
 

 

  

 

 

Shoko Sangyo CO.,LTD 

 

【 目 次 】 

 

Ｐ１ 【 食生活の見直し～「腹八分目」で免疫力と排泄力を UP！～】 

  １．腹八分目で免疫力ＵＰ！ 

  ２．腹八分目で排泄力ＵＰ！ 

Ｐ２ ３．こんなときだからこそ 

   《参考》 高野豆腐ってすごい！ 

Ｐ４ 【口腔内環境を整える～口の中をきれいにして免疫力ＵＰ！～】 

  １．口腔内の環境と感染症の関係 

   （１）粘膜免疫と全身免疫 

   （2）口腔内の環境が悪くなると… 

Ｐ５ ２．正しい歯みがきの方法とは？ 

   （１）正しい歯みがき 

   （２）適切なタイミングでの歯みがき 

Ｐ６  《参考》 お口のうるおいである唾液を増やすには？ 

  ３．歯みがきをおろそかにすることのこわ～いリスク 

Ｐ７ 【笑顔が大事！～笑って免疫力ＵＰ！～】 

  １．「笑い」が良い結果をもたらした具体的事例 

   （１）チリのサンホセ鉱山落盤事故 

   （２）リウマチ患者における調査 

Ｐ８ ２．１日にどれぐらい笑っていますか？ 

  ３．意識的に笑って免疫力を上げよう！ 

  



 

【 食生活の見直し～「腹八分目」で免疫力と排泄力をＵＰ！～】 

１．「腹八分目」で免疫力ＵＰ！ 

 免疫力という言葉は文字通り「疫（病気）をまぬがれる力」で、その働きの 

中心を担っているのが白血球です。白血球は 30億年前に海の中で誕生 

したアメーバのような単細胞生物が私たちの血液中で泳ぎながら生きて 

いると言ってもよいでしょう。そして白血球も生物として当然何かを食べ 

なければ生きられません。 

その白血球が体内に侵入したバイ菌やウィルス、また体内で発生した老廃物やガン細胞などの

異物を貪り食べる活動が「免疫力の基本中の基本」です。白血球はこうした有害物を取り込み、

殺菌・消化の処理をしてくれます。 

 ところが食事で満腹になってしまうと白血球はバイ菌やウィルスなどをあまり食べなくなってしまうの

です。なぜかというと満腹時の血液中には糖やタンパク、脂肪やビタミンなどが十分にある状態に

なってしまい、白血球はそちらの方ばかり食べてしまうためで、それが免疫力低下につながるのです。 

（白血球だって、おいしいものを食べたいのは同じなんですね～） 

 逆に空腹のときは血液中の栄養素も不足しているので、白血球も「空腹」になります。そのため

白血球はバイ菌やウィルスなどをそれこそ「むさぼり食う」わけです。つまり免疫力は空腹時の時に

旺盛になるのです。 

例えば人間や動物が病気やケガをすると食欲がなくなるのは、白血球を空腹にさせて病原体

などを貪り食って免疫力を強くしようというメカニズムが働くからなのです。（つまり風邪を引いた人に

「おいしいもの一杯食べて体力つけて！」は実は逆効果！） 

 あまり我慢するのもストレスが溜まって良くありませんが、普段から「おなかいっぱい！もう食べられ

ないよ～！」とまでなることを避けて、意識的に「腹八分目」を心がけることは免疫力を上げること

にとても大切なのです。 

 

２．「腹八分目」で排泄力ＵＰ！ 

 食べない（断食をする、空腹になる）と便の出が悪くなると思っている人も多い 

ようですが、実は逆で「食べない」ことで、大・小便の排泄はむしろ良くなります。 

 「食べる」と飲食物の消化のために胃や小腸に血液が集まります。そうすると排泄のための内臓

である大腸・直腸・腎臓・膀胱への血流が減少し、それらの臓器の力が低下して排泄が悪くなる

のです。 逆に「食べない」と胃や小腸への血流が少なくてよい分、大腸や腎臓等への血流が良く

なって排泄のための臓器がパワー満タンになり、大・小便の排泄が良くなります。 

 この「飲食物の消化→胃や小腸で吸収→吸収した栄養素を利用→残った老廃物などを排泄」

という一連の作業が、いわゆる「代謝」と言われるものです。そして代謝のスタートの消化・吸収、

つまり食べることが過剰になると前述の通り「排泄」の力が低下し、次に栄養素を利用する力が
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衰えていきます。 

そうなると取り過ぎた食物の脂肪や糖などが体内に蓄積して、糖尿病や脳梗塞などの血栓病、

通風などの「栄養過剰病＝食べ過ぎ病」の原因にすらなってしまうのです。もしこんなことになって

しまったら免疫力どころの話じゃなくなります。 

 

３．こんなときだからこそ 

 ある方のお話によると、「現代は全て『過』である」とのこと。例えば情報は 

インターネットで溢れているし、おいしいものや体に良いものの情報も満載です。 

さらには様々なサプリメントなどもネットやテレビの通販で簡単に手に入ります。 

そして間食、おやつ！そこで食べるお菓子は甘みも糖分も多すぎて、しかも 

「もうこれやめられな～い！」と依存性があります。 

  新型コロナもまだ収まらないし、海外では戦争まで起こるし、くらいニュースが多いですよね… 

一方で今年は寒くなるのが早い！ストレスもたまるし、寒くて「家ごもり」が多くなると、せめてもの

楽しみとして、「おいしいもの、身体にいいものをたくさん食べよう！」という傾向が強くなっていない

でしょうか？最近はデリバリーサービスもどんどん増えていますしね。 

 でもどんなに「からだに良い」食べ物でも消化しきれなければ逆効果…。それは受験で有名な

参考書をたくさん買い込んでも、内容が頭に入らなければ意味がなく、お金の無駄遣いに終わる

のと同じなのです。 

 現代はストレス社会などとも言いますが、今はそれ以上。でも「せめておいしいものをおなか一杯

食べてストレス解消！」などとそのはけ口を求めてしまうと、結果として自分で自分の体をいじめて

しまうことになりかねません。そしてそんな食生活の習慣が、「いつものこと」になってしまったら、もの

すごく恐ろしいと思いませんか？ 

 

《参考》高野豆腐ってすごい！ 

 「凍（こおり）豆腐」「こうや豆腐」「凍（しみ）豆腐」などの名称も持ち、一般的には「高野豆腐」

という名で知られているこの食材は、1日 1枚でも十分な実は隠れたスーパーフードなのです。 

 高野豆腐は「畑の肉」と言われる大豆から作られた豆腐を、「凍らせる→熟成→乾燥」させた

保存食で、からだに必要な 

栄養が満点なのです。例えば 

普通の木綿豆腐と比べてみる 

と、横のグラフで明らかなように 

体によいとされている豆腐の 

実は 9割近くが水分… 

それに対して高野豆腐はその 

製造工程で豆腐に含まれる良質 

-2- 



 

な植物性タンパク質や脂質、ミネラル、ビタミンなどの栄養成分が 

ギュッと凝縮され、普通の豆腐よりもはるかに栄養価の高い食材と 

なっているのです。 

 特に優れているのが 50％近くを占めるタンパク質の含有量で、 

その量は普通の豆腐の約 7倍！高野豆腐 1枚（約 16.5g）あたり 

8.2g も含まれその量は牛乳 240ml に相当し、効果的に筋肉を作る 

のに役立ちます。 

 そして高野豆腐の 3 割以上が脂質ですが、この脂質はとりすぎると肥満や病気の原因になって

しまう動物性脂質ではなく「不飽和脂肪酸」がたっぷりの脂質であり、この不飽和脂肪酸は太る

どころか中性脂肪や悪玉コレステロールを減らして、血管を良い状態に保ち血栓や高血圧などを

防いでくれるとっても優れた栄養素なのです。 

 さらに高野豆腐には脂肪の代謝を促進する大豆サポニン、脳を活性化させるレシチン、老化を

予防するビタミン E、他にもカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、食物繊維などこれでもかと健康

やダイエットに効果のある栄養素がたっぷり！もしもこれだけの栄養素を他の食材で取ろうとしたら

牛乳にめざし、納豆、その他いろいろと、どんどん食材が増えてあっ！という間にカロリーオーバー！

さらには満腹になって免疫力が下がってしまいます… 

それをたった 1枚の高野豆腐で避けることができるのです。 

 ちなみにダイエットのためにも高野豆腐が最適なのは低糖質なこと。白米 100g 中の糖質量が

76.6g なのに対し乾燥状態の高野豆腐 100g に含まれる糖質はわずかに 3.9g、なんと白米の

1/20 しかありません。しかも高野豆腐は元々乾燥しているため、水分を含めばその重さに対して

の糖質量の割合はさらに減ることになります。 

 さらに高野豆腐がダイエットに効果バツグンなのは、「不溶性食物繊維」が多く含まれていること。 

不溶性食物繊維とはその名の通り水に溶けにくい食物繊維で、逆に水分を吸収する特徴があり

ます。これにより高野豆腐は胃に届くと胃の中で水分を吸収して膨らむため、たった 1 枚でも十分

な満腹感が得られ、しかも食物繊維は消化に時間がかかるため腹持ちがよいのです。また食物

繊維をとることで代謝に大切な自然な排泄を促進することにもつながります。 

糖質たっぷりのパンやご飯、麺類などの炭水化物の量を減らして高野豆腐でおなかを満たす。

特に夕食はその後の活動量が減るため高野豆腐が効果的なのです。 

免疫力を高めるために腹は八分目、でもじゃあ何を食べ 

たらいいの？というときに最適な食材の一つの例です。 

パウダー（ふりかけ）にしたり少量の豚肉で巻いて焼いたり 

ネットを見ると様々な調理法が出てきます。 

 いずれにしても唐揚げにトンカツ、飲んだ後は必ず〆の 

ラーメンでいつも満腹、それでコレステロールや血糖値が気に 

なってサプリを飲む、こんな食生活は本末転倒もいいところ。ぜひ参考にしてみて下さい。 
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【 口腔内環境を整える～口の中をきれいにして免疫力ＵＰ！～】 

１．口腔内の環境と感染症の関係 

（１）粘膜免疫と全身免疫 

 「口腔（こうこう）」とは「口からのどまでの空洞部分」のことを言います。 

今までなんとなく「口の中は衛生的な方が健康に良い」と思っていた方が 

多いと思うのですが、具体的にはこの口腔の中と感染症はどのような関係が 

あるのでしょうか？ 

 口は食べ物や飲み物を入れるだけでなく、病原体やウィルスなどの体にとっての異物が入ってくる

入口でもあります。そのためもともと口や鼻の粘膜には「粘膜免疫」という防御システムが備わって

います。この粘膜免疫は病原体などが口や鼻から入って粘膜に着くと、病原体が体の中に入って

こようとするのを防ぐ物質を唾液中に分泌して素早く対応します。インフルエンザウィルスなどはのど

や気管の粘膜で増殖するため、この粘膜免疫は感染防止にとても大切な役目を持っています。 

 そして粘膜粘液のもう一つの重要な役割として、口や鼻の中に病原体などが入ってきて粘膜に

付着すると、「全身免疫」に「なんか体に悪いのが入ってきたぞ！」という情報を発信することです。

全身免疫とは体に侵入した病原体の情報を血液やリンパ液の流れに乗って全身の組織に伝え、

その情報を記憶させて免疫を作りだすのです。ちなみに予防注射はあらかじめその情報を人為的

に体に伝えてあらかじめ免疫を作らせるわけです。 

 また口の中の唾液も大切です。唾液は細菌やウィルスから防御する力があり、口腔内の汚れも

洗い流してくれる働きがあります。さらには唾液に含まれる物質は粘膜を保護したり修復する力が

あります。唾液も免疫力を保つためにとっても大切なのです。 

 

（２）口腔内の環境が悪くなると… 

 口の中にはもともと口腔フローラと呼ばれる細菌などが生息しており 

その数は 500～700種類以上と言われています。私たちの体は腸内 

細菌と同じように口の中の細菌とも上手に共存しています。 

 ところが口の中が不衛生になり細菌が増えてしまうと、一部の細菌 

が生み出す酵素物質が粘膜の防御機能を破壊してしまいます。 

それにより病原体やウィルスが口腔内の粘膜から体の中に侵入しやすくしてしまうのです。さらには

別種の細菌はウィルスの増殖を促進する働きまでもしてしまいます。 

このように口腔内の粘膜免疫の力が落ちてしまうとウィルスが細胞に侵入しやすくなるだけでなく

そのウィルスの情報も全身免疫に伝わりにくくなり、その結果全身の細胞がウィルスに負けないよう

にする力が弱くなってしまうのです。 

そして、新型コロナウィルスもインフルエンザウィルスも、同じく口の中の粘膜に付着することから

感染が始まることが分かっているのです。 
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２．正しい歯みがきの方法とは？ 

 口腔ケアの基本は「毎日の正しい歯みがき」です。その第一の目的は虫歯や歯周病の原因に

なり、また細菌のかたまりである歯垢を除去することです。そのためには力を入れてむやみやたらと

ガシガシと磨いたり、回数を増やせばよいというものではありません。ポイントは次の 2 つです。 

（１）正しい歯みがき 

（２）適切なタイミングの歯みがき 

 

（１）正しい歯みがき 

 歯みがきをサボると汚れが増えて「歯垢（プラーク）」となります。この歯垢 1g には約 1,000 億個

以上の細菌が存在していると言われ、なんと！恐ろしいことにこの細菌の数は糞便 1g とほぼ同じ

なのです。口腔内の細菌と体の免疫力は絶妙なバランスを保っているのですが、歯垢＝細菌が

増えてそのバランスが崩れると虫歯や歯周病の原因になるばかりか、これまでのお話のように全身

の免疫力の低下にもつながってしまうのです。 

そんなことにならないよう、正しい歯みがきを 

毎回しましょう！ポイントは、 

＊歯ブラシを正しく持って正しい角度で当てる 

こと。歯ブラシは鉛筆と同じように持って動きや力加減がしやすいようにします。また歯ブラシの 

毛先は歯茎の境目に 45度の角度で当てるようにします。 

＊歯ブラシの毛先が広がらない程度のかる～い力で動かすこと。ムダに力を入れすぎると歯垢が 

おちるどころか歯の表面や歯茎を傷めてしまいます。 

＊1か所当たり 20回以上、歯並びに合わせて歯 1本分ぐらいの幅で小刻みに横に動かして磨き 

ましょう。 

＊そして歯ブラシだけでは歯と歯の間に隠れている歯垢までは取り切れないので、デンタルフロスや 

歯間ブラシなどを使うと効果的！なおデンタルフロスなどは歯ブラシの前に使う方がグッド！ 

 

（２）適切なタイミングの歯みがき 

 歯みがきの回数は昔から「食後に 1 日 3 回」と言われてきましたが、最近の研究では「正しい方

法で歯みがきをしていれば 1日 1回で十分」という研究もあり諸説紛々です。ただ厚労省が推奨

するように 1日 2回（朝と夜）ぐらいは歯みがきをした方が良いでしょう。 

 特に夕食後か就寝前は必ず正しく歯みがきをすべきです。なぜなら 

寝ている間は唾液が減ってしまい、口腔内の細菌が増えやすくなって 

しまうためです。 

 つまり 1日に何回もザツに磨くよりも寝る前に正しくしっかりと歯みがき 

する方がはるかに効果的！残念ながら口の中の細菌をゼロにすることは 

できませんが、1度の正しい歯みがきで細菌を減らすと、もとの数まで 
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増えるのに 48時間かかると言われています。つまり 1日 1回でも正しく適切なタイミングでちゃんと

歯を磨けていれば細菌の数を低い水準で押さえることができるのです。 

 また舌の上にも歯垢と同じような物質の「舌苔」があり、この中にも虫歯や歯周病の原因になる

細菌が生息していますので、寝る前は舌の表面の清掃も忘れないように 

しましょう。 

 もしも 1日 3回の歯みがきに加えるならば、起床直後に軽い歯みがき 

（歯磨き粉をつけずに軽いブラッシングかうがいでも大丈夫）が効果的です。 

なぜなら前述の通り寝ている間は唾液が減るため、口腔内の細菌の数は 

起床時が最大と言えるからです。その数は起床時の唾液 1ml に含まれる 

細菌の数は大便 1g の 10倍という説もあるほどです。 

 一方でむやみに歯みがきの回数を増やすと知覚過敏を起こすことがあるので注意が必要です。 

 

《参考》お口のうるおいである唾液を増やすには？ 

 これまでお話してきた通り、唾液は口腔内の粘膜免疫と共に病原体やウィルスに対して重要な

防御機能を持っています。そのため普段から口の中が乾燥しないように心がけることが大切です。 

 ちょっと難しいお話ですが、唾液は副交感神経が優位（※自覚はなくても常に働いている自律

神経の中で、交感神経はアクセルのようなもので身体や感覚が活発な状態にさせ、逆にブレーキ

とも言える副交感神経とはリラックスした状態で強くなります。）なときに多く分泌されるので、意識

的にリラックスした時間を設けることが大切です。 

 また咀嚼（そしゃく）することでも唾液は増えるので、食事はよく噛んで食べましょう。さらに口の中

が乾燥しないよう普段から鼻呼吸を心がけ、寝るときにはマスクをするのも効果的です。 

 

３．歯みがきをおろそかにすることのこわ～いリスク 

 歯みがきをしっかりとやらないと細菌が増えて虫歯や歯周病の原因になるだけでなく、免疫力を

低下させウィルスなどへの防御力までも落ちてしまうことをお話してきました。 

 しかし歯みがきをおろそかにすることの怖さはそれだけではないのです。 

まず歯垢の中には気管支炎や肺炎を発症させ重症化にもつながる肺炎球菌 

が含まれており、特に飲み込む力が弱まっている高齢者はそうした細菌が肺に 

入って肺炎を起こす（誤飲性肺炎）ことがあります。また他にも重大な感染症を 

引き起こす様々な菌が歯垢に含まれています。 

 さらに歯周病（＝歯槽膿漏）まで進むともっと様々な病気につながってしまい 

ます。歯周病は口腔内細菌の中にある歯周病菌の増殖によって進行する 

病気で、歯を失う一番の原因です。しかし歯を失うだけでなく歯周病菌はもっと 

重大な病気とつながっているのです。実際に心筋梗塞や脳梗塞を起こした血栓 

内や大腸がんの周辺では歯周病菌が検出されており、増え過ぎた歯周病菌は全身にも悪影響
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を及ぼしていることが分かっています。他にも歯周病菌から生み出された物質は血管内の細胞を

傷つけて動脈硬化を進行させたり、そしてインスリンの働きを阻害して糖尿病を悪化させます。 

 糖尿病は万病のもとなどとも言われ、糖尿病があると、新型コロナやインフルエンザウィルスへの

感染リスクが高まり、しかも重症化しやすいことが分かっています。このように「口の中が不衛生で

細菌が増えると、身体全体に様々な悪影響を及ぼす」と言っても過言ではないのです。 

 

【 笑顔が大事！～笑って免疫力ＵＰ！～】 

１．「笑い」が良い結果をもたらした具体的事例 

 「笑い」がストレスを解消し、病気を遠ざけることができるということが様々な研究で明らかになり

広く知られています。例えば以下のような事例があります。 

 

（１）チリのサンホセ鉱山落盤事故 

 2010 年に発生したチリの鉱山落盤事故、その救出劇は今なお感動的な出来事として記憶に

残っている方も多いと思います。この落盤事故では 33 名の鉱山作業員が地下 700m の避難所

に閉じ込められ、17 日間も連絡が途絶えたもののその後無事であることが確認され、事故発生

からなんと 69日後に全員が救出されたというものでした。 

 後日作業員のリーダーへのインタビューで過酷な状況の中で生き抜けた 

理由について問われると、「希望があったこと、楽観的であり続けたこと、 

そして『ユーモア』をわすれなかったこと」という答えが返ってきました。 

 ユーモア、つまり「笑い」が過酷な環境と状況でもストレスを遠ざけ、いかに 

「人の生きる力」に密接に結びついているかを物語っています。 

 

（２）リウマチ患者における調査 

 日本のある調査で、リウマチ患者の方々に 40 分間リウマチについての講義を聞いてもらったあと

と、同じ方々に 40 分間の落語を聞いてもらったあとそれぞれで唾液を検査したところ、リウマチの

講義の後は免疫を抑え込むストレスホルモンが増えてしまったのですが、一方でリウマチにまったく

関係のない落語を聞いて大笑いしたあとは、逆にストレスホルモンの 

量が減少し、しかもその減った量はリウマチの痛みを抑えるクスリを 

1週間飲むことで減る量と同じぐらいだったそうです。 

 笑うことで NK細胞（ナチュラルキラー細胞）が活性化して、それに 

よって癌の進行や痛みを軽減したり、ウィルスをなどに抵抗力が増す 

ことなどは広く知られていますが、このように「笑う」ことは免疫力を高める 

ことにも深くつながっているのです。 
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２．1日にどれぐらい笑っていますか？ 

 このように「笑い」は人間にとって生きる力や健康に深い関係があります。旧約聖書には「笑いが

病を治す」とまで記されています。 

 では私たちはどれぐらい日々笑っているのでしょう？ 

 「笑い」と一言で言っても笑顔になることもあれば声を出して 

大笑いすることもあります。そんな笑いをアメリカで行われた 

調査結果では大人は 1日に平均 17回笑うそうです。 

 この 17回が多いのか少ないのか判断が難しいところですが、 

別の調査では小学生は 1日に平均 300回笑う一方で、70代になるとなんと！1日に 2回程度

しか笑わないと報告されています… 

 ほかにも色々なデータの報告があり、「声を出してよく笑う」を性別でみると男性が 40％に対して

女性は 60%と、女性の方がよく笑うことが分かっています。また世代別にみると「よく笑う」は 30代が

65％、40 代が 50％、50 代が 45％と、やはり年齢が上がるにつれて笑う回数が減っていっている

ようです。 

 なぜ年齢を重ねていくと笑わなくなるのか？その原因について色々と説がありますが、その一つが

ストレス説です。しかし 60 代、70 代の方がさらに笑う回数が減っていることから、ストレス以外にも

脳機能との関係によるものという説もあります。「笑い」とは物事に関する認知と批判ができる機能

ですので、確かに脳との関わりは密接にあるでしょう。しかし笑うことが減ったことが原因でストレスが

溜まり脳機能が低下したのか、それともストレスが溜まって脳機能が低下したから笑うことが減った

のかはいまだ分かっていません。 

 

３．意識的に笑って免疫力を上げよう！ 

 「笑い」が免疫力UPに効果があることはお分かりいただけたと思いますが、その一方で「そんな声

を出して笑う機会などそうそうない！」と思われる方も多いかもしれません。ところが、実は作り笑い

でも効果があるのです。その笑いが心の底から出たものでも、逆にそうではなくても、心身に与える

影響に大差がないことが分かっています。例えば鏡に映る自分に向かって作り笑いを浮かべてみる

のでもよいのです。誰もいないところで笑いながら万歳をすると、たとえそのとき気持ちが沈んでいて

も「万歳する＝嬉しいことがあった」と体は記憶するため良い効果が期待できるのです。 

 しかしそれでも「作り笑いなど出来ない」という方もいるでしょう。確かに考えてみると私たちは誰か

のおかげや自分を取り囲む世界によって「笑顔」になれているのかも 

しれません。友達や恋人、家族と話しているとき、赤ちゃんや子供が 

自分に笑顔を向けてくれたとき、美しい景色を見たとき。 

 私たちも皆さんの「笑顔」のお手伝いが少しでもできるように 

がんばっていきます！さあ一緒に「笑って」、免疫力を 

高めていきましょう！ 
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