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自然を基調にした健康づくりの情報誌

食事がどれほど私たちの心身に影響するか、それは我々の認識以上
である。
オ メ ガ ３ は、 こ れ まで う つ病、ガ ン、 心臓病、 そ の他あ ら ゆる疾 患
の改善を助け、記憶力向上などにも役立つ食品として知られてきた。
加えて東京都神経医療研究センター関口室長らの研究チームが今年
5 月 に 発 表 し た 研 究 は 実に興 味 深い。亜 麻 仁、えご ま、 青魚な どが 多
く含む「オメガ３系脂肪酸」の割合が多い食事には、恐怖や苦痛を伴
う記憶を緩和する効果もあることがマウスの実験でわかったという。
同 実 験 で は、 マ ウ ス を 二 群（ 各 匹 ）に 分 け、 第 一 群 に は オ メ ガ3 系
とオメガ6系の割合が１対７～８にした餌を、第二群には１対１の餌
を６週間与えた。その後、一匹ずつ取り出し恐怖で動けなくなる程度
の電気ショック（1秒）を与えた後ケージに戻した。その結果、前者の
匹が動き出すまでに平均 秒かかったのに対し、オメガ３の割合が多
い群は、平均 秒で、ほぼ2倍の回復力であった。研究班は恐怖記憶に
関するマウスの脳の扁桃体を調べ、オメガ３が働くメカニズムを明らか
にした。オメガ３は扁桃体の神経細胞を覆う細胞膜に取り込まれ、コ
レステロールを追い出す。すると神経細胞の過剰な興奮を抑える機能
が高まり恐怖記憶が抑制されるというのだ。この研究から関口氏は「オ
メガ3脂肪酸を多く含む食品を摂り、血液中にオメガ３系の割合を増や
すことで、不安障害の発症を抑えられるかもしれない」と述べている。
この説を支持するかのように、食生活が心身に与える影響について
詳しい名古屋市立大教授（精神腫瘍学）明智龍男氏は「オメガ３系が豊
富な食事をしているガン患者は病名告知後、うつ病の発症が少ない傾
向がみられ、今回の結果と矛盾しない」と明言している。海外の研究
ではうつ病患者の血液中にはオメガ３の蓄積量が有意に低く、オメガ
６ の 比 率 は 有 意 に 高 か っ た こ と が 指 摘 さ れ て い る。（ ※ ）又、 世 紀 以
降のうつ病の増加はオメガ6脂肪酸を多く含む植物油の摂取増加量に
比例しているという。
オ メ ガ ６ を 多 く 含 む 油 は、 紅 花 油 や 菜 種 油、 大 豆 油、 コ ー ン 油 な
どである。健康志向者は、動物性脂肪よりは植物油を選んできたが、
近年の研究ではこれらの油でさえ多く摂るのは得策ではないことが
解ってきた。関口氏は、
「オメガ３を多く含む食品を十分摂っ
ても植物油で揚げたスナック菓子などを１袋食べると、オメ
ガ３の効果は無くなる」とも述べている。食物が脳や身体の
機能を向上させるのであれば、食品選びも期待に満ちて楽し
いではないか。亜麻仁やエゴマ、くるみなどをもっと意識し
て食卓に用意してみよう。
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巻頭言
オメガ3脂肪酸―不安や恐怖心への助け
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3６年来のうつ病からの解放！
沖縄 60代女性
働きずくめ
うつ病になったわけを振り
返ってみました。子供の頃は何
も考えず、親の言うままに働き
続けました。幼いながら米軍家
族に雇われて、川から水を運ん
でその家の庭にあるドラム缶
いっぱいに水を満たすと10円
貰えました。そしてそのお金は
親に渡します。小さい時から毎
日毎日働きずくめでした。高校
卒業後、就職のため上京しまし
たが、上京してからも自分をす
り減らす程に働き続けました。
仕事を終えた夕方からは幼稚園
教諭と保育士の資格を取ろうと
専門学校に通い、休日には音楽
学校にも通っていました。

うつ病発症
そうした日々を過ごし、30
歳になった頃、とうとううつ病
になり入院となりました。カウ
ンセラーは、「あなたは相当疲
れています。十分に休むべきで
す」と私にいいます。休むべ
きって・・・こんなに、毎日
ベッドに寝ているのだからもう
十分に休んでいるのに・・と
思っていました。この頃は、自
分が疲れていることさえも気づ
かないまま働き、学び続けてい
たようです。

25年もの暗闇の日々
当時はうつ病にもまだまだ
理解が得られない時代でしたか
ら、里の家族にも、「キチガイ
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が家族に出た」と恐れられ遠ざ
けられた感じでした。実際、何
もやる気が起きず、ただ、ベッ
ドに横たわるばかりの毎日でし
た。「こんな人生なら死んだ方
が楽だ、いっそ死んでしまお
う」と思ったことは何度もあり
ました。病気から抜け出したい
と思いながらも、癒される望み
が現実になるのは、まだまだ遠
い先にあるようで、希望が持て
ないまま25年も入退院を繰り
返しながらうつむいて過ごして
きました。

ハーブが病状改善
のきっかけ
ところが、こういう自分に
も好転の機が与えられました。
この頃、長年親しくしてくれて
いた友人が、うつ症状に良い
ハーブがあるといって贈ってく
れました。それは、「バレリア
ン」と「聖ヨハネ草」という
ハーブでした。それを煎じて飲
み始めると、とにかく良く眠れ
るようになりました。ハーブを
毎日飲むようになってからは、
日に日にエネルギーが湧いてく
るのが感じられました。そ
れと同時に心の
苦しさ
が少し
ずつ楽
になっ
てきたの
です。12
年前には
やや小康
を得て、

親の元から離れ、思い切ってア
パートを借りて一人暮らしを始
めました。週１回来て下さるヘ
ルパーさんにお世話になりなが
ら、何とか一人暮らしができる
状態でした。

家事も出来る！
ハーブを飲み始めてから
は、食事作りも洗濯も自分でで
きるようになりました。ヘル
パーさんも、わたくしが着実に
良くなっているのを見て「この
頃はどんどん、良くなっていろ
んなことができるようになって
いるねぇ。そのうち私は失業す
るんじゃないかしら」などと冗
談を言っていた程です。私自身
の考え方も前向きになってきま
した。それまでは、うらみつら
みの毎日でしたから、しばしば
心に怒りや憎しみが湧いていま
した。

完全菜食の食事が
良かった！

\Voice/こんな体験

しました

わたくしは子供のころから
あまり丈夫ではなかったので、
健康には大変関心がありまし
た。玄米菜食の良さも知っては
いましたが、うつ病で入院する
ようになってからは、ごく普通
の食事をせざるを得ませんでし
た。しかし、自分で食事を作れ
るようになってからは、姉の勧
めもあって玄米を炊き、菜食に
してみました。野菜はできるだ
け旬のものを使い、油はほとん
ど使わないで調理しています。
菜食に切り替えてから今年で
10年になりました。６年ほど
前から病院で体重測定をするよ
うになり、最も太っていた時期
から、今では30キロも減量で
きています。減量によって体調
がずっと良くなりました。ま
た、膝の痛みも取れて運動もし
やすくなりました。
わたくしがお世話になって
いる精神科の病院には「ダイ
エットクラブ」といって、通院
している患者さんの体重管理や
食事の指導をしてくれる部門が
あります。毎週そこに通って、
１週間自分が食べた物と運動を
どれくらいしたかなどを記録し
たものを持っていき、そして体
重を測定します。「ダイエット
クラブ」で指導している管理栄
養士さんは、わたくしの体重が
毎回減っているので、「あなた
はどんな食事をしているのです
か？」と尋ねてこられました。
この栄養士さんもかなり太って
おられたから、わたくしの減量
には大変関心を持ったのでしょ
う。そこで、自分がしている食
事法を話しましたら、この栄養
士さんも玄米菜食の食事に切り
替えました。

すべてを前向きに
とらえる―完治も
間もなく！
最近では落ち込むというこ
とがほとんど無くなり、毎日お
だやかな気持ちで過ごせていま
す。自分のこれまでの境遇も
日々の様々な出来事も、すべて
前向きにとらえることができる
ようになりました。いろいろな
ことがすべて感謝に思えて明る
く過ごせます。兄弟や親との関
係も増々良くなってきました。
主治医も最近、「もう、あなた
のうつ病はほとんど完治です
ね」と言って下さいました。発
病から36年、この間、「ずっ
とこのままで人生が終わってし
まうのではないか」と沈んでし
まうこともしょっちゅうでし
た。でも心の底では、「いつか
はきっと良くなる、ならなく
ちゃ」と思っていました。そし
て7年前にハーブと出会ったこ
とがきっかけとなり、食事改
革、減量、主治医の温かい応援
の言葉、これらすべてが影響を
及ぼし合ってここまで回復する
ことができたのだと思っていま
す。

周囲の温かい人々
によって
暗く長かった人生ですが、
そのトンネルから抜け出て、今
は明るくて広い世界に生き始め
たという感じがします。このよ
うな自分に主治医は長年本当に
よく付き合って下さったと思い
ます。カウンセラーの先生とは
もう23年間のお付き合いで

す。この先生はとても器が大き
い先生です。ある時の面談中
に、私は怒っていきなり彼の顔
に杖を投げつけたことが２度も
ありましたが、彼は平静に「大
丈夫だよ」と言って怒りを受け
止めてくれました。妹はこれま
でずっと電話で様子を伺ってく
れ、私が不調の時には買い物
を、食事が作れないときには美
味しい食事を運んでくれるな
ど、私を支え続けてくれまし
た。3年前からはキリスト教会
に通うようになり神様の愛を知
りました。それ以来、心に抱き
続けていた恨みや憎しみは不思
議となくなりました。また、自
分が病気になったのはあの人の
せい、この人のせいと長年思っ
ていたのですが、結局はこれま
での自分の数々の選択の積み重
ねによって病気を招いたのだと
いうことを悟らせていただきま
した。

感謝の日々
こんなに晴れ晴れとした
日々が自分にもやってきたこと
に、今心から感謝しています。
週に１回は市場に行って新鮮な
野菜や果物など、食材を選んで
買って来るのも楽しみになって
います。また毎週、温かい作り
たてのお豆腐を買えるところが
あって、そこのお店に行くこと
も楽しみのひとつです。人の人
生って、いつまでも同じではな
く好転する時もあるものだとつ
くづく思います。療養中の方々
がおられましたらどうか回復の
希望を抱きながら療養していた
だきたいと思います。
(2014年６月記）
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以下の号は、在庫がなくなりました。
創刊号、2号、4号、5号、7号、8号、13号、19
号、22号、25～53号、57号

3号
食生活で慢性病の治療と予防
関節リウマチの回復
リポート 関節痛の改善
食情報 ビタミンB群が神経に及ぼす作用
こころ・からだ 感情抑圧と免疫機能低下 他

6号
水分が健康年齢を決める
免疫機能を向上させる栄養の摂り方
リポート 生食でガン快癒
こころ・からだ 免疫機能とこころ

9号
ちょっとスピードが出すぎです
（節制）
温熱療法のサイクル・日課例・ハーブ 他
蛋白質神話（2）

10号
空気／高血圧の予防と改善／蛋白質神話（3）
こころ・からだ 健康法、同調か自立か
発芽玄米情報

ハーブ：ゴールデンシール
マーガリンやショートニングはなぜ有害か？

24号
信頼／偏頭痛の解消
魚の事実（6）汚染魚と子供への影響他
ハーブ：聖ヨハネ草／命を救ったチャコール湿布

54号
家庭でできる自然療法 甲状腺疾患の回復
ハーブとあなたの健康 ペパーミント
生ジュースで活き活きライフ 胃潰瘍など消化
器系の疾患
母と子にやさしい自然なお産のススメ
（4）

55号
パーキンソン氏病の改善
ハーブとあなたの健康 スカルキャップ
生ジュースで活き活きライフ 胸焼けのために
母と子にやさしい自然なお産のススメ
（5）

56号
休息指令－天来の声に素直に従おう
腎臓疾患の予防と回復／ハーブ：コンフリー
生ジュース情報：泌尿器系のトラブルに
母と子にやさしい自然なお産のススメ
（6）

11号
休息は活動の源／心臓病の予防と改善
心臓病と蛋白質－植物性か動物性か
薬物の功罪（1）
こころ・からだ 笑い、
あなたも探してみませんか

12号
信頼 生きる力 愛／胆石症の予防と回復法
植物性蛋白質の利点
薬物の功罪（2）抗生物質の副作用
こころ・からだ 痛みのコントロール

14号
サプリメント
（1）／疲労の回復（1）
牛乳（2）／薬草学の基本論（1）
こころ・からだ わたしがわたしであること

15号
サプリメント
（2）／疲労の回復（2）／牛乳（3）
薬草学の基本論（2）風邪・インフルエンザによく
効くハーブ／特別記事優れた強壮剤－冷水浴

16号
運動の効果は多大／白内障の予防と改善
牛乳（4）牛乳汚染
薬草学の基本論
（3）
眼疾患全般によく効くハーブ
健康的なライフスタイル－自分を尊び他者を尊ぶ

17号
生活の質向上をもたらす運動
アルコールの害／牛乳（5）牛乳と抗生物質
ハーブ：
「中毒」からの離脱法
こころ・からだ 脳の器質障害

18号
水－百薬にまさる水の効果
痛風の予防と回復
牛乳（6）牛乳界のアピール
関節炎、痛風、
リウマチなどによく効くハーブ
こころ・からだ 病気の意味

20号
節制「ほどほどに」
という言葉の落とし穴
ストレス
魚の事実（2）
オメガ3脂肪酸は植物からも
ハーブ：チャパラル
こころ・からだ 天然賛歌

21号
空気－マイナスイオンを帯びた空気
更年期障害の改善
魚の事実（3）魚のオメガ3脂肪酸
ハーブ： 婦人科疾患に効くブラックコホッシュ
こころ・からだ 助けるのはうれしい

23号
休息（2）週に1回の休息・身体の生理的リズム
は7日サイクル
肥満の予防と解消・最も健康的な減量法
魚の事実（5）魚などの汚染物質が胎児に悪影響

2,800円（税、送料込）

57号
インフルエンザ－世界が模索するソリューション
うつ病からの脱出(1) 素朴で確かな回復法
インフルエンザ対処法
生ジュース情報：ジュース療法での改善例
母と子にやさしい自然なお産のススメ
（7）

58号
与えて受けるハッピーメーカー
連載 うつ病からの脱出(2) 素朴で確かな回復法
肝臓疾患の対処法
母と子にやさしい自然なお産のススメ
（8）

59号
世界一の名医を友とする幸い
うつ病からの脱出（3）栄養及び毒素からの影響
潰瘍性大腸炎
母と子にやさしい自然なお産のススメ
（9）

60号
世界は目覚めてベジタリアンに
うつ病からの脱出（4）
うつ病を招く社会的要因
腰痛／間食を止めてさらにエネルギッシュに！

61号
日光と運動－うつ病を癒す効果は医師たちをも動かす
連載 うつ病からの脱出（5）
うつ病の食事療法
脳卒中／ハーブが活躍！ ナチュラルな虫除け対策
自然派貴族への優雅な贈り物－ユーカリオイル

62号
夢達成に大きな助け―卵乳なしの完全菜食
うつ病からの脱出（６）
うつ病回復に役立つ生
活習慣①／膀胱炎／うつ病回復の体験

63号
大切にしよう！ 人体に備わった防衛機構
うつ病からの脱出（７）回復に役立つ生活習慣
②気管支拡張症／完全菜食―お勧めレストラン

64号
もっと活かそう唾液の力
うつ病からの脱出（8）回復に役立つハーブ
夜尿症、
アフタ性潰瘍
電磁波に気をつけて／食べ物でつくる抗生物質

65号
社会の平和は食卓から
連載 うつ病からの脱出（9）
ストレスと不安
アフタ性潰瘍、食べ過ぎを防ぐ
現代人に欠けている栄養－オメガ3脂肪酸（1）

66号
こんな物が欲しかった きっと思える活性炭
うつ病からの脱出（10）
ストレスに前向きに取り
組もう
コレステロールの管理
放射性物質の除去に活性炭を

ご購読、バックナンバーのお申し込みは

67号

バックナンバー１部

あなたも救命士 勇気ある一歩を踏み出そう
うつ病からの脱出 回復の20週間プログラム
コレステロールの管理（2）
現代人に欠けている栄養－オメガ3脂肪酸（2）

68号
夏こそ好機ー発汗作用で体内浄化
牛乳信仰の崩壊（１）酪農、乳業界の幅広い作戦
乳ガンの予防と回復 （その１）
統合失調症に朗報／病気ON、回復ONのスイ
ッチが働くとき

69号
大切な心には優しい天然薬を
牛乳がもたらす厄介な問題と母乳の利点
乳がんの予防と回復 （その２）
美味しくてヘルシーなアイスクリーム
完全菜食で家族中の健康改善 他

70号

430円（税、送料込）

連載 野菜はちから⑧ ジャガイモパワー
体験記 ジュース断食の爽快感

81号
愛と遺伝子③
膠原病 全身性エリテマトーデスの予防と治療
連載 野菜は力⑨ カリフラワーパワー
トピックス プラシーボ効果を期待しよう！
体験記 若い母親がガンにとどめをさしたもの

82号
愛と遺伝子④
特集 チャコールの広範囲な利用法①
喘息の予防と治療法①
連載 野菜は力⑩ ブロッコリーパワー

83号
チャコール：弱き人類のための強き助け
愛と遺伝子⑤ ストレスへの対処
喘息の予防と治療法②
チャコール利用の体験集
野菜は力⑪：ニンジンーパワー

ガンの予防と回復（その１）ー先決は体内浄化
牛乳信仰の崩壊
（3）
牛乳がもたらすさまざまな病気
家庭でできる自然療法 乳ガンの予防と回復
84号
（その３）
「与える幸せ」
と
「受ける幸せ」
－免疫力に与える
ガンー私はこのようにして回復しました！
影響
71号
愛と遺伝子⑥ 免疫力を高める方法（その１）
牛乳信仰の崩壊（４）牛乳に含まれるもの
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の予防と治療
ガンの予防と回復（その２）
ADHDからの回復体験
ガンー私はこのようにして回復しました！
（３）
連載 野菜は力⑫トマトパワー

72号
糖尿病 回復への道（１）糖尿病を理解する
家庭でできる自然療法 ガンの予防と回復
（その３）
ガンー私はこのようにして回復しました！
（４）

73号
新シリーズ：糖尿病 回復への道（2）薬を使わ
ないで治そう
家庭でできる自然療法 ガンの予防と回復 （
その４・最終回）
ガンー私はこのようにして回復しました！
（４）

74号
糖尿病 回復への道（３）砂糖の危険
家庭でできる自然療法 腎臓病（１）
トピクス ガン幹細胞と化学治療

75 号
コレステロール値―あなたは何で下げますか？
糖尿病 改善に役立つ食事法
家庭でできる自然療法 腎臓病② 食事法
新連載 いつまでも若くて～親しい人間関係

76 号
若さを保つ新鮮な食物
糖尿病 回復への道（5）壊疽の予防と改善
家庭でできる自然療法 胃潰瘍①
いつまでも若くて～成長ホルモン

77号
健康づくりに賢明な食品選びを
静脈瘤の予防と回復
家庭でできる自然療法 胃潰瘍 ②
新連載 いつまでも若くて～生きがい
家庭で出来るゴマバター 他

78号
運動と菜食習慣が生み出すみなぎる力
家庭でできる自然療法 高血圧
トピクス 許せるお砂糖はどれ？
連載 いつまでも若くて～（4） 結婚生活
体験：花粉症の改善 他

79号
最も大いなるものーそれは愛 愛と遺伝子①
連載 いつまでも若くて～（５） カロリー制限
母親の胸の中で蘇生した未熟児
体験：重症の高血圧改善、
アトピー性皮膚炎の改善

80号
愛と遺伝子 ②
子宮内膜症の予防と治療
連載 いつまでも若くて～（６）祈ることは心に
平安をもたらす

85号
オメガ3脂肪酸―不安と恐怖心への助け
ニュースタート健康法の底力（１）
・
「栄養」
連載⑦ 体内でなされる遺伝子への働きかけ
と真の癒し
オメガ3脂肪酸についてもっと知ろう
（１）
新連載 アレルギーを良く理解しよう①
体験記：うつ病からの脱出
野菜は力⑬ モロヘイヤ

86号
ニュースタート健康法の底力（２）
・運動
アレルギーを良く理解しよう②
新鮮生ジュースで活き活きライフ
（１）
オメガ3を良く知ろう
（２）
体験記：前立腺ガンからの快癒
野菜は力⑭ オクラパワー

87号
ニュースタート健康法の底力（３）
・水
アレルギーを良く理解しよう③
新鮮生ジュースで活き活きライフ
（２）
新連載 美容と健康の基本のキ①
体験記：うつ病回復記
野菜は力⑮ 小豆パワー

88号
ニュースタート健康法の底力（４）日光、
（５）節制
アレルギーを良く理解しよう④
美容と健康の基本のキ②
トピックス：
「座りっぱなし」による心身への影響
体験記：チャコール湿布で腫瘍縮小
新鮮ジュースで活き活きライフ
（３）
野菜はちから16 春菊パワー

89号
ニュースタート健康法の底力⑤ 空気
アレルギーを良く理解しよう 回転食⑤
美容と健康の基本のキ③ジュース断食と体内浄化
トピック：塩素の怖さは想像以上！
野菜はちから 大根パワー
新鮮ジュースで～④アスパラガス
体験記：完全菜食でガンの勢い沈下

90号
ニュースタート健康法の底力⑥休息
アレルギーを良く理解しよう
（６）
自然療法で乳ガン改善
野菜はちから カボチャパワー
トピクス：命を救った抱擁―オキシトシンの
偉大な力
クッキング：ノンオイルのパイ皮と豆腐キッシュ

FAX： 0495-71-6462 Ｅメール:： nkk@kenkou-8.org

またはこちらのページから→ http://www.kempo-shop.com/shopbrand/026/003/X/
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ドナルド・ミラー医博の
来日イベントのお知らせ
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※のイベントは、あらかじめお申込が必要です。

8月開催日 会場

開催時間

演題

連絡先

8/15（金） SDA焼津集会所

14:00～16:00 「思考と行動に影響を及ぼす生活習慣」

8/16（土） SDA焼津集会所

14:00～16:00 「放射性物質から身を守る」

8/17（日） SDA焼津集会所

9:00～11:00 「なぜ、自然療法なのか？」

8/17（日） 美徳杜 (山梨県) 17:00～19:00 「健康の鍵は食生活にある！」

054-641-6939

0555-72-9221  

8/18（月） 美徳杜 (山梨県) 10:30～12:30 「子供の思考と行動は食生活にある！」
※8/24(日)～8/28(木)三育学院大学（千葉県）ユーチパインズ日本校10期生１年次

0495-74-0232

※8/31(日)～9/4(木) 三育学院大学（千葉県）ユーチパインズ日本校９期生２年次

0495-74-0232

9月開催日 会場

開催時間

演題

連絡先

9/5（金）

広島三育学院高校 夕方

「菜食が与える体力と頭脳の力」（高校生）

9/6（土）

広島三育学院教会 安息日礼拝 11:00～12:00 （ドナルド・ミラー氏）

9/6（土）

広島三育学院教会 午後

「驚異の菜食パワー」（一般公開）

9/7（日）

広島三育学院高校

「思考と行動に影響を及ぼす食事と生活習慣」（中高生）

0847-33-0311

9/14（日） 森の保育園(東京都大田区)10:00～12:00「子供の心と体を健やかに育てる栄養学」 03-3754-2525
9/16（火）～9/18（木）三育看護学科 補完療法講義

  

※9/21（日）～9/25（木）ユーチパインズ日本校８期生３年次

0495-74-0232

※9/28（日）～10/2（木）国立女性教育会館（埼玉県）明日への希望（療養中の方のためのプログラム）

10月開催日 会場

開催時間

演題

連絡先

10/4（土） SDA多摩永山教会(東京都多摩市) 「最後まで自分らしく生きるための生活習慣」 042-371-0978
10/5（日） 白才むら（群馬県安中市）10:00～12:00 「８人の医師」

027-385-5963

   14:00～16:00 「ガンの予防と改善」
10/10（金） 白才むら（群馬県安中市）16:00～18 :00「ライフスタイルの諸原則」
10/11（土） 白才むら（群馬県安中市）14:00～16:00 「放射性物質から身を守る」
10/12（日） 白才むら（群馬県安中市）10:00～12:00 「驚異の菜食パワー」
※10/19（日）原宿料理教室：原宿クリスチャンセンター「節制・信頼ーこころ・からだ」
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● 本誌のテーマは自然を基調にした健康づくりです。その立場か
ら、生理学・病理学を土台にした病気の予防と回復に役立つ医学
情報を伝えることを指針とします。掲載する内容はすべて医学的
実証およびデータに裏付けられた確かな情報のみとし、また同指
針を共有する研究者及び著者の記事のみを扱うものとします。
● 本誌は西洋医学や医薬を否定するものではなく、それらに替わる
療法がある場合には、いずれかより良い方法を選択していただけ
るよう情報を発信しているものです。
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