質のいい食 事 と 健 康は
切って も 切 れ ない間 柄

オリーブオイルは
天 然の美 味 なる薬

年

前田 大学で︑今オリーブオイ
ルの研究をしています︒約

ら︑100人中 人が 5年の間

人たちに細かく食事制限をした

によると︑心筋梗塞を起こした

前のアメリカ心臓病学会の論文
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前 田 大 阪 の﹁旬 穀 旬 菜﹂の 人
気には︑いつも 驚かされます︒
体にいいおいしい料理を︑みな
さん待ち望んでいたんですね︒
三國 食べるということは生き
ることですから︑質のいい食事
たくさんの方に受け入れていた

前田和久
三國清三

と健康はイコールの関係です︒

前田 今︑アディポネクチンと

だいて︑僕も嬉しいですよ︒

ます︒これは︑病気を未然に防

いうホルモンが注目を集めてい

みくに・きよみ ● 1954年北海道生ま
れ。札幌グランドホテル、帝国ホテ

ぐ長寿ホルモンと呼ばれるもの

切るシェフ渾身の高級フレンチ「キュ
イジーヌ・ナチュレル」
が堪能できる。

す﹁グッド・ダイエット﹂を提唱

クニ」。東京・四ツ谷の閑静な一角に
佇むお店では、素材のチカラを生かし

で︑私は︑このホルモンを増や

ん食べて炭水化物や脂肪分を控

しています︒単に野菜をたくさ
えるのではなく︑運動と体重管
理を基本に︑栄養素の
で食
〝質〟
事をバランス良くコントロール
していくというものです︒じつ
世界でも日本の女性だけなんで

は︑平均体重が減っているのは
す︒大学でも〝食べる質に着目
してください〟と︑盛んに訴えて
います︒
三國 確かに日本人は︑体にい
いと聞くと集中的に食べ︑ブー
ムが終わると食べなくなる傾向
にありますね︒最近の若い女性
くらい痩せている人が多いです

は︑栄養失調じゃないかと思う

力が心配です︒
↘

し︑病気やケガでもしたら回復

と︑
ストレスがたまる︒そこに着
味も見た目も無表情になりがち

目しました︒体にいい料理は︑
ですので︑
ヘルシーでありながら︑
おいし く︑美 し く︑香 り が 立つ
前田 シェフはまた︑
﹁四ッ谷メ

料理をお出ししたかったんです︒
ディカルキューブ﹂の病院食も
手がけておられますよね︒
三國 スタートして6年になり
緒に︑患者さん一人ひとりのレ

ます︒専門医や管理栄養士と一

から一般の方まで︑おいしく楽

シピを作って︑手術後すぐの方
しく食事をしていただける︑
﹁ミ
というドクター
クニ マンスール﹂
ズレストランです︒
前田 普通はなかなか手術後す

心と体を元気にする
おいしさの極意
今回の取材でお邪魔させていただい
た、高級フランス料理「オテル・ドゥ・ミ

大阪大学附属病院
ウェイトマネジメント外来医
オテル・ドゥ・ミクニ
オーナーシェフ

らね︒旬のものを カ月食べて

く季節の食材しか使いませんか

三國 もちろん︒店ではなるべ

季のものが味わえるわけですね︒

前田 ﹁旬穀旬菜﹂では︑その時

んですよ︒

ることが︑とても大切だと思う

月々の旬の食材を意識して食べ

ういう春夏秋冬︑もっと言えば︑

る芽吹きのものをいただく︒そ

を食べ︑春になったら苦みのあ

汗をかく夏にキュウリやトマト

でも手に入りますが︑本来は︑

いられるんです︒今は一年中何

のものを食べていれば︑健康で

三國 僕の立場から言えば︑旬

ですね︒

習慣を身につけていただきたい

と質のいい食事で︑健康な生活

すむよう︑普段から適度な運動

前田 できれば病院へ行かずに

旬の食 材は
自 然 界からの贈りもの

食は比較的スムーズでした︒

ウハウもありましたので︑病院

に言われた通りに食べている↖

れてしまいますよね︵笑︶
︒医師

に︑自分が好きなものを止めら

三國 病気になると残念なこと

を大きく変えていただきました︒

はおいしくない〟
というイメージ

お料理を通して︑
〝体にいい食事

前田 シェフには﹁旬穀旬菜﹂
の

医 療の食 事にも
食べる楽しさをプラス

らしいので僕も愛用しています︒

シャ産のものは質も風味も素晴

まれているんですよ︒特にギリ

として重宝されていて︑今も飲

シャでは 約7000年前から薬

オイルは料理だけでなく︑ギリ

も登録されています︒オリーブ

あり︑地中海料理は世界遺産に

ブというのはギリシャの象徴で

三國 それは興味深い︒オリー

た︑というデータがあります︒

病気になるリスクが半分になっ

理を食べるように指導したら︑

オイルをたっぷり使う地中海料

たそうです︒ところが︑
オリーブ

に何らかの病気になってしまっ

30

す︒ありがとうございました︒

しいお料理を楽しみにしていま

がいっぱいの︑ヘルシーでおい

前田 これからも︑季節の恵み

いですね︒

日本人として大事にしていきた

待ちわびる︑そういう感性も︑

それに︑春の香りや秋の味覚を

の体を保護してくれるんです︒

いれば︑自然界がちゃんと人間
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ぐには食べられないですよ︒

ンチスタイルの家庭薬膳料理が楽しめる。

三國 そう︑痛いですしね︒でも︑

まえだ・かずひさ● 大阪大学大学院
医学系研究科准教授。
『メタボリッ

節野菜や旬の食材をふんだんに使ったフレ

みなさんしっかり召し上がりま

前田和久
レンチレストラン。開放的な空間の中で、
季

す︒回 復 力 も ス ゴい︒
〝病 は 気

労章オフィシエ」
を受勲。近年、食育

今自分に必要なものを体に “取り込む・巡ら

から〟と言いますが︑食事制限

がプロデュースする
「旬穀旬菜」
は、
三國シェ

生の楽しみを奪われた気分です

フの
「高級フランス料理」
と、
季節の食材から

をされた患者さんは︑きっと人

やスローフード活動も進めている。

せる” がコンセプトの
「ロート製薬オリジナ

体にいいおいしい食事への思いを語り合いました。
ル、スイス・フランスの三ツ星レスト
ランで修業を重ね、1985年「オテル・
ドゥ・ミクニ」
を開業。2007年「卓越し
た技 能 者（ 現 代の名 工 ）」を受 賞 。
「農事功
2010年フランス共和国より

日本を代表するフレンチの巨匠・三國シェフ

フレンチの巨匠 三國清三シェフと、
「グッド・ダイエット」を提唱する前田先生が、

薬膳フレンチレストラン「旬穀旬菜」をプロデュースする
三國清三

薬膳フレンチレストラン
「旬穀旬菜」

よね︒それを僕がなんとかでき
れば︑という思いがありました︒
前田 病院食のレシピ開発とい
うのは︑また別のご苦労があっ
たのでしょうね︒
三國 今から 年前に︑スイス

ドルも高かったですね︒そのノ

方がレシピの制限が多く︑ハー

ラリと変わりました︒機内食の

て︑当時の機内食イメージがガ

ネスクラスの料理を担当しまし

航空のファーストクラスとビジ
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グランフロント大阪ナレッジキャピタルで

ル家庭薬膳」
がコラボレーションした薬膳フ

クシンドロームを防ぐ
「グッド・ダイ

エット」』
（ 医療薬出版）でデータに
基づく最善のダイエット法を提案。

