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アートがつなぐ食と健康
～「とくしま食のパレット展」の試み～

はじめに

あの忘れもしない2011年3月の少し前、みぞおち

のあたりに激痛が走るようになった。ストレスで炎

症を起こしていたのは梓臓だ、った。それまで意識し

たこともなかった臓器。アルコールと脂質を控える

ようにとのお達し。直後に研究旅行で訪れたフラン

スでは、 3週間サラダと果物とバゲットの毎日。ど

んどん体重が落ちていき、精神的にも落ち込んだ。

一般に低脂質食として推奨されているのは和食ばか

り。子どもの頃から洋食の割合が高かったため、そ

のうちに食べ慣れたものを食べられないことが堪え

るようになった。料理は好きだ、ったが、何を作った

らよいか分からない日々が続いた。

そんな折に出会ったのがノンオイルのレシピ本。

無脂肪や低脂質とは趣旨が異なっていたが、洋食や

中華料理、お菓子などのレシピも紹介してあり、こ

れまで、使ってきた油脂を含む材料をどう回避すれば

良いか参考になった。これを基に、栄養素を調べて

は自分なりのアレンジを加え、応用もできるように

なっていった。研究熱がどんどん高まり、仕事以外

の時間は料理に没頭する毎日が続いた。気が付けば、

以前に好んで食べていたものもそれなりに作れるよ

うになっていた。

それから 2年後、未踏の地四国の徳島に職を得て

移住する。これを機にわたしの料理は新たな展開を

迎えることになった。

1.徳島の食の豊かさ

移住前には、徳島の食べ物でイメージできるもの

はほとんどなかった。地理的に魚が美味しいだろう

とは予想していたものの、当初はどこで地物の魚が

買えるかも分からなかった。

ある日、産直市の存在を知った。早速行ってみる

と度肝を抜かれた。野しい数の出店に客の多さ。無

造作に置かれた野菜、果物、魚、肉、花、衣類・・・

まさにフランスの聖堂前の広場で行われるマルシェ
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そのものだ、った。すべてが信じられない安さ。聞き

もしないのにいろいろ教えてくれる出店者たち。馴

染みでもないのにおまけまで頂く。それもきゅうり

1本ではなく、 1袋。

以来、産直市に魅せられ、情報を得ては訪れてみ

た。そのうちに場所による特徴も掴み始め、使い分

けられるようになった。品の良し悪しを見分ける余

裕も出てきた。フランスのマルシェでしか見たこと

のない野菜や、これまで原形を知らなかった野菜な

どとの出会いを楽しみ、買っては調理法を調べて試

していった。

産直市の野菜は形が整いすぎておらず、色も多彩

で見ているだけで楽しい。味も力強く、そのままで

十分に美味しい。すでに油脂を使わない調理法を実

践していたためかなり薄味になっていたのだが、さ

らに抑えて食材そのものの味を引き出すようにして

いった。一方で、多彩な色の野菜を入手し、その色

を生かすにはどうしたらよいか、といった実験も繰

り返していった。もっと地元のものを使いたいとい

う欲も出てきて地産地消度を高めていった。レシピ

の幅は格段に広がった。

そのうち人に振舞うようになると、みな驚きを隠

さない。ひとつは、ノンオイル、低脂肪の制限食と

は思えなし、！、という驚き。もうひとつは、こんな

食材が徳島にあるなんて！、という驚き。前者は自

分なりの研究の成功の証であり喜ばしいが、後者の

反応にはこちらが驚かされた。徳島の人が徳島の食

材に気づいていない。二言目には「徳島には何もな

しリという県民性なのだろうか。

さらに驚かされたのは、徳島県の糖尿病死亡率が

例年最下位を争うような状況であるということ。野

菜摂取量も少ないという。こんなに美味しい野菜が

県民に愛されていないとは・・・信じられない思い

た、った。

自分が作った料理や目に楽しい野菜は写真に撮り

溜めていった。ある時、それを当時の徳大病院長に
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見せる機会があった。県外出身の院長はもちろんそ

れらの写真に驚きを隠さなかった。実際に試食して

もらい、健康的な料理として広く訴える価値がある

と太鼓判を押してもらった。そこで企画したのが次

の展覧会である。

2. 「とくしま食のパレット」展

美術を専門とする筆者は、食に関する展示や書籍

等の企画を調べたところ、近年、美術展で食をテー

マにした企画や、食べ物を表した作品を集めた画集、

美術家と料理の関係を扱った書籍といったものの発

表が増えてきていることを知った。美術と食の接

近・連携に関心が高まっているようだ、った。

一方、健康食に関する情報は世の中に溢れており、

分かりやすいレシピ本も各種刊行されている。それ

らを日常生活に活用している方も多数おられるが、

そうした情報にアクセスする人は、すでにその時点

で健康への関心が高いと言える。より多くの人に地

元の食材の魅力やへ／レシーな料理の情報を発信し、

先入見なくアクセスしてもらうには、アートという

仕立ては有効であるように思えた。

そこで、徳島の食材とそれを使った料理の写真に

レシヒ。を添えてギャラリー展示を行った。地元食材

を撮った写真は日常的に目にするが、より目に訴え

るアートに仕立てるために、視覚的な魅力のある食

材を選び、並べ方や切り方などを工夫して、鳴門市

在住の写真家小川直樹氏に撮影してもらった。

展示空間としては徳島大学病院西病棟1階の「ホ

スヒ。タノレギャラリーbe」を使用できることになった。

世界的フ。ロダクトデザイナー深津直人氏が設計した

同ギャラリーには、畳一畳大のパネル5枚とショー

ケースが存在する。これまで、大ノfネルの中にはショ

ーケース内に展示されたオブジェを写真に収めたも

のが展示されており、副次的な役割に留まっていた。

筆者は逆にこの大きさを最大限に活用したいと考え、

特に目を引くような写真作品をセレクトした。ショ

ーケース内には食材とそれを使ったレシピを対にし

て小さなパネルで展示した。（図 l,2) 

料理については、筆者が取り組んでいた油脂を使

わない無脂肪・低脂肪とし、その旨は明示したが、

病院には様々な疾患の患者さんがおられるため、こ

れを万人に良い健康食として推奨するわけにはし、か

ない。この点が押しつけがましくならないよう、あ

くまでひとつのアイディアとして示すよう配慮した。

レシピは別にA4サイズのちらしにまとめ、興味を持

った方が持ち帰ることができるようにした（図 3）。

図l「とくしま食のパレットー春一」展展示風景l

徳島大学病院ホスヒ。タルギャラリーbe（筆者撮影）

図2「とくしま食のパレットー春一」展展示風景2

徳島大学病院ホスヒ。タルギャラリーbe（筆者撮影）
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図3「とくしま食のパレット一春一」展レシピ
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料理のほうも色や盛り付けなどの視覚的効果に配

慮し、やはり鳴門市在住の器作家藤本羊子さん制作

の陶器に載せた。（図 4)

第 1回目は2018年 1月29日～2月24日の期間に

「とくしま食のパレット一春一」展として、春の食材

を先取りする形で展示を構成した。食材の大ノfネノレ

5点、料理とレシピの小パネル20点を展示した。

第 2回目は 2018年 6月25日～9月 l日に「とく 図4「とくしま食のパレットー春一」展展示風景3

しま食のパレットー夏－J展として開催し、夏の食材 徳島大学病院ホスヒ。タルギャラリーbe（筆者撮影）

をテーマとした。季節感を出すためにグリーン系統

で合わせた食材の大パネルが 5点、料理とレシピの

小パネノレ 18点に、今回はプリザーブド・ベジタブノレ

等も制作して展示した。（図 5,6) 

3.関連企画

さらに「夏」展では鑑賞者の反応を把握するため、

各食材をあしらった名刺大のカードを作成し、気に

入ったカードに感想を書いて投票してもらうように 図5「とくしま食のパレットー夏一j展展示風景1

した（図 7）。 徳島大学病院ホスヒ。タルギャラリーbe（筆者撮影）

また両展示期間中、院内の西病棟 11階に入ってい

るレストラン「Sora」に協力してもらい、展示にち

なんだランチセットを考案・提供してもらった。こ

れに用いる野菜については、撮影・展示用の食材を

調達した産直市「喜多野安心市」（徳島市応神町）に

協力してもらって、地元の野菜を提供できる環境を

整えてもらった。（図 8, 9）こうして写真展示だけ

では感じることのできない野菜や料理の味も体験で

きる場を用意した。いくらヘルシーな料理といって

も、やはり美味しく味わうことができなければ採用 図6「とくしま食のパレットー夏一」展展示風景2

したいとは思わないだろう。 徳島大学病院ホスヒ。タルギャラリーbe（筆者撮影）

「夏」展の頃には筆者が徳島大学病院全体のアー

ト整備に関わっていたため、ホスヒ。タルアート充実

の一環として、展示写真をポストカードに仕立てた

「お見舞いカード」も作成した。院内各所に設置し

て患者さんやお見舞いの方が自由に使えるようにし、

入院患者さんへのメッセージを書いて病室に届け、

飾ってもらえるようにした（図 10）。

こうした院内の企画に加え、院外の民間企業にも

協力を要請した。先述の「Sora」の関連店であるレ

ストラン「Solaia」（徳島市庄町）では、ランチで地

元野菜をふんだんに使った野菜プレートを展示期間

図7「とくしま食のパレットー夏ーJ展投票カード

徳島大学病院ホスヒ。タルギャラリーbe（筆者撮影）
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中に提供してもらった。また鳴門市のホテル「アド

イン鳴門」では、レストランのランチに展示のレシ

ピの 1品を採り入れてもらい、客室には展示写真を

用いたカードを展示してもらった。

このように「とくしま食のパレット」展は、単に

地元の食材やヘルシーな料理を展示・提案するとい

うことではなく、可能な限り多角的なアプローチで

それらの魅力を体感してもらうことを目指した。

4.反応と考察

観覧者による感想、ノートやカード投票に寄せられ

た言葉から、展示を楽しんでもらえた様子が十分に

うかがえた。展示会場となった「ホスピタル・ギャ

ラリーbeJは、これまでオブジェを中心に展示して

きたため、今回の写真中心の展示で雰囲気ががらり

と変わり、そこを通る人へのインパクトも大きかっ

たようだ。また、部分的にではあるが参加型の要素

も盛り込んだため、子どもたちが積極的に関わった

ようだ、った。

ただ関連企画に関しては、周知の方法に制限もあ

り課題が残った。院内各部署の連携も想像以上に難

しく、急に新しいことはできないと痛感した。その

意味では、企画者が意図した多角的な相乗効果を最

大化することはできなかったと言わざるを得ない。

しかし、いずれも辛い思いをされている患者さん

に少しでも元気や楽しみを与えたいという思いで考

案した企画で、あり、粘り強く続けていければきっと

効果が見える時が来ると思われる。

食は健康に直接結びつく。一方で食は楽しみでも

あり、精神も大きく左右する。健康のため、治療の

ための食の重要性は頭では理解できても、やはり精

神的な喜びが伴わなければ取り組みづらい面もある。

そこにアートが貢献できる余地がある。数値と向き

合うのではなく、アート作品を楽しみながら、食の

工夫を自然に学ぶ。今回の展示でこの理想的な好循

環を提供できたかどうかは自信がないが、今後のホ

スピタルアートのひとつのテーマとして十分に開拓

の余地があると言えるのではないだろうか。さらに

この試みが地域貢献に繋がるのであれば、企画者と

しては望外の喜びである。

図8, 9「とくしま食のパレットj展コラボメニュー

徳島大学病院レストランSora（筆者撮影）
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図10「とくしま食のパレット」展お見舞いカードの一例

図 11 「とくしま食のパレット」展お見舞いカードの設置

徳島大学病院（筆者撮影）
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あとがき

我が国における統合医療（IntegrativeMedicine, IM）の発展について、貢献されたお一人が、

日本統合医療学会・栄誉学会長である渥美和彦先生（東京大学名誉教授）でした。世界でも

広く知られている統合医療の権威・ AndrewWeil博士とも協調して、国際的な統合医療の発展

に大きく寄与されたのです。事務局の板東は、糖質制限や音楽療法について渥美先生といろい

ろと議論させて頂いたことが思い出されます。また事務局の中川は、かつて統合医療の仕事を

渥美先生とされたこともあり、不思議な縁を感じざるをえません。

かつて、統合医療の領域に2つの学会として、日本代替・相補・伝統医療連合会議（JACT)

および、日本統合医療学会（JIM）がありました。それが垣根を越えて一緒となり、発展途上

にあるといえましょう。四国では、現在、、高知県支部と四国支部で相談しながら活動してきて

おります。今後の展開について、皆さま方のご理解・ご協力をなにとぞよろしくお願い申し上

げます。

（事務局：吉岡明代、錦織悠、中川周彰）
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