いサラダ油を買って、どんどん自分の身体に

ラダ油は全身を殺す」から出来るだけ摂らな

ダメージを与えているし、子供や孫にもダ

い、というより摂ったら駄目です。神経細胞

メージを与えています。私は今、家内と２人

死についてはいろんな原因があって、動脈硬

暮らしで、息子の嫁さんにどれだけ言っても

化によってカルパインという酵素が活性化す

なかなか理解してもらえず、嫁を説得すると

るとお話ししましたが、動脈硬化は歳をとっ

いうのはものすごく難しい。いつぞや家内も

たら誰でもなります。問題は、皆さんスマホ

「あなた、こめ油だったらもう１回使ってい

を使いますし、あるいは携帯の基地塔、テレ

いわよね」って二度使いしていて、私はびっ

ビの電波塔、飛行場の近くにいたりと、日本

くりしたのですが、こめ油でも二度使いした

は国土が狭くて電磁波だらけです。こういう

ら駄目。油というのは二度使いは絶対駄目で

環境にいると、身体の中でも活性酸素がいっ

す。でも揚げ物は美味しいですから、高いの

ぱい出来て、細胞膜は錆びるし、その上料理

を少量使う様にする。天ぷらやフライをする

中の過熱で酸化損傷を受けたリノール酸を

時にはフライパンに10cmではなく、うちの

摂って、ヒドロキシノネナールになる。細胞

奥さんは最近は油を３cm程入れて、よくひっ

膜は環境でも錆びるし、更に料理でも錆びて

くり返して揚げ物をしています。この油を口

いる。そうするとHsp70は酸化されリソソー

にしないというのは、居酒屋へ行ってもホテ

ムが安定化出来なくなって、消化酵素が全部

ルで食事をしてもなかなか難しいけれども、

出てしまい、カテプシンが漏れ出すので神経

決して出来ない訳ではありません。やはり日

細胞は死ぬ。おそらく各臓器、同じ事が起き

頃からサラダ油を避けるのが良いです。

スライド32

（次頁スライド33）
この本は私の友達の林さんが昨年出した本
で、面白い内容です。ここにあるマヨネーズ
もサラダ油ですよね。マヨネーズを冷凍して
電子レンジで急速解凍すると、サラダ油がこ
れだけある事が分かります。マヨネーズは８
割方がサラダ油で、絶対に食べてはいけない
食品です。私は最近、パンを買うのでもマヨ
ネーズ入りは絶対買いません。マーガリンも
駄目です。コンビニでも駅でも喫茶店でもサ
ンドイッチには大抵マーガリンで、バターで
─ 21 ─

はありません。あれもサラダ油です。普通に

めたら、薬と関係なく中性脂肪もHbA1cも

食事をしていると、日本人は年間で平均13Ｌ

下がった。ところが正月でまた食べだしたら、

の油を食べています。

届いたおせちには当然サラダ油を使ってあり

その食べている油は、ピザでこの量です。

ますから、また上がった。それで反省して、

カツ丼でもメスシリンダーでこれだけ、カ

もうほとんど正常になっています。油を替え

レーライスは比較的少ない。唐揚げ弁当はメ

て、薬では治らなかった中性脂肪と糖尿病が

スシリンダー１本半位で、こういう幕の内弁

治るほど、こんなに恐ろしいんです。

当は比較的少ないです。日本人は居酒屋へ
行っても唐揚げを食べたり、唐揚げが好きで

（スライド35）

すよね。弁当屋さんからすれば、安く弁当を

私はクリニックでしょっちゅう患者さんに

提供するには冷凍商品を使う。冷凍商品をい

注意していて、そうすると記憶力が良くなっ

かに美味しく食中毒もない様に安全に食べさ

た、集中力が良くなったという人のお付き添

せるか考えると、揚げるのが一番いい訳です。

いの家族の方から、「先生、油に注意してサ

だからサラダ油で揚げる。そうすると、この

ラダ油を家からなくしたら、うちの子供のア

中にもヒドロキシノネナールがあって、知ら

トピー、アレルギーが治ったわ。不思議です

ないうちにどんどん動脈硬化になっていきま

ね。サラダ油って怖いですね」という感想も

す。非常に悲しい現象で、これをいかに減ら

聞かれるぐらいです。という事で、やはり40

していくかが課題です。
スライド34
（スライド34）
私の本を読んで、講演を聞いて感激した男
性の方で、名古屋で介護食を作っている500
人位の社員がいる会社の社長さんが、大学病
院の高脂血症の専門医にかかっているけれど
も、
薬を飲んでも正常だと150までの中性脂肪
が700近くあって、HbA1cは正常6．2％なのが
7．
8％もある。何をしても駄目だったけど、サ
ラダ油をやめて玄米食にして質素な食事に努
スライド33

スライド35
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歳を過ぎたら日頃から健康に注意しないとい

いてくれという事で『サラダ油が脳を殺す』

けません。血圧やコレステロール、中性脂肪

という本を出して、友達からは「こんな本を

が高い、あるいは糖尿病、メタボの人は痩せ

出したら油関係の会社の人に刺されるかもし

る様にしないと駄目です。油物をどんどん食

れないから気を付けなさい」と言われました。

べて体重が 80kg 90kg のメタボの人に、どれ

この本や関連の本は韓国語、中国語に翻訳さ

だけ痩せなさいと言っても全然効果がありま

れ台湾とか韓国とか香港で今売られています

せん。10人のうち９人には何の効果もありま

が、最近３年がかりで
『COOKING OIL makes

せん。言う事を聞いても１人位で、食習慣が

Genius or Alzheimer！』という本を書きまし

そうなってしまっているから、油を食べ過ぎ

た。これは何を言いたいかと言うと、食べ物

た為に、その油によって脳の海馬だけでなく

の中にある、あるいは料理をする油に注意す

摂食中枢という、お腹がいっぱいになっても

れば、子供や孫を天才にも出来るが、油断す

う食べなくていいよという司令を出す神経細

ればそのうちアルツハイマー病になるという

胞が視床下部にあるのですが、その神経細胞

事を言いたい訳です。これは今、世界20カ国

が死んでしまっているのです。これは人でも

で売り出していますので段々売上が伸びてい

データが出ているし、ネズミでも出ています。

ますが、おそらく近い将来、日本だけではな

悪い油を摂るとヒドロキシノネナールによっ

くて全世界の常識になっていくと思います。

て、視床下部の摂食ニューロンが死んでしま

サラダ油は脳を殺すという事をちゃんと覚え

う。だから食べる事にブレーキがかからない。

ておいて、薬局に来るお客様にも教えてあげ

太っている人はどんどんデブになってしまう

て頂きたいと思います。

訳です。太っていても一念発起して痩せる俳
優も時々いますが、ああいう人はよほど役柄

今日はどうもご静聴ありがとうございまし
た。

に執着しているか、よほど意思が強い人です。
でも、そもそも意思の強い人はそんなに食べ

スライド36

ないからメタボにならないし、糖尿病にもな
らない。そういう傾向になる人はやや食べ物
に関してルーズというか、意思の弱い人が多
いです。
（スライド36）
１時間半経ちましてこれが最後のスライド
です。最初は英語の論文でいろいろ出してい
たのですが、文科省の役人が国の研究予算を
使っているのだから、国民にも分かる本を書

─ 23 ─

MEMO
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