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特集1 “健康力の源

−世界ハートの日2011”

毎日の暮らしの中で生活に彩を与え健康に生きる力を与えるものとし
て、｢睡眠｣、｢入浴｣、｢食文化｣、｢笑い｣ をとりあげています。快眠によっ
て生活習慣病が防げること、お風呂入浴は健康効果抜群の生活習慣である
こと、長寿県である沖縄の食文化の特色として豊かな自然との共生や共同
体による支えあいのあること、元気をくみ出すポンプ効果としての ｢笑い｣
などが示されています。

特集2 “南紀の豊かな自然”
紀伊半島南部、南紀には、海の幸、山の幸に加えて、風光明媚な絶景や
湧き出る温泉があり、私共の身心を癒してくれます。その反面、この地は
台風銀座ともいわれ、また何度も地震や津波に襲われてきました。豊かな
自然の恵みは、厳しい天災との共存の中で与えられています。今から 90
年前の大正 11 年に、海洋生物研究の拠点として、南紀白浜町に設置され
た京都大学瀬戸臨海実験所は、全国の国立大学で唯一の一般市民に公開さ
れた水族館を附置しています。本特集では、歴史の古い本水族館にゆかり
の方々にお願いして、南紀の豊かな自然の姿を、多方面から紹介していま
す。



Editorial

環境と統合医療


今西二郎＊
わたしたち医学を専門としている者にとって、環境が、健康に及ぼす影響については、

絶えず念頭に置いておかなければならない問題である。今まで、医学の世界では、環境問
題といえば、さまざまな “ 悪い環境 ”（大気汚染、過剰な音や光、温度、湿度などの物理
的刺激（環境）、電磁波、放射線など）が健康を害し、さまざまな病気の要因になってい
ることを明らかにすることに焦点が合わされてきたし、現在もなおこれらが主要な課題と
なっている。
しかしながら、反対に、“ よい環境 ” が、健康に与える影響については、研究の歴史が
浅く、数も多くない。最近でこそ、快適な環境づくりのため、病院、診療所、介護施設な
どのデザインが工夫されるようになり、屋上緑化、壁面緑化なども積極的に行われるよう
になってきている。おそらく、このようなことが積極的に行われるようになったのは、
R. S. Ulrich（1984）による有名な研究結果が報告されてからであろう。すなわち、彼
は、自然風景の見える部屋の患者と、レンガ壁の見える部屋の患者の、術後の入院日数や
看護ノートの記録、鎮痛剤の投与数を比較し、自然風景が術後の良好な回復に寄与するこ
とを示したのである。しかし、残念ながら、その後、これを凌ぐような研究は、ほとんど
なされていない。おそらく、研究の進め方の困難さによるのであろうと考えられる。しか
し、それにも拘わらず、積極的に緑の自然を施設内に取り込もうとしているのである。こ
れは、検証はされていないものの、このような環境にいるとホッとすることは事実であり、
多くの人が実感しているからであろう。
わたしは、ここ 10 年来、統合医療というものに取り組んできている。統合医療とは、
現代西洋医学を中心に、現代西洋医学では力の及ばないところを補完・代替医療（西洋医
学以外の医学、治療法で、漢方、鍼灸、ヨーガ、サプリメント、マッサージなどさまざま
なものが含まれている）と組み合わせることにより、理想的な医療を実現しようとする試
みである。統合医療は、疾患の治療だけでなく、疾患の予防、健康増進・維持・改善をも
目的としている。その特徴は、全人的で、しかも生活の質（QOL）や日常生活活動度
明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）
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（ADL）に配慮した医療である。そして、このような統合医療を実践している医療機関、
介護施設、自治体などが、最近増えてきている。1 つの疾患に対して、西洋医学だけで
対応するよりも、補完・代替医療と組み合わせる方が、治療や予防が効率よく行えること
が多い。たとえば、がんの統合医療の場合、治療の中心になるのは西洋医学であるが、そ
れに伴う、副作用の軽減、がんに伴うさまざまな症状の軽減、再発の予防、再発に対する
不安感の軽減など、さまざまな場面で利用されている。がんだけでなく、生活習慣病やメ
タボリック症候群、ストレス関連疾患、加齢に伴う疾患、さまざまな慢性疾患などについ
ても、統合医療が行われているのである。
しかし、わたしたちは、このような現行の統合医療に飽き足らず、もう少し先を見据え
た “ 次世代型統合医療 ” を構築しようと数年前より、研究会を開いてきた。その結果、次
世代型統合医療では、“ スピリチュアリティの向上 ” と “ 環境 ” という 2 つのキーワード
を取り入れることにした。スピリチュアリティについては、またの機会に述べることとし、
なぜ次世代型統合医療では、環境を取り上げたかを説明したい。先ほども述べたように、
健康と環境は切り離せない関係にあるが、健康増進、維持のための環境の模索はほとんど
なされることはなかった。また、建築や景観デザインの分野でも、環境にやさしい建築物
やそれを取り巻く環境については、研究され、構築されているが、積極的に健康増進を図
るなどの目的では、ほとんど試みられていないのが現状である。すなわち、肉体的、精神
的、さらにスピリチュアルに良好な状態を強化する環境、いいかえれば「癒しの空間」と
いったようなものを構築することが統合医療では重要なのである。
このようなことから、わたしたちは、次世代型統合医療では、身体的、精神的健康だけ
でなく、スピリチュアリティの面に関する健康の維持、改善と、このために積極的に寄与
する環境を重視しているのである。すなわち、次世代型統合医療では、健康を保ち、ある
いは増進を図り、しかも環境にやさしい空間（eco-health space）を模索していくこと
を目指している。環境を積極的に取り入れた治療法として、森林療法（森林浴）、海洋療
法（タラソセラピー）、スパセラピー（温泉療法）、地形療法、気候療法などが知られてい
る。このうち、わが国でよく行われているのは森林療法である。森林療法は、森林という
自然環境を利用した次世代型統合医療の一つと捉えてもよい。
森林療法では、森林という環境の中で、ウォーキング、各種リラクセーション（瞑想、
自律訓練、ヨーガ、アロマセラピー、マッサージ）、食事療法、ハーブ療法、心理カウン
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セリングなどが行われる。森林療法に適していると思われるのは、スピリチュアルケア、
認知症、精神疾患、心身症、生活習慣病（メタボリック症候群を含む）などの治療と予防、
リハビリテーション、健康増進・維持などである。実際、森林療法によって、体力増強・
維持、肥満治療・予防、血圧・血糖値の正常化、睡眠障害の治療、サーカディアンリズム
の維持、ストレス軽減（リラクセーション）、スピリチュアリティの向上などの効果が得
られる。このように森林療法は、広範な効果が期待されることから、多くの人々が、対象
となる。
次世代型統合医療は、すでに述べたように環境とスピリチュアリティの向上を重視した
ものである。森林は、緑の環境に恵まれていることはいうまでもないが、それ以外にも草
花、小川や滝などの水環境、小鳥などの小動物などの多様性があり、自然に身近に接する
という意味から、まさに次世代型統合医療にうってつけの環境を備えているといえる。ま
た、このような環境の下で、スピリチュアリティの向上を図ることは、大変効率よく効果
が得られると期待されるのである。このようなことから、森林療法は、環境を重視し、ま
たスピリチュアリティの向上を意識した次世代型統合医療の一つと考えてもよいのではな
いだろうか。わたしたちは、実際、森林療法と寺院を利用した統合医療の試みや公園緑地
を利用した森林療法を含む統合医療の試みなどを実施してきた。そして、このような環境
の中で、スピリチュアリティの向上も図ることができたのである。今後もこのような試み
を継続し、データを蓄積して、次世代型統合医療のモデルを確立し、「環境と健康」の関
係を追究していきたいと願っている。
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1951 年生まれ。1974 年近畿大学農学部害虫研究室卒業。同年から和歌山県の中学校教諭。
1984 年から和歌山県立自然博物館に勤務、現在に至る。
左向 幸雄（さこう ゆきお）
1952 年生まれ。串本町在住。株式会社潮岬製作所工場長。化石研究が趣味。
小林 直正（こばやし なおまさ）
1929 年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。同志社大学理工学研究所所長を歴任。
専門は環境生物学。同志社大学名誉教授。著書に「水生無脊椎動物による水汚染の生物検定 増補
版」、「環境汚染を調べる−ウニ卵による海水の生物検定」（共にサイエンテイスト社）ほか。
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玉井 済夫（たまい すみお）
1938 年生まれ。東京教育大学理学部生物学科修士課程修了。大阪府立高等学校及び和歌山県立高
等学校に勤務（理科・生物）の後、和歌山県立熊野高等学校を退職（校長）。和歌山県の自然調査
（主として爬虫類・両生類）及び自然保護活動に参加。現在、南紀生物同好会（会長）、（公益財団法
人）天神崎の自然を大切にする会（理事）など。著書に「天神崎の自然」（共著 牽牛書舎）、「熊楠
の森－神島」（共著 農文協）など。
いのちの科学プロジェクトシリーズ：森本 幸裕（もりもと ゆきひろ）
1948 年大阪府生まれ。京都大学農学部卒業。京都芸術短期大学、京都造形芸術大学、大阪府立大
学教授などを歴任。専門は景観生態学、環境デザイン学。現在、京都大学大学院地球環境学堂教授、
日本景観生態学会会長、国際景観生態工学連合会長、中央環境審議会臨時委員等をつとめる。著書に
「ミティゲーション−自然環境の保全・復元技術」（ソフトサイエンス社）、「いのちの森−生物親和都
市の理論と実践」（京都大学学術出版会）ほか。
連載講座：篠山 重威（ささやま しげたけ）：特集 1 に既出。
トピックス：井村 裕夫（いむら ひろお）
京都大学医学部教授、医学部長、京都大学総長、文部省学術顧問、総合科学技術会議議員などを歴任、
現在（財）先端医療振興財団理事長、稲盛財団会長、日本学士院会員、専門は内科学、特に内分泌代
謝学、著書に「生命のメッセンジャーに魅せられた人々」など。
松田 文彦（まつだ ふみひこ）
1960 年生まれ。京都大学理学部卒業後、大阪大学医学研究科医科学修士課程修了後、京都大学医
学研究科博士課程修了（医学博士）。京都大学遺伝子実験施設助手、京都大学医学研究科助手をへて、
1998 年フランス国立ジェノタイピングセンター研究部長（2007 年まで）。2003 年より京都大
学医学研究科教授（併任）、2007 年よりフランス国立医学研究機構（INSERM）リサーチディレ
クター（併任）。2008 年より京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター長。
コラム：長島 文夫（ながしま ふみお）
1965 年生まれ。東北大学医学部卒業、東北大学大学院医学系研究科博士課程修了（研究課題はミ
スマッチ修復とヌクレオチド除去修復について）。国立がんセンター東病院医員、埼玉医科大学講師、
南カリフォルニア大学リサーチフェローを経て、2009 年、杏林大学医学部准教授。専門分野は腫
瘍内科学、ゲノム薬理学。共著に「今日の治療指針 2012」（医学書院、2012）、「個別化医療の世
界的動向を踏まえた開発・事業戦略」（技術情報協会、2011）など。
随想：村瀬 泰雄（むらせ ひろお）
1932 年生まれ。慶應義塾大学経済学部を卒業。（株）東京海上入社、米国駐在、米州、アジア担当
等を経て専務取締役に就任、退任後東京海上アッセトマネージメント（株）社長、会長を務めた。現
在は学校法人成城学園理事、慶応義塾保険学会常務理事、公益法人サイトウキネン財団評議員を務め
る。著書に共同通信社の依頼で 12 年間に亘り新聞に連載してきたコラム等をまとめた新聞コラム
論説集「基本は人間」がある。
オピニオン：萬野 裕彦（まんの やすひこ）
1964 年生まれ、甲南大学理学部物理学科卒業。コナミ工業株式会社などを経た後、1997 年「文
章師」として文筆活動を開始、単行本を中心に企画・取材・構成・執筆をこなす。主な分野は経営コ
ンサルティング、自己啓発、科学、医療、心理学などの一般読者向け書籍 / 記事。医療系予備校の小
論文講師としても活動中。関西ライター名鑑正会員。
サロン談義：中井 吉英（なかい よしひで）
1942 年生まれ。九州大学医学部心療内科講師、関西医科大学心療内科学講座教授を経て、現在、
関西医科大学名誉教授。洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西大学客員教授、日本心
療内科学会理事長。主な著書に「現代心療内科学」（編著、永井書店、2003 年）、「心療内科初診の
心得」（三輪書店、2005 年）、「心療内科からの 47 の物語」（オフィス工ム、2001 年）、「いのち
の医療」（東方出版、2007 年）、「医療における心理行動科学的アプローチ」（監修著、新曜社、
2009 年）などあり。
奈倉 道隆（なくら みちたか）
1934 年生まれ。京都大学医学部 1960 年卒業。公衆衛生学教室助手を経て京大病院老年科助手と
なる。1979 年大阪府立大学教授となり、老年学を専攻。同時に京大病院非常勤講師として老年科
の診療にも携わる。1987 年、龍谷大学教授。1997 年東海学園大学教授。2004 年四天王寺国際
仏教大学教授となり、医療・介護の教育に従事する。一方、仏教大学文学部仏教学科で仏教思想を学
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び、医療・介護・カウンセリングの思想的基盤として活用、その実践を志向している。
上田 公介（うえだ こうすけ）
1945 年生まれ。名古屋市立大学医学部卒業、医学博士。伊勢市亀谷病院（現・伊勢慶応病院）を
経て、名古屋市立大学医学部泌尿器科学教室入局、同助手、専任講師、助教授。2000 年より名古
屋市立東市民病院泌尿器科部長、名古屋市立大学医学部臨床教授。2004 年よりはちや整形外科病
院・名古屋前立腺センター / 温熱治療研究所・所長。同志社大学生命医科学部客員教授を兼任。著書
に「負けてたまるか膀胱癌」、「ザ・前立腺」など。
本庄 巌（ほんじょう いわお）
1935 年生まれ。京都大学医学部卒業。京都大学医学部外科系大学院修了後、耳鼻咽喉科助手、関
西医科大学耳鼻咽喉科講師、ドイツ・ヴュルツブルグ大学客員講師、関西医科大学耳鼻咽喉科助教授、
高知医科大学耳鼻咽喉科教授、京都大学医学部耳鼻咽喉科教授を歴任。1999 年京都大学名誉教授。
主な著書に、小児人工内耳（金原出版、2002）、聴覚障害（金原出版、2001）、言葉を聞く脳・
しゃべる脳（中山書店、2000）、人工内耳（中山書店、1999）、脳からみた言語（中山書店、
1997）など。陶芸、茶道（武者小路千家直門）を趣味とする。
小笹 寧子（おざさ ねいこ）
2000 年京都府立医科大学医学部卒業。2008 年京都大学大学院博士課程修了、医学博士。京都大
学医学部附属病院医員を経て、2009 年同助教（循環器内科）。
藤枝 宏壽（ふじえだ こうじゅ）
1933 年生まれ。京都大学文学部（英文）卒。福井県立藤島高校、国立福井工業高等専門学校、国
立福井医科大学等で英語教師。福井医科大学名誉教授。退官後、仏教大学仏教学科修士。真宗出雲路
派了慶寺住職、王子日曜学校校主、仏の子を育てる会代表、現代に真宗の勤式を考える会代表。仏教
関係の著書に ｢古今法話集｣（永田文昌堂）、｢阿弥陀経を味わう三十六篇｣（同）、｢仏法のしずく｣
（同）、｢Dewdrops of Dharma｣（同）、｢紙芝居 いただきます｣（同）、｢ぐんもうのめざめ｣（法蔵
館）、｢聞の座へ｣（探求社）、｢浄土三部経音読 CD｣（すねいる教材研究社）など。
Books：山岸 秀夫（やまぎし ひでお）
1934 年生まれ。京都大学理学部卒業、京都大学理学研究科博士課程（植物学）終了、理学博士。
大阪府立放射線中央研究所技師、カナダ政府 NRC フェロー、米国カーネギー財団フェローを経て、
1969 年より京都大学理学部生物物理学教室助手、講師、助教授、教授を勤め、1998 年停年退官
後、財団法人体質研究会主任研究員、NPO さきがけ技術振興会監査。京都大学名誉教授。専門は免
疫・分子遺伝学。著書に「遺伝子を観る」（裳華房）、「免疫系の遺伝子戦略」（共立出版）、「生命と遺
伝子」（裳華房）、訳書に「オオノススム、遺伝子重複による進化」（岩波書店）など。
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特集1“健康力の源 －世界ハートの日 2011”
にあたって

篠山重威＊

心血管系疾患に関する世界的なネットワークとして世界心臓連合（WHF: World Heart
Federation）という組織があります。186 の国が参加しており、定期的に世界心臓学
会を開催しているのもこの組織です。WHF の目的は心疾患と脳卒中の予防と治療によっ
て世界中の人たちがより長くより豊かな生活が送れる（help people achieve a longer
and better life）ように援助の手を差し伸べることにあります。
さて 2000 年のシドニーオリンピックの機会に、WHF は世界ハートの日（World
Heart Day）を設立しました。それは、世界中の人たちに心臓病と脳卒中に対する関
心を呼び起こし、健康なライフスタイル、運動、スモークフリーの環境、健康な食事、
体重のコントロールを奨励して心疾患のリスクを減少させることを目的とするものでし
た。World Heart Day は毎年 9 月最終日曜日と決められていて、毎年新しいテーマが
同志社大学教授、大寿会病院理事、京都大学名誉教授（循環器内科学）

＊
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掲げられています。2000 年のテーマはオリンピックの最中のこともあって “Physical
Activity”（運動）でした。見るだけではなく自ら身体を動かそう “Let it beat” という
合言葉が交わされました。次の年は、“A Heart for Life” というテーマで生活をフルに
楽しむには健康な心臓が必要であるというメッセージが伝えられました。2002 年は肥
満、運動、ダイエット、2003 年は女性の心血管系疾患、2004 年は子供の心臓病に焦
点が合わされました。2005 年は、“Healthy Weight, Healthy Shape” というスロー
ガンのもとに腹囲を測って自分のリスクを知ろうというキャンペーンが行なわれました。
わが国においても、各地で腹囲メジャーが配られ、「あなたの体形はりんご型か？

な

し型か？」という問いかけが行なわれました。その一環として WHF は世界 27 ケ国で
16,000 人を対象にして Shape of the Nations（SONS）というアンケート調査を行
ないました。この調査の結果によると、一般市民で内臓脂肪が心血管系疾患のリスクとな
ることを知っていたのは全体の 30％に過ぎず、医師の診察を受けるとき腹囲の測定を期
待すると答えた者は 5 人に 1 人に留まったということでした。誰にでも何処でも出来る
腹囲の測定が心血管系疾患や糖尿病に罹患するリスクを推定する上で実に有用であること
をもっと多くの人に知ってほしいとの思いで、引き続き啓蒙活動が行なわれています。
その後も、“ あなたの心臓、若さを保っていますか？”（2006）、“ チームワークで健康
ハート ”（2007）、“ 自分に潜むリスクを知ろう ”（2008）、“ 健康ハートで働こう ”
（2009、2010）というスローガンが続いてきました。
2011 年度の世界ハートの日のテーマは “One World, One Home, One Heart” と
決められて、心血管病の克服は先ず家族活動を拠点として家庭から始めなければならな
いことが訴えられました。World Heart Day は嘗て地球上で行われた心血管系疾患の
予防キャンペーンの中で最も成功している取り組みと高く評価されています。参加国は
2000 年には 70 ヶ国でしたが、時代と共に増加して 2005 年には 100 ヶ国を超えま
した。我が国も世界が一体となって行っているこのキャンペーンを無視するわけにはいか
なくなったことと、毎年変わるスローガンが広く日本全土に伝わっていないことから、
2005 年から初めてその行事に参加する事になりました。
WHF は World Heart Day を通じて「人々の心血管系疾患への関心を呼び起こす」こ
とを究極の成果と考えています。これまで World Heart Day のキャンペーンは UN、
UNESCO、WHO、UNICEF、UEFA など影響力の大きい国際機関と協力して行われて
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きました。World Heart Day に関しては学術的な立場からも、アメリカ心臓学会の機関
誌 Circulation が 2002 年と 2003 年の 2 度にわたって取りあげ、World Heart Day
に関する歴史的背景、World Heart Day が与えるインパクト、その将来像に関する詳細
なレビューが述べられました。
2011 年も、大阪、神戸では「健康ハートフェスタ」、「健康ハートウォーク＆トーク」
など様々なイベントが行われました。京都では、公益財団法人体質研究会が毎年シリーズ
で行っている「いのちの科学フォーラム」の一環として、「世界ハートの日 2011、健康
力の源」という市民公開講座を開催しました。この特集はその講演に基づくものです。こ
の中では、「眠り」、「お風呂」、「食文化」、「笑い」など毎日の暮らしの中で生活に彩を与
え健康に生きる力となるテーマが話題として取り上げられました。最初に、日本睡眠学会
副理事長で愛知医科大学教授の塩見利明氏は睡眠医療を確立普及させ、眠りを守り健康を
保つことの重要性を語りました。深く満ち足りた眠りは健康を維持する上に欠くことが出
来ません。しかし、この睡眠は色々な形で障害され、我が国では国民の 5 人に１人が何
らかの睡眠障害を訴えているとのことです。次に国際医療福祉大学教授で温泉の健康学を
専門とする前田真治氏は、正しいお風呂の入り方から始まって、入浴の持つ温熱作用が健
康に与える影響について述べました。日本人ほど風呂の好きな民族はほかにありません。
その一方、我が国では入浴中の事故も外国に比べて非常に多いのです。続いて琉球大学名
誉教授の平良一彦氏は伝統的な沖縄料理の秘密を明かし、高齢化社会における食文化の再
構築の必要性を説きました。江戸時代の観相学の大家が「食は命なり」と言ったと伝えら
れていますが、日本人の長寿はバランスのとれた日本食によると考えています。とりわけ
沖縄は日本一の長寿県として知られています。最後に「日本笑い学会」の創設者で関西大
学の名誉教授、井上宏氏は、笑いの本質論、生態論、機能論、実践論と笑いの持つ力を多
面的に解析しました。笑うという行為は、心だけでなく身体にも大きな影響を与えます。
この特集を通じて世界心臓連合が目的としている「人々の健康への関心を呼び起こす」こ
とに役立つことができれば幸いです。


（イラスト：中井英之）
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快眠は健康のもと、生活習慣病も防げる
塩見利明＊
要 旨：わが国に「睡眠の日（3 月 18 日と 9 月 3 日）」が制定された。
医療の分野でも遂に、1）栄養療法や 2）運動療法と同様に、生活習慣（ラ
イフスタイル）改善の三本柱の一つとして 3）睡眠療法を重視すべき時代
が到来してきた。本格的な睡眠医療の普及はまだ始まったばかりであるが、
産業事故や交通事故というヒューマンエラー、とくに居眠り事故の防止効果
のみならず、高血圧や糖尿病という生活習慣病の予防や治療にまで有益であ
ることが徐々に明らかにされている。

「睡眠の日」について

復させるためにとても大切である。睡眠障

睡眠健康推進機構（精神・神経科学振興

害は、日常の勉学や仕事の能率低下、さら

財団）は、日本睡眠学会との協力により、

にヒューマンエラーという人災の背後に潜

年 に 2 回、3 月 18 日 を 春 の「 睡 眠 の

み、その悪影響を統合すれば医療経済学的

日」、9 月 3 日を秋の「睡眠の日」に制定

にも重視される。

し た。3 月 18 日 は 世 界 睡 眠 医 学 会

産業社会では、職場における居眠り事

（World Association of Sleep

故、夜間勤務者の睡眠障害、そして慢性的

Medicine） が 定 め た「 世 界 睡 眠 の 日

な睡眠不足や不眠からうつ病、さらにうつ

（World Sleep Day）」であり、9 月 3 日

病による休職からそのリワークのための睡

は日本独自の「睡眠の日」として語呂合わ

眠管理まで問題が山積している。2010

せの「ぐっすり」に由来している。それぞ

年、内閣府自殺対策推進室では働きざかり

れの「睡眠の日」を挟む各 1 週間を睡眠

世代の中高年の男性に焦点を当てた「睡眠

健康週間として、国民の睡眠健康の維持・

キャンペーン：お父さん、眠れてる？」が

増進を図ることが期待されている。

実施され、睡眠不足や不眠も軽視できない
問題となっている。

睡眠医療の重要性

教育現場では、生徒の睡眠管理の教育・

ストレス社会の現代では、快適な睡眠、

指導が不十分である。不登校や学習障害の

すなわち「快眠」をとることが人間性を回

生徒の一部には 13－14 歳で好発するナ

愛知医科大学医学部睡眠科教授、日本睡眠学会副理事長（循環器内科学）

＊
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ルコレプシー（居眠り病）などの過眠症と

間～7.4 時 間 を 中 心 に U 字 カ ー ブ を 描

いう睡眠障害が背後に潜んでいることが

き、7 時間前後がもっとも適しており、

まったく理解されていない。現代社会にお

それより短くても長くても死亡率が高まる

いて、快眠を得るために、眠りや生体リズ

という興味深い結果であった。短時間睡眠

ムのメカニズムに関する正しい知識の教育

者、長時間睡眠者のどちらも死亡率が高

と睡眠衛生の指導、睡眠障害に対する診断

かった。同様に、わが国の疫学研究でも、

法と治療法の修得、それらの普及は急務で

JACC study、Ohsaki study、JMS

ある。

study などのコホート研究の結果が相次

医療の分野でも遂に、生活習慣（ライフ

いで発表され、睡眠時間は日本人でも U

スタイル）改善の三本柱の一つとして

字カーブを描き、睡眠時間と総死亡との間

1. 栄 養 療 法 や 2. 運 動 療 法 と 同 様 に、

には有意な関連のあることが確認されてい

3. 睡眠療法を重視すべき時代が到来して

る。

きた。本格的な睡眠医療の普及は、高血圧

現在、わが国における 3 大死因は、が

や糖尿病という生活習慣病の予防・治療に

ん、心疾患、脳血管疾患であるが、がんを

まで有益であることが多数の研究報告によ

除いた残り 2 つの循環器疾患と睡眠時間

り徐々に明らかにされている。

との関係については、JACC study にお
いて、男女とも長時間睡眠と死亡との間に

日本人の睡眠時間

有意な関係が認められ、女性では短時間睡

日本人のライフスタイルは、寝る時刻が

眠と死亡との間にも有意な関係が認められ

だんだん遅くなって夜型となり、それに伴

ている。また JMS study では循環器疾

い、睡眠時間は益々減少している。一日の

患の罹病についても、男性では 6 時間未

平均睡眠時間を諸外国と比較すると、日本

満の睡眠時間と有意な相関が認められてい

人は最も短い部類に入るそうである。最近

る。それ故、心血管病や脳卒中という循環

の研究では、睡眠時間がヒトの死亡率と密

器疾患から生命予後を良くするという立場

接に関係のあることが明らかにされてき

において、我々は早急に、睡眠時間は 7

た。例えば、アメリカで実施された大規模

時間前後が適切であることを再認識し、睡

研究、平均年齢 58 歳の約 100 万人を対

眠の大切さを改めて見直すべきである1）。

象とした調査によると、睡眠時間と 6 年
後の死亡率の関係は、男女ともに 6.5 時
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睡眠科の役割

96 種類の睡眠障害

睡眠障害という病気は、大学附属の総合

睡眠障害は、睡眠障害国際分類第 2 版

病院のような所でも、どの診療科が担当す

（ICSD-2nd）4）によって 96 種類の病状と

ればいいのか不明であった。睡眠障害の患

病気に分類される。ここでは、よくみられ

者がいきなり精神科を受診するのは抵抗が

る睡眠障害としては、不眠症、むずむず脚

あり、一方総合診療科には睡眠の専門家が

症候群、睡眠時無呼吸症候群 を紹介する

いない。そこで 2008 年、愛知医科大学

（表 1）。

では病院内における第 31 番目の新しい

１）不眠症：わが国の不眠の症状を有す

診療科（院内標榜）として、日本初の「睡

る 成 人 の 割 合－ 有 病 率－ は、 男 性 で

眠科」が開設された。睡眠医学の学際的な

17.3％、女性で 21.5％と推定され、こ

進歩に続く、睡眠医療の画期的な発展－

の有病率は加齢とともに高くなる傾向があ

「地域医療における安全かつ健全な睡眠医

る。特に 80 歳以上の後期高齢者では、

療の樹立」－を目指している。医学部での

男性で 30.5％、女性で 40.3％に不眠の

睡眠科の役割には、睡眠医学の教育が加わ

症状が認められている。不眠の原因は多岐

りつつある。その教材としては、日本睡眠

にわたり、うつ病や認知症などの精神疾

学会の編集・監修による、専門家向けの

患、家族や友人との死別、引退などのライ

「 睡 眠 学 」（2009）2） と 実 地 医 家 向 け の

フイベント、薬の副作用、そして身体疾患

「 睡 眠 障 害 診 療 ガ イ ド 」（2011） が あ

としては、うっ血性心不全、慢性閉塞性肺

る。これから、全国の大学病院を中心に

疾患、喘息などによる呼吸困難、胃食道逆

「睡眠科」はもっと数多く設置されるべき

流や逆流性食道炎による胸焼け、腰痛やリ

で あ る。 そ し て、 卒 前 教 育（BSL や ク

ウマチによる疼痛、癌による疼痛、前立腺

リ・クラ）として実践的な学生指導（臨床

肥大に伴う夜間の頻尿などが知られてい

実習）は全国に広まるべきである。さら

る。

3）

に、医師や歯科医師のみならず、臨床検査

ICSD-2nd では、不眠症の下位分類を表

技師、看護師、臨床工学技士、臨床心理士

2 に 示 す ご と く、11 種 類 に 分 類 し て い

などすべての医療関係者と連携して、より

る。うつを除外した残り 6 割の不眠症の

本格的な睡眠医学とその教育を充実させる

な か で。「 精 神 生 理 性 不 眠 症（ 慢 性 不 眠

べきであろう。

症）」が、一般に “ 不眠症 ” と呼ばれる病
態である。また、高齢者に多いのは「逆説

16
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表1

睡眠障害国際分類

第 2 版（ICSD-2nd）2005 年の概要

１．不眠症

４．概日リズム睡眠障害

ａ．適応障害性不眠症（急性不眠症）

ａ．睡眠相後退型（睡眠相後退障害）

ｂ．精神生理性不眠症（慢性不眠症）

ｂ．睡眠相前進型（睡眠相前進障害）

ｃ．逆説性不眠症

ｃ．不規則睡眠・覚醒型

（睡眠状態誤認、偽不眠症）

（不規則睡眠・覚醒リズム）

ｄ．特発性不眠症（小児期発症）

ｄ．自由継続型（非同調型）

ｅ．精神疾患による不眠症

ｅ．身体疾患による概日リズム睡眠障害

（うつ、不安障害）
ｆ．不適切な睡眠衛生
ｇ．小児期の行動性不眠症
ｈ．薬剤または物質による不眠症
ｉ．身体疾患による不眠症
（痛み、咳、掻痒感、頻尿）
ｊ．特定不能な不眠症
ｋ．特定不能な生理性（器質性）不眠症
２．睡眠呼吸障害
ａ．中枢性睡眠時無呼吸症候群
ｂ．閉塞性睡眠時無呼吸症候群

５．睡眠時随伴症
ａ．ノンレム睡眠からの覚醒時睡眠随伴
症（睡眠時遊行症、夜驚症）
ｂ．通常レム睡眠に関連する睡眠時随伴
症（レム睡眠行動障害）
ｃ．その他の睡眠時随伴症（カタスレニ
ア、睡眠時摂食障害、遺尿症）
６．睡眠時運動障害
ａ．むずむず脚症候群
（レストレスレッグス症候群）

ｃ．睡眠時低換気／低酸素血症候群

ｂ．周期性四肢運動障害

ｄ．身体疾患による睡眠時低換気／低酸

ｃ．睡眠時こむらがえり

素血症候群

ｄ．睡眠時歯ぎしり

ｅ．その他の睡眠呼吸障害
７．未解決の諸問題
３．中枢性過眠症

長時間睡眠者

ａ．ナルコレプシー

短時間睡眠者

ｂ．特発性過眠症

睡眠時ひきつけ

ｃ．反復性過眠症
ｄ．行動起因性睡眠不足症候群
ｅ．身体疾患、薬物、物質による過眠症

８．その他の睡眠障害
環境性睡眠障害

出典：文献 4）より引用
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性不眠症（睡眠状態誤認）」である。脳波

D2 アゴニスト「プラミペキソール」とい

を測ると睡眠の量・質とも十分なのに、自

う特効薬の保険適用が承認されている。

覚症状としては「眠れていない」というも

３）睡眠時無呼吸症候群（SAS）：大い

ので、偽不眠症とも呼ばれる。精神生理性

びきで寝ている間に、呼吸が止まってしま

不眠症と逆説性不眠症の 2 つに対する非

う 睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群（sleep apnea

薬物療法として、近年注目されているの

syndrome; SAS） は、 平 成 15 年 2 月

が、 不 眠 症 向 け の 認 知 行 動 療 法

の JR 西日本山陽新幹線運転士の居眠り騒

（cognitive behavioral therapy; CBT）

動から、その自覚症状が昼間の過度な眠気

である。愛知医科大学病院睡眠科では、

（昼間過眠）や疲労感であることが広く知

2010 年 10 月から、不眠症を対象とし

られるようになった。我々の睡眠医療セン

た CBT 外来を立ち上げ、有効な成果を上

ターで検査した SAS 患者 1,867 人の調

げつつある。

査 で は、207 人（11.1 ％） が 過 去 5 年

２）むずむず脚症候群（RLS）
：最近話

間に自動車の居眠り運転事故を起こしてい

題の睡眠障害の一つに「むずむず脚（あ

た。SAS の 重 症 患 者 が 訴 え る 昼 間 過 眠

し）症候群」がある。むずむず脚症候群

は、居眠り事故の危険信号である。

は、脚のふくらはぎを中心に不快感や違和

一方、SAS は肥満に伴う生活習慣病や

感があり、じっとしていられず脚を動かし

メタボリックシンドロームと密接に関連

たくなる、その欲求が日中より夕方や夜間

し、高血圧や糖尿病の合併率が高い疾患で

に強くなるため、入眠障害や、一度起きた

ある。日本高血圧学会の「高血圧治療ガイ

後の再入眠障害をきたす不眠症の一つであ

ドライン 2009」でも、SAS は高血圧の

る。正式な病名はレストレス・レッグス症

大きな要因の一つとして明記された。ま

候 群（restless legs syndrome; RLS）

た、 我 々 の 調 査 で は、 日 本 人 の SAS は

と呼ばれ、その原因は脳内の神経伝達物質

25.9％に 2 型糖尿病、62.7％に耐糖能

ドーパミンの機能低下や、鉄欠乏が関係し

異常を合併していた。

ているという説が有力である。慢性腎不

最近は、SAS と循環器疾患の密接な関

全、透析中、鉄欠乏性貧血、糖尿病、パー

係が注目されている。SAS は虚血性心疾

キンソン病、関節リウマチでも、二次性の

患、不整脈、心不全などにも高率に合併

むずむず脚症候群をきたしやすいことが知

し、さらに脳卒中や慢性腎疾患を合併しや

られている。治療としては、ドーパミン

すいことが明らかにされた。また、心不全
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の夜間呼吸管理法として、在宅酸素療法や

CPAP は致死的な心血管病に予防効果の

サーボ圧自動制御型人工呼吸器の保険適応

あることがスペインの 10 年間の追跡調

も承認され、それらの在宅医療の適応も話

査で証明された。

題となり、2010 年日本循環器学会から

SAS の早期診断と適切な治療を行うこ

「循環器領域における睡眠呼吸障害の診

とは、肥満に関連して生活習慣病と呼ばれ

断・治療に関するガイドライン」が発行さ

てきた疾病の一次予防としてのみならず、

れている。

心血管病及び脳卒中という二大死因の生命

SAS の検査法には、終夜睡眠ポリグラ
フ 検 査（polysomnography; PSG）、 簡

予後を左右する医学的な重要課題で非常に
意義があると思われる。

易無呼吸検査法（簡易モニタ）の 2 種類

以上、日本人は勤勉で、不眠不休で働く

がある。基本的には、ご家庭で簡易モニタ

ことも美徳であったかもしれないが、国の

によってスクリーニング検査を行い、疑わ

ため会社のためだけではなく、家庭のた

しい例は睡眠専門の施設で本格的な PSG

め、さらに自分の健康のため、是非ともも

を受けて、しっかりとした診断のあとに適

う一度この機会に、良い睡眠と生活リズム

切な治療を受けるべきである。

の重要性を見直していただけたら幸いであ

鼻づまりがなければ、SAS に対する治

る。

療法の第一選択肢は、睡眠時に鼻マスクを
装着する在宅持続陽圧呼吸療法
（continuous positive airway pressure;
CPAP） で あ る。 毎 晩 自 宅 の 寝 床 で
CPAP を適切に装着して眠ると、翌朝か
ら爽やかに目覚め、夜中のトイレの回数が
減り、昼間過眠がなくなり、仕事や学習へ
の集中力が高まることもわかっている。

文

献

1）土井由利子：Prog. Med. 30 (6), 15211525（2010）
2）日 本 睡 眠 学 会 編： 睡 眠 学、 朝 倉 書 店
（2009）
3）日 本睡眠学会認定委員会監修：睡眠障害診
療ガイド、文光堂（2011）
4）日 本睡眠学会診断分類委員会訳：睡眠障害
国 際 分 類・ 第 2 版・ 診 断 と コ ー ド の 手 引
き、医学書院（2010）
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効果抜群、お風呂健康入浴法！
前田眞治＊
要 旨：日本人がスリムで長生きする生活習慣に入浴があります。その作用
に温熱作用があり、①筋・腱・靭帯の伸張による緊張緩和、②神経の鈍感化
による疼痛軽減、③血液循環改善、④生体防御機能の増強（NK 細胞活性、
HSP-70）などがあります。また入浴剤などを使用して効果を増強するこ
ともよいでしょう。さらに効果的で安全なお風呂入浴の方法に触れます。お
風呂入浴は黙って入るだけで健康になる効果抜群の生活習慣です。

Ⅰ．お風呂は日本人特有の生活習慣

Ⅱ．温熱効果
お風呂の効果の代表的なものに温熱の効

良好なライフスタイルは、健康で長生き
をすることです。日本人のスリムで長生き

果があります。

する生活習慣には、基礎代謝が低下する中

１．筋肉や腱の緊張が和らぐ：気温が高い

年以降から、肉などから魚などの和食中心

と線路の鉄が伸びるように、熱自体の作

の食生活へと切り換えるといった変化があ

用で、緊張して短くなっている筋・腱・

りますが、もう一つの重要な生活習慣に入

靭帯なども熱の作用で伸張し、弛緩しま

浴があります。欧米人にはシャワーの習慣

す。肩こりなどが楽になります（日本整

はありますが身体を温めるような浴槽に入

形外科学会の腰痛点数で 23.8 → 25.5

る入浴習慣はありません。欧米では、汗な

点と改善しています）。

どの汚れを落とし、シャワーで身体の清潔

２．痛みに関与する神経が鈍感になる：痛

を保つといった習慣です。しかし日本で

みを感じる神経のうち細い神経（C 知

は、1 日の疲れを入浴で解消し、浴槽に

覚神経）に熱が加わると、鈍感になり、

肩まで浸かり、ゆっくりと身体を温めると

痛みを感じにくくなります。腰痛などが

血行が改善し、リラックスするという習慣

和らぎます。電流知覚閾値計を用いた

です。このような「体を温める」ために

C 知覚神経の測定でも入浴前 44.4mA

「温浴」するのは、日本独特の文化です。

が 41℃ 15 分浴後 50.6mA となり痛
みを感じにくくなっています。

国際医療福祉大学大学院教授（リハビリテーション学分野）

＊
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３．血行改善：ヒトは恒温動物であり細胞

４．生体防御機構促進効果：ヒトは恒温動

活動をつかさどる酵素活性などは一定の

物ですので、熱を受けると元にもどろう

温度で最も効率よく働くことができま

とします。その熱が高く強すぎる刺激だ

す。この働きを守るために、浴槽に浸か

と、細胞や組織がこわれ、火傷などの異

り外から熱が身体に入ると、組織は一定

常な反応となります。しかし体温にして

の温度を保とうと防御反応をとります。

1.0～2.0℃程度の適度な熱刺激だと、

それは他の場所の温まっていない血液を

身体に大きな影響をその場では生じませ

送り込み、熱で温められた組織から熱を

んが、次に刺激が来ても大丈夫なように

もらい、他の部位に移送して過剰な熱を

身構えようとします。その反応が免疫力

放散することで、一定の温度に保とうと

を高めたり細胞修復力を高めたりするこ

するのです。その反応をより効率よくす

とにつながります。

るために血の巡りを良くするのです。そ

１）免疫増強効果：免疫力を測定する

の結果、老廃物や痛みを発する物質が洗

ひとつの指標に NK 細胞活性がありま

い流され、栄養や酸素の多く含まれる血

す。NK 細胞はおもに血液中に存在し、

液が多くなり、細胞や組織の新陳代謝が

リンパ球に含まれる免疫細胞の一つで、

活性化され、結果的に組織がリフレッ

生まれつき（ナチュラル：natural）外

シュされるのです（図 1）。

敵を殺傷する（キラー：killer）能力を
備 え て い る た め「 ナ チ ュ ラ ル キ ラ ー
（NK）細胞」と呼ばれています。
NK 細胞活性が強いと、例えばウイル
スが侵入しても風邪をひきにくくなると
いうように、抵抗力が強い状態を示しま
す。30 歳を過ぎると毎日数多くのガン
細胞が体の中にできるようになります
が、NK 細胞がガン細胞を見つけ除去し
てくれます。ガン細胞が増殖してがんを
発病する人、ならない人は細胞監視機構
の良し悪しによります。NK 細胞活性

図1

血液循環が良くなる仕組み

は、この免疫監視機構にも関与していま
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す。

の範囲内で通常行われることが多く、こ

入浴後の NK 細胞活性は、少し過酷

の刺激防御機構の発現にお風呂入浴は寄

な実験ですが 41℃ 30 分入浴させ、体

与しています。このように、細胞が損傷

温を 2.0℃くらい上昇させると、入浴

されても新しいタンパクが作られ、細胞

しないものに比べ入浴したものでは

がリフレッシュする、こんな働きがお風

1.3 倍程度上昇することが分かりまし

呂入浴にあるのです。

た（図 2）。

こ の 熱 シ ョ ッ ク タ ン パ ク（HSP）

２）組織タンパク修復力増強：温熱と

は、平常状態の細胞内に広く分布するタ

いう刺激が加わると、細胞組織はそれに

ンパク質ですが、温熱、虚血、感染、放

対応すべく種々のストレスタンパクを出

射線等の種々のストレスによっても誘導

して、刺激を受けた身体を修復し、次に

され、タンパク質の変性を抑制するとと

刺激が来た時に最小限の被害で済むよう

もに、変性したタンパク質の修復を行う

にします。

ことが知られています。中でも分子量

そ の 1 つ が Heat Shock Protein

70 キ ロ ダ ル ト ン の HSP70 は、 新 た

（熱ショックタンパク：HSP）の反応で

に合成されたアミノ酸複合体の折れたた

す。温熱刺激が過剰であれば生体は防御

み、タンパク質の輸送と品質管理、不要

しきれず火傷などとなり壊死を招くよう

になったタンパク質の分解など、タンパ

になりますが、体温より 1～2℃程度高

ク質の一生にわたり面倒をみつづけてい

い刺激だと防御可能な範囲の体温上昇で

るストレスタンパクの一種です。

あり、次回の刺激にも備えることが可能

最近、HSP70 は温熱刺激後に種々

となります。入浴による効果はこの温度

のタンパク質を修復することで、疲労後
のリフレッシュや健康増進の一翼を担っ
ているものとして注目されてきていま
す。ジョギング等の運動でも体内で熱が
作られ同じことが生じます。ジョギング
は自分で運動することで体温が上がりま
すが、お風呂入浴は入るだけで体温が上
がり、健康人をはじめ、高齢者や運動の

図2

22

環境と健康 25（2012）

温浴後の NK 細胞活性

できないヒトには好都合と思われます。
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温熱効果の高いお風呂入浴で産生されれ
ば、お風呂入浴が健康増進にも貢献する
ことができると考えられています。

Ⅲ．入浴剤
入浴剤は家庭でも簡単に温泉浴が楽しめ
るようにと考えられたものであり、数え切

実際にお風呂入浴を行ったときの

れないほどの多様な人工入浴剤が市販され

HSP70 の変化を図 3 に示しますが、

ています。これらの中には医学的にその効

入浴前 3,31 であったものが入浴後 1

果が実証されているものもありますが、明

日後には 4.35 まで増加し、入浴後タ

らかな効果が証明されていないものもあり

ンパク修復力が増加していることが分か

ます。入浴剤は主に硫酸ナトリウム、炭酸

ります。これまでに述べたお風呂入浴の

ナトリウム、炭酸水素ナトリウムなど塩類

温熱効果を表 1 に示します。

が含まれており、これを浴槽に入れること
で効果を上げようとするものです。
図 4 は塩化ナトリウム（食塩）、炭酸水
素ナトリウム（重曹）、二酸化炭素（炭酸
ガス）をお湯に溶かした場合の体温の上昇
を調べています。溶かした濃度は入浴剤の
何倍かの量ですのでそれを考慮するとして
も、水道水が 1.0 度くらい上昇している

図3

お風呂入浴後の HSP-70 の変化
（n＝6）
表１

のに比べ、他の 3 つは 1.5℃程度の上昇
が見られ、水道水よりも体温が上がること

お風呂入浴による温熱効果

お風呂入浴による温熱効果
ａ）筋肉や腱の緊張が和らぐ：関節の動きの改善
筋緊張が和らぐことによる腰痛、肩こりの改善
ｂ）疼痛緩和：温熱によって痛みの神経が感じなくなる。
腰痛や関節の痛みが和らぐ
ｃ）血行改善：新陳代謝改善に伴う筋肉疲労の改善
エネルギー消費、血管拡張による血圧低下作用
ｄ）免疫増強効果：NK 細胞活性上昇
ｅ）組織タンパク修復：HSP70、HSP70-mRNA 増加
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図4

水道水、塩化ナトリウム ( 食塩 )、炭酸水素ナトリウム ( 重曹 )、二酸化炭素の各温
水入浴による深部体温計の変化

表2

入浴剤の成分の主な効果

１．温熱作用を有する塩類により、身体を温め末梢循環を盛んにし、新陳代謝を活発
にする
２．血液循環や発汗作用を促がし、身体の老廃物を洗い流す
３．入浴後の鎮静感を増す
４．アルカリ塩類により、皮脂に溶け込んだ汚れを除去し、皮膚をきれいにする
５．温泉のイオウ泉に基づく硫化物などにより皮膚の感染や、慢性皮膚疾患を改善す
る

がわかります。これは温水に何か溶けてい

す。

れば、その濃度に応じて熱が伝わりやすい
塩類（食塩や重曹）の性質と、血管を拡げ

Ⅳ．お風呂入浴時に注意すること

て熱を体内に入れるメカニズムをもつ二酸

１．入浴前には：

化炭素の性質によるものです。入浴剤の主

１）食事の直前は低血糖になったりするの

な成分の効果を表 2 に示します。今日、

で避けてください。また、食事の直後も

入浴剤は温浴効果による痛みや筋肉の緊張

栄養を摂取するために胃腸の血液循環が

などの諸症状を緩和し、健康保持の一環と

良くなっていますので、あまり好ましく

して用いられ、さらに美容効果や入浴時の

ありません。

リラックス感の向上に広く寄与していま
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２）飲酒後の入浴は、脱水を引き起こした
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りしますので注意してください。特に酩

浴時間帯には個人差はありますが、朝

酊状態では転倒などの危険性があり、後

9 時くらいと夜 9 時くらいに身体に刺

での入浴をおすすめします。

激を与えると、このホルモンが活性化し

３）疲れすぎていたり、スポーツを行った

ます。朝さっと入浴することで午後は活

すぐ後は、身体が熱を受ける準備が整い

動的になるし、寝る 1～2 時間くらい

ませんので、30 分程度しばらく身体を

前の夜 9 時くらいにゆったりと入浴す

休めてから入浴してください。

れば安眠につながります。

４）高齢の方、お子さん、身体の不自由な

４）入浴時間は入浴温度により異なります

方は、1 人きりで入浴する時には、あ

が、体温が 1.0℃程度上昇するのが適

る程度の時間が経ったら声掛けをしてく

度な刺激につながります。例えば 41℃

ださい。

くらいであれば、10～15 分程度で、

５）浴槽に入る前に手、足から掛け湯をし
て温度に身体を慣らしてから入浴してく
ださい。
２．入浴の仕方は：

目安は額に汗がうっすらとかく程度で
す。
３．お風呂から出る時：
１）浴槽から出る時は、ゆっくり出てくだ

１）入浴の温度は、高齢者、高血圧症もし

さい。皮膚の血管が開いていますので、

くは、心臓病の者、脳卒中を経験した方

血液が皮膚表面に集まり、立ち上がると

は 42℃以上の高温浴は避けてくださ

血圧が下がることで脳に行く血液が少な

い。脱水になりやすかったり、血液が固

くなり立ちくらみが生じます。

まりやすくなったりします。

２）めまいが生じたり、気分が不良となっ

２）心臓や肺機能の低下している方は、心

た時は、浴槽から出るか、浴槽の栓を抜

臓や肺が水圧で圧迫されないように、全

いて溺れないようにしてください。血圧

身浴よりも半身浴、部分浴がよいでしょ

が低くなると意識障害と同じようにな

う。少し長めに入浴すれば十分に温まり

り、溺れても気が付かないことがありま

ます。

す。そして家族や人を呼び横になって回

３）人間の生活リズムに大きく関与する内

復を待ってください。ほとんどは脳に行

分泌ホルモンは副腎皮質ホルモンであ

く血液の量が少し少ないために生じるも

り、このホルモンは寝ているときに少な

ので、しゃがんだり横になればすぐに良

く午後に多く分泌されます。望ましい入

くなります。
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４．出浴後の注意：

やジムなどで筋肉を動かして汗をかき体温

１）出浴後はタオルで水分を早期に拭き取

を上げるのと、お風呂に入って、うっすら

り、着衣の上、保温と 30 分程度の安

と額に汗をかいて体温を上げるのは、同じ

静を心がけてください。浴後タオルなど

体温を上げるストレスとして同じように働

で身体を拭いて浴衣などを着ないと、急

きます。ストレッサーとしての温熱は、お

激に体温が低下し、効果が半減します

風呂もスポーツも同じと思われます。

（図 5）。

運動することでも HSP などが増えます

２）また出浴後の脱水症状を避けるため、

ので、健康増進は日頃からの運動によって

コップ一杯程度の飲水で出浴後も水分を

もたらされることはお分かりでしょう。し

補給してください。

かし、お風呂入浴は、運動をしなくても、
黙って入れば、健康増進につながる要素を

Ⅴ．まとめ

もち、高齢者や身体の不自由な方にとって

これらから導き出せることとして、マイ

も、容易に健康を手に入れることのできる

ルドな温浴は適度なストレッサーとして働

魅力的な方法です。お風呂入浴好きの日本

き、人間の防御反応として HSP が産生さ

人の文化が、健康につながるとすれば、欧

れ、炎症誘導物質などを低下させ、免疫増

米に先駆けて、健康増進の手段を実践して

強に関与する NK 細胞の活性向上などに

いることになります。温熱の刺激役（スト

結びつく過程が形成されます。ジョギング

レッサー）としての適度な温度のお風呂入

図5
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出浴後のガウンによる保温効果
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浴は、抗炎症作用、免疫能亢進をもたらす

呂入浴は、黙って入るだけで健康になる生

ばかりでなく、健康増進にも有用な素材で

活習慣です。毎日の入浴で作られる健康を

す。このようなお風呂入浴を組み合わせた

楽しみながら、お風呂入浴をお続けくださ

保健事業や介護予防事業は、運動器疾患の

い。

疼痛軽減効果のみならず、現実的な国民の
ニーズと合致し、より長期間の継続によ
り、介護予防効果や健康増進効果に相乗的
な効果が期待でき、お風呂入浴の利用価値
は高いと思われます。
日本人の習慣として入浴で刺激を受けれ
ば、温熱による直接の痛みなどの軽減のほ
かに、免疫力や組織修復力が活性化され、

参考文献
前田眞治：温泉の最新健康学、悠飛社（2010）
前田眞治：温泉の入浴法、温泉－歴史と未来－
（日本温泉協会編）、エントリー（2007）
Maeda, M. et al.：炭酸温水入浴による HSP70
の 変 化、 日 本 温 泉 気 候 物 理 医 学 会 雑 誌 70、
179（2007）
前田眞治：リハビリテーションにおける温泉医
学、リハビリテーション医学 48、21（2011）

より健康な状態を作り上げられます。お風

Random Scope
マグネシウムはヒト細胞性免疫の活性化に必須である。
マグネシウムは必須の微量栄養素で、種々の酵素作用に必要であるが、それ以外の体内での働
きはカルシウムほどにはよく分かっていなかった。今回遺伝的免疫不全の患者の T 細胞の解析
によって、T 細胞を活性化する細胞内シグナルとしてマグネシウムイオンが働き、しかもカルシ
ウムによる細胞内情報伝達経路の上位に来ることが明らかになった。マグネシウムはカルシウム
と共に、細胞性免疫の活性化に必須のミネラルである。
（Yan）
Li, F-Y. et al.: Nature 475, 471-476 (2011)
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長寿を守り、長寿を活かす
－沖縄の長寿食文化の再構築

平良一彦＊
要 旨：「人材を持って資源となす」の村是で知られる大宜味村は、独特の
個性（村民気質）を持つ長寿村であるが、長年にわたって高齢者のライフス
タイルのすばらしさに支えられていた健康像が、今この村でも崩れつつある。
しかし村には、長く培われたすばらしい潜在エネルギーがあり、持続可能な
村の発展を目指して、「農業」、「健康」、「観光」をキーワードに知恵を絞れ
ば、沖縄の長寿をリードする水先案内人としてその役割が大いに期待できる。

はじめに

に大きな特徴があり、逆に食塩の摂取量は

人が健康であることは、個人が生きる土

全国平均に比べ、極めて少ないことが分

台であると同時に地域社会の資源であり財

かっている。また、生涯現役意識が強く、

産でもある。このように考えると、「ヌチ

就労意識や社会活動性が高いことや睡眠健

ドゥタカラ（命こそ宝）」という沖縄の言

康の良さなど、健康的なライフスタイルが

葉はなんと重みのある言葉であろうか。人

特徴的であった。しかし今や、沖縄の「長

生の輝き、地域の輝きを最後まで失わない

寿」の座がぐらつきはじめており、代表的

ためにも、健康を味方にすることこそが一

な長寿地域として知られる大宜味村も例外

番の得策ではないだろうか。沖縄の長寿を

ではない。「長寿県沖縄」の牽引車として

支えてきたものは何であろうか。それは、

期待される本村の誇り高き共同体の再生・

豊かな自然、健康的な食文化、独特の伝統

復活への方途を、特に食文化・農業の視点

文化・芸能であり、それを作り上げてきた

から考えてみたい。

沖縄の先人の生活文化（長寿文化）そのも
のである。
本県の高齢者を対象とした調査から、伝

明治 38 年に発行された京都帝国大学

統的な沖縄の食生活は本土に比べて豚肉、

松下禎二教授の「沖縄島ノ衛生學的観察」

豆腐、野菜類、海藻類の摂取量の多いこと

という論文は、沖縄の歴史・文化、気象、

琉球大学名誉教授（公衆衛生学、長寿科学）

＊
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土地、水といった環境、衣食住をはじめ道

あ り、 大 正 期 の 1921～25 年 の 頃 の わ

路・交通、病院、犯罪人の収監、死者のと

が国の平均寿命の地域別比較では沖縄は宮

むらい、伝染病など、実に広い視野から当

崎と 1、2 を争う平均寿命を保ってはい

時の沖縄を観察してまとめられており、大

たが、依然として 40 歳代の位置にあっ

変印象深い論文である。その論文の冒頭

た。ところで、琉球王朝時代の首里王府の

に、「人もし天寿を全うせんと欲せば須ら

正史である「球陽」には当時 90～100

く沖縄島へ移住すべし。沖縄島は日本屈指

歳の長寿者のことが触れられており、それ

の健康地にしてしかも安全なる船の如し。

によれば、100 歳以上の超高齢者は世に

草木鬱蒼、四時緑を帯び、気候温和、夏は

希なる長寿者として王府が表彰したとい

涼しく冬は暖かにしてまさに渾円球上の公

う。これらの長寿者の年齢は「生子証文」

園となすべき資格あり」と記されている。

（これは現在でいう出生届けで、当時それ

これは、もしも人々が寿命いっぱい元気で

が義務づけられていた）と「死人証文」か

長生きしたければ、この沖縄へ移り住みな

ら得られたものであり、これらをあわせて

さい。沖縄は日本で一番の健康な土地で、

みると、信憑性はかなり高い。儒教の影響

しかも安全な船のようなものだ。一年を通

もあり、近世の沖縄は高齢者が大切にされ

して草木が茂り、気候は温和で夏は涼し

る時代であり、長寿者が各地で生活してい

く、冬の寒さも厳しくはない。まさに地球

たと思われる。

上の楽園と例えられるという意味である。

沖縄は今、国内外から大きな関心が寄せ

実は、我が国の長寿の歴史はそれほど古

られており、そのことが沖縄を訪れる観光

いものではなく、明治 38 年（1900 年）

客の大幅な増加につながっていると考えら

当時の日本の平均寿命は男 36 歳、女 37

れる。ちなみに、沖縄への入域観光客数

歳であった。当時の先進諸国の中では、日

は、 平 成 20 年 度 に は 5,934,300 人

本は代表的な短命国であったということで

と、増加傾向で推移してきたが、平成 21

ある。因みにスウェーデンやニュージーラ

年度、同 22 年度は景気低迷、新型イン

ンドなどは当時すでに 60 歳を超えてい

フルエンザ、東日本大震災などの影響で若

て、これらの国々との寿命差は実に 20

干減少はみられるものの、今や押しも押さ

歳以上の開きがあった。日本の平均寿命が

れもせぬ沖縄のリーディング産業となって

男女ともに 50 歳を超えたのは太平洋戦

いる（平成 22 年度沖縄県観光要覧）。そ

争後の昭和 22 年（1947 年）のことで

して沖縄の観光には、沖縄の健康資源であ
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る亜熱帯島嶼性海洋環境、独特の食文化、

均余命は男女ともに今なお日本一というこ

歴史・伝統文化、県民性（ヒト）などが醸

とである。

し出す「癒しの力」と「長寿」のブランド
力がその背景にあるものと思われる。

また、昭和 47 年（1972 年）の本土
復帰の年より統計がとられている 100 歳
以上老人の長寿者率は沖縄が断然高い。表

沖縄の平均寿命と 100 歳長寿者率

2 に示すように、平成 19 年（2007 年）

さて、戦後日本の寿命は急激に伸び、こ

の「長寿者番付」でも沖縄が首位で、人口

こ数十年の間に短命国から世界一の長寿国

10 万 人 当 た り 61 人 を 超 え、2 位 の 島

へと登り詰めた。その中で沖縄県は男女と

根、3 位の高知を凌駕している。なお、

もに日本一の座にあったこともあるが、そ

今回のデータから長年沖縄、高知、島根の

の後男性は 5 位、4 位、26 位、25 位と

順位であった長寿番付の 2 位、3 位が入

首位の座を長野県に引き渡して以来、順位

れ替わっている。沖縄の若年世代、働き盛

は低迷を続けている。しかし表 1 に示す

りの健康像の改善を図らない限り、いつか

ように、女性は今なお平均寿命（0 歳の

は沖縄の首位の座も危ういと考えねばなら

平均余命）、各年齢階級別の平均余命とも

ない。

に日本一の座を守っている。一方、男性に

著者らはこれまで沖縄県や県内各市町村

ついては平均寿命が 25 位、20 歳、40

とタイアップして、永年にわたりその年の

歳 の 平 均 余 命 は そ れ ぞ れ 26 位、20 位

新百歳調査を実施してきた。調査結果から

と、若年世代の健康像は決していいとはい

言えることは、これまで食事や睡眠・休

えないが、65 歳以上の平均余命は依然と

養、運動など、規則正しい生活を心がけて

して日本一である。いわゆる戦前世代の平

きた長寿者が多いということである。この
ことは L. ブレスローらのいう 7 つの健康

表1

沖縄の平均寿命の推移
（H12 ⇔ H17）

表2
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100 歳以上の長寿者数と番付
（2007 年度）
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習慣と同様に、極めて基本的な生活習慣を

増加、野菜・繊維類の摂取量の減少、昆布

日常生活の中で、永年維持してきたことが

の消費量の減少、ファストフードの摂取頻

長寿に結びついた可能性を強く示唆してい

度の増加など、長寿県沖縄の揺らぎの大き

る（図 1）。

な原因はそこにあるといえる。

日々の食生活や身体活動、それに休養・
睡眠は個人の健康を考えるうえで、主要な

大宜味村の長寿の諸要因

三本柱である。伝統的な沖縄の食生活は本

沖縄県全般にも言えることだが、特に本

土に比べて豚肉、豆腐、野菜類、海藻類の

県北部のヤンバルと呼ばれる地域に存在す

摂取量が多いことに大きな特徴があり、食

る大宜味村の特性は、海や森、川の豊かな

塩の摂取量も全国平均に比べ極めて少な

自然環境を有し、風光明媚な海岸線、多様

かった。貧しくとも、隣近所・地域で支え

な生態系を有する自然環境である。さらに

あい、心豊かな社会を築き上げてきた沖縄

自給自足の農業、生涯現役の精神、伝統行

の高齢者こそが沖縄の長寿文化の主人公で

事への参加、コミュニティー活動が盛んと

あり、沖縄の大切な宝である。しかし、

いった社会活動性の高さや、シマ意識の強

「沖縄の食」の実態も変わりつつあり、そ

さとユイマールの風習（注1）、共同売店の存

の長所が消えつつあるのだ。脂質摂取量の

在など共存型社会としての個性を強く留

図1

これまで心がけてきた健康行動

2003 年度新百歳者 200 名について百分率で示す。
シマ意識：地縁・血縁関係で結ばれる村落共同体。ユイマール：相互扶助、労働交換の慣行。

注 1）
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め、独特の精神風土（テーゲーやナンクル

をかけてじっくりと脂肪分を取り除く調理

ナイサーやイチャリバチョーデー

、命

法が一般的で、これは先人の智慧として誇

どう宝、祖先崇拝など）が地域を包んでい

れる素晴らしいものである。また、具沢山

る。そして高齢者の食生活調査からは、肉

の「食べる味噌汁」も今に始まったことで

類（特に豚肉）を過不足なく食べる。豆類

はない。高齢者の食塩摂取量が極めて少な

（特に豆腐）をよく食べる、野菜（特に緑

いことも、日々の生活で鰹節や豚だしをふ

黄色野菜）を多く食べる、野草類を良く利

んだんに使い、旨みが効いているからこ

用する、海草類（昆布、もずく等）を良く

そ、それができるのであり、ミネラル豊富

食べる、食塩の摂取量が少ないなどの多く

な野菜の摂取量が多いのも「タジラシケー

の特徴がみられた。また、かつて東京都老

サー」という伝統的な調理方法が高齢者の

人総合研究所との共同研究で明らかになっ

食生活に根付いているからである。また、

たことであるが、大宜味村の高齢者の健康

調理に際しては「ティーアンダー（手のあ

像を血液生化学的指標であるアルブミン、

ぶら）を入れる」というすばらしい言葉が

ヘモグロビン、血清総コレステロール値に

ある。この言葉の意味は医食同源の思想が

ついて、東北秋田地方の農村の高齢者と比

未だ根付いている長寿者の日常的な食生活

べると、大宜味村の高齢者は極めて良好な

のなかで、食に対する深い思い入れが存在

状態を維持していた。

する証拠であり、如何に愛情をこめて料理

（注2）

健康を支える「食」の重要性はいまさら

をつくるかということである。このような

言うまでもなく、この村の豚肉や豆腐、緑

「食の日常」に我々が学ぶべき多くの智慧

黄色野菜、海藻類の摂取量の多さと食塩摂

（おばあの知恵）が散りばめられている。

取量の少なさは、全国との比較においても

身体活動にしても、散歩やゲートボール

伝統的に沖縄の食の特徴と位置づけられて

などで体を良く動かしている高齢者が多

きた要素である。貧しかった時代、貴重な

く、またこれらの高齢者は生涯現役意識が

タンパク源としての豚肉やヤギの肉など、

強く、就労意識や社会活動性も高い。友人

動物性タンパク質の摂取に関しては昔から

との交流の頻度や深さも極めて特徴的で、

の伝統行事や、折々の「共食の食文化」の

家で閉じこもりがちな老人がこの村には少

持つ意義は大きい。また豚肉の料理は時間

ないのである。冬の間、屋内で静かな生活

テーゲー：適当に、ほどほどに、いいあんばい。ナンクルナイサー：なんとかなるさ。イチャリバチョー
デー：一度出会えば皆兄弟。

注 2）
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を強いられる場合が多い本土と違って、こ

23 年 4 月現在、100 歳を超える長寿者

の村の高齢者は季節に関係なく、体が動く

は 16 人、90 歳以上の長寿者は 157 人

限り畑仕事をしたり、村の伝統産業である

も住んでいる。この数字は確かにすごい。

芭蕉布の糸紡ぎをしたり、運動やその他、

メリハリのある生活に加え、人々の間に心

地域と関わりのある社会活動を続けてきた

の距離がなく、必要な時に支えあい、励ま

のである。

しあい、そして進取の気性に富む村民性、

このようなメリハリのある日常生活はま

このような村人気質がよそから訪れる人々

た、夜の睡眠に関してもいい影響を及ぼし

をも癒し元気にする力が村に満ち満ちてい

ていると思われ、入眠潜時、中途覚醒、早

る。しかし、若年人口の減少や、農業の自

朝覚醒、睡眠随伴症候群といった睡眠の質

給率の低下、食生活を中心としたライフス

的な面でも東京のような大都市圏に住む高

タイルの変化や、医食同源の思想も次第に

齢者に比べて、概して良好な人が多いこと

生活から遠のいていく中で、若年や働き盛

が分かっている。図 2 は、このような、

りの世代の健康像の変化や高齢世代の要介

村の高齢者のもつライフスタイルの特徴を

護者の増加も目立ち始めてきた。かつての

中心に健康長寿（福寿）に関わる諸要因を

沖縄を代表する長寿村として君臨していた

纏めたみたものである。

頃の大宜味村の誇り高い姿は、今 80 歳

人 口 3,500 名 足 ら ず の こ の 村 に 平 成

図2

以上の高齢者たちの間に垣間見られるだけ

健康長寿（福寿）を支える諸要因

琉球大学長寿科学研究プロジェクト
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である。

になりうると確信する。

今こそ、この村の長寿者たちの生活で示

目指すべき村の姿は、①伝統文化の保存

された「健康的なライフスタイル」にあら

と長寿者のライフスタイルに学ぶ元気生活

ためて学び、嘗ての誇り高き「長寿村の

の実践、②地域産業の活性化と循環型長寿

座」を確固としたものにするために、さら

村農業の振興、③高齢社会の手本となる福

には幸せで、生き生きとした健康長寿、す

寿村の建設、④村の若者世代を中心とした

なわち「福寿村」を目指していかねばなら

雇用の拡大などである。

ない。従って、村の長寿を力強く支えてき

その具体的目標としては、①大宜味村の

た食文化と、それを支えてきた農業の再生

長寿を支えた食文化を守り、食文化を支え

を図りながら健康・観光の融合を目指し

た村の農業の振興（農業従事者の増加と農

た、新たな地域づくりへの取り組みの必要

業自給の向上・食育の充実）を図る、②地

性が強く求められている。

域の持つ介護力の支援ネットワークの整備
と生活習慣病の予防とリーダー（長寿生活

長寿村から福寿村へ

34

実践指導者）育成で、治未病、介護予防か

この村の持続可能な福寿村としての再生

らヘルスプロモーションまで幅広い健康づ

は、村民が主体的に健康づくりや各種事業

くりを強力に展開していく、③自然にやさ

に参画することによって可能となる。何故

しいニューツーリズム（ヘルスツーリズ

なら、この村には「ユイマール」や「イ

ム、エコツーリズム、農業観光等）を主体

チャリバチョーデー」などの精神風土が今

とした長寿村にふわしく、癒しを求める

なお色濃く残っているからである。村民が

人々に答えられる心豊かな観光をめざす等

共有している、相互の信頼感や互酬・互助

が挙げられる。

意識、村内の諸々の文化活動への積極的な

農業の柱は、沖縄の数多い伝統野菜や大

参 加 な ど、 こ れ ら は 今 注 目 さ れ て い る

豆の無農薬栽培であり、新開発の、抗生物

「ソーシャルキャピタル」と呼ばれている

質や薬品を一切使わない、無臭健康豚（福

ものであるが、これは、日本が超高齢社会

寿豚）の飼育等で、長寿村のブランド農業

を成功裏に乗り切っていくための大事な潜

を確立することであり、更には、トウゴマ

在資源であり、その資源を活かして新たな

生産によるバイオエネルギー生成活動への

村づくりを目指す大宜味村こそが、我が国

参加や、太陽光（熱）、風力などの自然エ

の超高齢社会のモデルとしての水先案内人

ネルギーの活用も目指すべきであろう。こ
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のように、農業では村の持続的発展に寄与

深く関わりを持つ、観光体験農園、貸し農

できる各種事業を起こしながら、観光関係

園事業、農園レストラン、農作物の展示、

の NPO 法人とも連携し、地産地消、さら

販売事業も強力に推進していくべきである

には第 6 次産業化を意識しつつ、観光と

写真 1

（写真 1）。

観光体験と農園事業
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そこは農業自立を目指す、若者やシニア

し、観光の視点をも取り入れた山川トレッ

の方々の学びの場であり、村の若者や高齢

キング、海辺のレジャー・保養、伝統的家

者の雇用の場にもなる。またストレスで疲

庭料理の継承、伝統行事、ボランティアも

れた人々の癒し（健康回復）の場にもな

含めた活動拠点づくり等も展開できるよう

る。このような村づくりは、一人ひとりの

に、村内の人材資源の活用とリーダー育成

健康観が問われる時代にあって、沖縄の長

を進めていきたい。村にある小さな診療所

寿文化を正しく伝え、広めていく、その人

は、村の保健・医療・福祉の拠点として重

らしい「豊かな人生」を目指すものであ

要な役割を担っているが、介護予防と健康

り、 従 来 あ ま り 顧 み ら れ て い な か っ た

づくりのための村民のたまり場として位置

“ 心・魂の健康 ” を大事にする、バランス

付けるとともに、いざというときの安心の

ある健康感を育むことにつながり、村人の

ために大いに利用できるものでなければな

生命と生活の活性化につながる新たな取り

らない。今この村が真の長寿村（福寿村）

組みとして必要なものである。心に優し

を目指して静かに動き出した。我々は、大

い、光と風と空気が心に安らぎを与えてく

学も含めた産学官民の連携で、沖縄の未来

れる日本一の福寿村、それが “ 大宜味村 ”

を象徴する福寿村の建設を積極的に推進・

であり、健康・農業・観光を村の産業振興

支援していく所存である。

の柱として、長寿村の再生と同時に村を訪
れる人々をも癒し、ストレスの解消、生き
がいの発見を、地元住民との交流で実現し
ていくことであろう。
また村の健康づくりは、ボランティア
リーダーの育成を進めながら、村の貴重な
財産として残る豊かな自然環境と伝統文化
を活かしつつ進めていくことがより効果的
と思われる。すなわち、長寿を育んだ伝統
的なライフスタイルである、①豊かな自然
との共生、②特色ある食文化、③共同体に
よる支え合いを主な柱として、NPO 法人
おおぎみまるごとツーリズム協会と連携
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笑いと健康

－笑いの力の不思議
井上

宏＊

要 旨：人間は「心」と「身体」の統一体であり、笑いは、その双方に同時
に影響を与える。「身体」への影響は、「身体」の一部に着目し、それの笑い
の前後の変化をとらえて、笑いの効果が測定される。「心」にも同様の変化
が起るが、ここでは、「笑いの最中」を問題として取り上げる。対象に注意
を集中して笑っている「最中」に、「心」がどういう動きを示し、統一体と
しての「心身」にどんな変化が起るのかについて考える。

「健康力の源」の一つとしての「笑い」

民公開講座では「笑って心臓病を吹き飛ば

京都における第 21 回「いのちの科学

せ！」がテーマとなった。とは言うもの

フ ォ ー ラ ム 」（2011 年 9 月 24 日 ） の

の、実際の治療の現場でどれだけ「笑いの

「健康力の源」というテーマに、「睡眠」

力」が活用されているかとなると、まだま

「風呂」「食文化」「笑い」の角度から迫ろ

だこれからだと思わざるをえない。しか

うという試みは、画期的な試みだったと思

し、一般の人々の「笑いと健康」に対する

う。いずれも人間が本来的に持っている

関心は高まってきたと思われる。笑いは、

「自然力」への関心を促し、その活用を重

「なんとなく健康によい」と思ってきた

要と考え、その中に「笑い」が加えられて

が、「確かによい」という医学的知見が明

いる点が画期的だと思ったのである。

らかになってきて、まだまだその知見が少

「笑いの力」の働き・効用については、
医学的実験が行なわれて、いくつかの科学

ないとしても、私たちを勇気づけてくれ
る。

的 知 見 が も た ら さ れ る よ う に な っ た。
2007 年 4 月の第 27 回日本医学会総会

人間は笑う～「潜在的笑い力」の顕在化

では、パネルディスカッションに「笑いと

私たちの日常生活は、人とのコミュニ

医学」がテーマとして取り上げられ、また

ケーションで成り立っているが、円滑に進

同年 9 月の第 55 回日本心臓病学会の市

んだコミュニケーションを省みれば、笑顔

関西大学名誉教授（メディア社会学、笑い学研究）

＊
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や笑いが重要な役割を演じていることに気

ば、広く一般の人々に理解されるのもある

がつく。自然な会話においては、特に意識

し、外国語に翻訳して、広く世界の人々に

しなくても笑顔が浮かび、時には声を出し

笑ってもらえるものもある。時代と社会を

て笑い合う。努力して、あるいは意図的に

越えて通用するジョークもあれば、一過性

笑いを作って会話をはずませようとする場

のものとして忘れ去られるものもある。笑

合もあるが、自然な笑いは、意識しなくて

いが顕在化するのは、何重かの限定を受け

も出てくるものである。言語が異なり、言

ての上であるから、実際の笑いは多様に存

葉が通じなくても、笑顔と笑顔でコミュニ

在すると考えておかなければならない。ど

ケーションをはかることも可能だ。笑顔や

んなことについて、何について笑うかは、

笑いは、人種・民族を問わず、誰でもが表

多様であるにしても、「笑う」という行為

出することができるので、そのことを可能

そのものは、人間の誰もが潜在的に有する

にする基礎的力として、私は「笑いの力」

一般的「笑い力」の顕在化と考えておきた

が人間に備わっていると考える。つまり、

い。

生得的な能力の一つと考えるわけである。

38

そんな力が人間のどこに存在するのかは分

人間が生まれて初めて見せる笑い～新生児

からないが、「笑う」という行為を可能に

微笑

する力が潜在的に備わっていると考える。

人種・民族を問わず、この世に生まれ出

私はそれを「潜在的笑い力」と呼んでい

て、初めて見せる笑いに「新生児微笑」と

る。

言われる笑いがある。外部からの刺激に

現実に私たちが目にし、耳にする笑い

よって笑うのではなく、すやすやと眠って

は、その「潜在的笑い力」が個人の育った

いる最中に微笑が現れるのである。生後

社会や時代の環境条件によって一定の「限

4 日 後 と か、1 週 間 後 と か、 個 人 差 が

定」を受けて顕在化したものと考える。顕

あって、報告は一様でないが、赤ちゃんの

在化した笑いは、人類の誰でもが理解でき

内から自然に溢れ出てくる微笑なのであ

るというものではなく、具体的に生きる環

る。人によっては、それは笑いではなく

境世界の限定を受けて、一部の世界でしか

て、原因が分からないとしても、一種の身

理解できないものもあれば、広く理解され

体的「痙攣」ではないかという見立てもあ

るものも現れる。例えば、落語であるが、

る。私にはとても痙攣とか身体的運動とか

一部の観客にしか理解されないものもあれ

には思えない。明らかに笑いだと思われ
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る。
動物行動学のデズモンド・モリスは『マ

能的に送っているのだと解釈できる。母親
は 気 が つ い た ら、「 可 愛 い！」 と 自 然 に

ンウォッチング』のなかで1）、赤ん坊の表

思ってしまう。母子の間で「新生児微笑」

情に表れる微笑としかめ面について、それ

は、赤ちゃんから一方的になされるコミュ

らが生得的なものであるとしている。「母

ニケーションとして重要な意味があるわけ

親を一度も見たこともない子供が、その答

だ。この微笑は 1 回きりではなく、反復

えを出してくれる」として、「生まれつき

されるので、母親は期待することができ

目が見えず、耳も聞こえない子供を観察す

る。数週間もすると、母親と赤ちゃんの間

ると、彼らが日常生活の適切な瞬間に、微

で笑顔と笑顔でのコミュニケーションが交

笑し、しかめ面をすることがわかる」とい

わされるようになる。笑顔であやしあやさ

う。モリスによれば、泣くことは出生時に

れる相互関係が母子の絆を強め、「潜在的

始まるが、5 週目頃には微笑が、そして

笑い力」が刺激を受け、開発され発展して

4～5 ヶ月頃には笑いが現れてくるとい

いくことになると考えられる。

う。中川米造によれば「赤ん坊は生まれて
１週間もすると笑いの表情をみせる」とい
う2）。私自身の観察では、初孫について見
たのであるが、4 日目に気がついた。

人間に何故「笑い力」が備わったのか
「潜在的笑い力」が人間に備わるについ
ては、人間への長い進化の歴史を辿らなけ

「新生児微笑」は、生後何日目に見られ

ればならないであろうが、「笑いの進化論」

るかは、個人差もあって、一定しないと思

はさておいて、人間が生得的に「笑い力」

われるが、生後数日において、すやすやと

を持っているということは、「新生児微笑」

眠っているときに、何ともいえない可愛い

の現象からも確かなことと言わなければな

笑顔が浮かぶのである。それに気がついた

らない。人間が「笑う」については、その

お母さんは、思わず「可愛い！」と思うに

生物学的な基礎にかかわって、人間には笑

違いない。本人に何の意思もなく、外部か

いの仕掛けが組み込まれていると考えるの

らの働きかけもなくて生まれる微笑は、生

が至当と思われる。つまり、人間が共同生

得的なものと言える。人間に本来的に備わ

活をして、「生きる」ということに関して

る「潜在的笑い力」が、初めて顕在化した

「笑い」が欠かせない要素になってきたと

と考える。赤ちゃんは、育ててくれる母親

いうことを物語る。人間は太古の時代から

に「可愛がってね」というメッセージを本

笑って生きてきたであろうと想像する。全
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く笑い無しに生きてきたとは考えられない

いごとが嵩じて暴力を振るい合っていて

のである。どんな場面で笑ってきたかは分

は、人間世界が崩壊するだけとなる。小は

からないとしても、笑いがあればこそ生き

家族から大の国家に至るまで、戦い合えば

抜いてくることができたと考えれば、「笑

崩壊する。どんな集団でも仲良くする知恵

い力」は人間にとって必要不可欠な力とし

を出し、親和的な関係を作り出さなければ

て人間の身についたものと理解できる。

ならない。毎日の生活においては、家族や

第 1 に、人間は生まれでたら、生物体

友人、同僚や近隣者などとの間に緊張が生

として元気に生きることが至上命題とな

じると、生きて行くのがしんどくなる。仲

る。心身ともに元気に生きなければ子孫は

のよい人間関係が作れてこそ、生活は安定

絶える。元気に生きるには、水や栄養、大

する。この仲の良い関係をつくるのに「笑

人の支えや適応できる環境などの条件が必

顔と笑い」が役立ってくれる。人間関係は

要なことは言うまでもないが、「笑うこと」

利害も絡んで複雑であるが、「笑顔」なし

が健康に生きることに関係していたと思わ

には、接触することさえ難しい。

れる。言いかえれば、「笑い」が自然治癒

「健康」と「人間関係」へのかかわりの

力の一つとして役立ってきたことを意味す

他に、もう一つ理由を付け加えておきた

る。どんな時代であれ、人間は危機や困難

い。それは「楽しみ」である。笑ったら楽

を乗り越えながら生きるのであって、スト

しくなるという事実である。笑うと、気持

レスを溜めたり病気をしたりしながら、自

ちが軽くなり、愉快な気持ちになるという

己治癒力を生かしながら生きてきたと思わ

ことである。楽しさは、笑いが続いている

れる。「笑い」はその自己治癒力に欠かせ

間、かなり持続する場合もあるが、瞬間的

ない力として役立ったのだと思うのであ

な場合もある。表情ではそんなに笑ってい

る。

なくても、心のうちでは大いに笑っている

第 2 には、人間は一人では生きていけ

という場合もある。瞬間的にしろ、持続的

ないという現実がある。仲間と仲のよい関

にしろ、笑って楽しいという思いをせずに

係を作ってこそ生きていける。これも至上

生きることは、とてもしんどいことであ

命題と言ってよい。他者との平和な共同生

る。どんな困難な状況を生きても、僅かな

活を営んでこそ生きていくことができる。

楽しみを得ることができれば希望がもてる

人間世界では、いつの時代でも摩擦や緊張

し、生きる元気が湧くというものである。

が起るのは当たり前のことであっても、争
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笑いの医学的効用
古くから言われてきた「笑う門には福来

治療法もなく、生存の確率は 500 分の 1
程 度 と 告 げ ら れ る。 そ の 体 験 記 が、

る」の「福」のなかには、「健康」が含ま

1979 年

に『Anatomy of Illness as

れていることは確かだ。「笑いは百薬の長」

Perceived by the Patient』という題名

とも言われるように、笑うことが「健康」

で出版された３）。詳しいことは、それに譲

に良いという考え方は古くからあった。経

るとして、大量のビタミン C と笑いをと

験の知恵から、私たちの祖先は、笑うと身

りいれた療法によって、膠原病を克服して

も心も軽くなり、笑いが元気に生きること

しまう。笑いの効果が強調され、映画を見

に役立っていることを知っていた。つらい

て昼に 10 分間大笑いしたら、その夜は

ことがあれば、「笑い飛ばせ！」とも言わ

何の薬もなく 2 時間ぐらいよく眠れたと

れてきた。実際に笑ってみると、少しは笑

か、症状の回復過程が書かれているが、笑

い飛ばせたような気になって、笑った後で

いが体内で引き起こしたであろう医学的な

は、ちょっとは元気になったような気がし

メカニズムについては、何も触れられてお

たものである。しかし、笑ったら身体のな

らず、分からないままである。分かるの

かでどんな変化が起るのかについては、何

は、彼の考え方である。「ネガティブな情

の科学的根拠も持たなかった。笑ったら横

緒が人体にネガティブな化学変化を引き起

隔膜が振動して、腹筋が動き血行がよくな

こすのとまったく同様に、積極的な情緒は

り、身体に良いのだという程度のことは、

積極的な化学変化を生じる」という考え方

子供のときから聞かされて育ったが、笑う

である。彼は、笑いが積極的な情緒を喚起

と、身体のどこがどのように変化するのか

すると考えたわけである。

については、誰も研究する人がいなかった

カズンズの著書が刺激となって、アメリ

のか、科学的な説明はなされてこなかっ

カでは 1980 年代に入って、笑いの医学

た。

的効用について実験をする医師が現れ、日

笑いが身体に及ぼす影響について、医学

本では 90 年代に入って医学の現場で実

的に問題提起をした人にノーマン・カズン

験が行なわれるようになった。多くの実験

ズ（1915－1990） が い る。 ア メ リ カ

が行なわれているが、特に有名になったい

の『サタデー・レビュー』誌の編集長且つ

くつかの実験を紹介しておこう。

ジャーナリストとして著名であった彼が、
49 歳のときに膠原病にかかり、医師から
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笑いは NK 細胞を活性化する

と健康」への関心が高まった4）。

人間の身体には、害をもたらすウイルス

42

やガンなどの病原体を弱めたり、食い殺し

笑いは関節リウマチ患者の痛みを緩和する

たりしてくれる免疫力が備わっている。笑

次いで私が注目したのは、日本医科大学

い と の 関 係 の 中 で は、「NK（ ナ チ ュ ラ

リウマチ科の吉野槇一教授（当時）の実験

ル・キラー）細胞」がよく知られるところ

である。1995 年 3 月から始めて 2003

である。白血球のなかのリンパ球の一種

年までに 4 回の実験を重ねた。第 1 回目

で、ガン化した細胞やウィルス感染した細

の実験では、関節リウマチ炎の患者グルー

胞を破壊する働きをしてくれる。「大いに

プと健康人グループを対象に、林家木久蔵

笑うとその NK 細胞が活性化する」とい

師匠の落語を聞いてもらって、聞く前と聞

うのである。

いた後に血液を採取し、痛みに関与する物

1991 年 12 月、岡山県の伊丹仁朗医

質の増減を調べたのである。患者グループ

師が、「笑いと NK 細胞」との関係を実験

の 女 性 26 人（ 平 均 年 齢 57.7 歳 ） と 健

によって明らかにした。乳がん 2、悪性

康人のグループの女性 31 人（平均年齢

リンパ腫 1、糖尿病 1、陳旧性心筋梗塞

51.1 歳）を対象にして、笑いの効果を比

1、甲状腺機能亢進症 2、甲状腺機能低下

較した。物質の中で特に炎症を悪化させる

症 1 の患者 8 名と健康人 11 名の 19 人

「インターロイキン－6」の値に顕著な変

（ボランティア）を吉本興業の「なんばグ

化を見出した。そればかりでなく、第 4

ランド花月」に連れて行って、正午から

回目の実験では、炎症を抑えるもののう

3 時間、漫才・漫談・喜劇などを観賞し

ち、「インターロイキン－1 レセプター・

てもらった。笑い体験の直前 1 時間以内

アンタゴニストが特に増加した」ことを明

と 直 後 30 分 以 内 に 採 血 し て、 前 後 の

らかにした。

データを比較した。実験結果は、「NK 活

吉 野 教 授 は、4 回 の 実 験 を ま と め て

性がサンプル平均値以下の低いものは、笑

「楽しい笑いは、乱れた機能を正常に戻

い体験によって上昇傾向をとることが示唆

し、神経・内分泌・免疫などの各系のバラ

された。その変化は免疫療法剤の注射によ

ンスをとり、それぞれが円滑に働くように

る効果よりも即効的であった」と発表さ

し、炎症などに立ち向かうことが分かりま

れ、このデータが広くマスコミでも紹介さ

した。そして基準値以上の過剰な働きはし

れ、多くの人の知るところとなり、「笑い

ないので、そこが薬とは違うところです」
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と結論づけている5）。

は、インシュリンを注射するか、食事制限
をするかくらいしか手段がありませんでし

笑いは血糖値を抑制～遺伝子が目覚める
2003 年 1 月、筑波大学の村上和雄名
誉教授が、糖尿病Ⅱ型の患者 19 名（平

た。それが大笑いをしただけで、血糖値の
上昇が大幅に抑えられたのです」と結論し
た6）。

均年齢 63 歳）を被験者にして、2 日に

大いに笑ったことが、血糖値の抑制につ

亘って実験を行なった。第 1 日目は空腹

ながったとすると、笑うことで体内に何が

時 に 血 糖 値 を 測 り（ 平 均 で 151mg/

起ったのかの説明がいる。遺伝子研究者の

dL）、昼食をとり、医学部教授の「糖尿病

村上博士は、それは眠っていた遺伝子のあ

のメカニズムについて」という講義を 40

るものが目覚めて何らかの働きをしたに違

分間聞いてもらう。食後から 2 時間後の

いないという仮説を立てた。「笑うと遺伝

血糖値を測定（平均で 274mg/dL）。そ

子がオンになり、その結果、糖尿病の治療

の差、123mg/dL と出る。そして翌日、

に効く可能性がでてきたのです」と言う。

同じように空腹時に血糖値を測り（平均で

第 3 回目の実験が 2003 年 11 月に筑波

178mg/dL）、前日と同じ昼食をとり、

で行なわれ、笑いと血糖値との関係が調べ

その後、漫才を聞いてもらう。村上教授は

られるが、笑ったからといって、全員の血

千人を収容できるホールを用意し、漫才師

糖値の上昇が抑えられたというわけではな

B&B を用意した。立ち見が出るほどの観

く、抑えられた人もいたし、変化がなかっ

客を集め、その熱気の中で B&B は大いに

たという人も出た。そこで、「血糖値の上

観客を笑わせる。その中に混じって患者も

昇が抑えられた人と、抑えられない人がい

大いに笑うことになる。その後に血糖値を

たという実験結果について、その理由を遺

測ると平均で 255mg/dL となって、そ

伝子に求め」、「実際にどの遺伝子がスイッ

の 差 が、77mg/dL と 出 る。1 日 目 の 差

チオンになり、どの程度活動したのかとい

123mg/dL と 2 日 目 の 差 77mg/dL を

うことを解析」して、「21,500 個の遺伝

比較すると 46mg/dL の差が出ることに

子のうち、血糖値の上昇を抑えられた人た

なった。2 日目の結果は、血糖値の上昇

ちの遺伝子の働きが明らかにプラスにはた

が抑えられており、これは、大いに笑った

らいたもの、すなわちスイッチがオンに変

ことが原因と考えられた。そこで「これま

わった遺伝子 23 個を特定できた」とい

では、糖尿病患者の血糖値上昇を抑えるに

うわけである6）。
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ともあれ、遺伝子の個々の働きはまだ分

りした」とかの表現の中に、笑いの前後の

からないとしても、笑うことで遺伝子が目

「心」の変化を読み取ることはできるが、

覚めたという事実の発見には大きな意味が

「身体」を調べたときのように実証的に明

あると言わなければならない。私は、人間

らかにするのは難しい。

には生得的な「笑い力」が備わっているの

「笑う」という行為には、「笑う前」が

だと言ってきたが、「笑う」行為の重要性

あり、笑っている「最中」があり、そして

を物語る。「笑い」は人間生活の単なるア

「笑った後」があるわけで、この一連の流

クセサリーではなくて、元気に生きて行く

れを段階的に考えてみることにする。とり

上での重要な営みとして捉えなおさねばな

わけ「最中」について考えるとき、私は、

らないと思う。笑いの効用を実証する実験

西田幾多郎が『善の研究』7）の中で述べて

は、他にも数々あって、まだまだ解明され

いる「純粋経験」の概念が役立ってくれる

ていないことが多いが、これまでに見てき

ように思えた。その概念を簡単に紹介して

た科学的知見からでも、笑いが健康に大き

おこう。「純粋というのは、普通に経験と

く貢献していることが分かる。

いっているものもその実は何らかの思想を
交えているから、毫も思慮分別を加えな

「笑う」という行為について
笑いの心身への影響で、その実証的研究

たとえば、色を見、音を聞く刹那、未だこ

は、笑いの「身体」への影響から始まっ

れが外物の作用であるとか、我がこれを感

た。身体内の特別な細胞や物質などについ

じているとかいうような考えのないのみな

て「笑う前」と「笑った後」とで測定をし

らず、この色、この音は何であるという判

て、そのデータ比較から「笑いの効果」を

断すら加わらない前をいうのである」。そ

論じてきた。笑いは、当然まず「心」に影

して「意識の焦点がいつでも現在」であ

響を与えるところから始まるが、心理的動

り、「主客未分の状態」であって、次のよ

きは、体験者が振り返って「楽しかった」

うな例を上げている。「一生懸命に断崖を

「大いに笑った」「面白くなかった」などと
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い、真に経験其儘の状態をいうのである。

攀ずる場合の如き、音楽家が熟練した曲を

いう感想で語られるしかなかった。「身体」

奏する時の如き」のような主観と客観が未

の変化が顕著であったにしても、その変化

だ分離していない意識の状態を指すとされ

を直ちに自覚化することはできない。笑っ

る。このような「純粋経験」の概念を念頭

て「気分がよくなった」「気持ちがさっぱ

において「笑いの最中」を考えてみた。
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① 先ず笑いの対象に注意がいくことから
始まる。瞬間的な場合もあるが、笑いが

る意味で、私は笑いの「無化作用」と
言っている。

続いて注意が持続すれば、笑いも持続す

④ 笑いの「無化作用」が起ると、「笑う

る。外部からの刺激であれ、心の動きで

前」にあった自己、つまり現実に縛られ

あれ、注意が逸れれば笑いは止まる。友

てあった自己は飛んでしまうことにな

人との会話などで大笑いする場合など

る。妄念を「笑い飛ばす」わけである。

は、瞬間的かも知れないし、繰り返し

現実世界に生きる自己は、現実の約束事

笑って断続的に続く場合もあろう。しか

に縛られて生きているが、笑っている最

し、たとえば舞台の落語を見たとき、演

中は、それらの約束事から解放される。

者の巧みな芸に乗せられて、噺の中に巻

縛りから自由となるわけである。自分自

き込まれ、注意の焦点が動かない場合

身の欠陥や失敗、ストレスからも解放さ

は、大笑いの「最中」が続くことにな

れる。笑ったからと言ってすぐに消えて

る。

くれるわけではないが、「笑った後」で

② 笑いは息を吐く行為なので、心身の緊

は、その荷は多少とも軽くなっているは

張が解ける。身体から力が抜けていくわ

ずである。笑いが現実の縛りを解いてく

けである。交感神経ではなく副交感神経

れるという意味では、「解放作用」と呼

が活性化する。笑顔でも、心身に力を入

べるし、こころに溜まった妄念・ストレ

れては浮かばず、力を抜いてこそ、良い

ス・毒素を消してくれる意味では「浄化

笑 顔 も 出 て く る。 笑 顔 が「 戦 わ な い 」

作用」とも言える。

「敵意を持たない」ことを示すサインと

⑤ 「最中」においては、意識が統一され

なるのも、力を抜いて、言わば「武装放

ている。後で反省しての意識ではなく

棄」しているからである。

て、まさに現在の意識で、その意識が対

③ 笑いの対象に注意が集中するというこ

象に集中し、統一されている。雑念が浮

とは、対象に自己を投げ入れて対象にの

かべば、意識の統一は破れる。子供がテ

めり込むことを意味する。つまり対象と

レビのお笑い番組に熱中しているとき

一体化するということは、我を忘れて、

に、親が横から「くだらない番組を見

こころを空っぽにするわけである。笑う

て！」と叱るのは、子供の意識の統一を

人間と笑われる対象が一体化し、主客未

破ることにほかならない。

分離の状態が生み出される。心を空にす

⑥ 笑いが、「アッハ、アッハ」と連続し
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て起るには、注意が対象に集中していな

てみれば、「笑う前」の自分を自分から剥

け れ ば な ら な い が、 息 を 吐 き な が ら

ぎ取り、意識の外に放り出し、「笑う前」

「アッハ、アッハ」のエネルギーが湧い

の自分を消すわけである。ご機嫌よく笑い

て出てこなければ続かない。不思議なこ

続けることができれば、「アッハ、アッハ」

とに連続した笑いは、前の笑いが後の笑

の笑いのエネルギーが、空になった心に、

いを呼び、笑いが持続する。この持続す

何ものかを産出すると考えられる。その何

る力＝エネルギーはどこから出てくるの

ものかは、現実世界の縛りで眠らされてい

か分からないが、内から湧いて出てくる

た「本来の自分」ではないか。笑いが汲み

としか考えられない。笑いが湧出するプ

だすエネルギーは、元気の「気」で、この

ロセスにおいて、私は元気の「気」が、

元気が空になった心に満ちれば、心にゆと

汲み上げられているのではないかと思

りが生まれ、「本来の自分」が復活あるい

う。その元気の「気」は、「生命力」か

は再生してくるのだと考えられる。何より

ら発するものとしか言いようがないので

も元気の「気」が生まれることが重要だ。

はないか。つまり、「笑った後」では、

笑いが終わった後には、「笑う前」とは何

新しい元気の「気」が汲みだされて、

か違った自分、程度の差はさまざまにしろ

「笑う前」の自分とは、ちょっとは違っ

「変身」した自分を見出すことになる。

た自分に変わっていると思われるのであ

笑いが「アッハ、アッハ」のエネルギー

る。笑った後に「スカッとした」とか

＝元気の「気」をどんどんと汲み上げて、

「荷が軽くなったようだ」と言われるの

「笑う前」の自分を消して、「本来の自分」

は、笑って多少とも「変身」したことを

を再生しようとして働いている。そのよう

告げている。

に考えれば、これは笑いの「ポンプ効果」
と言える。もっと大げさに言えば、笑いは
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笑いの「ポンプ効果」～いのちの日々再生

縛りに「死」をもたらし、新しい生命の

笑いの「最中」における意識について、

「再生」をもたらす働きであると言えるわ

その生成発展を考えてみた。先ず笑うこと

けだ。笑いのすばらしいのは、誰でもが日

で、「笑う前」の自分を吹き飛ばすという

常的にできることである。年に一度の祭り

ことは、「笑う前」の現実世界に縛られて

や神に奉納する笑いの神事で大笑いすると

ある自分を飛ばすことになる。悩みも妄念

か、集団で笑うことを目的にした集まりな

も飛ばして忘れてしまうわけである。言っ

どもあるが、笑いは、特別な儀式や会合を
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持たなくても、日常的に家族や友人、同僚
などとの会話で作り出すことができる。日
常の営みとして出来る「笑い」が、元気の
「気」を汲みだして「ポンプ効果」を発揮
してくれているとすると、それは「いのち
の日々再生」を果たしてくれていると考え
られる8）。
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Random Scope
言語性知能と行動性知能は青年期の脳で変化する
これまで知能指数（IQ）は年齢相当の子どもの知能程度を示すものとされ、生涯を通じて変
化しないものと考えられてきた。しかし今回、平均年齢 14 歳の学童期と 18 歳の青年期の集
団について、個々の言語性知能指数（VIQ）と行動性知能指数（PIQ）の変化を調べたところ、
それぞれに対応する大脳灰白質領域の ( 核磁気共鳴画像、MRI によって測定された ) 密度変化と
対応することが明らかにされた。このことは、青年期の学習によって知的能力が変化することを
示している。
（Yan）
Ramsden, S. et al.: Nature 479, 113-116 (2011)
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特集2“南紀の豊かな自然”にあたって
久保田信＊

和歌山県の南部地域を南紀と言います。この地域は緑の山々が海岸まで迫り、沢山の清
流が豊かな森の自然とのどかな里を通過し、自然の恵みを海にもたらしています。そこに
は新鮮な大気、美味しい水、深い奥山と肥沃な里山、広々とした海原、夜空の満天に輝く
星があります。様々な生物が過去から連綿として多様な環境に生きており、生物種が大変
豊かな南紀です。日本の自然が各地でどんどん消滅していく昨今、南紀には昔の自然が
未だに残っています。おなじみのベラやフグ、そして数々の色とりどりの熱帯魚が泳ぐ
海…。山際ではタヌキやシカに出くわします。家の庭にはニホントカゲやアカテガニが遊
び、ケラやカブトムシが家の明かりに飛んできます。メダカの学校が田んぼのあちこちに
あって、夕焼け小やけの赤とんぼが乱舞します。ホタルの光もあちこちで愛でられます。
京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所准教授（海洋生物系統分類学）

＊
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童謡や唱歌に歌われた昔懐かしい風景が展開するのです。
このように慈父のような自然も、時として猛威を振るうことがあります。東日本大震災
の半年後の 2011 年 9 月初旬、四国に上陸した台風 12 号は異常に進行速度が遅く、未
曾有の大雨を何日も和歌山県に降らせ、大震災並みの被害を出し、「山津浪」という言葉
さえ生まれました。豊かに見えた緑の森は自然林でなく、実は人工の植林だったのが川の
氾濫を加速したのかもしれません。県全体で 20 億円を超える被害と聞きました。JR 列
車は京都・大阪から南紀への便が少なくとも 4 日間運休しました。幹線道路の一つ、白
浜・田辺を通り中辺路の山道を経由し、新宮へぬける国道を例にとっても、何箇所もの土
砂崩れのため通行止めとなり、復旧活動がとても長引きました。世界遺産の熊野古道には
台風の爪痕が確かに残っていますが、再び着実に南紀は元気を回復しつつあります。
本特集では、南紀の豊かな自然の一面を、多彩な昆虫、新生代中期の多様な貝類化石、
田辺湾の海洋生物とその自然保護などに絞って紹介します。


（イラスト：中井英之）

Random Scope
都市生活でのストレスは心や体の不具合をひきおこす
大都会など都市部に住み続け、ストレスがかかると、脳や神経系が影響を受け、思考、感情、
行動などが不安定となり、過度になると精神分裂症を起こし、社会生活からの後退をもひき起こ
す。例えば首都のような大都会、そして小都市（人口 10,000 程度まで）のような地域、そし
ていわゆる田舎それぞれにおいて成人になってきた人たちを比較すると、上述の精神分裂症にな
るリスクは、それぞれ田舎を 1.00 とした時の相対的な高さとして 2.00 強、1.50 前後になる。
しかも唾液コルチゾルや心臓鼓動、血圧の記録などから、ストレスが継続的に誘発されているこ
とが示された。
（Kurin）
Lederbogen, F. et al.: Nature 474, 498-501 (2011)
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南紀地方の昆虫
的場

績＊

要 旨：紀伊半島南部には南方系の昆虫が多いと思われがちであるが、トラ
フコガネやコルリクワガタのように北方系の昆虫も数多く棲んでおり、寒冷
期に南下してきた北方系種が、植生転換して残存している特殊な例もある。
また、それらの中には、紀伊半島で特化し、固有の種になったものもある。
紀伊半島南部に多い南方系の種については、その源は琉球列島であり、黒潮
海流や季節風により運ばれてきたと考えられている。従ってそれらの中には、
琉球列島と紀伊半島にしか分布しない種や琉球列島から九州南部、四国南部
と紀伊半島というように飛び石的に分布する種もある。このように分布上興
味ある種が紀伊半島南部には数多く生息しており、魅力的な地域であること
を紹介している。

はじめに

方系の昆虫で、南紀地方の照葉樹林で沢山

本州最南端、紀伊半島の南部は常に黒潮

見られます。この他にも、クワガタムシや

の影響を受け、温暖で多湿な気候は、多様

タマムシ、カミキリムシなど南紀地方には

な昆虫類を育んでいます。ミカドアゲハ、

沢山の南方系昆虫類が生息しており、昆虫

サツマシジミ、イシガケチョウ等に代表さ

愛好者にとっては非常に魅力あふれる地域

れる南方系の蝶は、南紀地方には多数生息

となっています。緑豊かな社寺林の境内で

し､ 毎年、京阪神地方の多くの蝶類マニア

聞こえるヒメハルゼミの合唱も、南紀地方

が訪れています。初秋の頃からは、南の

ならではの風物詩になっています。

島々から飛来するカバマダラやリュウキュ
ウムラサキ、メスアカムラサキなどの各種
の熱帯性の迷蝶が一時的な発生を見せ、さ

一般に、南紀地方には南方系の昆虫が多

らに魅力的な地域となります。特にカバマ

いのではと思われがちですが、案外北方系

ダラは、ここ数年白浜町で定着発生をし、

の昆虫も多く、しかも、北方系の昆虫ほど

ウスイロコノマチョウも定着しているよう

低地に進出し、南方系の昆虫は山の上の方

です。蝶だけでなく、サツマニシキやオキ

まで分布しているという不思議な現象を見

ナワルリチラシなど昼飛性の美しい蛾も南

せてくれます。

和歌山県立自然博物館（昆虫学）

＊
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たとえば、トラフコガネ（写真 1）と

帯に生息するクワガタムシで、和歌山県で

いう北方系の昆虫がいます。このコガネム

は護摩壇山や葛城山のブナ帯に生息してい

シは北海道から九州までのブナ帯に生息す

ますが、南紀地方では大塔山や白見山の山

る昆虫です。したがって、関西以西は標高

頂部のブナ帯だけでなく、麓周辺の照葉樹

1,000m の山に生息しているのですが、

林にまで生息地を広げています。他にも、

南紀地方では新宮市の河口部の河原で発見

フジキオビという蛾やアイヌハンミョウ等

できます。和歌山県では昔は高野山から護

も南紀地方では紀北地方よりも低標高に生

摩壇山にかけてのブナ帯と、大塔山周辺等

息しているのです。何故、このような南北

でも見られたのですが、近年では大塔山周

での逆転現象が見られるのかよく分かって

辺と熊野川流域でしか見られなくなりまし

いませんが、南紀の複雑な地形や多雨、豊

た。ここで注目してほしいのは、高野山や

かな森林などにより、夏季にさほど高温に

護摩壇山など北に行くほど高標高に生息

ならないことが関係しているものと思われ

し、大塔山周辺や新宮市など南に行くほど

ます。

低標高に生息しているという、全く逆の現
象が見られるということです。

氷期に南下してきた北方系の種は、氷期
が終了すると植物の北上に伴い、北や高山

このような現象は､ コルリクワガタとい

に移動して生存しているのが通常ですが、

う小さなクワガタムシにも見られます。こ

たまに食樹を転換して暖かい所でも生存す

のクワガタムシも東北から九州までのブナ

る種が居るようです。ジュウジトゲムネサ
ルゾウムシという体長 2mm ほどの小さ
なゾウムシは、北海道から九州にかけての
高山帯に分布し、高山植物のウスノキやナ
ツハゼ、クロウスゴなどツツジ科のスノキ
属植物につくのですが、本宮町や大塔村の
安川渓谷にも分布することが最近分かりま
した。本宮町には高山性のツツジは生えて
いませんが、同じスノキ属のスノキを食べ
ていることが分かりました。ウラナミアカ

写真 1

トラフコガネ

山地性の北方系の昆虫ですが、紀伊半島南部
では海岸近くでも見られます。

シジミは高山性の蝶ではありませんが、通
常はアベマキやクヌギなどの若葉を幼虫が
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食べます。南紀地方にもウラナミアカシジ

す。同様に、エゾヨツメというヤママユガ

ミが分布しているのですが、南紀地方には

科の蛾は、名前のとおり北海道や北日本に

アベマキやクヌギは生育していませんの

分布しているのですが、南紀地方にも生息

で、ここに棲むアカシジミはウバメガシに

しています。紀北地方では高野山や護摩壇

食性を転換しました。ウバメガシはすぐに

山などの高地に生息しているのですが、南

葉が硬くなって幼虫のエサに適さなくなる

紀地方では田辺市の奇絶峡や古座町などの

ので､ 幼虫は早く成長する必要がありま

低地にまで生息しています。幼虫はブナや

す。そこで、他の産地のウラナミアカシジ

シラカバなどのブナ科やカバノキ科などの

ミよりも体が少し小さくなり、ウラナミア

葉を食べるのですが、南紀地方にはブナや

カシジミ南紀亜種として区別されるように

シラカバは生育していないので、エゾヨツ

なりました。

メはウバメガシの葉を食べています。寒い

これと同じ現象が､ クロオビアシナガゾ

地方の昆虫の名残なのか、成虫の出現期

ウムシという種にも現れています。この種

も、他の昆虫がまだ殆ど出現してない 2

は北海道から九州まで分布していますが、

月末から 3 月という早春に出現します。

生息地は局所的で、主として日本海側で発

本種も寒冷期に南下してきた昆虫の残存種

見されている稀少種です。カシワに依存す

と言って良いでしょう。

る種で､ 幼虫はカシワの小枝に入り、成虫

他にも寒冷期に南下してきた種類が紀伊

はカシワの葉を食べます。和歌山県でも串

半島に取り残されて独自に分化したと思わ

本町古座の海岸林で 1 頭だけ発見されて

れる種類があります。ヒゲボソゾウムシの

いますが、この辺りにはカシワは生育して

仲間が、紀伊半島で著しい種分化をしてい

いません。ウバメガシから採集したそうで

るのです。この仲間は旧北区に広く分布

す。聞くところによると串本町の海岸に一

し、日本からは 23 種知られています。

カ所だけカシワが生育しているそうです

そのうち紀伊半島には 15 種分布し、そ

が、和歌山県では他には自生していないの

のうち 7 種が紀伊半島固有の種類です。

で、多分寒冷期には自生しており、暖かく

しかもこれらは各地域で固有の種に分化し

なって北上してしまったのではないでしょ

ています。紀北の岩湧山や葛城山、高野

うか。そのときカシワに依存していたクロ

山、生石ヶ峰などにはイワワキヒゲボソゾ

オビアシナガゾウムシは、ウバメガシに食

ウムシという種が分布し、護摩壇山から大

性転換し生き延びてきたものと思われま

塔山および串本町にかけてゴマダンヒゲボ
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ソゾウムシが分布します。また、紀南には
マルムネヒゲボソゾウムシという種が 大
塔山から新宮市、北山村にかけて分布し、
大塔山では両種が混棲しています。そして
三重県の熊野地方ではクマノヒゲボソゾウ
ムシ、伊勢周辺ではイセヒゲボソゾウムシ
という種に分化しています。さらにもう一
種ゴマダンコブヒゲボソゾウムシという種
が葛城山や護摩壇山のブナ帯に限って分布
していますが、大塔山でもブナが生育する
山頂付近に分布していることが最近分かり
ました。何故このように多くの種に分化し

写真 2

ルイスツノヒョウタンクワガタ

本州では、那智勝浦町の海岸林にのみ生息し
ている。シイやタブの朽木に棲む。

たのかは、分からないのが現状ですが、紀

どありません。もっと小さな体長 10mm

伊半島の複雑な地形が関係しているものと

ほどのマメクワガタという種類のクワガタ

思われます。

ムシは、太地町からみなべ町の海岸林に生
息しています。淡路島の南端にある沼島に

南方系の昆虫
最初に「南紀地方は黒潮の影響を受け」

も生息しているそうですが、本州では和歌
山県が北限の分布地です。この種類も成

と書きましたが、暖かい海流の影響で気候

虫・幼虫共にシイやタブの朽ち木の中で生

が温暖になるばかりではなく、黒潮に乗っ

活しています。これらのクワガタムシも、

て様々な昆虫が運ばれてくるのです。

幼虫や成虫の入った朽ち木が､ 海流によっ

那智勝浦町の海岸林に生息するルイスツ

て南の島から運ばれ、紀伊半島に流れ着い

ノヒョウタンクワガタ（写真 2）は、琉

たのでしょう。このように幼虫の時期に枯

球列島と九州南端、四国南端と那智勝浦町

れ木の中で生活する種類が和歌山県に、し

にしか分布していません。体長 15mm ほ

かも南紀地方に非常に多いのです。

どの小さなクワガタムシで、幼虫・成虫と

モモビロヤサクチカクシゾウムシという

もにタブやシイなどの朽ち木の中で生活し

長い名前のゾウムシが串本や太地の海岸林

ます。成虫はめったに外に出ないので、他

で発見されています。このゾウムシも、琉

のクワガタムシのように目につくことは殆

球列島と和歌山県でしか発見されていませ
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ん。このゾウムシの幼虫はモチノキの枯れ

いう種が居ます。分布はウルシゴキブリと

木の中に棲んでいるので、幼虫の入った枯

同じですが、こちらの方は園芸植物の移動

れ木が海流によって運ばれ、南紀にたどり

に伴う人為的な分布拡大をしています。現

着いたのだと考えています。このゾウムシ

在、白浜町周辺で大発生をしています。人

の生態で面白いのは、メスがモチノキの枯

家周辺に植栽されたハマオモトの葉っぱの

れ木に卵を産む時に、自分の体がすっぽり

隙間に潜り込んでいたり、庭の植木鉢の下

と入るほどの大きな穴を掘って、その穴の

などに潜んでいるのをよく見かけます。白

奧に卵を産み付けます。そして卵を産み終

浜町以外では、すさみ町江須崎の日本童謡

えたメスは、いったん穴から出て、体の向

の園公園や由良町白崎の白崎海洋公園に生

きを変え、穴の開口部からはお尻だけが見

息しています。いずれも人為的影響の強い

える状態で､ 頭からすっぽりと穴の中に潜

場所です。

り込み、卵を守りながら死んでしまいま

アヤムネスジタマムシという、やや大型

す。卵を産んだ穴に自ら栓をする形になり

の綺麗な玉虫がいます。この種は、紀伊半

ます。しかも体から出した粘着物で隙間を

島から四国と九州の太平洋沿岸部、及び琉

埋めているので、海に流されても海水が入

球列島に分布します。和歌山県では和歌山

り込みにくい状態になります。このゾウム

市から新宮市にかけての沿岸部に生息して

シはこのようにして海流を利用して分布を

いました。幼虫がシイやウバメガシの古木

広めているのでしょう。

の枯死部を食べて育ちます。沿岸部のシイ

琉球列島から四国まで分布する野外性の

やウバメガシの古木が生えるような所は、

ゴキブリで、ウルシゴキブリという種がい

近年の宅地開発や観光開発により急速に減

ます。ご婦人方の嫌がる住居性のクロゴキ

少し、アヤムネスジタマムシの姿も 30

ブリによく似ています。クロゴキブリは外

年ほど前から見られなくなりました。現

来種ですが、ウルシゴキブリは在来種で住

在、和歌山県版のレッドデータブックで

居に侵入することはありません。朽ち木の

は、絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。一

樹皮下や空洞中で生活しているので、海流

部の間では､ 絶滅したのではないかと心

によって朽ち木が流される過程で､ 各地に

配 さ れ て い た の で す が、2009 年 か ら

広がったのでしょう。本州では、紀伊半島

2010 年にかけて実施された串本町周辺

南部の海岸林にのみ生息しています。もう

の環境アセス調査で、いくつかの成虫や死

一つ野外性のゴキブリでサツマゴキブリと

骸が発見され、少なくともこの地域の沿岸
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部には､ 生存していることが分かりまし

の蝶はそのような山地でよく見かけるの

た。

で、我々には山地性の蝶というイメージが

タマムシの仲間で、もう一つアヤムナビ

あるのですが、紀南地方では低山地の照葉

ロタマムシという体長 5mm ほどの小型

樹林で見かけます。南方系の蝶だから低山

の種が､ すさみ町の江須崎に生息していま

地で見かけるのはあたりまえなのですが、

す。九州から琉球列島・台湾にかけて分布

この蝶の食草の分布がこのような現象を

していますが、本州からは神奈川県の猿島

作っているのです。紀南地方にはアワブキ

と和歌山県の江須崎にのみ生息していま

は少ないので、この蝶は同じ科のヤマビワ

す。このような分布をしているということ

を食草としています。ヤマビワは暖地性の

は、明らかに海流により運ばれてきたもの

常緑樹ですが、ヤマビワは山地性の落葉樹

と考えられます。ところが面白いことに、

です。したがって、ヤマビワの少ない紀北

猿島の個体は琉球列島と同様に胸が赤いの

地方ではアワブキを食べるので山地に生息

ですが、江須崎の個体は､ 胸が黒いので

し、アワブキの少ない南紀地方ではヤマビ

す。猿島の個体は琉球列島から流されてき

ワを食べるので低地に生息しているので

た個体だと想像できますが、江須崎の個体

す。昆虫の南北での分布逆転現象は、案外

は、どこから来たのでしょうか？

このようなところに原因があるのかもしれ

未だ解

明されていません。この種類はクワ科のイ
ヌビワやイタビカズラにつき、江須崎でも

ません。
真冬に、すさみ町の江須崎や串本町の大

6 月から 7 月に海岸のイヌビワ葉上に､

島などの海岸林で、日当たりの良い林縁を

成虫が止まっているのを観察することが出

散歩すると、ヤブツバキの葉裏などに赤い

来ます。

大型のカメムシが沢山くっついているのが

スミナガシという蝶は本州以南、琉球列

観察できます。オオキンカメムシです。虹

島、東南アジアに広く分布する南方系の蝶

光沢のある橙赤色に黒帯があり、非常に目

です。本州では関東付近までで、それ以北

立った美麗種です。本州最南端の南紀地方

では非常に稀な種となります。本種の食草

といっても、僅かなハナアブやミツバチく

はアワブキ科のアワブキで、高標高の奥山

らいしか昆虫の姿を見ることが出来ない真

に生育しています。和歌山県では高野山や

冬に、大きくて綺麗な大型の昆虫が椿の

護摩壇山などの 1,000m 級の山々の中腹

葉っぱに止まっている姿は、何となく暖か

くらいに生育する植物です。したがってこ

さを感じさせてくれます。椿の害虫です
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が、海岸林のヤブツバキは産業として利用

ハモドキ、アオタテハモドキ、ルリウラナ

していないので、和歌山県では特に問題と

ミシジミなどがあります。これらの蝶は、

していません。むしろ観光地の南国情緒を

紀伊半島に辿り着くと、そこで卵を産み子

醸し出す脇役として、この虫を大切にした

孫を増やしますが、冬の寒さで､ やがては

いものです。

死滅してしまいます。うまく冬の寒さを乗
り切る能力を獲得した蝶だけが、紀伊半島

南国から飛来した昆虫たち

で定着し、次第に分布を北へと広げていけ

紀伊半島の南部では、毎年のように南の

るのです。サツマシジミやヤクシマルリシ

島々から、美しい亜熱帯性の蝶類が西風に

ジミ、ミカドアゲハ、ナガサキアゲハなど

乗って飛んできます。昔は台風などの熱帯

が、冬の寒さを乗り切る能力を獲得した蝶

性低気圧によって運ばれてくるものと考え

類です。

られていましたが、台風が来襲しなくても

蝶だけでなく蛾類も南の島々からやって

蝶たちは辿り着いているので、多分西風に

きます。サツマニシキやオキナワルリチラ

乗って運ばれてくるものと思われます。考

シ、モンシロモドキなどが和歌山県に定着

えてみれば、台風の強風の中で飛んでいる

できた種類で、すさみ町や古座川町の山中

蝶々を見かけた人はいないと思います。

で昼間にヒラヒラと飛んでいます。まだ定

この西風に乗ってやってくる蝶を列挙し

着できていない種類では、アカマダラヨト

てみると、カバマダラ（写真 3）、メスア

ウやキマエコノハなどがあり、前者の幼虫

カムラサキ、ヤエヤマムラサキ、リュウ

はハマオモトにつき、後者の幼虫はハスノ

キュウムラサキ、ウスキチロチョウ、タテ

ハカズラなどのツヅラフジ科の植物につき
ます。また、キョウチクトウスズメという
大型の美麗な蛾は幼虫はキョウチクトウの
葉を食べ、夏から秋にかけて発生します
が、これらも冬の寒さで死滅してしまいま
す。

写真 3

カバマダラ

白浜町では数年前から発生を繰り返しており、
定着しているように見えるが、大きな寒波が来
ると死滅してしまう。
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紀伊半島固有の昆虫
ウスグロボタル（写真 4）という真っ
黒で小さなホタルがいます。このホタルは
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の仲間やハネカクシの仲間は、紀伊半島で
多くの種に分化し、ナンキナガゴミムシ、
シラハマナガゴミムシ、ハテナシメクラチ
ビゴミムシ、オオトウメクラチビゴミムシ
クマノメクラチビゴミムシ、オオトウコバ
ネナガハネカクシ、スサミコバネナガハネ
カクシ、ナンキコバネナガハネカクシな
ど、その地域名が冠せられた種類が沢山知
写真 4

ウスグロボタル

紀伊半島固有のホタルで、自然度の高い森林
に生息する。他のホタルのような発光はしない。

られています。
この他にもナンキコブヤハズカミキリ
（大塔山から那智山一帯）、ナチセスジゲン

他のホタルのように発光しないで、フェロ

ゴロウ（南紀地方一帯）、オオトウカギバ

モンによって雌雄間のコミュニケーション

ラヒゲナガゾウムシ（大塔山）などもその

をします。紀伊半島固有の種で、自然度の

地域固有の昆虫です。

高い森林にしか棲んでいません。ナチセス
ジゲンゴロウという体長 5mm 程の小型
のゲンゴロウも南紀地方固有の昆虫で、那
智山を中心とした山中の湿地や休耕田、イ
ノシシのぬた場（泥浴びをする場所のこ
と）など不安定な水たまりに生息していま
す。
キイオサムシやキイチビヒョウタンゾウ
ムシのように、地表を徘徊する種や落ち葉
の下および地中生活をする種類は、後翅が
退化し移動力に乏しいため、その地域に固
有の種に分化しています。特に、ゴミムシ

参考文献
米本憲市：アオタテハモドキの採集の報告、
KINOKUNI 50、16（1996）
後藤 伸：アカシジミの問題点 KINOKUNI
44、1-4（1993）
後藤 伸：虫たちの熊野、紀伊民報社、和歌山
（2000）
小島和也：2010 年夏から秋における和歌山県
の 迷 蝶・ 迷 蛾 の 記 録 に つ い て、KINOKUNI
78、16-17（2010）
久保田信：和歌山県白浜町の白良浜に出現した
サツマゴキブリ、KINOKUNI 79、14（2011）
的場 績：和歌山県のゾウムシ相、KINOKUNI
60、27-34（2001）
的場 績：和歌山の昆虫、和歌山県立自然博物
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豊富な南紀の海産化石
左向幸雄＊
要 旨：南紀には広範囲にわたって新生代の海成層が分布している。その内
で多くの化石を産出するのは熊野層群・田辺層群からで、約 1600 万年前
後の太古の南紀に分布していた多くの海洋生物と当時の環境の情報を提供し
てくれる。各層群ともに堆積時は暖かい時期で、下位の層準ほど深い海の要
素が強く、上位に向かって浅海性に移行し、更にマングローブスワンプの存
在さえも教えてくれる。従って化石は深海性のものから浅海性、更に汽水域
に及び、その種類は北は北海道から南は台湾まで分布する多くの種類を産出
し、極めて多彩である。

はじめに

１

田辺層群の化石

近年、近畿ではマスコミを賑わす化石が

田辺層群は観光地としてよく知られた白

しばしば報道されます。紀北の中生代の滄

浜町や田辺市に広く分布する地層で、下部

竜化石（海トカゲ）などがその代表格で

の朝来累層は泥質岩と礫岩が主で、上部の

す。南紀に分布するのは、音無川層群・牟

白浜累層は砂質岩や砂岩泥岩互層が多い。

婁層群、それらを覆う田辺層群・熊野層群

貝類化石は上部層の白浜累層の砂岩・礫岩

で、いずれも新生代の海成層です。多くの

に多く、その研究は 1861 年にイギリス

化石を産出するのは田辺層群・熊野層群か

の測量船が来た際に化石が採集され、イギ

らですので、本稿ではこれらの層群の多岐

リスに持ち帰って報告されました。その後

にわたる生物化石の内、貝類を主に紹介し

1）
は Yokoyama（1923）
や竹山（1930）

ます。これらの 2 層群は新生代中新世中

の研究、最近の貝類化石の研究報告は小

初期で、約 1,600 万年前の地層です。牟

原・ 久 富・ 左 向（2001）、 小 原・ 左 向

婁層群上部に少し貝類化石が産出します

2）
（2006）
などが有り、新生代中新世の

が、音無川層群・牟婁層群は非常に深い海

化石産出地として有名です。産出化石は白

の堆積物で化石は少ないのです。

浜累層は貝類が主で甲殻類・ウニ類なども
伴い、朝来累層には植物化石も多い。白浜
累層は熊野層群の三津野累層と同層準で、

（株）潮岬製作所工場長（化石研究）

＊
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産出化石や地層が良く似ています。

はときに層理に平行に殻の前後を同方向に

1.1

白浜累層中下部の白浜町藤島海岸と

並んだ産状を呈し、堆積時の強い水流の影

羽山の鼻海岸

響を示しています。藤島海岸からは他にシ

2 産地はほぼ同層準に有り、藤島海岸

ラハマサルボウ、シラハマクチベニ、ヒメ

は最も有名な産地ですが、2 産地共に昔

シラハマクチベニなどの和名の付いた白浜

に比べ埋め立てなどで産地が随分狭くなり

産を模式種とした貝類化石が知られ、オウ

ました。採集は主に風化面よりの採集で、

ムガイの化石も見つかりました。

一度採集すると長年にわたって採集できな

羽山の鼻海岸も砂岩層からは藤島と同様

くなり、現在では風化面に見える化石は非

の化石のほか、少し粗い砂岩から珍しく色

常に少なくなっています。また藤島は私有

帯を残したマルスダレガイ科の二枚貝がし

地につき自由に採集することが出来ませ

ばしば見つかります。礫岩層にはキイキリ

ん。

ガイダマシが多数含まれ、細礫岩～粗粒砂

産出化石は比較的小さな貝類が多く、目

岩から極稀に大型のミノスカシカシパンウ

立って多産するのはキイキリガイダマシ

ニが発見されます。又、両産地ともに汽水

（Turritella kiiensis YOKOYAMA）（写

域要素の存在も考えられる大型のアツガキ

真 1）です。本種は藤島海岸で採集され

がしばしば含まれています。2 産地の化

た 標 本 を 模 式 種 と し て、 横 山 又 次 郎

石は、強い暖流要素を示す上部浅海帯の生

（1860～1942） に よ っ て 1923 年 に
新種記載された暖流系の大型種です。本種

物群です。
1.2

白浜累層中部の白浜町南白浜海岸

大変狭い小さな産地ですが、かつての環
境を知る上で非常に重要な貝類化石が発見
されています。貝類化石を含む純海成層よ
り、2006 年に汽水要素を含むビカリア
（Vicarya cf. yokoyamai TAKEYAMA）
が 和 歌 山 自 然 博 物 館 よ り 報告2） さ れ、
1,600 万年前の南紀にマングローブスワ
写真 1

キイキリガイダマシ Turritella
kiiensis YOKOYAMA

殻長 90mm、白浜累層に多数含まれる暖流
浅海砂底に棲む巻貝。

ンプが発達していた可能性が出てきま
し た。2007 年 に 自 然 博 物 館 の 詳 細 な
再調査によりスケンクセンニンガイ
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（Telescopium schencki）が発見され、

類も含み、その内、ウミタケガイモドキ、

本種の産出によりマングローブスワンプの

タイラギは一定層準に両殻で散在して含ま

存在が確実となりました。また、各地のビ

れ現地性産状を示しています。このウミタ

カリヤ産地から共産するアツガキも採集さ

ケガイモドキ（Pholadomya turunagai

れました。共産化石にキサンゴのようなや

TAN）（写真 2）は台湾の山子脚の中新統

や深みの生物を含むことから、これらの汽

3）
からの標本に基づき丹桂之助（1940）
に

水種は死後遠くより運搬され堆積したもの

より新種記載された種で、日本では山陰地

と考えられます。また個体数が少ないの

方からの報告が最初です。白浜累層からの

で、スワンプの規模などは未知ですが、こ

発見は 2000 年頃で太平洋側では唯一の

のような環境を示す非常に重要な示相化石

産地であり、産出個体数は他に例を見ない

を産出した重要な産地です。

ものです。

1.3

白浜累層最上部、白浜町椿の見草海
岸

貝類化石と共にしばしば発見される甲殻
類も非常に珍しい仲間で、アサヒガニ科の

同地の化石層は白浜累層の最上部で産状

新属新種が報告されました。本種も明らか

により 2 つに分けることが出来ます。下

な現地性産状で、良好な保存状態で発見さ

位の化石層は礫岩～砂岩でおびただしい貝

れます。そのほかの貝類化石でイタヤガイ

化石を含んでいます。二枚貝には両殻のも

科のヒヨクガイは現在知られている種とは

のが全く見られず、すべて片殻で層理に平

異なり新種の可能性があります。

行に含まれ死後運搬され堆積したことを示
しています。稀にサメの歯を含む以外は、
ほとんど二枚貝で巻貝も非常に少なく、二
枚貝はタマキガイの一種とマツヤマワスレ
ガイが圧倒的な量を占めます。この化石層
が現在知られている南紀で最も大量の化石
を含む層準です。
上位の化石層は数 m の生物擾乱の著し
い厚い砂岩層で、貝類では、ウミタケガイ
モドキ、タイラギ、ツキヒガイやヒヨクガ
イなどのイタヤガイ科の仲間など珍しい種
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写真 2 ウ
 ミタケガイモドキ Pholadomya
turunagai TAN
殻長 106mm、現生種とは棲育圏も大きさ
も異なる絶滅種。
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２

熊野層群の化石

ものはそのほとんどが、住んでいた場所で

熊野層群の化石の研究は古く、石炭を含

堆積している現地性で、二枚貝は閉じたま

む上部層からの報告は明治 30 年代まで

ま散在しています。種類はクルミガイ科、

さかのぼれますが、多くの化石が記載報告

ロウバイガイ科、エゾバイ科（写真 3）、

され始めたのは 1970 年代からで、現在

ヒタチオビガイ科が主で、個体数は二枚貝

では非常に多くの化石が知られています。

のほうが圧倒的に多く見つかります。これ

熊野層群は下位より下里累層、敷屋累層、

らの貝類化石は北太平洋西側や北海道に分

三津野累層に大きく分けられており、多く

布する幌内化石動物群（注1）に含まれるもの

の海棲動物化石が知られていますが、上部

で、北型（冷水域）の動物群ですが、親

層の浅海堆積層からは植物化石も多く見つ

潮潜流下で堆積した下里累層には多く産

かっています。また各累層での化石は異

出します。堆積した当時の水深は恐らく

なった内容で、おおむね下位で南側の層準

400～500m だったと考えられ、表層は

ほど深い海の化石が見つかります。

暖流が流れ、一方で暖流系のサメの抜け落

2.1

ちた歯やオウムガイなども見つかりまし

下里累層

田辺・熊野層群中、最も下位の層準で、
串本町の田並から串本に至る海岸や串本町

た。
田並田の崎で採集できる化石に変わった

田原荒船海岸で見られる地層で、海岸以外
は露出は良くありませんが、串本から下里
付近まで広く分布しています。下部層は砂
岩泥岩互層が発達し、中部から上部にかけ
て は 凝 灰 岩 を 多 く 伴 い、 南 部 で は 層 厚
1,000m に及ぶ地層です。
化石は主に貝類で、下部層に多く含まれ
広く分布しており、特に多いのが串本町
田並付近で、貝類 20 数種4）、ヒトデ、ウ
ニ、サメの歯などが見つかっています。下
里累層の貝類化石で、泥岩層から見つかる

写真 3

ホッカイドウヤゲンバイの近縁種
Trominina cf. hokkaidoensis
（HAYASAKA et UOZUMI）

殻長 48mm（大きい個体）、幌内動物群に
多く含まれるエゾバイ科の絶滅属。

狭義に幌内層に産する化石動物群。普通、北海道や西オホーツク区に産する始新世～漸新世の冷水系の属種か
らなる動物群（貝類群）

注 1）
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保存状態のものがあります。ノジュールと

岩、角礫岩、石灰岩を介在しており、化石

いうボールのような丸い団塊が泥岩中に含

はこれらとほぼ同層準に含まれ、産出量は

まれ、うまく割れば綺麗に貝類などの化石

少ないですが、各所に分布しています。串

が出てくるわけですが、貝殻が硫化鉱物で

本町串本植松の海岸（通称、須賀の浜）

置換されてキラキラ光って見つかることが

は、漁港拡張工事などに伴い、その産地が

有ります。黄鉄鉱で置換された化石は各地

狭くなりましたが、有孔虫類、海綿類、珊

で見つかりますが、同地のものは、閃亜鉛

瑚類、貝類、ウニ類、腕足類、コケムシ

鉱、方鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱などがあり非

類、魚類（サメの歯）、鯨骨、石灰藻など

常に珍しいもので、鉱物収集家にも人気が

の産出化石が知られ、同層準では最も多様

あります。

な種が知られています。含化石層厚は数

下里累層には、前記の化石以外に非常に

含礫石灰質

多くの生痕化石が多くの層準から産出し、

砂岩～含礫砂質石灰岩で、上部は石灰岩と

1970 年代に多数の新種や新属新種が記

石灰質砂岩の互層からできています。

載されました。多くはゴカイなどの多毛類

下部には中期中新世前期には珍しい貝類

の作ったパイプ状のものですが、非常に大

の、生きている化石で有名なオキナエビス

きな巣穴状構造物や串本町砥崎や田原荒船

類が発見されています。貝類化石は保存状

海岸の一部では、珍しい糞化石が見つかり

態はあまり良くなく、殻は溶け去り圧縮変

ます。二つの産地は同層準ですが、荒船海

形したものが多く、二枚貝の多くは片殻で

岸のものはすごく保存状態が良く浸食で見

発見されます。ただツキガイモドキは両殻

事にクリーニングされたものが採集されま

で層理面に垂直に含まれ現地性産状を示し

した。1mm 前後のオーバル型の糞が腸

ています。ツキガイモドキ、リュウグウオ

詰 状 で 見 つ か り、 新 属 新 種 で Sakoites

キナエビスの仲間やオオハネガイなどの比

yukioia KATTO と命名されました。これ

較的深みに分布する種が多く、堆積当時の

らの生痕化石は正に現地性の化石で、当時

推 定 深 度 は 200m よ り 深 か っ た よ う で

の海底の様子を克明に伝えてくれます。

す。また、甲殻類の巣穴化石（生痕化石）

2.2

も含まれ、単体サンゴ、ウニ類、海綿、サ

敷屋累層

下里累層の上に重なる地層で、ほとんど
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10m で、下部は石灰質砂岩

メの歯などが見つかります。

が泥岩からなり、広く分布しています。地

上部は主に石灰岩で石灰質砂岩との互層

域によって下位にタービダイト起因の礫

も見られ、最上部に近い石灰質砂岩層の一
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部から多数採集された貝類化石から暖流系

層なし石灰岩にはラミナ（葉理）が発達す

の門の沢動物群を含むことが明らかになり

ることなどから、貝類と同様に浅海に堆積

ました4）。ほとんどの二枚貝は片殻で、浅

後、更に深みに流下堆積したタービダイト

海砂底に棲むものや、ミノガイ、ウミギク

堆積物（注2）の可能性が考えられます。植松

ガイなどの浅海岩礁性のもの、或いは深い

海岸の化石産地を要約致しますと、暖流浅

深度を示すオウナガイやエゾバイなども含

海性の大型有孔虫や浅海岩礁性貝類などを

まれ、唯一現地性を示す種は下部と同様ツ

多く産出し、南国のビーチに近い浅海堆積

キガイモドキが両殻で層理面に垂直に含ま

層を想像しますが、実際はかなり深い海の

れていることです。また大量の浅海性大型

堆積層と考えられ、急に深度を増した海域

有孔虫のレピドシクリナ（Lepidocyclina

だったようです。

japonica YABE）（ 写 真 4） も 含 ま れ ま

門の沢動物群（注3）に属する貝類や、レピ

すので、死後浅海に堆積した後に、更に深

ドシクリナを含むことから中期中新世前期

みに流下堆積したものと考えられます。レ

約 1,600 万年前の時代とされます。敷屋

ピドシクリナは浅海性の有孔虫で、石灰岩

累層の化石産地は串本町大島にも知られ

に大量に含まれますが、石灰質砂岩との互

て、大量の貝類化石が見つかります。これ
らの貝類化石は保存状態が悪いのですが、
メタン湧水などをエネルギー源とするいわ
ゆる化学合成群集で、5 種程度の二枚貝
からなる群集です。
那智勝浦町の宇久井にも同層準と思われ
る化石産地があります。同地はかって下里
累層に含められていましたが、最近では敷
屋累層と考えられています。化石は砂岩層

写真 4

 ピドシクリナ Lepidocyclina
レ
japonica YABE

赤道面薄片の顕微鏡写真、幅 4mm、示準化
石として大変重要な大型有孔虫。

に含まれ、全体が保存された甲殻類、両殻
で散在して含まれる二枚貝など現地性産状
を示すものが多く、産出化石は日本各地か

海底斜面の堆積物が地震などにより、深みに乱泥流となり流下堆積し形成された地層で、葉理が多く見られ
る。
注 3）
岩手県二戸市福岡町付近に分布する中期中新世の門の沢層産の主に貝類化石で代表される暖流系動物群で、日
本各地の中期中新世の暖流系動物群の多くを含む八尾－門の沢動物群。
注 2）
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ら報告されている門の沢動物群の代表種を

他にも共通種が多いこと、地層の性質が似

含んでいます。

ていることなどから、同じ時代、同じ環境

2.3

の生物相で明らかな暖流浅海砂底を棲育圏

三津野累層

那智山付近から北に広く分布して、新宮

にする種の集団で、門の沢動物群に含まれ

川・北山川の合流点をはじめ下位に石炭層

ます。三津野累層の貝類化石は田辺層群以

を挟んでいます。地層は全体として浅海堆

外では北陸の砂子坂層の貝類とも似ていま

積物で砂岩や砂岩泥岩互層からなり、生痕

す。

化石・貝類・植物などの化石を含んでいま
すが、生痕化石以外は保存状態があまり良

文

くなく貝類は殻が溶け去り、植物（葉）は

1）Y okoyama, M.: Tertiary fossils from
kii, Japan. J. Geol. Geogr. 2, 47-49
(1923)
2）小 原 正 顕、 左 向 幸 雄： 和 歌 山 県 白 浜 町 の
中新世田辺層群から Vicarya の発見、和歌
山県自然博物館館報 24, 35-38 (2006)
3）Tan, K.: On two Species of Pholadomya
from Taiwan, Japan. J. Geogr. 17,
159-161 (1940)
4）K atto, J. and Masuda, K.: Tertiary
Molluscan from the southern part of
Kii Peninsula, Wakayama Prefecture,
Southwest Japan, 高知大学学術研究報
告、自然科学 27 巻（1979）
5）甲 藤次郎他：和歌山県那智勝浦町小麦の熊
野層群産貝化石ならびに同産出地層の岩相
に つ い て、 甲 藤 次 郎 教 授 退 官 記 念 論 文 集
（1980）

破片が多いようです。貝類はそのほとんど
が砂岩から産出します5）。
30 年以上前になりますが、那智勝浦町
小麦の道路拡張工事の際多数の化石が産出
しました。30 種以上の貝類、ウニ、大量
の多毛類の棲管や這跡などです。採集した
標本を研究中に気づいたのですが、田辺層
群白浜累層の化石、特に江津良海岸で採集
される内容に非常に似ていることです。貝
類はもとより大量の多毛類棲管を伴うこと
もそっくりです。また、田辺層群より記載
されたハタイスダレガイを多数伴い、その
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田辺湾は“宝の海”
久保田

信＊

要 旨：和歌山県田辺湾は海洋生物の宝庫であり、まさに “ 宝の海 ” と言え
ます。プランクトン（浮遊生物）のクラゲ類と、ベントス（底生動物）の軟
体動物と、ネクトン（遊泳生物）の魚類を代表に、田辺湾で見られる豊富で
多種多様な海洋生物の例を示し、“ 宝の海 ” と呼ぶのにふさわしいことを示
します。その中でも、不死のベニクラゲの若返りについて紹介します。また、
昨今の地球温暖化を例証するいくつかの生物にも触れています。

はじめに
和歌山県田辺湾は海洋生物の宝庫です。

盛んで、日本でのはしりとして自然保護に
も力がはいっています。

その理由は、常在する温帯性の種類に加え

一方、田辺湾内には、京都大学瀬戸臨海

て、黒潮が亜熱帯・熱帯系の様々な生物を

実験所研究分室のある畠島があり、番所崎

運んでくるからです。我が国沿岸は緯度的

とともによきフィールドとして研究はもと

にはかなり北方に位置しますが、こうして

より、大学生や高校生の臨海実習でも多く

多様な生物群が見られる訳なのです。

の学生が訪れています。また、畠島の隣に

田辺湾の湾口の南側にある番所崎（白浜

ある神島は国指定の天然記念物で、自然が

町）と北側にある天神崎（田辺市）は、岩

保護されています。かの南方熊楠が昭和天

礁性の生物がとりわけ豊富です。番所崎の

皇を案内した島として有名です。

つけねには京都大学瀬戸臨海実験所が所在
し、1922 年より分類・生態・形態を主

田辺湾の豊富な海洋生物

軸とした海洋生物の研究を進めています。

風光明媚な白浜半島の先端部に所在する

また近畿大学も白浜町の湾内に数箇所ほど

番所崎は、番所山（標高 31m）の裾に広

魚類の研究所をつくっています。かつて人

がる平坦な岩礁と砂浜が交差する磯浜で

工交配でつくった「キンダイ」や、最近の

す。そこに南方より数々の生物の幼生を

クエやクロマグロの養殖は有名です。天神

1 週間ほどで運んでくる黒潮は、この地

崎は古くからナショナル・トラスト運動が

の生物相を暖流色豊かなものとしていま

京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所准教授（海洋生物系統分類学）

＊
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す。本稿ではプランクトン（浮遊生物）の

クラゲ類の各種の季節消長も解明できてお

クラゲ類と、ベントス（底生動物）の軟体

り、どのクラゲが、何月に、どれくらいの

動物と、ネクトン（遊泳生物）の魚類を代

数だけ出現するかわかっています。未だに

表に、豊富な海洋生物の一例を示し、“ 宝

日本新記録種や新種も出現しているので、

の 海 ” で あ る こ と を 示 し ま す。 な お、

上記の数値はまだ増加しているのです。

2011 年に天然記念物のオカヤドカリ類

多種多様なクラゲ類の中には、世界一ミ

が番所山に多数出現し、幼生を海に放出す

ラクルな動物であるベニクラゲが田辺湾に

ることも本州で初めて筆者により観察され

生息していることが特筆されます。ミラク

ました。沖縄県や小笠原島がメインの生息

ルという意味は、不死で何度でも若返ると

場所であるこの熱帯系のオカヤドカリの出

いう意味です。実際、ベニクラゲの生活史

現と繁殖行動は、後にもいくつかの例を挙

逆転の世界記録は著者により 2011 年に

げますが、地球温暖化の一例になるでしょ

達成され、約 2 年をかけて 10 回若返り

う。

ました2）。子供をつくった後に死すべき親

1）プランクトン：海洋の生態型は 3

は（写真 1 上）、若い体に 3 日でもどれ

つに分けられますが、その一つ、まずはプ
ランクトンを取り挙げて田辺湾が “ 宝の
海 ” であることを示しましょう。プランク
トンといえばその代表はなんといってもク
ラゲ類です。これについては、京都大学瀬
戸臨海実験所の開所以来、連綿として継続
研究されてきた結果、現在では約 150 種
の日本一多種を有する湾であることが報告
されています。その内の 8 種は田辺湾で
採集されたクラゲをもとに新種として命名
されています。我が国で見られるヒドロク
ラゲ類という小型のクラゲに限定すると、
この仲間がクラゲ類では一番多様で、約
230 種が知られていますが、田辺湾には
その 65％が記録されています1）。田辺湾
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写真 1

クラゲ（上部）とポリプ（下部）

親のクラゲから若いポリプに逆もどりするベ
ニクラゲ。下部写真の左端の膨らんだ部分は退
化したクラゲ体で、ここから “ 根 ” が伸び、
“ 茎 ” が立ち上がり、“ 花 ” をつけると若返りの
初期段階が完了する。
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ます（写真 1 下）。この若返りは繰り返し

3）ネクトン：さらに、外洋に生活する

が可能なので、不死なのです。まさに始皇

クジラ、マグロ、アオリイカなどのネクト

帝からの夢、人類の “ 夢 ” がかなう神秘性

ンで “ 宝の海 ” の例を挙げましょう。代表

を秘めているのです。

としての魚類は、田辺湾付近の浅海での

2）ベントス：次に、海底で付着・固着

1958‒1966 年 の 調 査 に よ る と、 夏 季

生活を送っているサンゴ、アサリ、ゴカイ

（8‒10 月）に 305 種が記録されていま

などのベントスで、“ 宝の海 ” の例を挙げ

す4）。和歌山県全体では 1,100 種の記録

ましょう。軟体動物は番所崎調査グループ

に及び、その内で沿岸魚は約 620 種であ

により 1985 年以来継続して地道な調査

るので、田辺湾ではこの約半数が記録され

が続けられており、番所崎貝類同定ガイド

ていることになります。昨今、地球温暖化

が公開されています3）。それによると多板

の影響で熱帯系の魚種の初記録などが田辺

類 9 種、 巻 貝 類 191 種、 二 枚 貝 類 42

湾でも見られているので、この記録数は目

種、あわせて 242 種もの生息が確認され

下増えています。しかし、2010 年には

ています。2011 年にはこの長年のまと

50 年ぶりに大量に、特にサンゴ礁の魚類

めの欧文報告が公表されました。あわせ

が凍死し、ニュースでも報道されました。

て、番所崎や京都大学瀬戸臨海実験所 “ 北

ここでは熱帯系の生物は、まさに生きるか

浜 ” での打上貝類の調査も進んでおり、肉

死ぬかの瀬戸際にあるので、北限の種も多

眼で同定できる種類のリストが著者らによ

いのです（写真 2）。

り公表されており、多板類 4 種、巻貝類
381 種、二枚貝類 133 種、頭足類 6 種

おわりに

の計 524 種があげられているのです1）。

地球温暖化の影響を示す多くの例が、

この他にまだ報告していない微小貝も多種

様々な海洋生物で近年に記録されていま

多様です。勿論、田辺湾の最奥には干潟に

す。田辺湾での好例は、なんといっても軟

生息する別の軟体動物が見られ、2011

体動物二枚貝類のミドリイガイ（写真 3）

年に熱帯系の二枚貝の稀少種が見つかりま

の激増とその反対にムラサキイガイの激減

した。和歌山県は日本一貝類相の豊富な海

です5）。こうなると熱帯系の海になったと

域と言われており、この中には熱帯系の種

いっても過言ではありません。棘皮動物も

が多く含まれ、北限記録種も多々ありま

同様で、オニヒトデやコブヒトデモドキな

す。

ど熱帯系の種が増加しています。京都大学
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瀬戸臨海実験所水族館でこれらの熱帯系海
洋生物は飼育展示されています。実験所構
内の海岸でも熱帯系植物のグンバイヒルガ
オ（写真 4）が芽生えたり、熱帯系昆虫
のサツマゴキブリが多産し続けている例が
筆者らによって報告されています1）。

写真 2

 帯系の魚類の一種ツマジロモ
熱
ンガラ（幼魚）

2011 年 2 月に大量凍死した。

写真 3

田 辺湾で激増した熱帯系のミド
リイガイ（2 個体）

写真中央の黒色の二枚貝はムラサキイガイで
高水温のため死亡したものである。

写真 4

田 辺湾で芽生えた熱帯系のグン
バイヒルガオ（1 個体）

冬季の低温で花は咲かずに死亡した。
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南紀白浜の自然

－京都大学瀬戸臨海実験所の歴史から－
小林直正＊
要 旨：京都大学瀬戸臨海実験所からみた白浜周辺の自然環境の変化等を実
験所発足当初に遡り、現在と対比して述べている。南紀の観光地の中で、特
に関係の深い白浜町との関係も取り上げ、太平洋戦争と戦後の開発、自然現
象である台風、地震、水害の被害などによる様々な変化なども簡単に記した。
環境変化による海洋汚染への対応も含めて、試験地畠島などで長期的な調査
も行なっている。

はじめに

初期の瀬戸臨海実験所と白浜町

京大瀬戸臨海実験所は 1922 年、温泉

歴史的に主な事を記してみると、瀬戸村

の町、和歌山県西牟婁郡白浜町に、理学部

（漁村）と鉛山村（鉛鉱山と温泉の村）が

生物学分野の教育（実習）・研究のために

合併して白浜町となったのは明治 9 年

設置された。当地は黒潮の分流が、田辺湾

（1876）である。昭和 4 年（1929 年）

の南西部から入り込んでいて、熱帯、亜熱

6 月に昭和天皇が戦艦長門で田辺湾に来

帯、温帯系の生物群が多数生息している。

られ、綱不知港から上陸、当時の臨海研究

気候も温暖で、周辺の海も泥、砂、礫、岩

所に行幸、海洋生物学等の御聴講、生物の

礁地が入り交じっていて、変化に富んでい

御採集もされた。この際、町から研究所ま

る。このように、海洋生物の生理生態、分

での山越えの道は、海沿いの舗装道路に変

類その他の生物学の基礎的な教育、研究に

わり、このとき急造されたものであった。

最適な所である（図 1）。また、この地は

ここは当時交通が不便（和歌山港から船を

漁業などに関連した生物の繁殖地でもあ

乗り継ぐ）なので陸の孤島同然、いわゆる

り、最近は交通なども更に便利になり、自

俗世を断った所であった。1934 年 9 月

然環境の良さもあって、観光、釣り、ダイ

22 日、室戸台風の襲来を受け、被害が甚

ビングなどのレジャーの最適地でもある。

大であり、海の生物も打ち上げられて死亡
個体も多く見られ、御幸道路、海岸道路も

同志社大学名誉教授（環境生物学）

＊
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図1

瀬戸臨海実験所付近地図

跡形無しになった。勿論、町の被害も甚大

あった。田辺湾奥の白浜町の綱不知等の津

であった。太平洋戦争に至るまでの記録は

波の被害も更に甚大であった。

あまり知られていない。温泉施設の中には
陸軍病院として使われたものもあって、白

70

戦後の白浜

浜陸軍温泉病院がそれであった。戦争末期

1953 年 7 月 10 日からの臨海実習を

の 1945 年 3～4 カ月間、実験所は海軍

終え京都に帰る前の 18 日、物凄い豪雨

防備隊により接収された。B29 爆撃機の

があって夕方には海が黄色くなってしまっ

紀伊水道北上など丁度阪神空襲の通路に

た。降雨が川を通じて土砂を流し、また陸

なっていたので、傍の番所山や町の南山上

上の土砂が直接海へ流れたものなどが加

の平草原に高射砲の陣地などがあって当然

わったものであった。海水が薄まり、それ

であった。そのため米軍機の機銃掃射も受

に敏感な水族館のイセエビ、セミエビなど

けた。戦後、陣地などは全て破壊され、軍

が死んでしまった。そして、紀勢線がこの

は引き上げ、施設、実験所は返却された

大水害で方々が分断されて完全に不通に

が、被害は甚大で復旧は困難を極めたとい

なっていたことが分かった。その間に田辺

う。更に 1946 年末、南海大地震により

港から海上保安庁の巡視船が和歌山港へ特

実験所は潰滅的大打撃を受け被害は甚大で

定の旅客を輸送することが分かった。20
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日 6 時発、便乗した巡視船は 270 トン

の周辺はもちろん、南の崎の湯の辺り、東

余のハマチドリであった。乗船後、黄色い

の江津良海岸なども近いのでよく採集に

海には流れ出た様々な破片、ゴミなどが多

行った。今では生物資源保護のため “ 磯観

く、紀伊水道への海はよく荒れ、乗員から

察 ” として少数の標本しか採集しないが、

は海上に流れているかも知れない遺体があ

かつては “ 磯採集 ” といってバケツ一杯動

れば知らせて下さいと言われたが、それど

植物の試料を採ったものであった。

ころでなく船酔い寸前であって、やっとの

この頃には、白浜と大阪を結ぶ水上飛行

ことで和歌山港へ着いた。紀勢線はその後

機、いわゆる下駄履き機による航空路が設

も被害甚大で、特に有田川周辺は長らく不

けられていたが、永くは続かず、その基地

通であった。その後も大雨が降ると鉄道が

は綱不知であった。当時ここは真珠貝の養

不通になる事が多くあったが、最近では整

殖が行われていて、やがて牡蠣、次にハマ

備が行き届いて事故が減った。

チの養殖がより盛んに行われてきた。これ

1953 年頃は白浜の街には観光会館以

らに因って赤潮が多発した。過密な飼育や

外に鉄筋の建物は無かった。湯崎の丘の上

家庭、ホテル、旅館等各種の有機物汚染が

のレジャー施設ハイプレイランド（今はホ

原因と考えられ、規制や汚染減少（汚水処

テルシーモア）のあったところは、かつて

理など）の努力がなされて現在は赤潮も

は製塩工場で、流下式の製塩を行ってい

減ってきているし、生物相も徐々に復活し

た。その丘の下、天智、斉明天皇以来の古

ている。しかし、養殖筏の沖出しも進み、

さを誇るといわれる崎の湯は、最近まで無

現在は畠島の北周辺まで来ていて、その影

料の露天風呂で海のそばにあり、海からも

響も問題である。数十年前、実験所旧宿舎

自由に出入り出来る良いお湯であった。今

裏の浜（田辺湾側、臨海裏）ではほとんど

は有料の町営の温泉になり、良く整備され

毎日地引き網が行われていて、網には色々

た。この種のものは他に牟婁の湯、白良

な海の生物が入っていて大変興味深かった

湯、松の湯、綱の湯など 4 カ所ある。そ

が、20 年余で魚が捕れなくなり行われな

の昔は非常にのどかなもので、観光客も少

くなった。

なく、実験所関係者は学生も含めて “ 臨

実験所の入り口付近も大きく変わった。

海 ” と言えばどのホテルでも無料で入湯さ

60 年ほど前、初めは数軒の御土産物屋、

せてくれた良き時代であった。また、当時

食堂などがあった。露店の大仲（後、観光

海には生物が非常に豊富であって、実験所

記念写真の引渡所、今は廃屋撤去）、別荘
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（今はマルキ民宿）、乙姫プール（海女の水

とで、それまでは蒸気機関車使用であった

中ショウ、今はマリンハウスマルキとその

ので、トンネルに入ると、開いていた窓を

駐 車 場 ）、 雑 賀 屋、 レ ス ト ラ ン 珊 瑚 礁、

直ぐ閉めねばならなかった。それでも京都

ショウボート、食堂（今は海底観光船の事

から乗り継いで 5 時間余りかけて実験所

務所）である。20 年余前、臨海実験所の

に着いてみると顔が煤けていた。電化され

正門は古い門柱を残して後退し新しい門が

た現在では、京都から直通が 5 本あり所

出来た。土地の一部を海沿いの観光用の道

要時間が 3 時間以内に短縮した。しかし

路として譲ったからである。狭い旧道は草

カーブが多い線で揺れが大きく、特急では

蒸してほとんど分からなくなった。さらに

観光客の乗り物酔いの人が多いようであ

海の一部を埋め立てて町営駐車場が出来、

る。

潜水艦型グラスボートも営業し始め、今で

現在の番所山には南方記念館に行く途中

は流行っているダイビンググスクールの分

に様々な木々が生え茂っている。昔はここ

室も奥の方に出来た。グラスボートは、か

に紀州藩の番所があり、外国船の航行の監

つて程の景色ではないが海の中の様子を簡

視をしたところであった。ここには、かつ

単に知るには適しているので乗客も多い。

ては熱帯系の木が多い番所山臨海パーク植

水族館は、曾ては白浜観光のクーポンに

物園（1933～1973 年）があった。戦

入っていて、観光客も多かったがやがてそ

争 中 に は 閉 鎖 し た が、 戦 後 再 開 さ れ、

れから外れ、以前より観光客は減った。

1960 年頃さらに手を入れて、山へ動く

1958 年頃、ロープウエイが町の観光

歩道を経て到る爬虫類館（蛇類、ゾウガメ

会館近くと山上の平草原展望台を結んで存

など）、小動物園（アシカ、鳥類その他小

在していた。景色が大変良かったそうだ

動物を飼育）があった。後に山の上に化石

が、現在は廃止されている。一時は臨海地

の博物館兼空中展望大食堂が建ち、その上

区へ延ばす計画もあり、若し出来ていたら

に南の海の国々のチキの神を模した像も建

白浜のシンボル、円月島が近くに眺められ

てられた。この像の祟りともいわれ、あま

て良かったとも思われるが、台風襲来時の

り流行らなかったらしく、やがて台風で大

危険も考慮して計画が中止になった。

被害を被って廃業した。ここにはその他

紀勢線の東、西、両線路が繋がれたのは

様々計画があったようであるが、全て中途

1959 年であった。白浜の実験所へ行く

半端に終わってその全部が壊され、現在そ

のに利用する JR の電化は 40 年余前のこ

の跡は荒涼としており、今後は徐々にもと
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の自然に戻っていくであろう。他に海上保

永い将来を考えるとこの試験地の存在は極

安庁の無人燈台が建設されている。また、

めて重要であり、海の生物の研究と漁業と

南 方 熊 楠 記 念 館（1965 年 開 館 ） が あ

の関係などについて、その意義を分かり易

り、昭和天皇が尊敬されていた民俗・植物

く説明する広報活動も必要と思われる。こ

学者南方熊楠氏の業績を称えたものであっ

こは地域の人（入会権有り）、観光客、特

て、多くの参考資料、遺品などが展示され

に夏の水泳客がよく入島しているが、実験

ている。昭和天皇が彼を偲ばれた御製碑も

所から遠いので管理を良く行うのが難しい

傍 に 建 っ て い る。 こ こ に は 1962 年 5

のである。なお、この畠島周辺の自然保護

月、昭和天皇、皇后が行幸啓された。さら

の為、100 年間（一世紀）調査が提唱さ

に 1973 年 に は、 皇 太 子 殿 下（ 平 成 天

れたが、その一環として今でも動物分布調

皇）も来られた。周辺は様々な植物の多い

査が行われている。私が行っているウニ卵

高台なので見晴らしがよく、白浜の街を含

を用いた海水汚染の生物検定もその一つで

め田辺湾全体の大海原がよく眺められ、天

ある（今年で 43 年目）。しかし島の周辺

気がよいと四国も見られる素晴しい景色の

での魚の養殖で、使用禁止になった防汚剤

ところである。

（TBTO）使用の影響の可能性が心配であ
る。調査を始めた 1970 年には、湾内の

畠島実験地

有機物汚染などでウニの受精発生への有害

臨海実験所の畠島実験地（36,529 平

度は高かったが、徐々に低下し 1980 年

方メートル）は 1968 年に国費で買い上

には正常に近くなった。しかし 1981 年

げられた。臨海実験所開所当初より熱帯、

頃からまた有害度が高くなった。防汚剤使

亜熱帯、温帯の各種生物の研究、磯採集の

用の影響と考えられる。その後その使用禁

場として最高のところである。実は神戸の

止の規制により有害度は低下して現在は殆

観光会社により、白浜ハワイアイランドの

ど正常と変わらなくなったが、時々高い状

建設計画が発表され、観光施設として開発

態も見られる。TBT 使用などの影響も考

されかけたので、実験所員を中心に、地域

えられ、今後も注意が必要であろう。田辺

の自然保護関係の人々、全国の大学関係者

湾周辺の海辺では毎春、ヒジキ採りが行わ

共々開発反対の大運動をして中止させた結

れているが、その減少の心配も語られてい

果であった。しかしその間、この運動に町

る。また、釣り餌、食用としてムラサキウ

の一部から強い反対も有ったそうである。

ニ、ガンガセが採られているが、その減少
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も心配である。しかし、全体としては、一

るその悪影響が問題になり中止された。そ

時よりは自然が回復して良くなっているよ

の後、松はほとんど枯れてしまったので伐

うである。

採された。しかし、その頃の事務掛長は演
習林の事務室に居られたこともあってか、

最近の実験所と白浜町

松、椿、梅、桜などの植林をされた。若木

水族館は 1964 年に国立大学唯一の国

が大きく育ってきて、再び美しい松林と

営の水族館になった。55 年前には主に木

なったが、最近はまた松枯れが起ってきて

造の建物であったが、増築、増設、改築、

いて相当に枯れている。しかし、他の諸木

鉄筋化、改修を繰り返し、現在に至ってい

の成長は良好で、自然の回復と防風林とし

る（写真 1）。ここの特徴は熱帯、亜熱帯

ての役目も果たしている。

系などの無脊椎動物を多種類、多数飼育

1996 年秋、台風が襲来し町内に予想

し、実験も行っていることである。地味で

外の被害をもたらした。実験所の研究棟、

あるが、じっくり観察し、自然を考えるに

宿舎の窓硝子が多数割れ、また、周辺の植

は適しているであろう。1960 年の頃に

木などにも被害が続出した。瀬戸漁協の辺

は、夏の夜、旧研究室にいると電灯の光に

りから実験所までは台風などで海が荒れ、

誘われて虫達が多数やってきていた。ま

町への道路は波が道路に激しく打ち上ると

た、実験所内外では、1978 年に松食い

通行禁止になることが多い。さらに荒れて

虫により松枯れが起こり、殺虫剤が撒かれ

江 津 良 ま で 通 れ な く な る こ と も あ り、

たこともあったが、他の多くの生物に対す

1996 年には、江津良付近で堤防がくず

写真 1
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れ、修理が行われたのであった。こうなる

で来ており、更に延長されるであろう。

と実験所などは陸の孤島になってしまう。

従って、車で来る観光客も多く、街の入口

数年前、臨海地区の近所の人による、かつ

にある “ とれとれ市場 ” はその関門に当

ての山越えの道の復活も考えられたが人手

り、往復ともに大変賑わっている。更に、

も少なく実現困難であった。一方、数年前

温泉は勿論であるが、ダイビング等のマリ

から、町内の海辺の道路の周辺の壁など

ンスポーツ、釣りも盛んであり、海も昔程

所々に “ 海抜・・メートル ” と記されてい

でないとしてもまだまだ奇麗で、夏は海水

る。来るべき東南海地震による津波に備え

浴でもたいへん賑わっている。和歌山県唯

てのことであろう。湾奥の綱不知地区など

一の白浜空港も東京からの定期便、その他

はその津波の被害が心配される。ちなみ

臨時便もあって、観光に便利であり、また

に、此処にあった白浜警察署は高い地区に

災害時の拠点とされている。海外からの観

移転した。

光客も増えている。しかし一方、現在取り

白浜は最盛期に比べると、観光客はほぼ
半減し、多数あったホテル、旅館、民宿、

戻しつつある、より良い自然の保全を心が
けたいものである。

会社の寮なども減ってしまった。その分自

なお本文は、白浜町に関しては町内外の

然は保たれることになる。現在、白浜で最

多数の諸資料に依り、また実験所創設以後

も活気があるのは遊園地 “ アドベンチャー

の史実は “ 瀬戸臨海実験所五十年史

ワールド ” で、諸種の動物と共に８頭のパ

1922～1972”、京都大学理学部附属瀬

ンダがその最大の売り物で賑わっている。

戸臨海実験所発行（昭和 47 年 9 月）な

ミナ ベ

道路も次々に整備され、高速道路は南部ま

どを参考にした。
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田辺湾・天神崎の自然とその保全運動
玉井済夫＊
要 旨：1974 年、天神崎（田辺市）の海岸丘陵地に別荘群が建設される
計画があったが、この自然を残そうと市民が取り組み、行政（和歌山県及び
田辺市）と交渉したが解決策がなく、やむを得ず募金による土地買い取り運
動となった。これは、日本におけるナショナル・トラスト運動の初期のこと
である。幾多の困難を越えながら、何とか別荘予定地は買い上げ、さらに海
岸林全体の保全を進めている。

１

天神崎の自然

２

保全運動の起こりと初期の経過

天神崎は、和歌山県田辺市の田辺湾の入

1974 年、天神崎の海岸丘陵地に別荘

り口（北側）にある岬で（写真 1）、その

群が建設される計画を市民が知り、「天神

対岸には番所山（白浜町）があり、そのそ

崎の自然を大切にする会」を結成し、この

ばに京都大学瀬戸臨海実験所がある。湾内

自然を残す運動が始まった。市民署名等に

にはかつて南方熊楠が国指定天然記念物と

より行政に保全を求めたが、その解決策が

して保存した神島（かしま）があり、ま

なかった。そのため、やむを得ない方法と

た、京都大学瀬戸臨海実験所の研究地であ

して募金による土地買い取り運動（市民地

る畠島がある。

主運動）へと進んだ。これは、日本におけ

天神崎は丘陵地とその裾に広がる平坦な

るナショナル・トラスト運動の初期のこと

磯とからなり、景勝の地でもある。黒潮の

である。運動は誠に苦しい連続であった

枝流が和歌山県の西海岸を北上し田辺湾沖

が、全国各地の理解者や支援者から次々と

を通過しているため、その影響を強く受け

寄附金が届けられた。寄附金に加えて借金

て、この地の生物相は暖流色豊かなものと

もして、1985 年に別荘予定地は買い上

なっている。しかも、天神崎の磯は見事な

げることができた。

ほ ど に 広 く て 平 ら な 地 形 で あ り（ 写 真
２）、この豊かな生物相に誰もが容易に触

３

れることができる（写真３）1）。
公益財団法人天神崎の自然を大切にする会理事（自然保護）

＊
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運動の進展と現状
別荘予定地の取得後も、天神崎の海岸林

特集 2/ 南紀の豊かな自然

写真 1

田辺湾・天神崎の案内板

写真 3

天神崎の潮溜まりで生物観察

全体の保全を目指してなお運動を進め、買
い取り地を増やしてきた。これまでの寄附
金額の累計は表 1 の通りである。表中の
「熱意表明募金」は、市民地主運動を始め
る前のものである。その後、市民地主運動
により土地の取得資金として「心の地主募
金」が始まった。財団運営のための「基
写真 2

広 くて平らな天神崎の磯と遠景
の白浜

表1

本金拡大募金」も行った。これまでに本
会 が 取 得 し た 土 地（ 保 全 地 ） の 面 積 は

田辺湾・天神崎の自然の保全のための寄附金

特集 2/ 南紀の豊かな自然
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55,118.56m2 で、これに田辺市が県の

は主として会員の会費による。“ 未来の子

2

助成を得て取得した土地 20,399.11m

どもたちのために ” という目標のもとに、

を加えると、保全地面積は 75,517.67

多くの市民の努力と全国的な支援により何

m2 と な り、 保 全 目 標 面 積（180,000

とか苦難を乗り越えながらここまでくるこ

m2 ）の約 42％となった。

とができた。運動はなお続いているが、

本会は土地の取得に加えて、各種の事業

今、天神崎の自然に触れる子どもたちの笑

（活動）をも続けている。それらは、①保

顔は、この運動の大きな成果であり激励で

全地の自然維持（草刈・湿地保全）、②天

もある。これからもさらに未来を見つめて

神崎一帯の清掃（陸域・海底）、③子ども

運動を進めていきたい。

ふるさと絵画展の開催、④環境教育の推進
（天神崎での自然解説など）である（写真
3）。
本会は、公益財団法人への移行認定を受

文

献

1）後 藤 伸 他： 天 神 崎 の 自 然、 牽 牛 書 舎
（1986）

けたばかりである。会の運営に要する経費

Random Scope
食品アレルギーを避ける方法
これまでアレルギー体質の人に対しては、すでに胎児の時期から乳児の頃まで食品アレルギー
を起こし得る食品から徹底的に遠ざけ、接触させないようにするのが今までのやり方であった。
これに反して、そうした食品の限られた量を一定の方法で積極的にあらかじめ与えておくことで、
食品アレルギーの難を免れるようにできるとする研究成果が示された。食品アレルギーを避ける
には、むしろよく考えられた方法で慎重に食品を適量摂取することにより、致死性を示すような
「食品アレルギー」でも防御できる可能性がある。
（Kurin）
Kessler, R.: Nature 479, Outlook, s8-s9 (2011)
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：共に生きる

㉚都市の生物多様性
森本幸裕＊
要

旨：都市は地球環境問題に対して重要な責任と対応能力を持っている。

気候変動による極端気象等のリスク増大に対する、「柳に風」の賢い適応と
しても、インフラとしての生態系と生物多様性の保全・再生への投資が長い
目で見て経済的で持続可能なソルーションとなる。それは、本来の生物相を
絶滅させない町づくり、自然立地の尊重と生態系ネットワーク、自然のダイ
ナミズムの尊重と防災の両立ならびに文化的サービスの開発である。

１．はじめに
「都市」と「生物多様性」は矛盾する概念ともいえます。都市は人間がよりよい生活を
めざして、自然を都合のいいように改変して構築する、集住の形態といえます。だから当
然のことながら、もともとの自然は大幅に変質して、その結果もともといた生物は個体数
を大幅に減らして、ついには絶滅してしまうことも少なくありません。そんな都市で、何
を今さら「生物多様性」を云々するのかという疑問は当然ともいえます。しかし、地球の
生態系と生物多様性の状況と傾向が危機的であって、今のままでは持続可能とは思えませ
んし、そうした危機に都市は深くかかわっています。つまり、都市は地球環境の危機に対
応する責任と能力を持っているともいえます。この小論では、ブラジルの「環境首都」と
呼ばれるクリチバの市長を務めた J. レルニェ博士の言葉「都市は問題なのではなく、解
決である」という視点から、都市の生物多様性は単なる矛盾ではなく、むしろよりよい持
続可能な都市のためには重要なテーマであることを論じたいと思います。
２．地球環境と都市：関心のギャップ
2007 年の 1 年間に世界で消費された再生産可能な資源が回復するのには 1 年半（生
きている地球レポート 2010 年版：WWF）かかるということ、つまり持続可能ではな
いと計算されています。また、世界中の人々が、現在の日本と同じ大量消費社会を作り上
京都大学地球環境学堂（景観生態学、環境デザイン学）
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げたなら、2.3 個分の健全な地球が必要と試算されています。つまり、持続可能な社会
への道を探るには、我が国も自然環境を保全し、資源循環の低炭素社会へと向かう必要が
あるのですが、その時の都市の役割はこれまであまり取り上げられていません。史上最大
の地球規模の環境アセスメントであるミレニアム生態系評価（2005）では都市生態系
を取り上げていませんし、世界銀行の史上最大の都市化のアセスメントである開発レポー
ト（2008）でも、ほとんど都市の生態学的な現状と役割を取り扱っていません。
しかしながら、世界人口白書等（NUFPA 2009; United Nations 2007）によれば
世界の人口はまだ増え続けていて、2008 年に 33 億を超えたと見られる世界の都市人
口は、2030 年までには、さらに約 50 億人にまで膨れ上がると見込まれ、その人口の
50％以上が都市に居住するようになり、この傾向はますます進展するといわれています。
一方で我が国では、すでに人口が減少に転じました。つまり我が国では都市の人口増に
対してとってきた対応を根本的に見直さないといけないのですが、これは逆に過去には困
難であった環境保全の論理を組み込む絶好の機会ともいえます。
３．都市インフラとしての自然環境
（1）スマート・シュリンケージは高齢者参加型から：いま、我が国は少子化と高齢化と
人口減少が同時進行する社会へと変貌しています。戦後 55 年間で 5500 万人も増えた
人口を吸収するための都市開発は、まず、沖積平野の氾濫源に、ついで周辺の丘陵地の自
然に大きなインパクトを与えました。その右肩上がりの時代の「環境」概念は、都市に居
住する人間の生活や健康の視点しかなかったともいえます。都市の二酸化炭素や水や栄養
塩類、生物にたいする影響の大きさ、つまりフットプリントの視点や、都市が立地してい
る場所に、かつて存在した元々の生物多様性に対する影響をどう考えるかというような、
都市が他の生物や世界に及ぼす影響を緩和するような視点はほぼ皆無でした。
地球環境危機における人口減少社会は、GDP の視点からは大きなマイナスかもしれま
せんが、環境共生の観点からは好機でもあります。これまで自然環境に負荷をかけざるを
得なかった都市開発から、自然のポテンシャルを尊重し利用した、撤退の都市計画への転
換、コンパクトシティへのスマート・シュリンケージ（賢い縮小）が課題です。先進国の
なかでも飛び抜けて累積財政赤字が多い我が国が、さらに大きな債務を将来世代に付け回
すことにならないようなコンパクトシティへの再編の道を皆様の知恵で開いていかないと
いけません。
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つまり、人口減少のデフレ経済では、土木的・建築的に都市インフラである住宅や商業
床を増やしても、ゴーストタウン化し、それは償却費と管理費用のつけ回しの重石となっ
て、さらに減少する将来世代にのしかかることになります。適正規模への縮小とともに、
現有の資産のマネジメント、本質的に持続可能な自然資本への投資、都市における自然再
生によって、持続可能な生態系サービスに可能な限り依存していく方向が唯一、賑わいを
持続し住民の幸せをミッションとするまちづくり、「賢い縮小」ではないでしょうか。
人口減少よりもまず先に顕著となるのが高齢化です。いくら少子化対策をしても効果が
現れるのはかなりタイムラグがあります。だからまず、エネルギー依存型の都市インフラ
を構築して高齢者に利便性をもたらす方向ではなく、高齢者にはできるだけマネジメント
に参加してもらう構造を都市で作り上げる方向が期待されます。都市の自然環境の保全と
活用の観点から、これはたいへん好都合です。すでにいろんな観光地や文化施設等での活
躍がみられるように、高齢者の生き甲斐と健康、町の美観維持に貢献するはずです。
（2）生物多様性からみた都市の自然環境マネジメントの目標：都市環境の基盤としての
自然環境、生物多様性の見直しという、都市計画のルネサンスも必要です。たとえば、過
去の都市緑地計画では、一人当たり公園面積を増加させることが錦の御旗でした。その結
果、河川敷が都市公園となり、運動公園やグラウンドが増加したのですが、都市における
残された最も野生的空間である河原の生態系と生物多様性が劣化し、多くの絶滅危惧種を
生むことにつながりました。これを真摯に反省しないと、仏を作って魂入れずという事態
を解消できません。つまり、都市緑化も単に公園や街路樹から脱却して、都市において持
続可能な生態系サービスを引き出す方向、つまり自然資本 ｢インフラ｣ としての自然環境
を取り扱う技術が求められるのです。私は、自然の 3 つの性質、すなわち構成要素、パ
1）
ターン、プロセスに整理した目標を、つぎのように設定できると思います（表 1）
。

a）構成要素：本来の生物相を絶滅させず、豊かな自然とのふれあいを確保した町づく
りをめざす。
b）パターン：自然立地を尊重した土地利用と、水辺を中心とした自然の拠点と回廊を
確保する。
c）プロセス：災害のリスクと生態系サービスと生物多様性評価をもとに、自然のダイ
ナミズムの尊重と防災の折り合いをつける文化をめざす。
人間が住むかぎり、原生自然のままというわけにはいきません。しかし、これまで都市
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表1

自然環境の三つの性質と生物親和都市の目標
構成要素

パターン

プロセス

Properties

地域の動物相、植物相、
地形、地質、

パッチ／コリドー／マト
リックス、地域の景観

日射、大気、水、土砂な
どの物質と生物の動き

原生自然

本来の多様な自生動植物

原生林、原野（河川湿地
を含む）、山−川−海、
シフティングモザイク

自然的日変動、季節変動、
年変動、台風、山火事、
地震などのイベント、物
質と生物の動き

生物親和都市の

本来の生物相を絶滅させ

緑の拠点と回廊の確保、

災害のリスク評価、生態

目標

ない町づくり、豊かな自
然とのふれあい

その最適化された分布、
自然立地的土地利用

系機能評価に基づく自然
プロセスの尊重と減災

劣化した自然

野生生物絶滅と植物園／
動物園での存続、外来種
の卓越

断片化、孤立化、消耗し
た緑の拠点、エコトーン
の消失

過度の制御、防災で小規
模リスク低減と大規模攪
乱リスク増大、攪乱依存
型生物衰退
出典：文献 1 を改変

の自然を研究してきた結果からみると、単なるトレードオフではありません。いわゆる里
地里山の自然が、そのモザイク構造と自然に代わる人為攪乱プロセスによって、氷河時代
以来の生物多様性と持続可能な生産力を持続してきたように、都市の土地利用の計画とデ
ザインと管理次第で、都市にも大きな可能性があります。
ひとつの大きな課題は、自然のプロセスは時に大きな災害に結びつくことです。地震、
台風、洪水、地滑り、火山活動、山火事などに対しては、できるかぎり人命と財産を保全
したいものです。ただ、こうしたプロセスは地圏、水圏、大気圏の流れの必然でもあって、
それは自然の恵みをもたらす原動力でもあることを忘れてはなりません。今回は、詳細に
は触れませんが、断層が街道となり、地滑り地が棚田となり、火山灰層が豊かな畑作地帯
となりました。特に地殻変動帯の日本列島とその近海は、生息環境の多様性を通して、生
物多様性の宝庫として、世界的に認められています。
４．なぜ都市で生物多様性なのか
でも、なぜわざわざ地価の高い都市で自然資本としての生物多様性の保全なのでしょう
か。その理由を整理してみたいと思います。歴史的な大都市、江戸が循環型で自然共生の
モデル都市のような存在であったことはよく知られています。しかし、都市は生物多様性
と生態系サービス（自然の恵み）を排除しつつ、都市外のさらに国外の自然地や農地の生
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態系サービスに依存する方向に展開してきました。そのおかげで都市の住民の福利は向上
したのだから、生物多様性が劣化しても、少々ヒートアイランドが生じても、それでよい
とする見方もあるでしょう。だが、以下の 4 点を強調したいと思います。
（1）種の生息実態、優れたデザインと順応的管理が育む生物多様性：都市にも野生動植
物が生息しています2）。時には都市の優れた文化が希少種をはぐくむ例も少なくありませ
ん3）。歴史的な社寺林や著名な日本庭園だけでなく、造成地に再生された緑地も生物生息
空間として、少なくない意義を持つことが、我々の調査等でわかってきました。たとえば、
京都の平安神宮神苑や自然風景をモチーフとした優れた日本庭園は希少種避難場所として
大きな意味を持っています。造成より 100 年余り経った今、琵琶湖の絶滅危惧の魚種イ
チモンジタナゴが生息していますし、木本植物 200 種、顕花草本植物 300 種、蘚苔類
106 種、シダ 40 種という立派な自然が見られるのは、その優れた自然風景デザインと
管理が基盤にあります。写真 1 に示すような孤立林よりも、山林から孤立していない日
本庭園にはシダ類の種多様性が高く、緑地のデザインと配置次第ではかなりのことができ
ることがわかります。
また、全くの人工造成地に再生されている、都市としては大きな自然（100ha 規模）

写真 1

都市に再生された氾濫原湿地（ロンドン湿地センター）

上方に整備資金を提供した住宅会社が開発した団地が見える。実質的な PES（生態系サービス支
払い）がなされたといえる。
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としての大阪万博記念公園の自然文化園地区では、里山の生態系の頂点とされるオオタカ
が 4 年連続繁殖に成功しました。京都では、貨物列車ヤード跡地に再生された、やや小さ
な自然としての京都市梅小路公園いのちの森（0.6ha）のような例では、それぞれユニー
クな生物が育まれています。できることは少なくないし、あきらめることはないのです。
（2）ハビタット（生息環境）、特定の生息環境の保全は都市の責任：我が国では沖積平
野の氾濫原が最も古くから都市化の影響を受けました。大阪府で絶滅した植物 84 種の
うち、半数強が湿地性（水田を含む）ですから、そのインパクトの大きさが伺えます。つ
いで、高度経済成長以降の開発では未固結堆積物からなる丘陵地が新都市開発の舞台とな
り、そこの湧水湿地の生物群が大きなインパクトを受けることになりました。だから、都
市が立地する自然環境を生息場所とする種の存続に関して、都市は責任があるといえます。
ということは、気を付けて都市のデザインとマネジメントを行えば、その矛盾の大幅な緩
和も期待できることになります。これまで、干拓や埋め立て、ゴミ捨て場、あるいは排水
改良という形で、都市化は湿地を「克服」してきました。しかし、生物生息環境としての
重要性はたいへん大きく、湿地は水鳥の生息環境としての貴重性が早くから認識され、ラ
ムサール条約で湿地を保護しながら活用する取り組みが進められてきました。さらに
R. コスタンザの地球の生態系ごとの単位面積あたりの評価額が示すように、湿地が最も高
い機能を誇ります。この事実に関する認識が徐々に浸透し、干潟、氾濫原湿地、丘陵地の
湧水湿地の自然を都市の緑地に取り込むデザインが世界各地で盛り上がってきています4）。
（3）生態系サービス、コストを遥かに上回る自然再生による恵み：生態系・生物多様性
のさまざまな機能を生かした都市デザイン（LID：低負荷開発）というコンセプトがあり
ます。自然資本に投資することが、世代を超えた安全性や豊かさと健全な人間生活に貢献
するとともに経済的でもあることへの認識も高まりつつあります。生物多様性条約
COP10 に向けてまとめられた TEEB（生態系と生物多様性の経済学）は、気候変動へ
の取り組みが本格化する契機となったスターンレポートの生物多様性版といえます。これ
は生態系と生物多様性を尊重することが如何に経済的に意義があるかという観点から、多
くの事例や理論が展開されています。最終レポートには、我が国の豊岡でのコウノトリ保
全の取組みが安全安心のコメ作りとなって、経済効果を生んでいるとの事例が報告されて
います。
さらに、都市における身近な自然は、たとえそれが限られた質と量であっても、その恵
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みを享受する市民にとってはアクセスしやすいという大きな利点があります。逆に、洪水
調節やヒートアイランド抑制、水質浄化という調整サービスは、都市の中の緑地が大きな
役割を持ちます。建築物の緑化も含めて、都市を可能な限り「雨庭」（レインガーデン）
とすることは、この観点から、誰もが取組むことのできる対応です。さらにまた、多様な
生態系サービスのうち、心身の健全なあり方を含む文化的サービスの大きさが、特に最近
クローズアップされてきています。たとえば、「ロンドン湿地センター」はテームズ川下
流氾濫原の老朽貯水池を自然再生し、WWT（水鳥湿地トラスト）が管理運営しています。
その整備資金は土地開発会社が、蘇る自然を借景とした住宅に付加価値が出ると判断して
提供したもので、市場経済の中で自然環境再生の価値が正当に評価されている例といえま
す。さらにこの再生した自然環境とのふれあいは、注意欠陥・多動性障害の子どものケア
に大きな役割を果たしていると、TEEB 中間報告で取り上げられており、子供の健全な
生育を通して将来的な社会的リスク緩和に役立っています（写真 2）。
（4）エコロジカル・フットプリント、地球環境への負荷軽減：都市は本質的に都市域以
外の生態系・生物多様性とその恵みに依存した存在でもあります。地球生態系が過負荷で
ある以上、持続可能性を高めるには、できるかぎり自然共生型の都市、自立分散型のコン
パクトシティ化を図ることによって、外部への依存度（フットプリント）を最小化しない

写真 2 ロンドン湿地センターの園地部分で行われている池の生き物探し “pond dipping”
都心で野生生物と触れあえることが、子供の健全な成育に貢献すると考えられている。
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といけません。単に都市を快適にという目的で、都市化の矛盾をさらに外部の自然環境へ
の負荷を高めるエネルギー多投型のデザインで解決しようとするのは、感心しません。こ
ういう観点から、都市農業の新たな展開や周囲の里山と連携した 2 地域居住という方向
が、近年評価されてきています。また、都市が消費する水や二酸化炭素に対応した周辺自
然への生態系サービス支払いや、さまざまなサプライチェーンのグリーン度、つまり原材
料供給の川上にまで遡って生物多様性に対するインパクトを評価して、その最小化を図っ
ていることの認証制度など、都市と郊外や農山漁村および自然地と連携した新たな枠組み
の導入が期待されます。
５．結

語

上述のように、都市における生物多様性、都市ならではの生物多様性の取組みが、地球
上の生物多様性の課題を克服する鍵にもなり得ます。私は、「近畿圏の自然環境インフラ
将来像」（国交省 2006）の検討に参加し、長い目で見て生物多様性保全の観点からコア
となる保全を検討すべき地域や水辺を中心としてコリドー（自然の恵みを享受する人間の
立場から重要な役割をもつ地域など）を位置づけました。その後、生物多様性基本法に基
づいた国家戦略が作られています。これを尊重しつつ、都市に関して生物多様性の現状と
目標を多様なステークホルダーで検討し、多様な資源と技術と計画と実践の枠組みを構築
する生物多様性「地域戦略」の策定が望まれます。生物多様性条約 COP10 で採択され
た「都市および地方自治体の行動計画」の実施に向けた自己評価ツールとしての CBI
（都市の生物多様性指標）4）や国際的な CBO（都市の生物多様性概況）、URBIO（都市の
生物多様性とデザイン）などの取組みも期待されるところです。
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メタボの正体（Ⅴ）
篠山重威＊

Ⅲ．糖尿病
１．糖尿病と肥満は切っても切れぬ仲
糖尿病は前号で述べた肥満と切っても切れない関係にあります。オーストラリアには、
アボリジニと呼ばれる先住民族がいます。彼らの祖先は今から 5～6 万年前に海を越え
て東南アジアからオーストラリアにわたって来たといわれています。アボリジニの生活様
式は狩猟と採集が主で、食料を求めて放浪を続けていました。1788 年に英国がオース
トラリアに植民を始めると、100 年が経たないうちに白人入植者が大陸のほぼ全土に広
がり、アボリジニの生活の基盤である土地が奪われて行きました。土地開発が進行してい
くにつれて彼らの食料は枯渇し、免疫を持たない原住民に多くの病がもたらされ死滅して
行きました。残ったアボリジニに対して英国は ｢アボリジニの保護・隔離政策｣ を策定し
ましたが、それは保護の名のもとにアボリジニに白人の生活を強要するものでした。
1901 年にオーストラリアが独立すると、アボリジニの持つ文化を維持しつつ、全体と
して国民国家を構成しようという政策がとられるようになりました。更に、20 世紀の半
ばを過ぎると、差別禁止法、土地信託法、土地所有権法などが制定され、オーストラリア
は色々な移住民を受け入れて多民族国家へと変貌して行きました。
このような生活環境の変化は、原住民に大きな健康問題をもたらしました。1999 年
から 2007 年までの間に 1,814 人の原住民を地域ベースに追跡した調査では、期間中
に住民の 18％が糖尿病を発症し、その発症率は原住民でない人の 4 倍も高いことが示
されました。これらの値は、同じアボリジニ人の 10 年前のデータに比べて 50％増加し
たことになります。更に、20 歳から 74 歳のアボリジニ人 686 人を 11 年間追跡した
調査では、124 例の新しい糖尿病がみられ、発症率は年齢と共に増加して 60 歳では男
性の 49％、女性では 70％が糖尿病に罹患していました。
アメリカのアリゾナ州にピマインディアンという肥満民族が住んでいます。この民族で
は、成人の半数以上が糖尿病を有し、糖尿病患者の 95％が肥満であることが知られてい
同志社大学教授、大寿会病院理事、京都大学名誉教授（循環器内科学）
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ます。ピマインディアンは、約 4 万年前に中央アジアからメキシコへ移動し、一部がア
リゾナ州に住みついたとされています。19 世紀の終わりまでアリゾナでも彼らは伝統的
な生活を守って来ました。ところが、20 世紀の初めに、川の上流に移住してきたアメリ
カ人農家が水の流れを変えてしまうという事件が起きました。この時を境に 2,000 年も
続いてきた彼らの灌漑と農業は崩壊し、貧困、栄養失調、そして飢餓が蔓延しました。ピ
マの社会は食料を合衆国政府が供与してくれたラード、砂糖、小麦粉に頼らざるを得なく
なったのです。また、第二次世界大戦はアメリカインディアンの生活を大きく変えまし
た。軍役に属した者は、白人と同じ生活を始めました。他の多くのアメリカインディアン
も部落指定保留地から都会に転住して工場で働くようになりました。彼らの収入は、
1940 年から 1944 年の間に 2 倍以上に増加したと推測されています。戦争が終わ
り、軍需による経済発展が終わると、多くの原住民は元の保留地に帰って来ましたが、大
きな社会と接触したことがピマの生活習慣を大きく変えてしまいました。ピマインディア
ンの不健康な肥満が増加したのは第二次世界大戦後に生まれた人たちです。
一方、メキシコ北西部の山岳地帯に 700‒1,000 年前から孤立して昔のままの生活を
続けているピマインディアンの一族がいました。このメキシコのピマはアリゾナのピマに
比べて、男女とも BMI は低値で（男性 23.8 対 33.3、女性 26.3 対 35.5）、糖尿病の
頻度は、女性 5.6％、男性 8.5％に止まり、アリゾナのピマの女性の 34.2％、男性の
40.8％という値と対照的でした（図 1）。この結果は、生活習慣の西欧化が地球上で 2
型糖尿病の大きな原因となっていることを如実に示すものです。
アボリジニやピマインディアンのような農耕狩猟民族は何千年もの間、食にありつけた
りありつけなかったりという生活を繰り返してきました。そこでピマインディアンの肥満
に関して 1962 年にミシガン大学の遺伝学者 James Neel は “thrifty gene”（節約遺
伝子）という言葉を提唱しました。この仮説は、このようなカロリー需給が極端に変化す
る状況に適応するために、飢饉の時にも飢えることがないように、食が足りた時にエネル
ギーを脂肪としてため込むことが出来る特別の遺伝子（節約遺伝子）を獲得したというの
です。節約遺伝子としては、いくつかの候補が挙げられています。脂肪の分解を調節する
遺伝子、身体の機能を活性化させる交感神経β受容体の 3 番目のサブタイプ、β3 受容
体をコードする遺伝子、ホルモン感受性リパーゼ、リポ蛋白リパーゼなどです。
民族的にも節約遺伝子を多く持っているのは、氷河期時代に獲物を求めてユーラシア大
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図1

ピ マ で な い メ キ シ コ 人（non-Pima Mexicans）、 メ キ シ コ の ピ マ イ ン デ ア ン
（Mexian Pima）、およびアメリカのピマインデアン（US Pima）における糖尿
病の罹患率

年齢で補正、バーは 95％信頼区間。出典：Sciiulz LO ら：Diabetes Care 29, 1866-1871
(2006)

陸からベーリング海峡や日本海を越えて、アメリカ大陸、日本列島に渡ったモンゴロイド
でした。このような歴史の流れの中で飢餓に耐える体質を獲得したのは、イヌイット、ピ
マインディアだけでなく、日本人もその民族の仲間なのです。β3 受容体は脂肪代謝と
糖代謝に関係し、エネルギーを保存する白色脂肪細胞で脂肪を分解させ、褐色脂肪細胞で
脂肪を燃焼させ熱を発生させる作用を持っています。最近、BMI 平均 27.5 の日本人肥
満男性 145 人を対象にβ3 受容体の Arg64 という対立遺伝子（特定の染色体上の同一
の座を占める 2 つ以上の遺伝子の 1 つ）を持っているか持っていないかという 2 群に分
けて 4 年間追跡したところ、この遺伝子を有する群で体重と BMI が有意に増加したこと
が示されました。2003 年における世界の糖尿病有病率は 5.1％と報告されています
が、2007 年国民健康・栄養調査結果によると我が国の糖尿病有病率は 10.5％とおよ
そ 2 倍の高値を示しています。これも、節約遺伝子によって摂取した栄養を少しでも蓄
えようとする日本人に備わっている体質によるものであるのかも知れません。

２．糖尿病は太古の昔から人を苦しめてきた
糖尿病という言葉を初めて使ったのは紀元 2 世紀頃のギリシャの医師アレタエウスで
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した。彼の生涯に関しては詳しいことは何も分かっていませんが、ガレーノスと同じ時代
にヒポクラテスの教義を踏襲して医学を学んだといわれています。彼が注目されることに
なったのは、死後 1,000 年以上を経た 1554 年にイオニア式のギリシャ語で書かれた
彼の著書が発見されてからでした。この本の中で彼は「糖尿病（ディアベテス）」という
名前を初めて用いましたが、これはギリシャ語でサイフォンを意味するもので、糖尿病患
者が著しい喉の渇きと多飲を訴え、多量の排尿によって体内に水がたまることが無いこと
を意味するものでした。
日本では平安時代の摂政関白であった藤原道長が記録に残る最古の糖尿病患者として知
られています。「口乾き、力無し、但し食は例より減ぜず。目なお見えず、二、三尺相去
る人の顔見えず、いわんや前庭のことをや」と糖尿病特有の症状に苦しんだ様子が史書に
のこされています。
我々は食餌に含まれるブドウ糖を吸収して生きるための活動のエネルギーとして使いま
す。食事によって血中の糖の濃度が上がると、膵臓からインスリンというホルモンが分泌
され、肝臓における代謝や脂肪組織や筋肉への取り込みを調節して血糖値が一定の範囲内
に維持されています。インスリンは細胞にあるインスリン受容体と結合してブドウ糖やア
ミノ酸を細胞内に取り込む命令を出します。また、タンパク質、グリコーゲン、脂肪の合
成の促進と分解の抑制など異化を抑制して種々の臓器で物質の新生を促進する生理作用を
持っています。インスリンは血糖値を常に一定に保つホルモンで、その分泌は血糖値の変
化に依存しています。細胞がインスリンのブドウ糖を取り込めという命令を受けると、細
胞内小胞膜の中に局在している糖輸送担体（GLUT4）という運び屋蛋白が細胞膜に移動
し、その表面に発現してカリウムと共にブドウ糖の取り込みを始めます。糖尿病とは、こ
のインスリンの作用が十分に行われないため、高血糖状態が持続して起こる代謝性疾患で
す。代謝異常が軽度であれば殆ど症状は無いのですが、重症になると、喉の渇き、多飲、
多尿、体重減少、場合によっては昏睡など道長と同じ症状が出現します。糖尿病は最終的
には細小血管が特異的に障害されて、動脈硬化の促進、網膜症、腎症、神経障害などの合
併症を来す恐ろしい病気です。

３．世界の悩み、増え続ける糖尿病
生活習慣の西欧化と共に世界中で糖尿病患者は増え続けています。世界糖尿病連合

90

環境と健康 25（2012）

（IDF）が 2009 年 10 月に発表したデータによると、2010 年の時点で全世界の糖尿
病患者は 2 億 8,460 万人（世界人口の 6.6％）になると推定されていますが、2030
年には患者数は 4 億 3,840 万人に達し、世界人口の 7.7％が糖尿病患者になると予測
されています。現在最も糖尿病有病数の多い国はインドで 5,080 万人の患者がいます。
以下、中国の 4,320 万人、米国の 2,680 万人、ロシアの 960 万人、ドイツの 750
万人、パキスタンの 710 万人、インドネシアの 700 万人、メキシコの 680 万人と続
きます。
社会経済的発展が目覚しい途上国では、急速に生活に豊かさがもたらされると同時に過
剰のエネルギーの摂取による健康障害が大きな問題になっています。インドの工場就労者
とその配偶者約 2,000 人を対象にして社会経済的な状態と非伝染性疾患との関係を調べ
た研究では、社会経済的状態が向上するに従って糖尿病の頻度が男性では 1.8％から
8.0％に有意に増加したことが示されました。女性でも 3.9％から 5.1％へと増加が見ら
れています。中国で 3 万人を対象にして社会経済的要因と脳卒中との関係を検討した研
究でも、家族の平均年収が低水準から高水準になるに従って糖尿病患者の割合が 0.5％
から 4.1％に約 8 倍増加したことが示されました。
2010 年から 2030 年までに最も患者数が増加すると予測される地域は、中東・北ア
フリカが 2.3 倍に、アフリカが 2.0 倍に、比較的少ない地域でもヨーロッパで 1.2 倍
に、北米で 1.4 倍の増加が予測されています。IDF はこれらのデータを基に、地球規模
で糖尿病の患者向けの教育プログラム「糖尿病教育のための国際基準（International
Standards for Diabetes Education）」を策定して患者自身が責任を持って自己管理
を行うことを奨励するとともに、医療関係者向けに医療スタッフを増やし糖尿病に関する
教育を普及させるためのプログラム ｢糖尿病療養指導者教育のための国際カリキュラム
（International Curriculum for Diabetes Health Professional Education）｣ を開発
して糖尿病に関する総合教育と患者の管理に関する科学的な根拠を提供しています。毎年
11 月 14 日に開催される ｢世界糖尿病デー｣ の 2009 年から 2013 年までの世界共通
のテーマは ｢糖尿病の教育と予防｣ となっています。

４．豊かさと糖尿病、我が国における戦後の歴史
現在、我が国における糖尿病の罹患者数は増加の一途を続けています。特に、20 世紀
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後半に劇的な増加が見られましたが、その増加は、自動車保有台数とエネルギー摂取量に
占める脂肪の割合の増加と比例するものであったという興味ある解析が示されています
（図 2）。
最近、我が国で 1991 年から 2000 年までの 10 年間に 18,385 人の糖尿病患者を
対象にして、日本人糖尿病患者の平均寿命と一般日本人の平均寿命を比較した調査結果が
報告されました。男性では日本人の平均が 77.6 歳であるのに対して糖尿病患者の平均
寿命は 68 歳、女性では日本人の平均が 84.6 歳であるのに対して糖尿病患者では 71.6
歳と、それぞれ 9.6 年と 13 年程短いことが示されました。死因は悪性腫瘍が 34.1％
で最も多く、血管病（糖尿病性腎症、虚血性心疾患、脳血管障害）が 26.8％、感染症が
14.3％と続いています。このデータを見ても日本人の健康を守るためには糖尿病対策が
如何に重要であるかが分かります。
厚生労働省は 1997 年から 5 年毎に「糖尿病実態調査」を行っています。
「糖尿病が
強く疑われる人」
（後で述べる糖尿病診断 HbA1C が 6.1％以上か、現在治療を受けてい
る人）や、
「糖尿病の可能性を否定できない人」
（HbA1C が 5.6％以上 6.1％未満で現在

図2

20 世紀後半におけるわが国における生活習慣の変化と糖尿病の増加

糖尿病患者数の増加は、自動車保有台数とエネルギー摂取量に占める脂肪の割合の増加と比例する。
出典：柏木厚典（2007）、参考文献参照。
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治療を受けていない人）の推計値、糖尿病に関する情報の入手方法、合併症の頻度などを
調べるものです。2007 年には 3 回目の調査が行われました。国民生活基礎調査から無
作為に抽出した全国の約 1 万 8,000 人を対象にして、約 4,000 人の血液検査結果など
から全国民の健康が推計されました。1997 年、2002 年、および 2007 年の調査で、
「糖尿病が強く疑われる人」は 690 万人、740 万人、890 万人、糖尿病の可能性を否
定できない人」は 1,370 万人、1,620 万人、2,210 万人と増加を続け、現在では日本
人の 4.7 人に 1 人が糖尿病患者である可能性があります（図 3）
。糖尿病が強く疑われる
人の中で、40 歳以上の男性 では 56.9％、女性では 54.1％が治療を受けているのです
が、まだ約 4 割の人が未治療の状態にあります。一方、この調査によると糖尿病検査で
異常を指摘された場合には 9 割の人が生活習慣の改善に努めているということです。
また、図 4 に示すように、これらの人たちがどれだけ糖尿病についての知識を持って
いるかという調査では、多くの人が「正しい食生活と運動が予防に効果がある」（男性
92.9％、女性 93.4％）ことや「糖尿病は失明の原因になる」（男性 77.8％、女性
82.7％）ことを知っていましたが、「糖尿病が腎臓障害の原因となる」、「糖尿病の人に
は、血圧の高い人が多い」あるいは「軽い糖尿病の人でも、心臓病、脳卒中になりやす
い」ことなどは十分に理解されていないことが分かりました。このような問題を解決する

図3

1997 年から 10 年間における糖尿病人口の変移
出典：2007 年国民健康・栄養調査
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図4

糖尿病に関する知識の現状

出典：2007 年国民健康・栄養調査

ために、現在わが国では、日本医師会、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会が一体となって
｢日本糖尿病対策推進会議｣ を設立し、国民を対象とした啓発活動を含む多くの糖尿病対
策を展開しています。

５．糖尿病の種類はこんなに多い
糖尿病の成因には多くのものがあります。1 型、2 型、その他の特定の機序、疾患に
よるもの、そして妊娠糖尿病に大別されています（表 1）。我々の身体の中で、食事に
よって血中に取り込まれた糖はインスリンというホルモンによって調節されていることを
前項で述べましたが、1 型糖尿病はインスリンを産生する膵臓ランゲルハンス島のβ細
胞が破壊されインスリンの絶対量が不足することによって発症します。多くの症例で発病
初期に膵島抗原に対する自己抗体が検出され、β細胞の破壊は自己免疫機序によると考え
られています。すなわち、それぞれの体に備わっている防御機構である免疫系がランゲル
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表1

糖尿病の分類

出典：日本糖尿病学会（編）：日本糖尿病学会ガイドライン 2010、文光堂（2010）

ハンス島を体外から侵入してきた病原体と誤認して攻撃を加えその機能を廃絶させてしま
い、インスリンを外から補充しないと生きていくことが出来ないインスリン依存性の糖尿
病を発症させるのです。典型的には若年者に急激に発症するとされていますが、高齢者に
も起こり得ます。2010 年の日本糖尿病学会の分類ではこのタイプの 1 型糖尿病を ｢自
己免疫性｣ と呼んでいます。一方、膵島構成成分に対する自己抗体が検出出来ないタイプ
は ｢特発性｣ と呼ばれます。1 型糖尿病の多くは 2 型糖尿病に比べて急性に発症します
が、口渇、多飲、多尿などが発症してもすぐに診断がつくことは稀で、その間に生命が脅
かされる状態に陥ることもあります（表 2）。
糖尿病の大部分を占めるのは 2 型糖尿病で、我が国では 95％以上がこのタイプの糖
尿病です。生命を維持するためにインスリン注射が必要となることは稀で、インスリンの
絶対量の低下と共にインスリンに対する感受性の低下が発病に関係すると考えられていま
す。多くは中年以後に徐々に発病し慢性進行性の経過をたどるのが特徴です。また、長い
経過を取るうちに血糖の管理が不十分であると、心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化 / 末
梢動脈疾患を来す大血管障害だけでなく、小さい血管（微小血管）もダメージを受けて特
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表2

1 型糖尿病と 2 型糖尿病の違い

出典：日本女子医大糖尿病センター（編）糖尿病診療の実際－症例から学ぶ治療最前線、メジカル
ビュー社（2006）

徴的な神経障害、網膜症、腎症を発症します。インスリン感受性の低下と共に血中インス
リンレベルが高値となり、糖尿病のみならず、肥満、高脂血症、高血圧などさまざまな生
活習慣病の背景となります。運動不足はインスリン感受性を低下させ、逆に有酸素運動は
インスリン感受性を増加させます。
糖尿病の発症には遺伝的な要素が関与する可能性も示唆されており、その証拠として一
卵性双生児の一致率が高いこと、著しく高い有病率を示す人種（北欧系の白人）があるこ
と、ヒトの組織適合抗原であるヒト白血球抗原（human leucocyte antigen; HLA）の
特定の型に高い集積が見られることなどが挙げられています。シンガポールは多民族国家
で、住民は、中国人、マレー人、インド人によって構成されています。シンガポールで
1984 年から 1995 年にわたって 5,000 例以上の住民を対象にした疫学研究が行なわ
れ ま し た が、 糖 尿 病 の 発 症 率 は、 中 国 人 で 6.0 ％、 マ レ ー 人 で 9.0 ％、 イ ン ド 人 で
12.8％でした。3 つの民族で糖尿病を有する者と有しない者の生命予後が KaplanMeier 法によって検討された結果、生存率はインド人で最も低く、マレー人、中国人と
続くことが示されました。また、この差は糖尿病を有する者では更に大きくなりました
（図 5）。インド人と白人に同じブドウ糖負荷試験を行なうと、検査中全ての時点で血漿
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中のブドウ糖とインスリン濃度はインド人で高値を示します。従って、インド人は白人に
比してよりインスリン抵抗性で、このことが彼らの代謝障害の原因で、糖尿病や冠動脈疾
患による死亡率が高い要因と考えられています。
若年者で常染色体優性遺伝形式を取る若年者の成人発症型糖尿病はインスリンを必要と

図5

シンガポールにおける 3 つの人種の生存率

a：中国人、b：マレー人、c：インド人、上の曲線が糖尿病を有しない群、下の曲線が糖尿病患者。
シンガポールでは中国人、マレー人、インド人の 3 人種が共存している。この 3 つの人種における
糖尿病を有する群と有しない群における生存曲線。糖尿病を有する群の生命予後はインド人で最も悪
く、中国人が最も良い。出典：Yeo, K. K. et al.:Diabetologia 49, 2866-2873 (2006)
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しない比較的軽症の糖尿病で、現在その多くの遺伝子が発見されていいます。このタイプ
の糖尿病は、2 型糖尿病の中に含めないで、別項目として分類されています。
また、女性においては特に、妊娠を契機に糖代謝異常が顕在化されることがあります。
発症の機序は 1 型、2 型糖尿病と同じと考えられていますが、妊娠中に母児に色々な影
響がもたらされることがありますので、その管理には十分な配慮が必要です。

６．糖尿病の謎を解く。研究の足取り
糖尿病の病態が認識されるきっかけとなったのは 1674 年にイギリスの医師、トーマ
ス・ウィリスが当時ヨーロッパで奇病とされていた多尿症の研究をしていた時、尿に含ま
れる成分を知ろうとして、患者の尿を舐めてみたところ、その尿が甘いことに気付いた事
であったと言われています。
1869 年にベルリンにポール・ランゲルハンスという名の医学生がいました。22 歳
の彼はこの時、細胞を顕微鏡で調べるための手段として金コロイドを用いて細胞を染色す
る方法を研究していました。この方法を用いてウサギの膵臓の構造を調べているうちに膵
臓の実質内にユニークな多角形の細胞を見つけました。彼は後にこの発見を基にして膵臓
の顕微鏡的構造をテーマとした学位論文を書いたのですが、彼はその当時まだこの細胞が
どの様な機能を持っているのか全く知りませんでした。1889 年にはストラスブール大
学のオスカル・ミンコフスキーとヨーゼフ・フォン・メーリングは膵臓の機能を解明する
研究を始め、まずイヌの膵臓を摘出してその犬がどうなるか観察を続けました。その犬は
良くしつけてあった犬だったのですが、術後に床に尿を垂れ流し始めました。またこの尿
にハエが多く群がって来ることに気付き、彼らはこれは糖尿病の症状ではないかと疑い、
尿の検査をして実際に糖が多く含まれていることを発見しました。ランゲルハンスの膵臓
の構造に関する研究が発表されてから四半世紀が経った 1893 年になって、フランスの
組織学者グスタフ・エドワ―ル・ラゲスがこの多角形細胞は炭水化物の代謝を調節するホ
ルモンを分泌する内分泌細胞であって、消化酵素を分泌する外分泌細胞とは区別しなけれ
ばならにことを明らかにして、この内分泌細胞をランゲルハンス島と名付けました。新し
い世紀を迎えた 1901 年にジョーンズ・ホプキンス大学の第 1 回の卒業生、ユージン・
オピーは彼の患者であった 24 歳の女性の病理解剖で、膵臓の腺組織は正常であるのに
ランゲルハンス島の組織にはヒアリンで囲まれた変性像が見られ、膵臓を摘出したイヌで
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見られた病態はヒトにも当てはまることを示しました。この大学の初代内科学教授であっ
たウィリアム・オスラーが 1902 年に出版した有名な内科の教科書には ｢膵臓と糖尿
病」という項目があり、｢膵臓は肝臓と同じように二重の分泌作用を持ち、ランゲルハン
ス島が抗糖尿病作用の主要な役割を演ずる｣ という記載があります。動物で膵臓を摘出し
たり移植したりする実験によってランゲルハンス島の組織が血中に移行して炭水化物の代
謝や貯蔵を調節して血中にブドウ糖が必要以上に蓄積することが無いようにする情報伝達
物質を分泌することは段々と明らかになって来ました。その様な時期にエジンバラ大学の
生 理 学 の 教 授 エ ド ワ ー ド・ シ ャ フ ァ ー は 1916 年 に 出 版 し た「 内 分 泌 臓 器（The
Endocrine Organ）」という教科書の中でこの架空の物質にインスリンという名前を付
けました。この中でシャファーは ｢膵臓の中で活性のある物質が産生されるのか、前駆物
質（プロインスリン）が産生されて別のところで活性がある物質に変換されるかはまだ分
かっていない｣ と述べています。
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トピックス

現代における体質論と未来の医療
井村裕夫＊
要

旨：人は一人ひとり体型、気質、病気へのかかりやすさなどに違いがあ

る。この違いは、漠然と体質と言う言葉で呼ばれてきた。代表的な例は、花
粉症や皮膚の炎症を起こしやすいアレルギー体質である。そしてこの体質
は、遺伝素因と環境因子によって形成されると考えられてきた。21 世紀に
入ってヒトの設計図ともいうべきゲノム（遺伝子のすべて）が解読され、体
質が遺伝子の言葉で解明されようとしているが、まだ部分的にしか明らかに
なっていない。また環境因子がどのように遺伝子に働くかについても、多く
の知見が積み上げられてきた。将来の課題は、ゲノム情報を基盤として病気
を発症前に診断し、発症前に治療する先制医療で、体質研究は新しい時代を
迎えようとしている。

１．はじめに
公益財団法人体質研究会は、故辻 寛治先生の寄付金によって 1941 年に設立され
た。辻先生は京都大学医学部内科学第一講座の第 3 代の教授で、1917 年教授就任後ド
イツに留学された。しかし間もなく第一世界大戦が勃発し、日本は連合国側で参戦したの
で、先生は難を逃れてイギリスに移られた。そこでホルモンの概念を提唱したアーネス
ト・スターリング、副腎の昇圧物質を発見したエドワード・シェファーの存在を知り、入
門して内分泌学を学ばれた。帰国後内分泌学、特に甲状腺学を中心に研究を進められ、多
数の論文を発表されるとともに後進を育成された。先生は 1925 年に内分泌学雑誌を創
刊され、1927 年には日本内分泌学会を創設されたので、日本の内分泌学の生みの親と
言える。先生が特に力を入れられた甲状腺の研究は、その弟子である故三宅 儀先生（京
都大学医学部内科学第二講座第 4 代教授）、さらにその弟子である鳥塚 莞爾先生（京都
大学放射線医学講座第 3 代教授、現財団理事長）へと受け継がれた
辻先生が興味をもたれたいま一つの研究分野は、気管支喘息で、いくつかの論文を発表
するとともに、ドイツ語の単行本も出版されている。気管支喘息は現在でいうアレルギー
体質の人に発症するので、体質医学に興味をもたれるようになったのではないかと推察さ
（財）先端医療振興財団理事長、京都大学元総長、名誉教授（内科学、内分泌代謝学）

＊
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れる。もちろん甲状腺疾患も家族的に発症するものが少なくなく、その面でも体質に関心
をもたれたのかも知れない。体質医学は長い歴史を持っているが、21 世紀に入ってゲノ
ム研究の進歩によって新しい展開を見せている。ここでは古い体質論を簡単に紹介したあ
と、現在の体質論とそれに基づく未来の医療について述べる。

２．体質論の歴史
体質とは人の形質の総和で、個々の臓器や機能をいうのではなく、全体論的なものであ
る。その概念は、ギリシャの医聖ヒポクラテスにさかのぼる。ヒポクラテス学派は、身体
は血液・粘液・黄胆汁・黒胆汁よりなり、それらが調和を保っているときは正常体質を形
成していて健康であるが、その均衡が破れて不調和になると、異常体質になって病気にな
ると考えた。そして体質は主として生来の内的なものであるが、生活、栄養、気候などの
外的因子も影響することを認めている。その後ガレノスをはじめ多くの人が、体質をめ
ぐってさまざまな学説を展開してきたが、それらはすべて思弁的なものであった。近世に
なると解剖学、病理学が発展し、それに基づいた体質論も展開されるようになった。例え
ば体型によって、無力型、肥満型、力士型と分類するクレッチマーの分類や、病気へのか
かりやすさから肺労体質、糖尿病体質などの名称、リンパ組織が大きくてストレスへの抵
抗性が弱いとする胸腺リンパ体質や皮膚に紅斑を生じやすい滲出性体質などの提唱であ
る。このように体質は人を総合的に捉えるものであったので、分析的な手法で発展してき
た近代医学とは相容れず、多くの体質の名称は現在では用いられなくなっている。
20 世紀に入ると遺伝学が勃興し、一つの遺伝子の異常によっておこる疾患、単因子遺
伝性疾患の遺伝子レベルでの解析が進んだ。しかし体質に相当する多因子疾患は、複数の
遺伝子と環境因子の相互関係によっておこると考えられるため、その解析はきわめて困難
であった。例えば一般的な 2 型糖尿病は家族内発生が認められ、遺伝素因が関係すると
考えられたが、遺伝形式の解析は困難で “ 遺伝学者にとっての悪夢 ” と言われるほどで
あった。

３．現代の体質論
21 世紀にはいるとヒトゲノムの解析が進み、2003 年には標準的なゲノム配列が決
定された。そしてポストゲノム研究の一つの方向として、身長、体重、皮膚色などの表現
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型や、種々の疾患への感受性（罹りやすさ）とゲノムの関連が注目されるようになった。
別の言葉でいえば、かつて思弁的に捉えられてきた体質を、ゲノムの言葉で明らかにしよ
うとする試みである。ヒトのゲノムは約 30 億塩基対よりなっているが、そこには多く
の個人による違い、多型が存在する。ゲノムの多型には表 1 に示すように、いくつもの
種類があるが、一番注目されてきたのは一つの塩基が他の塩基に置き換わっている一塩基
多型（SNP）である。SNP は人のゲノムには数百万存在するが、解析技術の進歩によっ
て比較的容易に疾患との関連を研究できるようになった。そしてこの全ゲノム関連解析
（GWAS）によって、糖尿病、肥満、心筋梗塞などのいわゆるコモン・ディジーズに関連
する遺伝子が、数多く発見された。しかしこれらの遺伝子多型を持っている場合に病気に
なるリスクはそれほど大きくなく、まだ遺伝素因を完全に把握できていない状態で、今後
の進歩に期待がかかっている。
表1
一 塩 基 多 型：

ゲノムの多型

一つの塩基の他の塩基への置換

コ ピ ー 数 多 型； 50 塩基以上のセグメントの重複
欠 失 ・ 挿 入： 様々な数の塩基の欠失または挿入
逆
位： ゲノムのセグメントが 3’ 側と 5’ 側が逆転
転
位： ゲノムのセグメントの他の部位への転位
多くの疾患は、遺伝素因のみでなく環境因子が働いて発症する。環境因子のうちには胎
生期に影響するものと、生後に影響するものがある。最近コホート研究や後ろ向き研究に
よって、胎生期の栄養状態が不良であると生下時体重は少ないが、後に肥満、糖尿病、心
筋梗塞などを起こす率が高いことが報告され注目されている。それは胎生期の環境が不良
であると、生後も同じ環境で生きていくようにプログラムされるのではないかと言う仮説
である。もし生後急に豊かな栄養状態になると、ミスマッチによって肥満、糖尿病を起こ
すのではないかと考えられている。わが国をはじめ、アジア諸国、さらに近代化が進むす
べての地域で極めて急速に糖尿病が増加していることは、この仮説で説明できる。そのメ
カニズムとしては遺伝子そのものの変化ではなく、遺伝子の発現を変化させるエピジェネ
テイックな変化が想定されている（図 1）。
生後の環境も疾患の発症に関係する。上記の 2 型糖尿病のほかに、例を挙げるとアレ
ルギー疾患がある。現在わが国では花粉症や食物アレルギーが増加しており、欧米では気
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図１

発達プログラミングとミスマッチ

管支喘息の増加が注目されている。その理由はまだ完全には解明されていないが、かつて
人類は非常に多くの細菌や寄生虫の感染に対し免疫系を進化させて対応してきた。公衆衛
生の改善によって感染症が減少し、獲得免疫の Th1、Th2 系のバランスが崩れてアレル
ギーが増加したとするのが衛生仮説である。いま一つの仮説は、腸内細菌の変化や寄生虫
の減少によって、それらによって一定に保たれていた制御 T 細胞が変化してアレルギー
が増加したと言う旧友仮説である。いずれにせよ短い期間に環境が激変し、感染症が減少
したり、共生微生物が変化したことがアレルギーの増加に関係していることは確実であろ
う。
このように現代の体質論は、遺伝素因と環境因子に基づいて、自然科学の言葉で語るこ
とができるようになっている。そして将来は医学の進歩によってより明確に体質を理解す
ることが可能になるであろう。

４．未来の医療－先制医療－
既に述べたように人の病気、特に高齢者に多い疾患は遺伝素因と環境因子の関わりあい
によって起こってくる。それらはいったん進行すると根治が難しい場合が多いので、早期
診断、早期治療による進行の防止、すなわち二次予防が重視されてきた。さらに一歩進ん
で、環境因子の解析から疾患のリスク因子を割り出し、それを避けることによって発症を
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防ぐ一次予防の重要性が注目されるようになった。生活習慣病と言う概念が提唱されたの
はそのためである。しかし従来の予防医学には “ 個の医療 ” の視点がないために、長期に
わたって生活習慣を改善し病気を予防しようとするモチベーションを持たせることは極め
て困難であった。
既に述べたように最近のゲノム研究の進歩によって、まだ不完全ではあるが疾患関連遺
伝子が少しずつ明らかになってきた。今後ある人がどのような病気に罹りやすいかを、あ
る程度予測できるようになり、疾患の予防に “ 個の医学 ” を導入できるようになると期待
される。高齢者に多い疾患には長い発症前期があり、その多くは無症候で現在の検査法で
は予測が困難である。しかしアルツハイマー病における脳内アミロイド沈着のように、発
症の 10 年以上前から診断することも可能になってきている。今後疾患の進行の程度を
示すバイオマーカー（体液中の物質の測定やイメージング）の研究が進めば、かなり高い
確度で疾患の発症を予測できるようになると期待される。そしてこの時期に介入すれば、
疾患の発症を防止したり、大幅に遅らせることが可能になるであろう。これが、先制医療
である。
図 2 は、この先制医療のコンセプトを図示したものである。ほとんどの疾患は遺伝素
因と環境因子の相互作用によって起こり、多くの疾患で徐々に進行する。従って、通常長
い発症前期がある。適切なバイオマーカーを開発し、この発症前期に診断して介入するこ
とにより、発症を防止できると期待される。

図2
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先制医療のコンセプト

5．むすび
体質とは、個人の特性を捉える概念として導入されたもので、医学そのものと同じ長い
歴史を持っている。しかしそれは漠然とした概念であって、現代科学の言葉で語ることは
不可能であった。21 世紀に入ってゲノム研究が進み、体質の基盤を成す遺伝素因をゲノ
ムの言葉で表すことが少しずつ可能となっている。さらに遺伝素因と環境因子の関係につ
いても、研究が進展しつつある。そうした状況を受けて、先制医療と言う新しい医療の在
り方が提起されている。辻先生の遺志と多くの先達によって始まった体質研究は、21 世
紀に入って新しい装いのもとに目覚ましい発展を遂げようとしている。
（本稿は、2011 年 11 月 20 日（日）公益財団法人体質研究会創立 70 周年創立記念
式典での特別講演に基づくものである）

Random Scope
マイクロ RNA（MiRNA）を利用した健康食品の可能性
MiRNA は細胞内に存在する長さ 20-25 塩基の一本鎖で、タンパク質の翻訳を調節的に阻害
する制御分子である。これは、本来は遺伝子の該当部分から転写され、加工されて生成するもの
であるが、最近になって、食物由来の MiRNA がヒトの血液中に存在し、それが細胞の機能を
変えている事を南京大学の Zhang らが発表した。例えば、米に由来するある特定の MiRNA は、
血中の悪玉コレステロール LDL の除去に関わる受容体の発現を肝臓で阻害し、その働きを妨げ
ている事が示された。これは体の健康に悪い例であるが、原理的には、身体に良い作用をする
MiRNA が存在する可能性もある。
（Sam）
Zhang, L. et al.: Cell Res. 22, 273-274 (2012)
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ながはま 0 次予防コホート事業

－地域に根ざした未来型健康づくりの試み－
松田文彦＊
要

旨：国民の高齢化、生活習慣の変化により有病率が急速に増加している

生活習慣病は、発病期間の長さ、QOL の低下、さらに医療費の圧迫から、
医学的、行政的に大きな関心事である。生活習慣病は、複数の疾患感受性遺
伝子からなる遺伝要因を環境要因が刺激することで発症するが、遺伝的リス
クがあっても予めリスク診断ができれば、予防的介入が可能となり、発症や
進行の抑制、QOL の向上が期待される。このような新たな予防医学のアプ
ローチとして、遺伝的背景が比較的均一な集団から継続的に得られる質の高
い臨床情報を考慮したゲノム疫学コホート研究が有効である。京都大学医学
研究科は、滋賀県長浜市と市民の協力を得て「ながはま 0 次予防コホート
事業」を開始した。ながはまコホートの全体像を概説するとともに、ベース
ライン調査の解析結果を紹介する。

１．はじめに
20 世紀の医療は病気を治すことを最優先課題としてめざましく進展し、手術などの医
療技術の発達や新薬の研究開発によって過去に不治であった多くの病気が完治するように
なりました。また病気の予防という側面から見ると、地道な疫学研究によって、がん、脳
卒中、心臓病をはじめ、多くの病気のリスク因子が明らかになったことで、予防法の根拠
が明確になり、また診断基準の策定が可能となるなど、衛生環境の改善とともに国民の健
康レベルの向上と長寿化に大きく貢献してきました。ところがその一方で、長寿化によっ
て認知症や脳血管障害などの病気が増え、家族を含めた社会の負担増、寝たきり老人の増
加による医療費の激増などのきわめて深刻な社会問題を引き起こし、人々の健康長寿を妨
げる大きな原因となっています。高齢者の病気の多くは、糖尿病や高血圧などの生活習慣
病に代表される複合遺伝性疾患、すなわち遺伝因子と環境・生活習慣の両方が合わさって
発症する病気です。有病率が高く、また有病期間が長いことに加えて根治法がないため、
病気の早期発見と予防が危機的な少子高齢化時代である現代において健康で活力ある長寿
京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター長・教授（ゲノム医学）

＊
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社会を構築する唯一の手立てとなることは論を待ちません。
しかし、従来の疫学研究は、体格や血圧、血液マーカーなど比較的マクロな因子に研究
対象を限った研究で、遺伝因子や分子レベルのミクロなバイオマーカーを加味した研究は
技術的制約から困難でした。加えて病気に対するリスクやその寄与度、薬剤の有効性や副
作用などは人種や生活環境によって大きく異なります。例えば同じ遺伝的背景を持つ日本
人とハワイの日系人の比較では、ハワイの日系人のほうが糖尿病の罹患率がずっと高く、
食生活を含めた生活習慣の違いが影響していると考えられています。また、白人の糖尿病
は肥満者に圧倒的に多いのに反して、日本人では肥満度と白人ほど強くは相関しないこと
もわかっています。そういったことを考えると、海外での研究成果をそのまま日本人に利
用することは難しく、日本人の病気の原因解明や予防法の確立には、日本人を対象とした
研究が必須であることが理解いただけるかと思います。
環境や生活習慣の改善、保健指導などを通した病気の予防を 1 次予防と呼びますが、
人には個性がありそれぞれに合った健康法があるはずだと誰もが思うのに反して、今まで
は集団の平均値を画一的に当てはめた方法が中心でした。しかしながら、最近のゲノム研
究や、血中のタンパク質、代謝物などを精緻に分析するオミックス研究の進歩で、様々な
病気に関わる遺伝子や分子（バイオマーカーと呼びます）が個人のレベルで明らかにな
り、大規模データ利用の情報基盤やバイオインフォマティクスを用いたデータ解析基盤の
整備も進み、ゲノム・バイオマーカー・疫学・臨床情報の融合による新しい予防医学研究
が可能となりつつあります。「0 次予防」とは、個人の体質を考慮に入れて、一人ひとり
に最適な病気の予防法を施す「個の医療」を実践しようという先進的な試みを指す造語で
す。「個の医学」の時代がおとずれれば、臨床症状が現れる前にバイオマーカーを用いた
発症前診断も一部の病気で可能となり、それに基づいて予防的介入を実施し、病気の発症
を防止あるいは遅らせる究極の医療とも言うべき発症前治療、すなわち「先制医療」の時
代も目前に迫っています（図 1）。
この「先制医療」を実現するためには、それなりのエヴィデンスを集積しなければなり
ません。上で述べたように、複合遺伝性疾患は遺伝と環境・生活習慣の相互作用によって
発症しますから、健康な時期から病気になるまで継続的にデータを収集し、それに詳細な
疾病罹患情報を統合することが不可欠です。したがって、日本人の大きな集団を長期にわ
たって観察し、各個人の環境・生活習慣情報や臨床情報に加えてゲノム・オミックス情報
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を駆使した、いわゆる「ゲノムコホート研究」の推進が極めて重要です。そこで、京都大
学医学研究科では、滋賀県長浜市と連携して、一万人の市民の参加による、最先端の研究
と先駆的な健康づくりをあわせた「ながはま 0 次予防コホート事業（通称
ホート）」を 2005 年から開始しました（図 2）。

図1
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従来の予防医学と先制医療

図 2 ながはまコホート事業のあゆみ
ߥ߇ߪ߹ࠦࡎ࠻ᬺߩࠁߺ

ながはまコ

２．ながはまコホートについて
ながはまコホートでは、30 歳から 74 歳までの長浜市民で、大きな病気に現在罹って
いないおおむね健康な人達一万人を対象とした健康診断を 5 年ごとに実施することにし
ました（図 3）。短くとも 10 年間、理想的には 20 年以上この集団を観察する必要があ
ります。予防医学の成果が直接自分に帰ってくることは少なく、いわば今の研究が孫子の
代になって初めて生きてくることも多いものです。これは研究者にとっても同じで、自分
が引退するまでに多くの華々しい成果が得られるとは期待できず、研究を次の世代に引き
継がなければなりません。それでもこういった長期の事業に興味を持つ方のために、事業
に関する説明会を何度も開催し、研究の目的や将来の展望などを語り合い、趣旨を理解し
自身の意思で協力を決めた方のみ参加いただくことにしました。個人の体の状態や、究極
の個人情報と言われるゲノムの配列を解析するので、誰かに強制されたり、参加しないこ
とで不利益を受けたりすることはあってはならないからです。参加者には、研究について
平易かつ丁寧に解説した説明書を送り、健康診断当日に同意書に署名をいただきました。
健診の調査・測定項目は一般の定期健診よりはるかに多く、また通常なかなか調べる機会
のない検査も実施しました。大きく分けて以下の三部構成です。

࿑㧟

図3

ながはまコホートの年次計画

ߥ߇ߪ߹ࠦࡎ࠻ߩᐕᰴ⸘↹
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1）	質問票による環境・生活習慣や過去に罹った病気の調査と潜在的な病気のスクリー
ニング合計 742 問
2）	身体測定と臓器の機能測定（心電図、動脈硬化度、呼吸機能など）、胸部 X 線、眼
底写真などの画像検査
3） 採血による、血液学、生化学、免疫学的検査
ゲノム解析のための DNA 抽出や将来の検査に備えた血漿、血清を確保するために採血
量は 40cc に設定されました。得られた測定・診断結果は、その意義が医学的に十分確
立している項目に関しては、結果をもとに医療機関の受診や生活習慣の改善などの健康づ
くりに役立ててもらうために、長浜市を通して返却しました。また、偶然ですが、健診現
場で重大な異常が発見されたため、すぐに病院で受診して命拾いした参加者も何人か見ら
れました。健診は 2007 年度の少人数での試験研究ののち、2008 年度から 2010 年
度に参加者を本格的に募集し、2010 年 11 月 29 日に目標の一万人の参加を達成しま
した。
研究面では、まず測定した項目を解析し、長浜市民の健康の度合いを分析し、国民の平
均と比較するところから始まり、多様な疾患と環境・生活習慣の関連を調査する解析が進
行しています。結果は近く、ベースライン調査の報告書として出版される予定です。

３．ゲノム解析
遺伝子は私たちの身体や身体をうまく動かすのに必要なものをつくるための設計図のよ
うなもので、細胞の核の中の DNA がその本体です。それをすべて集めたものをゲノムと
呼びます。すべての人は二万個以上の遺伝子からなるゲノムを父親から 1 セット、母親
から 1 セット受け継いでいます。親子が似ているのはこのためです。ゲノムはアデニン
（A）、グアニン（G）、シトシン（C）、チミン（T）という 4 種の塩基と呼ばれるもの
が、約 30 億並んでいます。この並びには、個人間で約 1,000 万箇所の違い（一塩基多
型とか SNP とかと呼ばれます）があり、その型（タイプ）の違いが病気や身長・肥満度
などの体質と関連します。本事業で解析の対象とする病気は、数個から数十個の SNP の
組み合わせが関係していると予想され、それらを同定するには参加者のゲノム全体を解析
する必要があります。そこで、ゲノム全体を網羅的に調べる「ゲノムワイド解析」という
方法を採用しました。長期間参加者の健康状態を調査したのち、病気に罹った人とそうで
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ない人の間でゲノム中のどの場所にどういう差があるのかを様々な疾患で解析するところ
がこの事業の独創性・先駆性です。したがって、病気が見つかってから患者だけのゲノム
解析をおこなうのではなく、基礎的な情報として研究の初期からゲノム情報を読み取って
データとして蓄積するという方針を立てました。この方法は非常に高価な試薬が必要なの
で（1 検体につき 10 万円近く）、一度に全参加者とはいきませんが、幸い DNA は比較
的安定でかつ一人の人のゲノムは生涯不変なので、少しずつ読み取りを進め、現在までに
約 3,700 人が終了しました。現時点では健康な参加者の健診情報のみなので、読み取っ
たデータを用いた病気の解析は不可能ですが、体質とゲノムの関連解析は進んでおり、血
中のある物質の濃度と関係するような SNP が同定されました。
少し長くなりますが、例をあげて説明します。ある代謝物の濃度は、図 4 で示すよう
にゲノムの上のある遺伝子のごくわずかな違い（この場合、A と G）によって、明確に
異なっています。つまり、A/A タイプの人たちは低い値を、G/G タイプの人たちは高い
値を、また A/G タイプの人たちは中間の値を示しています。定期健診を受けた時に標準
値として必ず示されている値の範囲を中枠で囲みました。通常これより高い／低い値は
H ／ L というマークで示されて手元に返ってきます。ところがこの図を見ると、A/A の
人にとっての 1.5 は平均から考えると異常に高い値に近く、また G/G の人にとっての

図ࠆⴊਛߩઍ⻢‛ߣࠥࡁࡓ㈩ߩ㑐ㅪ
4 ある血中の代謝物とゲノム配列の関連
約 1,500 検体を解析した。

࿑㧠
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0.4 は異常に低い値になります。したがって全体の平均をとって 0.4 から 1.5 までは正
常といっても、個人の持つ遺伝子の微妙な違いがわからなければ、その人にとって正常か
異常か評価できないことになります。逆にある人のゲノムのその箇所のタイプがわかれ
ば、「あなたは 1.5 を少し超えているが、もともと高い値を取りやすいゲノムのタイプ
（G/G）なので気にすることはないですよ」と助言ができます。大集団を地道に解析する
ことでそういった情報が豊富になると、個人に応じたより正確で質の良い検査や健康づく
りが可能となります。これがまさに最初にお話しした「個の医療」なのです。

４．ながはまルールについて
これまで述べてきたように、個人のゲノム配列の利用で医療に大きな革命がもたらされ
ることは間違いありません。しかしながら個人のゲノムを読み取ることは、その人の持つ
最も大切な個人情報を白日のもとに晒すことです。自分の生まれからどんな病気に罹りや
すいかまでがゲノムを読むとわかる時代がおとずれた時、ゲノム解析を受けた場合に起こ
り得る不利益として、その情報が外部に漏れた場合に社会的な差別や、民間の医療保険加
入、医療を受ける際などの差別を受ける可能性などが指摘されています。そのため、国は
ゲノム解析の倫理指針を定めていますが（「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指
針」。文科省、厚労省、経産省で定められたので、三省合同指針とも呼ばれる）、これは主
として臨床の場での病気の患者のゲノム解析を対象にしており、今回の事業のように健康
な人のゲノムを読み取り、ゲノム配列と名前や住所などの個人識別情報と繋げたかたち
（連結可能）で持つような場合に関しての明確な規定はありません。しかし長期間の健康
調査をおこない、時系列で得られるデータを研究に盛り込んでいくため、また研究で明ら
かになったことを参加者個人の健康づくりに役立てるためには、連結可能なゲノム情報を
持つことが不可欠です。また、今はまだない新たな分析・解析技術が開発され、それを用
いて研究を進めたいときに、参加者全員にその都度承諾を得ることも現実的ではありませ
ん。そこで長浜市と協力して、現行の倫理指針の趣旨を踏まえた上でゲノム疫学研究の実
状を考慮して、事業に携わるすべての者が遵守すべきことと事業の基本的な仕組みを明確
にした独自のルールの策定をおこないました。策定には公募市民、法律家や生命倫理学者
などの有識者、大学研究者、市行政の委員が参加し、決定されたことを「ながはまルー
ル」として条文化し、その骨格を 2008 年の長浜市議会で「ながはま 0 次予防コホート
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事業における試料等の蓄積及び管理運用に関する条例」として法的拘束力を持たせまし
た。内容について詳しく述べることは避けますが、以下の条項などが含まれています。
1）	事業を推進するに当たり、市民の人間としての尊厳及び人権は、事業における医学
的又は社会的利益より優先されなければならない。
2）	個人識別情報は必ず匿名化し、その対応を研究者が一切知ることができないように
長浜市が管理する。
3）	研究者が新たな分析・解析や情報収集をおこなう場合、参加者に個別に通知して研
究への同意を撤回する機会を設ける。
研究者、参加市民、行政が知恵を持ち寄って、研究の自由を最大限に認めつつ個人情報
保護の方針を明確にした倫理規定を独自に定めることは、過去に例のない画期的なことと
して非常に高い評価を受けています。また特筆すべきことは、参加市民の人たちが「日本
一、世界一のこころとからだの健康な町ながはま」の目標達成のために、NPO 法人「健
康づくり 0 次クラブ」を結成し、参加者の勧誘や市民自らの企画による健康づくりイベ

図5

科学技術白書（平成 23 年度）でのながはまコホート事業の紹介
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ントなどを通して大きな支援をしてくれたことです。こういった極めてユニークな取り組
みは、平成 23 年度の科学技術白書にも大きく紹介されました（図 5）。このような長期
にわたる大事業には三者の間の強い信頼関係が欠かせません。長浜市と市民の皆さんに深
く感謝しています。

５．この事業での新たな試み
今後この事業では、参加者の一人ひとりが罹った病気、治療法、予後などの詳細な医療
情報を長期間蓄積する必要があります。一人ひとりの情報を研究者が個別にカルテから拾
い出すのは至難の業です。従来の疫学研究では、質問票で実施することもありましたが、
がんに罹ったことを本人が知らないため実数より少なくなる、血糖値が少し高いだけにも
かかわらず糖尿病だと思い込んでいる人がいて糖尿病の実数より多くなるなど、情報の精
度に大きな問題がありました。そこで、本人の同意のもと病院の電子カルテから医療情報
を直接抽出し、蓄積する仕組みの検討を開始しました。複数の医療機関の持つ医療情報を
ネットワーク経由で一元管理する仕組みがなかったために、先日の東北地方の震災での被
災者が避難先の医療機関で満足な医療を受けられなかったことは記憶に新しいと思いま
す。国はこれを教訓に医療情報 IT ネットワークの構築を強力に推進する姿勢を示してい
ます。国民一人ひとりに付与した固有の ID（マイナンバーなど）に基づいて名寄せした
医療情報をネットワーク経由で集積し、ゲノム疫学に利用可能な形式に整えられれば、参
加者がたとえ引越しをして長浜市から離れても、高い捕捉率で情報が入手でき、また複数
の医療機関にかかっていても情報を集約できます。さらに、災害時やインフルエンザのよ
うな感染症の大流行時にも、被災者や感染者の医療情報を迅速かつ効率的に収集し、緊急
医療に利用することも十分に可能となります。これ以外にも、新たな分析技術を利用した
血液中の分子の網羅的な測定法の開発や、ゲノムコホート研究で得られた情報を用いた健
康産業の創出などの新たな試みが計画されつつありますが、研究の進展と健康づくりに大
いに資するようなこのような革新的な試みをどんどん積極的におこなえるのが、単なるゲ
ノム疫学研究のフィールドとしてではなく、新世代の最も進んだ予防医学・医療を実践す
る場としてのながはまコホートの最大の強みではないかと思っています。
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６．おわりに
ながはまコホートも、その構想がスタートしてからはや 6 年が過ぎました。ゲノムコ
ホート研究は、疫学という医学の一分野でおこなわれてきたコホート研究とまったく異な
り、基礎医学、臨床医学、情報科学、工学、薬学などの他分野の力を結集してはじめて成
し遂げることが出来る、極めて学際色の濃い研究であり、すべての側面で経験によってし
か得られない、極めて貴重なノウハウを得ることができました。国は、第 4 期科学技術
基本計画の中で、生活習慣や生活環境の影響の調査に加えて、臨床データ、メタボロー
ム、ゲノム配列の解析等のコホート研究を推進し、先制医療による予防法の確立を目指す
ことを明確な目標として掲げています。ながはまコホートは我が国で唯一の本格的ゲノム
コホート事業であり、今後国が主導して行われるオールジャパン体制のゲノムコホート事
業のモデル事業というべきもので、ながはまコホートでの経験とノウハウの蓄積が国の事
業にも必ずや生かされるものだと信じています。
（本稿は、2011 年 11 月 20 日（日）公益財団法人体質研究会創立 70 周年創立記念
講演会での講演に基づくものである）

Random Scope
年一回の胸部 X 線検診は肺癌死亡率を抑制しない
米ミネソタ大の Oken らのグループは定期的な胸部 X 線撮影が肺癌の早期発見、死亡率低下
につながらない可能性を報告した。全米 10 カ所の検診センターで年 1 回の胸部 X 線撮影を 4
年間行なった 77,445 例と撮影を行わなかった 77,456 例につき 13 年間追跡した結果、肺
癌による死亡は検査群で 1,213 例、非検査群では 1,230 例であり両者間に有意差を認めな
かった。
（Joi）
Oken, M. M, et al.: JAMA 306, 1865-1873 (2011)
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超高齢社会のがん医療

－がん診療における高齢者の機能評価に関する研究－
長島文夫＊
今回、厚生労働省の支援を受けて、高齢がん患者の診療に関して臨床研究を開始する機
会を頂きましたので、関連する話題について説明したいと思います。日本は、世界でも類
をみないスピードで高齢化が進むと考えられています。がんの最大の危険因子は加齢であ
り、超高齢社会を迎えている日本では、高齢者のがん治療を行う機会が急増しています。
高齢者が全悪性新生物死亡数に占める割合は上昇しているので、我が国は高齢者特有の問
題を克服して、高齢がん患者の新たな医療制度を構築する必要に迫られています。
高齢者の場合、身体機能の変化を、薬物の代謝においては薬物吸収の低下、分布用量の
変動、肝代謝能の低下、腎排泄能の低下といった医学的視点でとらえることができま
す1）。このような変化を勘案して、適切な薬物治療を選択していくことが求められます。
ところが、臨床の現場においては、これらの判断に迷うことが少なからずあって、混乱を
招いているのも事実でしょう。高齢者といった場合に、暦年齢だけで一律に治療法を変更
するべきではなく、加齢に伴う機能変化以外に社会的・精神心理的な状況も配慮した総合
的な評価に基づいて、必要な医療が提供されるべきという考え方があります。
高齢者総合的機能評価（Comprehensive Geriatric Assessment；以下 CGA）は、
生活機能の問題点を取り上げてチーム医療を行う高齢者医療の手法です。具体的には、
functional status（ 身 体 機 能 ）、comobidity（ 合 併 症 ）、medication（ 内 服 薬 ）、
cognition（ 認 知 機 能 ）、psychological（ 精 神 心 理 ）、social functioning（ 社 会 機
能）、social support（社会支援）、nutrition（栄養）を評価することで、在宅診療・介
護・リハビリなどの治療方針に役立つとされ、すでに多くの検討が行われています2）。一
方、この CGA をがん診療で応用できないかという試みも始まっています。米国では、
CGA をがん専用に調節した方法を用いて、がん患者のデータを集めており、その有用性
が研究者から報告されています3）。さらに最近になって、抗がん剤治療を受けた患者さん
に対して、この CGA スコアによる重症の副作用が予測可能ではないかという予備的な報
杏林大学准教授（腫瘍内科学）

＊
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告もなされ、検証が進められています。日本では、まだ大規模な検討は行われておらず、
今後の課題といえます。
平成 23 年度から、「厚生労働省がん臨床研究事業」として、7 名の研究者と共同で
「高齢がん患者における高齢者総合的機能評価の確立とその応用に関する研究」を以下の
ような内容で進めています。
１．がん専用の CGA（日本語版）の作成とその検討
２．CGA 測定用の電子端末システムの開発
３．多施設共同臨床研究の登録者における CGA の検討
４．血液がんにおける CGA の検討
５．がん薬物療法時の認知機能変化の検討
６．がんと認知症における予後の検討
７．診療の質の検討
８．QOL の検討
高齢がん患者において CGA を用いることで、患者さんの満足度の向上が得られると期
待されています。具体的には、①治療可能な状況の早期発見、②薬剤の整理、③適切な介
護の選択、④身体・精神・社会的状況の改善、⑤医療費の節約などです。さらに医療者側
への効果としても、①がん診療連携拠点病院において専門医療（家族への支援を含む）の
提供、②入院から外来、在宅・緩和医療へのスムーズな連携、③チーム医療の形成などが
期待されており、適切な医療を提供するための支援につながると考えています。
今回の研究テーマの中から、診療の質、がんと認知症について取上げて説明したいと思
います。我々が病院を受診するときには、何を目安にしているでしょうか。ご近所さんの
評判やかかりつけのホームドクターのアドバイス、あるいはインターネット上の意見かも
しれません。書店に、病院ランキングの本が並べられているのをみると、患者さんが病院
に関する情報を求めていて、病院や主治医を探しているといった背景があるのではないで
しょうか。
例えば、胃癌の治療を受けるにあたって、病院によって治療方針の違い（多少の違いで
はなく大きな違い）があるのでしょうか。この疑問に答えうる指標の一つに、診療の質と
いった考え方があり、注目されています。胃癌に対して、外科的切除、つまり手術といっ
た基本的な考え方があります。そして、手術後に再発が起きないように再発予防のための
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抗がん剤の使用を検討します。もし、再発が起きた場合には、さらにどのように治療すべ
きかなどを、今までに得られた臨床試験の結果から検討することになります。臨床試験と
は、科学的・倫理的によくデザインされた計画的実験であり、新規治療の開発には必要と
考えられています。この計画的実験の結果で抗がん剤などの新規治療法の妥当性を評価し
て有用性を決定していくという仕組みです。このようにして決定された、患者さんに薦め
られるべき治療方法のことを標準治療と呼びます。つまり、標準治療を受けることが、良
い治療に結びつくと考えることが可能です。ところが、実際の医療現場では標準治療が十
分に実施されているとは限りません。特に、高齢者の場合、体力が低下していたり、合併
症なども多いため、本当は標準治療を行いたいけれども、体力的に耐えられない、そのた
め負担の少ない治療（場合によっては治療効果が劣ることもあるかもしれません）を選択
するといったことはしばしば経験します。標準治療の実施率をもって診療の質ととらえる
ことができますが、高齢者では一般に標準治療の実施率が低いとされるため、今回の研究
では、この実態を把握しようと考えております。
次に、がんと認知症に関する研究ですが、加齢に伴ってがんと認知症が合併することは
想像に難くありません。医療ニーズが高まるこの両疾患の合併については、予後などの病
態はほとんどわかっていないのが現状です。そもそも、認知症の患者さんに対して、がん
の診断・治療がどの程度なされているかについても十分な情報はありません。多くの場
合、がんの積極的な治療は行われていないと考えられ、症状コントロールを主体として疼
痛や栄養の対応を行っているのではないかと思われます。一般の施設やクリニックで癌性
疼痛をコントロールするのに、モルヒネなどの薬剤を効率よく、誤解なく使用していくこ
とも重要です。今回、認知症の患者さんを調べることで、がんの予後調査を行い、データ
を集積していこうと考えています。ご協力いただいている皆様には深く御礼申し上げま
す。

文

献

１）大西明弘：高齢者における薬物動態の特徴、臨床薬理 39、2-5（2008）
２）長寿科学総合研究 CGA ガイドライン研究班（鳥羽研二監修）：高齢者総合的機能評価ガイドラ
イン、厚生科学研究所（2003）
３）Hurria, A. et al.: Developing a cancer-specific geriatric assessment, a feasibility
study, Cancer 104, 1998-2005（2005）

118

環境と健康 25（2012）

随

想

米国海軍中将の短歌と俳句

－東日本の大震災見舞いによせて
村瀬泰雄＊
本誌随想欄への投稿のきっかけは、私の 50 年来の友人で 2 年前まで米国の国防総省
首席次官補を務め、現在は Defense University 教授の海軍中将 Dr. Linton Wells, II
という軍人さんから東日本大震災に対する見舞いの短歌と俳句が送られてきたことです。
彼は雪の日にワシントンの桜祭りに参加して、丁度桜の時期である日本の東北を思い、日
本語で見舞いの短歌と俳句を送ってきました。あまりにも上手に日本語を使い、心のこ
もった歌なので、米国にも日本をよく知る、日本通の軍人さんが居ることを紹介し、あわ
せて私の欧米観を御披露します。
先ずは Linton の短歌と俳句ご紹介します。
		 「桜咲き

待っていた春

		 「春の雪

開く桜に

東北の

ひどい災害

心痛けり」 Linton Wells, II

希望わく」 Linton Wells, II

つたな

小生の拙い返句もついでに書き添えます。
		 「東北に

届けと華府の

桜かな」 村瀬（華府はワシントンの日本語名）

Linton と私との馴れ初めから
私も今や八十路に入りましたが、50 年以上前、まだペイペイの若者で東京海上という
会社の外国部で北米、カナダの担当をしておりました。その時米国の Appleton & Cox
という東京海上の古い総代理店の社長から「女性社員の弟が海軍兵学校（アナポリス）の
生徒で夏休みに日本に行くから面倒を見てやってくれないか」と言ってきました。当時の
外国部長が一番若手の米国担当である私に「面倒を見てあげなさい」と指示があったので
す。やがて海軍兵学校生徒・Linton Wells, II がやって来たので先ずは我が家に泊め、一
番風呂に入れたところ、矢張り出るときに栓を抜いてしまい、空っぽ、50 年以上前のフ
ロですからひねればお湯が出るわけでなし、また水から炊き直し、大笑いでした。
ところが彼はそれから毎日神田、神保町の古本屋に行くのです。何度か私も道案内につ
元（株）東京海上専務取締役（経済学）

＊
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いて行きましたが、滞在中に何十冊も日本の帝国海軍に関する本を買い求めました。「日
本語が出来ないのにどうやって読むの？」と聞いたところ、「これから日本語を勉強して
読む」との答えでした。その通りで日本語を勉強し今や日本語の読み、書き、会話が自由
です。その数年後私が米国に転勤し、アナポリスに彼を訪ね、兵学校を案内してもらいま
したが、授業が終わり生徒が宿舎に帰る儀式は軍人の学校らしいみごとな、りりしい式典
でした。更に記念室に案内され、そこには各国海軍の有名将軍の写真と遺品が展示されて
いましたが、日本からは東郷平八郎、山本権兵衛、山本五十六の三将軍（元帥）が展示さ
れていたのが印象的でした。
その後海軍からジョン・ホプキンス大学に派遣留学し、そこで博士号を取得、海軍に戻
り艦隊勤務が長く、尉官、佐官と昇進し、駆逐艦、巡洋艦等の艦長を務め、艦長になる度
に就任式典に招待されたのですが艦上の式典はホノルルかサンジェゴですのでなかなか行
けませんでした。その間日本の防衛研修所（昔の海軍大学か）に派遣留学、2、3 年横浜
に家族で住んでいました。ちょいちょい我が家に遊びに来たのですが、生粋の海軍軍人で
ありながら軍服嫌いでいつも私服でしたので「一度ぐらい軍服で来いよ」と頼み、一度り
りしい軍服で来てくれました。やがて国防総省に入り次官補代理から次官補へ、最後は海
軍中将、首席次官補で退役し、Defense University（防衛大学、在ワシントン）の教授
になったのが Linton の軍歴と職歴です。
3、4 年前に小生夫婦が当時ボストン在住の息子一家とワシントンを訪れた時、Linton
一家に海軍将校クラブで夕食をご馳走になりました。その際、夫妻は車で 3 時間程かか
る或るシティーの記念式典に当時のブッシュ大統領のお供で参加していたのですが、大統
領もパーティーもおっぽり出してワシントンに戻り我々との会食に間に合わせてくれまし
た。因みに彼の父親は著名な評論家であり、母親はジョンソン大統領の秘書で大統領の外
遊には必ず同行するというキャリアウーマンでした。次に私の経験から感じた欧米人と日
本人の違いを思い出すままにいくつか挙げてみることにします。
欧米人と日本人の違い
1）	かつて東京大学とスタンフォード大学の共同研究の中で、日本人とアメリカ人のお
母さん各 100 人と子供さん各 100 人にお母さんから子供さんに 5 つのことを教
えるという実験をしたそうです。4、5 歳の子供さんのことですから「Thank
you」や「Please」を言いなさいというような簡単なことです。すると日本のお
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母さんは 100 人中 98 人（98％）が膝を折り、子供の背の高さになって、子供
の頭をなぜながら、子供言葉で「○○ちゃん、お母さんの言うことをよーく聞いて
頂戴ね…」と言って教えたのです。一方アメリカ人のお母さんは奇しくも同じ 98
人が立ったまま、上から下へ命令口調で「John, listen to me」と言うようにピ
シッと教えるのだそうです。日本人のやり方は「同化基調」と言うのだそうで、相
手に同化する強い気持が基盤にあるのだそうです。どちらが良いとか悪いとかでは
なく、相手の気持をおもんばかり、相手の立場に立つことは同化基調の日本人の方
が得意のようです。自分が中心か、相手が中心かというのは “Yes, No” の使い方
でも分るように、同化基調は “ 相手をおもんばかる ” という点では “ 思いやり ” が
あり、よいのですが、これもバランスの問題で “ おもんばかり ” 過ぎて誤解を招く
ことも多々あります。例えば仕事でも米国人に “No” と言うべきところを言わずに
「よく分った、担当に伝えておこう」などと言う会社トップがいますが、これなど
アメリカ人は “OK” と取ってしまうことがあります。これはまた英国人独特のずば
りと言わない皮肉交じりのいわゆる “understatement” とも少し違うようですが、
日本の外交下手はこういう相手をおもんばかりすぎる同化基調から来ているのかも
しれません。英国人のよく言う言葉に「外交官とは正直で、忠誠心が強く、国のた
めなら平気でうそをつく真面目な人種である」というのがあります。
2）	日本には「売り手よし、買い手よし、世間よし」という 300 年前の近江商人の商
売哲学があります。売り手も喜ぶ、買い手も喜ぶ、世間（社会）にもプラスになる
ような商売でなければいけない、長続きしないというのですが、アメリカにも
「Win, Win、貴方にも私にもプラスだ、双方勝ちだよ」というのがあります。即ち、
売り手よし、買い手よし、まではあるのですが、「世間（社会）よし」は無いので
すね。これは “ 個 ” が中心で生まれ育って来た社会的背景によるのかもしれません。
もっとも「一身独立して一国独立す」という福澤諭吉の有名な言葉があり、日本人
ももっと “ 個 ” を強くする教育が必要かもしれませんが、個ばかり強くては、社会
が吹っ飛んでも困りますし、大事なのはバランスでしょうね。
3）	日本ディズニーランドの開業時、高価な美しい和服で来る婦人客があり、目玉の乗
り物の中に 3 つばかり水が跳ねて着物を汚すかもしれないものがありました。日
本人のスタッフ達が和服の婦人客をどうやってそれらの乗り物に乗せないようにす
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るかと侃侃諤諤 3 時間も議論をして、やっと出た結論はきれいな「しおり」に
「これこれの乗り物はもしも美しいお召し物が水で汚れるといけませんので、この
次にお洋服でお出でになるまでとっておいてください。ほかにも沢山面白い乗り物
がありますのでお楽しみください」と書いて入り口で和服の婦人客に渡すという案
です。皆これは名案だと決まりかけた時に、黙って日本人の議論を 3 時間も聞い
ていた米国ディズニーランドのアメリカ人のアドバイザーが突然立ち上がり、「何
をバカなことを言っているのだ」と怒鳴りつけ、「ディズニーランドは乗り物に
乗って貰うのが商売だ。それをどうやって乗らないで貰うかを 3 時間も議論する
奴があるか！

どうやって乗ってもらうかを考えろ！」とやったのだそうです。日

本人スタッフもなるほどと気がつき、前向きに議論を始めたらすぐに答えが出て、
ビニールの大きな合羽を作り、それをすっぽり着てその 3 つの乗り物に乗って貰
うことにしたのだそうです。前向きな考えと後ろ向きな考えの例ですね。
因みに私もロスアンジェルス在住時代、日本からのお客様をご案内して 50 回
以上ディズニーランドに行き象やワニ、河馬、海賊達と随分仲良くなりました。今
でも強く印象に残っているのは数多くある人形がすべて完璧な姿で動いていること
でした。人形 1 体に 10 体の替えが常に用意してあるのだそうですが、手が動か
ないとか、足がおかしいとか、無様な形をお客には絶対見せないというプロ魂で
しょうね。更に人気の乗り物には 30 分以上待つのもありますが、待合客の列の
取り方等を工夫して、待つことに飽きさせないのには感心しました。また、確か毎
日午後 6 時に園内の星条旗を降ろす時、国歌を演奏するのですが、演奏が始まる
と来園者が老いも若きも、海水浴に行くような姿の若き女性も足を止め直立不動の
姿勢で演奏が終わるまでピシッと立っているのです。国情の違いで国歌、国旗に対
する敬意の表し方が異なるのかも知れませんが、日本では見られない光景で感心を
したことを憶えています。見ていてまことに気持のよいマナーでした。ディズニー
ランドも単に遊びに行くのではなく、いろいろなことを考えながら見ていると大変
勉強になるところです。
前向きな精神は障害者への医師のアドバイスにも現れています。日本はどちらか
というと「これは無理だよ、あれは無理だよ、まあそれくらいは我慢しろよ」とい
うのが多いそうですが、米国は「それはこうすれば出来るよ、ああすれば出来る
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よ」と大体が “ 出来る、出来る ” となるので障害者は勇気とやる気が出るそうです。
4）	この度の大震災で日本人の我慢強さ、礼儀正しさ、周りの人達への思いやり等、世
界で賞賛の的になっていますが、確かに集団略奪や暴力的デモも無く、皆が夫々助
け合って凌いでいる姿を見聞きすると日本人としての誇りを感じ、同時に被災者の
気持を思うと胸の詰まる思いでもあります。私のところへ来た海外からの見舞いや、
激励のメールや電話、手紙などにも、あの大災害の中、家も流され、家族も流され
た被災者達が規律正しい行動をしていることへの称賛と驚きが述べられていました
が、皆お世辞ではなく、驚き、感動したようです。
またアメリカ人からよく言われるのは “ 日本は大丈夫だ。原子爆弾を落とされた
廣島、長崎でもあんなに立派に復興したではないか。日本は強い ” という激励の言
葉です。もちろん善意からの言葉ですが、日本人にとっては “ 落としたのはあなた
の国ではないか、激励とはいえそれをアメリカ人から言われたくないな ” という複
雑な気持ですね。
5）	先年チャーチルのお孫さん（文筆家）が来日し、同氏を囲んであるシンボジューム
が開かれ、私も出席しましたがその折次のような、強く感動した話がありました。
第 2 次大戦中毎晩ドイツの空爆を受けていたロンドンで、ある著名な英国の
ミュージシャンが窓や電気に黒い幕を張って明かりが外に漏れないようにし、自宅
で毎晩クラシックのコンサートを開いていた。それを英政府も軍も黙って見て見ぬ
振りをしていた。それを聞いた日本人が「何故そんな危険なことをするのですか、
しかも曲目はほとんど毎晩空爆をしている敵国ドイツの歌ではありませんか」と言
うと、そのミュージシャンが「文化というものは命を懸けても護るものです」と答
えたそうです。
その時日本と英国の哲学の違いみたいなものを感じたのです。それと言うのは私
にも次のような経験があります。バブルが墜ちてしまったとき、私の小学校からの
友人で指揮者の大町陽一郎君が飛び込んできて、「大変だ。日本の若手ミュージ
シャンを中心にヨーロッパでオーケストラを 3 回公演するので、最後の打合せに
現地に行ったら、寄付を約束していた日本の企業が、バブルがはじけてどんどん
断ってきた。あと 1 ヶ月で開演なのに団員の宿泊費 500 万円に穴が空いてし
まった。どうしよう」というのです。そこで学校同窓の OB が役員をしている企
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業 10 社に頼んで 1 社 50 万ずつ出して貰い何とか 500 万円を作り、事無きを
得たのです。しかし一旦約束をしておいて、バブルがはじけたと言って当たり前の
ようにキャンセルする、しかも皆ちゃんと利益を挙げている大企業で、一社の金額
が 50 万とか 100 万とかいう程度のもの、しかも担当窓口で「こんな寄付出来る
わけないでしょう」と “ けんもほろろ ” で上に取り次がないのだそうです。バブル
の時ジャン、ジャン寄付をして、「文化や社会に寄付をしないのは企業にあらず」
とまで公言してはばからなかった大企業が、バブルがはじけるとそれを理由に平気
で断る、即ち寄付は自社の PR のためだけ、即ち商売の道具であり、メセナ（文
化・芸術支援）もフィロンソロピー（慈善的寄付行為）も企業の社会的責任も、何
も分ってないわけです。バブルの時本屋に溢れていたメセナ、フィロンソロピーの
本も一斉に姿を消した現象には驚いたことを思い出します。
6）	以下は日、米の違いではなくて “ 同じだな ” という例ですが、ご存知の通り日本に
は「これこれという字を分析すれば……」という遊び言葉があります。「努力の努
の字を分析すれば……」、「櫻という字を分析すれば……（二階（2 貝）の女が気
（木）に掛かる）」というようなものです。
実は米国にも似たような言葉の分析があるそうです。「LOVE（愛）
」という字で
す。LOVE という字を分析すれば、LOVE の L はなんの L：それは Listening の
L です。自分だけ一方的にしゃべっては駄目、相手の言うことを良く聞かなければ
互いの気持は通じず、愛は生まれません。LOVE の O は Overlooking の O です。
あまり重箱の隅を突っついたような細かいことまで言わずに大勢に影響ないことは
大目に見なさい。そうでなければつい喧嘩になってしまい愛は芽生えません。
LOVE の V は Voice の V です。こちらから声をかけ挨拶しても相手が黙っていて
は “ アイツは変わった奴だな ” で終わってしまいます。例えば “ おはよう ” と挨拶
すれば、“ おはよう ” と笑顔で答えて互いの communication が通じ、愛のきっか
けが出来るのです。LOVE の E は Effort の E です。Listening も、Overlooking
も、Voice も努力しなければ出来ません。つい自分だけしゃべってしまったり、
細かいところまで小言を言ったり、挨拶されても気分がすぐれない時などつい黙っ
ていたりしてしまうのが人情かもしれませんが、それでは愛は生まれませんよとい
うのだそうです。ここで言う Love とは必ずしも男女間の LOVE だけではないよ
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うです。“ なるほど ” という気持になるので取り上げてみました。
7）	私が米国滞在中仕事を通じてアメリカ人は決してドライではなくむしろウエットだ
なと感じたことがいろいろとありました。1 例を挙げますと、あるとき仕事で万
事休すに追い込まれたとき、親しいアメリカ人（白人）の保険ブローカーに「助け
てくれ」と飛び込んだのです。私が事情と理由を説明しようとしたところ、彼は
「わかった。何も言うな、お前を助ける」と言って理由も聞かずに助けてくれたの
です。何か日本の浪花節を感じましたが、嬉しかったですね。
8）	今米国は経済的にも、政治的にも、軍事的にも苦しい状態ですが、米国は基本的に
強い国であるというのが私の認識で今も変わりません。その認識を肌に染み込ませ
たのは数十年前私が米国滞在中、海に着水した大型航空機をけが人 1 人も出さず
無事救出し、機体も無事に引き揚げて又現役に復帰させたあのアメリカ魂です。誰
も引き揚げの方法を知らない。過去に引き揚げて又飛ばせるという例は無かったの
です。それを技術者、労働者を含めた関係者が一体となって 3 日間不眠不休で頑
張り成功させたのです。成功した瞬間は私も涙が止まりませんでしたが、技術者、
責任者、労働者、関係者皆号泣でした。大きなアメリカ人が大勢肩を震わせて海上
のフローティング・クレインの上で “ おいおい ” 泣くのでした。世界初の大仕事を
成し遂げた感動と喜びでしょう。私もその場に居りましたがすさまじい風景でした。
また 3 日間、関係者は皆 no food, no sleep でしたが現場にバスが居て、その中
で大勢のおばさん達がサンドイッチとコーヒーを 24 時間作って振舞ってくれる
のです。後で分ったのですがそのおばさん達は引き揚げ作業に従事した労働者の奥
さん達だったのです。勿論ボランティアの “ 炊き出し ” です。これもいざという時
の助け合いの慣行だったのです。
こういう色々な行動の基になっているのが American Spirit でしょう。依然と
して資源があり、労働力があり、ブレインがいて、パッションがある、これは強い
国だ、今や一大国が世界をリードし、支える時代では無くなりましたが、いざとい
う時の米国と米国人の強さを忘れてはいけないということでしょう。それを裏付け
るのが数年前のニューヨーク・ハドソン川の飛行機事故です。これは深刻な事故で
したがアメリカ人皆の力で 1 人の犠牲者も出さずに全員救助した事実です。これ
も私に言わせると「アメリカ魂健全なり」の証左でしょう。
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オピニオン

連載：医師になるということ−若い人たちのために−

（Ⅳ、最終回）将来の日本の医療は？

萬野裕彦＊
必要なのは「温故知新」
これまでにも述べてきたように、いま日本の医療はさまざまな問題点を抱えています。
それは「医療崩壊」、「医療危機」といった言葉が、メディアなどで飛び交っていることか
らも、感じ取れることでしょう。しかし人間は問題に行き当たったり、危機に陥ったりす
るからこそ、それに必死に立ち向かい、知恵を絞ってあらゆる手段を考え、解決を図り、
そこから脱出しようとしてきました。その努力は新しい方法論なども生み出し、次の時代
の主流もその中から生まれてきました。人類の歴史は、そのような繰り返しの中で進んで
きたと言えるでしょう。見方を変えれば「せっかくの危機」があるわけですから、それを
次の時代のための助走に利用しないのは「もったいない」ことだとも言えます。その
「せっかくの危機」を次の時代に活かすためには、前回までで述べてきたような一つ一つ
の取り組みも、もちろん重要ではあります。しかし、とにかく問題点の一つ一つにとりあ
えずフタをして回ればいいというような発想だけでは、また別の問題点に行き当たるとい
う悪循環になりかねません。
なすべきことは、問題や危機に至った原因を見つめなおし、それを繰り返さないような
仕組みを含んだ、将来の医療の全体像をしっかり描くことではないでしょうか。私自身
は、将来の日本の医療をどうするかを考えるためには「温故知新」が必要ではないかと考
えています。つまり医療の過去、さらにいえば歴史をも振り返り、その中から現在の医療
が忘れてしまっていたり、葬ってしまっていたものにもう一度光を当ててみれば、これま
での医療の欠点を補い、しかも今後登場するであろう新しい技術とも調和しながら、次の
時代の医療の重要な骨組みとして活かせるものがあると思うのです。

医学部受験専門予備校講師（文章師）

＊
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「人間中心」の医療へ
この連載の初めの方で、医療界全体の考え方が「患者中心医療」へと移り変わってきた
という話をしました。その考え方そのものは、もちろん否定されるべきものではありませ
んが、「患者中心」という言葉は時として「患者の自己中心」と誤解される危険性もはら
んでいます。そうなると、患者が医療側に無理な要求をしたり、時には暴力をふるうと
いったいわゆる「モンスターペイシェント」の問題に結びついたり、医療訴訟の問題など
とも相まって、医師が守られなくなり、結果として患者も救われなくなるという悪循環は
止められないでしょう。こうした悪循環を形作る個々の問題に対処することも、もちろん
重要です。しかし悪循環全体を大きくとらえ、その全体を好循環に変えていくような視
点、考え方のほうが「医療の将来」を考える上では重要でしょう。
私自身は、医療は「人間中心」ということをあらためて意識の中心に据えるべきだろう
と考えています。これは私独自の考え方というわけではなく、文筆業者としてさまざまな
医療関係者の方々などにお話を伺ってきた中で、最も納得でき、今も信じている考え方で
す。医師も、それから看護師や薬剤師など医療に携わるコメディカルの人たちも、患者や
その家族も、もちろん全て人間です。その全ての人々が同じ人間として、お互い対等な対
話をしていく。医療者の側は患者さんや家族の声に真摯に耳を傾け、患者の側も同様に医
療側の声を真摯に受け止める。そういう対等な人間関係の中からいい医療を作っていく、
そういう方向性の先に、目指すべき医療の姿があるのではないでしょうか。

患者を見ていない医師
患者への情報開示などが進んだ現在では、かつては医師が中心だった医療は、絶対的な
ものではなくなりました。しかし情報開示の影響で、医療従事者が萎縮してしまっている
面もあるという話を、取材を通じて聞いたことがあります。医療訴訟の影響で、病院側は
評判が落ちるのを恐れ、ミスをした医師をどんどん辞めさせていく。しかしミスの中に
は、前章に述べた単純なミスだけでなく、新しい手術法や治療法を開発していこうとする
中で、どうしても起こるミスもある。そのようなミスを起こした医師までも辞めさせる
と、結果的に意欲的な医師ほど辞めざるを得なくなっていくというのです。
また、患者が医療訴訟を起こす時は、ほとんどが医師と患者の間の人間的な信頼関係が
ない場合だという話も耳にしました。確かに、現在の医療の問題点を表す言葉の一つとし
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て「三分間診療」という言葉もあるほどです。大病院に行って数十分、時には数時間も順
番待ちをして、いざ診察となると三分間で終わりというわけです。
しかも今の医師の多くは診察の時に患者ではなく、パソコン画面や検査機器のデータを
見ているという指摘があります。これは今、患者として医師の診察を受けた多くの人が実
感していることだと思います。こんな短歌があります。「パソコンの画面見ながら／若き
医師／心配なしと／顔向けずに言う」（長野県松本市

滝沢健次『NHK 歌壇』2003 年

7 月号）
医師自身は誠実に、正確を期そうとしてこのような態度になってしまったのかもしれま
せん。しかしこんな状況で、医師と患者の間に信頼関係が生まれるでしょうか。このよう
な所にも「医療訴訟の増加→医師の萎縮→機器、コンピューター頼りの「無難な」診察→
患者の信頼感の萎縮→医療訴訟の増加」という悪循環が見て取れないでしょうか。この悪
循環を断ち切るにも「人間中心」の考え方が必要だと、私は強く感じます。

人間の五感で診察をする
これも取材の中で知ったことですが、人間の感覚をフルに働かせれば、検査機器を持ち
出す前に、かなりいろいろな病気を診断できるはずなのです。私が取材したある先生は
「初めてぱっと患者さんと顔を合わせたときに、この人の腹痛はどういう腹痛かというの
は、もうだいたいわかります」と言っていました。約四十年、医師として診察を続けてき
て身に付いた能力ということです。
確かにそう言われてみると、患者をよく観察すれば、病気の手がかりになるものはいろ
いろあるのだろうなと、素人でも想像はできます。表情、顔色、しゃべり方など、初対面
の最初のわずかな時間でもさまざまな情報は得られるといったことを、その先生は言って
いました。「匂いだけでもわかる病気はたくさんあります」とも聞きました。例えば口臭
からアンモニア臭がしていたら、その人は肝臓に問題があるとわかるのだそうです。
私はその先生の診察を、実際に体験もしました。取材中に先生が「体験してもらったほ
うが、私たちの診察の様子をよく理解できると思いますから」と言い出され、その場で診
察してもらうことにななったのです。「何か今、具合が悪いところはないですか」と聞か
れたので「実はここ数年、ずっと耳鳴りがしているんです」と答え、それを中心に診ても
らうことになりました。その時の取材場所は病院でも診療所でもなく、その先生の自宅の
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応接室でした。当然、検査機器などは何もありません。先生も白衣ではなく私服のまま
で、使った道具は聴診器、そして眼球と口の中を見るための懐中電灯だけでした。あとは
その先生自身の目、耳、鼻、手、そして問診で、すべての診察が行われたのです。
診察を終えた先生は、私の病態をていねいに説明してくれました。その詳細は省かせて
もらいますが、非常に納得のいくものでした。そして診察中に感じたのは、診てもらいな
がらその先生との信頼関係が築かれていく感覚でした。まず問診をしてもらい、その後私
は上半身だけ裸になり、先生は私を寝そべらせたり、立たせたりしながら、素手でじかに
私の体に触れ、時にはつまんだり、押さえたり、指で叩いたり、脈を診たりといった触診
を行いながら、いろいろ問診をされました。最初の問診から全部合わせると、約四十分の
診察でした。

人の手による診察から生まれる信頼感
その間、不思議なもので、体を触ってもらいながら問診に答えていくと、何だか安心感
が生まれてきて「この先生に全て委ねよう」という気持ちが湧いてくるのです。これはや
はり、実際にそのような診察を受けてみないと実感しにくい感覚だと思います。もう一つ
私が思ったのは、子どものころに診てもらっていた小児科医の先生も、こんな診察をして
いたなという記憶でした。その先生も、たとえ風邪であっても、必ず上半身裸にさせて、
お腹のあたりを押したり、指を使ってポンポンと叩いたりしていました。成長してからは
別の内科の先生に診てもらうことになったのですが、そういう触診はやらない先生だった
ので、当初は診察のたびにいつも何だか物足りないような感じがありました。
あらためて思うのは、今の医療は人間の「感覚」を置き去りにしているなということで
す。医学の進歩はさまざまな診断機器を発達させ、確かに熟練した技術がなくても確実な
診断ができるようになりましたが、その一方で医師と患者の、五感を通じての交流という
のはどんどん失われていったのではないでしょうか。そもそも、人間の感覚は非常に優秀
なセンサーです。そこに経験と熟練が加われば、ハイテク機器に頼らずともかなり高度な
診断は可能なはずです。私の耳鳴りについて診察して下さった先生は、聴診器一本ですい
臓がんの患者さんをたくさん見つけたと言っていました。もちろん、その後に機器なども
使って精密な診断をして確認するわけですが、お腹にある特定の動脈に雑音がしていれ
ば、その疑いがあることがわかるというのです。
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「若き医師」には何が足りなかったのか
もう一度、先ほど紹介した短歌を読み返してみましょう。
「パソコンの画面見ながら／若き医師／心配なしと／顔向けずに言う」
言葉としては、診察室で起きていることをそのまま書いただけです。しかしこの言葉の
連なりの中からは、どこかさみしい感じ、頼りない感じ、漠然とした不安が立ち上ってい
るのを感じ取れないでしょうか。そうした感情はどこから来るのか。この「若き医師」の
態度には、何かが足りないのです。それは恐らく、最後の七文字に凝縮されています。こ
ちらに顔を向けてくれない。ということは、目線も合わせてくれないのでしょう。患者に
向き合うということをしないまま、パソコン画面に出たデータに基づき、診断結果だけを
告げる。人として人と向き合い、ものごとを伝えたり、聞いたりといったことが欠けてい
る。そんな不足の感じが漂ってこないでしょうか。
人間対人間のコミュニケーションにおいては、言葉の内容そのものよりも、その言葉が
どんな調子で言われたか、またどんな態度で言われたかの方が重視されるという心理学の
実験結果があります。この「若き医師」のコミュニケーションはどうでしょうか。口では
「心配ないです」と言っています。しかしそれは患者に向いてではなく、パソコンの画面
を見ながら言われている言葉です。患者はこの状況からどんなメッセージを受け取るで
しょうか。「心配ない」という言葉より、「自分は相手にされていない」という感じを、よ
り強く受けるのではないでしょうか。これでは患者が医師に信頼感を抱くことは難しいで
しょう。

地域に根ざした医療を見直す
ただ、この不安感、不足感はどうすれば解消できるかを考えていけば、その先に将来
の、より良い医療の姿が見えてくるはずです。それはやはり、医療側と患者側が、お互い
人間として誠実に向き合い、言葉だけでなく思いや感じも伝え合いながら、ともにより良
い診療、ひいては医療の姿も考え、共有しあっていく。それが「人間中心」の医療という
ことに他ならないと思うのです。そしてそのためのヒントは、この章の最初の方でも述べ
たとおり、医療の過去、そして歴史の中にいくつも秘められていると私は考えています。
それらを振り返ってみることが、今必要なことだと思うのです。以下に、そうしたヒント
になりそうなものをいくつか挙げていってみたいと思います。
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まず一つは、かつて日本中に多くいた「町医者・村医者」の存在です。彼らは特定の診
療科に専門化した治療を行う医者ではなく、特定の地域に自ら在住し、そこの住民の医療
の最初の受け皿となり、あらゆる年齢層のあらゆる病気に対して初期対応を行っていまし
た。今でもそうした医師はいますが、前にも述べた若い医師の専門科志向、都会志向、さ
らには大学医局の派遣機能の喪失で、若手が地方やへき地に行かなくなった結果、そうし
た医師たちの高齢化が進む傾向にあるようです。しかし、地域に根ざした医療には全く魅
力がないのでしょうか。確かに今の若い医師たちの志向は社会の現実に基づいた合理的な
判断でもあるのでしょう。しかしやはり、判断材料に欠けている部分があるようにも、私
には思えます。それは「病気を治すのか、人間を治すのか」という視点です。

医師と地域が互いに恩恵を受ける関係
「人間を治す」ということをより強く実感でき、やりがいを感じられるのは、むしろ地
方・へき地医療の方ではないかと、私には思えます。新聞で紹介された、地方でのある事
例を紹介しましょう。診療所の医師のところに、患者の家族から電話がかかってきまし
た。田んぼを見回った後で、具合が悪くなったというのです。医師はその患者を十年ほど
前から診てきたかかりつけ医で、患者の病歴から「脳出血ではないか」と疑いました。そ
こで患者を地域の中核病院へ運ぶよう指示するとともに、その中核病院に患者の病歴を
送ったのです。幸い症状は軽く、患者は短期の入院で済みました。
これは地方では珍しいケースではありません。医師は長期にわたってその地域の患者を
診つづけていますから、その病歴も地域の特性も全て知り尽くしています。患者とその家
族も長いつきあいの中で、医師に全幅の信頼を寄せています。そのような親密な関係があ
るために、医師も的確な判断ができ、患者も家庭ごと、生活まで含めて見守ってもらえて
いるという安心感を抱けます。何より医師にとってやりがいになると思われるのが、患者
の元気になった姿も見られるということです。特に農村部などでは、元気になった患者や
その家族がお礼がわりに新鮮な野菜など作物を届けてくれるといったことも、珍しくない
ようです。「お金は儲からないけど、食べ物には困らない」といった形で、医師も地域か
ら恩恵を受ける、そんな姿が想像できます。
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都会の開業医の不満
一方、便利な都会での開業医の場合はどうなのでしょう。これは私が知人から聞いた話
ですが、その知人のさらに知人にやはり医師がいて、東京の一等地で開業しているそうな
のです。都会の真ん中なのですぐにショッピングにも行くことができ、おまけに患者も裕
福な人が多いようで（いわゆる「セレブ」というやつでしょうか）、収入もよく、その医
師自身も高級外車のスポーツタイプを乗り回すような、裕福な生活をしているとのことで
した。それなのに、その医師はいつも不満をこぼすというのです。「患者は治療が終わっ
たらそれっきりで、元気な顔を見せにも来ない。お礼の一つも言いに来ない」。
ここからは私の想像ですが、おそらくその医師の診療所は、そこの患者たちにとってた
だの「修理工場」なのでしょう。都会で裕福な生活を送っているということは、一方で慌
ただしい都会の時間感覚の中で、裕福な生活を実現し、保つために自動車レースのような
競争社会の中で勝ち抜いていかなければならないのかもしれません。あるいは本当に「セ
レブ」と言えるぐらい、お金に心配のない人でも、治療が終わって元気になれば海外旅行
やショッピングにいそしむという、別の忙しさがあるのかもしれません。
そんな慌ただしさの中では、病気は「故障」に過ぎず、そこさえ修理してもらえればあ
とは医師に用はない、お金はちゃんと十分払ったでしょ、という感覚なのかもしれませ
ん。こう書いてきてみると、患者側にも「自分という人間を診てほしい」という感覚が乏
しく、「病気の部分だけ治してくれればいい」という感覚が生じているのかもしれないと
いう気がしてきました。人間中心の医療がおろそかになっているのは、一部の患者だけの
ことだと思いたいですが、患者側にも責任があるのかもしれません。

町医者・村医者が担っていた「プライマリ・ケア」
「町医者・村医者」のことに話を戻しますと、そうした医師たちが担っていた役割を表
す言葉・概念が一般的になってきています。「プライマリ・ケア」というのがそれです。
「日本プライマリ・ケア学会」による「プライマリ・ケアの医療における位置付け」で
は、「患者が最初に接する医療の段階。それが身近に容易に得られ、適切に診断処置さ
れ、また以後の療養の方向について正確な指導が与えられることを重視する概念で、その
ために訓練された一般医・家庭医（プライマリ・ケア医師）がその任にあたる」とされて
います。少し文章が難しく書かれていますが、要は昔からの町医者、村医者が果たしてい
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た役割のことを指していると言っていいでしょう。
先ほど診察の様子を紹介した先生の家も、昔からの「典型的な町医者」だったというこ
とでした。その先生のおじいさんの時代はまだ医学部などない時代だったので、緒方洪庵
塾のようなところに通って医学を学び、人力車に乗って往診していたそうです。お父さん
も内科の開業医になり、多い時は一日に二百人近い患者さんを診ていたといいます。朝は
四時頃に起き、七時まで勉強、それから町はずれのある一軒の家に数十年間、一時間半か
けて毎日往診に行っていたといいます。帰ってきたらまた診察をし、午前の診察が終わっ
てご飯を食べたら数秒で寝て、がばっと起きて十五軒ほど往診に行って、一日の仕事が終
わるのは夜の十二時ごろ。それだけでも超ハードスケジュールですが、二日に一回は夜中
に急患の人が来るので、その診察もしなければならなかったそうです。しかし終戦の頃は
お金のない患者さんが多くいたので、そういう人たちは無料で診察してあげていたといい
ます。地域の人々から慕われ、患者さんに子供が生まれると名前を付けてあげたりしてい
たので、二百何十人かの名付け親になっていたそうです。

「信頼関係の好循環」を築ける医師は…
おわかりの通り多忙を極める毎日です。貧しい人からはお金を取らなかったといいます
から、きっと高収入というわけにもいかなかったのでしょう。しかし患者さんの側も、先
生のお父さんの真剣に診療に取り組む態度を、ある時は直接に、ある時は同じ町の人から
話を聞くなどして感じ取り、心の底からの信頼を深めていったのではないでしょうか。そ
してまたその信頼に応えようとする姿勢が、ある一軒の家に数十年間、時間をかけて往診
に通い続けたといったエピソードからも感じ取れます。これこそ「信頼関係の好循環」と
言えるものだと思います。
いま、地域にそのような医師がどのぐらいいるでしょうか。戦後の高度成長期を経て、
日本人の生活環境や価値観は一変しました。特に、男性の労働者の大半が「農民」から
「サラリーマン」になったことで、地域の共同体の大半は実質的に分解してしまったとい
えるでしょう。このことは地域に密着して総合的な医療を担っていた医師にとっても、そ
の基盤が失われたということでもあります。しかし、現在の日本の医療の問題点の多くに
「町医者、村医者＝一般医、家庭医」の不在が、悪影響として影を落としていると考えら
れないでしょうか。医師の絶対数不足や、医局の人事権の弱まりによる地方への医師派遣
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の減少などはともあれ、産科、小児科、外科などの専門医不足、救急医療の危機などは、
その診療や出動に至る前に、一般医、家庭医による診察があれば、負担が分担され、過酷
な状況が緩和されるのではないかと私は考えます。

「かかりつけ医」の重要性
一般医も家庭医も、ともに総合的な診療を行う医師を指して言う言葉ですが、要は普段
からお世話になる「かかりつけ医」と言ったほうがわかりやすいでしょう。先ほど新聞記
事から紹介した、かかりつけ医のエピソードは、診療所が初期診療を行い、病院が専門・
高度医療を行う「病診連携」の成功例とも言えます。見逃してはならないことは、かかり
つけ医が普段からその患者を診ていて、その病歴を病院に送ったということです。もしそ
れがなければ受け入れ病院は一から診察を行わなければならず、負担が増えていたはずで
す。かかりつけ医を持たない、いわゆる「飛び込み」の患者が、病院の負担となったり、
救急搬送時の受け入れ拒否にもつながっていることは、事実としてあります。見ず知らず
の、病歴もわからない患者を診ることは、病院にとってはそれだけ診療ミスの危険性が増
えることを意味するからです。
医療訴訟の問題にしても、起訴につながりかねないようなミスを犯した医師が、病気の
時だけその病気別に特定して診る「専門医」なのか、町ぐるみ、村ぐるみでお世話になっ
ている「かかりつけ医」なのかで、患者側の対応は大きく違ってくるでしょう。先ほどの
「修理工場」のたとえで言えば「修理を依頼したのに、ますます故障がひどくなった。弁
償しろ」と言うのはたやすいでしょう。むしろ当然という感覚かもしれません。一方、地
域で長く診療を行ってきた医師を、町や村の住民はたやすく訴えられるでしょうか。恐ら
く右の専門医の場合とは全く逆の考えになるのではないでしょうか。長年慣れ親しんだ医
師がいなくなる可能性が出てくるようなことは、むしろ町や村の危機につながると考え
る、いや考えるまでもなく実感しているのではないでしょうか。つまり「町や村の安心の
ために、このお医者さんを守り、支えなければならない」という考えがまず浮かぶのでは
ないでしょうか。

「病気中心関係」から「人間中心関係」へ
上記のようなことが、私が将来の医療の姿として、昔ながらの町医者、村医者のような
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役割を担う「プライマリ・ケア医」が各地域に必要ではないかと考える理由です。現在で
もある程度、そのような役割を担っている地域の開業医はいます。しかし私が懸念するの
は、先ほど紹介した短歌にメッセージとしてこめられていた、人間としての関係の希薄さ
です。病気を中心とした関係でなく、人間存在としてお互いを認め、それを中心とした関
係があるかどうか。そこに現在の医療崩壊を打開し、将来の医療の姿を思い描くための重
要なカギがあると、私は考えます。
これには、やはり患者側が意識を改めることも必要でしょう。日常の忙しさにかまけ
て、仕事が不可能になるぐらいの重症になって初めて医師のもとに駆け込む。そしてとり
あえず治ればまた仕事第一の日々を続ける。特に不況が長く続き、雇用環境も厳しい今の
時代、そうならざるを得ないのも無理はないとも言えますが、長期的に見れば病気の初期
段階、さらに言えば日常の中で定期的に診察を受けておけば、結局は医療費も少なくて済
む可能性が高いでしょう。予防こそが最もコストの少ない手段なわけですから。
そしてそのように日常的に医師との関係を保つことで、人間的な交流が生まれ、いざと
いう時の安心にもつながるでしょう。私がこの章の最初で「温故知新」が必要と記したの
は、そういうことです。医師−患者関係は、「病気中心関係」から「人間中心関係」へと
「再生」すべきではないでしょうか。
この連載で私が目指したかったことは、医療の問題を「論じ」るというよりは、医療を
めぐる全ての人々が抱いている「感じ」を主に取り上げ、それを読者の方々にも「感じ」
ていただき、それを何かを考えていくきっかけにしてもらえればということでした。実は
今、活字をほとんど読まない若い人たちが大多数になっています。予備校で私に向かって
「先生、本って読んだほうがいいんですか」と質問してきた生徒がいました。ふざけてい
るのではありません。大真面目なのです。それでもあえて「若い人たちのために」と副題
を添えたのは、上記のことのための「方便」でもありました。ただ結果的に、この場にそ
ぐわない調子の文章になってしまったかもしれないことは、最後にお詫びしておきたいと
思います。
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サロン談義 9（連歌形式）生老病死の医療（Ⅲ）

第二主題（四句）：豊饒の晩秋と厳寒の冬を
味わいたい
中井吉英＊
一年程前、病院で年配の看護師さんから、「先生、この詩を読んでみてください」と一
枚の紙切れを渡されました。老年期を考えるのに大変示唆に富んでいます。知っている方
もおられるでしょうが、ご存知ない方のために載せておきます。

「手紙～親愛なる子供たちへ～」


（原作詞：不詳／日本語訳詞：角

年老いた私が

ある日

智織／日本語補足詞：樋口了一）

今までの私と違っていたとしても

どうかそのままの私のことを理解して欲しい
私が服の上に食べ物をこぼしても

靴ひもを結び忘れても

あなたに色んなことを教えたように見守って欲しい
あなたと話す時

同じ話を何度も何度も繰り返しても

その結末をどうかさえぎらずにうなずいて欲しい
あなたにせがまれて繰り返し読んだ絵本のあたたかな結末は
いつも同じでも私の心を平和にしてくれた
悲しい事ではないんだ

消え去ってゆくように見える私の心へと

励ましのまなざしを向けて欲しい
楽しいひと時に

私が思わず下着を濡らしてしまったり

お風呂に入るのをいやがるときには思い出して欲しい
あなたを追い回し

なんども着替えさせたり

いやがるあなたとお風呂に入った
悲しい事ではないんだ

様々な理由をつけて

懐かしい日のことを

旅立ちの前の準備をしている私に

洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）

＊
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祝福の祈りを捧げて欲しい
いずれ歯も弱り

飲み込むことさえ出来なくなるかも知れない

足も衰えて立ち上がる事すら出来なくなったなら
あなたが

か弱い足で立ち上がろうと私に助けを求めたように

よろめく私に

どうかあなたの手を握らせて欲しい

私の姿を見て悲しんだり

自分が無力だと思わないで欲しい

あなたを抱きしめる力がないのを知るのはつらい事だけど
私を理解して支えてくれる心だけを持っていて欲しい
きっとそれだけでそれだけで

私には勇気がわいてくるのです

あなたの人生の始まりに私がしっかりと付添ったように
私の人生の終わりに少しだけ付添って欲しい
あなたが生まれてくれたことで私が受けた多くの喜びと
あなたに対する変わらぬ愛を持って笑顔で答えたい
私の子供たちへ
愛する子供たちへ

母の最晩年を見つめて：心療内科医になり出会った患者さんのなかで、一番若い方は
2 歳半の男の子（円形性脱毛症）です。最も年配の方は 92 歳の女性（慢性疼痛症、関
節リウマチ）でした。まさに、生老病死に関わる幅広い世代の患者さんに出会ってきまし
た。
ところが、大学病院から現在の病院に移り、高齢者患者の受診する頻度が高くなりまし
た。私も前期高齢者になったせいでしょうか。ようやく老年期の心理や身体が分かるよう
になりました。今まで理解はしていたのですが、本当は分かっていなかったのです。それ
を教えてくれたのは、平成 22 年 3 月、91 歳で他界した母でした。
私たち夫婦、子供たちと母は同居していました。90 歳の誕生日を迎えるまで、朝から
小一時間かけて新聞を読み、文藝春秋を愛読するほど元気で暮らしていました。平成 21
年 2 月 2 日早朝に突然腹痛を訴えたのがきっかけで、入院、手術、自宅療養を繰り返し、
最後は私の勤務先の病院で、なんの苦しみもなく家族に見守られながら安らかに息を引き
取りました。
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生前の母は 85 歳を超えた頃より、「なんでこんなに長生きせんとあかんね。なんでは
よう、お迎えがきいひんのやろう。こんな年になって、生き恥をさらしとうない」という
のが口癖でした。それでいて、少し体調が優れないと、「しんどい。もう私はあかんえ」
と訴えました。母は 5 人兄妹の長女だったものですから、甘えることが苦手でした。私
への甘えを身体の症状を訴えることでしかできないのです。そんな時、必ず丁寧に診察し
ます。「お母さん、脈もええし、心臓の音もええよ。血圧も正常やし、きっと夏の疲れが
出たんやわ」、「そうか、そうかも知れへんな」といって安心し、半年は元気に過ごすので
す。母に一度、「お母さん、人間には天命があるよ。こんなに長生きしているのにも、
きっと意味があると思うよ」と話すと、「こんな年寄りに、そんな意味なんかあるもんで
すか！」と母は言い返します。「いや、お母さんが長生きしてくれることで、僕たちや孫
たちに、老いるということはどのようなことなんか、そや、生老病死を見せて欲しい」と
偉そうに話したものです。
入院してから、母の幼かったころからの思い出を聴くことにしました。母の両親、私の
父、私の子供時代、幸せだったことや悲しく辛かったこと…。母の生きてきた意味やナラ
ティブを知りたかったのです。聴いているうちに驚きました。私の知らなかった母や私た
ちの物語が語れていくのですから。
亡くなる数週間前より心に染み入る言葉を遺してくれました。診療の合間に、母の病室
を訪ねますと、「あんた可愛いな、可愛いな、大好きや」、「本当にあんたを生んでよかっ
た」。いくつになっても母にとって私は子どもなのです。診療の終わった後、疲れた顔で
病室に行きますと、「疲れたらあかんえ。無理せんようにな」と。
幼いころより病弱だった私を、母は自分の命をかけ育ててくれました。いまさらながら
何も恩返しのできなかった自分に思い至るのです。このような時に、親鸞聖人の、「一切
の有情はみなもて世々生々の父母兄弟なり」の歎異抄の言葉を思い出し母に手を合わせる
のでした。そして、母の言葉を聴きながら、癒され支えられているのは私であることに気
づいたのです。
聴くことそして触れること：高齢者医療において最も大切なことは、「聴くこと」と
「触れること」です。最近、80 歳代の三人の男性の患者さんから戦時中の話を聴き驚き
ました。ひとりの方は激戦地であったレイテ島の生残りです。大岡昇平の「野火」と同じ
ことが語られたのです。もうひとりの方は、ガダルカナル海戦の駆逐艦の機関士をしてい
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た海軍兵士でした。魚雷が命中し、彼ひとりが生き残ったそうです。機関士ですから船底
で作業をしています。真っ暗な中、外に脱出しなければ死んでしまいます。もうだめだと
思った時、すでに亡くなっているお母さんが現れ、自分の名を呼びながら、「こっちへお
いで、こっちへおいで」と呼ぶ母の声を頼りに進んで行きますと、船外に逃れることがで
き唯一人生き残ったのです。帰還し故郷の広島に帰還した時も、上司に呉行きを命ぜられ、
その翌日に原爆の投下により、家族と親戚はすべて亡くなり彼ひとりが生き残ったのです。
最後のひとりは回天人間魚雷の出撃訓練を受ける最中に、訓練兵全員が上官に木刀で背中
を叩かれる罰を受け、本人だけが打たれどころが悪かったため立てなくなって入院となり、
結局、彼ひとり生き残ったということでした。この様な話は家族にも他人にもしたことが
なかったそうです。三人は目を輝かせて話されます。歴史の生の体験談であるとともに彼
らのナラティブです。私にとっては、とっておきの宝物をいただいたようなものです。そ
れは傾聴の中で医師患者関係が深まって行くプロセスでもあるのです。
外科入院中の 70 歳代の女性患者の診療依頼がありました。倦怠感と食欲がなくなり
手術を拒否しているということです。一通り内科の診察をしながら、胸背部の手術の痕が
目にとまりました。15 年前に結核に罹患し手術を受けたそうです。脈を診るため彼女の
手を握っていると、「先生の手、ふんわりして温かいねえ。亡くなった主人の手の感触に
そっくり」、「そんなによく手を握ってもらったのですか」、「肺の手術の時には、主人が
ベッドの側で、いつ私の手を握っていてくれたんです。だから安心して手術を受けられた
のです。いまは握ってくれる人が誰もいない…」、「ひとり息子さんがおられるでしょう」、
「お母さんは気が小さい。もっとしっかりした気持ちを持てと、息子は叱咤激励するばか
り…」、「ああ、あなたは手術が近づいて不安が強くなっているのに、誰も手を握って安心
させてくれる人がいないのですね」、「はい、もう不安が強くなるばかりで。主人がいてく
れたら…」、「そうだったんですね。それじゃ今日から、私がご主人の代わりに手を握って
あげましょうね」。急に彼女は涙ぐみ、「先生、ありがとう」と言って表情が穏やかになり
笑顔が蘇ってきました。
それから毎日、診療の合間に外科病棟に行ってベッドの傍らに座り、彼女の手を握りな
がら、亡くなった伴侶のことを聴くことにしました。彼女は目を閉じながら、夫と過ごし
た時間を思い出しているようです。その気持ちが、彼女の暖かな手の感触からわかります。
彼女のナラティブが手から伝わってくるようでした。病棟のナースもベッドサイドに行き、
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彼女の手を握ってくれるようになりました。沢山の人の手の温もりに支えられ、安心して
手術を受けることができたのです。
老年期の視座への転換：明治以降の生産力至上主義、現代日本の効率性と成果主義の社
会において、若者は消費生活を追求し、子どもはテレビやゲーム、パソコンといった物質
に浸され育っています。家の中で老人の居る場所は失われました。子どもや老人は生産力
には程遠い存在です。近代化は青年と壮年中心の価値観や視点に支配されるようになりま
した。子どもや老人の人生に対する視点や老いの意味は退けられてきたのです。しかし、
まだしも、子どもは未来の財産であり生産の担い手になるわけですから、老人とは価値の
置き方がちがいます。
厚生省（現厚生労働省）の生命表によりますと、1899～1903 年の日本人の平均寿
命は、男 43.97 歳、女 44.85 歳です。江戸時代前期では、日本人の平均寿命は 30 歳
後半といわれています。わが国を含む先進国の寿命が延びたのは 1970 年代以降です。
1900 年代前半には、更年期も老年期もなかったと言えます。医学の発展、衛生環境の
整備、食生活など様々な理由により、わが国の平均寿命は急速に延び、多くの男女が更年
期、老年期を迎えることになったのです。
ライフサイクルの視点から考えますと、現在に生きる私たちは、人生を四季にたとえま
すと、従来は春と夏そして初秋だけの人生だったのですが、晩秋や冬を生きるようになっ
たのです。秋と冬がないと春と夏だけでは四季が完結できません。豊饒の秋、厳寒の底に
いのちが満ちあふれている冬。二つの四季を現代に生きる者は味わうことができる特権を
得たと考えたいのです。豊かな晩秋と冬を味わえる家族・社会・環境システム、それらを
実現するための視座の転換が必要ではないでしょうか。
母と同居してほんとうに良かったと思います。老人との関わりの大切さは、三人の連歌
師も詠っておられます。それを母は身をもって教えてくれました。母が亡くなってから、
より身近な存在になりました。生者は死者により支えられているのです。こうして支えら
れてきた私は、医師としてようやく高齢者患者を心底から支える資格ができたのでした。
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2011 年 10 月 7 日

第二主題（挙句）：いのちに寄り添う介護
奈倉道隆＊
はじめに：連歌になぞらえて詠むこのサロン談義をふりかえってみます。発句は小笹寧
子先生の「高齢者医療－Japan Syndrome について－」。第 2 句は上田公介先生の「介
護と家族問題」。第 3 句は本庄巌先生の「最後の場所」。そして第 4 句は中井英吉先生の
「豊饒の晩秋と厳寒の冬を味わいたい」でした。この流れに耳を傾け、とくに「厳寒の冬」
に思いを馳せつつ、「いのちに寄り添う介護」という題で挙句を詠みたいと思います。
このサロンでは、挙句を宗教家に託すことになっていますが、私は一介の仏教者にすぎ
ず、坊（寺）に住んでもいないので坊主と呼んでももらえない身です。宗教家とはいえな
いでしょうが、僧もいろいろ、僧医とか、看病僧とか呼ばれた先輩がいました。及ばずな
がら私も、医師・介護福祉士の免許を活かして医療や介護の奉仕をしています。僧医、看
病僧と認めて頂ければ光栄です。
医療を包摂する仏教：1,400 年前、聖徳太子が建てられた四天王寺の中には、療病
院・施薬院・悲田院・敬田院という医療や福祉の寺院がありました。仏教は生老病死の苦
をのり越える道ですから、医療や福祉を実践するのは当たり前です。これをしない現代の
寺に違和感があります。かつて京大病院の老年科に勤務していた頃、私が僧籍を持ってい
ることを知った人から「どちらのお寺さんです？」と尋ねられました。「京大病院です」
と申しますと「お寺の名前ですよ」といわれます。「はい、病院はもともと療病院とよば
れる寺院でした。明治以後『療』の字を省いて病院としました。京大病院は私が医療奉仕
するお寺です」と申し上げました。世間で「医者と坊主」と、セットで呼ばれたりします
が、これも故あることかもしれません。
平安時代には「無常院」と呼ばれるホスピスも作られました。そこには僧医も看病僧も
チャプレン僧もいたと思います。「厳寒の冬」を生き抜いた果てに、仏の慈悲に暖かく包
まれてお浄土へ旅立っていく療病院の一種であったとみてよいでしょう。終末期の苦悩を
取り除く知恵は、苦悩にとらわれないこと、不安を和らげることです。諸行無常を説く仏
教では、ものごとに執着したり、とりこし苦労したりすることは虚しい事と考えます。こ
聖隷クリストファー大学大学院教授（介護福祉分野）

＊
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のことに気づけるように支援します。今の苦悩がいつまでも続くことはなく、移り変わっ
ていくものと達観できれば、ストレスは和らぎます。念仏も題目も真言も、一心に唱えれ
ば、柔軟なこころになります。インドでは仏教が成立するはるか前から、アーユルヴェー
ダと呼ばれる心身医学が発達していました。これが仏教にとりいれられています。このよ
うな仏教を、宗教とみるだけではなく、厳寒を乗り切る知恵としても活用したいものです。
発句を詠まれた小笹先生は、古代から伝わるアーユルヴェーダのテキストの「薬物・医
師・患者・介護者は、医療の要素なり」という記事を紹介してくださいました。医師や薬
物の重要性は言うまでもありませんが、患者（本人）が主体的に元気になろうとする努力
も医療の推進力、大切な要素です。そしてその患者の環境を整えたり、生活の支援をした
りする介護も、不可欠な要素です。現代の医療は薬や医師の技術などで病気を治そうとし
ますが、本人の治りたい意欲を高めたり、介護を充実したりすることにも努めたいと思い
ます。
医療と介護の独自性：とくに老化が生活機能の低下をもたらす高齢期には、医療による
疾病の治療だけでなく、本人自ら生命力を高めようとする努力と介護者による生活支援が
重要となります。医療と介護それぞれの特色を述べますと、医療は薬物や医療技術によっ
て、身体や精神に介入し、健康状態をよくしようとします。それに対して介護は、あるが
ままのその人の人格と、その人の生き方を尊重しつつ、よりよく生活できるように支援し
ます。そのため、本人を「患者」とみなさないで「生活者」とよび、本人がもっている能
力をできるだけ活用して生活の質を高めます。そして環境を整えます。環境で一番大切な
のはその人を取り巻く人間関係、特にその人がどんなに弱っても生きがいを持って生きて
ほしいと願って寄り添う温かい人間関係です。介護は医療と似ていますが、本質的な違い
があります。「厳寒の冬」には、医療だけでなく介護も重要となります。
アーユルヴェーダがそうであるように、日本の伝統的医療においても医療と介護とが一
体化していました。そのおかげで機械論的人間観の医療、つまり「人間を臓器が集まった
精巧な機械とみなし、病気はその故障、これを修復するのが医療」という考え方には陥ら
ないできました。残念ですが今はそうではなくなりつつあります。科学技術の発展で機械
のように観ざるを得ない面もあります。そうであるなら、医療から独立した介護福祉が、
独自性を保ちつつ医療と連携して人間的な総合ケアができるようにしなければなりません。
及ばずながら私は 75 歳で一度退職しましたが、今年再び大学に復帰して、介護福祉の
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構築に微力を投じています。
介護を担う家族と社会：介護の世界では、いまその担い手が問題となっています。第
2 句「介護と家族問題」を詠まれた上田公介先生は、核家族化がすすんで、家族介護が
困難となり、孤独死も多くなったことを提起されました。大家族制の復活も必要と論じて
おられます。これも大切な考えかたです。しかし人口の高齢化が先進した北欧などでは、
介護の社会化を進めて解決をはかっています。社会化の具体像はのちに述べますが、すべ
てを社会化するのではなく、精神的支援は親族の役割とされています。つまり老後生活に
は、「お金」、「介護」、「精神的支援」が必要ですが、「お金は年金により、介護は社会化さ
れた介護により、精神的支援は親族との交流により」という組み合わせで高齢社会に臨ん
でいます。現在の日本では介護の多くの面と精神的支援を少人数の家族が担い、それが重
荷となって家族問題が生じているように思います。
デンマ－クの家庭は、ほとんど核家族ですが、私が留学した時に訪問した老夫妻は、3
階建ての住宅の 1 階に住み、2 階と 3 階を核家族生活をする孫に貸していました。私が
行くと電話で「日本から客が来たが来ないか」と誘っていました。「忙しいから駄目だ」
と断られたようです。老夫妻は「介護が必要になればホームヘルパーにきてもらうが、1
人暮らしになったら寂しいから親族の交流は大切だ」と言っていました。核家族生活をし
て個人の自由を重視しながら、大家族の連帯感をも取りいれようとする「生活の知恵」が
感じられました。またある若い家族の家では、「母親は元気だが、一人暮らしだから毎週
訪ねている。今日は行く日だから車で一緒に行こうか」と誘ってくれました。1 時間か
かりました。訪問するとコーヒーで歓迎をうけました。ところが、10 分ほど話をしたら、
「帰ろう」というのです。「毎晩電話をしているから話すことがないよ」と笑っていました。
用はなくとも出会って親愛の情を交わすのが親族のありかたのようです。忙しくとも毎週
通っているのには感心しました。
介護は、人類が家族を形成して以来、自発的に家族相互の助け合いとして営まれてきた
と思われます。弱った人を元気な家族が世話してお互いにできるだけ健やかに生きようと
する生活の知恵です。寿命が長くなった今日では、介護が長期間必要な人もでてきます。
また、家族の一人ひとりが、社会的役割を持ったり、常時家庭にとどまれなくなったりし
ています。そのため介護の社会化がすすめられましたが、それは家族に代わって誰かが介
護すればいいというものではありません。社会が制度を設けて、「介護を必要とする人を
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必要度に応じて支援すること、費用負担も公平にすること、介護者は社会が承認する能力
を備えた有資格者であること」というように限定されます。そして、家庭介護が家族関係
の上に成り立つ自発的な介護であるのに対して、介護福祉は社会関係の上に立つ契約によ
る介護という違いがあります。したがって、家族にはできない専門的な援助が可能である
半面、家族なら気軽に聞いてもらえるような希望が、規則などに妨げられて応じてもらえ
ないという制約も生じます。ということは、介護福祉が充実すればそれですべてをという
わけにはいかないので、これを補うボランタリーな支援も必要です。
終末期に望まれること：特に終末期では、家族との触れ合いが大切です。医療は病に寄
り添い、介護はいのちに寄り添います。からだもこころもひとつになっている「いのち」
を、この世の最期を迎える時は、その人がその人らしく、生を縮めることも死を引き延ば
すこともせず、人生を全うしていただけるように介護で支援します。
本庄巌先生が詠まれた第 3 句「最後の場所」には、この大切な時を我が家で迎えられ
るようにと提言されています。これを希望する人は多く、20 世紀の中ごろまでは、死が
間近となると入院患者が希望退院するという風習もありました。30 年余り前ですが、京
大病院老年科の当直をしていた夜、他の医師が受け持つ患者さんから呼ばれました。もう
死も間近と思われる方でした。「先生、一生のお願い、いますぐに家に帰らせてください。
明日では遅いのです」といわれます。本当にそうかもしれないと直感し、何とか退院させ
られないものかと思いました。しかし真夜中に他の医師が担当する患者さんを退院させる
ということは、とても関係者の了解がえられることではないと考え、患者さんに「ごめん
なさい、それはとてもできないことなので明日の朝まで待ってください。一生の願いが聞
けなくて申し訳ありません」といいました。「やはりだめですか、無理なことを言ってす
みませんでした」とささやくような声で言われました。これが最後の対話となり、間もな
く昏睡し、旅立っていかれました。在宅ケアの態勢を整えられたら、もう少し早く退院し
てもらえたのにと、悔やまれました。現在は在宅ケアによる看取りが、制度的には可能と
なりました。しかし終末期に病院医療から在宅ケアに移すことが容易でなく、退院の時期
を失することが多いようです。終末期医療は、介護との協働が必要です。病院では医療が
中心、家庭では介護が中心となります。その切り替えが難しいように思います。
精神の働きが深まる人生の秋：中井吉英先生が詠まれた第 4 句「豊饒の晩秋と厳寒の
冬を味わいたい」からスタートして、厳寒の冬の思いを綴ってきました。最後に、豊饒の
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晩秋を探索させて頂きます。老年期は人生の秋です。0 歳から 30 歳までが成長の春、
31 歳から 60 歳までが働き盛りの夏です。そして 61 歳から 90 歳までが実りの秋、
91 歳から 120 歳までが厳しい冬と考えてもよいでしょう。秋は木の葉が枯れて実がな
るように、身体には衰えが現れますが、精神は円熟していきます。知能には流動性知能と
結晶性知能とがあり、記憶や機械的な判断をする流動性知能は低下しますが、物事を総合
的に判断したり、ものの本質を洞察したりする結晶性知能は深化します。80 歳過ぎても
発達する人が少なくありません。認知症は知能の低下がみられるといわれますが、主とし
て記憶や見当識といった流動性知能の低下です。結晶性知能は発病後も何年か維持されま
すし、創造的な仕事をする人ではいったん少なくなった脳細胞が増えるのではないかと観
る研究者もあります．機能が活性化し、よく保たれることは確かに認められます。認知症
があってもなくても、希望を持って円熟の時期を生きていきたいものです。知性もさるこ
とながら感性は確かに深まります。もののあわれを知り、侘びやさびが感じられるように
なります。精神は生涯発達します。
2003 年にオーストラリアの元高官クリスチーンブ・ライデンさんが日本に来られま
した。8 年前に若年認知症の診断を受け、2 年ほど落ち込んだ生活でしたが、この病と
共に生きる人の心の世界を知ってもらおうと、講演活動を始めた人です。記憶や見当識の
障害は顕著ですが、夫のポールさんと一緒にいる限り、心は落ち着き、日本の秋の情緒を
楽しみながら講演したり高齢者施設を訪問したりしておられました。その模様が NHK の
「クローズアップ現代」で放映されましたが、その中で、過去も未来もわからなくなった
自分には「いま」があるだけ、お庭を見て、美しいと思う今が最上の喜びと語っておられ
ました。あと数年はこの生活が続けられるだろうと医師からいわれているとのことでした。
彼女の活動がきっかけで、認知症をもつ「人」への理解が進み、その人がその人として生
きるのを、寄り添って支援することの大切さが認識されてきました。
晩秋はもとより、厳寒の冬を生きる人にも、秋の収穫は心の糧となります。たとえ支援
が必要になっても、これをよりどころとして心豊かに生きることができます。かぎりある
いのちですが、1 日 1 日を深めて生きていきたいと願っています。


2011 年 12 月 1 日
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第三主題（発句）：「患者よ、がんと闘うな」と「が
んばらないけど、あきらめない」
上田公介＊
進行性がん患者にとって、画期的な治療法がない場合どうすればいいのか本当に迷いま
す。このような時に慶応大学の近藤誠先生が「患者よ、がんと闘うな」という本を出版し、
大変話題になりました。その論争はまだ続いており、週刊誌などでは「近藤先生、本当に
抗癌剤は使わなくてよいのですか」という問いかけがなされています。近藤先生の主張さ
れていることは、精巣癌や一部の悪性腫瘍に抗癌剤効果が認められるものを除いて、抗癌
剤の効果が少ない進行癌は、副作用の強い強力な全身化学療法をおこなわなくとも自然に
しておればかえって寿命が延びるというもので、ある意味患者さんにとっては気分的に楽
になるものですが、かといって、このまま何もせずにじっと死を待っているのも何ともや
りきれない気持ちが一杯で、何より「患者よ、がんと闘うな」という言葉自体が上からの
目線で、「何もあんたからそんなことを言われたくないわ」と言いたくなります。患者さ
んの命は患者さんのものであり、医者からどうこうせいと言われたくありません。人生の
最後を決めるのに上からの目線で命令されるのもおもしろくありません。自分の人生は自
分で決める。医者から「あーしろ、こーしろ」と命令されて言いなりになる患者さんは多
くありません。かといって、治療を諦め、ホスピスへ行くのもためらわれます。患者さん
は最後まで諦めずに治療を望んでおられるのです。その希望を医者として摘み取ってはい
けないのです。市井の一開業医であられた中井先生のお父様は大学病院で見捨てられた患
者さんに最後まで向き合い、自分でできる最高の医療を施し、天寿をまっとうさせられま
した。このようなすばらしい医師もおられるのです。どんな病気にも原因があり、治療法
があるはずだとの信念が伝わってきます。自分達が医師を目指したのは、現代医学で治せ
ない病気に対しても果敢に挑み、患者さんとともに闘うということではなかったでしょう
か。患者さんに闘うなというのは余りにも医師として傲慢な態度だと思います。もちろん、
本のタイトルというのは売れるように出版社がつけたものだとは思いますが、もう少し患
者さんの気持ちを考えた本を出版されてはどうかと思います。
名古屋前立腺センター／温熱・免疫療法研究所所長

＊
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それに抗癌剤を初めとして、我々医師が使用している薬剤はほとんどが毒物です。この
毒物の毒性をできるだけ少なくし、有効に使用することが医師としての役目ではないで
しょうか。昔から「医者の匙加減」という言葉があるではないですか。薬というものは使
い方によっては大変危険です。でもその特性を良く理解し、うまく使用すれば病気も驚く
ほど良くなることを臨床医として日々経験しています。当科では、少量の抗癌剤にハイ
パーサーミアを併用し、進行癌に対して有効な成績を示しています。薬屋さんからすれば、
そんな少量の抗癌剤では効くはずがないし、何より儲からないということがあるかも知れ
ませんが、千葉大学の高橋豊先生の研究で、メトロノームのような少量の抗癌剤投与方法
が転移を抑制し、長期生存がえられることなどが証明されています。これにハイパーサー
ミアを加えることによりがん病創部の抗癌剤濃度が高まり、一層効果がえられることなど
がパストゥール研究所の長谷川武夫先生により証明されています。
この近藤先生に対して、諏訪中央病院・鎌田實先生の「がんばらないけど、あきらめな
い」という言葉の方がずっと人間的であり、流石に臨床一本で地方の病院を建て直してこ
られた先生の気持ちが乗り移っています。近藤先生流に「がんと闘うな」というより、
「それほどがんばらなくとも諦めないで努力したほうが人間らしく長生きしますよ」と言
われているようで、癒しが入っています。がんという病気は、一部の進行が早いものを除
いて、慢性病のように考えられています。今すぐには死なないが、いずれ死を迎えること
になる。それまでに今までの人生を振り返り、これからの残された時間をいかに人間らし
く過ごすかということが突きつけられているような気がします。またがんという病気は自
分の細胞からでたものであり、遺伝子の異常により発生したものです。このため免疫学の
大家である阿保徹先生は「生き方を変えればがんは治る」と仰っています。では、どのよ
うに生き方を変えればいいのでしょうか。先生によれば血液中の好中球が増えると活性酸
素が増加し、心筋梗塞やがんが発生すると言います。真面目な人がひたすら無理をした結
果、好中球が増えてがんとなるというのです。一方リンパ球はのんびり、あせらないでお
くと増えるようです。でも、これも増えすぎるとアトピーや喘息等別の病気が発生すると
のこと。要は、好中球とリンパ球のバランスをうまくとると病気になりにくいのだそうで
す。このような「生き方上手」ということががんにならない方法ということらしいのです
が、凡人である我々には古代の偉い人のように生き方上手にはなかなかなれません。しか
し、この「いのちの医療」ではこのような「生き方上手」な方法が多く示されています。
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自分なりに勉強し、がんにならない生き方を患者さんとともに今後も学んでいきたいと考
えています。


2011 年 10 月 14 日

第三主題（二句）：いのちの受け渡し
本庄

巌＊

丹後の海に遊んだ日、崖から眼下に打ち寄せる波を見ていました。波が来るたびに白い
泡が一面に広がっては消え、次の波でまた白い泡が生まれます。白い泡の一つが私の命だ
と気づきました。私は大海原に帰ってゆきますが海原からは次の命が生まれます。心経の
「不生不滅」の光景でした。
法曹関係の知人の遺言状を見せて貰ったことがあります。私も遺言状を作ろうと思って
いたのです。そこには治癒が望めない病の場合は如何なる延命治療も断るということのほ
かに、がんに罹った場合、手術や抗癌剤の投与を一切望まないという項目があって、私は
少したじろぎました。しかし癌の手術を断った作家と娘さんの闘病記が最近出版されまし
た。肺がんに罹った私の身近の医師は手術も抗癌剤も断られたそうです。腎癌に罹った私
の義兄は最初の手術は受けましたが、再発後の手術は断り、脳に転移しましたが穏やかな
最後でした。もう十分に生きたと思える年齢に達して人は、自然な死を望む心境になるの
でしょうか。あるいは大きな癌手術を受けた後の身体のつらさや抗癌剤の副作用のことも
あるのでしょう。あるタレントさんが癌の再発に対する徹底的な手術で内臓の多くを摘出
され、まもなく亡くなったこと、奥さんが無念の思いを語っていたことなどを思い出しま
す。
今の私にはまだ癌の治療を一切断る勇気はありませんが、癌を治すことだけに焦点を
絞った現在の医療にはついていけないものを感じます。よくいわれるように、癌は消えた
けれど患者は亡くなったということが起こることを恐れます。エビデンス・ベイスド・メ
ディシン（Evidence Based Medicine）というのがあります。医療の統計的データに
基づいてこちらの薬の方が少しだけ長く生きるということで、苦しい抗癌剤が使われる場
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

＊

148

環境と健康 25（2012）

合もあるでしょう。この手術の方が放射線治療より少し生存率が高いという説明を受ける
こともあるでしょう。その意味で某医師の抗癌剤を使わないとする提言には頷ける部分も
あります。しかしその医師は抗癌剤も使えない終末期の患者さんにどのように寄り添って
行こうとしたのでしょうか。使ってはいけないと言ったからには、では先生どうして下さ
るのですかという患者さんの問いに答えてあげなくてはいけませんね。
今や私たちの二人に一人は癌に罹り、三人に一人は癌で死ぬ時代だそうです。不治の病
とされた結核は治る病気になり、怖い病気であった心筋梗塞や脳梗塞も早期であれば治る
ようになりました。国民皆保険で手厚い医療が受けられる日本が世界に先駆けて超高齢化
社会に突入したのは当然の結果です。しかしその向こうに待っていたのは癌でした。おし
なべて動物は老化とともに癌が発生するもののようです。生物に定められたプログラム死
（アポトーシス）であり、私たちが生まれた時から体内に仕込まれたプログラムなのです。
高齢者の癌はよくここまで頑張って生きて来ましたねという証拠のようなものなのでしょ
う。もしこの最後の関門がなくなればヒトは老衰でしか死ぬことが出来なくなり、地上は
百歳以上の動けない老人で充満してしまうでしょう。
鮭は故郷の川を遡ってそこで産卵と受精が済むとそのまま生を終えます。死後の自分の
体さえ新しい生命への餌にするようです。このように子孫の顔を見ることなく生を終える
生物は決して少なくありませんが、動物の進化とともに親は子供を育てるために長く生き
るようになります。巣の雛たちに虫を運び続ける親鳥の涙ぐましい行為は自分のいのちを
確実に次の世代に伝えるためのものでしょう。さらにヒトでは子供だけではなく、孫の世
話までするようになりました。しかし私自身は親の役目は子供を育て上げる所までと考え
ています。いのちの受け渡しはこれで完了したのですから。
再びエビデンス・ベイスド・メディシンにかえります。「科学的根拠に基づく医療」と
訳されています。インフォームド・コンセント（説明と同意）などと同じくアメリカから
怒涛のように入ってきた医療の新しい概念です。医療の標準化には役立ちましたが、患者
の検査データに従って治療法を決めてゆく医療です。医師は患者さんの方を見ない、PC
のデータを読み PC に検査や投薬を打ち込むだけで診療が終わることは多くの患者が指
摘しています。患者の脈をとり患者の悩みを聞く場面がなくなりました。私の友人の医師
は長く循環器科にかかっていましたが、一度も聴診器で心臓の音を聞かれたことがなく、
心臓弁膜症の診断が大きく遅れたという笑い話のような事実を語ってくれました。考えて
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みますと第三次産業のサービス業の中でも医療ほど個別のサービスを必要とする分野はあ
りません。それをひとくくりに処理しようとするエビデンス・ベイスド・メディシンに私
はかねて疑問を持っておりましたが、近年ナラティブ・ベイスド・メディシン（物語によ
る医療）が出現しました。それぞれの患者さんが持つ物語に耳を傾け、それに沿った医療
を行おうとするのです。やっとというか、遂にというかこれで日本の医療も本来の道に戻
ることができると思いました。しかしここで問題です。どうすれば患者の話に耳を傾ける
心やさしい医師を養成することが出来るでしょうか。ちなみに先に癌の手術を受けないこ
とに決めた作家の場合、「見事な癌です」という主治医の心ない癌の告知はこの作家に大
きな衝撃を与えています。
私たちは未知の経験である死を恐れます。死を回避し死を先に延ばすのが医療の役目で
すが、医療を敢えて断った場合、むしろ穏やかな死を迎えることができる幾つかの報告が
あります。点滴、中心静脈栄養、胃瘻などによる栄養の補給、気管切開による呼吸の管理
が終末期の常道になっていますが、これを避けても苦しみなく死を迎えることが出来るよ
うです。生物の一員である私たちヒトには、穏やかないのちの受け渡しの装置が組み込ま
れているのでしょう。
越後三条の大地震での良寛さんの手紙には、死者への哀悼の歌「うちつけに死なば死な
ずに永らえて、かかる憂き目を見るがわびしき」のあとに「災難に逢う時節には災難に逢
うがよく候。死ぬ時節には死ぬがよく候。これはこれ災難をのがる妙法にて候」という深
い言葉が続きます。


2011 年 10 月 21 日

第三主題（三句）：今ここに生きている
中井吉英＊
宮澤賢治の問いかけ：宮澤賢治が花巻農学校で教師をしていたころのエピソードから第
三句を詠むことにいたします。10 代後半に読んだ宮澤賢治全集の彼の言葉が、発句に始
まり二句へと詠み継がれて触発されたように、第 3 句の連歌の冒頭に蘇ってきたのです。
洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）

＊
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実習作業を終えた賢治と生徒たちは、猿ヶ石川へたびたび水泳に行きました。川の水は
透きとおるように美しく、岩にぶっつかった急流は白い飛沫をあげていました。泳ぎ疲れ
たあと、河原の石の上に、賢治を中心に輪になって坐ります。賢治は石を手にとって、鉱
物の話や地質学、魚類の話へと進みます。賢治は生徒たちの質問に丁寧に答えながら、彼
らの知識欲を満足させてゆきます。
今度は賢治がみんなに質問をしました。それは、「人間はなぜにこの世に生まれたか？」
というものでありました。その質問は奇襲に近く、あまりにも深い内容でしたので、生徒
たちは一瞬静まりかえまったのです。生徒の一人は、その当時を思い出して、「あの時の
先生の質問はいまだに忘れることはできません。心の底にいつまでも一つの問題となって
目を開いています」と話しています。議論がいろいろ出て、みんな真剣になってゆきまし
た。そこで賢治は少しはにかみながら学生たちを見渡し、「私はこの問題をこのように考
えています。人間はなぜ生れてきたかということを知らねばならないために、生れてきた
のです。そしてこの問題を本気になって考えるか考えぬかによって、その人の生存価値が
決定すると思います」。少年たちはうなずき、なにかほっとした気分になり顔を見合わせ
ていました（宮澤賢治全集：月報 1 第 2 巻付録：関 登久也、筑摩書房、昭和 42 年 8
月を改変）。

患者を長期に治療をしていますと実存的問題が彼らの内奥からあらわれてまいります。
とくに、高齢者や難病患者、がん患者は必ずといっていいほど実存的苦しみを抱えていま
す。本当は、子どもから老人にわたるすべての人が実存的苦痛（スピリチャル

ペイン）

を抱えているのですが、ほとんどの人は、そのことに気づいていないだけです。死が向こ
うから近づいてきて、私たちはようやく人間存在の深淵に潜んでいた真の痛みに向き合う
機会を得るのです。春と夏を生きる子どもたちと青年には未来があります。しかし、彼ら
の中に、すでに実存的痛み、実存的空虚が内包されています。その時、賢治のような先生
との出会いがあればと思います。
がん患者のナラティブ：かつて、数名のがん患者（がんを克服した人たち）のナラティ
ブな自分史を作る作業の手伝いをしたことがあります。どの方も苦難の人生を耐えぬき生
きてきた人たちでした。物語作成の過程で、共通して彼らは、「がんになって私は救われ
た」、「がんになったことで生き方が変わった」、「これまでなんと空虚な人生を送ってきた
ことか」、「これまで自分自身のための人生を生きて来なかった」、「がんになったことの意
味がようやく分かった」ということに気づきます。ナラティブを作ることによって、がん
罹患は彼らにとって最大のネガティーブな出来事でしたが、また最高のポジティーブな感
情や考えに転換していく機会になったのでした。当然、彼らの生き方そのものが、がんを
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契機に変容してゆきます。
が ん の 自 然 退 縮 に つ い て の 研 究： 古 い 研 究 で 恐 縮 で す が、 が ん の 自 然 退 縮
（Spontaneous regression cancer）についての Everson & Cole（1966 年）の研
究があります。彼らは 500 例の自然退縮例を報告し、その条件として、a. 組織学的にが
んが証明されていること、b. がんに対して効果的な治療を受けていないこと、c. がんが
縮小して少なくとも臨床的には認められなくなったこととしています。
わが国でも、中川俊二（1974～1980 年）が 35 例の原発がんの自然退縮例につい
ての研究報告をしています。消化器がん 17 例、呼吸器がん 6 例ほかで、進行がんが多
く、28 例（80％）に転移を認めています。性別に差がなく、50 歳代が最も多いとい
うことでした。詳しくは専門的になり述べませんが、自然退縮例患者に共通していたのは、
免疫に関係するリンパ球の機能が正常かそれに近似していたこと、がんの発見と自覚を契
機に、existential shift（実存的転換）が起り、がんの不安と恐怖を克服して、生甲斐
の発見、ライフスタイルの是正、前向きの行動をしているものが多いという報告でした。
いずれも古い研究ですので、厳密な研究方法で行われたかどうか疑問なところもありま
すが、標準偏差の中には入らないこのようなケースが存在するのも事実です。そのような
ケースを対象にした研究がもっとなされるべきではないでしょうか。
画家ポール・ゴーギャンの自殺：ところで、画家ポール・ゴーギャンは、1897 年に
畢生の大作「われわれはどこから来たのか

われわれは何者か

われわれはどこへ行くの

か」を仕上げ、森の中に入り自殺を図ったことはご存知でしょう。幸い未遂に終わりまし
たが、絶望のまま 1903 年に死去しました。西洋文明に絶望したゴーギャンは、最後の
楽園といわれるタヒチに渡りました。タヒチの女性と自然を描いた彼の作品に一貫して表
現されているもの、それは満たされることのない悲哀と空虚感です。彼の自画像を見てい
ますと、男性的な表情と大きな体格のレスラーのような印象を受けます。彼は実存的問い
かけとその答えを自己の外に求めたのではないでしょうか。そこに彼の悲劇があるととも
に、西洋文明に対する深い懐疑が表現された孤高の作品として際立っています。
医療における実存的気づき：私も子どもの頃から、先述したゴーギャンの絵のタイトル
と同じようなことを考え続けていました。また、医療の現場で高齢者やがんの患者さんに
接していて常に感じるのは「実存的問題」についてです。「生あるものは必ず死ぬ」とい
うのは絶対の真理です。しかし、ある日、診察の合間に窓から見える森を眺めていたとき
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でした。なにかに打たれたように「死よりもはるかに絶対的真理」があることに気づいた
のです。確かに死は絶対的真理ですが、いつ死ぬかは分からないという不確実性が存在し
ています。一年後かも分からない、10 年後、20 年後かも分からない。いや突然震災が
起こり数分後に死ぬかも知れません。そう考えてみますと、「今ここに生きている」こと
が最大の真理だということです。
禅の「即今

ただいま」が突然分かった瞬間でした。それ以来、患者さん、とくに高齢

者の方に、「死よりも絶対確実な真理はなにでしょう ?」と問いかけることが多くなりま
した。診察室での出会いは真理のど真ん中にいることなのです。そして毎日の暮らしその
ものが真理の中で生きていることだと。
妙について：人間や人生に対する基本的信頼感の欠如が現代人の心の危機の核心にあり
ます。がん患者の心理とも深く関わっています。しかし、東日本大震災における東北の
人々の姿は、私たちに人間の絆と信頼の大切さを再認識させてくれました。
鈴木大拙は実存的問題や光明と平和を内に求めた人でした。彼の最後の一語は「妙」で
あるといわれます。「不可解なる人間存在が遥かに遥かにどこかから、というのは同時に
内の内から、不可解のままに大肯定して生きられるのが『妙』である。『畢竟空の底から、
自然にわき出るところのもの』であると（鈴木大拙著

上田閑照編：新編「東洋的な見

方」、岩波文庫（1998）より）」。
上田先生の発句、「患者よ、がんと闘うな」、「がんばらないけど、あきらめない」は、
また震災の悲劇を受け入れつつあきらめず前に歩む東北の人々の姿です。それはまた、本
庄先生の「いのちの受け渡し」でもあるのでしょう。法華経の熱心な信者でもあった賢治
の生きざまを彷彿とさせるものでもありました。


2011 年 11 月 7 日
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第三主題（四句）：病と上手に向き合うために
小笹寧子＊
もし、癌と診断されたら、患者さんは治療とどう向き合えばよいのでしょう。生き方上
手とは？

上田公介先生の発句です。近藤誠先生の「患者よ、がんと闘うな」にあるよう

に、手術や抗癌剤治療を拒否したほうがよいのでしょうか。
現在用いられている治療法は、治療を行った場合の方が行わなかった場合よりも、集団
として評価すると、より「長く生きる」という結果が臨床研究により示されています。た
だ、治療反応性には個人差があり、この個人差の要因が十分に解明できていない治療法が
多いのが問題です。治療の結果、例えば手術合併症によって命を落としてしまう患者さん
がいます。また、抗癌剤に対して効果よりも副作用が強く出てしまい、その副作用によっ
て予想よりも早期に亡くなる患者さんもいます。ただし、臨床データは徐々に蓄積されつ
つあり、どのような患者さんで効果が得られやすいとか、合併症や副作用が生じやすいか
ということが、少しずつ分かってきています。
また、治療が成功した結果生存年数が延長したとしても、臓器の切除や薬剤の副作用に
よって日常生活に何らかの支障がでることが予想される場合、治療の決断に悩む患者さん
は多いことでしょう。どのような治療であれ、より「長く生きる」だけでなく、可能な限
4

4

4

り「元気に長く生きる」という結果が重要です。患者さんにとっては、治療の結果、生存
年数（Survival years）の延長が得られることだけではなく、生活の質の保たれた生存
年数（Quality-adjusted life years）の延長が得られることこそが大切なのです。癌の
患者さんの場合、早期では自覚症状が乏しく、治療前より治療後の方が生活の質が悪化す
ることも多々あると考えられますので、その生活の質の悪化に見合うだけの生存年数の延
長が得られることが前提となります。
しかし、一昔前までは、生活の質を評価し、それをデータとして分析することは困難で
した。生活の質を数値として評価する方法がなかったからです。しかし、近年、生活の質
を評価するための指標や調査方法が考案され、生活の質についても患者さんを対象とした
臨床研究で調査が可能となってきました。ある治療法の結果として得られる生存年数につ
京都大学医学部附属病院循環器内科助教（循環器内科）

＊
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いての臨床データと、生活の質に与える影響についての臨床データを組み合わせて分析す
ることで、その治療法の結果として得られる「生活の質の保たれた生存年数」を予測する
ことも可能になってきました（福井次矢、森本

剛、翻訳：医療・ヘルスケアのための決

断科学－エビデンスと価値判断の統合、医歯薬出版、2004）。治療によって、生存年数
がどれだけ伸びるのか、副作用はどの程度と予測されるか、また生活の質にはどの程度の
影響があるのか、これらの情報がきちんと示されれば、医師にとっても患者さんにとって
も、治療の決断はより納得できるものとなるでしょう。治療法によってはこれらの情報が
まだ十分ありません。治療の根拠となるデータを臨床現場から収集・蓄積し、その臨床
4

4

4

データをもとに、医師も患者さんも納得して可能な限り「元気に長く生きる」ための治療
法を決断できるようになることが、これからの医療に求められています。本庄巌先生は、
エビデンス・ベイスド・メディシンと、ナラティブ・ベイスド・メディシンという言葉を
紹介されました。私たちは、質の高い臨床データ（エビデンス）を参考にするとともに、
個々の医師の臨床経験の積み重ねから得られる判断力を生かし、かつ患者さんの価値観や
ナラティブを考慮して医療を行う必要があると思います。
現在の医療において、生活の質に何の影響もない治療法は無いため、治療の決断には患
者さんの価値観が重要になります。ただし、それは病に限ったことではなく、生きてゆく
上で人は常に何かと引き換えに何かを得る決断をしています。富（名誉・信念）のために、
余暇や健康を犠牲にしても仕事をするというのもひとつのトレード・オフです。中井吉英
先生は「今ここに生きている」ことが最大の真理と言われています。私たちは、人生にお
ける大切な節目や、日々の些細な出来事において常に決断しなければならず、その決断の
積み重ねによって自分の人生が作られていきます。その一回一回の決断の瞬間こそが、生
きていることを実感できるときではないでしょうか。宮澤賢治の「人間はなぜにこの世に
生まれたか？」という問いに対して、私は「人は決断するために生まれてきた」と答えた
いと思います。人の決断には、無限の可能性があります。生き方上手とは、自分自身が納
得できる決断ができることだと思います。


2011 年 12 月 6 日
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第三主題（挙句）：ナラティブ・ベイスド・
ライフ
藤枝宏壽＊
補助線：肩書きに「福井医科大学」と付いていますが、実は私こと、英語担当であった
ので、医療については門外漢に等しい者です。ただ寺院の住職を 55 年ほど勤めてきた
というだけの生臭坊主の立場から、何本かの「補助線」を引いて「挙げ句」に代えさせて
いだだきます。その中で一本でもお役にたつ補助線があれば幸甚です。
ナラティブ：第二句で本庄先生が触れておられ、また「生老病死の医療（Ⅰ）」の発句
で中井先生が詳説されているように、「ナラティブ・ベイスド・メディシン」（NBM）が、
従来のエビデンス・ベイスド・メディシン（EBM) を補完するものとして注目されてき
ているということに、私自身目を開かれた思いです。そしてさらに宗教こそ「大いなるナ
ラティブ」ではないかと直感しました。ナラティブ（物語）には視点があります。例えば、
「自分史」でその生涯の種々の事象を記録しても、それをどういう視点から見ていくのか
が枢要な問題です。「人生をやり直すことはできないが、見直すことはできる」という金
子大榮先生のお言葉通りです。その「見直し」の視点、視座はどこにあるのか。それに応
えるのが宗教ではないかと思っています。
人生の意味：2010 年に私は「仏法を聞くことについてのアンケート」を実施しまし
た。（A）平素どれくらい仏法を聴聞しているかなど、聞法の実態について、（B）どのよう
な内容を法話で聴聞したいか、（C）死んだらどうなると思うかという 3 つの問いかけで
す。対象は地元の福井県内が 3 分の 2 ほど、後 3 分の 1 は北海道から九州までの全国
から、年代は 20 歳代から 80 歳代までに亘り、全部で 1,267 人からの回答を得ました
（詳細は「人生のゆくえ」『大法輪』平成 23 年 1 月号・2 月号所載）。その中、（B）の聴
聞希望内容では「仏事について」（55％）がトップでしたが、それに続いて「人生の意
味」が 53％と思わぬ高率でした。「仏事」が形の問題であるとすれば、「人生の意味」は
心の問題、その解決を大衆は強く求めていることが判って、内心快いインパクトを感じま
した。しかも（A）では殆ど法話を聞いていないと回答した 20～30 歳代が、（B）では
福井医科大学名誉教授、真宗出雲路派了慶寺住職（仏教学修士）

＊
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「人生の意味」を 77％とダントツ一位で求めていることに今一度驚きました。「仏を求め
る心は、人々の心の底に横たわっている」という法語がありますが、正にその通り。平生、
人生の表面的、目先の事象に右往左往している人々も、内心の深いところでは、「このよ
うな人生でよいのであろうか」、「何が真の人生の意義であろうか」、「死んだらどうなるの
であろうか」等という「人生の根本問題」を問うていることがよく分かったからです。
生まれ甲斐：この「人生の意味」ということは、第三句（中井先生）の「人間はなぜこ
の世に生まれたか？」という宮澤賢治の問いかけに直結する「実存的問題」です。「なぜ
この世に生まれたか」という問いは、「生まれ甲斐」を尋ねることであり、仏教では「出
世の本懐」といいます。因みに無量寿経では、阿弥陀仏の本願を説くことが釈尊の出世の
本懐であると説かれています。その「生まれ甲斐」、「出世の本懐」に関連して、杉山平一
先生の「生」という詩に注意してみましょう。
ものをとりに部屋へ入って／何をとりにきたか忘れて／もどることがある／
もどる途中でハタと思い出すことがあるが／そのときはすばらしい／
身体がさきに

この世へ出てきてしまったのである／その用事は何であったのか／

いつの日か思いあたるときのある人は／幸福である／
思い出せぬマゝ／僕はすごすご／あの世へもどる

もの忘れという老化現象のことは前置きで、詩の中心は「（人間としての）身体がこの
世に出てきてしまったその用事は何か」、「あなたは何のために人間に生まれてきたのです
か」という問いかけであり、一口で言えば「人生の意義」、「人間としての生まれ甲斐」は
何かということ。面白そうに書かれている詩ですが、実に重大な、人間一生の根本問題が
投げかけられているのです。人間一生の間にこの大問題の答えが見つかった人は「幸福」
な人ですが、「僕は答えが見つからぬまま人生を終わらねばならない」という告白で終
わっています。実は、その告白に重要な示唆があるのです。「その用事」「生まれ甲斐」と
いう実存問題を自分の力で解決できる哲学者のような人は「よほど幸福な人」なのでしょ
うが、「凡夫の私たちには不可能である」という示唆です。
「生まれ甲斐」によく似た「生き甲斐」という言葉もありますが、両者は微妙に、いや
明確に違います。「生き甲斐」とは、仕事、趣味、家族やペットなど、生きていく上での
励み・喜びになるものであり、自分で探して見つけたり、友人・先輩から習うこともでき
ますが、それはいわば、健康で「生きているとき」のものでしょう。ところが、いのちの
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過去から未来へとの視点にたつ「生まれ甲斐」を見つけることは、凡人には至難です。杉
山先生は、正直にそのことを告白されたのです。宮澤賢治は「人間はなぜ生まれてきたか
ということを知らねばならないために生まれてきた」と言いますが、さあ、凡人はどうし
たらよいのでしょうか。
大いなるナラティブとしての宗教：そこにこそ、宗教の役割がある。宗教とは、難しい
教義・教理を説くこともありますが、端的にいえば、人間の生まれ甲斐・人生の意義・人
生のゆくえを教えるものだと思います。人間、平素の思いでは、目先のことを解決しなけ
ればという近視的な視点を持ちやすいのですが、今、宗教が、生まれ甲斐・人生の行方を
教えるとなると、いのちの過去・現在・未来への見通しがなければなりません。例えば、
仏教・浄土教では、法蔵菩薩が、十劫の昔に十方衆生救済の道を「南無阿弥陀仏」と成就
され、浄土を建立して衆生の往生を待っているという「物語」があります。キリスト教で
も、聖書に説かれている創世記ー原罪・審判・復活等は過去から未来への「神話」といえ
ましょう。宗教は、遠く、人間のいのちの来し方・行方を述べた「大いなるナラティブ」
だと思います。
この過去・現在・未来に「見通し」をもつ「大いなるナラティブ」に育てられた人こそ、
個人個人のこの世での生涯のナラティブを心に描き、書き、語ることができるのではない
でしょうか。凡人の小さな視野・視点では、生まれ甲斐も人生の行方も、見えては来ない。
ここに偉大なる先覚者の教え（宗教）に聞く必要があることを、先の杉山先生の詩は示唆
しているようです。
教えの選択：しかし、宗教といっても多種多様、それぞれの教義があり、実践法があり
ます。第四句で小笹先生は「人は決断するために生まれてきた」と述べられましたが、私
は、どの教え（宗教）・どの「大いなるナラティブ」が真の生まれ甲斐を語っているのか、
その選択を「決断」することであろうと、解釈しました。
私の属する浄土真宗での理解でいえば、無量寿経に「如来は真実の利をもって衆生
（人々）を拯（すく）う」という趣旨の経文がありますが、人間だれもが心の奥底で求め
ている「生まれ甲斐」に導くことこそ「真実の利」である。「真実の利」とは、三界（さ
んがい）という迷いの境界（きょうがい）・生老病死の苦に悩む衆生に、無量寿（永久な
るいのち）を与えようという阿弥陀仏の本願を説くことであり、その本願を信じ、念仏す
れば、この世から正定聚（しょうじょうじゅ）という、救いが定まった仲間に入り、娑婆
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の縁尽きたときには即刻さとりの世界に生まれられることであると無量寿経に展開されて
いる。この大いなるナラティブこそ、
「凡愚」の救われていく道であるといただいています。
要は、教えの選択・決断には自分自身の実相（真のすがた）が分かっていることが先決
であります。虚飾をとった裸の自己自身に目覚め、その身に最も適した教えを選ぶことよ
り他ありません。更にいうならば、自己の真の姿・自己の生涯のナラティブを知らしめる
教えこそ、選択に値する宗教なのであります。
ナラティブ・ベイスド・ライフ（NBL）：このように見てくると、EBM ではもはや癒
し得ない末期の患者に有効な NBM が成功するには、平素、健康なときから「大いなる
ナラティブ」（宗教）に遇い、それに育てられて、自らのナラティブ・人間としての生ま
れ甲斐・いのちの行方をすでに心に描いているという前提が大切だと分かります。それを
私は「ナラティブ・ベイスド・ライフ」（NBL）、「いのちの物語に裏付けられた人生」と
名付けてみたい。NBL とは、人それぞれが、平生から「生まれ甲斐」に心をかけ、選
択・決断した宗教に遇い、自らの「いのちの物語」に目覚め、人生の行方が定まり、常に
その行方への人生を歩んでいくということです。この NBL ができていていることこそ、
生老病死の医療への一番大切な備えではないでしょうか。発句で上田先生が言われた「生
き方上手」には、NBL こそ当てはまるのではないでしょうか。
病気の末期になってから、平静な心で、自力でナラティブを構築できるような人は、よ
ほどのエリートか哲人であり、よほど「幸福な」人だと思います。凡人には常日頃から宗
教の教えに触れて、自らの信仰を得、自らの NBL を歩むことしか出来ません。先述のア
ンケートの回答者の中には、大変熱心に聞法している 102 名の「聞信グループ」が入っ
ていましたが、その人達の「生まれ甲斐」、「いのちの行方」に対する反応は際立って見通
しの明るいものでした。決して、エリートやインテリではなく、普通の「凡愚」といえる
比較的高齢の男女でしたが、平生から「大いなるナラティブ」に遇い、個々の NBL がで
きあがっている様子が歴然としていたことを特記しておきたいと思います。NBL は頭の
すぐれた人だから可能なのではなく、「大いなるナラティブ」（宗教）に育てられ、信仰の
深まった人なら、凡愚にしてなお可能な道なのです。挙句の結びにあたり、病気（がん）
になる前から、健康な時から、「大いなるナラティブ」に遇い、NBL に目覚めていくこと
を、あらゆる人々に、特に医療者に願い、そして宗教者自身の自戒といたしたく存じます。


2012 年 1 月 6 日
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Books
笹原宏之

著

漢字の現在－リアルな文字生活と日本語
（株）三省堂

￥1,600 ＋税

2011 年 9 月 10 日発行

ISBN978-4-385-36524-4

日本語の漢字は元々中国から伝来した表意文字であり、漢字の音を固有語の訓読みに置
き換え、表音文字としてのカタカナ（片仮名）、ひらかな（平仮名）と併用して、単語の
意味を強調して表現している。すなわち視覚と聴覚を動員した多用な表現が可能であり、
個人の感性の多様さを産んでいる。しかし現在では中国を含めその周辺国では、表意文字
としての漢字は廃止の方向に動きつつある。中国では漢字は発音を重視して使用されるよ
うになり、その周辺国では固有の表音文字が使われ、漢字は字音による表音文字として残
るのみで、日常生活から失われつつある。
本書は、文部科学省の常用漢字の制定・改訂にも携わった経験者であるだけに、表意文
字と表音文字を併用する表記法のプラス面とマイナス面の指摘には考えさせられるところ
が多い。特に本誌の編集に当たるものとしては、投稿原稿の文字変換に悩まされることが
多いだけに、切実な問題である。
よろ

先ずよく用いられる「宜しく」の漢字は「便宜（ギ）」の「ギ」であって、「宣（セン）
伝」の「セン」ではない。しかし紛らわしい両者の漢字は音読みしかなく、共に訓読みを
与えていない表外訓である。したがって手書きの場合には両者が混同されることが多い。
また年齢を数える「歳（サイ）」を才能の「才（サイ）」と区別せずに当てている例も多
い。真面目（マジメ）も本来は当て字であるが、多用されているため 2010 年 11 月の
から

「常用漢字表」の付表に採用されたものである。本来日本の料理法としての「空揚げ」に
から

対して、中国料理から連想される「唐揚げ」が入れ替わりつつあるのも現実である。表意
文字としての漢字も表記法としては時代を反映して変遷しつつある。
後半では、漢字圏での漢字の現在がとりあげられている。漢字圏で共通に現存する三字
音として「不得已」がとりあげられ、日本文では己の意思に反して曲げる場合の決まり文
や

句としての「已むを得ず」に相当する。原語の「不得意」とは全く意味が異なる。また中
国語の「愛人」は配偶者を意味する。同一の漢字も既に国によって意味が異なってきてい
る。本書は漢字や仮名など種々の文字による現在の日本語表記の多様性と裏腹の冗長性を
再認識させるものである。
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山岸秀夫（編集委員）

吉成直樹

著

琉球の成立－移住と交易の歴史
（株）南方新社

￥2,800 ＋税

2011 年 8 月 11 日発行

ISBN978-4-86124-214-4C0021

本書の著者は医学部中退後、理学部地学科を卒業した経歴の持ち主である。それだけに
本書には人類学的、地理学的知見が豊富にみられる。琉球弧とは、沖縄島を中心とした南
西諸島と琉球諸島の総称で、中国大陸との間に黒潮が流れて朝鮮半島や日本列島に北上し
ている。本書は中国、朝鮮半島、日本との交易の中で成立した琉球弧の国の歴史を縄文時
代にまでさかのぼって概観したものである。
近年の DNA 塩基配列解析の進歩は、およそ 10～20 万年前のアフリカにおける現生
人類誕生の時期とその後の地球上への拡散の様相を復元しつつある。すなわち主に母親か
ら子どもへと継承されるミトコンドリア DNA と父親から息子に継承される Y 染色体
DNA の分析技術の進歩によるものである。これら人類遺伝学的データと旧石器時代遺跡
に残された先史文化や人骨の証拠から、本書では縄文人は東南アジアから北上してきた
人々であり、弥生時代以降に中国東北部から南下してきた新石器時代人と混血しながら日
本人の祖先が形成されたとのシナリオを立てている。2～3 万年前の縄文時代は最終氷河
期の寒冷化のピークの時期であり、インドネシア島嶼部から日本列島にかけては陸続きで
あったことを考えれば、海底遺跡を含め琉球弧に発見される縄文遺跡とよく整合する。そ
のうえ弥生時代から古代にかけて行われた貝交易の遺跡としての貝塚も発見されている。
琉球文化圏は、言語学的にも農耕文化の点からも南方文化圏の影響を強く受け、「ヤマ
ト文化圏」とは異なった独自の文化を発達させてきた。古代に入ってからも大和王権に朝
貢し、高麗と連携し、宗と交易し、以後近隣諸国と善隣友好を保ち、他国を脅かす兵力を
持たない平和な海洋国家としての琉球国形成までの歴史が本書に描かれている。現在の沖
縄の基地問題を考えるに当たり、この平和国家「琉球の成立」に思いを致したい。


山岸秀夫（編集委員）

佐藤主光・小黒一正

著

（株）日本評論社

2011 年 9 月 20 日発行

震災復興－地震災害に強い社会・経済の構築
￥1,700 ＋税

ISBN978-4-535-55694-2

本書は経済学部と理学部と出身の異なる二人の著者が、2011 年 3 月 11 日の東日本
大震災の５ヵ月後に共同執筆し、頻度は低いが発生すれば甚大なリスクを生ずる大震災に
対する対策をリスク論の立場から提言するものである。序文は、1775 年、マグニチ
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ユ ー ド 8.5 の リ ス ボ ン 大 地 震 を 体 験 し た フ ラ ン ス の 思 想 家、J.J. ル ソ ー（1712－
1778）の「最大の災害は自ら招くものである」との言葉で始まっている。
日常頻発する交通事故や火災などに対しては、相互扶助としての民間の保険が機能して
いる一方、必ず生ずるにもかかわらず地震に対しては天災として諦める人が多く、
1966 年に創設された地震保険への加入率が伸び悩んでいた。しかし 1995 年の阪神淡
路大震災を契機に急激に加入率が増加し、2005 年末では加入件数が 1,000 万件を突
破した。地震保険の特徴は、政府が長期の保険責任を分担する官民一体の制度にある。平
均寿命が 50 年の時代では、一般住宅の耐用年数を 30 年としても、一生に大地震に出
会う確率は低かった。しかし平均寿命 80 年の長寿社会では、誰しも大地震への対策は
避けて通れない。事実最近入手した高校同窓会誌によれば、茨城県東海村から 20km の
ひたちなか市に住む友人が民間地震保険に入っていたので、早速 2011 年 4 月上旬に専
門担当者が来宅して被害の実態を調査し、建物の基礎土台部分を中心に屋根瓦の被害等を
含め 180 数万円の保険金が振り込まれ、修理工事も梅雨までに完了したとのことであ
る。
しかし今回のような大震災に対しては自助努力にも限界があり、公的な援助が欠かせな
い。しかも元々危機的状態の日本国家の財政の上に上積みされる新たな借金としての復興
国債を将来世代に先送りしない経済・社会政策が必要である。本書の前半では、経済復興
と被災者支援を両立させるような「税と社会保障の一体改革」としての増税も視野に入れ
て、大震災に強い社会・経済の構築を模索している。後半では、震災時の復興対策に備え
る恒久的な緊急事態管理庁の創設を提言している。いずれも現在国会で取り上げられてい
る未解決の諸問題の重要な論点である。その上で震災復興の原則を以下の８ヵ条にまとめ
ている。すなわち、（1）対話としての復興政策、（2）復興から新しいビジョンへ、（3）復
興庁と「一国多制度」型の地方分権、（4）被災地の構造改革、（5）国家財政悪化への歯止
め、（6）税財政改革の実施、（7）土地買い上げなどへの民間資金の活用、（8）安全技術の
開発を含めた未来の震災への備えなどである。最後に今後の課題として、保険 / 確率に基
づいた都市計画を提案している。本書は今回に限らず今後も予想される大震災に対する、
公的援助の可能性と限界を示している。それは市場主義であれ福祉国家であれ、特定の価
値観を押し付けることではなく、自らのためにより良い社会・経済を切り開いていく選択
の余地を与えておくことであるとして結んでいる。
1828 年 11 月 12 日の越後三条大地震はマグニチユード 7 で、推定死者 1,600
人、全半壊家屋約 15,000 戸と記録されている。この大震災に遭遇した良寛は、「地震
後之誌」と題する漢詩の中で、「人々がとめどなく『ぜいたく』に走ったから災害が生じ
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た。もう少し贅沢の風潮が小さいうちに地震が来てくれれば、人々はこのように苦しまず
に済んだであろう。災害を人や神のせいにすべきでない」と述べている。1775 年のリ
スボン大震災によって、ポルトガルはイギリスやスペインとの覇権争いから脱落した。し
かし今もリスボンは大航海時代の歴史の町として健在である。徒に右肩上がりの経済成長
に活路を求めるのでなく、相互扶助による持続可能な規模の日本社会の構築によって、リ
スクを減ずる発想への転換が今こそ求められているのであるまいか。


山岸秀夫（編集委員）

入江健二

著

万里子さんの旅－ある帰米二世女性の居場所探し
論創社

￥2,400 ＋税

2011 年 12 月 10 日発行

ISBN978-4-8460-1106-2

人は自らの意思で「出生」を選ぶことはできないが、「人生」を選ぶことはできる。し
たがって、人は自分の生きたあかしとして「自分史」を残すことが多い。本書も、第 2
次世界大戦による数奇な運命を生き延びた、1922 年生まれの在米日系女性の自分史で
ある。しかし本書は、本人自身によるものでなく、著者である第 3 者によって聞き取ら
れた昭和史告発のドキュメントでもある。
本書の著者は、本誌 24 巻 3 号（2011）随筆で紹介された “ ロスの赤ひげ先生 ” こ
と、入江健二さんである。入江さんは 1981 年に当時ホームレスの海に浮かぶ小島とも
呼ばれたロサンゼルス・ダウンタウン、リトル東京で医院を開業し、1987 年から本書
の主人公である大石万里子さんのホームドクターを勤めている。本書はその診療時間の間
に、彼女の赤裸々な物語に耳を傾け、2001 年から執筆を始め、10 年の歳月をかけて
完成したナラティブセラピー（物語療法）の成果であるとともに、過酷な運命を健気にし
なやかに生き抜いた主人公への「人間讃歌」でもある。
主人公の万里子さんは、日本人開拓民の子として米国カリフォルニアで出生したが、5
歳で日本の近親に引き取られた後、満州に移住した。敗戦時に北朝鮮収容所の死線を脱
し、再び戦後日本に娘共々帰国し、シベリア抑留帰りの夫と共に貧窮に耐えて生活を再建
したが、夫の病死によって崩壊した。そこで再び生地のカリフォルニアに戻って、終の棲
家を見つけて、「今が一番幸せである」と言う。まさに「人生の勝者」の姿である。
類書には見られない本書の特徴は、「語り手」による物語が、「聞き手」による客観的な
時代背景の考証によって裏付けられて、真実味が実感されると同時に、どんな時代の「狂
気」も人間の「尊厳」を完全に抹殺することはできないことを示している。かつて日本が
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侵略した中国、朝鮮はじめ近隣諸国にも、多くの万里子さんのような「物語り」が存在し
たはずである。本書は「物語り」を記録に残すことの重要性を示している。


山岸秀夫（編集委員）

谷口輝世子

著

子どもがひとりで遊べない国、アメリカ

－安全・安心パニック時代のアメリカ子育て事情
（株）生活書院

￥1,500 ＋税

2011 年 11 月 1 日発行

ISBN978-4-903690-83-4

本書は、アメリカ・ミシガン州の中流家庭の多い郊外に住み、2 人の小学生を育てて
いる母親の現地レポートである。本来子どもは仲間がいて広場と時間があれば、仲よく遊
ぶ中でおのずと社会ルールを学び、自立心を育てる。ところがアメリカ社会では、
1980 年代になって働く母親の増加とともに、子供の誘拐や殺人のマスコミ報道が広が
り、育児の「安全・安心」が過度に優先されるようになり、子供の遊びにも大人の監視が
義務付けられる州が増えてきた。この「安全・安心」の風潮は、徐々にわが国にも及びつ
つある。子どもの本当の安全は、仲間との遊びの中で育つ判断力や自律心によるところが
多く、大人の保護だけでは守りきれるものではない。子どもだけの冒険的に見える行動も
自立心の育成という恩恵に対する対価としてのリスクと考えてもよいのではなかろうか。
本来アメリカは格差社会で、富裕層、中流層、貧困層の棲み分けがなされている。貧困
層では、育児放棄のケースも多い。ところが実際には、貧困層の子どもの方が中流層の子
どもよりバランスのとれた遊びや活動が出来ているという調査結果も示されている。すな
わちダンボールなどの工作道具を与えて、両者のグループに「自分たちの街」を作らせた
ところ、前者の方がグループ内の会話が多く、病院や図書館などを含むコミュニティーを
形成していたが、後者のグループ内には会話が少なく、公共施設も見られなかったとのこ
とである。今後グローバルに助け合う社会の形成という観点からは、「安全・安心」に関
して再考すべき問題を提起している。

山岸秀夫（編集委員）
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読者のコーナー
(1)


(2)


(3)



 誌 24 巻 4 号、Editorial「激動の時代に生きる」の中の「お前が泊まってくれると安心し
本
て熟睡できる」という言葉には、何か強い五感以外の「いのち」の感覚を覚えたと記され、母
親が生き返ったかのような感動を感じました。この年末には誰もいない奈良の実家に冬ごもり
をして、その意味をじっくり考えたいと思います。今後も格調高いこの雑誌が多くの人に読ま
れ、荒れすさぶる現代日本に一服の清涼となることを祈っております。
2011/12/28（K.U.）
本 誌 24 巻 4 号、「2011 年東北地方太平洋沖地震」によると、宮古で 38m もの高さの津
波が襲来した巨大地震は 1,000 年に一度のもので、残念ながら “ 想定外 ” とのことだが、本
文表 1 を見ると M7.4 単独地震の平均 37 年周期に突入しており、さらに図 3 の宮城県沖
M7.5 大地震の 2011 年１月１日から 30 年以内に発生する確率が 99％だから、これはも
う確実に襲来する予測が当たっていたといえる。なぜ巨大化したのかの推測は図 6 の分岐断
層によるというのだが、実際にまだ証明されていないのだろうか？ このような断層は南海地
震でも起こりうるのだろうか？ 連動するかもしれない南海トラフ沿いの巨大地震への懸念が、
本文最後にまとめられているので、南紀白浜（和歌山県）の海辺に勤務する小生はとても不安
になる。いつでも避難する準備は整えているものの、遭遇時の居場所が問題となろう。運任せ
にしたくないが、来襲の予測は年単位としても、当分不可能だろう。来襲時予想の誤差はどれ
ほどなのだろうか？ 1361 年から現在に至るまでの５回の巨大地震の間隔（周期？）は
92‒147 年なので、1946 年から 66 年経過した 2012 年では、半世紀位はまだ起きない
と素人の小生には思われるが、「30 年以内の発生確率が 50‒70％」なので、確率の誤差は
示せないのだろうが、東日本に “ 続いて ” 来襲しないかと怖い。忘れられた関東大震災の再来
の方が早いと直感しているが…。2011 年 3 月 11 日、金華山に生息するニホンザルたちが
１個体も津波で死亡しなかった “ 野生の証明 ” と、それらのサルを研究していた学生が命拾い
をした話を耳にはさみ、科学力の進歩も “ 野生という遺伝 ” には勝てないのかと嬉しくも悲し
かった。亡くなられた大勢の方々のご冥福を祈ります。
2011/1/3（久保田信、京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 准教授）
本誌 24 巻 4 号オピニオンの連載（Ⅲ）｢社会から医療界への視線｣ を、拝見して考えさせら
れました。現在の日本の医療現場では、医師の自主裁量はいっさい出来ないのであります。な
ぜなら、初診料は○○点（1 点 10 円）、再診療料○○点、検査料○○点、薬剤料○○点、入
院基本料○○点等、厚労省が決めた医療保険制度による「医科診療報酬点数表・調剤報酬点数
表」により、いわゆる箸（はし）の上げ下げまで厚労省の管理下にあるわけであります。経験
30 年のベテラン医師も新卒の医師も診療点数は同じであります。そのため日本の医療現場は
「社会主義」だと言われるゆえんであります。しかしながら、いつも国政選挙になると日本医
師会は「自由主義」の自民党か民主党を支持し、また自由診療と保険診療を併用した「混合診
療」にも反対しており、なかなか私には理解しがたいのであります。また昨今の「医師不足」
解消のため某大学医学部では新一学年の定員を 100 名から 105 名に増やしましたが、とこ
ろがなんと学生の志望診療科をみると、皮膚科、眼科、耳鼻科、内科に集中しており、いま医
師不足で問題になっている小児科、産婦人科、外科系等は逆に志望者が減っており、現状は何
も改善されていないのであります。そして「医師不足」にとどめをさしているのは、厚労省が
2004 年に導入した臨床研修制度であります。官僚が医師教育に介入し、6 年間の医学部時
代に終わっているはずなのに卒業後も 2 年間かけて多くの診療科を研修することを課したこ
とであります。どんな組織でも新入社員をクルクルと短期間で回されたら困るわけで、この制
度で実質的労働力は 2 学年分約 1 万 5 千名の医師が減ったのも同然であります。日本の医師
は当直で徹夜した後も 36 時間連続勤務が行われている医療機関があると聞いております。
それらの問題を対処するには厚労省が権限を放棄して医師臨床研修制度を撤廃する政策転換を
する必要があります。医療者が自己犠牲精神で誠心誠意患者のために尽くしてくれる医療は素
晴らしいと思います。医師を志す若い人たちもきっと同じ気持ちであると思います。
2012/1/12（S.T.）

読者のコーナー
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編集後記
｢寝食を共にする｣ とは ｢規則的な日常の生活を共にする｣ ことであり、｢寝食を
忘れる｣ とは ｢一つの仕事に熱中して、生活が不規則になる｣ ことである。本号の特
集 1 では、この健康に必須の ｢寝食｣ をとりあげ、日常生活の潤滑剤としての ｢笑
い｣ が ｢辛いことを忘れさせる無化（心を空にする）作用｣ を持ち、温泉などの温浴
が ｢リラックス効果｣ を持つことも示されている。特集 2 は、この提言に適した自
然環境の南紀版であり、｢温泉の中で仲間たちと一緒に談笑し、湯上りに自然の幸を
賞味し、大海原を眺めて、床に就く｣ 健康生活がうらやましい。
何億年前の中生代の地球の示準化石とされている恐竜やアンモナイトのような派手
さは無いが、新生代中期 1,600 万年前の南紀の地層からは、多様な貝類の化石が発
見される。その太古の時代にタイムスリップして、生きた証しを化石に探し求めたり、
激動の南紀に固有の甲虫や南国の蝶に魅せられて追い求める人々のオンリーワンの喜
びと連帯感は貴重である。多数の種名も出てきて、その臨場感を専門外の方々に誌上
で伝えるのは至難の業であるが、あえて本号特集 2 に記録を残していただいた。
ところで宇治にある黄檗山万福寺の正面の天王殿には、｢ワッハハ｣ と思わず笑い
を誘う布袋さんがおられる。あの大きなお腹の中には、きっと人生の ｢難行苦行｣ が
一杯詰め込まれていて、「笑い」のポンプ作用で吹き飛ばされているのだと思う。因
みに太秦広隆寺の優しい微笑みを湛えた弥勒菩薩の現世での化身が布袋さんとのこと
である。
季刊誌としての本誌の編集には、印刷所への出稿前の ｢寝食を忘れる｣ 仕事が、
3 ヶ月ごとに山積みとなる。しかし PC の中での執筆者とのコミュニケーションに
は ｢笑い｣ の潤滑剤が存在しない。専門を異にする両者間のメールの往復による誤解
の増大は、まさに ｢難行苦行｣ であり、お互いのストレスを高めて信頼関係を損ねる
ことになる。せめて編集子としては、｢執筆の手引き｣ の本誌スタイルに従った寄稿
をお願いしたいものである。
阪神淡路大震災から丸 17 年、東日本大震災 1 周年も真近かである。出町柳の浄
土宗長徳寺の門前には、｢変わらないものを大切に
あった。
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教育課程の課題－子どもの成育環境の変容と体験活動－
山口 満
24-4

439
441
452
459

468
470
481
493
501
513

いのちの科学プロジェクトシリーズ
テーマ：共に生きる
㉕寿命の意味
ニホンミツバチの不思議な生態
㉗シルクロードと木材
㉘年輪年代法と木質古文化財への応用
㉙ 2011 年東北地方太平洋沖地震

高木由臣
坂本文夫
伊東隆夫
光谷拓実
梅田康弘

24-1
24-2
24-3
24-4
24-4

68
202
354
525
538

JCSD プロジェクトシリーズ

琵琶湖の内湖再生のための環境ガバナンス－早崎内湖の再生活動の事例を中心にして－
212
髙津融男
24-2

連載講座

不老長寿を考える（Ⅹ）
不老長寿を考える（Ⅺ、終章）
漢字の散歩道（Ⅴ）数字は符号か、文字か
メタボの正体（Ⅰ）
メタボの正体（Ⅱ）
メタボの正体（Ⅲ）
メタボの正体（Ⅳ）
感染症あれこれ（Ⅴ）

山室隆夫
山室隆夫
小南一郎
篠山重威
篠山重威
篠山重威
篠山重威
今西二郎

24-1
24-2
24-1
24-1
24-2
24-3
24-4
24-3

76
223
82
87
230
364
550
379

危機にある地域医療に携わって
小西淳二
原子力安全神話からの脱却
西原英晃
ホスピスは活き活きと生きるところ−終末期医療は完成期医療です−
人見滋樹

24-1
24-2

96
242

24-4

563

トピックス
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コラム

「なるほど」と「ほどほど」の「あわい」
東日本大震災に想う－自然と向き合う現代文明
進化の立場からヒトの疾患を考える

随想

“ ロスの赤ひげ先生 ” 讃歌
中央アジアの青い国ウズベキスタン

山岸秀夫
山岸秀夫
本庄 巌

24-1
24-2
24-3

104
250
383

秋山麗子
本庄 巌

24-3
24-4

386
578

萬野裕彦
萬野裕彦
萬野裕彦
篠山重威

24-2
24-3
24-4
24-4

254
397
584
592

オピニオン

連載：医師になるということ−若い人たちのために−
（Ⅰ）社会が医師に求めているもの
（Ⅱ）医師という職業について
（Ⅲ）社会から医療界への視線
コメント：医師になること

サロン談義

サロン談義８ 変貌する世界（Ⅲ）
問題提起 3：世界の政治変貌から見えるもの
中西 香
24-1
コメント 5：政体の比較と評定
八木 紀一郎 24-1
コメント 6：生き甲斐のある社会を目指して
上田公介
24-1
サロン談義８ 変貌する世界（Ⅳ）
問題提起 4：理想の人間世界とは
中西 香
24-2
コメント 7：企業経営と社会システム−巨大企業（超国家企業）の役割と責任−
三浦哲男
24-2
コメント 8：資本主義、制度、下からの力−帝国とマルチチュード−
山本泰三
24-2
サロン談義 9（連歌形式） 生老病死の医療（Ⅰ）
第一主題（発句）：死生観について－医療における物語性
中井吉英
24-3
サロン談義 9（連歌形式） 生老病死の医療（Ⅱ）
第一主題（二句）：末期心不全と緩和医療
小笹寧子
24-4
（三句）：がん患者さんといのちの医療
上田公介
24-4
（四句）：治らない病気
本庄 巌
24-4
（挙句）：宗教に問われていること－人々の心に届く死生観
窪寺俊之
24-4
第二主題（発句）：高齢者医療－ Japan Syndrome について
小笹寧子
24-4
（二句）：介護と家族問題
上田公介
24-4
（三句）：最後の場所
本庄 巌
24-4

107
116
121
263
275
279
405
596
598
600
603
606
610
613

24 巻総合目次
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Books

日高敏隆 著『僕の生物学講義－人間を知る手がかりの詳細』
24-1
24-1
佐藤真一他 2 名 編著『老いとこころのケア－老年行動科学入門－』
最所久美子 著『医療と福祉を超えて暮らしを拓く：住民力で地域医療
－医師・宮原伸二の奇跡－』
24-1
村上陽一郎 著『人間にとって科学とは何か』
24-1
「五重塔のはなし」編集委員会 編著『五重塔のはなし』
24-1
佐藤文隆 著『職業としての科学』
24-2
24-2
榎木英介 著『博士漂流時代－「余った博士」はどうなるか？』
横川善正 著『ホスピスが美術館になる日－ケアの時代とアートの未来－』
24-2
西井涼子 編『時間の人類学－情動・自然・社会空間』
24-3
くまぐす
か しま
24-3
後藤 伸 他 2 名 著『熊楠の森－神島』
24-3
伊東隆夫 他 4 名 著『カラー版 日本有用樹木誌』
中西 進 著『こころの日本文化史』
24-4
外川 淳 著『天災と復興の日本史』
24-4
藤田和恵 著『ルポ 患者を守る人びと－医療崩壊の中で』
24-4
中村安秀・河森正人 編『グローバル人間学の世界』
24-4
24-4
稲川 実・山本芳美 著『靴づくりの文化史－日本の靴と職人－』

Random Scope

バイオエネルギー生産の植物資源とその地域での鳥類多様性への影響 24-1
サンショウウオ胚に共生する藻類
24-1
親の肥満は子にたたるか？
24-1
見えないのに感じる青い光−新しい第 3 の光受容体の発見
24-1
リン（P）の代わりにヒ素（As）を用いた DNA を持つバクテリア
：NASA の大発見それとも勇み足？
24-2
マラリア撲滅の新しい手段としてのカビ遺伝子組換え体の利用
24-2
血液脳関門を開くには
24-2
動物実験を脅かす過激な動物愛好家
24-2
新しい “ 善玉 ” コレステロールの増強剤
24-2
ビフィズス菌は腸内感染防御機構に役立つか
24-2
ミツバチの女王分化を支配するローヤルゼリー成分の発見！
24-3
呼気による頭頸部がんの診断
24-3
哺乳類の脳の化石による嗅覚動物の証拠
24-3
マラリア蚊を制圧する新規殺虫剤の開発が望まれている
24-3
ヒト腸内微生物叢は 3 種に大別される
24-3
五感以外の第 6 の感覚としての化学受容体のはたらき
24-4
安定同位体を測って恐竜の体温を推定する
24-4
網膜における光感受性神経細胞の機能的分化
：リズム光同調と瞳孔反射
24-4
心筋梗塞後に心外膜細胞が心筋細胞へ再生する
24-4
骨粗鬆症の治療
24-4
水素を利用する熱水噴出孔の共生生物
24-4
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122
123
124
125
126
284
285
286
414
415
416
616
617
618
619
620

48
58
75
106
174
222
229
249
253
283
314
385
396
413
417
433
458
467
549
583
595
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