
新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための温故知新の智慧（Wisdom from Back to the Future） 

 

昨今、新型コロナウイルスが世界的に流行しパンデミックを起こしています。今回のウイルスに限らず、

私たちは日常から健康（肉体や精神）に対して意識を高め、病気予防や軽い症状が出た時に、まず自

分でどう対応するかを勉強しておく必要があります。老若男女を問わず、日々の生活から自分にあった

健康維持法や未病対策が必要でしょう。 

今回、菌やウイルスに対する防御法を中心にして、身心のケアの方法をご説明してみましょう。地球

規模や歴史的な流れの変化がおこっていることも考慮しながら、健康法自体を考え直すことを紹介しま

す。特に、パンデミックで一番怖いのは、パニックである！ことも言われています。とりわけ、温故知新の

方法もご紹介することで、人々がパニックにならないように、さらには、最新の方法や情報も一部ご紹介

したいと思います。 

NHK の報道によりますと、新型コロナウイルス感染症の患者さんは、インフルエンザに比較

して、肺炎になる率が高い、気温には影響されないため温かくなっても感染は低下しないであろ

う、８０％は軽症で５％が重症、死亡率は１－２％（インフルエンザの１０倍）。重篤化要因と

して、高齢者と基礎疾患のある患者（若年者は少ない）、多くの感染者は他人にうつさないが、

接触感染、飛沫感染が主体であるが、エアロゾル感染や飛沫核感染があり、場合によっては空気

感染もありえるかもしれない。環境因子（換気不良、密室での会話）が揃うとうつる、というよ

うな報道がありました。新型コロナウイルスの特徴を理解しながら、手洗いやうがい、マスクの

励行などと、不要な外出やリスクがある場所には近寄らないなど対策を打ちながら、社会生活を

継続させていきましょう。我々としては、温故知新の健康法・未病対策など、健康や生死に関し

て意識の変革をするチャンスだと思っています。 

さて、歴史的に、疫病や地震、天災などは、これまで人類を何度も襲ってきました。例えば、紀元８世

紀の日本でも、地震が何度かおこり、飢饉になったり、疫病が蔓延する時代がありました。その時、時の

為政者、聖武天皇は、奈良の都に古代インドの宗教的なシンボルである廬舎那仏（ヴァイローチャナ≒

密教では大日如来）を建立しました。それにより、人々は、生死の智慧を得て平安となったのです。 

現代では、現代医学教がその役割をしておりますが、感染の個人差や不条理な現象、地球の天変地

異などは、現代医学教でも敵わないのです。 其処には生死を超えた智慧が必要でしょう。実はそれを

説くのが、古代インドの廬舎那仏ヴァイローチャナであったように、現在でも同じ古代インドから伝わる生

命の科学アーユルヴェーダだと思われます。 

但し、ここではインドだけでなく、中国、日本や欧米の伝統医学と、現代医学、さらに宗教や哲学を包

含した「広義の生命の科学アーユルヴェーダ」に従ってご説明するのが本来の NPO 日本アーユルヴェ

ーダ協会の目的です。また、往々にして、綜合的な視点が考慮されないで、健康法や死なない方法だ

けが、とりあげられますが、ここでは、もっと広い「生死の智慧としてアーユルヴェーダ」の観点から、新型

コロナウイルス感染症への対峙法をご説明してみましょう。 

 

 



第１弾：自身の体調への気づきと対処法のプランニング 

① 脈診、体温、酸素飽和度測定 

咳やだるさなどの自覚症状がないかどうかももちろん重要ですが、アーユルヴェーダ的には、

脈診をお勧めします。心拍数と不整脈の有無、さらには、酸素飽和度を測定することは、最新の

脈診法をいえるでしょう。酸素飽和度計（パルスオキシメーター）は、新型コロナウイルス感染

症で肺炎が起きている状況を早期に示してくれます。酸素飽和度計は、肺炎の有無を敏感に知る

のには便利でしょう。値段も、アマゾンで 5000〜10000 円前後にて手にはいります。 

ところで、体温が 37.5℃以上が４日間（持病のある方や高齢者では２日間）以上継続したら、

医療機関を受診することが勧められています。しかし、人々は、４日間以上も待てないと思われ

ますし、実際の患者さんでのデータでは、半数が 37.5℃以下だと言われています。体温が上がれ

ば、普段の脈拍数よりも、4〜10 拍/１℃程度で、脈拍数が増加します。アーユルヴェーダ的に

はヴァータが増悪している所見です。しかし、開業医を受診される場合、発熱をしていると受診

することができなくなりました。通常の細菌性肺炎やインフルエンザであっても、PCR 検査を

すること自体、開業医や病院の医療従事者の感染を引き起こすかもしれませんので、帰国者・接

触者相談センターなどを利用することが勧められています。 

新型コロナウイルスは、肺炎型（肺でウイルスが増殖する）と上気道炎型（発熱と倦怠感だけ）、

感染力で L 型（弱い）と S 型（強い）に分けられていますが、特に肺炎型が、重篤な肺炎から死

亡する例が多くなります。どちらかを見当をつけるには、酸素飽和度計が少しは役立つでしょう。 

つまり、軽い咳や微熱程度で自覚症状が軽そうであっても、酸素飽和度検査では、通常正常値が

96％以上なところを、93％前後（90％より下がると自覚症状がでます）であれば、肺炎を起こし

ている可能性が高いでしょう。その時は、帰国者・接触者相談センターにお電話されてください。

しかし、咳や微熱でも、酸素飽和度が正常値であれば、通常の感冒として対処しても構わないで

しょう。 

 

第２弾：環境に気をつけて、ウイルスの生体への侵入を防御する 

① 環境と身体の清浄に留意する 

自宅であっても、外出先ならばなおさら、触るものや吸う空気でも清浄にしましょう。つまり、

エタノールや次亜塩素酸ソーダ、精油（ヒノキチオール、ユーカリ、ラベンダー、レモン、ビャ

クダンなど）などで、ドアノブや机、テーブルを拭きましょう。電車やドアのノブをむやみと触

れないようにします。手指は、アルコールで拭くと皮膚が乾燥してしまいますので、石鹸やお湯

での手洗いを励行します。しかし、消毒液がないと死んでしまう？？というようにパニックにな

る必要はありません。我々の身体には、皮膚や粘液など、自然の防御系が備わっているのですか

ら。 

さて、口の中や顔の皮膚は、お湯などでうがいや洗顔をします。鼻は、感染者の鼻水にウイル

スがたくさんいますので、お湯をだしながら鼻をかんで鼻腔を浄化しましょう。生理食塩水や重

炭酸ソーダ水で、鼻うがいをすることもお勧めです。ゴマ油やココナッツオイルで口うがいをす



ることも勧められています。衣服も外出から帰ってきた時には、着替えたりしましょう。とにか

く、清浄に体を保つことが必要です。日本で爆発的な患者増加が起きていないのは、日本での清

浄法（手洗い、うがい、入浴、靴を脱いで部屋に入る）など、仏教や神道などによる宗教的な習

慣が行きわたっているためかもしれません。また、タングクリーナーや舌ブラシでの舌掃除は、

口腔内の清浄ケアとしてだけでなく、大腸の細菌叢をただして、免疫機能を高めるという意味で

もおすすめです。さらに、外出した時に衣服や頭髪にウイルスが付着している可能性もあります。

あまり一般的には言われていませんが、入浴や洗髪も毎日行うことは、体を清浄に保つのに大き

く役立つと思われます。 

② マスクと鼻呼吸 

マスクを装着することは、外出中にウイルスを吸ってウイルスをうつされるのを防ぐにはあ

まり役立たないとも言われています。咳や痰が出す人がマスクを装着することは、他の人にうつ

さないという効果は期待できますが、自身がマスクをする意義は、湿って温かい空気を吸うこと

で、自身の気道の繊毛運動など自浄作用を促して、ウイルスを侵入することを防ぐ効果はありま

すが、他の人からのウイルスから防護する機能はそれほどないのです。これは米国 CDC センタ

ーが伝えていることです。米国では、マスクをする習慣がないこともあり、コロナ騒ぎの中で人

種差別のもとにもなってきたそうです。 

ただ、呼吸をする時に、できるだけ鼻呼吸をすることは、マスク装着と似て、自身の気道の繊

毛運動などの自浄作用を活用するためにはお勧めです。マスクの抗ウイルス活性を高めるには、

ヒマラヤの蜜蝋に、レモンバームやユーカリ、メントールなどを溶かし込んだバカボンのバーム

（hikaribitokochi@gmail.com で購入可、収益の一部はネパールの子供達の教育資金に寄付）を

塗っておくのもよいかもしれません。過敏に反応しない人では、鼻孔周囲に塗布するのもエビデ

ンスはありませんが、香りのもつ抗鬱作用などで気分がよくなる人もいます。 

また、マスクに関して、買い占めや品切れが問題になっていますが、今こそ、お母さんやお婆

ちゃんが自分で、家族のマスクくらいは、縫っていただくとよいでしょう。一般の販売されてい

るマスク程度の保護機能は、何枚もガーゼや布、さらには水着や下着素材を重ねれば得られるで

しょう。 

③ 自粛の仕方について：温故知新の智慧を活かす 

さらに外出は控えている方が多いため、皆さんが運動不足になりがちです。自粛ストレスが発

生していることも、特に子供達では心配されています。 

ウイルスの性質からすると、感染者自身に触れたり、感染者がふれた器物にふれることや、換気

の悪い部屋に居ながら、感染者と近くで話をすることは感染をうける危険性があります。ですか

らタクシーや電車、飛行機などの狭い空間に滞在したり、市場やお店などに出かけるのもよくあ

りませんが、公園や森に、歩いて出かけるのは全く問題ありませんし、環境としては、自宅に居

るよりもよいと思われます。マスクをしながら森や公園に外出するのは、運動や気分転換による

ストレス解消にもなり、お勧めです。 

かりに密閉された空間に居なくてはならない場合、ウイルスの侵入を防ぐには、オフィスやご
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家庭（家）では、加湿と同時にエッセンシャルオイル（精油）を加え、アロマディフューザー等

で室内に噴霧したりするのがお勧めします。かつてイタリアで１７世紀ペストが大流行した時、

香料を扱う人達は感染しにくかったという記録があります。これはおそらく植物の持つ抗菌作

用等によるものと考えられます。近年では、オイルによって抗菌、抗ウイルス作用が確認されい

るものがあります。ディフューザーがなければお湯を沸かして洗面器等に移し、オイルを数滴垂

らすだけでも構いません。そういう意味では浴槽に湯を張ってそこへオイルを入れて入浴する

のも良いかと思います。使用したいエッセンシャルオイルは、代表的なもので前述のユーカリや

ラベンダー、テイツリー、シナモン等ですが、日本の代表的な抗菌抗ウイルス精油のヒノキチオ

ールなどもよいでしょう。また、まめに水分を補給するのも良いとされていますが、冷たい水よ

りも、温かい白湯やお茶、特にハーブ茶がお勧めです。 

④ 伝統医学的なハーブの活用 

治す効果までは期待できませんが、ウイルスの侵入を防ぐには、抗菌抗ウイルス活性をもつと

言われるハーブティーの代表であるホーリーバジル（トゥルシー）もお勧めです。ホーリーバジ

ルは、アーユルヴェーダで頻用されているハーブですが、「ホーリーバジルを植えている家庭に

は病気が寄り付かない！」ということもインドでは言われており、感染症に限らず、多くの病気

への予防効果などが研究の結果から言われています。含有成分の抗菌抗ウイルス活性は、オイゲ

ノールという精油が担っていますが、これは、クローブというスパイスにも含有されています。

奥平氏は、クローブを水に溶かしてクローブ水をカンジダなどによるリーキーガット症候群に

飲むことをお勧めされています。ホーリーバジルには、さらにローズマリー酸という抗酸化作用

成分があることも明らかになっております。抗酸化作用による抗炎症作用などが発揮されるこ

とで、クローブ以上に臨床的な有効性が期待できます。また、ホーリーバジル内服により大腸の

細菌叢のバランスが改善することも報告されています。 

更にはウイルスの侵入を防ぐ生体防御機能を向上させることが言われているハーブの代表と

してエキナシアがあります。白血球やマクロファージの機能を向上させる効果が、自然免疫を増

進させることが言われていますが、実際に肺炎になっている人では、白血球の活性が過剰になり

すぎると、サイトカインストームの促進をさせて炎症を悪化させる危険性もありますので、あく

まで予防的に飲むことが大切です。また、板藍根（中国では予防作用がいわれています）、プロ

ポリス、シソやタンポポ、ダイコンの皮、ごぼう、パクチー（香菜）、陳皮（みかんの皮）、茶

の葉等が、生体の防御機能を促進させることも知られています。 

 

第３弾：自身の免疫機能を向上させること 

① 体を冷やさない 

一般的には、睡眠と食事、適度の運動が大切だといわれていますが、免疫機能にすぐに影響する

のは体温です。体温が一度上昇することで、免疫機能が３倍に増進するなどと言われていますの

で、体を冷やさないように、内外から温めること、冷やさないことが大切です。 

免疫というと、自然免疫と獲得免疫に分かれますので、それぞれの賦活化方法をご紹介しましょ



う。 

② 自然免疫を活性化する 

今回のようないきなり人間を襲う新型コロナウイルスは、これまで一度も人類が対峙したこ

とがない病原体ですので、自然免疫が主に働きます。自然免疫を担っているのが、NK 細胞や一

般の白血球（好中球やマクロファージ）ですが、その免疫機能に関わるのが神経系特に自律神経

系や内分泌系です。特に自律神経系は、自然免疫に重要な要素です。パニックになって交感神経

を興奮させることは自然免疫機能にもよくはありません。栄養不足や睡眠不足もよくありませ

ん。さらに体を冷やすとか、運動不足などもよくありません。最近は、腸内環境も自然＆獲得免

疫に重要な働きをしていることがわかってきました。このような食事、睡眠、運動などを介した

自律神経や内分泌系のバランスを保って、自然免疫を向上させるのが、まさに温故知新の養生法

なのです。 

食物としては、十分なビタミンとミネラルが必要なことが、国際オーソモレキュラー学会から

紹介されています。それによると、ビタミン C３g/日以上、ビタミン D３ 2000IU/日、亜鉛 

20mg/日、セレン 100μg/日、マグネシウム 400mg/日なども、免疫が正しく働くには必要な栄

養素だと言われています。もちろんタンパク質も重要です。代表的な伝染病である結核が少なく

なってきたのは、人々の栄養状態が改善したためだとも言われています。ただ、栄養状態が良く

なりすぎて偏ってしまうと、糖尿病がふえて来ます。今回も、糖尿病などの持病をもつ人が重症

化しやすいといわれているのは、高齢による自然免疫機能の低下とおなじように、持病による免

疫機能低下が原因でしょう。持病や高齢者では特に、自然免疫を向上させる養生法が大切なので

すが、これは、まさに未病プラン協会のすすめる生活法そのものなのです。 

古代インドに記載されたアーユルヴェーダの古典には、健康の３本の柱は、食事と睡眠、性生

活とされていますが、現代医学的には、食事、運動、休養（睡眠も含まれる）でしょう。一般的

に、風邪をひかないようにするには、十分な睡眠といわれていますので、①休養（睡眠を含む）、

②食事、③運動の順で説明しましょう。 

 

１． 規則正しい十分な休養： 

受動的休息法：これは、特に深い睡眠をとることでしょう。そのために規則正しい生活が必

要です。朝は、６時前後に起きて朝日をあびながら、体操やヨーガ、気功など軽い運動を、

深い呼吸とともにするのが理想的でしょう。明るく広い場所で毎日励行すると、体の循環や

呼吸機能を改善させることもできます。また朝食も、食欲が落ちている時以外は摂りましょ

う。特に少量のバナナなどは、睡眠の質をよくするセロトニンやドーパミンに変わるアミノ

酸（トリプトファン）を含んでいるとして勧められます。しかし、バナナがもともとは暑い

国の人達が食するものですから、大食はいけないでしょう。日本人が馴染んでいるもっとも

有効な休息法は、入浴です。できれば、温泉が理想的です。温泉地が最適ですが、スーパー

銭湯でも大丈夫です。もちろん脱衣場では、換気をよくしながら、扉や物に触らないで、浴

場に浸かりましょう。４１℃１０分間で額にうっすら汗をかく程度の温浴が理想的です。深



部温が１度上昇する程度の温度上昇が、生体にストレスにならず、むしろ循環促進効果、交

感神経抑制効果、免疫賦活効果があります。睡眠をよくするためには、寝床につく９０分間

に、お風呂からでるようにすると、深部温が下がり始めるときに寝ることになって、より深

く眠れることが知られています。 

   能動的休息法：これは特にアーユルヴェーダでは積極的にすすめています。つまりマッサ

ージやヘッドケア、呼吸法、瞑想などです。寝る前に５分間でもヘッドケアを受けると睡眠

薬が必要でなくなる方もおられます。また、足裏の１０分間程度のマッサージも睡眠の質を

改善させます。全身的なオイルマッサージ、特にゴマ油マッサージは、時間的経済的な余裕

があればお勧めですが、自宅では、油地獄になり、家族に迷惑をかけることになる場合 

もありますので、アーユルヴェーダサロンやエステティックサロンなどに行くのがよいで

しょう。 

能動的な休息法に含まれるかもしれませんが、不安状態で眠れない時などに、ハーブや薬草

製剤を摂るというのもよいでしょう。ハーブであればヴァレリアン、ゴツコラやシャンカプ

シュピー（アーユルヴェーダ製剤）、漢方薬ならば抑肝散や酸棗仁湯などを飲むのもよいで

しょう。胃腸が弱い人には勧められませんが、寝る前に温めた少量のミルクにギーを滴下し

て飲むことで、ぐっすり眠れるようになる人もおられます。 

 

２． 適切な食事： 

食事はバランスが大切です。もちろんタンパク質とよい脂質が大事ですが、糖質も、あま

り制限しすぎると、人によっては眠れなくなったりしますので、小麦ではない胚芽米などの

糖質がよいでしょう。要は、糖質、脂質、タンパク質のバランスが大切です。糖質制限より

も、個々人にあった適切な糖質量が必要なのです。ただし、小麦や乳製品、卵は、消化しに

くいため、未消化物を生んでしまうことから、アーユルヴェーダ的にはお勧めできません。

これら３大栄養素以外に、ビタミン・ミネラル類（ビタミン C３g/日以上、ビタミン D３ 

2000IU/日、亜鉛 20mg/日、セレン 100μg/日、マグネシウム 400mg/日）などは免疫機能

に重要であることは現代医学的にも明らかになっています。さらには食物繊維（水溶性と不

溶性食物繊維をバランスよく）を摂ることが大切です。食事の量も、朝≒夕＜昼食というバ

ランスが、消化する力の日内変動から勧められます。 

特に水溶性の食物繊維は、腸内環境をよく保つには必須だということがわかってきました。

腸内環境の改善には、さらに発酵食品によりプロバイオティクスを補い、オリゴ糖や水溶性

食物繊維などのプレバイオティクスが必要です。さらには、腸管免疫を活性化する免疫活性

食品キノコや海藻類、前述のホーリーバジルのサラダやお茶などもよいものです。 

 

３． 適度の運動： 

ヨーガや気功など伝統的な温故知新の方法が、適度の運動になります。激しい運動は、逆

に筋肉を破壊して、体にはストレスになります。普段運動をしている人では、少々のストレ



スにも耐えられるでしょうが、あまり運動習慣がない人では、気持ちよいストレッチ程度の

運動と、腹筋と背筋・スクワットを１０－２０回程度する筋トレがよいでしょう。これに加

えて、エアロビックスになり心肺機能を鍛える散歩の３種類の運動を行うことが理想でしょ

う。ただし、深夜に運動したりすると生体リズムを壊して睡眠の質を悪化させますので、で

きれは、エアロビックスや筋トレは午前中に、ストレッチは夜に行うのがよいでしょう。ま

た運動時に留意していただきたいことは、必ず、呼吸と連動することです。 

  呼吸と必ず連動させながらストレッチ、筋トレ、エアロビックスをすることが、誰にもおす

すめしたい運動です。 

 

４． 深い呼吸とマインドフルネス呼吸： 

呼吸は、古来から健康法として認識されてきました。近年、呼吸が自律神経系を調節した

り、情動に影響することもわかってきました。さらには、呼吸は、アーユルヴェーダやヨー

ガでは、ナーディという体内の通路を流すために必須であることが知られています。実は、

現代医学的にも、「呼吸ポンプ」と言われる言葉があるように、呼吸が循環とりわけ静脈循

環に必須であることがわかってきました。ただ、「呼吸ポンプ」を知る人は、現代医学の医

療者でも多くはありません。運動する時などによく息をつめて運動していますが、それは、

胸腔内圧を高めて、静脈が右側の心臓に還ってくるのを阻害することで、脳循環をはじめと

する全身の循環を悪化させることになるのです。逆に、運動中でも、深い呼吸をしながら行

えば、全身の循環を促すことになります。動脈のポンプが心臓であることは誰でも知ってい

ますが、静脈にポンプが、呼吸や筋肉ポンプであることは、ほとんど知られていません。静

脈の呼吸ポンプも発動させ、筋肉ポンプと共に循環全体を向上させるのが温故知新の運動、

ヨーガや気功なのです。 

また呼吸は、情動にも影響します。ゆっくりと、呼吸に注意をむけて、新型コロナ感染の

心配、仕事の心配などを忘れ、10 分間でもマインドフルネス呼吸をすれば、パニックや自粛

ストレスによる交感神経過緊張と、それによる循環不全や免疫系のバランス異常、胃腸系の

機能障害などを防ぐことができるでしょう。さらには、死の恐怖心も消え失せる生死の智慧

を身に着けることが、生命の科学アーユルヴェーダやヨーガを学ぶことで可能になるかもし

れません。これら温故知新の養生法の詳細については、未病プラン協会のテキストを参照さ

れてください。 

 

③ 獲得免疫系を活性化する方法 

これは、まさにワクチン接種です。特定のウイルスに対する抗体など免疫系を活性化させるこ

とです。これまで人類は、数多くのワクチンを作ってきました。極微量の生ウイルスや毒力の低

い似た抗原性をもつウイルスに感染させることも、個人や集団の獲得免疫系を活性化させるこ

とになります。実際古代中国でも天然痘に対して、牛痘にかからせるなどのワクチン治療がなさ

れたことがあり、それはジェンナーの天然痘に対する種痘より数百年前のことです。今回の新型



コロナウイルスに対しても、ワクチン特に DNA ワクチンや RNA ワクチンなど、新たな製剤が

ドイツなどで開発されていますが、その安全性が一番問題です。インフルエンザワクチンはもと

より、子宮頸がんワクチンでは、特に日本人で問題が数多く起きておりますので、慎重に対処し

ないといけないでしょう。 

 

第４弾：肺炎の治療は東西医学融合が理想 

① 西洋医学的最先端治療 

肺炎になった患者さんの肺機能介助治療（人工呼吸器や人工肺 ECMO）は、現代医学の独壇

場です。特に抗ウイルス薬（抗 C 型肝炎、抗インフルエンザ、抗エイズ）や、ARDS という呼

吸不全になった時に、喘息に使われるステロイド性や吸入薬好中球エラスターゼ選択的阻害薬

エラスポール🄬などの特殊な薬も日本で効果を上げて、日本（相模原中央病院）では高齢者でも

救出できたことが報告されています。 

 

② 解熱剤は控えて 

発熱すると、解熱剤が処方されることが多くありますが、解熱剤には抗ウイルス作用はありま

せんし、副作用で肝腎障害や脳障害なども起こることがありますし、症状を修飾してしまいます

し、イブプロフェンで病状が悪化する可能性さえ言われていますので、できるだけ飲まないこと

が必要でしょう。せいぜい、アセトアミノフェン（カロナール🄬、パラセタモール🄬など）を少

量用いる程度にしましょう。 

 

③ 東洋医学的治療：消化力（胃腸の調子）を整える 

しかし、当の中国では、抗ウイルス薬や抗マラリア薬、ECMO などの現代医学的な最先端の治

療に加えて、中国伝統医学である薬草製剤や気功などの呼吸法などの治療＆養生法をとりいれ

ています。特に、肺炎に対して、清肺排毒湯（中医処方：麻黄９g、炙甘草６g、杏仁９ｇ、生石

膏 15-30g、桂枝９ｇ、沢瀉９ｇ、猪苓９ｇ、白朮９ｇ、茯苓 15g、柴胡 16g、オウゴン６ｇ、 姜

半夏９ｇ、生姜９ｇ、紫おん 9g、冬花 9g、射干 9g、細辛 6g、山薬 12g、枳実 6g、陳皮 6g、黄

耆 9g）が使われています。日本の漢方薬ならば、未だエビデンスはありませんが、麻杏甘石湯

＋柴苓湯＋補中益気湯（だるさ）、啓脾湯（下痢）、麦門冬湯（乾性の咳）＋清肺湯など、特に、

脾胃の機能（消化力、アグニ）を保つことを重視しています。体を冷やさない、冷たいものを食

べないなどの注意は、消化力を低下させないためにも必要なことなのです。適宜症状に応じて処

方されることで、患者さんの苦痛は軽減できるでしょう。また、消化力が低下すると、たいてい

は舌苔がでてきます。これが胃腸の働きを阻害することは科学的に実証されてきました。舌ブラ

シやタングスクレーパーを使って、毎朝毎夕、歯磨き後に舌苔を除去する習慣をつけることで、

胃腸の機能低下には役立つでしょう。他に、西洋伝統医学であったホメオパシーは、インド伝統

医学にも含まれていますが、ホメオパシー製剤（アルセニクムなど風邪症状の治療レメディー）

以外に、アシュワガンダ、シラジットなどは、免疫機能を向上させることでガン患者さんにもよ



く使われますので、自然免疫機能を向上させることでしょう。 

 

以上にように、東西医学を融合させた広義のアーユルヴェーダ生命の科学を「幸福な生を生き

る生死の智慧」として学んでいただくことで、現在のパンデミックを乗りきっていただきたいと

願っております。 
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