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ABSTRACT 
My study is to find the most effective strategy to eliminate Iodine Deficiency Disorders (IDD) in rural 

people in Nepal. Through the Government of Nepal is making an effort to universe iodized fine salt with two 
children logo in order to supplement Iodine to them、 the prevalence rate of IDD in Nepal lessens gradually. 
But it is too slow. Considering this fact, kombu mineral capsules are supplemented in my study in stead of 
iodized fine salt. Presently iodine supplementation and pregnancy outcome among pregnant women are 
being researched in Nepal. 
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1. はじめに（ヨード欠乏症との出会い） 
 

ヨード欠乏症とはヨードの欠乏による甲状腺の機能障害で、前頚部に腫瘤のできる甲状腺腫と知能、身体発育遅延を先

天的に受けるクレチン症が主な症状である。この病気の存在を知ったのは、わが娘の出産がキッカケであった。国際ボラン

テイアが縁でネパール青年と結婚した娘の子が、一過性とはいえクレチン症を患っていることが分かった。入院先の大学病

院でヨード欠乏症であることを知らされ、ホルモン注射の継続で発育に支障はないが、生涯ホルモン補給の覚悟が必要と

諭された。3 年間の通院で、ホルモンの分泌が奇跡的に自力でが現れ、正常な身体に戻った。この間にネパール、ブータ

ン、インド、モンゴル、中央アジア諸国などにも罹患者が多いこと、WHO がこの根絶に懸命になっている世界的な貧困病

で、リスク人口が 17 億人とも 20 億人ともいわれていることなどを学んだ。孫の奇跡的な完治に感謝と悦びを感じ、ネパール

で苦しむ農村の人々に対する地域医療の支援を決意したのである。 
 

2． ヨードという微栄養素 
 

ヨードは 19 世紀はじめ、フランスはナポレオンの統治下にあり、火薬の代替品の開発に迫られていた。海岸に漂流する

海藻の焼却灰からの抽出過程で、金属様の結晶から紫色の蒸気が立ち上がるのを発見。当時の化学者ゲイ・リュサックに



 
よりハロゲン属の新しい元素と確認され、紫色を意味するヨード（iode）と名づけられた。ヨードは水素と燐とは結合するが、

酸素とは結合せず、アンモニアと混合すると爆発性を生ずる。溶液中では陰イオンとして存在し、塩素と化学的性質を同じ

くする。用途はさまざまで、レントゲン造影剤、殺菌防黴剤、工業用触媒、飼料添加物、医薬品、安定剤。添加塩、除草剤、

液晶関係などがある。 
 

3. ヨードの自然循環 
 

地表に存在するヨードの総量は 8 億７千万トンと推定され、その大部分が海底堆積物と堆積岩に含まれており、海水中

には約0.8%の700百万トンが存在するといわれている。ヨードは海上から蒸発し、大気の循環により内陸に運ばれ、雨、風

に運ばれて山岳地帯の表土に降下する。これが河川により、丘陵や平野を下って海洋に還流し、循環を形成する。（図１）

先史時代にはヨードは大地に十分していたようであるが、地質時代には大地の表土に存在していたヨードは雨、雪、氷河

によって漏出し、風、川、洪水により海に流出した。漏出の著しい地域は、ヒマラヤ、アンデス、アルプス、東欧、ウラル以西

のロシア、米国中西部、シベリアから中国東北地方などが上げられ、氷河期の氷河による大地浸食が原因とされている。南

極のシェックルトン氷河底の地層にはヨード含有量の多いことが証明されている。現在でも深層の地層にはヨードが比較的

多く含まれ、その深層の地下水や油田の湧出はヨードの原料として利用されている。 
わがふるさと・千葉県は有力な天然ガス産出県である。戦後間もなく、わが田んぼにガス井が掘削され、ガスの採掘と同

時に湧き出るかん水から、ヨードを抽出すると聞いていた。天然ガスを開発する会社からの資料によると、ガス田は房総中

部の一連の上総層群で、新第三紀鮮新世～第四紀更新世（今から約 300 万年前～40 万年前）に海底に堆積した砂岩と

泥岩からなる地層だという。ガスは地下 200～2000ｍ付近の砂岩の間隙に、堆積物と一緒に地層中に取り込まれた潅水

（海水）の中に溶存しているという。いまでは潅水から製造されたヨードの一部はインドに輸出されて、インドで製造された精

塩やポーダ塩にヨードカリが添加されて、ヨード添加塩としてネパールが輸入いているのである。経済的循環が介在した自

然循環である。 
 

 
図１. 自然界のヨードの循環              図 2. 1959 年以前の塩の道（参考文献 2、3） 

 

4. ヨード欠乏症の発生条件 
 

氷河による大地浸食によりヨード不足になっている表土に生育する作物は、当然ヨード不足となり、この作物のみで人や

家畜の食物を依存する自給自足の農家の人や家畜は永遠にヨード欠乏に陥る。従って、このような地理的条件の中で住

む農村の人々は、人為的にヨード補給をしなければ、この欠乏症から開放されない宿命をもっている。ヨード欠乏地域を世



 
界的にみると次のような共通点があることに気づく。 
（１） 海から遠い大陸内部     （２） 起伏のある山岳部        （３） 社会的インフラの未発達な地域 
（４） 表土の侵食が激しい地域 （５） 物流・アクセスが悪い地域  （６） 貧困な農村地帯 
 

5. ヨード欠乏と日本 
 

このヨード欠乏症の研究をはじめて間もない‘00 年ごろ、日本人は日ごろ海藻をよく食しているので、日本にはヨード欠乏

症の患者はいないだろうと思っていたら、内分泌科の何人かの医師から、日本でも常に 5000 人ぐらいの患者はいると聞い

ていた。 近では、大学生や若者の偏食傾向から、ヨード欠乏症が増えつつあるという飽食時代の申し子という現代性もも

ってきている。 
では、昔の日本はどうであったかという疑問が沸いてくる。少々ロマンテックな話であるが、この回答のルーツを日本に伝わ

る民話「コブ取り爺さん」に求めてみたい。ヒマラヤ山脈の山間部の農村地帯のように、日本でも海から遠く、交通の便も悪

い山奥の農村地帯ではコブをもった人が多かったのではないか。 
この民話は宇治拾遺物語に載っており、岩波文庫にも紹介されている。 

「昔、むかし、あるところに、げんこつほどのコブのあるお爺さんが、二人いた。二人のお爺さんはコブがみっともないからと

ってもらおうと思い、神様に願かけして山奥のお宮に詣り、夜ごもりをしていた。ある晩、ま夜中になって、遠くの方から音が

聞こえてきた。その音は笛や太鼓のはやしの音だった。二人のお爺さんが隅に隠れようとしたところで、お宮の戸がガラリと

あき、６尺もあろうと思われる顔の赤い、鼻の高い天狗たちが、５，６人入ってきた。（中略） 
隠れていた二人のお爺さんは天狗たちに見つかってしまう。《人間の爺どもがいたぞ。早く出てきて舞ってくれ》といって、

立っていた一人のお爺さんの袖を引っ張って、みんなの中につきだされた。一人のお爺さんははやしの音にのって踊りだ

した。《本当によい舞い手だ》といいながら、天狗どもはお爺さんの額のこぶをとってしまう。爺さんは急に頭が軽くなったよう

な気がして、喜んで引きさがった。（後略）」この民話は岩手県上閉伊郡、いまの遠野市周辺伝わるものである。遠野市は海

岸線の釜石までは３０キロの距離であるが、生活に必要な「塩」の確保は難儀していたようである。瀬戸内海の塩を運ぶ北

上川水路が確立するまでは、遠野の人々は山を下りて宮城・渡波の海岸で一定期間、浜小屋を立てて海水を釜で煮詰め

たり、海藻焼きをしたりして一年分の塩を馬の背に乗せて持ち帰ったという。この馬の道：ウマッコミチが出来るまでは、遠野

の人々は海岸の渡波までは遠く、塩不足、海藻不足は用意に想像できる。従って甲状腺腫のコブが出来るのも想像できる。

天狗の登場も医術をもった渡来人のご来光を願っていた村人の祈りかもしれない。コブ取り爺さんのコブは、額に出来てい

るとあるので、現代医学では脂肪腫、繊維腫と呼ばれているが、民話の世界では、頚部コブ（甲状腺腫）が額コブに代わっ

て口承伝授されて、今日の民話になっているのかもしれない。いづれにしてもネパールのヒマラヤの山間部の農村地帯と

同じように、奥羽の山奥の農村地帯にもコブが存在するのは、非常に興味深いことである。 
 

6. ヨード欠乏症とネパール・ヒマラヤ山麓 
 

奥羽の遠野の山村と海岸線の渡波までのウマッコミチは塩を運ぶ「塩の道」はネパールにもあり、経済・文化の交易道路

の役割を果たしていた。ネパールの農村も農耕文明が発達し、植物性食品を主にとることで、体内のかリウムとナトリウムが

排泄されるので、塩分補給が必要になってきた。幸いなことに南側にインド、北側に中国・チベットに挟まれたネパールは

何条もの塩の道を南北に持っていた。（図２）この道の流れをみるとネパールの地形の特徴がはっきりしてくる。 
 



 
6-1. 地理的位置と特徴 
① 経緯 北緯 27 度～30 度（台湾、エジプト並み） 東経 80 度～88 度    
② 面積 14 万 1000 平方 Km（北海道の 2 倍） 
③ 位置 ヒマラヤ山脈の南斜面   ④ 海抜 200m～8000ｍ級（エレベスト 8848ｍ） 
 

6-2. 地形の特徴 
① 主要河川 西側からチャムリヤ川、セティ川、カルナリ川、ベリ川、ガンダキ川、トウリス川、スン・コン川、アルン川、タム

ール川の 9 本がヒマラヤ山脈の山岳地帯から南下してネパール国を縦断してガンジス川に合流する。 
② 分水嶺 ヒマラヤ山脈山稜ではなく、その裏にあるチベット周縁山脈（ガンディセ山脈）が分水嶺となって、チベット側の

ヤルン川と 9 本のガンジス河川にわかれる。これら 9 本の河川はヒマラヤ山脈を横断して南下している。縦断してないところ

が珍しい。 
③渓谷世界一の標高差と 短水平距離が鋭い V 字型渓谷を示す特徴をもつが、これはヒマラヤ山脈造山運動の歴史に

起因している。 
インド亜大陸の北上に押されてヒマラヤ山脈の北側（裏側）にあるチベット周縁山脈が隆起し、これが分水嶺となって南

側（ネパール側）にガンジス川に通じる何条かの川が生まれた。その後インド亜大陸の北上による衝上運動の進行で、 初

のヒマラヤ山脈が隆起した。既にできていた何条かの川の傾斜は更に増し、雨量の増大で川底を削り、かつて海底だった

肥沃な表土は栄養失調の土壌となった。カトマンズ盆地に住めない移住民は急峻な川と段々畑の山岳地帯で自給自足の

生活を強いられるのである。ここに栄養失調やヨード欠乏症の宿命的原因がある。（図３） 
 

 

図 3. カトンドゥ平原の造山運動（参考文献 2） 
 

7．おわりに 
 

ネパールを含むアジア 17 カ国の比較の中で、ネパールは次の特徴をもつ。まず、GNP が も低く 貧国であること。次

に、ヨード欠乏症重症 5 カ国に入っていること。（バングラデシュ、ネパール、パキスタン、インドネシア、インド）。 後に、ヨ

ード補給のために政府が勧めているヨード添加塩の普及率は高いが、良質の精塩の普及は低いことが判明できる。 
ヨード補給のためのヨード添加塩の普及率は高いが、依然としてヨード欠乏症の罹患率が高く（表１）、その減少も遅々と

していることに疑問を持ち、2 年間の現地踏査で次の原因が分かった。 



 
経済的要因は次の 2 点がある。まず、政府の勧める精塩は高価で農村の人々には買える価格ではない。次に、価格設

定も原価プラス運賃の積み上げ方式のため、遠隔地の農村ほど高価になるという皮肉な現象になっている。 
生活習慣は次の点があげられる。 初に、山間部の農村の人々は、昔からチベット塩を食していることから岩塩志向が

強く、精塩よりは価格も安く岩塩に近いボーダ塩を好む傾向がある。次に、そのポーダ塩を食するときに水洗いをするため、

添加されていたヨードが流出して、ヨードの摂取量が減少してしまう点である。 
ヨード添加塩の品質は次の通りである。 初に、ネパールとインドとの国境にある食塩公社の倉庫では規模が小さく、イ

ンドからのヨード添加塩（精塩とポーダ塩）を野ざらし保管を余儀なくされ、ヨードの流出が激しいこと。次に、倉庫より輸送さ

れた小売店の店頭では、精塩は店内、ポーダ塩は軒先または露地販売なので、ポーダ塩のヨード流出は更に激しくなって

いる。 
教育的な問題は次のようにあげられる。① 義務ではない小学校の卒業率は５０％前後で、授業内容もバラバラで、栄養

教育が乏しい。② 村人の知識は、村の長老や祈祷師によって左右される場合が多い。③ 正しい医学的知識は医師から

得るが、その機会が少ないので、噂を信じやすい。④ この背景から、全般的に栄養に関する知識は乏しく無関心である。

従って、政府がヨード添加精塩を推奨しても無関心者が多い。 

 
表１. ネパールのヨード欠乏症主要調査の結果概要 

年 調査地区 年齢 

罹患率 

全甲状腺腫 クレチン症 
尿中ヨード排出量

低下（<100μg/l） 
非ヨード塩 

1965 全国 13 歳以上 55    

1969 郡 小学生 74～100    

1976/77 
トリスリ北部と 

ランタン北部 
全世代 55.3 5.1   

1979/82 14 郡 全世代 57.6 2.8   

1985/86 15 郡 
全世代 39.7 0.4 52.0  

小学生 44.2 0.2   

1992 2 郡 小学生 32.0  70.0  

1998 全国 
女性 50  16.0 

17.0 
小学生 40  13.9 

出典：Nepal National Micronutrient Status Survey 1998. Draft Report. 
資料：R.P.Joshi(2000) 
 

ネパール政府のヨード欠乏症対策の効果が遅々としている原因を探求した結果、ヨード添加塩の品質に注目し、ヨード

の自然流失のない媒介物として「昆布」に注目した。農村地帯に多い高血圧、糖尿病患者を勘案すると、食塩よりは昆布の

方が身体に優しいが、問題はネパール人が海藻類を食する習慣がないことである。大手食品メーカーのフジッコ（株）の開

発本部に相談の結果、昆布より抽出されたミネラルをカプセルに封印することで、ネパール人に受け入れられるサプリメント

が完成したのである。 
山間部のチョウタラ村において、2002 年から 2006 年の 5 年間はチョウタラ村の青年グループ有志によるヨード補給活動

を行った。昆布ミネラルカプセルを 1 日１錠飲む運動を甲状腺腫の母親と歩行困難や発育不全の子どもに行った。約 20
人の子女が運動の継続をしてきたが、母親の甲状腺腫は多少の改善は見られたが顕著なものはなかった。しかし歩行困

難や発育不全の子どもは顕著な改善がみられた。現在も子どもたちにはヨード補給を行っている。 



 
山間部パルチョーク郡のチョウタラ病院において、甲状腺腫の母親に対する後追いのヨード補給に改善の限界を感じて、

予防に重点を置いて、出産前の妊婦に十分なヨード補給を行うことによって、ヨード欠乏のない新生児を生むことを目的と

するプロジェクトを組み、実験的測定や調査研究を 2007 年から実施して今日に至っている。 
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