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シリーズ身近な薬草 イチイ(一位) イチイ科 

生薬名：一位
イ チ イ

 

薬用部位：葉 

近年ヨーロッパイチイ葉に含有されるアルカロイドが抗癌剤 

（乳癌など）〝タキソール〟として開発されました 

  

 東北や北海道ではアララギ、オンコと呼ばれている、高さ２０ｍにもなる

常緑高木です。やや寒冷地に生息しますが刈込に強く生垣としても新緑が美

しく近畿地方でも成育します。生育は大変遅いですが、彫刻材、床柱、風呂

桶などにも用いられました。鉛筆材としては優れている。ヨーロッパイチイ

はじめ、海外にもこの仲間が成育しています。秋に仮種皮が写真の様に赤く

なると食用とされます。中国では、古くから葉が利尿や糖尿病に有効として

煎じて飲用されていましたが、ヨーロッパイチイの葉に含有されるアルカロ

イドという成分に属するタキソールの誘導体が、近年が癌細胞に障害を与え、

卵巣癌、乳癌、肺癌、胃癌に有効としタキソール、タキソテールなどの名前

で臨床活用されています。 

C o n t e n t s 

 

1. 薬による思わぬ害にあわない 

ために           山原條二 

2. 特集：セミナーハウス上棟式 

3. 6月･7月･8月の活動報告 

4.〝京都薬草の森公園〟近況報告 

5. 会員紹介 ㈱ジャパンヘルス    西野司郎 

6.  10月･11月･12月の行事予定  

本年も残すところ 3ヶ月となりました。 

神無月、霜月、師走と前半は一年中でも比較的 

過ごしやすい日々ですが、後半からは寒さが感じ 

られ、12月 22日（土）は冬至です。 

日の出は 6時 47分。日の入は 16時 32分です。 

夏至（6月 22日（金））の日の出は 4時 26分。 

日の入が 19時でした。改めて冬至の日照時間の 

短いことがわかります。 

こうしてみると一年は大へん短いものです。 

日々充実した健康な生活の有難さを再考して 

しまいます。 

 

 

 
 

会報誌ページに戻る 
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薬による思わぬ害にあわないために 

 

山 原 條 二  

  
 

 合成の医薬品のみに依存しない健康造りを考え実践することを多方面から行っています。

しかし、合成の医薬品を服用中の会員の方々からの質問もあり、年齢と共に医薬品による副

作用の率が高くなる理由を解説しますので留意してください。 

 

① 加齢と共に急性の病気だけではなく慢性疾患を２、３併発していて服用する医薬品の数

が多く医薬品相互の思わぬ作用。 

② この多数の医薬品を服用することへの理解度が低い。 

③ 長期間服用による肉体的変化を配慮していない。これは医薬品の消化管からの吸収が胃

腸の運動や血流量の低下によって遅くなっていることも原因の一つとして考えられます。

しかしこれが重要な因子の一つとは言うほどのものではありません。 

 

 年齢と共に体の総体液量や脂肪以外の組織分が減少するために、服用した薬物が実質上高

用量となって副作用が出たり、薬物は血中のアルブミンと結合して不活性の状態になってい

る場合が多いのですが、血中のアルブミンが慢性疾患では少なくなっていることも多く、作

用を示す遊離型で血中に薬物が多くあり、強すぎる作用すなわち副作用となったりします。 

 又、体内で薬物を無毒化する代謝は肝臓で行われます。肝重量や肝血流量が低下していて

代謝が遅くなったり、さらに薬物を排泄する腎臓の腎血流量が糸球体濾過力も低下します。 

この様に自分がどのような状態にあって合成の医薬品を服用しているのか。その薬物を服用

する必要があるのか。よく専門家と相談、納得してという態度も必要です。 

 一つ一つの医薬品の安全性の試験はかなり広範囲の毒性発現を予想して行われています。 

しかし、何種類も複合した形で服用する場合の毒性を想定した安全性の試験は誰も行ってい

ません点も知っておく必要があります。 

 何よりも合成の医薬品に依存しない日頃からの健康造り〝食養生〟と〝適度な運動〟そ

して〝ストレスをためない知恵の獲得〟などを、当法人で開催しています【自然療法アドバ

イザー養成講座】で解説しています。興味のある方は是非、ご参加ください。 
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7 月 9 日(月） お天気にも恵まれ、現地事務所兼ｾﾐﾅｰﾊｳｽの上棟が行われました。 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

8月 5日 屋根に断熱・防水シートが張られ、 

建築中の雨の心配がなくなりました。 

寺谷川側からの上棟後風景 

濃い緑に映えます。 

 

ホームページに進捗状況を随時掲載しています。 

 
9月 2日 半永久的に錆がない屋根材です。 

外壁の一部に北山丸太の半割を使ってみました。 

 

 7月の梅雨真最中でしたが好天 

 棟に山田理事が登り 

 

最上段の棟 

掛矢で打ちました。 

 
9月 5日 日陰は涼風が大へん気持ちよく市内より

日中でも 5℃、朝夕は 10℃近く差があります。 
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春の観察会(6/8～9)で屋久島～種子島へでかけました。 

 

特に屋久島は世界遺産にも登録され、当法人の〝京都薬草の森公園〟や同事務所の管

理・運営についても何かヒントが得られるかもしれないと考え、単に自然観察として自

然と親しむだけではなく、とても有意義な研修旅行でした。 

 

 

本法人会員であり、企画をお願いしました、マヤトラベル・鈴庄様に寄稿いただきまし

た。 

 
この度は、「山原條二博士と行く屋久島の旅」のご企画を頂きました山原先生と多数のご参

加戴き厚く御礼申し上げます。屋久島は、林芙美子が小説「浮雲」で月に 35 日雨の降ると

ころと記しているように、非常に多くの降雨のある地域です。季節的には春先から梅雨にか

けての降雨は多いのですが、今回の旅行中だけは好天に恵まれました。皆様の常日頃精進の

お陰と感謝しています。 

 

初日は白谷雲水峡を訪れました。ここはハイキングなど気軽に 

訪れる最適の森林レクリエーション地区で、苔の森と花崗岩の 

渓流が美しい森林フィールドです。百聞は一見にしかず！ 

映画もののけ姫のししがみの住む森のモデルとしても使われたのが 

よく解りました。 

 

その後に見学したのが、千尋の滝で屋久島本体の花崗岩を削

って落ちる滝で落差は約 60m です。滝の左手に見える壁は

200m×400mの花崗岩の一枚岩で、千人が手を広げたほどの大

きさがあるということで、人が両手を広げた長さを「一尋」

と呼ぶことから、千人分で「千尋の滝」と名付けられました。 

 

翌日は、早朝から縄文杉を目指してのトレッキングです。 

トロッコ列車沿いに歩いた後、山道に入りました。最初の 

目立った杉は、ウイルソン株です。古株の中は空洞になって 

いて小さな祠が印象的でした。その後、親木を肥やしとして 

三代も杉が発芽した三代杉、手をつないでいることから名づ 

けられた夫婦杉、他にも大王杉、翁杉などの雄大な姿に圧倒 

されました。最後にたどり着いたのが縄文杉です。推定樹齢は 

7200 年、世界最古の植物ともいわれていますが、そんなこと 

より何千年にもわたり人間の馬鹿げた歴史を見据えてきた 

この杉に拍手を送りたい気がしました。 

 

 

 

 

 

 

ウィルソン株の前で 
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三日目は、予定を変更して朝はゆっくりとホテルで朝食を取り、宮之浦岳に登山するための

最初の小屋まで参りました。本日は、トレッキングではなく、山原先生の貴重な講義をお伺

いしながら有意義な時間を過ごせました。 

 

そういえば、屋久鹿や屋久猿にもお会いしました。 

皆さん元気でしょうか。 

残念ながら、種子島にはご同行できませんでしたが、 

種子島でも楽しいひと時をお過ごしいただいたと伺って 

おります。皆様ご無事でご旅行を終えられましたことに 

感謝申し上げます。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

マヤトラベル 鈴庄靖正 

 

追伸：８月に初めて花背の薬草の森公園にお伺いしました。ここの杉もいずれは屋久杉に劣

らぬ杉に成長するかと思うだけわくわく致しました。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真提供：隄京子様 

ありがとうございました。 

三代杉の内容 

 
種子島宇宙センターの 

実験打上ロケットの内部 

 
宇宙センターの管制室 

 
雄大な「縄文杉」に 

圧倒されました。 

 
2本の木が手をつないだように 

つながっている「夫婦杉」 
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その他の活動報告 

 

7月 5日 薬膳教室 当法人副理事長・阪口漢方薬膳研究所 阪口順子先生にご指導をいただ

きました。テーマは〝清熱解暑
せいねつげしょ

〟四方を海に囲まれた日本の夏は高温多湿、暑邪と湿邪に私たちは

悩まされます。 

暑邪＝熱邪― 炎熱、上昇、発散 ― 汗をかきやすい 

       口渇、身熱、面赤、尿量減少、息切れ、夏ばて 

湿邪  ―― 重濁性、粘滞性 

       体が重くだるい、関節や筋肉を動かしにくい、浮腫、 

湿疹食欲不振 

暑邪、湿邪を追い払うための食材を使って調理しました。詳しいレシピをご入用の方は事務局まで

ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 5日 公園整備＆ｼｰﾌｰﾄﾞﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Ⅰ 鰺のハンバーグ紫蘇風味  

Ⅱ 緑豆春雨のサラダ   

Ⅲ 胡瓜の煮物    

Ⅳ トウモロコシのスープ  

Ⅴ トマトのゼリー寄せ   

Ⅵ ハトムギ入りご飯   

 

 

 

 

 
来日中の李先生も久しぶりの参加です。 

京大・医学部、李先生の教室から中国とタイの

留学生も参加されました。 

 

 

坂本薬草園のもぎたて野菜。 

出番待ちしてます。 

 紀和実験動物の皆様。早朝より遠方からの 

ご参加ありがとうございます。 
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自らの糖尿病をサラシノール茶によって克服し、この経験を多くの 

方に分与してくださっています、㈱ジャパンヘルス 総合開発部長 

西野司郎さんをご紹介します。 

 

３５年間勤めていた銀行を、病に倒れたのを機に退職し、第二の人生を健康関連の事業にか

けようと考えていたとき、山原先生に出会いそして「サラシノール茶」が功を奏し健康体を回

復しました。それ以来、私の属するサングループの代表商品として有名百貨店、大手通販会社、

有力相談薬局様等への販売ルート開拓に注力するとともに、 
自ら体験したサラシノール茶の薬効と安全性から天然物の 
凄さの情報を分与してきました。 
その間「大学病院に通院しても治らなかった糖尿病患者さん 

がサラシノール茶で回復した」との報告を頂いたり、 
中性脂肪過多から緊急入院しカテーテル治療を受けても 
完治しなかった方がサラシノール茶を飲用し続け、元気になったと感謝されました。 
また、弊社グループの便秘に悩む新入女子社員に服用してもらったところ、約２週間後快適

な通じと下腹が少しスマートになったとの報告を受けました。又、甘い物や肉類、そしてビー

ル・酒の好きな社員たちの必需品となっています。 
 今般、当法人、山原理事長の研究開発により、サラシノール茶の有効性がある程度、確立さ

れたと判断し、10 月よりテレビ東京 12 ﾁｬﾝﾈﾙにて、サラシノールダイエットサポート茶の本

格 CM を開始いたします。 
      

10 月･11 月･12 月の行事予定 

 

薬草の森公園整備： 10月 4日(木)・10月 14日(日)･11月 4日(日)･11月 15日(木)･12月 2日(日) 

      以上で今年は閉山となり、降雪のため 3月まで整備はお休みします。 

    11月 4日（日）→ 昨年好評でした〝芋煮会〟を開催いたします。坂本薬草園の 

里芋は本年も豊作のようです。ご期待ください。 

     12 月 2 日（日）→ この日は花背現地事務所兼ｾﾐﾅｰﾊｳｽの仮引渡しが行われますので、

防雪対策などを行います。 

正会員対象自然療法アドバイザー養成講座  

 於事務局 3Ｆセミナー室 午後 2時～5時 参加費用：5,000円/回 正会員以外 6,000円/回 

 土曜コース： 10月 13日・11月 10日・12月 8日  

木曜コース： 10月 25日・11月 22日 

     12月 8日（土）→ 土曜コースｾﾐﾅｰ終了後、事務所ｾﾐﾅｰ室にて忘年会を行います。 

              今年も〝ふぐちり〟をやります。会費一人 5,000円。忘年会だけ

の参加も歓迎です。 

山原理事長の講演  

11月中頃：東京にて「最新情報ｾﾐﾅｰ」詳細が決まり次第ご案内いたします。 

 

 

会員紹介 
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熱帯よりも暑い、長かった夏もやっと秋風を感じる日々も出てきました。各種健康造りを考えて、行事によ

いアイデアがありましたら来年度の行事予定を検討する時期となります。事務局までご連絡下さい。 

近隣に少しでも緑が増えたらと 4月移転時より色々な植物の苗を無償で提供しています。目下、高雄もみじ・

フヨウ・ヒオギが置いてあります。前回は京都でも珍しいホトトギスの苗・20株が 3日で無くなりました。 

身近な自然に関心を持っていただける方が一人も多くなることも、本法人の基本的な部分にあると考えています。 

No. タ イ ト ル 内         容 販売価格 

1 小冊子 甘茶 抗酸化作用の強い低カロリーの甘味剤。抗アレルギー作用 350円 

2 小冊子 金時ショウガ 体の錆止め、冷え症改善、鎮痛作用、抗アレルギー作用 350円 

3 小冊子 紅景天 
アルコール排泄や腎機能の賦活作用があります。飲酒前に服

用すると悪酔いしにくくなります 
400円 

4 小冊子 サラシノール茶 
糖尿病･肥満、生活習慣病に有効です。また糖尿病の治療や

予防への作用、効能効果、飲用体験談など 
400円 

5 小冊子 サラシノール茶Ⅱ 
高脂血症、動脈硬化･血管繊維化、脂肪肝への効果を遺伝的

肥満ラットで実験的に検証したデータを詳述 
450円 

6 
｢薬草･野草の力シリーズ｣ 

小冊子 藻塩ものがたり 

海藻ミネラル塩〝藻塩〟について食塩由来の高血圧に有効

な理由を詳述 
350円 

7 
｢薬草･野草の力シリーズ｣ 

小冊子 チョロギの効用 

脳梗塞を防ぐ不思議な薬草です。有効成分、薬効、実験結果、

利用法などについて詳述 
400円 

8 
｢薬草･野草の力シリーズ｣ 

小冊子 東洋医学入門 

漢方の歴史、漢方療法、老化などについてやさしく解説した

東洋医学の入門書 
800円 

9 
｢薬草･野草の力シリーズ｣ 

学術書 金時ショウガの秘密 
金時ショウガの詳細データを記載 800円 

10 
｢薬草･野草の力シリーズ｣ 

学術書 サラシノール茶 
サラシノールの詳細データを記載 800円 

11 
｢薬草･野草の力シリーズ｣ 

学術書 石榴花(ザクロの花) 
メタボリックシンドロームの解決策 1050円 

12 京都の薬草百科 
暮らしに密着した薬草 130種の解説。京都薬草の森公園散策

等の必携書です 

2500円 

13 神農本草経を巡りて 中国最古の薬草書の現代語訳と解説。 必要な方は事務局迄 非売品 

 
事務局だより 

 

山原理事長監修の小冊子及び著書の紹介 

当法人では下記の小冊子・著書を取り扱っています。 

尚、部数がまとまれば頒布価格の割引も致しますので事務局までお尋ねください。 

会報誌ページに戻る 


