美しい『和』のシンプルさを

ホンダ
●
●

看護専門学校

窓辺･風呂場･キッチンに潜むカビ︑そのカビが︑重大な疾患の原因になります︒

アルツハイマ�の原因は家庭のカビ？
﹁アルツハイマー﹂
は︑
カビ

外部へ逃げていくのを防いでいます。松下孝建設が標準

採用している第三種換気システムは、家全体の空気を動

省は︑平成 年8月より一部の
地域において新しい形体のたば
こ製品・スヌースの販売が行わ
れており︑日本学術会議はスヌ
ースの使用による健康影響を懸
念する﹁無煙タバコ製品︵スヌ
ースを含む︶による健康被害を
阻止するための緊急提言﹂を行
っています︒
無煙たばこやスヌースの使用
は︑幼小児の誤飲を含めた種々
の健康影響が懸念されており﹁
スヌース﹂には︑ニコチンだけ
でなく﹁ニトロサミン﹂などの
多くの発がん性物質が含まれて
おり︑口腔ガンなどの原因とな
るほか︑歯周疾患を引き起こし
循環器疾患のリスクも高める可
能性が有ると共に︑重金属の周
囲への飛散も多く︑紙巻きたば
この代わりには︑ならないばか
りか重金属由来の﹁アルツハイ
マー﹂のリスクも心配されるこ
とになりますから︑この際︑た
ばこは止めた方が無難です︒

カビ対策の重要性と
住宅内の空気質の浄化︒
ブレデセン医師は﹁あらゆる
カビがリスクになるわけではあ

料
参加料無
り
駐車場有
主催 / 九州住環境研究会【ハウス・オブ・ザ・イヤー・エナジー 2018 特別優秀賞・優秀企業賞 受賞記念講演】

■ 講演内容：
『対談方式』省エネルギー時代、令和に求められる住宅づくり(仮)
松下孝建設は︑空気質の確保
と共に︑住宅の温度差を解消す
るために︑循環空調システムを
開発しています︒しかも︑大手
ビルダーの全館空調システムの
ように︑機械力による力ずくの
システムではなく︑住宅性能を
活かしたシンプルなシステムに
よる﹁循環空調﹂システムです︒
給気口に帯電フィルターを施
工し︑室内に花粉やＰＭ 等の
微細な有害物質も遮断し︑循環
空気は︑常に電子フィルター内
蔵の﹁空気清浄機﹂を通過させ
て︑クリーンにしてから各居室
に循環させます︒循環空気は綺
麗な空気と共に冷暖房熱を住宅
全体に巡らせて︑温度差を造り
ません︒空気質の清浄化と温度
差の無い冷暖房で︑ご家族の健
康を守ります︒
新築住宅をお考えならば︑是
非︑松下孝建設にご相談くださ
い︒最高の温熱環境とクリーン
な空気環境で皆様のご家族の健
康をお守り致します︒松下孝建
設を宜しくお願い致します︒

ため
﹁循環空調﹂
を開発！

空気質・温度環境保全の

りません︒黒カビ︑青カビなど
のうち︑その一部からカビ毒は
発生します︒同じ環境でも
DNAによってカビ毒の影響を
受けやすい人が︑およそ 分の
いると考えられています︒
カビ由来による体調の不良を
感じる場合︑定期的な換気は勿
論ですが﹁HEPA︵高性能︶
フィルター﹂を使った高性能の
空気清浄機を出来るならば各部
屋に設置することですが︑それ
でも不調が続くときには︑環境
を変えるために引っ越しが必要
になる場合もあります﹂と述べ
ています︒

賢い住まいづくりセミナー2019 開催

中山交番●

細菌説も囁かれていた不治の病︑認知症﹁アルツハイマー﹂の原因が判った？

ジョイフル

による疾患だった？

重金属を発生させる
無煙たばこの危険性︒
近年︑新たな問題となってい
る無煙たばこですが︑厚生労働

一発ゴー！
検索
松下孝建設

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

お電話は、松下孝建設内 (九州住環境研究会 事務局：池田)
お問い合わせ・お申し込み先

012 0 - 0 7 9 - 0 8 9
□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。資料等をお送り致します。

FAX：099-269-5027
氏 / (株)エクセルシャノン取締役営業本部長

九州住環境研究会 TEL：099-267-7594

教授 / 東京大学名誉教授

多目的ホール
◆鹿児島県鹿児島市城西二丁目1-5 TEL：099-806-6666（代表）

◆受付開始13：00 ◆講演開始13：00〜15：30(予定)

■ 場所：かごしま環境未来館
■ 日時：2019年7月7日(日)

くいので、保冷材として室内の急な温度変化を防ぎ、ま
■

間を実現しています。
外観

た、気密性が高いので、室内の涼しい空気が必要以上に
●

外張り断熱には、遮熱シートが貼られ、住宅が蓄熱され
鹿児島純心 ●
女子大学

かし、エアコン一台でも温度差の少ない、快適な室内空
●
県営ハイタウン
平佐住宅
川内中央
中学校 ●

上げております。

訪れているようです︒
ブレデセン医師らのチームは
生活習慣や環境を変える総合的
な治療プログラムを実施したが
最後まで原因が不明だったのが
毒物が原因の患者で︑患者に共
通していたのは︑自宅の地下室
に︑大量の黒カビが生えていた
ことで︑カビが﹁アルツハイ
マー﹂の主要な原因であること
が判明︑またマグロなどからの
水銀の摂取が原因となっていた
事例も示されています︒
毒物が原因の﹁アルツハイ
マー﹂は︑ 代後半から 代前
半の若い世代の女性に多いこと
が特徴で︑症状は記憶の喪失よ
りも︑計算や整理︑会話などへ
の支障が目立ち︑この様なカビ
毒物タイプの患者は︑明らかに
なっていないだけで︑潜在的に
はより多くの患者が存在するの
ではないかと考えている様です︒
60

磯山自治会館

25

張り断熱のW断熱工法です。

日光設備
●

松下孝建設のHybrid eco-heart Q工法は、充填断熱と外
薩摩川内市天辰町1549-3付近 薩摩川内モデル

セブンイレブン

外観

くして︑認知機能の低下をゆる
アミロイドを取り除く方法では
やかにするもので︑すでに蓄積
なく︑アミロイドを発生させて
が進んだ患者には効果が乏しく︑ いる原因そのものを取り除かな
ごく初期の人にしか効かないの
ければ︑認知症の根本的な治療
が現状でした︒
にはならない︒アミロイドの前
駆体︵APP︶から︑なぜアミ
ロイドがつくられるのかを解明︒
米国のデール・ブレデセン
その原因は︻ ︼炎症︻ ︼栄
医師の研究チームが解明︒
養不足︻ ︼毒物の三つに大別
され︑カビ毒や水銀などの毒物
にさらされると︑脳は防御反応
でアミロイドをつくり︑その毒
物と結合させて神経細胞を守ろ
うとする︒しかしその防御反応
でアミロイドが蓄積すると︑神
経細胞が破壊されてしまう︒認
知症予防には︑脳内にアミロイ
ドを発生させないこと︒そのた
めには︑原因となる毒物の発生
源を取り除き︑すでに体内にあ
る毒物を排出させる必要がある
﹂とし︑2014年の論文で︑
アルツハイマー病患者の回復が
ブレデセン医師によって初めて
報告されました︒
一般向けに発売された著書は
米国で半年足らずで 万部を突
破するベストセラーになり︑現
在は︑世界中から医師が研修に

40

講師：坂本 雄三
奈良 憲道

薩摩川内展示場 販売受付開始！
ハイブリッド・エコ・ハート Q
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」

で､ご家族の皆様でお越しください。心からお待ち申し
●

外観

階に居室が設けられています。大きな開口部と大屋根の

2

1

こころを込めて
2014年︑アルツハイマー
病の原因と新たな治療法につい
ての研究論文を米国のデール・
ブレデセン医師らの研究チーム
が発表︒その内容が本年6月4
日﹁テレビ朝日系﹂﹃林修の今
でしょ！講座﹄で放送されたの
で︑ご覧になった方も多いので
はないでしょうか？
デール・ブレデセン医師は︑
著書﹃アルツハイマー病・真実
と終焉﹄で︑アルツハイマー病
などの神経変性疾患を 年間研
究してきた結果︑アミロイドが
脳に蓄積する原因について﹁今
までアミロイドは︑神経細胞を
壊す﹃悪者﹄だと考えられてき
たが︑実は︑炎症や毒物などの
脅威から脳が神経を守る﹃防御
反応﹄であることがわかった︒

20

4

2.5

鹿児島市中山町895 付近 和楽モデル

最新の研究で﹁アルツハイ
マー型認知症﹂が︑カビが原因
で発生する毒物や︑水銀などの
有害金属の毒性物質がリスクに
なることがわかってきました︒
発症原因がつかめない認知症
は︑不治の病として恐れられて
来ましたが︑認知症の6割を占
める﹁アルツハイマー﹂型は︑
脳内にアミロイドβ︵以下︑ア
ミロイド︶というたんぱく質が
たまり︑神経細胞が破壊されて
発症すると考えられています︒
特効薬といえる治療薬も有り
ませんでしたが︑今回︑米国の
研究チームにより︑アミロイド
がつくられる原因が︑水銀など
の有害金属やカビ毒等の毒性物
質がリスクになっていることが
突き止められました︒
現状の認知症の薬は︑アミロ
イドが発生する原因を取り除く
ものではなく︑患者の脳にアミ
ロイドの蓄積が認められる場合︑
既存薬は︑その蓄積の速度を遅

1

ファミリー
マート

●65歳前にアルツハイマー病の症状が始まる
●家族に患者がいない。又は自分よりずっと上の
年齢で症状が始まった家族がいる。
●更年期の頃に症状が表れる。
●認知機能低下より前に鬱病を発症、もしくは同
時に起こる。
●強いストレスと睡眠不足による認知能力の低下
や悪化がある。
●カビ毒や重金属に晒される機会が多い。

ふく福
●

展示場で新しい松下孝建設に出会えることと存じますの
ミドリ
薬品

れた住宅ですから是非、ご覧頂きたいと思います。この
トヨペット
●
●

平屋感覚の住宅ですが、屋根構造を活かして一室だけ2
●

今までの加世田にはない全く新しいコンセプトで設計さ
TSUTAYA●

ジョイフル
●
南さつま署

る省エネルギーで快適なシステムが稼働する予定です。
●

社
■本

270

〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089

システムが取り付けられており、夏も冬も低温空調によ
●

なっています。また、新しく開発された新型暖冷房空調
齋 藤 恭 誠

万之瀬川

編集責任

●
お菓子の
小田屋

為の太陽光パネルが取り付けられる様に大屋根構造に
瀬戸川不動産

ほっともっと

松 下 孝 行

加 世 田 展 示 場 公 開 中！
ハイブリッド・エコ・ハート Q
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」

加世田展示場は将来、ZEH(ゼロ･エネルギー･ハウス)の
南さつま市加世田村原3丁目16-3付近 加世田モデル

3

●

「アルツハイマー病真実と終焉」より

外観

加世田不動産

発 行 人

心地よい空間
丁寧に仕上げた

鹿児島の気候に適した高気密・高断熱をそのままに、「和」を全面にイメージしたモデルハウスで
す。一般家庭用のリビングサイズのエアコンで室内空間のすべてが温度差なく、一年中を快適に過
ごせます。
高性能樹脂サッシと24時間計画換気で、結露の発生を防ぎ、家族の健康と住宅の高耐久性を実現し
ました。
ZEH基準を標準クリアした外皮性能とハウス・オブ・ザ・イヤー2013で大賞を受賞した公的にも
認められた施工技術の粋。外装、内装共にこれまでの松下孝建設とは少し違う趣を感じてください。

30

るのを防ぎます。内側の充填断熱は外部の影響を受けに

毒物性アルツハイマー病の特徴

替え玉屋

中山
小学校
●●
●

●焼肉の白川
モス
バーガー
ローソン
● ●
ヤマト
●運輸
●
ぎょうざの
丸岡
●

職人の技と

公 開 中！
和楽展示場
ハイブリッド・エコ・ハート Q
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」
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