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(031－006) Antiaging vs Healthy Aging(1)

Antiaging

キリスト教的精神:神に契約によってヒトだけが選ばれた選民意識。
過酷な砂漠の生活に根ざした天地創造から世紀末までの直線的思考。
Antiaging；死にもant-。老化も自然も征服すべき対象とする。

とはいいながら、古語にいわく man is mortal

古代中国（一般的には東洋思想）：
道教＝不老不死（始皇帝・徐福・蓬莱(日本））仙人immortals

日本：森の生活に根ざした円環的思考。冬来たりなば、春遠からじ。日本：森の生活に根ざした円環的思考。冬来たりなば、春遠からじ。
自然は優しい。共存すべきもの。
姥捨て山（楢山節考）；貧しさの故もあるが、自然（しぜん・じねん）・
あるがままを受容する基本的思想。天地からいただいた元気を養生。

死への生命学的理由はある。
Healthy agingこそ、日本的心情の究極目標。死ぬことが前提。

PPK(ピンピンコロリ)が目標
誰にも迷惑をかけないで、朝起きたら寝床の中で。。。
常日頃「お世話になっているね、ありがとう、愛してるよ」で心の安寧。
念仏と同じ、繰り返していると、不思議に、その気になってくる。。。



(031－007) Antiaging vs Healthy Aging(2)

基本命題：Antiaging（抗加齢）は、

少子高齢化社会において歓迎されるか？

解答：みんなに達成されたら、どうなる？困ってしまう。

シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ（Shangri-La、香格里拉。イギリスの作家James Hiltonが

1933年に出版した小説『Lost Horizon』）は、桃源郷であっても、

理想郷理想郷理想郷理想郷（Eutopia）たり得るか？理想郷理想郷理想郷理想郷（Eutopia）たり得るか？

死に悩み、生きて煩悩に苦しんでこそ人生。

Healthy Agingの評価：

分析的・客観的評価；個別の指標はほぼ無意味。

容姿・外見・活動性

ホリスティック・直観的・主観的評価；有意義。

young in mind・自己満足

でも、老醜・老残・老害は現実！！他人は、指摘してくれない。

自己判断は、辛い。せめて、気にしてない振り。



世は、健康志向時代。
自分では、やってもやらなくても
健康に関係ありそうな方法・手段には

一応、関心を示す。一応、関心を示す。

デトックスも、その一つ。。。



デトックスの本の例



（031-001）医療デトックスでhealthy aging

デトックス：detoxication

医療界ではdetoxification＝detoxifyの名詞

de；取る・去る toxin；毒 fy；。。。化する

blood purification（血液浄化）は、

医療として行うデトックス

巷間デトックス：

食事・大量飲水・アロマ etc.



デトックスに応用される医療手技・技術

予防：危険なものは、食べない・飲まない

経口的解毒：獣炭末・活性炭

胃洗浄：農薬・睡眠薬中毒

強制的下痢：下痢は、自衛反応？腎不全にも。。。強制的下痢：下痢は、自衛反応？腎不全にも。。。

強制的利尿：外因性毒物・腎不全

強制的発汗：

腹膜透析：

血液浄化：



現代の日本では、
成人の健康問題に
肥満・脂質異常症が関わる。。。



諸悪の根源は肥満 001-019

生活習慣病対策からみた肥満 :

Body Mass Index(BMI体格指数 )＞25 

（BMI=体重（Kg）/身長（M）
２
）（BMI=体重（Kg）/身長（M） ）

( 日本肥満学会、2000年)

日本人の7割以上が肥満

平均BMIは、男女とも27.8

( 田上幹樹:生活習慣病を防ぐ七つの秘訣、ちくま新書:p053,筑摩書房,東京,2001)



(028－027)脂質異常症 朝日新聞2007年4月26日14版３７頁



先進国における年間肉類消費量推移 001-035

1.独独独独は、消費ピークはは、消費ピークはは、消費ピークはは、消費ピークは1989年、年、年、年、米・日米・日米・日米・日は、ピーク更新中で、は、ピーク更新中で、は、ピーク更新中で、は、ピーク更新中で、20世紀末には、世紀末には、世紀末には、世紀末には、

飽和点に達する予測。飽和点に達する予測。飽和点に達する予測。飽和点に達する予測。

2.日本日本日本日本は、米・独に比しはるかに低い水準から出発しながら、は、米・独に比しはるかに低い水準から出発しながら、は、米・独に比しはるかに低い水準から出発しながら、は、米・独に比しはるかに低い水準から出発しながら、

20世紀末に飽和点に追いついた急迫性に注目。世紀末に飽和点に追いついた急迫性に注目。世紀末に飽和点に追いついた急迫性に注目。世紀末に飽和点に追いついた急迫性に注目。

（谷口信和：21世紀日本の農業と農政;Scientia 10:4,2001）



(026－044)

（内山真一郎：脂質低下療法による脳卒中患者の再発抑制の効
果について。JMN 12,p60,2006）



(027－012)



(027－013)



(026－045)

（内山真一郎：脂質低下療法による脳卒中患者の再発抑制の効果について。
JMN 12,p60,2006）



減量成功の秘訣 001-020

• ＊出勤時のウオーキング・定期的な速歩・

• 水泳など運動量の増加

• ＊さっぱりした和食、とくに野菜中心の食事

• ＊深夜のツマミ・酒をやめる

• ＊外食・間食を避ける

• ＊残ったものを捨てる
•
•
• ( 田上幹樹:生活習慣病を防ぐ七つの秘訣、ちくま新書:p061,筑摩書房,東京,2001)



飽食・肥満が悪いのは知っているけど、

凡俗には日常的にコントロールするのは

至難の業

そこで、他力本願！！！

やってください！！！

脂質異常症の治療に、LDL apheresis



ASO患者のLDLaphereisis前 3回のLDLapheresis後

019－003



(031－002) LDL吸着の知的・精神障害に対する効果

“先生！これは奇跡・神業・天地がひっくり返った”

頭がすっきりする・明瞭になる

気分爽快になる

やる気がでてくるやる気がでてくる

道に迷わなくなる

元のように気持ちがきかなくなる

松本清張氏：頭が明瞭。

Alzheimer病に効くのでは？

１０例中１０例に、なんらかの効果



(031－003) Underground医業界での動き

台湾から月１回LDL吸着の目的で日本へ(1990年代）：

血液浄化専門でない医療施設

保険外診療

日本・ハワイ・香港から板橋中央総合病院へ(２００７年）

ハワイでLDL 吸着：

ジョージ有吉氏(１９９５年頃） → FDA機材未承認

板橋中央総合病院関連施設(２００７年） → 疾患未承認

日本内で専門施設：保険外診療(専門知識のない医師）

Alzheimerは、リポ蛋白関連。アミロイド関連！！！

タイでhealthy aging診療：

世界的ネットワーク構築可能



米国では、

Antiaging産業が盛況



(031－010) アメリカのアンチエイジング市場

薬や健康食品などを含むアンチエイジング市場は200

億ドル規模を突破。数年以内に300億ドルに達すると見

込まれて。．．内容は多彩。皮膚の張りを維持する入浴

やマッサージ療法，シワ伸ばし用の注射やホルモンの補
充，目元や視力回復のためのプチ整形little nip and tuck充，目元や視力回復のためのプチ整形little nip and tuck

など，健康食品や関連グッズを含めれば玉石混交で，効
能の疑わしいところか，有害なものも見受けられる。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p16、光文社，東京，2007）



(031－011) アンチエイジングの3原則

American Academy of Anti-Aging Medicine(A4M)

アンチエイジングの3原則

＃わたしは死なない，と強く思うこと

＃死なないためには，病気にならないこと

＃病気にならないためには，＃病気にならないためには，

心と体にプラスなことを常に心がけること

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p12、光文社，東京，2007）



(031－012) 永遠の命

「今の健康状態をあと10年維持することができれば永遠

の命が保証される」との研究発表（A4M 2006 in Chicago)

来たるべき10年間で遺伝子治療やナノテク技術が長足の

進歩を遂げるため，さまざまな病気や老化現象を防止し，逆進歩を遂げるため，さまざまな病気や老化現象を防止し，逆
転させることが医学的に十分可能な時代になるという大前提

• （浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p17、光文社，東京，2007）



(031－020) 周囲からの期待が健康を促す

Alexander Leaf(1970年代)：（グルジア共和国・パキスタン北

部・エクアドルのアンデス山脈など世界の）長寿社会で、歳を
とることが人間としてより多くの尊敬を勝ち得ることにつな
がっている。周りから尊敬される，頼りにされるという精神的
な充足感が多くの人々の健康な長寿の支えとなっている。

Elen Langer：高齢者は自分の肉体年齢より20歳若返ったつElen Langer：高齢者は自分の肉体年齢より20歳若返ったつ
もりで考え，行動することを促した結果70代・80代の人々の
行動パターンや肉体の機能が5日間で目に見えて変化。

自らがそのような目標やゴールを定めることが，アンチエイ
ジングを標榜するどの健康食品や健康法よりも効果がある。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p65、光文社，東京，2007）



(031－021) 意識が体を甦らせる

「われわれの人生はカレンダーの刻む年齢によって生きるべき
ものではない。自分が何を感じ，何を達成したいのか，という強い
意識にしたがって生きるべきものである」（77歳で2度目の宇宙飛
行に成功したJohn Glenn,Jr.上院議員）

Glenn上院議員へのメッセージ，「自分も一緒に宇宙へ旅立ちた
かった。次は必ず自分も行く」（90代半ばを過ぎた上院議員Strom 

Thurmond）。未知の体験に対する欲求、燃えるようなライバル心Thurmond）。未知の体験に対する欲求、燃えるようなライバル心
が人の寿命を無限に伸ばす原動力になる。

ref : 恨み・妬み・嫉みetc.は、嬉しい・楽しい・喜ばしいetc.より

エネルギーは大きく、長持ちする

Ref : 超心理学では、願い・祈りが肉体・物質に作用するなら念力
psychokinesis。スプーン曲げと同じ世界。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p69、光文社，東京，2007）



(031－022) ストレスのない人生を歩む

民間企業でも政府機関でも，職責の最高位にある人々は，
それより下の地位にいる人々と比べて死亡率が3分の1以上
も低い。（英国のWhitehall Study)

会社の社長や業界団体の理事長，役所の次官クラスなど，
上層部になればなるほど健康で長生きする比率が高くなる。
社会経済的地位と健康長寿との間には，相関関係がある。社会経済的地位と健康長寿との間には，相関関係がある。
（アメリカMac Arthur Foundationが行った「社会経済的地位
と健康)

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p73,光文社，東京，2007）



(031－024) 今すぐできるアンチエイジング実践法

Paul Hamilton(Quality Life Welness Foundation)の研究
「アンチエイジングのための意識の持ち方」
1）生涯学習を続けること。好奇心こそ若さの原動力。Martha 
Bartfieldが，料理と詩を作る自分の才能に目覚めたのは75
歳のとき。初めての本、”Magic Mandala Coloring Book”を出
版したのは82歳のとき。2)常に楽天的なものの見方を心が
けること。3）感謝の気持ちを伝える方法を学ぶこと。4）決しけること。3）感謝の気持ちを伝える方法を学ぶこと。4）決し
て現役からリタイアしないこと。死ぬまで自分の仕事を続け
よ。5）自らの健康や幸福度を高めるための責任ある取り組
を続けること。

真のアンチエイジングとは，自らの価値観やライフスタイルそ
のものを変えていく勇気を持つことから始まる。

（浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p79,光文社，東京，2007）



(031－015) 老化の仮説

• I.神経内分泌説（Vladimir Dilman,1965）：「人が老いるのは，体内の
さまざまなホルモンが複雑に絡み合った結果」。実際，ホルモン補充
療法は代表的な方法。高齢化に伴うホルモンの分泌量が減少する
原因は不明。人工的に天然ホルモンを補充する。。。

• II.フリーラジカル説(Dehnham Harman,1954)：本来、ペアーで持つべ
き電子を1つをなくしているために過剰反応を起こす電子，活性酸素
を作る素とされる。防衛システムとして，スーパーオキサイドと抗酸
化物質 →血液浄化で除去可能 アミロイドーシスの予防

• III.遺伝子支配説：遺伝子の中に老化や病気，死に至るまですべて• III.遺伝子支配説：遺伝子の中に老化や病気，死に至るまですべて
の設計図情報が，生まれた時点でプログラムされていると見なす。
人の寿命は遺伝子工学的には細胞分裂の回数が62回までと限定
されており最大限124歳。

• IV.細胞消耗説(August Weismann,1882)：「人の体は使えば使うほど
磨りへってにゆく」

• V.カロリー制限説(Roy Walford):「過剰なカロリー摂取こそが老化の
原因」。外界から遮断された環境の下で閉鎖された空間Biosphere 2 
Project。１８００/日のカロリーでコレステロール・血糖値・インスリンレ
ベルの低下，血圧も９５/60mmHgまで降下。

• （浜田和幸：団塊世代のアンチエイジング，p28、光文社，東京，2007）



日本の全透析患者数は日本の全透析患者数は日本の全透析患者数は日本の全透析患者数は、、、、

近々近々近々近々、減少に、減少に、減少に、減少に転じる予測。転じる予測。転じる予測。転じる予測。

原因は、医療政策的な原因は、医療政策的な原因は、医療政策的な原因は、医療政策的な透析量の減少透析量の減少透析量の減少透析量の減少とととと

透析質の低下透析質の低下透析質の低下透析質の低下の可能性の可能性の可能性の可能性。。。。透析質の低下透析質の低下透析質の低下透析質の低下の可能性の可能性の可能性の可能性。。。。

では、透析医療の量・質とはなにか？では、透析医療の量・質とはなにか？では、透析医療の量・質とはなにか？では、透析医療の量・質とはなにか？



320000

400000

320000

400000

（図１）わが国の維持透析患者数推移の将来予測

４次多項式近似式 ５次多項式近似式

人
）

2005年末の日本透析医学会統計調査委員会報告のデータに基づく

600 12 24 36 48
0

80000

160000

240000

600 12 24 36 48
0

80000

160000

240000

年度 (1968 = 初年度)

2017年度に減少が始まる 2008年度に減少が始まる

透
析
患
者
数
(人

）



平均余命比 透析人口 vs 一般人口

（日本透析医学会：図説 わが国の慢性透析療法の現況 2005年12月31日現在、P45）

後期高齢者では、後期高齢者では、後期高齢者では、後期高齢者では、後期高齢者では、後期高齢者では、後期高齢者では、後期高齢者では、

比が回復する！？比が回復する！？比が回復する！？比が回復する！？



平均余命 透析患者人口 vs 一般人口

（日本透析医学会：図説 わが国の慢性透析療法の現況 2005年12月31日現在、P45）

注意！注目！注意！注目！注意！注目！注意！注目！

幅（差）が小さくなる幅（差）が小さくなる幅（差）が小さくなる幅（差）が小さくなる

注意！注目！注意！注目！注意！注目！注意！注目！

Attention! Attention! Attention! Attention! 

AchtAchtAchtAcht！！！！！！！！

この先で交差する！？！？！？この先で交差する！？！？！？この先で交差する！？！？！？この先で交差する！？！？！？



透析人口の平均余命が
一般人口の平均余命を超える？

そんな馬鹿な！！！



No.3

Excelのソルバー機能を使用して、近似曲線を作成するとともに誤差を求める



透析男性（２次）－一般男性（３次）
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透析男性透析男性透析男性透析男性（（（（２２２２次次次次）－）－）－）－一般男性一般男性一般男性一般男性（（（（３３３３次次次次）））） 解析結果解析結果解析結果解析結果
No.8

作成作成作成作成したしたしたした多項式多項式多項式多項式のののの解解解解をををを解析解析解析解析ソフトソフトソフトソフト Mathematica 使用使用使用使用してしてしてして算出算出算出算出

NSolve[(0.0000697*x^3-0.0073*x^2-0.69*x+74.7)-(0.00556*x^2-1.084*x+54.8)==0,x]

{{x→-25.8332},{x→97.8929},{x→112.445}}

９９９９7.9 7.9 7.9 7.9 歳歳歳歳でででで透析男性透析男性透析男性透析男性(2(2(2(2次次次次））））とととと一般男性一般男性一般男性一般男性（（（（３３３３次次次次））））のののの近似曲線近似曲線近似曲線近似曲線がががが交点交点交点交点をもつをもつをもつをもつ

計算式：



透析女性（２次）－一般女性（３次）
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透析女性透析女性透析女性透析女性（（（（２２２２次次次次）－）－）－）－一般女性一般女性一般女性一般女性（（（（３３３３次次次次）））） 解析結果解析結果解析結果解析結果
No.10

透析女性（２次）－一般女性（３次）
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作成作成作成作成したしたしたした多項式多項式多項式多項式のののの解解解解をををを解析解析解析解析ソフトソフトソフトソフト Mathematica 使用使用使用使用してしてしてして算出算出算出算出

97.697.697.697.6歳歳歳歳でででで透析女性透析女性透析女性透析女性(2(2(2(2次次次次））））とととと一般女性一般女性一般女性一般女性（（（（３３３３次次次次））））のののの近似曲線近似曲線近似曲線近似曲線がががが交点交点交点交点をもつをもつをもつをもつ

IN:NSolve[(0.00007014*x^3-0.00910*x^2-0.5730*x+79.29)-(0.005840*x^2-1.167*x

+60.43)==0,x]

Out:{{x→-20.335},{x→97.609},{x→136.86}



超高齢者で、

透析人口の平均余命が

一般人口の平均余命を超える

統計学的evidenceに基づいた科学的事実

でも、余命を延長させるために

週3回4時間器械に繋がれる？



平均余命 透析患者人口 vs 一般人口

（日本透析医学会：図説 わが国の慢性透析療法の現況 2005年12月31日現在、P45）

逆転する年齢を若くする逆転する年齢を若くする逆転する年齢を若くする逆転する年齢を若くする逆転する年齢を若くする逆転する年齢を若くする逆転する年齢を若くする逆転する年齢を若くする

どうやって？？？どうやって？？？どうやって？？？どうやって？？？



科学的事実の脆弱性

みんな、透析患者が、

より長生きするとは考えていない？より長生きするとは考えていない？



(025－027) データ自体は何も語らない

データそれ自体は何も語らない。科学の専門用語において，
データは「理論から得られる」ものとして言及されるものであ
る。つまり，データはそれの依って立つ理論的命題の強固な
体系という概念が前もって受け入れられているときにのみ，
意味を持つことになる。。。しかし大部分の科学者はこうした
「哲学的ぺてん」に注意をあまり払わない。科学者にとっての「哲学的ぺてん」に注意をあまり払わない。科学者にとっての
真実は，データとその集められたデータに意味を与える理論
とが一体になったものである。そのため，データと真実の繋
がりに疑いをはさむものは，まずもってそのものが真の科学
者ではないことをはからずも暴露する。

(Jesper Hoffmeye r: En Snegl Pa Vejen;Betydningens naturhistorie,1993

（松野孝一郎・高原美規訳：生命記号論、p149、青土社、東京、2005年））



(041-028-I) 統計学は、悪質な嘘

嘘には、三種類あり、後のものほど悪質である。

すなわち、「単なる嘘」「真っ赤な嘘」、そして「統計学」
（Disraeliの作？イギリスの政治家。保守党党首。１８７４－８０首相）

（ スティーブン・ジェイ・グールド ：中央値は何も語らない 。ナラティブ・ベイスト・メディスン

（斉藤清二ら監訳）、p31、金剛出版、東京、2001, Trisha Greenhalgh & Brian Hurwitz :  

Narrative Based Medicine,1998）



透析患者が、
より長生きする医学的な妥当性の根拠



老化の要因
スーパーオキサイド
血液浄化で除去可能



総コレステロール除去

LDLコレステロール除去

酸化LDLコレステロール除去

ASOに対するアフェレシス治療による

016－020効果発現について想定される機序

ブラディキニン

放出（ABC反応）

フィブリン除去

フィブロネクティン除去

血液・血漿粘度低下 接着因子除去
血液流体学的因子

VEGF

産生

血液・血漿粘度低下

赤血球変形能改善

コレステロールプラーク縮小？
→血管径開大
→血管弾力性回復

接着因子除去

硬化病巣縮小？末梢血管拡張血管形態学的

即時的出現/消
失

短期的出現/反復 → 長期的持続

血管新生
側副路発達



忘れよう！

嫌なこと・都合の悪いことは…

やろう！

面白そうなこと・興味のありそうなこと…面白そうなこと・興味のありそうなこと…

長生きのための科学的evidenceがある。



つらい記憶を忘れるお年寄り 朝日新聞2009年1月１３日４版１４頁



知的趣味で改善する認知症予備群

朝日新聞２００９年１月11日13版3頁



画家は長寿命

19・20世紀の画家と一般人の平均寿命の違いについてみ

ると，色を常に使っている画家が長寿命であることがよくわ
かる。それに対して文学者，芥川竜之介（35），夏目漱石
（49）などは短命な人が多い。面白いことに，文学者でもヘル

マンヘッセのように絵も書いている人は比較的長生きしてい
る。なぜ長生きかと考えると，彼らは右脳を使って仕事をしてる。なぜ長生きかと考えると，彼らは右脳を使って仕事をして
いるためではないだろうか。最近の大脳生理学は，右脳の
活動が免疫力，つまり生命力を高めることを教えて。。。

Ref : 長生きしたけりゃ、絵を描こう、気功をやろう長生きしたけりゃ、絵を描こう、気功をやろう長生きしたけりゃ、絵を描こう、気功をやろう長生きしたけりゃ、絵を描こう、気功をやろう。。。。。。。。。。。。

（奥健夫監修。知的生命情報概論－意識・生命エネルギーの原理と応用

p275, 三恵社，名古屋，2.007）



オスは余剰で無駄

メスは子どもを作るのにオスはいらない。いざとなったら単為
生殖で子どもを作ればいい。。。メスはとても貴重だが、オスは
余剰で無駄といえる。大きな文脈からいえば、種の存続のため
に配偶子は重要だが、繁殖に関与しないあるいは繁殖後の個
体は無駄である。無駄なやつは何をしてもいい、いつ死んでも
いいのだ。

（池田清彦：オスは生きてる無駄なのか。p130、角川文芸出版、東京、2010）（池田清彦：オスは生きてる無駄なのか。p130、角川文芸出版、東京、2010）

そんな悲しいこと言わないで！！！

Ref : おばあさん仮説：孫の面倒を見るから、役に立つので長生き。
おじいさん仮説：おんなは、50歳以上では妊娠しない。

おとこは、75歳でも妊孕可能。
お相手をしてくれる若い女性がいれば。。。（阿岸鉄三）


