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薬局薬剤師が話す｢⾷養⽣｣

阿部薬局
⼋⽊ 多佳⼦

2021年11⽉27⽇
加瀬の貸し会議室鶴⾒駅前ホール
勤務先・⾃宅からのWeb参加

令和3年度第2回
鶴⾒区・神奈川区薬剤師合同研究会

（オンライン研修）

本⽇のお話
１ 薬局薬剤師が話す「⾷養⽣」とは
２ 「⾷養⽣」の基本
（１）脾胃をいたわろう。
（２）５つをバランスよく⾷べよう。
（３）⾃然の命を「いただきます」。

３ 季節のトラブルと「⾷養⽣」
４ よもやま話
（１）糠漬けの効果
（３）乾物の利⽤
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１ 薬局薬剤師の「⾷養⽣」とは

取り⽅によっては、体に不利益をもたらす。

 空腹を癒やす。
 エネルギーを補給する。

⾷べ物には性質があって、体に作⽤する。

⾷べる⽬的は？

⽣きる為

糖尿病、アルコール性肝炎、冷え

⾷べ物の、体にとって良い性質や作⽤を利⽤して、
⽇常の⾷事から体を整えましょう。⽣きる⼒を養いましょう。

「⾷養⽣」

東洋医学 ⻄洋医学
着眼点 ⾷べ物の体に対する作⽤

五性（寒、涼、平、温、熱）
五味（酸、苦、⽢、⾟、鹹）

⾷物に含まれている栄養素（糖質、
脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラ
ル）、カロリー等

アドバ
イス

体を整える為の⾷べ物の選択と
取り⽅

検査値を改善する為の栄養指導
例）⾎圧下げる為に塩分を控えましょう。

表１「東洋医学」と「⻄洋医学」

薬局では⻄洋医学における「栄養指導」に加えて
東洋医学の考え⽅を元にした「⾷養⽣」のアドバイスもできる。

薬局薬剤師が話す「⾷養⽣」

病気にならないと話せない。未病から話ができる。
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２. 「⾷養⽣」の基本

（１）脾胃をいたわろう。
（２）５つをバランスよく⾷べよう。
（３）⾃然の命を「いただきます」。

（１）脾胃をいたわろう。

⼈は⾷べ物から栄養を吸収し⾁体と活動エネルギーに変化させる。

脾胃（腸）をいたわろう。

栄養⾷べ物 ⾁体・活動エネルギー

⾷べ物消化 栄養素を吸収
不要物を排泄

栄養素から⽣命活動の元とな
るエネルギー（気）を作る。

胃

脾

腸
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脾胃をいたわる⾷べ⽅
① 冷たい物は控える。→体温で摂る。

胃の温度の⾷べ物が⼀番吸収されやすい。
② ゆっくりよく嚙んで唾液を出す。→30回嚙む。

唾液には消化を助ける働きと殺菌の効果がある。
唾液は⽔分の取り過ぎを防ぐ。
嚙む事で様々なホルモンが出る。

③ ⽔の取り⽅に気を配る。→⼀気飲みしない。
湿気は胃腸の働きを弱める。

④ ⾷べ過ぎない。→腹⼋分⽬
⾷べ過ぎは、胃に空間がなくなり、胃の動きが悪くなる。
消化が低下し、低体温、肥満になりやすくなる。

冷たいビールは
最初の１杯に

⑤ ⾃然の⾹⾟料を活⽤する。
・匂いや毒消し、消化を助ける働きがある。
・⾟みの薬味は冷えを防⽌し、また余分な熱を発散させる。
☆ショウガ、わさび、こしょう、からし、⼭椒、紫蘇、⼤根おろし
唐⾟⼦、
例）焼き⿂に⼤根おろし、刺⾝につまやわさび、冷や奴にショウガ、

⑥ 腸内細菌叢を整える（腸活）。
腸は消化吸収の場であり、免疫や精神活動にも関与する。
腸内細菌叢は⾷事により変化する。
☆⽇本⾷の海苔、わかめ、ひじき、発酵⾷品（味噌・漬物・納⾖）は
善⽟菌を増やし腸活に繋がる。
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５⼤栄養素

（２）５つをバランスよく⾷べよう。

それぞれの栄養素の基準値が、年齢別に定
められている。
⾷べ物の中に含まれてる⼀部の栄養素
⾷べ物によっては⽬的以外の成分が含まれ
る。

⾷べ物そのものが持つ体に
対する作⽤。
⾷べ物全体を摂ることで養
⽣できる。

５味

東洋医学では、⾷べ物を５つの味
「酸・苦・⽢・⾟・鹹」に分類している。
５つの味は⾆で感じる感覚だけでなく、
体に対する働きも含まれている。

５味の働きを得るには
５つの味をバランスよく摂る。

味 働き 効果
酸 引き締める、汗や尿などの

液体が漏れないようにする。
多汗、不正出⾎、下痢、
頻尿、⾃律神経の乱れ

苦 余分な熱や⽔分を排出する。
熱や炎症を冷ます。

便秘、発熱、のぼせ、
胃もたれ

⽢ 緊張を緩める。滋養強壮。 疲れ、緊張

⾟ 発散する。気⾎⽔の巡りを
よくする。

⾵邪のひきはじめ、⾷
欲不振

鹹 潤す。堅いものを柔らかく
する。 便秘、⾸や肩のこり

トマト、酢
グレープフルーツ

レバー
セロリ
春菊

⽞⽶、⼤⾖、とうもろこし
イモ類、かぼちゃ

しょうが
タマネギ

⿊ごま、ひじき
しいたけ、⿊⾖
のり、わかめ

５味とは
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５臓を補うためには
５つの味をバランスよく摂る。

５つの味には関連する臓がある。
５臓とは体の⽣命活動に必要な働きや機
能を５つに分類したもの。
それぞれの臓には好む味がある。
臓の働きが弱った時は好む味で補う。
取り過ぎると働きが過剰になり害になる。

臓 五臓の働き 好む味
肝 気の流れを調整し、⾎を貯蔵する。 酸
⼼ 精神、意識をコントロールする。

⾎を全⾝に送る。 苦
脾 ⾷べ物を消化吸収し元気と栄養を作る。 ⽢
肺 呼吸と⽪膚、表の邪を防衛する。 ⾟
腎 ⽣命⼒を蓄える。⽣殖をコントロール 鹹

５臓とは

トラブル防⽌には
５つの⾊をバランスよく摂る。

５つの臓には関連する⾊がある。
５臓の働きが乱れると、関連する⾊が顔
や肌にあらわれる。トラブル解消には、
それぞれ関連する⾊の⾷べ物を摂る。
臓 ⾊ 働きの乱れと解消する⾷材
肝 ⻘イライラする。⻘筋⽴てて怒る。⾹りの⻘野菜で

気を巡らす。セロリ、パセリ、春菊、パクチー

⼼ ⾚
緊張で⽿が⾚くなる。⾚ら顔。緊張や不安で落ち
着かない時は⾚⾷材、クコの実、ナツメ、⼈参、
レバー、⾚パプリカ

脾 ⻩
消化が悪くなり肌はくすんで⻩⾊くなる。元気が
無いときは⻩⾊の⾷材、⽞⽶、⼤⾖、とうもろこ
し、はちみつ、かぼちゃ

肺 ⽩肌は⽩く乾燥し、⾵邪をひきやすい。喉、⽪膚の
乾燥には⽩い⾷材で潤す、⼤根、梨

腎 ⿊⽼化、排泄機能の低下。⿊い⾷材、⿊ごま、⿊⾖、
しいたけ、ひじき、のり、こんぶ、わかめ

５⾊とは
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熱 寒平温 涼

⾷物には体を温めたり冷やしたり５つの性質がある。
冷やし過ぎず温め過ぎず５つの性をバランスよくとる。
冷やす⾷材を摂る時は温める⾷材を添える。体温に近い温度で摂る。

分類 体を温める⾷べ物 体を温めも冷やしもしない 体を冷やす⾷べ物
穀類 もち⽶ ⽞⽶ ⼩⻨、ハトムギ
⾖類 納⾖ ⼩⾖、⼤⾖、⿊⾖、空⾖ ⾖腐、緑⾖
野菜 カボチャ、紫蘇、⽣姜、⽟

葱、⼈参、ニンニク、ネギ
サツマイモ、ピーマン、ブロッコ
リー、トウモロコシ、レンコン

ごぼう、キュウリ、トマト、
タケノコ、冬⽠、なす

果物 みかん、栗、リンゴ、キン
カン

梅、イチジク、ゴマ、クルミ、ぎ
んなん

いちご、柿、梨、すいか、梨、
レモン

⿂介 あじ、ぶり、鮭、さば、い
わし、真鯛、カツオ、エビ かれい、さんま、いか あさり、ひじき、かに、昆布、

たこ、わかめ
⾁類 ⽺⾁、⽜⾁、鶏⾁ 鶏卵 豚⾁

５つの性をバランスよく摂る。

コーヒーブレイク
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⼈は⾃然界で⽣きている。

⼈は⾃然の変化に合わせた⽣活をしている。
⾷べ物も⾃然の変化に合わせて⾷べる。

季節の変化に合わ
せて服装を変える。

1⽇の変化に
合わせて⽣活
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① その⼟地で取れた⾃然な物を⾷べる。
→同じ環境で育った物は体に合っている。
☆⽇本⾷には「郷⼟料理」がある

② 1⽇の変化にあわせて⾷事をとる。

昼 夜
神経系 交感神経優位 副交感神経優位
⾎管動脈 収縮 拡張

消化管平滑筋 収縮 弛緩
気管⽀筋 弛緩 収縮
内分泌系 抑制 促進

インシュリン分泌 抑制 促進

免疫系
顆粒球、好中球、好酸球、
好塩基球、マクロファー
ジ増加活性

リンパ球、ＮＫ細胞増加
活性

体の１⽇の変化（⽇内サイクル）

（３）⾃然の命を「いただきます」。

体内物質及び機能が最⼤になる時刻

夜
昼

０ ２
４
６

８
101214

16
18

22
20

細胞分裂
コレステロール
成⻑ホルモン

プロラクチン

ぷ
交感神経緊張

アドレナリン
⾎圧
尿量

糖質

⼼拍数

ヘモグロビン

レニン活性

⾚⾎球 尿酸値
⾎⼩板凝固

カテコールアミン

エストロゲン
アンドステロン

テストステロン
メラトニン

コルチゾール

⾎栓溶解能

ナトリウム

胃酸分泌量

ＳＧＯＴ

体温
インシュリン
体⼒

⽩⾎球

リンパ球
⾎中好酸球

ヒスタミン感受性

1⽇の変化にあわせて⾷事をとる。
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体が働き出す時。天地のエネルギーをもらう。
天のエネルギー（太陽）…太陽の光に当たり体を動かす。
地のエネルギー（⾷物）…朝⾷は必ず摂る。

☆朝は1⽇の始まり、⽩湯を飲む。
⽩湯は陰（夜）の体を温め陽（朝）に変える。

☆朝⾷はエネルギーを作る脾胃を補う⾷べ物
⽢味、ブドウ糖は脳の栄養源…⽶、⼤⾖

☆朝⾷は気を引き締めて1⽇を始める⾷べ物
酸味…梅⼲し、柑橘類
（唾液も沢⼭でて消化が良くなる。）

お薦め朝ご飯
ご飯に味噌汁、納⾖、朝粥

朝

⾷後に熱いお茶を少し飲んで熱を冷ます。
☆お茶は「万病の薬」⽇中の活発な気を静め、眠気を覚ます。
緑茶は⼀度に沢⼭飲むと冷えるので注意

休息の時間 体の消化⼒も衰える時間。
☆軽くあっさりした物を⼼がける。
☆寝る前の３〜５時間は何も⾷べない。胃を休める。
☆酒は少量、早い時間が原則。
酒は「百薬の⻑」少し飲めば、消化を良くし、愁いを晴らし
陽気になる。多く飲めば…

昼

⼣

発酵度 不発酵 半発酵 発酵 後発酵
性味 涼 平性 温性

お茶の種類 緑茶 ウーロン茶
鉄観⾳茶 紅茶 プーアール茶

性味 熱 温 冷
お酒の種類 ウイスキー、焼酎 醸造酒、ワイン ビール
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③ 季節のものを⾷べる。
→季節の⾷べ物は⽣命⼒（気）が沢⼭詰まっていて栄養価が⾼い。
季節による体のトラブルを予防する。

☆⽇本⾷には季節の料理がある。
春の七草粥、秋の七草粥、⼟⽤のウナギ

３. 季節のトラブルと「⾷養⽣」

体は常に外の温度や気候の変化の影響を受ける。
上⼿く順応出来なかったときトラブルを起こす。
季節によっておこしやすいトラブルがある。
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〜春〜
春は芽⽣えの季節。今まで寒さでじっとしてい

た陽気が活動を始める。陽気は冬の間にため込ん
だ余分な脂肪や⽼廃物を解毒排泄しながら上半⾝
や体表に向かって上昇する。
春は肝が活発

・解毒は肝が担当する。解毒しきれなくなった⽼
廃物は陽気の上昇と共に体の上部に上り詰まると、
⿐詰まり、⿐粘膜の炎症、⽬の痒み・充⾎、ニキ
ビ、蕁⿇疹等を起こす。
・肝は⾃律神経を調節する。肝気が不安定になる
と⾃律神経に乱れが⽣じイライラ、のぼせ、不眠、
めまい等を起こす。
・肝は筋を主る。ギックリ腰、寝ちがいを起こし
やすい。

① ⽼廃物を解毒する旬の苦味の⾷材を取り⼊れましょう。
タラの芽、ふきのとう、うど、たけのこなどの⼭菜
苦味の⾷材は春に活発な肝気の熱を鎮める作⽤もあります。

② 春の陽気の巡りを助ける旬の⾟味の⾹味野菜もよいです。
せり、三つ葉、春菊、菜の花、ニラ、セロリ、パセリ、パク
チー

③ 春は肝が活発なため、五⾏の相克の関係で脾胃がダメージを
受けやすいです。脾胃を補う⽢味もとりましょう。
春キャベツ

春の⾷養⽣＝デトックス
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・春先は、冷えによる⽔分の停滞が原因となる。
透明な⿐⽔、くしゃみ、涙⽬

・温かくなると、⽼廃物が引き起こす粘膜の鬱⾎による炎症。
⿐粘膜の充⾎、⿐詰まり、眼の充⾎、眼のかゆみ

・⽼廃物が、春の気の上昇に乗って
頭に昇ると頭痛、
体の表⾯に向かうと⽪膚の痒み、蕁⿇疹、おでき

春の花粉症は、
春先は冷え、温かくなると⽼廃物が原因

春に多いトラブル〜花粉症〜

① アレルギーを助⻑する⾷材
化学調味料、⽜乳、乳製品、卵、エビ、カニ

② ⾎を汚す⾷材（⽼廃物の元）
砂糖類、チョコレート、コーヒー、アクの強い⼭菜類

③ ⽔分が溜りやすくなる⾷材、消化の悪い⾷材
冷たい⾷材、餅菓⼦

控える⾷材

お薦め⾷材
① 旬の⾹の⾷材･･･気を巡らせる。

伊予柑、菜の花、セリ、三つ葉、ミョウガ
② ⾟味の⾷材を添える･･･適度に体を温め春の陽気を巡らす。

シソ、ネギ、ショウガ、からし

⾷養⽣〜花粉症〜

菜の花の
⾟⼦和え
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〜夏〜

胃腸：⾷欲不振、急性胃腸炎、⻑引く下痢
四肢・肌⾁：重だるい、むくみ
⽪膚：あせも、ジュクジュク⽪膚炎、蕁⿇疹

夏は⼼が活発、体は⽑⽳を開いて汗をかいて体
内の熱と陽気を発散すると同時に⾃然界の満ちあ
ふれた陽気を取り⼊れ活発に新陳代謝を⾏う。
開いた⽑⽳からは、外のジメジメした湿気や冷

房の冷気が体内に侵⼊し、体は湿気が溜まり冷え
易い。さらに体の内部では、発散により陽気が失
われているため消化が衰えている。冷たい⽔分の
取り過ぎは、更に胃腸を冷やし⽔の停滞を起こ
す。⽔は胃腸、四肢・肌⾁、⽪膚に溜まり易い。

① 旬の夏野菜で過剰な熱を冷ましましょう。
キュウリ、ゴーヤー、ナス、冬⽠、トマト、枝⾖
夏野菜は熱を冷ますだけでなく、体の中の湿を除く作⽤もあ
ります。しかし冷やし過ぎない様、必ずネギやショウガ、シ
ソなどの温める薬味を添えたり加熱調理で胃腸を冷やさない
ようにしましょう。
焼きナスにショウガ、⽜蒡に唐⾟⼦で味を整えて⾦平⽜蒡

② 汗かきの⼈は夏の酸味のフルーツで引き締め汗を⽌めましょ
う。
キウイフルーツ、パイナップル、ブルーベリー

夏の⾷養⽣＝清熱・除湿
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夏に多いトラブル〜現代型夏ばて（冷房病）〜

体が重だるい、何となく疲れる、元気がでない、むくむ
⾷べ物が美味しくない、⾷欲が出ない、胃がムカムカする
下痢が⻑引く、お腹がゴロゴロする、胃腸の調⼦がよくない
頭が重い等。

湿がらみの症状＝冷房や冷たい⽔分の取り過ぎにより、体の
中が冷え、⽔分が停滞したためによりおこる症状。

① 冷たい物 消化管は冷えと湿があると正常に機能できない。
② 脂ぽい物 脂物と冷たい物を同時に⾷べると脂肪が冷えて固ま

り消化しにくくなる。

控える⾷材

お薦め⾷材
① ⽔の巡りをよくする⾷材

ハトムギ、⿊⾖、あずき
② 発汗を促す⾷材

ショウガ、ニンニク、ネギ
③ 利尿作⽤のある夏野菜

キュウリ、レタス、冬⽠、スイカ、

ＮＧ！

⾷養⽣〜現代型夏ばて（冷房病）〜
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〜秋〜
秋⼝、朝晚が冷え込み出すと、開いていた⽑⽳

は閉じ始め、体の中に夏の湿気や熱が残っている
と、湿気は⿐⽔に熱は喉に炎症をおこし痰の絡ん
だ咳の原因となる。
秋が深まると、空気は乾燥し、外気と接してい

る⽪膚、⿐、喉は潤いを失い傷つきやすくなる。
また、⽑⽳は冷気から体を守るためにいっそう閉
ざされるため、冷気は直接⿐や喉から⼊り気道や
気管⽀を冷やし乾燥した咳、冷えによる喉の痛み
をおこす。
秋は肺が敏感、⿐や喉から⼊った冷気は直ぐに

肺まで到達し炎症を起こす。秋は喘息が悪化しや
すい季節でもある。

① 秋が実りのフルーツは酸味と⽢味で体を潤します。
なし、ぶどう、柿、りんご、かりん

② 秋に実る⽊の実やナッツ類は植物性の脂で体を潤します。
落花⽣、栗、クルミ、クコの実、カシューナッツ

③ 肺と関係が深い腸を整え免疫を⾼めましょう。
秋が旬の⽢味の穀類は腸を整えます。
⼭芋、サツマイモ、さといも

秋の⾷養⽣＝保湿
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秋の咳は寒気と乾燥が原因、肺まで及びやすい。

秋に多いトラブル〜咳〜
寒気

⽪膚・肌

⿐

気管

乾燥

⿐･喉の粘膜

気管

① 消化の悪い物（咳は胃に⾷べ物が停滞していると⽣じやすい。）
② 直接喉を刺激する物：唐⾟⼦
③ 冷たい物

控える⾷材

お薦め⾷材
① 潤す⾷材
梨、⼤根（梨や⼤根のおろし汁にハチミツを加えて飲む。）

② 肺を温める⾟味の⾷材
ショウガ、ニンニク、ネギ（⻑ネギとショウガのスープ）

③ 鎮咳作⽤のある⾷材
銀杏、松の実、落花⽣、アーモンド、ニンニク

⾷養⽣〜咳〜
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〜冬〜
万物が⼾を閉ざす様に、体も蓄えたエネルギー

（気）が漏れ出ない様に⽑⽳を閉ざし、寒さから
体を衛る。冬は⽣命エネルギーの貯蔵元の腎が活
発になる。腎気が少ないと衛りが弱くなり⾵邪を
ひきやすくなる。
冬の寒気は気⾎⽔の巡りを悪くし、関節痛、神

経痛などの痛みの原因になる。特に⾎液の巡りが
悪くなると、冷えて⾎管が縮まり⾼⾎圧、⾎栓症
などの⼼⾎管系疾患の原因になる。

気
気 気
気 気

① 体を内側から温める⾷材をとりましょう。
旬の根菜：⼈参、⼤根、レンコン、かぶ、ゆり根の加熱調理

⾁類：⽺⾁
② ⽣命活動のエネルギーの貯蔵元、腎を養う⾷材をとりましょう。

⿊い⾷材：⿊ごま、⿊⾖、⿊⽶、しいたけ、⿊キクラゲ
⿊砂糖、海藻類（ひじき、わかめ、昆布）

鹹味の⾷材：醤油、味噌、⾃然塩等のミネラルを含む⾷材
③ 滋養強壮⾷材で気を強めましょう。

⼭芋、牡蛎、餅
④ 腸活も忘れずに。

冬の腸活⾷材：鹹味の発酵⾷品（ぬか漬け、味噌）

冬の⾷養⽣＝寒さ対策



2021/11/27

20

冬に多いトラブル~⻑びく⾵邪~

正気が少ないと治りにくかったり、⾵邪を繰り返す。
微熱が続く、⼣⽅になると微熱がでる、咳が⽌まらない、
痰が切れない、元気がでない、なんとなくすっきりしない。

・労働や不摂⽣等により気を使い過ぎている⼈。
・胃腸虚弱、偏⾷、睡眠不⾜等により気の⽣成が少ない⼈。
・低体温、運動不⾜等で気の巡りが滞りやすい⼈。

喉や⿐からの感染をおこす。

冬の
寒気･乾燥 ウィルス

⾵邪を⻑びかさないためには
⽇頃の養⽣が⼤切

① 消化の悪い物：脂もの
② 冷たい物：アイスクリーム
③ 乳製品：⽜乳、ヨーグルト

控える⾷材

お薦め⾷材
① 体を温め気を巡らせる⾟味の⾷材

ネギ、ショウガ、ニンニク（ショウガ湯）
② 滋養強壮の⽢味の⾷材

⼭芋、卵、ハチミツ
③ ビタミンＣの補給

みかん、レモン

⾷養⽣~⻑びく⾵邪~
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４. よもやま話

（１）糠漬けの効果
（２）乾物の利⽤

（１）ぬか漬けの効果
☆ぬかの栄養
植物性乳酸菌、ビタミンＢ１、ビタミンA、ビタミンE、ナイアシン
カリウム等

☆野菜の栄養価を⾼める。
ぬか漬けにすると、カリウムは約3倍、ビタミンB1は約8.7倍となる。
カリウムは余分なナトリウムを⾝体から排泄する働きがある。
ぬか漬けの中の⾷塩の摂りすぎの予防になる。
ビタミンB1は、ご飯に含まれる糖質の代謝を助ける。
ぬか漬け＋ご飯は理想の組み合わせ。
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（２）乾物の利⽤

☆⽇持ちがする。
☆旬の時に採取し乾物にする事で、⾼い栄養価を留め
ることができる。

☆糖度やアミノ酸が増す。

⽔分が多い⽣野菜は体を冷やす。

⽇に当てて⽔分を⾶ばす。＝乾物にする。

乾物＋ぬか漬け
切り⼲し⼤根のぬか漬け
ナツメのぬか漬け

⾷養⽣ ⽇本⾷ 漢⽅薬

①季節の物を⾷べよう。季節料理 原料⽣薬は旬の時に採取し乾燥
して⽤いている。

②⼟地の物を⾷べよう。郷⼟料理 ⾝近な⾃然の物を利⽤している。

③５つを⾷べよう。 ⼀汁三菜 数種類の⽣薬の組み合わせから
なる。

④腸活 発酵⾷品等 腸内細菌で分解吸収される。

表２「⾷養⽣」と「⽇本⾷」と「漢⽅薬」

漢⽅薬は体に良い「⾷」とも⾔える。

おわりに




