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〈特別寄稿〉

私と栄養学

片山洋子
岐阜女子大学教授※・大阪市立大学名誉教授

私は4年前に大阪市立大学を退職して、現在は福岡県立

私の郷里は紀州路も終点に近い田舎です。詩人・佐藤春

の福岡女子大学に勤務しています。今日は若い皆さんに

夫がうたい上げた「みかんの花咲く丘」の新宮市まで自

何かを伝えなければと思って福岡から飛んで参りまし

転車に乗って5分ぐらいの所です。中学生の頃、私は自

た。下記の順番に従って話しを進めます。

転車に乗って新宮市の本屋さんへよく通ったものでし
た。夕食後、海岸まで散歩した帰り道に立ち寄ったり、

1

何ができるのか？

友人の家を訪ねた帰りにのぞいてみたりしたものです。

大学卒業（1958年）後、就職したが「何をすればよ

実にいろいろな種類の本を立ち読みさせてもらった記憶

いのか？」と自問した。

があります。そんな本の1冊に栄養や健康に関するもの

2

研究者への道

があって私の心の琴線に強い共鳴を与えたのです。今は

3

大阪市立大学で教育・研究の実践

1959〜1967年

専門家になる方向を選んだ。

その本の著者もタイトルも全く思い出せないのですが、
1968〜1999年

その本の著者はひなびた片田舎のひとりの少女の心に、

生活科学部食品栄養科学科

大きな影響を残したのでした。

栄養生理学

私は高校時代を和歌山県の田辺市で過ごしました。田

「食物と健康維持」に関するテーマー
オランダへ留学
4

われる天神崎があります。当時、海にも山にも生物が棲

定年退官後が楽しい
福岡女子大学大学院

5

辺市にはわが国のナショナルトラスト運動発祥の地とい

1978〜1979年

みやすい環境が確保されておりました。ここは、かつて
2000〜2004年

南方熊楠（博物学者）がこよなく愛した土地です。前面

みなさんに伝えたいこと

の田辺湾には魚介類が豊かに泳ぎ回り、背後の山々には
いろいろな動植物が多数生息していました。高校のグラ

1 何ができるのか

ンドは太平洋に面していましたから、体育の時間には太

最初にお話したいのは人生において「何をなすべきか」

平洋に足を伸ばして海水浴を楽しんだものです。

ということです。みなさんにとっても関心の高い話題で

現在の私の専攻は栄養生理学ですが、大学を出てすぐ

しょう。私の研究者としての40数年間を方向付けした、

にこの道に入ったわけではありません。私は東京大学医

大変な決心だったと振り返っております。1958年私は東

学部衛生看護学科を卒業後、郷里に帰って保健所に就職

京大学医学部を卒業しましたが、前年に最愛の父が急死

いたしました。私が勤めた古座保健所は串本の隣の町に

しましたので、故郷に帰ることにしました。母は新宮市

ありましたが、串本は本州最南端の地として知られてお

に住んでいました。次のエッセイ１）は1990年に書いたも

ります。その頃、串本をはじめ古座川流域の地で結核予

のの抜粋ですが、私が栄養学を志した時の気持がにじみ

防のための集団検診、地域の衛生教育、赤ちゃんコンク

出ています。

ール、食中毒予防活動など日々新しい体験に胸をときめ

「日本の四季の移り変わりは実にはっきりしていて、

かしておりました。当時、地域へ出かけて行って強く感

春・夏・秋・冬とそれぞれに美しい。草花をはじめすべ

じたことは、住民の現実的ないろいろな要望にどのよう

ての生物が四季の変化を感じ取って生命を謳歌していま

に対応したらよいかということでした。その要望の一つ

す。厳しい冬のあとには美しい春の訪れのあることを知

は『元気に日常生活ができるためのわかりやすい話を聞

っているごとくに。

きたい』というものです。ところが、講演をお願いした

※

講演当時（2003年12月）の所属は福岡女子大学教授
（1）
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専門家たちの多くが、抽象的な難しいことばで話される

京大学医学部にはわかりやすい栄養学の研究をしている

ので閉口させられました。

ところが見つからず、むしろ栄養学の基礎を研究してい

そのような職場環境で過ごしているうちに、私は地域

るお茶の水女子大学の大学院に入りました。

では健康に関する学問が望まれている。その分野は具体

研究の成果がでたのは1960年からです。下記の論文を

的な方法論を持ったものでなければならないと考えるよ

まとめて学位論文として東京大学医学部へ提出しまし

うになりました。その考えは日が経つにつれて強くなる

た。

ばかりでした。この気持ちを手紙に書いて恩師の三浦義

ソルビットのビタミンB1節約作用に関する研究（第1報）

彰先生に相談いたしました。その年の夏、三浦先生は紀

栄養と食糧 12、420〜425（1960）

州路へ家族旅行されて途中立ち寄られ、私の将来につい

ソルビットのビタミンB1節約作用に関する研究（第2報）

てじつに親身に考えてくださいました。そのとき。福場

栄養と食糧 13、398〜400（1961）

博保先生（お茶大）をたずねてみてはとすすめられたの

四塩化炭素中毒肝切片およびホモジェネートによるソル

です。

ビットの代謝について 生化学 36、15〜18（1964）

前年に最愛の父を亡くしていた私にとって、どんなに

糖尿病シロネズミにおけるソルビットの代謝について

うれしかったことか あのときの感激は生涯忘れること

生化学 37、337〜342（1965）

ができません。次の年、私はお茶の水女子大学の専攻科

ソルビトール負荷による糖質代謝への影響について

に入学したのです。私の栄養学とのお付き合いはここに

生化学 39、216〜220（1967）

始まったといえます。
」

ソルビットはソルビトールともいって、食品添加物の一

私は古座保健所に勤めていました。当時、紀伊半島は

つです。私の研究はソルビトールについての基礎研究で

台風銀座といわれるくらい夏には台風がしばしば襲来

したが、人々の生活にかかわる疑問に答えられるように

し、河川が氾濫しました。保健所の職員は車に乗って、

なりたいということを念頭に置いていました。専門家に

伝染病予防のために、『なま水を飲まないように』と住

なるにはまず、基礎から学ばなければなりません。多く

民に呼びかけたものです。私にとって、就職して間もな

のことを学びました。『食べたものが生体の中でどのよ

いことですから、見るもの聞くことすべてが珍しく新鮮

うに変化するのか』それを知るために小動物によって観

でした。また、食中毒の予防、結核の集団検診、赤ちゃ

察してみなければと思い、私は実験科学に徹しました。

んコンクールなどの活動をしていました。当時、食糧事

大学院生時代には真夜中に帰宅するという生活をしてい

情がよくなかったため、赤ちゃんコンクールでは体重の

ました。ソルビトールについての研究が後に食物繊維や

大きいほど良好とされていました。

オリゴ糖の機能に関する研究へと発展しました。現在、

栄養学は応用科学の一つです。従って、多くの人が栄

食物繊維学会の運営にも携わっております。このように

養失調に陥りやすいときは『沢山食べて肥りなさい』と

何十年も経ってから研究の芽が大樹へ成長することがあ

勧め、一方、現在のように飽食の心配がある社会情勢で

ります。ある研究者からソルビトールと健康という本が

は『減食するように』といいます。このように対象の状

送られてきました。かつて私が懸命に実験をして得た成

況によって栄養指導の対応が変わってきます。生活科学

果が、本のなかで紹介されており、うれしさ一杯の感激

とは人々の生活現象を科学的手法によって観察し、問題

を覚えました。

点があれば解決策を探求することだと思います。保健所

人間の歴史のなかで、水中から陸上にあがり固形物を

側が住民にいろいろと話しても、住民の求めることは

食べるという進化過程において、消化管も発達しました。

『もっとわかりやすく話してください』『具体的に話して

消化管は体の外部だといわれています。食べ物は消化管

欲しい』ということでした。これこそ、私にとって何を

から吸収され血中（体内）へ入ります。消化管には多く

なすべきかの答えだったのです。私は住民の質問に全く

の腸内細菌叢が共存していてビタミン類や短鎖脂肪酸な

応じられませんでした。全く何も知らない自分を強く認

どを作り、それらを宿主である人間が利用することがあ

識しました。

ります。私は消化管（食べ物の消化吸収と免疫の場）と
肝臓（栄養素の代謝の場、毒素の解毒）に研究の焦点を

２

研究者への道

絞ることにしました。

家族の反対を押し切って退職し再び上京しました。そ
のとき、私は研究者への道を選んだのだと思います。自

３

分のおかれた環境から飛躍したというのでしょうか。東

（2）

大阪市立大学における研究・教育

大阪市立大学生活科学部での30年間にいろいろな学生

片山：私と栄養学

─ 13 ─

と接しました。とりわけ、院生だった方とは今でもずっ

く仕組みになっています。健康であれば異物に対するバ

と親しく付き合っています。私の友人のモットーは教え

リアーがあるのですが、健康を損ねるとバリアー機能が

子はみな恩師だというのですが、その通りだと思います。

失われて異物がアレルゲンとして体内へ入ってくるので

写真（1）は1978年オランダのライデン大学医学部電子

す。顕微鏡の前身はレーベンフックというレンズ職人が

顕微鏡研究所に留学したときのものです。電子顕微鏡の

作り出したルーペ（写真3）であり、その歴史の深さを

技術そのものは日本で修得できたのですが、あえてオラ

肌で感じとることが出来ました。ライデン大学の講堂に

ンダへ留学したのは、もう一度学生になったつもりで

向かう螺旋階段の壁にはロンドンから留学していたチャ

（教える側から教わる側にもどり）外国語で学びたいと

ーチルやアメリカへ亡命する前のアインシュタイン等の

思ったからです。そのとき、夫1人と子ども3人を日本に

落書きが刻まれています。

残しての留学で、かなり勇気がいりましたが家族、周囲
の人たちを説得して出かけて行きました。オランダでの
研究テーマーは、肝類洞にある特殊な細胞群の構造と働
きについてでした。最初は肝臓の超薄切片を作ることか
らはじめたのですが、それがとても難しいかったことを
想い出します。

写真2

電子顕微鏡像（肝類洞内のクッパー細胞）

写真1 著者（1978）

さて、学ぶ立場からみると、講義の上手な先生、不真
面目な先生、高圧的に話をする先生などいることがわか
り、教える側は初心に返って講義や実験を担当すべきだ
と痛感した次第です。日本にいる子ども達とは手紙交換
を頻繁にしました。当時の国際電話料金は非常に高かっ
写真3

たので、みなさんの携帯電話のようにひんぱんにかける
ことが出来ず、長電話もできませんでした。

ルベンフックがつくった顕微鏡（著者撮影）

オランダにおける修士過程の院生の2年間は、3カ所の

写真（2）は肝臓の電子顕微鏡像です。上部（Lと示

研究室を回るそうです。1978年、私と同時期に一緒に電

した部分）が肝類洞ですが、ここは小腸から吸収された

子顕微鏡研究所にいたヤンヘーンも修士過程の時、3カ

栄養素や異物が含まれる静脈血の末端で肝実質細胞に接

所の研究室で教育を受けました。彼とはその後25年間交

している場所です。肝類洞にはクッパー細胞、内皮細胞、

流がつづき、2003年夏、家族（妻、息子）とともに来日

伊東細胞、ピット細胞が局在しています。この写真はク

しました。彼は肺癌の生化学的研究をした後、外科に席

ッパー細胞が異物（金粒子）を蓄積している様子を示し

を置き、外科手術チームの教育スタッフとして取材旅行

ていますが、異物が肝実質細胞へ入らないように防いで

に来たのです。ヨーロッパにおいて麻酔下で外科手術が

いる特殊装置の一例です。このように生体は必要な物質

行われる40年も前に、日本では華岡青洲がすでに乳癌の

のみを取り込み、一方、生体に馴染まない異物を取り除

手術を行っていま。和歌山県名手に華岡青洲記念館があ

（3）
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って資料が保存・陳列されています。華岡青洲はなぜ麻
酔術を公表しなかったのかヤンヘーンは疑問を持って記
念館を訪ねました。
さて、修士2年間を終了した後、試験に合格すると博
士候補者となり就職先を探すのですが、志望事項と教授
の要望が合致した場合に就職することができます。オラ
ンダの大学院教育の目的は幅広い視野を持った研究者を
育てることなのだと思いました。さらに博士号の取得は
社交界へのデビューを意味しますので、博士号取得の口
頭試問は高い教養が求められる厳しい試験だそうです。
写真4

電子顕微鏡研究所には外部からいろいろな専門家が出入

風車

りしていました。技術者、博士候補者、教授、助教授、

基本に据えた考え方は、人の健康状態は環境から影響を

修士の学生が加わり、プロジェクトチームを組みます。

受け、人体からの排泄物が再び環境へ戻り、土壌の微生

チーム内の議論は非常に活発で、アメリカやイギリスか

物によって分解されて循環されるという元素（物質）の

らの招待学者を交えて行われます。教授は立案と予算の

自然輪廻です。当時、食べ物に混入してきた人工的物

申請、報告書の作成を担当します。技術者は実験をする

質・産業廃棄物が環境にあふれ、それらは人体内で分解

ための方法について、それが可能なのかどうか率直に意

されないので、生体外異物が人体に入ってくる、いわゆ

見を述べ、たがいに意見を主張し合う対等な関係なので

る公害が大きな社会問題でした。人の食べ物は他の生物

す。修士の院生、博士候補者もこの議論の渦に巻き込ま

体だと認識することこそ栄養学を学ぶ意味だと思いま

れていきます。技術者のための学校もありますが、一般

す。人も含めて食べ物は自然環境の中で巡回し、人は地

にはまず大学へ入学し、入学後にたとえば技術者への道

球という宇宙船の生物圏に棲んでいる一員だからです。

を選ぶというふうに、早い時期に自分の進む方向を選択

食べ物は人体が消費する成分を補っていますが、その

できるようです。入学前の偏差値によって進路を決めて

成分とはタンパク質、糖質、脂質、ミネラル、ビタミン

しまう日本の教育システムは考え直すべきでしょう。

で栄養素と呼びます。ところが、食べ物の成分にはその

２）

ライデン

はもともと運河沿いの大学の研究室が街並

生物に特有の成分が含まれていますから、上記の5つの

みになり、人々がそこの市場に集まってきます。跳ね橋

成分以外の成分も含まれています。

も風車（写真4）もまだ残っています。近郊の農家で生

この関係を図１４）に示します。たとえば食物繊維は非栄

産された作物が車で運ばれ、その車がお店に早変わりで

養素の一つです。

す。消費者と生産者が互いに見える関係が何百年も続い
ているのです。冬、運河が凍ってしま
うと、スケートで運河を滑ってオラン
ダを一周することもできるのです。
かつて保健所に勤めていた頃の私は
地域の人々から質問されて何も答えら
れず、再び勉強しようと決心したこと
は食べ物についての知識を学ぶことで
した。その後、人体における消化吸収、
代謝についての関心が次から次へと深
まっていきました。人はいろいろな種
類の食べ物を食べ、それらが体内で代
謝され巧妙に調節されながら健康を維
持しています。そこで、食べ物と健康
状態との関係についてさらに研究を進
めるようになりました。「保健栄養学」
図1 食物中の成分

という本３）を夫と共著で出版した時に

（4）
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食物繊維の研究について、私は1980年代からかかわっ

した。会社の上層部によって抑えられたようです。その

ていて、現在ではメインテーマーとなっています。以前

医師も科学者ですから厚生省に事実を報告し、後日、研

ソルビトールの代謝について研究していましたので、こ

究班が組まれることになります。私が講義で聴いたのは、

れは自然の成り行きでした。食物繊維のみならず、オリ

ある先生は猫が示した神経症状について詳しく説明さ

ゴ糖などの生理効果についてもいろいろと実験していま

れ、他方の先生は『別の病気であるのに、漁民は会社の

す。ある種の食物繊維は便秘の予防に関与しています。

責任にしようとしている』と強調されました。受精卵が

食べたものが腸内に長く留まると腸内細菌叢のバランス

子宮に着床して、胎児のごく初期に発達するのが神経系

がくずれ、悪玉菌が優勢になりやすく、便の色、におい、

です。会社の工場から水俣湾へ排出されていたのは無機

硬さが変わってきます。偏食のために野菜不足の人のお

水銀です。この害はむしろ少ないといわれていますが、

ならが臭いのは、動物性タンパク質が分解されてできる

生物体内で代謝されて有機水銀になります。まず水俣湾

スカトールの臭いによるものです。穀類、大豆や野菜を

のプランクトンに無機水銀が取り込まれ、それを小さな

多く食べていれば便秘も解消されるでしょう。一般的に

魚が食べて有機水銀に変化させ、それをさらに大きな魚

食物繊維の働きは、有害物質が食物に混入しても、その

が食べるという食物連鎖によって、ついに人体へ取り込

吸収を妨げて体外へ排出してしまうことです。そのほか

まれたのです。人を含めこれらの生物は有機水銀を無毒

食物繊維にはまだわかっていない働きがあります。

にする能力をもっていないので、人体へ魚とともに入っ

人体にとって難分解性の有機化合物は有害なので、本

てきた有機水銀はそのまま蓄積されます。工場側の医師

来ならば毒性については小動物を使って実験を行い、そ

が水俣湾の魚を食べた猫が神経症状を示したと発信した

の結果から判断するのが常道ですが、残念なことに、日

時に、その原因を追及しなかったことが問題です。事態

本ではいきなり人体実験になってしまったのです。また、

の悪化に歯止めをかけることができず、現在でも水俣病

水銀、カドミウム、亜鉛などの無機有害化合物による中

の問題は尾を引きつづけています。あの時に反省してい

毒も起こってしまいました。世界ではじめてこれら中毒

れば、他国で工場排水を垂れ流すようなことはしていな

犠牲者を出してしまったのですから、それらのデータを

いはずなのに。研究成果を評価するときは単眼的であっ

直ちに他国にも公表すべきでした。実際は公表するどこ

てはいけません。いろいろな角度から評価して、その影

ろかデータを隠蔽し、同じことが東南アジアでも起こし

響がどうなるのかを考える必要があります。もちろん、

ています。企業が利益を得るために、日本ではできない

賛成の人も反対の立場の人も議論できることが必須条件

からといって他国へ公害を持ち込むとは 科学者の良心

です。そうすれば問題発生の比較的早い段階で問題を解

が痛みます。私は東大在学中、公衆衛生学の講義で水俣

決するための方策を見いだすことができると思います。

病の原因は有機水銀による可能性があると知りました。

そのようにしなかった結果が公害問題です。

学者の中には政府見解寄りの方と反対の方がいます。公

将来、栄養学の分野でも難分解性有機化合物や有害無

衆衛生学の時間に双方の先生をそれぞれにお招きして、

機化合物についての研究が進むでしょうが、しかし、放

講義を聴きました。水俣湾に某会社から工場排水（無機

射性元素が環境へ拡散されてしまったときには、対処す

水銀を含む）が流されたために、湾に棲むプランクトン

る方策が全くありません。放射性元素で食物が汚染され

が水銀に汚染され、そのプランクトンを小さい魚が食べ、

たとき、チェルノブリ原子炉の事故の時のように国境を

より大きな魚がそれを食べ、大きい魚を漁師やその家族

越えて放射能汚染が拡散します。その汚染規模の大きさ

が食べました。都会の人よりも漁港近くに住んでいる

も想像を絶します。水俣湾の魚の汚染の場合は日本の中

人々は沢山の魚を食べました。このようにして水俣病が

できちんと監視体制を確立し、狂牛病の場合も追跡調査

発生したのです。私はある写真展で、胎児性水俣病の娘

することが可能です。ところが放射能汚染は国際規模で

さん（当時18歳ぐらい）がお母さんに抱かれてお風呂に

調べなければならず、また、どのぐらい年数をかけて調

入れてもらっている姿を見たとき、上記の講義内容を想

べればよいのかわかりません。空気中、土壌中、海水中

い出しました。水俣湾へ水銀を排出していた会社の診療

すべてが放射能で汚染されるからです。食べ物は「いの

所の医師が猫を使って実験していました。猫に水俣湾以

ち」そのものであることを忘れてはなりません。その理

外で捕れた魚をたべさせても何の異常もみられないの

由は食物連鎖によるネットがはりめぐらされていて、自

に、水俣湾の魚をたべさせると猫は酔っぱらいのような

然界の汚染物質は究極的に人体に最高濃度で集積するか

症状を示し、おそらく小脳が障害をうけたものと示唆さ

らです。

れました。しかし、この事実は外部に公表されませんで

（5）

日本食物繊維学会は1996年研究会として設立され、
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2004年学会に発展しました。1997年第2回学術集会は私

狂牛病の話をしました。その時、ダンベル体操で有名な

が集会長となり大阪市立大学で開催しました。食物繊維

鈴木正成先生をお招きして、ご講演の後、実演ニギニギ

の定義と分類は各国でまちまちなので、2002年日本の見

体操を指導してもらいました。玄米を中に入れたお手玉

５）

解を世界へ向かって次のように発信しました｛図2｝ 。

（ダンベルの替わりに）を持って体操をし、高齢者の体

食物繊維についてのみならず、健康と栄養学についての

力を考慮して(1) ダンベルを持つよりも玄米入りのお手

市民講座も多く引き受けました。どの会場でも眼を輝か

玉をつかむという運動と、(2) 同時に玄米を搗くことを

せて聴いてくれたのは妊婦の方で、水俣病の話などをし

参加者の市民、学生が体験しましたが、ほどよく汗を流

ますと、真剣に集中して聴き入ってくれるのが伝わって

したあとのすがすがしい笑顔で会場が包まれました。

きました。妊婦（妻）のみならず、男性（夫）も健康状

国際学会など海外へ行ったときにはできるだけ外国人

態と食物との関係をもっと深く理解して欲しいと私は願

と隣り合わせに席をとるのがいいと思います。2001年8

っております。赤ちゃんの誕生とその子を丈夫に育てる

月国際栄養学会議へ参加したとき、懇親会がウイーンの

ため、とても重要なことだからです。

森のレストランで行われ、そこでイランから来た公衆衛

大学を卒業して20年ほど経ってから、栄養についての

生学の研究者（教授、助教授、講師、博士課程の院生）

知識を本やいろいろな記事を書いて人々に伝えられるよ

と同じテーブルに座りました。教授は男性でしたが、そ

うになりました。生活科学の分野では生活現象をよく観

の外は女性でみんな黒いベールをまとっていました。教

察することが大事だと思います。生活現象の中で問題点

授がレストランの方に『これはなんですか？』とたずね、

が提起されてとき、そのことの因果関係を考えるような

「豚肉です」と聞いたとたんに、それまで美味しい美味

テーマーを地道に研究を続けていると、解決策が見つか

しいといって食べていた豚肉を全く口にしなくなりまし

るのではないでしょうか？

た。それは宗教上の理由であることは知っていましたが、
この光景を目の前でみたときは驚きま
した。ともあれ食事が進むにつれて私
たちはお互いの国のいろいろなことを
話しました。日本映画の「おしん」に
非常な関心をもっていることがわかり
ました。
ザルツブルグへ音楽を聴きに行く途
中、遊んでいる子どもにカメラを向け
ると嬉しがって寄ってきました。どこ
でも子どもは素晴らしい外交官だと感
心しました（写真５）。

図2 食物繊維の分類

４

定年退官後が楽しい

これまで私の研究は基礎的なものが主でした。すなわ
ち、食べ物が体内で変化する過程を知る目的で動物実験
をしてきました。しかし最近は人を対象として、もちろ
ん対象者の同意書を得た上で、栄養学の研究を進めてお

写真5

ザルツブルグの子供

ります。
また、福岡女子大学でも『食生活は今−すこやかに生

ブタペストを訪れたとき、親日家のガイドが話してく

きるための食環境−』と題して公開講座を開催し、私は

れたのですが、日本に対してまだまだ過去の複雑な国際

（6）

片山：私と栄養学
感情があるようでした。
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り聞いたりする人々の生活、風習、自然環境に接すると

2000年5月に国際食物繊維学会がアイルランドのダブ

き、それまでに知らなかった多くのことを学ぶ喜びがあ

リンで開催され出席しました。食物繊維の分類の仕方が

ります。好奇心を持って旅をすると、ものの考え方を柔

ヨーロッパとアメリカとの間で少し違っているので、両

軟にする不思議な力があります。

者の橋渡しをしようとアイルランドの厚生大臣がこの学

みなさんに伝えたい科学者の心得について、私は本誌

会に出てきて、自ら伝統のタップダンスを踊って見せて

に「健全な食・健康科学を育成する努力を」という総説

くれました。東海岸のダブリンから西海岸へ列車で行き、

6）

を書いていますので読んでいただければ幸甚です。

離島へ渡りました。この島のアランセーター（手編み）
は世界中でよく知られています。原住民はキルト文化を
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