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「納豆などの発酵食品は、「納豆などの発酵食品は、
タマシックタマシック((鈍性鈍性) ) である」である」

「加熱したハチミツは、体内で毒素となる」「加熱したハチミツは、体内で毒素となる」

「牛乳やギーはサトヴィック「牛乳やギーはサトヴィック((浄性浄性))で、で、
オージャスオージャス ((活力素活力素))を増す最もよい食物」を増す最もよい食物」



目目 的的

アーユルヴェーダにおける食物の見解、特アーユルヴェーダにおける食物の見解、特
に発酵食品、ハチミツ、乳製品を題材に、に発酵食品、ハチミツ、乳製品を題材に、
アーユルヴェーダ古典における記載、およアーユルヴェーダ古典における記載、およ
び日本で教え伝えられている内容、そしてび日本で教え伝えられている内容、そして
実験結果も考慮して、安全性と有害性を考実験結果も考慮して、安全性と有害性を考
察した。察した。



発酵食品はタマシック発酵食品はタマシック((鈍性鈍性))で、で、
控えた方がいい控えた方がいい ？？

＜発酵食品＞＜発酵食品＞



◆◆発酵食品とは発酵食品とは
カビ・酵母・細菌など微生物の作用をカビ・酵母・細菌など微生物の作用を
利用して作った食品利用して作った食品

◆◆日本の発酵食品（麹カビ、酵母、乳酸菌）日本の発酵食品（麹カビ、酵母、乳酸菌）
納豆、日本酒、みりん、酢、みそ、醤油、漬物納豆、日本酒、みりん、酢、みそ、醤油、漬物
キムチ、甘酒、塩麹、焼酎、ビール、ワインキムチ、甘酒、塩麹、焼酎、ビール、ワイン
チーズ、ヨーグルト、パンなどチーズ、ヨーグルト、パンなど

◆◆発酵食品の利点発酵食品の利点
腸内細菌叢の改善、便通、腸管免疫の活性化腸内細菌叢の改善、便通、腸管免疫の活性化
発がん性物質の排出発がん性物質の排出

◆◆日本の風土日本の風土
湿度が高く、雨の多い日本列島は、湿度が高く、雨の多い日本列島は、
無類の微生物王国。無類の微生物王国。



アーユルヴェーダの古典にはアーユルヴェーダの古典には
発酵食品がタマシック発酵食品がタマシック((鈍性鈍性))だというだという

記載はない記載はない



バガヴァッドギーターバガヴァッドギーター Chapter 17 :8Chapter 17 :8--1010
＜三種の者に好まれる食物の性質＞＜三種の者に好まれる食物の性質＞

◆◆(17:8)(17:8)寿命を延ばし、勇気、活力、健康、幸福、喜びを増大寿命を延ばし、勇気、活力、健康、幸福、喜びを増大

させ、口当たりがよく、美味で、滋養分に富み、気持ちのよいさせ、口当たりがよく、美味で、滋養分に富み、気持ちのよい
食物は食物はサトヴィック優位の者に好まれるサトヴィック優位の者に好まれるのだ。のだ。
Foods that promote longevity, vitality endurance, health, a cheeFoods that promote longevity, vitality endurance, health, a cheerful attitude, and a good appetite; rful attitude, and a good appetite; 
that are pleasantthat are pleasant--tasting, mildly flavored, nourishing, and agreeable to the body:tasting, mildly flavored, nourishing, and agreeable to the body: such foods such foods 
(give sattwic enjoyment and)are preferred sattwic people.(give sattwic enjoyment and)are preferred sattwic people.

◆◆(17:9)(17:9)苦く、酸っぱく、塩辛く、過度に熱く、刺激的で、油苦く、酸っぱく、塩辛く、過度に熱く、刺激的で、油

気がなく、ひりひりし、苦痛と憂いと病とをもたらす食物は気がなく、ひりひりし、苦痛と憂いと病とをもたらす食物はララ
ジャシックの者に好まれるジャシックの者に好まれるのだ。のだ。
Foods that are bitter, sour, heavily salted, excessively hot, puFoods that are bitter, sour, heavily salted, excessively hot, pungent, sharp tasting, and burning ngent, sharp tasting, and burning 
(give rajasic enjoyment and) are those preferred by people of ra(give rajasic enjoyment and) are those preferred by people of rajasic temperament. Such foods jasic temperament. Such foods 
produce pain, discomfort, and disease.produce pain, discomfort, and disease.

◆◆(17:10)(17:10)新鮮でなく、味もなく、悪臭がし、腐っており、食べ新鮮でなく、味もなく、悪臭がし、腐っており、食べ

残しで不浄な食物は残しで不浄な食物はタマシック優位な者に好まれるタマシック優位な者に好まれるのだ。のだ。
Foods that are nutrititionally worthless, tasteless, putrid, staFoods that are nutrititionally worthless, tasteless, putrid, stale, thrown away as garbage, or le, thrown away as garbage, or 
(otherwise) impure (give tamasic enjoyment and) are preferred by(otherwise) impure (give tamasic enjoyment and) are preferred by tamasic people. tamasic people. 



バガヴァッドギーターバガヴァッドギーター Chapter 17 :10Chapter 17 :10
＜タマシック優位の者に好まれる食物の性質＞＜タマシック優位の者に好まれる食物の性質＞

◆◆(17:10)(17:10)新鮮でなく、味もなく、悪臭がし、腐っており、新鮮でなく、味もなく、悪臭がし、腐っており、

食べ残しで不浄な食物は食べ残しで不浄な食物はタマシック優位な者に好まれるタマシック優位な者に好まれる
のだ。のだ。
Foods that are nutrititionally worthless, tasteless, putrid, staFoods that are nutrititionally worthless, tasteless, putrid, stale, thrown away le, thrown away 
as garbage, or (otherwise) impure (give tamasic enjoyment and) aas garbage, or (otherwise) impure (give tamasic enjoyment and) are preferred re preferred 
by tamasic people. by tamasic people. 

＜解説＞＜解説＞
タマシック優位の者はサトヴィックやラジャシック優位タマシック優位の者はサトヴィックやラジャシック優位
の食物を好まない。・・・の食物を好まない。・・・
彼らは料理したものを彼らは料理したものをわざと腐らせたり発酵させたりわざと腐らせたり発酵させたりしし
て、特別の味と匂いとを持たせるために何日間も放置すて、特別の味と匂いとを持たせるために何日間も放置す
る。彼らはまたる。彼らはまたアルコールアルコールやタバコや阿片のような麻薬やタバコや阿片のような麻薬
を口にする。・・・を口にする。・・・

「科学で解くバガヴァッド・ギーター」ｽﾜﾐ･ｳﾞｨﾗｼﾞｪｼｭﾜﾗ大師、木村慧心監修「科学で解くバガヴァッド・ギーター」ｽﾜﾐ･ｳﾞｨﾗｼﾞｪｼｭﾜﾗ大師、木村慧心監修



古典に記載古典に記載されてされている発酵食品いる発酵食品

・酢酸発酵飲料・酢酸発酵飲料 （シュクタ、シンダーキー）（シュクタ、シンダーキー）

・アルコール発酵飲料・アルコール発酵飲料 （アリシュタ、アーサヴァ、ビール、ワイン）（アリシュタ、アーサヴァ、ビール、ワイン）

・乳酸発酵乳・乳酸発酵乳 （ダヒ）（ダヒ）



仮に、発酵食品がタマシックだとしても仮に、発酵食品がタマシックだとしても. . . .. . . .

オーカ・サートミヤ［順応］オーカ・サートミヤ［順応］

「「定期的な使用によって、それが健康によいものになる定期的な使用によって、それが健康によいものになる
ことをオーカ・サートミヤ（習慣により特定の食物や行ことをオーカ・サートミヤ（習慣により特定の食物や行
動に順応すること）という。」動に順応すること）という。」CharakaCharaka総論総論--6:496:49

「すべての飲食物の名称を挙げるのは不可能である。こ「すべての飲食物の名称を挙げるのは不可能である。こ
こで述べなかった飲食物についてはこで述べなかった飲食物については土地の言い伝えを基土地の言い伝えを基
にして判断するとよいにして判断するとよい。」。」CharakaCharaka総論総論--27:32927:329--3030



＜発酵食品＞＜発酵食品＞ 結果・考察結果・考察

・発酵食品がタマシックだという明確な根拠は見当たらない・発酵食品がタマシックだという明確な根拠は見当たらない

・日本の風土が生んだ発酵食品は、伝統的に長い間日本人の・日本の風土が生んだ発酵食品は、伝統的に長い間日本人の
健康を支えてきたとも言われている。健康を支えてきたとも言われている。
発酵食品の利点に関する科学的エビデンスを考えても、発酵食品の利点に関する科学的エビデンスを考えても、
むしろ積極的にとるべき食品であろうと思われる。むしろ積極的にとるべき食品であろうと思われる。



加熱したハチミツは毒素になる？加熱したハチミツは毒素になる？
加熱してはいけない？加熱してはいけない？

＜ハチミツ＞＜ハチミツ＞



加熱ハチミツの有毒性［チャラカ・サンヒター］加熱ハチミツの有毒性［チャラカ・サンヒター］

「「熱した蜂蜜熱した蜂蜜を食べること、あるいはを食べること、あるいは熱を患っているヒトが熱を患っているヒトが
食べるどんな蜂蜜も食べるどんな蜂蜜も、、死を招く死を招く。。
The ingesting of honey which is heated, or of any honey The ingesting of honey which is heated, or of any honey 
by one who is afflicted with heat, result in death.by one who is afflicted with heat, result in death.
(Charaka(Charaka総論総論--26:84(22)26:84(22)

「「温めた蜂蜜温めた蜂蜜はは死を招く死を招く。温めた蜂蜜でなくても、。温めた蜂蜜でなくても、
熱を患っている患者熱を患っている患者が食べると、が食べると、毒性物質と一緒になって毒性物質と一緒になって
蓄積蓄積する。する。
Warmed honey causes death; unwarmed also, it kills Warmed honey causes death; unwarmed also, it kills 
patients suffering from thermal affections as it is admixedpatients suffering from thermal affections as it is admixed
with poisonous matter during the process of accumulation. with poisonous matter during the process of accumulation. 
(Charaka(Charaka総論総論--27:246)27:246)



加熱ハチミツの有毒性［スシュルタ・サンヒター］加熱ハチミツの有毒性［スシュルタ・サンヒター］

液状物質の諸則液状物質の諸則

「蜜は、特に一定の花から集められるものではない。「蜜は、特に一定の花から集められるものではない。
他方、また蜜を作る蜂は、お互いに性質、味、性能、他方、また蜜を作る蜂は、お互いに性質、味、性能、
内力、及び反応（化学的）作用によって、内力、及び反応（化学的）作用によって、不適合な、不適合な、
花や植物の汁液から、それを集める花や植物の汁液から、それを集める。これらの理由から、。これらの理由から、
またまた有毒な蜂によってつくられる有毒な蜂によってつくられる事実から、蜜は、事実から、蜜は、
熱または火に接すると、熱または火に接すると、積極的に有害になる積極的に有害になる。。
ゆえに、ゆえに、熱いまたは煮た蜜の使用熱いまたは煮た蜜の使用はは禁ぜられる禁ぜられる。」。」

(Sushruta(1)(Sushruta(1)総論総論--4545



加熱ハチミツの有毒性［アシュタンガ・フルダヤ］加熱ハチミツの有毒性［アシュタンガ・フルダヤ］

「「熱した蜂蜜熱した蜂蜜、、高熱を患っているヒトが食べる蜂蜜高熱を患っているヒトが食べる蜂蜜、、
暑い季節暑い季節やや暑い国暑い国あるいはあるいは辛い食物と一緒に食べる蜂蜜辛い食物と一緒に食べる蜂蜜、、
いずれもいずれも死を招く死を招く。。
Honey, kills, if used after heating it, and by those suffering fHoney, kills, if used after heating it, and by those suffering from rom 
great heat, used during hot season, hot country or with hot foodgreat heat, used during hot season, hot country or with hot foodss

(Astanga(Astanga--5: 53)5: 53)

「しかし、「しかし、催吐や煎液浣腸のためにお湯と混ぜて投与される催吐や煎液浣腸のためにお湯と混ぜて投与される
場合、場合、蜂蜜はまったく害にならない蜂蜜はまったく害にならない。なぜなら、。なぜなら、
消化される前に体外へ排出されるからである。」消化される前に体外へ排出されるからである。」
But honey does not cause any harm when used warm (mixed witBut honey does not cause any harm when used warm (mixed with h 

warm water) for producing vomitting or for administration of warm water) for producing vomitting or for administration of 
niruha (decoction enema)because it comes out of the body before niruha (decoction enema)because it comes out of the body before it it 
undergoes digestion.(Astangaundergoes digestion.(Astanga--5:54) 5:54) 



＜ハチミツ＞＜ハチミツ＞ 現状現状

・世界で食べられるほとんどのハチミツが加熱したもの・世界で食べられるほとんどのハチミツが加熱したもの
であるにもかかわらずであるにもかかわらず深刻な被害報告はない深刻な被害報告はない

・・WHOWHOは、とくには、とくに乳児乳児に対してに対して加熱殺菌していない加熱殺菌していない

ハチミツは食べないハチミツは食べないよう勧告しているよう勧告している

・もし加熱による何らかの成分変性が毒素のひとつに・もし加熱による何らかの成分変性が毒素のひとつに
なりえるとするならば、ハチミツはその特異的な成分なりえるとするならば、ハチミツはその特異的な成分
構成により、構成により、AGEs(Advanced Glycation EndAGEs(Advanced Glycation End products products 
終末糖化産物終末糖化産物) ) が生成されやすいが生成されやすい

・インドでは蜂蜜の・インドでは蜂蜜の1212ブランド中ブランド中1111ブランドから健康をブランドから健康を
害する害する高濃度の抗生物質で汚染高濃度の抗生物質で汚染されていることが報告されていることが報告
されている。されている。（（2010 NGO2010 NGOインド科学・環境センターインド科学・環境センター))

・日本に輸入されたインド産ハチミツの合成樹脂製容器の・日本に輸入されたインド産ハチミツの合成樹脂製容器の
フタから基準値の１４倍のフタから基準値の１４倍の鉛が検出鉛が検出された。された。
（（20102010大阪市トマトコーポレーション輸入）大阪市トマトコーポレーション輸入）
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＜ハチミツ＞＜ハチミツ＞ 結果・考察結果・考察

・加熱による・加熱によるAGEsAGEs生成や成分変性を考えれば、生成や成分変性を考えれば、

他の食品と同様に他の食品と同様にあまり加熱しない方がいいあまり加熱しない方がいいと言えるが、と言えるが、
古典にあるように加熱した古典にあるように加熱したハチミツが深刻な害になるハチミツが深刻な害になる
という科学的根拠は不明瞭という科学的根拠は不明瞭であるである

・従って、過剰に神経質になる人達がいることは憂慮・従って、過剰に神経質になる人達がいることは憂慮
すべきであろうすべきであろう

・加熱ハチミツの有毒性の根拠については、・加熱ハチミツの有毒性の根拠については、
今後の研究が必要今後の研究が必要

・とくに非加熱ハチミツを手に入れる場合、・とくに非加熱ハチミツを手に入れる場合、汚染のない、汚染のない、
品質のよいものを選ぶ品質のよいものを選ぶ



牛乳やギーはサトヴィック牛乳やギーはサトヴィック((浄性浄性))で、で、
オージャスオージャス ((活力素活力素))を増す最もよい食物？を増す最もよい食物？

＜牛乳、ギー＞＜牛乳、ギー＞



バガヴァッドギーターバガヴァッドギーター Chapter 17 :10Chapter 17 :10
＜サトヴィック優位の者に好まれる食物の性質＞＜サトヴィック優位の者に好まれる食物の性質＞

◆◆(17:8)(17:8)寿命を延ばし、勇気、活力、健康、幸福、喜びを寿命を延ばし、勇気、活力、健康、幸福、喜びを

増大させ、口当たりがよく、美味で、滋養分に富み、気増大させ、口当たりがよく、美味で、滋養分に富み、気
持ちのよい食物は持ちのよい食物はサトヴィック優位の者に好まれるサトヴィック優位の者に好まれるのだ。のだ。
Foods that promote longevity, vitality endurance, health, a cheeFoods that promote longevity, vitality endurance, health, a cheerful attitude, rful attitude, 
and a good appetite; that are pleasantand a good appetite; that are pleasant--tasting, mildly flavored, nourishing, tasting, mildly flavored, nourishing, 
and agreeable to the body: such foods (give sattwic enjoyment anand agreeable to the body: such foods (give sattwic enjoyment and)are d)are 
preferred sattwic people.preferred sattwic people.

＜解説＞＜解説＞
サトヴィック優位の徳性を持った者は神聖な美徳を増大サトヴィック優位の徳性を持った者は神聖な美徳を増大
させる食物を選ぶのである。味のよい熟した果物、果汁、させる食物を選ぶのである。味のよい熟した果物、果汁、
ドライフルーツ、木の実、ドライフルーツ、木の実、牛乳、ヨーグルトなどの凝乳、牛乳、ヨーグルトなどの凝乳、
バターバター、菜園の新鮮な野菜、パン、米飯、さや豆、イン、菜園の新鮮な野菜、パン、米飯、さや豆、イン
ゲン豆、ダール豆などは栄養分に富んで消化し易く、充ゲン豆、ダール豆などは栄養分に富んで消化し易く、充
分な生気を含んでいる。・・・・分な生気を含んでいる。・・・・

「科学で解くバガヴァッド・ギーター」ｽﾜﾐ･ｳﾞｨﾗｼﾞｪｼｭﾜﾗ大師、木村慧心監修「科学で解くバガヴァッド・ギーター」ｽﾜﾐ･ｳﾞｨﾗｼﾞｪｼｭﾜﾗ大師、木村慧心監修



＜牛乳、ギー＞＜牛乳、ギー＞

・「大多数の人にとって・「大多数の人にとって最も有益な食品最も有益な食品、、
(10)(10)ギーではギーでは牛のギー牛のギー、、(11)(11)動物乳では動物乳では牛乳牛乳」」
（（CharakaCharaka総論総論--25:3725:37--3838））

・「・「もっとも重要で卓越しているものもっとも重要で卓越しているものを挙げる、を挙げる、
(4)(4)活気づけるもの活気づけるもの[[延命薬延命薬]]ではでは牛乳牛乳
(71)(71)強壮薬（健康増進法）強壮薬（健康増進法）[[ラサーヤナラサーヤナ]]ではでは

牛乳から作ったギー牛乳から作ったギー＜牛乳とギー＞の常用＜牛乳とギー＞の常用
（（CharakaCharaka総論総論--25:4025:40））

・「・「牛乳、ギー牛乳、ギー、・・・は、・・・は常食すべきもの常食すべきものである。」である。」
（（CharakaCharaka総論総論--5:125:12））



＜乳製品＞最近の研究・意見＜乳製品＞最近の研究・意見

◆◆疾病誘発の問題疾病誘発の問題
・牛乳に多量に含まれる・牛乳に多量に含まれる女性ホルモン女性ホルモン[[硫酸ｴｽﾄﾛﾝ硫酸ｴｽﾄﾛﾝ]]ややIGFIGF--1[1[ｲﾝｽﾘﾝｲﾝｽﾘﾝ

様成長ﾎﾙﾓﾝ様成長ﾎﾙﾓﾝ]]が、が、乳がんの原因乳がんの原因になる（成人女性のになる（成人女性の2020人に人に11人人 ））
（妊娠牛から搾乳する現代酪農法による（妊娠牛から搾乳する現代酪農法による. . 日本は日本は75%75%が妊娠牛から）が妊娠牛から）

・牛乳の大量摂取が男性の・牛乳の大量摂取が男性の前立腺がん前立腺がん、女性の、女性の肺腺がん肺腺がん増加と関連増加と関連
・・乳糖不耐症乳糖不耐症の問題（ﾗｸﾀｰｾﾞ活性低下による乳糖不耐症の割合はの問題（ﾗｸﾀｰｾﾞ活性低下による乳糖不耐症の割合は

日本人日本人85%, 85%, ｱﾒﾘｶ白人ｱﾒﾘｶ白人8%, 8%, インド人インド人50%50%））

・乳糖の大量摂取は女性の・乳糖の大量摂取は女性の卵巣がん卵巣がんのリスクを高めるのリスクを高める
・牛乳のカルシウム摂取という観点から、毎日たくさん摂っても・牛乳のカルシウム摂取という観点から、毎日たくさん摂っても
高齢期の高齢期の骨粗鬆症に対する効果はない骨粗鬆症に対する効果はない

◆◆倫理的問題倫理的問題
乳がでなくなった牛を用なしとして食肉処理するという乳がでなくなった牛を用なしとして食肉処理するという
酪農専用牧場のシステムなど酪農専用牧場のシステムなど

◆◆環境・食糧問題環境・食糧問題
大規模な畜産酪農による、自然破壊や穀物の大量消費大規模な畜産酪農による、自然破壊や穀物の大量消費



ジェイン・プラント博士による



＜牛乳、ギー＞＜牛乳、ギー＞ 結果・考察結果・考察

・自然の法則に従った古代インドにおける・自然の法則に従った古代インドにおける
放牧飼育や搾乳法と、現代の酪農法は全く放牧飼育や搾乳法と、現代の酪農法は全く
異なるため、現代の牛乳が古典に記載されている異なるため、現代の牛乳が古典に記載されている
ような性質や効能をそのまま持つとは考えにくい。ような性質や効能をそのまま持つとは考えにくい。

・食べるにしても、・食べるにしても、乳製品は取り過ぎない乳製品は取り過ぎないことこと

・今回の実験では、バター、ギーの女性ホルモン・今回の実験では、バター、ギーの女性ホルモン
含量は検出限界以下であった。含量は検出限界以下であった。
より高感度の測定法が必要と思われる。より高感度の測定法が必要と思われる。

・ギーは、不純物が精製されるため、・ギーは、不純物が精製されるため、
乳製品の中でも安心して食べられる可能性がある乳製品の中でも安心して食べられる可能性がある



結結 論論

◆私たちは、現在に生きなければなりません。◆私たちは、現在に生きなければなりません。
アーユルヴェーダは万人に向けた普遍的真理が語アーユルヴェーダは万人に向けた普遍的真理が語
られているはずであるが、その背景は古い時代のインられているはずであるが、その背景は古い時代のイン
ドにあり、当時の気候、植生、宗教、文化、習慣を色ドにあり、当時の気候、植生、宗教、文化、習慣を色
濃く反映している。そのため、現代においてアーユル濃く反映している。そのため、現代においてアーユル
ヴェーダを学び利用する場合には、古典の教えを盲目ヴェーダを学び利用する場合には、古典の教えを盲目
的に鵜呑みにするのではなく、根底にある意味をでき的に鵜呑みにするのではなく、根底にある意味をでき
るだけ科学的に理解し、広く応用できる合理的な形にるだけ科学的に理解し、広く応用できる合理的な形に
する必要がある。する必要がある。

◆今後の研究が必要◆今後の研究が必要





牛乳は、乳が
んや前立腺が
んの発症を促
進させる？





牛乳が乳がん発症を促進させる仕組み

牛乳 ⇒ｒＢＧＨ（遺伝子組み換え牛成長ホルモン）が乳牛の乳↑
⇒牛乳中にＩＧＦ-１が増加＋もともとの牛乳中のエストロジェン

ＩＧＦ－１（Insulin like growth factor -1)⇒乳がん、前立腺がんなど
に、IGF-1受容体があり、増殖促進作用発揮。その増殖作用が

微量のエストロジェンにより、促進される。

牛乳中のカゼイン蛋白質や乳脂：ＩＧＦ－１を消化酵素から防護し、
腸管吸収を促す。（タバコが肺がんの発生を促すのと類似しているという）

牛乳⇒ ＩＧＦ－１が含有され腸管から吸収 ⇒乳がん、前立腺がん↑

⇒ エストロジェンが含有され腸管から吸収⇒IGF-1の作用促進

豆乳（イソフラボン）に替える⇒乳がん、前立腺がん↓



プラント・プログラム(by Dr. Jane Plant)

1．食品からホルモンやホルモン様物質の摂取を減らす

２．癌の発生を防ぐとされる食品の摂取量を増やす
（にんにく、ショウガ、ウコン、ブロッコリー）

３．亜鉛、ヨウ素、葉酸など正常な細胞分裂に必要な成分を多く
摂る

４．フリーラジカルを体内から除去する
５．有機野菜などを新鮮なうちに食べる
６．食物繊維、ビタミン、ミネラル、天然色素などの少ない精製食

品、缶詰、保存食品、焼きすぎた食品、食品添加物の多いも
のを避ける。

７．手術、放射線治療、抗がん剤に耐え回復を早める食事にする
（薬草製剤も含まれるであろう）

８．健康的な食生活が長続きするよう、沢山の選択肢を用意する



牛乳に対しての態度はどのようにあるべきか？

１）古典的には、牛乳は、オージャスを高める神聖な食物として推奨さ
れており（チャラカ総論25/37〜38）、牛乳から作られた多くの乳製品
（ヨーグルト、バター、ギー）が、インドでは食されてきた。
現代社会の乳製品には、乳牛に成長ホルモンを投与するため、IGF-1、
IGF-2が多く含有されるようになった。また乳製品に本来的に含有され
るエストロジェンにはIGF-1、IGF-2の作用を増強して、乳がン細胞の増
殖を促進する可能性がある。ホモジェナイズ牛乳では、IGFが消化酵
素の作用をうけなくなり、腸管から吸収されやすくなっている。アーユ
ルヴェーダ的には、乳製品には、カパを増やす作用が強い。

２）牛乳と他の食物との食べ合わせも、アーユルヴェーダでは、多くの
注意点があり、一緒に牛乳と食すことが禁じられている食物も多く、牛
乳だけで食すことが指示されている。実際現代医学的研究で、牛乳と
紅茶の混合物では、紅茶のポリフェノールの効果が消失することが報
告されている。つまりチャイは、紅茶の医学的効果が少ないという。

⇒ 現代日本において、牛乳や乳製品（ギーも含め）は、特にカパが
増大している人では、控えるべきではなかろうか？また、チャイなどの
ように、牛乳と他の食品とのミックスは、悪い食べ合わせになる可能
性があり、健康のためには、控えるようにすべきであろう。代わりに豆
乳がよい（但しアレルギーがあれば別）


