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ネコの
かんぽ

わたし

根菜類の煮物
れんこん／
にんじん／ごぼう

冬が旬の根菜類は体を温め
てくれます。冷えのために働
きが衰えた腎を強化します。

注 食
材目

日本の知恵、和食。
今年の冬は食養生でアンチエイジング！

一汁三菜（1種類の汁物と3種類の菜）を基本と
する和食のスタイルは、栄養バランスに優れてい
る理想的な料理といわれています。特別手の込
んだ料理でもなければ珍しい料理でもない、旬
の素材を生かしたシンプルな和え物や煮物。こ
の組み合わせに、先人たちの知恵や食べ物の効
能を生かした薬膳の理論が生きています。日本
人が昔から食べてきた「和食」は未病の段階で病
気を防ぐ健康食です。
たとえば、冬の和食の代表、おせち料理には、
昆布巻き、田作り、黒豆煮、たたきごぼうなどの
色の黒い食材が取り入れられています。冬に弱っ
た腎を補うよう工夫されているのですね。

北里大学
東洋医学総合研究所って？
日本で最初の漢方医学の総合的な研究機関

として1972年に設立されました。
患者さま一人一人に、

オーダーメイドの漢方治療・鍼灸治療を
提供しております。

文部科学省・科学技術振興機構による
「革新的イノベーション創出
プログラム（COI STREAM）」 の

取り組みの1つです。

未病制御システムの
確立を目指しています！

みびょう

食養生って？
食養生とは、どのように食するのが
健康維持に良いのかという
先人たちの知恵です。

また、身近な食材の性質や働きを
知るとともに、自分の体質・体調を

知ることでもあります。

隠れ
てるぼ

くを

見つ
けて
ね！

かんぽう  と  わたし

北里大学東洋医学総合研究所

かんぽう
と

わたし

日本
で育
った！

vol.12　漢方のある暮らし ～冬の食養生～
漢方
って

すご
いね！

漢方について
漢方医学は、

誰もが本来もっている「自然治癒力」をうまく引き出すことで、

こころとからだの全体のバランスを整えます。

女性や子供、高齢者にとっても親和性が高く、

普段の暮らしに取り入れることで、

体質改善などの効果も期待できます。

正しい知識を身につけて、

漢方をもっと身近に感じませんか？

2021.01.01 発行

年齢を重ねるにつれて、様々な症状でお困りではないですか？
ものわすれ、耳鳴り、聴力低下、肌が乾燥する、皮膚のかゆみ、足のむくみ、頻尿、
膝痛、腰痛、手足がしびれる、骨がもろくなる…。
その症状、もしかしたら「腎虚（じんきょ）」のせいかもしれません。
東洋医学では、腎は生命活動のエネルギーを貯蔵する臓器と考えられ、腎の機能が
衰えてきている「腎虚」を老化のサインとも考えます。冬は腎の働きが弱くなり、やる
気や元気がなくなりやすい季節です。
今年の冬は、食養生で腎をいたわり、アンチエイジングしてみませんか？

腎虚って何？
「腎虚」とは、腎に蓄えられている「先
天（せんてん）の気」が不足している状
態をいいます。「先天の気」とは、生ま
れながらにもっている「気」で、生まれ
た時点で総量が決まっており、年齢を
経るごとに減少し、生活習慣の乱れや
ストレスによってもすり減っていきま
す。私たちは、「先天の気」の他に、呼
吸や飲食によって自然界から取り入れ
る「後天（こうてん）の気」の２つをエネ
ルギーとして生命活動を営んでいます。

腎虚の症状（一例）
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黒豆ご飯
黒豆／黒胡麻／
米／もち米

お米には、体を温め、エネ
ルギーを作り出す働きがあ
ります。腎を補うといわれて
いる黒い食材、黒豆や黒胡
麻と組み合わせて。

注 食
材目

漬物
梅干し／たくあん／
きゅうり

漬物の塩辛い味を鹹味（か
んみ）といいます。食欲増
進や胃腸を整える働きがあ
ります。

注 食
材目

お味噌汁
味噌／昆布／
わかめ／あさり／しじみ

日本の風土から生まれたお
味噌。お味噌汁は、胃腸を
整える長寿食。腎を強化し、
寒さから身を守ります。

注 食
材目

青菜のおひたし
ほうれんそう／
春菊／小松菜

ほうれんそうは貧血予防に、
春菊のよい香りは胃腸の働き
の活性化に、小松菜はカル
シウムによる働きで精神を安
定させるといわれています。

注 食
材目

焼き魚

胃腸を温める鮭やぶり
は、腎に働きかけて気力
を増します。「腎」の働きを
補う白い食材、大根おろ
しを添えてさっぱり味に。

鮭／ぶり注 食
材目

メニュー食養生
腎を
いたわる
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