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特集 “健やかな老い

－統合医療と介護福祉－”

長寿の時代となり、高齢に達する人が多くなった。老いは複雑であり、
エイジングが進んでも、精神は発達を続ける面がある。超高齢期に達して
も、自己実現の活動を続ける人は多い。健やかな老いを、誰もが生きたい
と願う。高齢期は、健康の不安を伴うが、最近注目されるようになった「統
合医療」は、病気の治療や予防だけでなく、未病を癒し、健康創生をめざ
して発展している。健やかな老いに貢献するであろう。また、病気が無く
ても、生活機能が低下して、先々の生活に不安を抱く人も多い。近年登場
した介護福祉は、生活支援が必要な人を、保護的でなく、自律的に生きら
れるよう支援する社会対策として進められている。たとえ弱っても、その
人らしく、自分の意思で生きられるよう生活支援する介護福祉が、健やか
な老いを保障するものとなろう。この特集からこれらについて学び、安心
して健やかな老いを生きる道を探索して頂きたい。

Editorial

多元的教育システムの必要性
村田翼夫＊
日本の学校教育における児童生徒の教育指導については多くの問題が指摘されているが、
学習内容理解の困難さと関連して日本の伝統的な単一システムがもたらす弊害とその改革
について考えてみたい。
近年、国際化への対応を考慮して小学校において 2010 年度から「外国語活動」が取
り入れられ、5、6 年生が主として英語を学習することになった。2020 年度からはそ
れを正規の教科へ引き上げることが計画されている。同様に道徳教育も同年度から教科に
しようとしている。しかも、これらの改革は全国一斉にすべての小学校において実施され
ることが特色である。
国際化の進展に伴って英語が重要なコミュニケーション手段になることは認めるが、今
日のような多言語化社会にあっては他の外国語を教えることも配慮すべきではないだろか。
日本への留学生、観光客をみてもアジア諸国出身者で、中国語、韓国語、タイ語、マレー
語などを母語にしている者が多い。彼らとの交流を考えれば、画一的に英語のみを重視す
るのではなく、地方によっては前述のようなアジア言語、あるいは北海道ではロシア語な
どを教える工夫があってもよいのではないか。そうすれば、隣国の理解も深まるし、これ
から重要になると思われる東アジア共同体のメンバー意識を涵養して行くためにも有用と
思われる。
ちなみに、筆者がしばしば調査に訪れているタイでは、中学校で英語に加えて仏語、独
語、高等学校では仏語、独語、日本語、中国語、アラビア語を選択科目に指定しその中か
ら 1 言語選べることになっている。また、韓国では 2014 年度から、中学校および高等
学校において 8 種類の第 2 外国語（ドイツ語、フランス語、スペイン語、日本語、中国
語、ロシア語、アラビア語、ベトナム語）を設定し、そのうち 1 言語を選べるようにし
ている。
日本の学校では、こうした教科教育ばかりでなく各種の役割遂行の期待が大きく、学校
教員は仕事に追われ帰宅の時間も遅くなる人が多いと言われる。他方、児童生徒には、い
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じめに遭遇したり、登校拒否を起こしたり、学級崩壊を経験するケースも増えている。筆
者が、京都女子大学学生の教育実習指導のため関西地区のいくつかの中学校を訪問した時、
2、3 年生のクラスで何人かの生徒が授業中に席に座らず教室を歩き回ったり、廊下で寝
ている生徒がいたりしていて驚いたことがある。高等学校では、惰性的に登校しているが
学習内容が理解できず、学習意欲を失い無気力になっている生徒も多くいると聞いている。
どうしてこのようなことが起きているのか。
今年の 1～2 月にかけて京都市の小学校の若手教諭 9 人と小・中高校の年長教諭（校
長・副校長・指導主事等）7 人を対象に面接およびアンケート調査を行い、彼らが直面
している問題について問うてみた。その結果は、本誌 28 巻 2 号のサロン談義「学校現
場からみた教育問題」に掲載した。最も多かったのは、「一人ひとりの個性差に応じた教
育指導ができない」であった。具体的には、「子どもの学力差が激しく一斉授業（35～
40 人）では困難である」
、「全員がわかる授業が課題であるが、一人ひとり課題があり、
一斉授業では難しい」、「障がい児教育を担当したが、いろいろな障がい状態の児童がいる
のに児童の状態に応じた対応ができなくて困った」などである。確かな学力の形成には学
習指導の個別化が必要であることは、教育改革委員会などで幾度も指摘されてきたが、実
現に至っていない。
日本では、伝統的に集団中心主義の教育、画一的かつ硬直的な教育が行われてきた。そ
のことがこの問題の背景にあると思われる。学校では一人のクラス担任教師あるいは専科
教員が 30～40 人の児童生徒に一斉授業を行ってきている。しかも学校は年齢主義が基
本になっていて自動進級制を採用している。学習内容の理解の程度を問わず進級させる。
習熟度別学習は応用されているが、学年枠を越えた指導は行われない。飛び級も認められ
ていない。その結果、学習内容が理解できず、授業を聞こうともしない生徒が生じている
のではないか。
第 2 に、教師が多忙で肝心の教育指導・生徒指導に専念することができないことが指
摘されていた。例えば、「会議、保護者向け文書、事務作業、部活動などで遅くなり、授
業そのものの準備や教材研究をする時間がない」、「土、日に学校で行われている地域行事
への参加も負担である」などである。このことも、基本的に 1 学級 1 人担任教師システ
ム、小学校に専科教員を置かない、教員・カウンセラー・職員の不足、保護者や地域人材
の協力を得ることの困難性、ICT（情報通信技術）の活用の不十分さなどの問題と関連し
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ていよう。
筆者が以前にアメリカ・カリフォルニア州バークレー市で訪ねた小学校では、教育実習
生以外に何人もの親が学習の補助にきていた。もっともその学校のクラスではほとんどグ
ループ別、個人別学習が行われていた。音楽や美術の時間には地域のすぐれた技能を有す
る人材が授業の補助を行っていた。3 年前にカナダのエドモントン市の小学校を視察し
た時、クラスに障がい児童がいると必ず専門教員が傍について補助していた。また、4
年前にオーストラリアのニューサウスウェールズ州のリズモア市の学校を訪問した時、障
がい児童のクラスには電子黒板が導入されていた。このような対策を行えば、教員の不足、
地域人材の活用、ICT の利用も可能になり、教員の多忙も軽減されるのではないかと考え
られる。しかし、そうした多様な試みを実践することは、日本のように画一的な単一シス
テムを採用している国では困難であろう。
学校制度面をみてみると、日本では、外国人児童生徒が日本の学校へ就学することは認
められている。それでも外国人学校、インターナショナル・スクールは私立学校として認
可されず各種学校扱いである。以前に、あるインターナショナル・スクールの校長と面談
した時に、この学校では日本の私立学校と同様に税金を払っているのに私立学校と認めら
れないのは不合理であると不満を漏らしていた。また、在日韓国・朝鮮人が入学している
韓国学校、朝鮮学校では、民族教育が行われている。民族教育というのは、彼らの民族文
化・歴史・地理などを教えるものであり、日本の子ども達は受けていない。大阪府内の約
180 校に民族学級が設置され、朝鮮にルーツを持つ子ども達を対象に、放課後、出身国
の歴史・文化や母語などを教え、民族アイデンティティを育み、自尊感情を形成する場と
なっている。そこでは日本人児童生徒の民族学級への参加・交流、教職員、PTA・地域
の理解と協力を得ることが課題となっている。また、朝鮮学校への公的補助を地方自治体
は行うようになっているが、政府はいまだに認めていない。
筆者が調査してきた東南アジア諸国の学校制度・教育方法をみてみると、マレーシアの
小学校では、国語であるマレー語の学校以外に、中国語学校、インド人が通うタミル語学
校が設立されている。ただし、中等学校ではマレー語による教育に統一されるが、私立の
中国語中等学校は存在している。多民族で構成されるフィリピン、インドネシアにおいて
は、国語教育が十分に普及していないこともあって、小学校の低学年では地方で使用され
ている民族語で教育を行うことが認められている。イスラーム教徒の多いインドネシアで
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は、普通学校（スコラ）に加えて宗教学校（マドラサ）にも就学して義務教育を受けるこ
とができるようになっている。いわば、学校が二重制度になっている。また、タイやシン
ガポールにおいては、そこに設立されている日本人学校は、各種学校ではなく同国の学校
と同じ種類の私立学校として認可されている。
民族構成が異なる日本において、この種の多様な学校制度・教育方法を直接導入するこ
とは難しいだろうが、これからの国際化、グローバル化時代にあっては、多様な個性、異
質な文化を持った人々が共生を図りつつそれぞれの個性・能力を存分に発揮できるような
学校制度・教育方法を工夫する必要があるだろう。ソフトウエア－を中心とする情報化時
代には、工業化社会において重視された画一的に規格化された商品を生産する労働者・経
営者ではなく、個性的で豊かなアイデアを持ち多様な能力を発揮できる人材が要請されて
いる。
もう 20 年以上前になるが、タイの教育省で教育次官をされていたチャルーン・ボン
サヤ氏と話した時に、海外へ留学や仕事に行った場合に、その後現地に留まらず必ず帰国
するのは、タイ人と日本人のみであると指摘され驚いたことがある。確かに、日本もタイ
も小学校から大学までそれぞれ日本語、タイ語の国語で教育することになっており、いろ
んな分野において同質的コミュニティやサークルがみられる。自分たちの国のものと異な
る異質システムを有する社会には住みにくくて、なじみ深い均一システムを有する自国へ
帰ってしまうというわけである。それは、自国の伝統文化に誇りを持ち、国民のアイデン
ティティの保持にとって好都合かもしれないが、これからのグローバル化時代にそうした
同質社会を維持していくだけで諸問題に対処して行けるのか心配である。
栗本一男氏が「日本ゆで卵論」を彼の著書『国際化時代と日本人－異なるシステムへの
対応－、NHK ブックス、1985 年』の中で紹介している。日本人は世界全体を国内と国
外に峻別して考える。ゆで卵で、黄色い部分は日本、白身は国外として区分され、国内も
国外も均質と考えられているというのである。日本文化も地方によってそれぞれ特質を
持っていて決して均一ではない。まして、異文化の外国文化が入ってくれば益々多様化し
てくる。しかし、日本には内と外を区分して使い分け、自分は内側のものとして固定し外
側の者を「よそ者」として排除する傾向が強い。新しく後から入った人は、前からある古
いもの、長く存在する伝統に同化し和して行くことが重要という社会規範が存在する。そ
こでは、新しい異質なもの、異質な人々は評価されず、伝統的規範、文化への同調、同化
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が求められる。
これからは、このように日本が均質化した社会であるということを前提にした単一シス
テムを改革して多元システムを確立する必要があると思う。多元システムというのは、本
来、異文化の価値を認めて異質なものに対処していくシステムであり、異質で多様な文化
を持つ人々が共存・共生して行けるよう工夫されたメカニズムを指す。いわば、多様な言
語、習慣、文化の存在を認め、多様な能力を発揮しやすいよう工夫されたシステムを意味
している。従来、日本社会は日本語で交流しつつ同じタイプの生活様式を維持してきたが、
今後、日本人と異質な外国人、あるいは外国文化を身につけて帰国した日本人と協働して
新しい社会を創造して行かなければならない。日本人の間でも多様な能力・才能を備えた
人々、個人差のある学力を持った児童生徒がいる。さらに、特色を持った地方が存在する。
彼ら一人ひとりのニーズに対応した措置が取れるシステム、ならびに地方の独特な特色を
発展させるシステムを整備することが求められる。日本は均質化した社会ではなく多様な
文化を持つ社会であると考え、それらを尊重するシステムを確立しなければならない。教
育においても全国一斉に同一の教育を実施するのではなく、地域、地方、学校、教育セン
ター等が柔軟かつ自由な発想で各児童生徒の多様なニーズおよび能力・学力に対応したり、
地方の特色を生かした教育を工夫したりできる多元的教育システムを構築することが大き
な課題である。
多元的教育システムを確立しなければ、英語以外の外国語教育の導入、年数主義に固執
する自動進級制度の変革、学年制の枠を越えた習熟度別学習の実施、教員・カウンセ
ラー・事務職員の増加、保護者や地域住民の学校への協力、ICT の柔軟な活用などを実現
することは困難であろう。
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Random Scope
生殖細胞の成熟を阻害する転移因子の働きを抑制する
piRNA とその由来
ハエやマウスの生殖細胞では、自己の遺伝子を破壊する多くの転移因子（トランスポゾン）が
活性化しているが、同時にそのトランスポゾンの働きを不活化する相同な RNA（piRNA）とタ
ンパク質（PIWI）の複合体の存在のために、その後の正常な発生が保証されている1）。さらに、
その特異的な piRNA の由来する機構を解析したところ、驚くべきことに、piRNA はトランス
ポゾン自体の RNA の切り継ぎ（スプライシング）の産物であることが明らかにされた2）。いわ
ば、遺伝子ゲノムは世代交代の度に、秩序の解体と再構築の洗礼を受けているのであって、iPS
細胞（人工多能性幹細胞）作製機構との関わりが深いと考えられる。
（Yan）
1） M ohn, F. et al.: piRNA-guided slicing specifies transcripts for Zucchinidependent, phased piRNA biogenesis. Science 348, 812-817 (2015)
2） piRNA-guided transposon cleavage initiates Zucchini-dependent, phased piRNA
production. Science 348, 817-821 (2015)

ヒトの着床前胚でも内在性レトロウィルスが再活性化
している
以上の欄で、マウスの生殖細胞で活性化している転移因子（トランスポゾン）を紹介したが、
ヒトゲノムにも多数の転移可能な内在性レトロウィルス（ERV）が存在し、その中でもヒトと
チンパンジーの共通祖先の分岐前後に感染したとされる、ヒト ERV は正常な胚発生中に発現し
ていることが示された。すなわち 8 細胞期の胚でその転写が始まり、着床前胚盤胞を経て、ヒ
ト胚性幹細胞が誘導される過程まで継続した後、停止する。したがってレトロウィルスタンパク
質と宿主因子間の複雑な相互作用がヒトの初期発生経路を微調整しているものと思われる。

（Yan）
Grow, E. J. et al.:Intrinsic retroviral reactivation in human preimplantation embryos
and pluripotent cells. Nature 522, 221-225 (2015)
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特集“健やかな老い－統合医療と介護福祉－”

にあたって
奈倉道隆＊
この特集は、2014 年 12 月 20 日に京都で開かれた、同名のフォーラムに基づいて
構成されたものである。フォーラムでは、最初に今西二郎教授より「生きがいのある生活
を、統合医療で」と題する提言があり、続いて奈倉道隆より「環境を調え、生きる意欲を
高める介護福祉」と題する提言を行った。その後、二人の講師と参加者全員が向かい合い、
自由に意見を述べる時間が持たれ、多くの発言によって、老いを健やかに生きる道が探索
された。その意見交流を踏まえて、本特集を編集したが、各発題の資料の中に論旨の詳細
が整理されて述べられていることから、若干の意見を補筆し、要約したものを本特集の総
論とした。本特集の概要の理解に役立てて頂ければ幸いに思う。

１．生きがいある生活を、統合医療で
（1）統合医療について
統合医療というのは、現代西洋医学を中心にして、補完・代替医療を組み合わせた医療
のことである。補完代替医療の内容については次に述べるが、この組み合わせによってそ
れぞれの長所を生かし、短所を補完しながら、疾患の治療を進める。
（2）補完・代替医療とは
補完・代替医療というのは、世界各地で現代西洋医学以外の医学体系を持って発達した
医学体系を指し、この中には漢方、アーユルヴェーダなどの古くから伝わる伝統医療のほ
か、サプリメント、各種リラクセーション法、ヨーガ、アニマルセラピー、園芸療法、ア
ロマセラピー、音楽療法、マッサージなど様々なものを含んでいる。この中には、体系
だったものやそうでないもの、信頼性が高いもの・低いものがある。
（3）統合医療の目的と活動場所
統合医療は、治療だけでなく治未病、予防、健康増進、健康維持、活力ある老化
（active aging）、などにも威力を発揮できることから、今後期待される理想的な医療と
位置付けられよう。治未病というのは、病気になる前段階のうちに治療し、本格的な病気
東海学園大学名誉教授（老年学、介護福祉学）

＊
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にならないようにすることである。高齢期はいったん病気になると治りにくいので、未病
の段階で治すことが望まれる。老いを健やかに生きるうえで重要な役割を持つと言える。
その活動は、医療施設だけでなく、老人保健施設、介護施設その他の場所でも疾病の治療
や予防のために活用されている。
（4）次世代型統合医療について
現行の統合医療の次に来ると思われる次世代型統合医療について勉強し、実際にそのモ
デルを実施してきた。次世代型統合医療の特徴は、1）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、改善を図ること、2）それを実践するため
の環境を重視することである。スピリチュアリティの目標として、「いきがい」を感じる
ことは、一つの重要な項目である。健やかに老いを生きるうえで、生きがいは大きな力と
なる。
（5）健やかな老いと統合医療
今まで、私たちは、アロマテラピーによる老人保健施設入所者に対する睡眠および概日
リズム障害の改善を確認したり、鍼灸を中心とした統合医療による認知症の予防などを試
みたりしてきた。現行型であれ、次世代型であれ、いずれにしてもわれわれが行ってきた
統合医療では、漢方、鍼灸、マッサージ、アロマテラピーを中心にとりいれてきた。
統合医療は、医療の分野で活用できるだけでなく、介護と連携することで、健常な人々
にも活用できる可能性を秘めている。なかでも、次世代型統合医療では、
「生きがいを増
すこと」を目標にしており、医療・介護を含むヒューマンサービスのなかで、「健やかな
老い」を実現する道を開いていきたい。

２．環境を調え、生きる意欲を高める介護福祉
（1）現代医療の特徴
1）機械論的人間観：現代医療は、科学的合理性を重んずる機械論的人間観に立ってい
る。それは人体を精巧な機械とみなし、臓器は部品、その部品またはシステムの故障が病
気、病気の治療は機械の修理であるかのように考える。近年、人間尊重の医療倫理が重視
されるようになったが、伝統的医療のように「生命力」を重視する考えはまだ十分に反映
されているとはいえない。介護の立場では、その人の生命に備わる自発性や、協調性を重
んじ、他人の意思に支配されない自律的な人間として生きることを支援していく。
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2）専門分野に分かれる：現代医療は、診療・看護・リハビリテーションなどのいくつ
かの分野に分かれ、健康問題にそれぞれの専門性をいかして対応していく。診療は病理学
などに基づき、病気などの診断と治療を行う。看護は診療を補佐する役割と、患者の療養
生活を支援をする役割がある。介護と似ている面もあるが、原理と進め方に大きな違いが
ある。しかし、病気を持つ人の生活支援では、協働する必要があり、このことは後に述べ
たい。
3）リハビリテーションの役割：リハビリテーションは、生活機能の医学であり、生活
支援の介護と関係が深い。しかしながら、機能回復が目的ではなく、これを手段として社
会生活に復帰できるように心身両面で支援することを目標としている。介護福祉が、生活
行動の支援を手段として、自律的生活の確立を目指すのと似ている。老いを健やかに生き
られるよう支援する介護福祉では、リハビリテーションとの連携が大切である。
（2）介護及び介護福祉の働き
1）自律性を高める：医療が最も大切にするものは健康であるが、介護福祉が最も大切
にするものは自律である。自律は自立と違い、自分の力だけで行動するのではなく、自分
の意思で生き方を決め、他人に支配されないように支援を活用して生きることである。つ
まり、自分の意思で他人の支援を活用する生き方は自律であって依存ではない。介護者は、
自分の考えだけで介護することはしないで、声掛けをして、相手の意思に沿った支援をす
る。相手の意思を無視して介護をするのは、相手の自尊心を傷つけ、自律心を奪い、やが
ては相手を依存的な人にしてしまう恐れがある。
2）社会環境を整える：医療が健康回復のために、薬物や医療技術を用いて、患者の心
身に介入するのとは対照的に、介護は、本人が自律的に生きられる社会環境を整えて、な
るべく介入しない支援をする。社会環境というのは自然環境と違い、人間が生きるために
作り出した環境である。一人一人の人が生きる上で、直接かかわりのある「建物、用具、
衣服、食べ物、人、制度、人間関係、介護者など」をさす。これらが整えば、心身の機能
に衰えがあっても自律的に生きることができる。中でも、「介護者」は最も身近な社会環
境であり、他の環境を利用しやすく仲立ちの役割をする行動的な社会環境である。
3）介護関係が自律の意欲を：介護で大切なのは、社会環境を整える介護者の働きと、
これを活用して自律的に生きようと志す本人の意欲である。この意欲を、高めるのも、失
わせるのも、「介護関係」すなわち介護者と介護の利用者との関係の在り方しだいである。
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これが、介護する人・される人という関係では、利用者は受身で、依存的になるであろう。
そうではなく、介護を提供する人、利用する人という対等の関係に立てば、主体性が強ま
り、自律の意欲が培われるであろう。介護を利用して老いを健やかに生きようとするなら
ば、介護者と主体的な介護関係をもつことに努めたい。
4）介護と介護福祉：介護と介護福祉の違いも明らかにしたい。日本の介護は、古くか
ら家族介護として医療に準ずる役割を果たしてきたが、近年、介護保険などの制度を利用
する社会福祉の生活支援として「介護福祉」が確立された。家族介護は家族関係で成り立
つが、介護福祉は社会関係で成り立ち、色々な社会資源によって社会環境を整えてすすめ
る。介護の内容は、介護者のみが決めるのでなく、「介護過程」と呼ばれる「アセスメン
ト、介護認定、ケアプランなど」によって方向づけられる。これを基に利用者の意思をく
んで、介護を提供する介護者と利用者との介護関係によって進めていくのである。家族の
手不足で、家族介護が思うようにはできなくなったが、自由な介護が家族関係で進められ
る家族介護の役割は大切にしたい。
（3）医療・介護福祉の連携と、高齢者の終末期のケア
1）廃用性症候群の予防：介護福祉は医療と連携し、入院医療が必要な人は入院させる
が、できるだけ短期に留めたい。これは保護的ケアであり、使わない機能が衰えやすいと
いう廃用性症候群が起きやすく、自律を損ねるからである。生活の場に戻り、必要なら通
院や訪問看護による医療を受けるようにしたい。
2）介護・看護が協調する連携：介護福祉施設では、看護師が職員として勤務し常時連
携が取れる状況にある。しかし、介護ケアが自律を重視するのに対し、医療ケアは健康上
の保護を重視する。その調整は難しい。どちらに重点を置くかは、患者の病状を中心に協
議して決めるべきである。互いに他職種のケアの原理を理解し、協調できる体制を作るこ
とが望まれよう。
3）介護中心の看取り：介護福祉施設や居宅介護で終末期を迎える利用者には、本人が
特に入院を希望しない限り、介護中心のケアをする。死は疾患ではなく、生活の終焉であ
り、激しい苦痛がある場合を除き医療ケアは必要としない。通常の苦痛は医師が処方する
薬物で緩和でき、指示を得た看護師が用いることが可能である。
4）病院は救命が本務：病院は救命の任務があり、医療ケアをしないで看取ることには
抵抗がある。たとえ回復不可能と予測される患者であっても、常設の設備を使う医療ケア
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は最後までするであろう。終末期の入院は、そのことを承知して利用したい。
5）居宅や施設の看取り：生活の場の看取りは、家族などの親しい人と向き合いつつ安
心して旅立つ体制を作ることが必要である。特別なケアは必要としないが、看取りの経験
がある職員がいないと不安になりやすい。看取りの日が近づいたら、家族、介護職員、看
護職員の話し合いをもちたい。健やかな老いは、安らかな人生の完結を望むであろう。
（4）老化と精神の生涯発達
年齢が進めば、たとい病気がなくても、老化による生活機能の低下は避けられない。こ
れに対応してリハビリテーションも活用するが、次世代型の統合医療に期待を寄せたい。
これと介護の連携で、老いを健やかに生きる道が開かれていく。
精神は生涯発達すると言われている。認知症が問題とする認知機能は、精紳の働きのす
べてではない。記憶や見当識が低下しても、理解力・判断力は残存する。表現力が低下す
るので、分かりにくいが、その人と向き合ってゆっくり語りかけると、声やうなずきや目
の動きで反応を察知できることが多い。感性の働きが保たれることはよく知られている。
自律性を保って生きる人は、たとえ知性に衰えがあろうとも感性を活用して生きがいを生
み出す努力をしていく。衰える面があっても、現存する力を活用して心を深めていこうと
することから、生涯発達が続くとみてよいであろう。老いを健やかに生きる道は、新しい
医療、新しい介護福祉で拓かれていく。

Random Scope
単純性急性虫垂炎の抗菌薬療法の手術に対する非劣勢
は証明されず
急性虫垂炎に対し、手術の代わりに抗菌薬で治療することが増えているが、フィンランドのグ
ループはその優劣を二つのグループで前向き調査を行った。すなわち 273 例の手術群では 1
例を除き成功したのに対し、257 例の抗菌薬治療群では 1 年間で虫垂炎の再発がなかったのは
186 例（72.7％）であり、70 例は再発のため手術を受けた。以上の結果より、抗菌薬治療が
手術に劣っていないということは証明できなかった。
（Joi）
Salminen, P. et al.: JAMA 313, 2340-2348 (2015)
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生きがいのある生活を、統合医療で
今西二郎＊
要 旨：高齢化社会での第 1 の目標は、高齢者が生き生きとした生活を送
ることである。このために、統合医療が注目されている。統合医療は、現代
西洋医学と、それ以外のさまざまな療法（補完・代替医療）を組み合わせた、
オーダーメイドの医療である。なかでも、次世代型統合医療や健康創生型統
合医療は、生きがい感を増すことを目標としており、医療の分野だけでなく、
今後の介護、福祉分野において大きな役割を担うものと期待される。
１．高齢化社会と健康寿命

ことである。例えば、長く生きていたとし

現在、少子高齢化は、わが国の喫緊の課

ても、寝たきりだと、生きがい感が薄れる

題となっている。高齢化社会の要因として

かもしれない。元気に日常生活が営めるに

あげられるのに、平均寿命の延伸がある

越したことはないだろう。高齢化社会にお

（図 1）。2013 年では、平均寿命は男性

いては、健康に生きていくこと、すなわち

が 80.21 歳、女性が 86.61 歳であった。

健康寿命が重視される。言い換えると、健

平均余命は、現在、ある年齢に達している

康寿命は、平均寿命から介護・寝たきりな

者が、あと何年生きられるかを示すもので

どの期間を引き算したものであり、自立的

あ る。2012 年 の 統 計 に よ る と、65 歳

生活の期間である。例えば、男性の場合、

だと、平均してあと、男性で 18.89 年、

2010 年 で は、 平 均 寿 命 は 79.55 歳 で、

女性で 23.82 年生きられる。75 歳だと、 健康寿命が 70.42 歳なので、介護・寝た
男 性 で 11.57 年、 女 性 で 15.27 年、

きりなどの期間は、9.13 年になる。統計

85 歳 だ と、 男 性 で 6.00 年、 女 性 で

学的推計によると、2022 年では、平均

8.10 年生きられることになる。これが平

寿命は 81.15 歳になり、介護・寝たきり

均余命の例である。ちなみに、平均寿命は、

などの期間は、10.73 年と 1.6 年延伸す

0 歳時の平均余命と同じである。

ると予想されている。今後の大きな目標は、

このように平均寿命、平均余命は、年々

健康寿命を延伸し、介護・寝たきりなどの

増加していっているが、問題は、この長く

期間を短縮することである。ここに統合医

なった寿命をどのように全うするかという

療の出番がある。

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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図1 平均寿命の推移(1947-2013年、日本）
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GarbageNews.com http://www.garbagenews.net/archives/1940398.htmlより

図1

出典：Garbage News. com

日本人の平均寿命の推移

曲線の上部が女性、下部が男性
http://www.garbagenews.net/archives/1940398.html

２．統合医療とは

こでは、まず補完・代替医療の概要を説明

統 合 医 療（integrative medicine or

し、統合医療の実際、次世代型統合医療、

integrated medicine）とは、現代西洋

健康創生型統合医療ついて、述べていく。

医 学 を 中 心 に し て、 補 完・ 代 替 医 療
（complementary and alternative

３．補完・代替医療とは

medicine; CAM）を組み合わせた医療を

ここでは、補完・代替医療の定義を単純

いう。統合医療は、単に疾患の治療だけで

に、主流の現代西洋医学以外の医学とする

なく、予防や治未病（病気になる前段階の

と、さまざまな療法が含まれることにな

うちに治療し、本格的な病気にならないよ

る1）
（表 1）
。この中には、体系だったもの

うにすること）、健康増進・維持も目指し

やそうでないもの、信頼性の高いもの・低

て、 全 人 的 で、 し か も 生 活 の 質（QOL）

いものなど、まさに雑多なものから構成さ

を考慮した理想的な医療と考えられる。こ

れている。
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表1

補完・代替医療の種類

民族療法などの体系的
医療

漢方、鍼灸、アーユルベーダ、チベット医学、ユナニ、その他各国の
民族療法、ホメオパシー、自然療法、人智医学

食事 ･ ハーブ療法

栄養補助食品（サプリメント、健康食品）、絶食療法、ハーブ療法、
長寿食、菜食主義、メガビタミン療法、マクロビオティック、
バッチ・フラワーレメディ

心に働きかける療法

バイオフィードバック、催眠療法、瞑想療法、リラクセーション、
イメージ療法、メンタルヒーリング、漸進的筋弛緩療法

体を動かして行う療法

太極拳、ヨーガ、運動療法、内気功、ダンスセラピー

動物に触れたり、植物
を育てることで行う療
法

アニマルセラピー（動物介在療法）、イルカ療法、ホースセラピー、
園芸療法

感覚や感情を通して、
行う療法

アロマセラピー、芸術療法（絵画療法）、ユーモアセラピー、光療法、
音楽療法

物理的刺激を利用した
療法

温泉療法（温浴療法）、電磁療法、温熱療法、波動医学、生体共鳴

外からの力で行う療法

指圧、カイロプラクティック、整骨療法、オステオパシー、
リフレクソロジー、マニピュレーション、マッサージ、ボディワーク、
セラピューティックタッチ、霊気、浄霊

環境を利用した療法

森林療法（クナイプ療法）、スパセラピー（温泉療法）、
タラソセラピー（海洋療法）、地形療法、気候療法

宗教的療法

クリスタル療法、信仰療法、シャーマニズム

４．統合医療の現状
統合医療は、最近徐々にではあるが、実
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や認知症の予防・治療、ストレス軽減をは
かるものなどさまざまである。

践している医療機関、介護施設、自治体な

これらの統合医療では、心身一如という

どが、増えてきている。上述したように、

考えの下に、精神と肉体の健康を意識した

そこで行われている統合医療は、疾患の予

もので、自己治癒力の強化、全人的医療、

防、治療、治未病、健康増進・維持などを

生活の質（QOL）の向上、オーダーメイ

目的としている。生活習慣病、メタボリッ

ドの医療を目指している点では共通してお

ク症候群の予防を目指した統合医療、がん

り、各施設、コミュニティなどの特長を生

の予防や治療あるいは緩和医療を目的とし

かした、さまざまな補完・代替医療を組み

た統合医療、抗加齢（アンチエイジング）

合わせて行っている。
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５．統合医療による疾患の予防・治療の例

うな障害に対して有効であることが、知ら

（1）認知症の予防

れている。そこで、私たちは、アロマセラ

私たちは、軽度認知障害（MCI）あるい

ピー・マッサージの睡眠およびサーカディ

はその疑いのある者に対して、生活習慣の

アンリズムに対する効果を老健施設の入所

改善と鍼灸治療を行い、認知症の予防を図

者について、オープン比較試験で検討し

ることができるか検討した 。

た3）。その結果、アロマセラピー・マッ

2）

被験者を A および B の 2 つの群に無作

サ ー ジ は、 就 床 時 の 睡 眠 率（ ％ sleep）

為に分け、A 群では、生活習慣の改善指

を上昇させ、サーカディアンリズム障害を

導および鍼灸による介入を、B 群では、

改善することが示唆された。

生活習慣の改善指導のみを 3 ヶ月間行っ
た。鍼治療の頻度は 1 週間に 1 回とし、

６．次世代型統合医療

施術を行わない日は、経皮的ツボ電気刺激

今まで説明してきたように現行の統合医

（TEAS）を自宅で行ってもらった。生活

療は、現代西洋医学と補完・代替医療を組

習慣の改善として、1）ウォーキング（1

み合わせて行うものである。しかし私たち

日 5,000 歩の連続歩行を目標）、2）日

は、もう少し先を見据えた次世代型統合医

記（食事日記、運動日記、仕事日記、その

療を模索してきた。その結果、次世代型統

他 ）、3） 脳 力 ト レ ー ニ ン グ（1 日 1 課

合医療では、現行の統合医療に、さらにス

題）を行ってもらった。その結果、両群で、 ピリチュアリティの向上とそれを図るため
認知機能の上昇、睡眠障害およびサーカ

の実践の場としての環境の 2 つをキー

ディアンリズムの改善がみられた。また、

ワードとすることを提唱したのである。

鍼灸治療群の方が、やや強い効果が認めら

現在行われている統合医療は、スピリ

れた。このことから、鍼治療および生活習

チュアリティの面まで考慮されているとは

慣の改善が、認知症の予防につながるので

言いがたく、肉体的、精神的、社会的に良

はないかと期待された。

好な状態を保つだけでは、今後の健康増進

（2）老健施設入所者のアロマセラピーによ

の目標としては、不完全であり、スピリ

るサーカディアンリズム障害の軽減

チュアリティを良好状態にすることが必要

老健施設入所者のほとんどが、睡眠障害

不可欠であると考えた（表 2）。さらに、

やサーカディアン（概日）リズム障害に悩

このような肉体的、精神的、さらにスピリ

まされている。アロマセラピーは、このよ

チュアルに良好な状態を強化する環境を構
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表2

現行の統合医療と次世代型統合医療の比較
現行の統合医療

次世代型統合医療

手

法

西洋医学と補完・代替医療の
組み合わせ

西洋医学と補完・代替医療の組み合わせ

目

的

疾患の予防、治療、健康増進、
治未病

疾患の予防、治療、健康増進、治未病、
健康維持、生きがい感を増す、疾患の予
知、active aging

介入の対象

身体的、精神的健康

身体的、精神的健康、スピリチュアリ
ティの向上

癒し空間としての
環境の重要性

小さい

必要不可欠

築することも次世代型統合医療の大きな要

行く死」あるいは「死後の世界」、「死生

素となる。

観」、さらに、「魂の存在」、「絶対的なもの

しかし、スピリチュアリティとはいった

の存在」、すなわち「神の存在」などが含

い何か。きわめてわかりにくい概念である

まれることになる。また、日本の独特の思

ことは間違いない。私個人の考えとしては、

想としての「無常観」もスピリチュアリ

医療における「精神」は、うつや躁、不安

ティの中に入ってくるものと思われる。こ

感、恐怖感、嬉しい、悲しい、苦しい、楽

のように、スピリチュアリティという言葉

しい、イライラ感、怒りなどの原始的な感

の中にはさまざまな意味合いが含まれてお

情を表すものである。一方、「スピリチュ

り、また、それを使う場によって異なって

アリティ」は、それよりももっと上位の概

くるのである。

念を指している。すなわち、幸福感や生き
る喜び、生きる力、生への畏敬、自我の存
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７．次世代型統合医療の試み

在感、生きる意欲などである。また、自然

私たちは、今までに、いくつかの次世代

に対する畏敬の念や、自然との共生感、自

型統合医療のモデルを構築し、実践してき

然の中での自我の存在などがさらに上位の

たので、これについて紹介する。

概念として続く。これは、自然の力の大き

（1）寺院を利用した統合医療の試み

さ（偉大さ）や巧みさ、精緻さに対する畏

次世代型統合医療の目的のひとつは、ス

敬の念にもつながってくる。さらに、宗教

ピリチュアルな環境（空間）の下で、スピ

的な意味合いを持つものとして、「納得の

リチュアリティの向上を図ることにある。
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スピリチュアルな環境のひとつとして寺院

世代型統合医療プログラムの実証試験を実

を考え、次世代型統合医療プログラムの実

施した。1 つは、がん患者を対象にした

証試験を、京田辺市の一休寺と周辺の里山

スピリチュアルケアである。もう 1 つは、

において、4 泊 5 日にわたって実施した。

一般市民を対象にした生活習慣病の予防で

実施した補完・代替医療は、ヨーガ療法、

ある。ここでは、一般市民を対象にした生

森林療法、アロマセラピー、マッサージ、

活習慣病の予防についての次世代型統合医

温浴療法であった。補完・代替医療以外に

療プログラムについて、述べてみる。この

は、食事指導、講演なども行った（写真

プログラムは、週 1 回計 12 回の統合医

1）。

療 を 2007 年 春 お よ び 2008 年 春 の 2

その結果、実証試験前後で、リラクセー

回 実 施 し た。 介 入 内 容 は、 森 林 療 法

ションの誘導および QOL の向上が確認さ

（ウォーキング）、園芸療法、ヨーガ療法、

れた。しかしながら、スピリチュアリティ

食事療法、アロマセラピーなどであった。

の変化を検討した結果、残念ながら、スピ

その結果、血液生化学的検査および免疫

リチュアリティの向上はみられなかった。

学的検査については、1 回目と 12 回目

実質、わずか 3 日間の補完・代替医療の

で、 血 中 コ ル チ ゾ ー ル 濃 度 が 有 意（p＝

介入であり、これではスピリチュアリティ

0.005）に減少した。心理学的測定につ

に影響を与えることは難しいと考えられた。

いては、気分プロフィール（POMS）は、

（2）公園緑地を利用した統合医療の試み

1 回目と 12 回目の結果についてＴ検定

次に、大阪万博の跡地に創られた大規模

を行った結果、T－A（緊張－不安）、A－

公園緑地である大阪万博記念公園において、

H（ 怒 り － 敵 意 ）、F（ 疲 労 ）、C（ 混 乱 ）

スピリチュアリティの向上を目的とした次

について有意な低下が見られた。生活習慣
病の予防を目的とした次世代型統合医療は、
まだ十分な検証ができていないが、今後、
継続して行っていくことにより、データの
集積を図り、証拠を出していくつもりであ
る。

写真 1

一休寺でのヨーガ
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８．明 治国際医療大学附属統合医療セン
ターの取り組み

2）。
このように当センターでは、現行型、次

明治国際医療大学では、2010 年 11

世代型および健康創生型統合医療をさまざ

月に京都市内に附属統合医療センターを開

まな形で、一般市民、患者に提供している

所した。本センターでは、今まで述べてき

のである。また、医療従事者向けの統合医

たような現行型および次世代型統合医療、

療に関する講演、講座なども開催している。

次項で述べる健康創生型統合医療を行うこ
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とを目的としている。ここでは、診療所と

９．健康創生と統合医療

鍼灸・マッサージの治療所を併設している。

（1）健康創生とは

診療所では、一般診療（内科、心療内科、

生活習慣病は、食生活、運動不足、スト

精神科）と漢方診療を保険診療で行ってい

レス、睡眠不足、喫煙などさまざまな生活

る。その他、心理カウンセリング、サプリ

習慣上の問題が複合し、さらに環境や本人

メント・カウンセリング、ヨーガ療法、健

の体質（遺伝的背景）などが組み合わさり、

診なども行っている。一方、治療所では、

病気となって現れてくる。ほとんどの生活

鍼灸、マッサージ、アロマセラピーなどを

習慣病は、突然、現れるのではなく、徐々

行っている。

に生体内での病的な変化がおこり、やがて

すべての患者は、まず診療所で医師が診

自覚症状がでてくる。それも、その病気特

察し、必要であれば、治療所の鍼灸師、

有の症状ではなく、ごく一般的な倦怠感、

マッサージ師と協議の上、治療計画を立て

冷え、のぼせ、動悸など多彩な症状の 1

て、施術を行う。そのことにより、一人一

つまたは複数である。検査値は、異常値を

人の患者にあったオーダーメイドの統合医

示していないことも多い。このような状態

療を行うことができる。すなわち、現行型

を未病という。すなわち、健康ではないが、

の統合医療を行っているのである。さらに、

病気でもない、病気と健康の中間の状態、

一般市民を対象とした次世代型統合医療の

病気の前段階である。

プログラムも実施している。現在では、認

このような未病の段階で、本格的な病気

知症予防プログラム、ストレス軽減プログ

にならないように治療を施すこと、すなわ

ラムを行っているところである。またさら

ち、治未病が健康を守る上で重要である。

に、健康維持・増進を目的とした健康創生

単に病気の予防だけでなく、現在の健康で

プ ロ グ ラ ム KYOMO も 立 ち 上 げ た（ 図

ある状態を維持し、さらにもっと活力のあ
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図2

健康創生プログラム KYOMO

る健康増進をめざして行くこと、さらにそ

策として、健康創生があると考えている。

れより、もっと積極的に生き生きとした、

（2）統合医療による健康創生

生きがいのある生活を営むことが極めて大

私たちは、疾病の予防、健康維持・増進

切である。このような、病気の予防、健康

を目的とした統合医療として健康創生プロ

維持・増進、生きがいのある生活の営みを

グラム KYOMO を構築し、実施している

目指した統合医療を私たちは健康創生と呼

（図 2）。このプログラムでは、特に病気

んでいる。

にかかっているわけではないが、健康が気

高齢化社会が、今後 20 年の間にます

になる方、将来病気にならないか不安をか

ます進み、糖尿病、肥満、高脂血症、動脈

かえている方、現在の健康を維持したい、

硬化などの生活習慣病、睡眠障害、心身症、

あるいはもっと元気でいたい、生き生きと

認知症などの患者が増加していくことが予

した生きがいのある生活を送りたいなどを

測されている。この高齢化問題の対応策の

願っている方を対象に、生活習慣の改善、

一つに健康長寿が考えられる。そのために

睡眠の改善、ストレス軽減、認知症の予防、

は、中高年層における疾病の治療だけでな

スピリチュアリティの向上などについて適

く、予防、治未病、健康維持・増進を図っ

切な指導、アドバイスを行って、より健康

ていくことが今後の課題であり、この解決

な生活、気になるさまざまな病気の予防、
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生き生きとした生活ができるようにするも

（3）健康創生型統合医療と高齢化社会
高齢化社会では、健康寿命の延伸が求め

のである。
そのために、本プログラム参加者に自覚

られることはすでに述べたとおりである。

症状、既往歴、家族歴、身体測定、血液・

老いてもなお生き生きとした生活を送るこ

尿検査、心電図、ストレスチェック、睡眠

とが、最大の目標である。このためには、

チェック、QOL 評価などの各種検査情報

体の健康、心の健康、スピリチュアリティ

や服用薬物、摂取サプリメントなどの医

の向上を図ることが要求される。加齢によ

療・健康情報を記入してもらう。さらに、

り、体の構造の変化、物質の量的変化（性

毎日の食生活、運動状況、健康状態（自覚

ホルモンの減少など）、機能の変化（さま

症状、睡眠状況を含む）、体重測定、血圧

ざまな能力の低下）、社会との関わりの変

測定結果などのデータを入力してもらう。

化（仕事を辞める、子育てを終えるなど）

これらのデータに基づき、医師、保健師、

が起こり、日常生活活動の低下を来したり、

看護師、管理栄養士、健康運動指導士らが

さまざまな病気を発症したりすることにな

日常の健康管理指導、生活習慣の改善（運

りがちである。そのようなときこそ、生き

動、食事など）、睡眠、ストレスコーピン

生きとした生活を送ることが重要であり、

グ法、適切なサプリメントの摂取について

とくにスピリチュアリティの向上は必須で

の指導・アドバイスなどを行っている。ま

ある。「老いる」ことをマイナスに捉える

た、イベントとして、健康講座、森林療法、

のではなく、「老いる」ことを積極的に受

アロマセラピー、ハーブ療法、鍼灸治療

け入れ、楽しむことが大切である。このた

（ツボ療法）、ヨーガ療法などさまざまな活

めにも、今後、健康創生型統合医療が重要

動を行っている。このような健康創生プロ

な役割を果たすものと確信している。

グラムは、まさに統合医療の一つであり、
このプログラムを発展させることにより、
新しい型の統合医療（健康創生型統合医
療）が実現できるものと期待している。
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環境を調え、生きる意欲を高める介護福祉
奈倉道隆＊
要 旨：長寿の人生を健やかに生き抜くためには、環境を整えたり、生きる
意欲が高まる生活支援を活用したりすることが望まれる。近年、社会福祉制
度の一つとして「介護福祉」が確立された。これは、従来の介護のような保
護的支援でなく、生活の自律性を高める支援である。老人ホームのような施
設サービスよりも、在宅サービスが望ましいので、家族の介護の破たんを防
ぎ、家庭で生活し続けられるように、「介護福祉」を利用したい。また、晩
年の看取りにおいては、医療よりも大切な役割を持つものとなろう。

１．日本の伝統的医療から出発した介護

医学のテキストとして使われてきた『ス

（1）介護は医療の四つの要素のひとつ

シュルタ本集』の総論には、「医療の四要

明治の初めまで、医療の主流であった日

素」として、「薬物・医者・患者・介護者」

本の伝統的医療は、介護を含むものであっ

が挙げられている。その意味は「病気の治

た。歴史をさかのぼると 1,400 年前の聖

療には薬（今日では医療技術も含む）が必

徳太子の頃、四天王寺に療病院、施薬院、

要であり、それを上手に使う医者がいなけ

悲田院、敬田院が設けられ、病気の治療や

れば効果が生じない。効く薬も指示通り服

介護を必要とする人が、医療の心得のある

用し真剣に養生する患者であること、その

僧医や看病僧などによってケアされていた

患者の生活を支援する介護者がいることが

ようである。インドには 3,000 年以上前

医療には必要」ということであろう。これ

から優れた伝統医療が発達した。仏教はこ

は医学書であり、薬と医師の大切さを書く

れを重視し、僧や縁ある人びとの健康保持

のは当然であるが、「患者の養生と介護者

のために教典（律）の中に取り入れた。こ

の役割」を医療の要素としているのは画期

んにちアーユルヴェーダと呼ぶ統合医療の

的である。この考えは、日本の伝統的医療

一つである。これが飛鳥時代以後のわが国

の中に根付いていると考えられる。

の医療の考え方に影響を及ぼしてきたと思
われる。
インドにおいて、1,000 年以上前から

奈良時代以後は中国医学の影響を受け、
漢方が医療の主流となった。さらに明治以
後は、医療の技術が西洋医学に転換したが、

東海学園大学名誉教授（老年学、介護福祉学）

＊
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医療の思想は受け継がれてきたと考えたい。

なった。当時ホームへ入所した高齢者の中

例えば、明治 30 年生まれの医師である

には、病院に入院したと思い込んでいた人

私の父は、西洋医学に基づく医療をしてい

も少なくなかった。入所の対象が「病弱で

たが、「患者の養生と家族の介護の大切さ」

介護が必要な人」とされ、病人の看護に準

をいつも強調していた。私は戦後の医学教

ずるケアをしていた。当時は看護師不足の

育を受けた医師であるが、患者と家族に対

時代で、病院の看護師（当時は看護婦と呼

し医師が教育することの重要性を教えられ

んだ）の充足もままならぬ時代であった。

た。「医療は薬や技術だけではできない、

そのためホームに勤務する看護師は数人で

患者が治ろうとする意欲と、家族が療養に

あり、職員の大多数は資格を持たない「寮

協力する努力が伴わなければ成果は上がら

母」であった。また介護の内容も、家族の

ない」と当時の医学部の教授から学んだ。

介護に準ずるものであった。このことが、

近年の社会福祉制度に基づく生活支援

「介護職には専門性が不要」という誤解を

「介護福祉」が登場する以前は、介護とい
えば家族介護であった。それも病人を介護

こんにちの社会化された介護すなわち

することが多かった。医療保険のない時代

「介護福祉」は、単なるお世話ではなく、

は、今のように気軽に医師の診療を受ける

介護利用者の心身機能などを評価（アセス

ことができず、軽い傷病なら売薬と家族の

メント）して、介護認定・ケアプランなど

介護で養生して治した。受療したときも、

を会議で審議し、これを基に介護者と介護

当時の医師は大多数が開業医であり、外科

利用者が介護関係を確立して、実践するも

手術以外は外来診療か往診で治療し、患者

のとなった。その専門教育のための大学・

は在宅療養することが常であった。患者の

大学院が充実し、国家資格「介護福祉士」

養生と、患者を支援する家族の介護は、医

の制度も確立している。しかし介護が「単

師が指導していた。

なるおせわ」であるという誤解は、いまも

（2）老人福祉法の制定以後の介護

温存されている。

1963 年に老人福祉法が制定されて特
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生んだ。

老人福祉制度の発足から 50 年経った

別養護老人ホーム（特養）の開設が始まっ

今日では、高齢化および寿命の延長が進み、

た。法案の制定以前には「看護ホーム」と

ホームの利用者は多様なニーズを持つよう

いう名称が提唱されていたようである。

になった。そこでは、「単なる介護」でな

ホームの建物も、病院の病棟がモデルと

く、介護保険法などの制度を利用した介護
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福祉の生活支援が、契約の理念で進められ

２．介護の働きと介護福祉の特色

るようになった。それは、保護的な生活支

（1）太古に始まり家族のきずなを生み出

援でなく、入所者が可能な限り自分の意思

した介護

で生活できるように社会環境を整えていく

人類の化石の研究から、177 万年前に

支援である。社会環境の意味は後に述べた

も介護がされていたのではないかと推測さ

い。

れている。すなわち歯周病で歯を失った人

このような支援を、施設入所のみでなく、

が長く生きていた形跡があることから、年

居宅で自分らしい生活が営めるよう在宅

をとっても保護され、やわらかな動物の臓

サービスでも進めようとしている。それは、

もつなどが与えられ、生きながらえた可能

訪問サービスが柱となるが、昼間のみ施設

性が考えられる。健常な人でも、自分ひと

に 通 う デ ー サ ー ビ ス と か、 シ ョ ー ト ス

り生きるのが精いっぱいの時代に、なぜ働

テェー、すなわち施設に短期間入所して心

けなくなった人が、生きられるように支援

身の活性化をはかったり、一時的な家族の

されたのであろうか。

介護困難に対応したりするサービスなども

700 万年前の人類の祖先は、ゴリラと

活用する。また、これらの機能を併せ持つ

同じように森の中で樹上生活を営んでいた

地域の小規模多機能施設も設けられ、個人

ようである。やがて平原に出て、猛獣と戦

の必要性に柔軟に対応しようとしている。

いながら生きてきたと言われている。危険

居宅の生活も、一人暮らしや老夫婦世帯

も多いが、それゆえに知恵も発達した。ゴ

が多く、地域の連帯性を高める対策によっ

リラに比べヒトは授乳期間が 3 分の 1 に

て孤立化を防止することが求められている。

短縮されたので、子どもがたくさん産める

高齢者には、自律的生活支援と共に、生活

ようになった。その代わり、未熟で独り立

中心の医療が必要であり、これらを含む包

ちできない子を母親以外の人が育てなけれ

括的支援が、地域で進められようとしてい

ばならなくなった。祖父母が長生きすれば

る。かつて「余生」とよばれた高齢期が長

子育てが有利となったであろう。また、高

くなり、むしろ人生の「本生」に位置付け

齢者や障がい者が家族の介護で長生きでき

られつつある。労働の任務を終え、自己実

るようになって、人生経験が受け継がれ、

現が主となる人生は、「健やかな老い」で

文化が構築されるようになった。また、こ

ありたい。

れらの人にも経験の伝達者になる誇りや生
きがいを感じさせたであろう。家族の絆が
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尊ばれるようになったことが、人類の発達

分の力で行動することではない。自分の生

をうながしたと推察される。

活を自分の意思で生きようとすることであ

つい最近まで人類は孫やひ孫も含む大家
族で生活し、病人や高齢者の生活を保障し

つことである。生活支援が必要であっても、

てきた。核家族化が進み、高齢者の社会保

できないことを介護者にしてもらう前に、

障が徹底した北欧でも、親子の絆は現在も

自分の現存能力を活用してなんとかしよう

大切にされている。20 年前、デンマーク

と試み、また自分の力と介護者の支援との

へ短期留学したときに、「高齢者の経済的

共同作業でするように努力する。そうする

生活保障は年金で、老いの生活支援は介護

ことで自分の意思で生きようとする自律心

福祉で、高齢者の情緒的扶養は親族です

が強まり、生きる意欲が高まっていく。

る」と教えられた。つまり、要介護状態に

介護者は、「与える支援よりも相手の力

なっても、子どもに介護は求めず、在宅

を引きだす支援を」という原則を重視する。

サービスなどの介護福祉サービスを利用す

そのために最も大切なことは、本人の力が

る。しかし親子は、毎日のように電話して

発揮しやすい社会環境を整えることである。

こころを支え合い、さらに遠距離でも月に

社会環境というのは、自然環境とちがい人

1 度は訪問して絆を強める努力をしてい

間によって作り出された環境であり、今そ

た。そしてこのことを、決して負担とは思

の人が生きる上で関わりを持つものや人や

わず、親も子も価値あることとして現在も

制度などである。具体的には、「いま生活

続けている。人類の何百万年もの歴史の中

している建物、用具、衣服や食物、介護保

で培われた生活の智慧が生き続けていると

険制度、社会施設、職員、友人、人間関係、

みてよいだろう。

雰囲気、介護者」などである。これらは、

（2）本人の力が発揮しやすい環境の整備

利用者がいま生きて行く上で色々な影響を

と自律の意欲が大切
介護は、身体面の支援に限定せず、親し
い人びととの心の支え合いも重視する。高
齢期には、温かい心の支援で生きる意欲が

258

り、他人に支配されないように主体性を持

受ける社会環境であり、これらが整えば、
身体や精神の機能が衰えていても、人間ら
しく生活することができる。
介護を利用する人には、介護者がその人

高まり、自分の意思や現存能力を活用して、

に合わせて必要な社会環境を整え、その人

自律的に生きようとする力が湧いてくるか

がその人らしく生きようとする生活が、可

らである。「自律」は「自立」のように自

能な限り自分で営めるように支援していく。
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必要な社会環境が自分の力だけでは利用で

る人という関係ですすめられ、介護者が主

きない人には、介護者という「行動する社

体であった。しかし今日の介護福祉は、契

会環境」が仲立ちとなって、利用者を支援

約による介護であり、「介護を提供する人」

していく。例えば足が不自由で、トイレに

と「介護を利用する人」との関係のもとで

行けない人を、歩行器や車いすを用いて連

進められる。これを介護関係と呼ぶが、介

れて行くとか、移動が困難な人には、ポー

護福祉の実践は、介護者のみが主体でなく

タブルトイレやおむつを準備して排泄行為

また利用者のみが主体でもない、「介護関

を支援するのである。

係で結ばれる両者」が主体となって推進さ

食事介助や入浴介助や車いす移動も同様

れるという特色を持っている。これは独特

であり、利用者がしたいと望む生活行動を

の専門性が要求される。すなわち、介護者

しやすく社会環境を調えたり、時には介護

は利用者ごとに異なる専門性を発揮しなけ

者の身体が利用者の社会環境の働きをした

ればならない。専門性は、介護者と利用者

りすることもある。例えば、車いすの通れ

との介護関係の中で発揮されるので、介護

ないところを、介護者が利用者を背負って

者単独に見出すことはできない。介護福祉

移動する場合がそれである。利用者がした

が難しいのは、利用者一人ひとりが心身の

いと望む生活行動を本人から聞き、本人中

状況も人生観も生活歴も異なることを踏ま

心にそれが実現するよう支援していくのが

え、その時その時の本人の意向を聞いて、

介護の基本である。

どのように生活支援を進めていくかを判断

もう一つ大切なのは、そのような社会環

し、実行しなければならない点である。

境を主体的に利用して自律的に生きようと

このような、介護関係の中でその時その

する本人の意欲を高めることである。意欲

時の生活支援を創造していく専門性を評価

は、教育によって高めることもできようが、

するためには、利用者の生活や意識の変化

介護では、介護行為を通じて自律的に生き

を介護関係と関連づけて、事例研究的に考

る喜びを共感し合い、本人自ら自発的に実

察していくことが必要である。

践しようとする意欲を引きだしていくこと

（3）本人の意思に基づく生活支援の実際

である。これをしない介護では、利用者は

介護福祉では、介護者が支援しようとす

支援に依存するようになり、自律性が後退

るときは「○○さん……しましょうか」と、

していく。

必ず「声掛け」をして、承諾の返事があっ

また、従来の介護は、介護する人、され

てから行動をするというルールがある。い
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つもそのようにかかわる介護関係が確立す

人の眼を見て、ゆっくり語りかけるように

ると、かなり認知機能の低下がすすんだ人

することである。短い語りかけで相手の目

でも、うなずいたり首を振る動作で答えた

を見て、応答を待つのである。片言の返事

りして応答されるので、本人の意向に従っ

や、うなづきなどから、相手の意思をくみ

て介護を進めていくことができる。

取る努力をする。その人の意思を尊重しよ

例えば、介助して椅子から立ち上がると

うとするこちらの態度が伝わり、人間関係

き に、「1・2・3 で 立 ち ま す よ、 ○ ○ さ

は良く保たれる。利用者の望みに沿った介

んも足を踏ん張って下さい。－1・2・3」

護をする限り精神は安定し、問題は生じに

と声をかけると、ほとんどの人は足に力を

くい。

入れて、介護者に協調して下さる。このよ

その反対に、人格が無視されるとか、感

うな声掛けをして動作してもらうことが、

情が圧迫されるとか、追い詰められた心境

足の筋力の低下を防いだり、動く意欲を高

になれば、不穏な反応が現れても不思議で

めたりしていく。声掛けは、介護者と利用

ない。人間として当然のことであり、決し

者の心が通うきっかけ作りとなり、対話を

て精神異常とは言えない。たとえ記憶力な

活発にする働きをもつ。たとえ意識が明確

どの認知機能の低下があっても、社会環境

でない利用者でも、本人の身体を動かした

が整えば、平穏に暮らしていける。介護者

り、おむつの交換をするときは声かけをす

を含む周囲の人が、「普通の人」と理解し

る。発語のない人でも、声掛けのような短

て付き合っていくことが大切である。

い言葉は理解できる人が多く、繰り返し努

こうした介護の原則は、介護者にゆとり

力していくうちに、声や眼差しによって応

があるときには円滑に進められるが、時間

答できるようになる。意思が通じることが、

に追われると、介護者本位に進めてしまう。

生きる意欲を高めるきっかけとなる。

現在の介護福祉は、介護者の裁量で進める

介護は、利用者の尊厳を保ち、人権を尊

ことはしない。介護福祉の実践者と本人・

重することに最善を尽したい。かつては、

家族らが集まって開く会議で決めた介護計

認知機能の低下がある人の人格を軽視する

画に沿って進めなければならない。定めら

傾向があった。戒めなければならない。最

れた介護時間の中で、それをやり残しがな

近は、認知症をもつ人に個人中心（パーソ

いように実行することが求められる。その

ン・センタード）の介護を積極的にするよ

ため、時間に追われて利用者の意志をゆっ

うになった。それは、ほほえみながらその

くり聞くことなく進めざるを得ないことも
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しばしばある。自律の妨げとなるので、改

問した。そこは最近までプライエム（日本

めるべきことであるが、介護人材の不足や

の特養）だった建物が改造され、高齢者ア

介護システムの問題とも関連し、さらに介

パートになったという。解放的な玄関を入

護報酬の問題とも関係するので、全体的な

ると、個室が並び、一つ一つが高齢者住宅

体制の改善と取り組まねばならない。

であった。ブザーを押して訪問する。中は

（4）施設介護の限界と今後の課題

ワンルームマンションのように自活できる

現在の介護福祉は、家族の介護力の低下

設備があり、自炊も可能。トイレもシャ

が動機となって登場した。そのため介護を

ワーもある。介護が必要であれば個人が契

必要とする人の生活支援に力点を置き、在

約して訪問介護を利用する。食事は、建物

宅介護よりはホームなどの施設に入所する

内の元食堂であったレストランも利用でき

介護の支援を重視してきた。これに対し北

るし、外食も自炊もできる。外出は全く自

欧では、施設介護の限界、すなわちどんな

由で、自己責任で行動する普通の市民であ

に介護を充実しようとしても個人の自由に

る。日本の特養の利用者とほぼ同じ要介護

限界があることを明らかにして、20 年以

者達であったが、日中は車いすで行動する

上前から「施設より在宅へ」という転換を

自律的な生活を営んでいた。そこで、プラ

すすめてきた。

イエムであった時から生活しているある住

日本の生活文化は、全体を重視するのに

民に会い、尋ねてみると、現在のアパート

対し北欧は個人を中心に物事を進める傾向

の生活の方が自由でよい、管理されること

が強い。そのため居住施設の個室化を始め、

がないからという意見であった。

個人尊重の生活支援に力を入れてきた。そ

いずれ日本の生活文化も、管理されない

のような努力をしても、施設はどうしても

自由を求めるようになるであろう。今は、

集団生活となりやすい。管理的な運営をせ

管理されても安心して暮らせる生活を求め

ざるを得ない面がある。そのため個人の自

る人も少なくないが、いずれは個人の自由

由には限界が生ずる。この限界を超えるた

を重視する人が増えるであろう。すなわち、

めに、施設でなく居宅での生活支援に転換

少子高齢化が一層進むことを踏まえ、個人

して、徹底的に生活を自由にする方針を

の自由な老後生活を地域の住民の連帯に

とった。

よって「支え合う健やかな老い」の実現を

デンマークの短期留学中に、「高齢者に

めざしたい。

親切な住居」と呼ばれるあるアパートを訪
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３．介護と健康維持の医療との連携

録医が重要な働きを持つことを知った。私

（1）在宅サービスに組み込まれる医療

の短期留学中のことであるが、ホームヘル

長寿の時代でもう一つの大きな課題は、

パーの助手となって、ある朝、家庭訪問し

健康の維持である。高齢期は、老化が進み、

たとき、一人暮らしの利用者が深刻な表情

さまざまな健康問題も生ずるようになる。

でヘルパーに症状を訴えた。ヘルパーは直

これに適切に対処して、回復が望める疾患

ちに電話をし、そのあともう 1 度電話を

を治療したり、慢性的な疾患を生活の中で

して、利用者に何か説明をしていた。その

管理・治療したりするという体制が必要で

後は朝のきまった生活支援をして訪問を終

ある。

えた。

英国では、第 2 次大戦直後、病院を国

私には次のように説明してくれた。利用

有化し、地域の診療所を組織化した。住民

者が、昨夜心臓発作が起きて今は収まって

はその診療所を一つ選んで登録する。病気

いるが不安だという。ヘルパーは利用者の

を自覚するとまず登録医の診療を受ける。

登録医に電話した。医師は 10 時に診療

医師が病院医療を必要と認めたときは、適

所で診察すると約束した。そこで、タク

切な病院を選んで受診を勧める。病院で治

シー会社に電話して 10 時前に迎えに来

療した後、なお継続的な治療や疾病管理が

てくれるように頼んだということであった。

必要であれば、登録医がそれを引き継ぐと

私はヘルパーに、「受診に付き添うのか」

いう医療体制（NHS）である。このよう

と聞くと、「その必要はない。迎えのタク

な手続きを踏めば医療費は無料であった。

シーの運転手が家のなかにはいり、利用者

その後制度は改革されたが、これに依って

を車に乗せて登録医のもとに運ぶ。そして

早期診断、早期治療が行われ、国民にも喜

診療が終われば、診療所が呼ぶタクシーで

ばれ、国の医療保障費も効率的に用いられ

自宅に帰り、運転手がベッドに休ませるま

た。医療保障の一つのモデルとされている。

でサービスするので、付添いは要らない」

わが国では、70 年近くたった今、住民に

と教えてくれた。ヘルパーは、次の訪問予

かかりつけ医をもつことを奨励したり、病

定があり、とても自分が付き添うわけには

院の病床を医療行政が規制したりする施策

いかないと説明してくれた。

を進めようとしているが、医療システムを
確立しようという動きは進んでいない。
デンマークの在宅サービスでは、この登
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つまり、ホームヘルプ、医療、搬送サー
ビスが連携しており、電話でそのシステム
が動くようになっているのであった。こう
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いうシステムがあるから、介護や医療が必

医療処置をしたり、療養指導をしたりして、

要になっても、安心して地域で一人暮らし

健康の維持・改善を目標に生活支援をする。

ができるのだと実感することが出来た。

介護では、自分の意思で生きようとする自

訪問介護ステーションで、次のような質

律性が維持・向上するよう、その人がその

問をした。もし一人暮らしの人が、夜中に

人らしい生き方ができる社会環境を調え、

緊急の支援が必要になったらどうするかと。

生活支援をする。

その答えは、介護職と看護師の 2 人組で

看護では、自律的な生き方も健康回復の

運転するパトロールカーが夜中に街を走っ

妨げになるようであれば、療養指導をして

ており、利用者が備え付けの緊急通報装置

改めるように働きかける。本人は、それが

に手を触れると、直ちに通報されてそのパ

自分のために必要と分かっていても、自己

トロールカーが駆けつけることになってい

実現が妨げられときには抵抗を感じること

る。利用者の状態を観察して本部に通報す

も多い。「先が短いのだから、したいよう

ると、登録医と連絡をとり、救急医療が必

にする、ほっといてくれ」という人も少な

要ならば病院へ移送するようになっている

くない。

という。

介護は、このような介入をなるべくしな

在宅サービスというものは、日中の訪問

いで、その人が自主的に健康で自律的に生

サービスだけでなく、一人暮らしの利用者

きられるよう、まず環境を整えることに重

の緊急事態にいつでも対処できるという体

点 を 置 く。 そ れ は、「 ど ん な こ と が し た

制を整え、安心して生活できるようにする

い？」と問いかけ、それができる社会環境

ことだと知った。社会環境の整備のなかで、

を本人と共に整える努力をする。相手の意

最も大切なことだと痛感した。

思を聴く「声かけ」が何より大切である。

（2）介護は、看護やリハビリテーション

これをしないで漫然と介護を続けると、利

と似ているが違う

用者は介護者任せの生活になって自律心が

高齢期は病気することも多くなり、介護

失われていく。病気を持つ人は活動がしに

だけでなく、医療とくに看護が必要なこと

くいし、安静が指導されて衰退が進みやす

もしばしばある。どちらも生活援助をする

い。高齢期には、使わない機能が早く衰え

点では共通であるが、目的と原理に大きな

る廃用性症候群がすすむので、生活が不活

違いがある。看護は医療を原理としており、

発な利用者には、手足の運動などを勧めた

病や傷ついた人を保護し、薬を与えたり、

い。
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従来の医療は成人が主な対象で、疾病治

なった。最初に述べた伝統的医療が、要素

療を中心に医療をすすめた。しかし高齢期

として重視した「薬物や技術」の役割、

の医療では、生活機能を維持する医療が重

「医師」の役割はますます重要となり、ま

要となる。高齢期には手足の運動障がいや

た「介護」に代わって欧米で発達した「看

言語・知覚の障がいなどが生じやすく、こ

護」が医療では重視されるようになった。

れらが介護をより必要とする原因となるの

「本人の養生」も、食事や運動を重視する

で、機能訓練などによる改善が求められる。

健康法として自主的に進められている。家

リハビリテーションと呼ばれる医療の分野

族らが担っていた介護は、社会化された介

である。しかし、機能の改善が目的ではな

護福祉と協働し、高齢者や障害を持つ人を

く、これを手段として、職業などの社会生

支援する役割を高めることとなった。

活に復帰するのを目的とする医療である。

介護福祉は、欧米で発達したソーシャル

介護が、食事・排泄の援助が目的ではなく、

ワークを基盤にして、介護を必要とする人

これを手段として、社会で自律的生活をす

の自律・自立を社会制度に基づいて支援す

ることを目的としているのに似ている。

るものである。介護が必要な人が急に多く

このリハビリテーションは、生活機能の

なり、住民の社会的連帯の力で支援を強化

医学だけでなく、リクレーション、園芸療

することも必要になりつつある。個人中心

法、芸術療法、音楽療法などとも連携し、

の欧米とちがって、絆を重んずる日本では、

心身の活性化をはかる役割ももっている。

親族の相互支援「共生」に価値を見出す人

介護とも連携し、生活の自律向上・活性化

も少なくない。家族が、特定の人に負担を

の成果を挙げている。健やかな老いをめざ

かけないで介護福祉と協働できる方法を模

す介護福祉では積極的に連携して活用した

索することが考えられてよいだろう。

い。

その際に、家族の介護と介護福祉の介護
との違いを知っておく必要があると考える。
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４．家族の介護を支援する介護福祉

前者は家族関係によって進められるのに対

（1）家族介護の破たんを防止するために

し、後者は介護保険制度などの制度に基づ

自然科学を柱とする現代医学が長足の進

く社会関係に依って成り立っている。その

歩を遂げた。かつては治療困難であった多

ため、介護者と利用者の関係、「介護関係」

くの疾患が治療可能となったり、疾患を

は、後者では家族介護のような親密さはな

持ったまま生き長らえたりできるように

いが、制度に基づいていろいろな社会環境
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が利用できるので自律的生活には有利であ

る。自律的な人でも、生きがいを失うと、

る。例えば老人ホームのような施設の介護

出来ることもしなくなって依存的になるの

は、建物の構造や用具のような環境が良く

が普通である。支援する人も介護のやりが

整い、職員も専門性を持って、一人一人の

いを見失ったり、介護が負担に思える時に

利用者がよりよく生きられるような社会環

依存されると、拒否的になったりする。こ

境が整えやすい条件が備わっている。医療

の両者が重なり合うと悪循環が生じ、介護

との連携もしやすく、心身を活性化する音

関係が悪化する。もしそこに介護福祉サー

楽療法や芸術療法がしやすい状況にある。

ビスが介入し、利用者が満足する介護がさ

しかし制度による制約もあり、自分の望

れ、同時に、介護者が休息できるようにな

み通り支援されるわけではない。例えば、

ると、介護関係の破たんを回避することが

在宅サービスの利用者が、介助で食事を終

できる。

えた後、残った食物は飼い犬にやってほし

老老介護など、家族の介護力が低下し、

いと希望したとしても、介護者は、
「それ

疲弊が多くの介護家族に見られるように

はしたくてもできません」と断るであろう。

なった。介護関係の破たんを回避して家族

介護業務としてできない決まりになってい

介護が継続できるようにする緊急の介護福

るからである。

祉サービスが、速やかにできる体制が確立

家族の介護は、外からの制約はないが、
いつも本人の自律を意識して進められると
は限らない。老化が進めば自律的生活を維

されるべきと考える。
（2）看取りを家族と共に支援する介護福
祉

持するのに努力が必要となったり、できる

20 世紀中ごろまで、看取りは自宅でさ

ことでも支援してほしいという欲求も強く

れることが多かった。入院患者も死期が近

なったりする。また、周囲の人が医療にお

づ く と 退 院 を 希 望 す る 人 が 多 か っ た。

ける保護的な支援のように介護することが、

1970 年頃、私は京都大学病院の老年科

思いやりのある援助と考えることもあり、

の医師をしていたが、ある当直の夜、入院

利用者を受身の立場に置いて介護する状況

患者から、たっての願いがあるとのことで

も見受けられる。「与える支援でなく、引

呼び出された。「今すぐ自宅へ返してほし

きだす支援」が望ましい介護であるという

い。寿命が尽きてしまう。明日では遅い」

認識はまだまだ行きわたっていない。

と訴えられた。その人は私の受け持ちの患

年を取ると自律欲求と依存欲求が共存す

者ではないが、病棟で親しく声をかけ合う
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間柄であった。死期が遠くないことは知っ

つつある。しかし救急救命を使命とする病

ていたが、突然退院を懇願され、私も茫然

院で、医師が何もしないで患者をただ見守

とした。主治医でもない当直医が、夜間に

るということは辛い事で、なかなかできな

退院させることは、患者の強い希望があっ

い。これに対し、終末期を自宅か福祉施設

たとしても無理なことであった。「明日、

などで迎え、病院へ移送しないでそこで看

あなたの希望を主治医に伝えて、私も協力

取るということを本人や親族が納得し、条

するから、明日まで待ってください」とお

件が整えば、自然な看取りは可能となった。

願いした。翌朝､ 昏睡が始まり、回復の処

特別養護老人ホームで、「本人や家族が

置を試みたが、効果はなかった。「明日で

特に入院を希望しない限り園内で看取る」

は遅い」という本人の予見通りとなり、本

というところが、最近は多くなりつつある。

人の「何としてでも自宅から旅立ちたい」

苦痛が生じたときは、医師や医師の指示を

という希望に沿うことができず、病院で看

受けた看護師が解決しており、旅立ちに困

取ることとなった。すまない思いと無力さ

難を生ずることは少ない。これに対し、病

に心を痛めた。

院が過去の看取りの仕方を踏襲し、点滴や

自宅へ帰って死にたいという願望を持つ

酸素吸入をすることが苦痛の原因になるこ

高齢者は少なくない。しかし、救急救命を

とは少なくない。このような処置は、脱水

使命とする病院は、たとえ本人の希望が

や酸素不足を防止するためにするもので、

あっても、危険を理由に退院させないのが

救命の可能性があればすべきであるが、高

普通であった。余命が短いと予測される人

齢期の老衰に近い死では、その必要がない

の末期状態での退院は、死に追いやるもの

と考える医師も多くなった。

であり、生命尊重の医療がすべきことでは

看取りに特別な医療技術が必要ないとは

ないという考えからである。最近になって

言え、在宅や福祉施設では、看取りの体制

それが見直されてきた。自分の終末期の在

を取ることが難しいという問題がある。た

り方を明確に希望する自己決定は尊重すべ

とえ医療処置をしなくても、本人や家族が

きだという考え方である。しかしそれがま

精神的に落ち着ける環境を調えたり、本人

だ一般化しておらず、不本意な終末を病院

に寄り添ったりする人が必要である。その

で迎える人は多い。

場に看取りの経験をした者がいない時は、

無意味な延命は、尊厳を保つ死とは言え

職員も不安になる。平生から態勢が整って

ないのでやめるべきだという世論は高まり

いれば困難は少ないが、「看取りは医療が
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する」と最近まで考えてきた介護福祉の現

「どのように死にたいか」とは聞けないが、

場では、条件が整わないまま差し迫った状

「先々どのような生き方を望むか」と聞い

態になると、やむなく病院へ移送せざるを

ていくうちに看取りへの希望も分かってく

えないということもある

る。本人の希望を達成するためには、家族

看取りで大切なことは、本人が安心して
旅立てること、本人と親族などが可能な限

などとの意見の交流をしっかりしておくこ
とが必要である。

り望み通りの別離ができることである。死

健やかな老いのゴールが、安らかな人生

期が近づけば、このことを、本人や親族な

の完結となることを望む人は多く、介護福

どと話し合っておくことが必要である。

祉の重要な支援のテーマとなりつつある。

Random Scope
細菌の獲得性免疫系を利用した、ヒト遺伝子の新しい
機能解析法
細菌でも、獲得性免疫機構が存在することが明らかにされている（Barrangou, R. et al.:
Science 315, 1709-1712, 2007）。すなわち哺乳類とは異なって、直接に異物の DNA を
認 識 し て、 そ の 塩 基 配 列 の 一 部 を 自 己 の DNA に 散 在 す る 回 文 構 造 を 持 っ た 反 復 配 列
（CRISPR）の間にスペーサーとして取り込んで免疫記憶として保存し、再感染時にはそのス
ペーサーから RNA を転写し、その上流にある遺伝子の DNA 切断酵素（Cas 遺伝子ファミ
リー）と複合体を形成して、特異的に感染 DNA を破壊するのである。そこでヒトレトロウィル
スに、この細菌の獲得性免疫機構を取り込んで、ヒトの細胞に感染させて、種々の遺伝子領域に
特異な変異を導入することに成功した。
（Yan）
1）Wang, T. et al.: Genetic screens in human cells using the CRISPR-Cas9 system.
Science 343, 80-84 (2014)
2）Shalem, O. et al.: Genome-Scale CRISPR-Cas9 knockout screening in human
cells. Science 343, 84-87 (2014)
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：少子高齢社会を生きる

㊺糖質を制限すれば糖尿病はよくなる！
江部康二＊
要

旨：従来の糖尿病食（高糖質食）は、糖尿病を増加させることが、久山

町研究から明らかとなった。血糖値に直接影響を与えるのは糖質だけであり、
糖質制限食の基本は、糖質摂取を制限し食後高血糖を防ぐことである。糖質
制限食は高糖質食に比し、肥満改善にも有効であり、カロリー制限食に比し
制限が少なく実践しやすい。人類の食生活 3 段階と食前・食後血糖値の変
動幅、糖質制限食症例のデータ、糖質制限食の長期予後について考察した。

１．高糖質食は、耐糖能異常を増加させる－久山町研究から
久山町は、福岡市の東に隣接する、人口 8,000 人足らずの町です。この町の年齢・職
業構成は、過去 40 年以上にわたり全国平均とよく一致し、住民の栄養摂取状況も国民
栄養調査の成績とほとんど変わりありません。即ち、久山町住人は、偏りがほとんどない、
標準的な日本人のサンプル集団といえます。1961 年から九州大学医学部が、ずっと継
続して 40 才以上の全住民を対象に研究を続けておられます。5 年に一度の健康診断の
受診率は約 80％もあり、他の市町村に比し高率です。また、死後の剖検率も 82％の住
民において実施されていて、精度の高い研究の支えとなっています。
1961 年当時、日本の脳卒中死亡率は非常に高く問題となっていましたが、久山町の
研究により、高血圧が脳出血の最大の原因であることが判明しました。それを受けて、食
事の減塩指導や降圧剤の服用で血圧のコントロールを行ったところ、久山町の脳卒中は
1970 年代には 1/3 に激減しました。一方日本全体の脳卒中も 1965 年をピークに急
激に減少し始め、1980 年には半減、1985 年には 1/3 となりましたが、これは脂肪
摂取率の急速な増加とよく一致しており（図 1）
、日本が豊かになり肉や乳製品など高価
な食材を摂取できるようになったことが関係していると考えられます。
その後、久山町では、糖尿病が最重要研究テーマとなっています。その研究の結果、糖
高雄病院理事長（内科医、漢方医）

＊
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図1

厚生労働省・国民栄養の現状

三大栄養素（たん白質・脂質・炭水化物）の摂取熱量比率（％）の推移

尿病は心筋梗塞、脳梗塞、悪性腫瘍、アルツハイマー病などの発症要因となることが判明
しました。その久山町で、1988 年と 2002 年に 40～79 歳の年齢層の 80％近い住
民を対象に 75g 経口血糖負荷試験を用いた糖尿病の有病率調査が行われたのです。IGT
（食後高血糖タイプ）と IFG（空腹時高血糖タイプ）合わせて糖尿病予備軍です。空腹時
血糖値が 110mg/dl 未満が正常型、110mg～125mg/dl が境界型、126mg/dl 以上
が 糖 尿 病 型 で す。 負 荷 後 2 時 間 血 糖 値 が 140mg/dl 未 満 が 正 常 型、140mg～
199mg/dl が境界型、200mg/dl 以上が糖尿病型です。その結果表 1 にみられるよう
に、糖尿病および予備軍発症予防は失敗し、著明な増加が認められたのです1）。研究責任
者の九州大学・清原裕教授も 2007 年 7 月 27 日（金）の毎日新聞朝刊で「1988 年
以後、運動や食事指導など手を尽くしたのに糖尿病は増える一方。どうすれば減るのか、
最初からやり直したい」とのコメントを述べておられます。実際 14 年間の努力にも関
わらず、糖尿病の確定診断がついた人が男性で 15.0 から 23.6％、女性で 9.9 から
13.4％と著明に増加しています。また男性では、40 歳以上の久山町住人の約 6 割が、
予備軍を含めた耐糖能異常という、とんでもない数字に増えています。厚生労働省の国
民・ 健 康 栄 養 調 査 に よ れ ば 2002 年 の 40 歳 以 上 の 日 本 男 性 の 15.6 ％ が 糖 尿 病、
2002 年の 40 歳以上の日本女性の 8.1％が糖尿病で、久山町より少ない数字でした。
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表1

久山町成人男性（A）と女性（B）の糖尿病有病率推移

（A）

（B）

厚生労働省の調査では、糖尿病が強く疑われる人の定義は〈HbA1c6.1％以上、または
質問票で「現在糖尿病の治療を受けている」と答えた人〉です。75g 経口ブドウ糖負荷
試験をしているわけではありませんので、全く同列に比べることはできませんが、久山町
で実施された 14 年間の食事指導・運動指導にも関わらず、糖尿病が増えたのは紛れも
ない事実です。このように単純比較はできないところはありますが、日本全体のデータよ
り、食事療法・運動療法を徹底指導した久山町のデータの方が、増加率も有病率も圧倒的
に高いというパラドックスが起こっています。久山町で指導された食事療法・運動療法は、
当然、日本糖尿病学会推奨のものです。即ち、食事療法は、カロリー制限の高糖質食（糖
質 60％、脂質 20％、タンパク質 20％）です。運動は本来、糖尿病発症予防に悪いわ
けがありません。しかし日本糖尿病学会推奨の「糖質 60％、脂質 20％、タンパク質
20％」で食事指導を行う限りは、運動療法を少々頑張っても糖尿病の増加をくい止める
ことはできないということが、久山町研究ではっきり証明されたわけです。さらに、食事
指導をしていない日本全体のデータより、厳格な食事指導を実施した久山町住民の方が、
糖尿病の増加率・有病率がはるかに高いということは、どういうことなのか？

これは普

通に考えて、久山町で指導された高糖質食が、かえって糖尿病を増やしたとしか言いよう
がありません。「カロリー制限重視の高糖質食で 14 年間指導した結果、糖尿病が激増し
た」ということが久山町研究という信頼度の高いデータから導き出される結論なのです。
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２．食生活の欧米化が糖尿病や肥満を増やしたというのは誤解
「戦後、炭水化物摂取が減り続け、脂質摂取が増え続けて糖尿病や肥満が激増した」と
いうのが、医師や栄養士の常識・定説として、過去、信じられてきました。しかし図 1
で明らかなように、厚生労働省「国民栄養の現状」によれば、1960 年から 1980 年ま
で急速に炭水化物の摂取比率が減少したあと、1997 年まで緩やかに減ってその後は緩
やかな増加に転じています。脂質も同様に 1960 年から 1980 年まで急速に摂取比率
が増加した後、緩やかになり、1997 年からは徐々に減少し始めています。このように
従来の常識・定説は、誤った神話でした。そしてこの間、現在に至るまで糖尿病・肥満は
増え続けています。さらに最新の統計では、再逆転が起きています。2008 年～2010
年、1997 年（57.4％）以来 13 年ぶりに炭水化物比率が、60.4％から 59.4％に減
少し、脂質摂取比率が、24.9％から 25.9％まで上昇しているのです。その結果 2012
年、糖尿病の増加率が急減し、糖尿病予備軍は、約 1,100 万人で、2007 年から約
220 万人減少したのです。糖尿病予備軍減少というのは国民健康・栄養調査が始まって
以来の快挙です。2000 年から 2012 年まで日本の人口は約 1 億 2,000 万人で微減傾
向ですが大きな変化はありません。この間高齢化が進行したので、本来糖尿病は増加し易
い状況なのに予備軍が減少したのは、糖質摂取比率が 1％減ったことと密接に関わって
いると考えられます。厚生労働省、保健所、病院、日本糖尿病学会はいずれも、十年一日
の如く一貫して「カロリー制限高糖質食」を指導し続けています。こうなると「主食を抜
けば糖尿病は良くなる！」（江部康二著、東洋経済新報社）を 2005 年に私が出版して
以降、糖質制限食が日本社会に徐々に浸透していったことが、糖質摂取比率が 13 年ぶ
りに減少した唯一の理由と思えるのです。

３．従来の糖尿病食の問題点
実は従来の糖尿病食（高糖質・低カロリー・低脂質）を糖尿病の人が摂取した場合、食
後 の 高 血 糖 は 絶 対 に 防 げ ま せ ん。Life With Diabetes（ADA、 米 国 糖 尿 病 協 会、
2004）によれば2）、「摂取後直接血糖に影響を与えるのは糖質のみであり、速やかに吸
収され、120 分以内にほぼ 100％血糖に変わる。タンパク質と脂質は直接血糖に影響
を与えることはない」とされています（表 2）。1997 年版の Life With Diabetes では、
「タンパク質は約 50％が血糖に変わり、脂質は 10％未満が血糖に変わる」という記載
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がありましたが、2004 年版では削除されています。糖質は摂取直後から急峻に血糖値
を上昇させ 2 時間以内にほとんどが吸収されます。一方タンパク質・脂質は血糖値に影
響をあたえません。これらは含有エネルギーとは無関係な 3 大栄養素の生理学的特質で
あり、現在糖尿病患者の動脈硬化のリスク要因として問題とされているグルコーススパイ
ク（食後高血糖）を引き起こすのは 3 大栄養素の中で糖質だけです。糖質を摂取しなけ
れば食後高血糖は生じません。一方いくらカロリー制限をしても糖質を摂取すれば必ず食
後高血糖を生じます。Life With Diabetes は米国糖尿病協会推奨の患者教育用のテキス
トブックです。つまり米国では医師も看護師も栄養士も患者も 3 大栄養素と血糖値に関
する生理学的知識を共有しているわけです。日本ではこのような重要な生理学的知識が一
切教育されていないため、医師も看護師も栄養士も患者も、「糖質だけが血糖値に直接影
響を与える」という事実を、ほとんどの人が知らないのが現状です。自らが 1 型糖尿病
の米国のバーンスタイン医師によれば、1g の糖質が体重 64kg の 2 型糖尿病の人の血
糖値を約 3mg 上昇させます3）。炊いた白ご飯茶碗 1 杯 150g（252kcal）には 55.3g
の糖質が含まれており、血糖値を 166mg 上昇させます。一方牛サーロインステーキを
200g（約 1,000 キロカロリー）食べても糖質含有量は 1g もないので血糖値上昇は
3mg 未満です。なお、1g の糖質は体重 64kg の 1 型糖尿病の人の血糖値を 5mg 上昇

表2

食物グループ中の栄養素と血糖

出典：米国糖尿病協会 2004
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させます。

４．従来の糖尿病患者指導の問題点
従来の糖尿病の患者指導は、制限が多く、現実には実践が困難です。厳格なカロリー制
限の食事療法、お酒は飲んではだめ、運動療法、など複雑で時間がかかり、制限と苦痛を
伴う治療を長期間続けなくてはならないのですから、糖尿病患者は結構大変です。しかも、
カロリー制限（高糖質）の食事療法を続けている限りは、インスリンを打っても薬を飲ん
でも、運動をしても、HbA1c7.0 未満のコントロール良好な人は、統計的には 30％弱
しかいないのです。つまり、現状では、大多数の糖尿病患者はコントロール不良で、医師
や栄養士から無言の非難を浴びているように感じるし、自分でも言われたとおりにちゃん
と食事もカロリー制限し、運動もちゃんとして、薬も内服しているのに何故？

という心

境でしょう。糖質を摂取する限り、食後高血糖は必ず生じるので、コントロール不良はカ
ロリー制限（高糖質）の食事療法のせいで、患者さんのせいではないのです。
一方、高雄病院お奨めの糖質制限食だと、カロリー計算は要らないし、お酒も飲めるし、
お肉もお魚も食べ放題、運動も別にしなくても OK。カロリー制限の糖尿病食に比べれば、
面倒くささや制約が、ほとんどありません。唯一、糖質さえ制限すれば、あとは自由です
ので、長期に亘って実践でき、苦痛は少なく、心理的にはずいぶん楽です。なお、炭水化
物は「炭水化物＝糖質＋食物繊維」であり、食物繊維はゼロカロリーで血糖値も上昇させ
ません。

５．糖質制限食の基本－糖質を摂取しないと食後高血糖が起きない！
米国糖尿病協会によれば食べ物が消化・吸収されたあと、糖質は 100％血糖に変わり、
タンパク質・脂質は血糖に変わりません。日本糖尿病学会関連の書籍には、残念ながらこ
のような重要な生理学的事実に関する記載は一切ありません。
さてインスリンは血糖値を下げる唯一のホルモンです。インスリンには 24 時間、少
量常に分泌されている基礎分泌と、血糖値が上昇したときに大量に出る追加分泌がありま
す。糖質を摂取すれば血糖値が急激に上昇しますので、インスリンが大量に追加分泌され
ます。インスリン分泌により血糖は筋肉などに取り込まれますが、余剰の血糖は全て中性
脂肪に変わり蓄えられます。インスリンが肥満ホルモンと呼ばれる所以です。しかし、脂
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質を摂取しても、インスリンは追加分泌されません。タンパク質は、ごく少量のインスリ
ンを追加分泌させます。つまり、糖尿病の人でも正常の人でも、インスリンの追加分泌が
多量に必要となるのは、糖質を摂取した時だけです。これらは、すべて論争の余地のない、
生理学的事実です。
表 3 に示すデータは、2008 年に高雄病院外来通院中の糖尿病患者さん、T.M.（A）
と N.S.（B）にご協力いただいて同カロリーの「従来の糖尿病食（高糖質食）」と「糖質
制限食」で食前・食後の血糖値（BS）と血中インスリン値（IRI）を比較したものです。
通常糖尿病食を 6 月、糖質制限食を 7 月に検査を行いました。空腹時、朝食後 30 分、
60 分、90 分、120 分 の デ ー タ で す。 通 常 糖 尿 病 食 は 350 kcal、 糖 質 60 ％ で 約
52.5g、脂質 20％、タンパク質 20％です。糖質制限食は 350 kcal、糖質 10％で約
8.75g、脂質 60％、タンパク質 30％です。
2 型 糖 尿 病 患 者 T.M. さ ん（A） の デ ー タ で は、 検 査 時、161cm、44.5kg、
BMI17.2、58 才。HbA1c は 6.8％。糖尿病発症は 53 才時、検査時発症後 5 年で、
内服薬はなしです。従来の糖尿病食だと、表 3（A）の如く血糖値の著明な上昇があり、
糖尿病ではありますが、追加分泌インスリンもそれなりに出ています。一方糖質制限食だ
表3
（A）

（B）
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58 歳女性、T.M.（A）と 57 歳女性、N.S.（B）の 2 型糖尿病

と血糖値の上昇は極めて少なく、インスリンの追加分泌もごく少量です。
同様に表 3（B）は、2 型糖尿病患者 N.S. さんのデータです。糖尿病診断は 2005 年
9 月で随時血糖値 202mg/dl、HbA1c は 7.3％。2007 年高雄病院初診時 HbA1c は
7.1 ％ で し た が、2008 年 の 検 査 時 は 正 常 型 の 血 糖 値 に 改 善 し て い ま す。 検 査 時、
158cm、55kg、BMI22.0、57 歳。HbA1c は 6.1％。検査時発症後 2 年半で内服薬
なし。NS さんの場合、1 年間の糖質制限食実践で疲弊していた膵臓のβ細胞がかなり回
復したと考えられ、糖質を負荷しても血糖値は正常パターンに回復しています。このとき
基礎分泌 3.8μU/ml → 追加分泌ピーク 58.5μU/ml まで多量のインスリンがでていま
す。実に基礎分泌の 15 倍強のインスリンが追加分泌されています。糖質制限食でも、
約 8.75g 野菜分の糖質が含まれているので、基礎分泌の 2～3 倍のインスリン追加分泌
がありますが、通常糖尿病食に比べれば微々たるものです。
正常人が通常の糖質ありの食事をすれば、必ず N.S. さんのデータのようなインスリン
の大量追加分泌が一日に最低 3 回、間食をすれば 5 回以上起こっているわけです。この
ようなインスリンの大量追加分泌が 40 年、50 年と続けば遂には膵臓のβ細胞が疲弊し
て分泌能力が低下して糖尿病を発症するのは想像に難くありません。このようにカロリー
をいくら制限しても、糖質を摂取すれば食後高血糖と多量のインスリン追加分泌を生じま
す。糖質制限食なら食後高血糖は生じず、インスリン追加分泌もごく少量ですみます。

６．糖質制限食 VS 高糖質食、肥満のメカニズム－肥満ホルモンの働き
糖質制限食実践中は、以下の項目のように、食べている最中も脂肪が 24 時間燃え続
けていて、肝臓でアミノ酸などから 24 時間ブドウ糖を新生しています。すなわち、①
糖質制限食実践中は常に脂肪が燃えている、②糖質制限食実践中はインスリン（肥満ホル
モン）が基礎分泌以外ほとんど出ない、③糖質制限食実践中は食事誘発熱産生がたかまり、
体重減少に効果がある、④糖質制限食実践中は肝臓でアミノ酸などから糖新生が行われ、
大量のエネルギーが消費される4）。
インスリンは、明確に肥満ホルモンです。このことは、UKPDS や ACCORD といっ
た大規模疫学研究で証明されています。一方、従来の糖尿病食（低脂肪・高糖質食）では、
糖質を摂取するので、⑴体脂肪は燃えなくなり、余剰の血糖が中性脂肪に変わり蓄積され
る、⑵血糖値が上昇して肥満ホルモン（インスリン）が大量に分泌される、⑶食事誘発熱
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産生は通常となる、⑷肝臓の糖新生はストップすることになります。
この①～④と⑴～⑷の比較をしてみれば、糖質制限食のほうが高糖質食より、ダイエッ
ト効果があることがお解りいただけると思います。すなわち、糖質を摂取すれば①～④と
いう体重減少への利点が、全て消えてしまうわけです。①～④と⑴～⑷に関しては、摂取
カロリーとは全く無関係の生理学的な事実であり、あくまでも糖質を摂取するか否かが鍵
となります。単純には摂取エネルギーが消費エネルギーを上回れば太り、下回れば痩せま
す。通常の脂肪制限食（高糖質食）なら、「消費エネルギー＝基礎代謝＋運動エネルギー
＋食事誘発熱産生」で完結です。しかし糖質制限食なら、「消費エネルギー＝基礎代謝＋
運動エネルギー＋食事誘発熱産生」の基本に加えて、『基礎代謝の亢進：肝臓の糖新生で
エネルギーを使用』が追加されます。常に脂肪が燃えていることと、インスリンが基礎分
泌以外ほとんど出ないことも、基礎代謝の亢進に貢献するかもしれません。このように、
少なくとも同一カロリーである限りは、糖質制限食が脂肪制限食（高糖質食）よりダイ
エット効果が高いことは、理論的に証明できたと思います。
さらに 2008 年のニューイングランド・ジャーナルに、イスラエルの疫学研究報告が
載りました5）。イスラエルの 322 人（男性 86％）の成人を、⑴低脂肪法（カロリー制
限あり）、⑵オリーブ油たっぷりの地中海法（カロリー制限あり）、⑶低炭水化物法（カロ
リー制限なしのアトキンス式ダイエット）の 3 グループの食事法群に割りふって、2 年
間経過観察した研究です。その結果、カロリー制限なしのハンディにもかかわらず、低炭
水化物法（糖質制限食）が最も体重減少効果がみられ、HDL-C も増加していました。体
重などを分析した結果、2 年後の体重減少幅の平均は、⑴低脂肪法では 2.9 キロ、⑵地
中海法では 4.4 キロ、⑶低炭水化物法では 4.7 キロでした。

７．糖質制限食がもたらす福音－かんたん、制限が少ない、お酒も飲める
糖質制限食はカロリー制限食に比べれば、随分楽にできます。糖質さえ制限すれば、お
肉や魚や豆腐や野菜などのおかずは食べ放題で、しかも蒸留酒ならお酒も OK なのです。
蒸留酒とは焼酎、ウィスキー、ブランデーなどです。原材料が芋や麦や米でも蒸留すると
糖質含有量はゼロになりますし、アルコールそのものは血糖値を上昇させません。糖質ゼ
ロ発泡酒も OK です。これに対してビールや日本酒やワインなどの醸造酒は、糖質が含
まれているので血糖値を上昇させます。醸造酒の中で、辛口のワインは糖質含有量が少な
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く、ほとんど血糖値を上昇させませんので適量 OK です。
以下に、糖尿病や肥満の改善に役立つ『糖質制限食十箇条』をあげます。
⑴ 魚貝・肉・豆腐・納豆・チーズなどタンパク質や脂質が主成分の食品はしっかり食
べてよい。
⑵ パン・ご飯・麺類・芋類及び菓子・砂糖・ジュースなど糖質の摂取は極力控える。
⑶

やむを得ず主食（糖質）を摂るときは少量にとどめる。

⑷ 飲料は牛乳・果汁は飲まず、成分未調整豆乳は OK。水、番茶、麦茶、ほうじ茶も
OK。
⑸

糖質含有量の少ない野菜・海草・茸類は適量 OK。果物は少量にとどめる。

⑹

オリーブオイルや魚油（EPA、DHA）は積極的に摂り、リノール酸を減らす。

⑺

マヨネーズ（砂糖無しのもの）やバターも OK。

⑻ お酒は蒸留酒（焼酎、ウィスキーなど）は OK、醸造酒（ビール、日本酒、など）
は控える。
⑼ 間食やおつまみはチーズ類やナッツ類を中心に適量摂る。菓子類、ドライフルーツ
は不可。
⑽ できる限り化学合成添加物の入っていない安全な食品を選ぶ。
ただし糖尿病の人がやむを得ず主食を摂る時は、「食直前のα-GI 薬＋少量の主食」と
する。
なお『糖質制限食』には、以下の 3 パターンがあります。
⑴

スーパー糖質制限食：三食とも主食なし。効果は抜群で早く、一番のお薦め。

⑵

スタンダード糖質制限食：朝と夕は主食抜き。

⑶

プチ糖質制限食：夕だけ主食抜き。嗜好的にどうしてもデンプンが大好きな人に。

ここで、抜く必要がある主食とは米飯・めん類・パンなどの米・麦製品や芋類などの炭
水化物＝糖質＋食物繊維です。

８．人類の食生活３段階と食前・食後血糖値
人類の食生活は⑴農耕が始まる前、⑵農耕以後、⑶精製炭水化物以後の 3 つに分ける
ことができます（図 2）。この 3 段階の変化が人体の代謝において極めて重要な意味を
もっています。その鍵となるのが食前・食後血糖値の変化です。人類の歴史が 700 万
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図2

人類の食生活 3 段階の血糖値と糖尿病
出典：江部康二による想定図

年として、農耕が始まる前の 700 万年間は食生活の中心は狩猟や採集であり、人類皆
糖質制限食です。従って血糖値の上下動がほとんどありません。例えば空腹時血糖値が
100mg/dl 程度と仮定して、食後の血糖値はせいぜい 100 数 mg～120mg/dl くらい
で、血糖値上昇の幅は数 mg～20mg ていどの少なさです。これならインスリンの追加
分泌はごく少量ですみます。肉や魚の摂取では血糖値はほとんど上昇しません。狩猟・採
集時代に血糖値が軽度上昇するのは野生の果物、ナッツ類、自然薯など根茎類を摂取した
ときのみでした。
農耕が始まったのが約 1 万年前です。穀物（糖質）を摂取すれば、空腹時血糖値が
100mg として、食後血糖値のピークは 140mg 程度まで上昇し、インスリンが基礎分
泌の数倍追加分泌されます。血糖値上昇の幅は 40mg あります。農耕以後の 1 万年間は、
膵臓のβ細胞は毎日働き続けなくてはならなくなりました。
さらに 18 世紀に穀物の精製技術が開発され、ここ 200 年世界中で精製された炭水化
物が日常的に摂取されるようになりました。精製された炭水化物は未精製のものに比して、
さらに急峻に血糖値を上昇させますが、私はこれを「グルコースミニスパイク」と呼び警
鐘 を 鳴 ら し て い ま す。 即 ち 空 腹 時 血 糖 値 が 100mg と し て、 食 後 血 糖 値 は 160～
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170mg まで上昇し、その幅は 60～70mg もあり、これほど急激に血糖値を上昇させ
る食品は人類史上、類のないものです。インスリン追加分泌はさらに大量に、基礎分泌の
10～30 倍レベル追加分泌されますが、私はこれを救急車の出動状態と考えており、
700 万年の人類の歴史の直近 200 年だけの出来事です。
生体の健康を維持するには恒常性を保つことが重要な意味を持っています。人類の食
前・食後血糖値の差を考えると、その恒常性は 700 万年間保たれていましたが、その変
動幅は農耕開始後 1 万年間 2 倍程度となり、精製炭水化物摂取が始まったここ 200 年
はその幅は 3 倍となり、インスリンを大量・頻回に分泌せざるを得なくなりました。近
年のジャンクフードの増加は特にインスリン過剰分泌を生じメタボリック・シンドローム
を誘発しますが、長年にわたり膵臓が疲弊すれば糖尿病を発症します。糖尿病を発症した
人が糖質を摂取すれば血糖値は 200mg を超えます（図 2）。私は様々な生活習慣病の元
凶は精製炭水化物によるグルコースミニスパイクとインスリン頻回・過剰分泌と考えてい
ます。
英国の栄養学の大著、ヒューマン・ニュートリションにも『現代の食事では、（中略）
デンプンや遊離糖に由来する「利用されやすいグルコース」を大量に摂取するようになっ
ている。このような食事内容は血漿グルコースおよびインスリン値の定期的な上昇をもた
らし、糖尿病、冠状動脈疾患、がん、老化等、多くの点で健康に有害であることが強く指
摘されている。農業の発明以来、ヒトは穀物をベースとした食物を摂取するようになった
が、進化に要する時間の尺度は長く、ヒトの消化管はまだ穀物ベースの食物に適応してい
ない。ましてや高度に加工された現代の食物に対して、到底適応しきれてないのである』
と記載されています6）。

９．糖質制限食のケーススタディ：インスリン・経口薬の減らし方
食後高血糖を引き起こすのは 3 大栄養素の中で糖質だけであり、タンパク質・脂質は
血糖値を上昇させません。従って糖質を摂取しなければ食後高血糖は生じず、血糖値はリ
アルタイムに改善します。一方カロリー制限をしても糖質を摂取すれば必ず食後高血糖を
生じます。
表 4（A） は 65 才 男 性 2 型 糖 尿 患 者 の 同 一 カ ロ リ ー で の 従 来 の 糖 尿 病 食（ 糖 質
60％）と糖質制限食（糖質 12％）の日内変動の比較です。従来食のときは、もともと
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表4

2 型糖尿病の 65 歳男性（A）と 60 歳女性（B）の血糖値日内変動

（A）

（B）

内服していたアマリール（1mg）1 錠、朝食前と 1/2 錠夕食前、メデット（250mg）
3 錠分× 3 食後を内服してのデータであり、2 日後の糖質制限食のときはアマリールと
メデットは全て中止してのデータです。従来食では薬を 2 種類内服していても食後 2 時
間血糖値は 244、188、166mg/dl と高値です。一方糖質制限食では薬なしにも関わ
らず、食後 2 時間血糖値は 140、117、113mg/dl とほぼ正常といっていいデータで
す。糖質制限食の食後血糖値改善効果はこのようにリアルタイムに現れるので、内服薬を
従来食のときと同量服用していれば、低血糖の恐れがあるので注意が必要です。本例の高
雄病院初診は 2010 年 5 月 6 日で、アマリール（1mg）2 錠、朝前と 1 錠、夕前、メ
デット（250mg）3 錠分× 3 食後内服で HbA1c は 7.4％でした。初診後は緩い糖質
制限食を導入、アマリール（1mg）1 錠、朝食前と 1/2 錠夕食前に減量して、6 月 14
日高雄病院入院時の HbA1c は 6.8％でした。退院後はどうしても糖質を摂取すること
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が時々あるとのことで、2010 年 10 月は内服薬なしですが、HbA1c は 7.5 でした。
本例はスーパー糖質制限食実践なら、入院時日内変動のごとく正常人です。やむを得ず糖
質摂取をする時は、食直前にグルファスト 1 錠の内服をするように指導しました。グル
ファストは速効型インスリン分泌促進剤で、約 2～3 時間だけ、膵臓のβ細胞に働いて
インスリン分泌を促します。
表 4（B）は 60 才 2 型 DM 女性患者における、同一カロリーでの従来の糖尿病食
（糖質 60％）と糖質制限食（糖質 12％）の日内変動の比較です。従来の糖尿病食の場
合、インスリンを注射していても、食後 2 時間血糖値は 154、155、216mg/dl と高
値です。一方 5 日後の糖質制限食なら、インスリンを中止したにも関わらず、食後 2 時
間血糖値は、121、111、110mg/dl と全くの正常です。糖質を摂取するか否かで、
食後血糖値にこれほど顕著な差があることをしっかり認識する必要があります。2006
年 9 月 2 日退院時、48.0kg。退院後も経過良好で 2007 年 6 月 25 日の HbA1c は
6.6％、2010 年 9 月の HbA1c は 6.4％、2014 年 12 月も HbA1c は 5.9％と安定
しています。インスリンはそのままずっと中止しています。経口血糖降下剤も経過中一切
なしです。

10．糖質制限食の長期予後
糖質制限食実践で、血糖値は即座に改善し、HbA1cW も月に 1～2％改善し、中性脂
肪も速やかに改善します。HDL−コレステロールは増加しますが、増加の程度と速度に
個人差があります。LDL−コレステロールは低下・不変・上昇と個人差がありますが、
いったん上昇した場合も半年～2 年くらいで落ち着くことが多いです。尿酸も低下・不
変・上昇と個人差がありますが、上昇した場合も半年くらいで落ち着くことが多いです。
尿素窒素はやや増加傾向になることが多いですが、クレアチニン値やカリウム値は不変で
あり生理的現象です。いったん増加した尿素窒素も徐々にもとに戻ることが多いです。要
するに現在まで確認されている動脈硬化のリスク要因が全て、糖質制限食で改善すると
いっても過言ではありません。従って EBM に基づいて考察するならば、糖質制限食の予
後は良好と考えられます。
なお 2 型糖尿病の治療食として、糖質制限食を 13 年間実践中の筆者の 2015 年 2
月の検査データは以下の如くです。空腹時血糖値 101mg/dl、HbA1c5.9％、血中ケト
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ン体 1373μM/L、尿酸：3.5mg/dl、TC：236mg/dl、TG：53mg/dl、HDL-C：
114mg/dl、LDL-C：111mg/dl、BUN：17.0mg/dl、 ク レ ア チ ニ ン：0.61mg/dl、
γGTP37IU/L、GOT25IU/L、GPT22IU/L、 ア ル ブ ミ ン 4.5g/dl、RBC：460、
WBC：7,200、血色素量 15.0g/dl。尿中ケトン体陰性、尿中微量アルブミン陰性。全
て正常値です。唯一血中ケトン体値が基準値より高値ですが、尿中ケトン体値は陰性です。
心筋や骨格筋のケトン体利用効率が高まり、腎の再吸収も良くなった結果と考えられます。
おそらく筆者の血中ケトン体値程度のデータが、農耕が始まる前の人類の基準値だったと
考えられます。
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統合医療：
一人ひとりに合った医療を目指して（Ⅸ）
今西二郎＊

Ⅸ

芸術療法と音楽療法

１．芸術療法とは
さまざまな精神疾患などの治療のために精神療法（非薬物的治療）が行われます。芸術
療法は、そういった精神療法を補完する治療技法の一つといってよいかと思われます。心
の奥底にあるものを何らかの形で表現したいという、人間が生来的に持つ欲求を基礎とし
た治療法です1）。一般に芸術療法には、非言語的（non-verbal）な手法を用いるという
特性があります。また、芸術療法で、意識下に抑圧されたさまざまな不安や葛藤を表現す
ることができます。そのため、表現行為そのものがカタルシス効果を持つことも芸術療法
の特徴です。さらに、言語的コミュニケーションが困難な場合にも、芸術療法を通じてコ
ミュニケーションを持つことが可能となります。
芸術療法の作用機序において重要なのはカタルシス効果ですが、これは、過去の不快な
体験やうっ積した感情を排泄し、心の緊張を解き、浄化することを意味しています。芸術
が、こころの癒しをもたらすことは、古くより知られていました2）。近代的な芸術療法を
確立したのはユングによるところが大きいとされています。イギリスの Hill により、芸
術療法という用語が用いられるようになったのは、1960 年代になってからです。わが
国でも 1969 年に芸術療法研究会（現、芸術療法学会）が設立されています。
芸術療法の対象となるのは、１）精神療法の適用可能な精神疾患：不安障害、適応障害、
摂食障害、感情障害、認知症など、２）心身症、３）非行や児童期・思春期の問題行動、
４）がん患者を介護する家族などです。
芸術療法の目的は、上記疾患や症状、精神的問題などに対応することですが、一般的に
は、表 1 のようなことが考えられます。また、芸術療法の適応と注意点については、表
2 にあげておきます。
芸術療法の効果としては、第 1 に、癒しの芸術としての効果があります。すなわち、
絵画やその他の造形芸術の鑑賞などによる癒し効果、描いたり造形したりすること自体に
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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表1

芸術療法一般の目的

（１）気晴らし、発散、リクリエーション
（２）抑圧された情動の解放、カタルシスの発生
（３）喜び、慰撫、鎮静、鼓舞
（４）自己の再統合へと向かう内的動きの促進
（５）患者理解と受容の深化
（６）精神内界や病能の理解と把握
（７）深く豊かな交流の醸成
（８）無意識内容の分析や解釈
（９）集団内でのシェアリングや対人交流の活発化
（₁₀）リハビリテーションの一環
（₁₁）作業療法の一環
（₁₂）遊戯療法の一環
出典：文献 3

表2

芸術療法の適応の基準と注意点

（１）対象患者の特性の把握
１）病態レベルでの把握
①明らかな自我障害がある場合 → 禁忌
②自我境界が希薄な場合 → 自由連想法的・退行促進的表現は禁忌
③自我障害の恐れがない場合 → 適応可能
２）患者・治療者レベルでの把握
（２）治療全体を踏まえての位置づけ
（３）目的の明確化
（４）安易に始めたり漫然と行わない
（５）効果的かつ適切な技法の選択
（６）患者の好みと意志の尊重
（７）複数の治療者やスタッフによる検討
（８）悪化時の速やかな中止
出典：文献 3

ある癒し効果などが考えられます。第 2 に、リハビリテーション効果です。絵を描いた
り、陶芸、彫刻などの造形をすることによる作業療法、ダンスをすることによる身体の理
学療法、心理劇など声を出したり、詩歌の創作などによる言語聴覚療法などさまざまな効
果が考えられます。第 3 に、前述したように、本来の精神療法を補完する効果、すなわ
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ち治療者と対象者の間のコミュニケーションのきっかけをつくり、円滑にする効果もあげ
られます。第 4 に、芸術的表現によるカタルシス効果があり、これは芸術療法の重要な
目標となります。芸術療法には、絵画療法、彫刻、陶芸、粘土などの造形療法、コラー
ジュ療法、箱庭療法、ダンス・セラピー、心理劇、詩歌療法、音楽療法などがあります。

２．絵画療法
芸術療法で最もよく実践されているのが音楽療法と絵画療法であるかと思われます。絵
画療法は、言語を用いた精神療法とは異なり、絵という直接的で具体的な表現手段を用い
るために、イメージや無意識の領域を目に見える形で直接に扱うことができるという特長
があります。そこでの創造的行為は意識と無意識との対話であり、主観的世界と客観的世
界との間に橋をかける作業でもあります3）。それは、内側に向かっては、自己の内面との
静かな対話を促し、外側に向かっては、非言語的なコミュニケーションの媒体となります。
絵画療法における描画の治療的意義として、次のようなことが考えられます。患者の描
く絵を基に、治療者との間に会話をする機会が生まれ、コミュニケーションの形成が行わ
れます。このことにより、治療への導入が容易になります。また、描かれた絵から、患者
の精神面の病態像や心理状態を評価することができます。いわゆる描画テストということ
になります。患者ではなく、多くの芸術家について、表現された絵画から、その精神病理
性をみることが行われており、これは表現精神病理学というようなもので、これらの多く
の例の集積結果が、患者の病態や心理状態を評価する参考になることもあるかと考えられ
ています。さらに、絵画することによるカタルシス効果や自己洞察を行うこともできます。
絵画療法には、個人絵画療法と集団絵画療法の 2 つの技法があります。集団絵画療法
特有の利点と治療的側面として以下のようなことが指摘されています3）。
 ⑴ 一対一の対人緊張に耐えられない人でも、グループの中では、人目をあまり意識せ
ずに参加することができる。また、自分から一人で何かを行うのが困難な人でも、周
囲の様子をみて、模倣したりしながらできる。
 ⑵ 非言語的表現手段を用いるために、言語表現が難しく人との交流が困難な人々も、
自分を表現しつつ他者とかかわりながら参加することができる。
 ⑶ とくに共同画制作では、活発な相互交流が起こり、一緒に協同して一つのものを作
りあげたという満足感や一体感を体験することができる。また、治療者側も一緒に作
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業を行うことで治療的介入が容易にできる。
 ⑷ 凝集性のあるグループでは、参加者の中に共鳴や共時的現象が多く生じ、不思議な
一体感や自分たちの居場所といった感覚を体験する。
 ⑸ 他メンバーの作品の中に自己の作品を置いて客観的に自己を観察したり、他メン
バーのコメントを聞くことで、気づきや洞察を深めることが容易になる。
 ⑹ 作品を通し、お互いの気持ちやイメージをシェアリングすることができ、グループ
からの共感や支持を得る中から抱擁（holding）される体験をすることができる。
 ⑺ 一対一の個人療法に比べ経済効率が高く、多くの患者を抱える病院や施設でははる
かに現実的なアプローチである。
 ⑻ 治療者にとっては、表現された作品のみならず、グループへの参加状況や対人交流
のやり方を通して参加者の対人的活動レベルや病態を把握する手段となる。

３．コラージュ療法
コラージュ（collage）というのは、美術用語であるが、画面に紙、新聞紙、布などい
ろんなものの切れ端を貼り付け（coller）、芸術作品を作り上げるものです。したがって、
コラージュ療法は、絵画療法とよく似ていますが、絵画療法よりも気軽に行え、特別な道
具も必要としないなどの特長があります。次に述べる箱庭療法と絵画療法の中間に位置づ
けられています。個人で行う場合と、グループで行う場合があります。
あらかじめ治療者の方で、さまざまな種類の切り貼りの素材を用意しておくことができ
るので、この点では、箱庭療法に近いが、患者に合わせて、それらの素材を自由に変える
ことができ、また患者もその素材をさらに適当に切り出したり、色づけしたり、切り貼り
してから線を引いたりすることもできることから、絵画療法的要素も十分あるといえます。

４．箱庭療法
箱庭療法は、1965 年に京都大学教育学部河合隼雄教授によりわが国に導入されたも
のです。1987 年には、日本箱庭療法学会が設立されています。箱庭療法は、砂を入れ
た木箱の中にミニチュア玩具を置いて、自分の心の中に浮かぶイメージを自由に表現する
ことを通じて行う心理療法の一つです。そこには、患者（クライエント）の心に浮かぶ、
自然の風景であったり、おとぎ話の世界であったり、感情の流れを具象化したものであっ
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たりします3）。クライエントと治療者の間の言葉のコミュニケーションが、うまく行かな
いときなどに箱庭療法を補助的に用いるなど心理療法、精神療法の一部として用いられま
す。

５．ダンス・セラピー
ダンス・セラピーは、1940 年代に、アメリカのマリアン・チェイスが創始したとい
われています。わが国では、1960 年代からダンス・セラピーに関する情報が入り始め、
1980 年代に実践が試みられ、1992 年に日本ダンス・セラピー協会が設立されました。
ダンス・セラピーには、個人セッションとグループセッションがありますが、わが国では、
ほとんどがグループセッションです。グループセッションでは、10 人前後で行うのが理
想とされていますが、それ以上の人数で行うこともあります。セッションの時間は 1～2
時間くらいです。ダンス・セラピーは、精神療法、心理療法の補助手段として、またリハ
ビリテーションの目的など行います。
ダンス・セラピーの効果については、以下のようなことが指摘されています。
 ⑴ 身体的側面としては、自分および他の参加者の身体状況について新たな発見をし、
自己解決能力を高める。また、疲労感、体のこり、身体の不調が軽減されるとともに、
運動機能の維持、回復、増進につなげる。
 ⑵ 精神的、心理的側面としては、自分および他の参加者の精神的、心理的状況につい
て新たな発見をし、自己解決能力を高める。また、日常生活とは異なった場面で気分
転換ができる。
 ⑶ 社会的側面としては、自分および他の参加者が社会（集団）とどのようにかかわり
をもつ傾向にあるかについて新たな発見をし、自己解決能力を高める。また、一緒に
楽しい時間を過ごすことにより、連帯感を味わい、孤立感が軽減される。

６．心理劇
心理劇は、ドラマ的手法を用いた集団精神療法です。ドラマといってもシナリオはなく、
即興劇です。この方法が芸術療法として位置づけられているのは、心理療法というプロセ
スと劇というプロセスの連結が芸術療法としての心理劇を成立させているからであるとい
われています3）。
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心理劇は、モレノが考案したもので、1910 年代に端緒を開き、1936 年に自分の病
院に心理劇のための劇場を作りました。そして、1942 年に集団精神療法と心理劇の学
会を設立しました1）。心理劇の対象として、葛藤が明確で、自己表現力も豊かで、現実の
生活では明らかにそれが抑圧されている不安障害のクライエントが最も適しているとされ
ています。心理劇では、役割演技を通して、抑圧された葛藤や危機を克服するカタルシス
効果が得られます。このようなカタルシス効果だけでなく、洞察が治療の目標になります。
たとえば、父親の無理解を責めている息子は、父親の役割の演技をすることにより、父親
の立場に立って物事を考えるようになります。このように、具体的に視点を変えることで、
自分自身をより深く理解し、洞察を得ることができるのです。さらに進むと、日常的な繰
り返しや情熱のない習慣化した行動を打ち破り、自己実現に向かいます1）。

７．詩歌療法
詩歌療法とは、詩作などをすることによりカタルシス効果を得るために行う療法です。
わが国では、詩よりも、俳句・連句を用いた治療法が発達してきました。これらの治療法
は、治療者とクライエントとのコミュニケーションと共感を形成し、誤った認識と行動を
修正するための精神療法的手法として用いられます1）。
俳句を用いる精神療法として、以下の利点があげられます3）。
 ⑴

安全な枠組みの中で、しかも、作りやすいこと

 ⑵

日常の「生きたコミュニケーション」の媒体となること

 ⑶

日常的関心の回復が期待できること

 ⑷

言葉の回復を助けること

 ⑸

葛藤の溶解、情動のカタルシスをもたらすこと

適応となる疾患としては、統合失調症、うつ病、躁病の回復期、慢性期、てんかん、神
経症、パーソナリティ障害などがあります。芸術療法が、非言語的精神療法であるといい
ましたが、詩歌療法は、言語を用いた表現芸術を治療に応用しています。しかし、治療者
とクライエントが言語による対話（コミュニケーション）で行う言語的精神療法とは、そ
ういう意味では異なったものであるかと思います。
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８．音楽療法
（1）音楽療法の歴史
古代、音楽は宗教的儀式の一つとして取り入れられていました。宗教的お祈りと歌が混
然としていたし、宗教儀式で、楽器が奏でられることも、ごく自然のことでした。また、
宗教を司る呪術師は、同時に医師としての役割も果たしていました。このような状況の中
で、音楽は、病気の治療や予防に一定の役割を担っていたのです。時代が進んでいっても、
宗教と音楽は切り離されることはなく、また医療も一体となっている限りにおいて、音楽
が癒しをもたらしていたのは確かなことです。やがて、宗教と音楽は分離され、また医療
も宗教から分離されるに及んで、音楽のもつ療法としての役割も終わっていきました。
しかし、20 世紀の初頭、Vescelius は第一次世界大戦の負傷兵に音楽療法を実施し、
1903 年に全ニューヨーク療法団体を設立し、雑誌「音楽と健康」を発刊し、今日の音
楽療法の基礎を築きました。1940 年代にはアメリカのいくつかの大学で音楽療法の
コースが設けられ、1950 年には全米音楽療法協会が設立され、音楽療法士の制度も確
立して、音楽療法の本格的な活動が確立されていったのです。わが国には、1960 年代
に音楽療法が導入され、1986 年に日本バイオミュージック研究会が、1994 年に臨床
音楽療法協会が、1995 年にこれらの 2 つが連合して全日本音楽療法連盟が、2001 年
に各団体を統合して、日本音楽療法学会が設立されました4）。
（2）音楽療法とは
音楽療法とは、音楽のもつ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の障害の回復、
機能の維持改善、生活の質の向上、行動の変容などに向けて、音楽を意図的、計画的に使
用することとされています4）。また、｢疾病に罹患して医療的施設にかかっている人に、
音や音楽を用いて、身体的、精神的、心理的、情緒的な状態の改善や維持のための援助を
行う行為｣ を医学的音楽療法と定義している研究者もいます5）。音楽療法の形態としては、
鑑賞、演奏、身体を動かす、創作があります。対象とする患者、病態などにより、どの形
態が良いかが決まります。
（3）医学的音楽療法の基本的原理
対象者に音や音楽で働きかけると、共通してみられる変化や現象があるとされています。
これが、表 3 にまとめた医学的音楽療法の基本原理です5）。音に対する脳の反応は、健常
者はいうまでもなく、脳障害者や胎児でも存在することはよく知られています。また、人
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表3

医学的音楽療法の基本原理

（１）音に対する反応と注意（アテンション）
（２）音楽と認知能力：空間推理能力、記憶、知能
（３）リズムと運動
（４）音楽の生理作用：自律神経、内分泌、免疫機能
（５）音楽と言語
（６）音楽と感情
（７）音楽とコミュニケーション、社会性
出典：文献 5

の声や楽器の音などは、人の注意を引きつけますが、特に歌は注意を引きつける作用が大
きいと思われます。また音楽を聴くと空間推理能力が高まり、たとえば迷路からの脱出時
間が早くなったりします。いろいろな作業を行うにも効率が高まります。また、音や音楽
のリズムに合わせると体が動きやすくなるなどの効果も知られています。
音楽は、人の体に生理作用を及ぼすと考えられます。特に、音や音楽は、自律神経系に
働いたり、内分泌系や免疫系に影響を及ぼすと考えられます。音楽と言語は密接な関係に
あり、音楽、特に歌の歌詞にして言葉を入れると、言葉の理解や獲得が促進される可能性
があるとされています。また、音楽は、感情・情動や意欲を司っている大脳辺縁系の血流
量を変化させると報告されています。実際、音楽を聴くことで不安や怒りが一時的に和ら
ぐことが知られています。音楽やそれに伴う歌や踊りには、同じ集団内や異集団間での人
間同士の絆を形成するという社会的な作用があり、それがヒトの進化の過程で有利に作用
してきたのではないかと考えられています。音楽はコミュニケーション能力や、ソーシャ
ルスキル（社会的能力）の改善を図ることができるといわれています。以上のように音楽
はさまざまな作用をもっており、これらが音楽療法の基本原理をなしているものと考えら
れます。
（4）医学的音楽療法の長所と短所
音楽療法の長所と短所を以下に述べてみます5）。長所としては、①苦痛を伴わないこと、
②安全であり、副作用が起こることはないこと、③予備学習が不要なこと、④身体機能、
認知機能、社会性、感情、言語、年齢といったさまざまな障壁を越えて、人と人のつなが
りの橋渡しをすることできること、⑤特別な場所や設備がなくてもできるという利便性が
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あることなどがあげられます。
一方、短所としては、①場合によっては、絶え間なく音楽が聞こえてきて、逃れられな
いこと、②難聴者に音の高さ、大きさなどを配慮する必要があること、反対に聴覚過敏者
や音楽てんかんに注意すること、③保険適応がないこと、④セラピストによる方法の差異
が大きいことなどがあげられます。
（5）音楽療法の適応疾患、症状など
音楽療法は、以下のような疾患や症状に適応されています。高齢者の認知症、脳血管障
害、失語症、脳神経障害、外傷性脳損傷、障害者や障害児の知的障害、発達障害、自閉症、
重複障害、肢体不自由、統合失調症、うつ病、ボーダー、神経症、心身症、摂食障害、嗜
癖などである。さらに、がんの緩和療法の一つとしても、よく用いられています。また、
各種疼痛、冠動脈疾患、呼吸器疾患、パーキンソン病、ALS、脳性麻痺、産婦人科疾患
などにも用いられます。手術、医療処置、検査などの際にも、音楽療法で不安感を軽減し
たりすることができます。

文

献

1）星野良一：芸術療法、金芳堂（2006）
2）ジャン・ピエール・クライン：芸術療法入門（文庫クセジュ）、白水社（2004）
3）飯森眞喜雄：芸術療法、日本評論社（2011）
4）髙橋多喜子：音楽療法改訂第 2 版、金芳堂（2010）
5）呉東進：医学的音楽療法 基礎と臨床、北大路書房（2014）

Random Scope
大規模な染色体変異を伴う微小核と小環状 DNA の生成
ヒトがん細胞株などの複製中に、突如として特定部分の染色体が粉砕し、微小核の出現を伴う
異数体が出現することがある。この単一細胞の画像化とゲノム塩基配列解読を行ったところ、微
小核は特定の染色体での大規模なゲノム再編成の結果として隔離されたものであることが明らか
となった。その過程で環状化した DNA 断片も発見された。このような小環状 DNA のマウス胸
腺細胞からの分離・精製は、既に為されていたが（Yamagishi, H. et al., Gene 26, 317321, 1983）、その一つの生成機構が明らかにされたのは、今回が初めてである。再挿入の可
能性のある環状 DNA 精製を伴う染色体粉砕は、大規模な変異過程の一つとして注目される。

（Yan）
Zhang, C-Z. et. al.: Chromothripsis from DNA damage in micronuclei. Nature 522,
179-184(2015)
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和の風土と食（Ⅵ）

ふるさとを思う風味・味噌
若井郁次郎＊
１．子どもの世界にも味噌
ある言葉が日常生活でよく使われるようになりますと、コミュニケーションを速めるた
め、ことわざや慣用句ができるようです。そのひとつに味噌があります。味噌を国語辞典
で見ますと、味噌の作り方や、味噌作りで独自に苦心し工夫したノウハウを強調する意味
の記述に続き、ことわざや慣用句が紹介されています。たとえば、自分で自分をほめる
「手前みそ」をはじめ、「みそがくさる」「みそをつける」「みそをする」「みそをあげる」
など、ののしりや失敗、おせじや自慢を端的に表現する言い方から、味噌に類似したもの
を並べ、善悪や優劣などを区別することなく、ひとつにしてしまう「みそもくそも一緒」
まで挙げられています。
味噌を使った異色の言葉は、文学作品の題名にも使われている、「みそっかす」（みそっ
こ、みそかすとも言います）でしょうか。これは、もともと味噌を漉したとき、味噌漉し
に残る滓を指していましたが、転じて、価値のない、つまらないものを譬えるようになり
ました。さらに、みそっかすは、子どもが遊ぶとき、一人前と見なされず、遊び仲間に入
れてもらえない幼い子ども、つまり物の数でない者を意味するようになりました。

２．文字「味噌」の由来
味噌の遠いルーツは、オリエントから中国に伝えられた豉（くき：現在の浜納豆の類）
と推定されています。豉をつくる発酵技術は中国で応用され、醤（ジャン）や未醤（ミ
ショウ）が作られるようになります。その後、醤や未醤は、中国や朝鮮半島を経由して日
本に伝わり、奈良・平安時代、宮内省の醤院で作られます。これが味噌の始まりと考えら
れています。未醤は『扶桑略記』（平安時代末期）の中で味噌と書かれて以後、今日まで
味噌と表記されていますが、味噌の「噌」は、味噌のために使われ始めた文字で、味噌以
外に使わないそうです。
この味噌の成り立ちに諸説があります。未だ熟成途中の醤の未醤が、ミショウ、ミショ、
大阪産業大学非常勤講師（環境計画学）

＊
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ミソと短く発音され、味噌になった説、味噌は、書写していた昔、正字であった末醤（ミ
ショウ）を未醤と書き誤った説、天平時代に日本に来た唐僧・鑑真が未醤を舌で味わった
ところ、未曾有と感心したことから味噌と称した説があります。いずれの説も無理がある
ように思われます。

３．味噌作りに適した風土
古代人は、食べ物を塩で味付けをすると、とても美味しくなることを知っていたので
しょう。しかし、そのころの塩は貴重でした。海塩は、岩塩と違い、湿気の高い空気にさ
らされると、溶けて液状になり、保存や持ち運びに不便でした。また、魚、肉類、野菜な
どは腐りやすく、長く保存できませんでした。そこで、両者の弱点をなくすため、魚、肉
類、野菜などに塩を加えて保存する工夫が重ねられて、醤や未醤の発酵食品が作られるよ
うになったようです。奈良・平安時代、醤や未醤は高貴の人たちの食べ物でした。その後、
未醤は洗練され、味噌になります。商工業が発展した室町時代には、味噌業者が現われ、
味噌が広まります。戦国時代は戦場に携帯できる味噌玉が必需品となり、味噌作りが各地
で奨励されます。江戸時代になりますと、味噌の工業的生産が始められ、味噌は商品とし
て流通する一般的な食品になります。
こうした味噌作りの全国への広がりには、次のような地理的条件がありました。大豆、
麹（糀は国字）、塩の三つの原料が味噌醸造に必要です。良い大豆は当然ですが、味噌作
りの決め手は、やはり麹と塩の量加減です。味噌の香りや色にも関係する、麹量と塩加減
は、土地の気温や湿度に左右されます。日本の南北に長い列島と起伏に富んだ地形、高温
湿潤な気候の風土が味噌作りに適したおかげで、さまざまな味噌が各地で醸造されるよう
になりました。

４．郷土育ちの特色ある味噌
味噌は、蒸した大豆に麹と塩を混ぜ合わせ、発酵・熟成によって作られる発酵調味料で
す。麹は、米、麦、豆などの穀物に麹菌を生やして作られ、米は米麹、麦は麦麹、豆は豆
麹になります。米麹で醸造された味噌は米味噌、麦麹を使えば麦味噌、豆麹であれば豆味
噌になります（表 1）。その他、米味噌と麦味噌、米味噌と豆味噌のように 2 種類以上の
味噌を合わせて作られる味噌や、複数の麹を混ぜて醸造された味噌があり、この二つは調
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表1
種類

米味噌

原

料

味噌の種類

甘・辛

塩分（％）

甘

5～7

大豆、米麹、塩

麦味噌

大豆、麦麹、塩

豆味噌

大豆、豆麹、塩

色

おもな産地・銘柄

白

西京味噌、府中味噌、讃岐味噌
など

赤

江戸味噌

うす黄

信州味噌など

辛

12～15

甘

5～8

うす黄～赤

九州、四国、中国地方の麦味噌

辛

11～15

赤

九州、四国、中国、関東地方の
麦味噌

辛

10～12

赤

八丁味噌、三州味噌、たまり味
噌

赤

仙台味噌、越後味噌、佐渡味噌、
津軽味噌

出典：各種資料より著者作成

合（合わせ）味噌と呼ばれるものです。
このように味噌は、米味噌、麦味噌、豆味噌の 3 種類ですが、主産地の分布は異なり
ます。麦味噌は九州地域と近接の中国・四国地域、豆味噌は中部地域、米味噌は麦味噌と
豆味噌以外の地域です。地域の味噌は、地元の味噌業者の製法などにより味噌の香りや味
に少し違いがありますが、産地名が付けられ、西京味噌、江戸味噌、越後味噌などと呼ば
れ、その地域を中心に好まれています。
また、特色ある郷土味噌として、なめ味噌があります。なめ味噌は、野菜を加えて醸造
される、径山寺（金山寺とも書く）味噌やひしお味噌などの醸造なめ味噌と、普通味噌に
魚肉や野菜、香辛料などを加えて作られる、鉄火味噌、鯛味噌、柚子味噌、山椒味噌など
の加工なめ味噌とがあります。
現在、たくさんの種類の味噌が売られている中で、消費量に地域差があるのか、
2011 年の年間味噌購入数量（二人以上の世帯）で見ることにしましょう。味噌消費量
の最も多い地域は東北で約 3 キログラム、最も少ない地域は近畿で約 1.4 キログラムで
す。その他の地域は 2 キログラム前後です。味噌の消費量の差は、気候や食生活が関係
しているのかもしれません。
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５．味噌の栄養と効能
まず、現代人が心配する塩分です。味噌の塩分は、表 1 に示しましたように、甘味噌
が 5～8 パーセント、辛味噌が 10～15 パーセントです。これは、白味噌よりも長い発
酵時間をかけられる辛味噌が醸造中に腐らないよう、塩の量を多くしてあるためです。塩
分摂取量では、お椀一杯の味噌汁の塩分は、1.5 グラム前後で、他の食品の 1 回摂取量
と比べ、少ないそうです。気になる塩分摂取量は、味噌汁に野菜や豆腐などの具を入れる
ことにより、少なくできるとのことです。ちなみに、厚生労働省の 2015 年改定の塩分
1 日摂取の目標量は、成人男子が 8.0 グラム未満、成人女子が 7.0 グラム未満です。味
噌の色については、熟成期間が短いと淡く、長いと濃くなります。
味噌は、植物性たんぱく質食品として米食の栄養を補っていますが、味噌の種類により
100 グラムあたりの栄養に少し違いがあります（表 2）。米・麦系の米味噌と麦味噌に
は、たんぱく質が 10～13 グラム、脂質が 3～6 グラム、炭水化物が 21～38 グラム
含まれています。豆系の豆味噌は、たんぱく質が 17 グラム、脂質が 11 グラム、炭水
化物が 15 グラム含まれ、米・麦味噌に比べ、たんぱく質と脂質が多くなっています。3
つの味噌のエネルギーは、200 キロカロリー前後です。このように味噌は、米や麦の配
合が多くなりますと、炭水化物が多く含まれますが、大豆を主としますので、たんぱく源
といえます。
近年、何事にも時間短縮化が求められています。味噌も、いつでも、どこでも、手軽に

表2

食品 100g あたりの栄養比較
たんぱく質
（g）

脂
質
（g）

炭水化物
（g）

エネルギー
（kcal）

9.7

3.0

37.9

217

淡色辛味噌

12.5

6.0

21.9

192

赤色辛味噌

13.1

5.5

21.1

186

麦味噌

9.7

4.3

30.0

198

豆味噌

17.2

10.5

14.5

217

20.1

9.3

44.7

343

8.2

3.7

16.2

131

食

品

名

甘味噌
米味噌

即席味噌

粉末タイプ
ペーストタイプ

出典：『五訂増補

食品成分表』教育図書より著者作成
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食べられる即席食品の仲間に入り、粉末とペーストの 2 種類のタイプの即席味噌が市販
されています。粉末タイプの即席味噌は、米・麦・豆味噌やペーストタイプに比べますと、
たんぱく質、脂質、炭水化物のいずれの栄養も多く含まれ、またエネルギーも 340 キロ
カロリー程度と高くなっています。
味噌は、甘味、辛味、酸味、苦味、旨味の五味が調和した万能調味料であり、食べ飽き
ることはありませんが、健康との関係が気になります。昔から「味噌は医者いらず」と言
われていますように、味噌には、コレステロールの低下、がん予防、胃潰瘍の予防、老化
防止、放射性物質の除去のすぐれた効能があるそうです。また、血圧を下げることから高
血圧の予防や、糖尿病の予防があり、生活習慣病にかかりにくくなるとの研究報告もあり
ます。このように多くの効能のある、力強い味噌は、安心して常食できる発酵食品です。

６．味噌の出荷減と輸出増
すばらしい効能のある味噌ですが、出荷数量は、2000 年から 2014 年にわたり緩や
かに減り続け、約 50 万トンから約 42 万トンになり、15 年間に 8 万トン減少してい
ます。味噌の種類別の割合では、米味噌は約 78 パーセントから約 81 パーセントに増
えましたが、麦味噌は約 7 パーセントから約 5 パーセントに減っています。豆味噌は約
5 パーセント、調合味噌は約 10 パーセント程度で推移しています。味噌の出荷数量の
減少要因は、日本人の食生活の洋風化、外食への強い依存、レトルト食品の普及などにあ
ると思われます。
このような味噌の国内事情がある一方、世界で健康志向が強まる流れの中で、味噌は料
理に簡単に使え、しかも健康に良い効能をもつ万能調味料であると、海外に広く知られる
ようになり、このところ味噌の輸出が増えています。数字で見ますと、2000 年に約
5,800 トンであった味噌の輸出量は、2014 年に約 12,300 トンになり、15 年間で
ほぼ倍増しています。地域別の輸出割合は、アジア（大韓民国、台湾、タイなど）が約
39 パーセント、北米（主にアメリカ合衆国）が約 37 パーセントと大きく、続いて欧州
が約 17 パーセントとなっています。その他の地域は、小さな割合です。しかし、味噌
が世界の隅ずみに至るまで輸出されている事実には驚かされます。こうした味噌の世界
ブームと輸出の伸びは、海外で暮らす日本人が急増していることもありますが、海外での
日本食ブームが加勢していると思われます。
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写真 1

興国寺（径山寺味噌の伝来地：和歌山県・由良町）
著者撮影

写真 2

和菓子の松風

著者撮影
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７．楽しむ味噌の味
中国や朝鮮から伝来した醤や未醤の製法が日本に伝わりますと、究極のものづくりを得
意とする日本人は、創意工夫を重ね、中国や朝鮮半島のジャンとは異なる、日本独自の味
噌に仕上げました。まさにメイド・イン・ジャパンです。こうして、各地で特色ある味噌
が作られるようになり、地元の味噌を使った家庭料理や伝統的な郷土料理が多彩に生まれ、
継承されています。今では、味噌も調理時間の高速性が求められ、だし入り味噌や液体味
噌が登場し、味噌のイメージは、急速に変わりつつあります。
味噌は、海外でも多くの人に賞味されていますが、外国の方に負けないよう、味噌の味
をもっと知り、味を楽しむために、なめ味噌と、味噌を使った和菓子を取り上げます。
なめ味噌は、ごはんの友に、酒の肴にと、いろいろな楽しみ方があります。味噌と野菜
（茄子、瓜など）を同時に味わえる、径山寺味噌は、そのひとつです。径山寺味噌が日本
で初めて作られたのは、和歌山県日高郡由良町の臨済宗派興国寺です（写真 1）。この寺
の禅僧であった法燈国師（覚心）が、宋に留学した径山寺（きんざんじ）で作られていた、
なめ味噌の製法を学び、帰国後、興国寺で径山寺味噌を作り始めました。この径山寺味噌
は、手軽に食べることができるため、食卓の常備食品によいと思います。なお、興国寺は、
径山寺味噌の副産物としてのたまりや、虚無僧尺八の発祥地としても有名です。
松風と言えば、松風鶉団子、松風豆腐などたくさんの料理がありますが、菓子もありま
す。味噌を使った菓子は、味噌せんべい、味噌饅頭、味噌あん入りの柏餅など全国にあり
ます。ここでは、白味噌を使った和菓子の銘菓・松風を紹介します（写真 2）。松風は、
長方形をした、味わいのある菓子ですが、その作り方がおもしろいです。まず、松風は、
ピザパイのように大きな円形に成形されて焼き上げられます。焼き上がった円い松風は、
短冊型に切り揃えられます。残る切れ端が気になるところですが、想像にお任せして、終
わります。
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日本の伝統的食材で使用されるキノコの香気特性
宮澤三雄＊
要

旨：キノコは私たちにとって身近な食品の一つであり、世界中に分布し

ている。これらは古来より広く食されてきており、食品や食品着香材料とし
てだけでなく、伝統医学や西洋医学および機能性食品としても利用されてい
る。本稿では伝統食材にも使われ、私たち日本人になじみ深い 12 種の食
用キノコの揮発性油に含まれる構成分子およびその香気特性に関する我々の
研究を紹介する。

１．はじめに
人類の誕生以来、キノコは食されてきており、現在 2,000 種ほどの食用キノコが存在
する1）。キノコは様々な植物に対する腐生、共生、寄生菌である。キノコは独特の風味と
食感を持ち、食品や食品着香材料としてだけでなく、伝統医学や西洋医学および機能性食
品としても古来より利用されている。
日本国内での、平成 24 年（2012）年の特用林産物（キノコ、山菜、うるしなど）
の生産額は 2,508 億円であり、このうち食用キノコは 2,129 億円となり、全体の 8 割
を超え、生産量は 45.6 万トンである2）。“香りマツタケ、味シメジ”と言われるよう
に、高級キノコとして知られるマツタケ、食用だけでなく出汁にも使用されるシイタケの
独特の香気の源であるレンチオニン（環状含流化合物）を有する事で知られ、揮発性構成
分子の中でも、8 つの炭素原子（C8）からなる脂肪族アルコールおよびケトン体である
マッタケオール：1-octen-3-ol を代表とする 2-octen-1-ol、3-octanol、1-octanol、
1-octen-3-one、3-octanone 等を多種多量含有し、特徴的なキノコの香気に寄与して
いる3−5）。これらはリノール酸、リノレン酸にリポキシゲナーゼが作用する一連の生体内
反応系で生成されるキノコに普遍的な化合物である。
本稿では、日本国内で身近な食用キノコとして利用されている 12 種（ヒラタケ、オ
オヒラタケ、ヒマラヤヒラタケ、トキイロヒラタケ、エリンギ、アギタケ、クロアワビタ
ケ、シロアワビタケ、タモギタケ、クロカワ、ハツダケ、ヤマブシタケ）の香りに関与す
＊

近畿大学大学院総合理工学研究科教授（天然物有機化学、香料化学、生物・生体工学）
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る揮発性油構成物質およびその香気特性について紹介する。

２．各種キノコについて
ヒ ラ タ ケ（Pleurotus ostreatus） を 始 め とし た、 オ オ ヒ ラ タ ケ（Pleurotus
cyst idio sus）、ヒマラヤヒラタケ（Pleu r otus sajo r- c aju）、トキイロヒラタケ
（Pleurotus salmoneostramineu）、エリンギ（Pleurotus er yngii）、アギタケ
（Pleurotus eryngii var. ferulae）、クロアワビタケ（Pleurotus abalonus）、シロア
ワビタケ（ P l e u r o t u s e r y n g i i v a r. t u o l i e n s i s）、 タ モギ タケ（ P l e u r o t u s
citrinopileatus）はヒラタケ科ヒラタケ属のキノコであり、広く市販され日本料理に使
用されている。近年、これらは人工栽培方法が確立し急速に流通量が増加している。ヒ
ラタケ、オオヒラタケ、エリンギ、クロアワビタケの揮発性分子に関して、これまでにい
くつか研究報告がなされているが、その多くは食品としての品質保持あるいは品質向上
を目的とした最適育種条件の開発に関するものである。ヒマラヤヒラタケは高い栄養価
を持つキノコであり、これまでの研究では、揮発性分子として 11 種の構成物質を報告し
ているのみである。トキイロヒラタケは鮮やかなピンク色であり、タンパク質、脂質、食
物繊維、炭水化物、ビタミン、必須アミノ酸の量が他のキノコと比べ多いのが特徴であ
る。アギタケについては子実体のメタノール抽出から強い抗腫瘍活性を示す分画が見いだ
され、胞子嚢果のメタノール抽出物の酢酸エチル分画が人に対する好中性エステラーゼ
（HNE）抑制活性を示す報告があるが、その活性本体は十分に明確にされていない。シ
ロアワビタケに関しては免疫システムの変調や腫瘍の成長抑制に対する生理活性物質の
報告がある。タモギタケは日本の伝統的食材として知られ、特徴的な香りを有すること
から、一般に天婦羅等の食材として使われている。
クロカワ（Boletopsis leucomelas）は、イボタケ科クロカワ属のキノコであり、日
本の特徴的な burnt 様の香気を有する伝統的食材として知られる。これまでに、有意な
薬理活性を有するテルフェニル化合物の報告があるのみである。
ハツダケ（Lactarius hatsudake）は、ベニタケ科チチタケ属のキノコであり、主に日
本や中国等に分布する種で、赤松や黒松のような松への腐生菌である。ハツダケは日本の
伝統的食材として知られ、その green、sweet、spicy 様の香気により幅広く使用されて
いる。これまでの報告では、7-（1-hydroxyl-1-methyl）-4-methylazulene-1-
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carbaldehyde、4-methyl-7-（1-methylethyl）azulene-1-carboxylic acid、（22E,
24R）-ergosta-5, 7, 22-dien-3β-ol、5α, 8α-epidioxy-（22E, 24R）-ergost α-6,
22-dien-3β-ol、5α, 8α-epidioxy-（24S）-ergosta-6-en-3β-ol、（22E, 24R）
-ergosta-7, 22-dien-3β, 5α, 6β-triol の存在を明らかにしている。
ヤマブシタケ（Hericium erinaceus（Bull.: Fr.）Pers.）は、サンゴハリタケ科サン
ゴハリタケ属のキノコであり、日本を始めとした多くの国に分布しており、ナラ、オー
ク、ブナノキ、クルミのような堅木の立ち枯れ木に生える腐生菌である。ヤマブシタケの
化学成分に関しては、hericenone A-H に加えて、私たちは isohericerin、N-De
phenylethyl isohericerin、1-D-arabinitol-monolinoleate の 新 規 化 合 物 3 種 を 発 見
し た。 そ の う ち hericenone A お よ び B は 癌 に 対 し て、hericenone C、D、E、F、
G、および H はアルツハイマー型認知症への期待に対し、私たちが発見した新規物質
isohericerin、および N-Dephenylethyl isohericerin には健康維持に関わる多様な機
能性を見出している。これらの報告の多くは不揮発性分子の機能性であり、多くのキノコ
の揮発性分子については、ほとんど未着手であり、香気物質および関連物質の機能性につ
いては未解明の状態である。私たち人類は、日常生活の中でキノコに含まれる揮発性化合
物の機能性をほとんど知らずに摂取している。これらの分子には“香り、フレーバーおよ
び味”としての機能性を示すことは勿論、環境および健康への機能性も近年注目を浴びて
いる。ここでは、我々が明らかにしてきた 12 種の食用キノコ揮発性油の構成分子およ
び香気特性に関する研究の一部を紹介する。

３．香気成分の検出
（1）試

料

ヒラタケ、オオヒラタケ、シロアワビタケ、タモギタケ、クロカワおよびハツダケは福
島県産を、エリンギ、アギタケ、ヒマラヤヒラタケおよびトキイロヒラタケは長野県産を
クロアワビタケは滋賀県産を、ヤマブシタケは北海道産を用いた。
（2）揮発性油の採集
揮発性油の採集は likens-nickerson 型連続水蒸気蒸留装置を用い、ジエチルエーテル
に抽出し、濃縮した。
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（3）機器測定条件
GC-MS（Gas chromatography-mass spectrometry）は 6890-5973N
（Agilent 社製）、カラムは HP-5MS（Agilent J&W、内径 0.25mm、長さ 30m、膜
厚 0.25μm）、および DB-WAX（J&W、内径 0.25mm、長さ 15m、膜厚 0.25μm）
を使用した。昇温設定は初期温度 40℃で、4℃/min で 260℃まで昇温した。インジェク
ターおよびディテクター温度はそれぞれ 270℃ならびに 280℃に、イオン化電圧 70eV と
した。 キ ャ リ ア ガ ス は ヘ リ ウ ム を 用 い ス プ リ ッ ト 比 は 1：40 と し た。GC-O（GColfactometry）は、GC-MS にスニッフィングポート（olfactory detector port, ODP 2,
Gerstel）を接続した分析装置を用い、測定条件は GC-MS と同様の条件で行った。
FD（Flavor dilution）factor とは香気寄与度を示す指標であり、揮発性油をジエチル
エーテルにより 2 倍ずつ段階的に希釈していき、各溶液を GC-O に供して各成分を分離
し、各成分が香気を検知しなくなるまで希釈しいわゆる閾値を算出する方法でもある。閾
値は AEDA（香気抽出物希釈分析法）を用い希釈の割合を単純な数値（FD）で示してい
る。数値の大きい物質が香気に強く寄与していると判定している。

４．揮発性油の主成分
食用キノコ 12 種類の揮発性油の GC-MS 測定より、揮発性油の主構成分子はヒラタ
ケ、エリンギ、アギタケ、クロカワおよびハツダケでは C18 不飽和脂肪酸である linoleic
acid であり、オオヒラタケ、クロアワビタケ、シロアワビタケ、タモギタケおよびヤマ
ブシタケでは C16 飽和脂肪酸である hexadecanoic acid、ヒマラヤヒラタケでは ethyl
linoleate、トキイロヒラタケでは 1-octen-3-ol であった。またこれら 12 種全てにお
いて各種飽和・不飽和脂肪酸類に富んでいた。マツタケやシイタケに代表されるキノコ類
は、一般的に 8 つの炭素原子（C8）による脂肪族アルコールおよびケトンを多く含有
し、非常に重要な香気発現に寄与する揮発性化合物群であることが知られている。しかし
ながら、我々の研究では、12 種のキノコのうちトキイロヒラタケ以外のキノコでは、
C8 化合物の含有量が少なく、その他の化合物が香気に大きく寄与していることを明らか
にした。例えば、ハツダケの揮発性油は、組成比の 48％がセスキテルペノイドで占めら
れており、一見、構成分子から見て植物の精油の様でもある。そのセスキテルペノイドの
中でも、カモミール油の構成分子として知られる、アズレン骨格を有する chamazulene
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の存在は興味深い。この化合物はもちろん特有の香気にも関与しているが物性特性は青色
発現物質である。ハツダケの揮発性油においても独特の青色発色に寄与していた。

５．揮発性油の特徴成分
特徴的な成分として、ヒラタケでは 4-cyclopentene-1, 3-dione、オオヒラタケでは
1-acetylimidazole、2-methyl-5（
- 1 - m e t h y l e t h y l ）p y r a z i n e 、 3 , 4 ,
5-trimmethylpyrazine、ヒマラヤヒラタケでは 1, 4-cyclooctadiene、エリンギでは
2-methylthio-3-pyridinol、アギタケでは（E）-α-atlantone、クロアワビタケでは
homosotolone、3-methyl-N（2-phenylethylidene）
-1-butanamine、タモギタケで
は elsholtzia ketone、抗菌活性や抗癌活性がある curcuphenol、クロカワでは
3-thiophenecarboxaldehyde、
（E, Z）-pseudoionone、ハツダケでは、しばしばコケ
植物に含まれている myliol、4-dehydroviridiflorol を検出した。これらの中でも、含硫
黄、含窒素化合物は食品の中でも重要な香りの発現に寄与するとされており、タンパク
質、アミノ酸由来の微生物、メイラード反応、室温での化学反応により生成されることが
知られている。また、タモギタケやハツダケでは糖由来のフラン化合物を微量検出した
が、クロカワにおいては多種多様なフラン系化合物 furfral、furfuryl alcohol、2-acetyl

図 1．食用キノコの揮発性油中の特徴成分
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furan、5-methyl furfural、2-pentyl furan、furfuryl acetate、2-hexyl furan を 検
出したことから、これらフラン系誘導体はクロカワの特徴であると言える（図 1）。

６．キノコの香気特性および香気寄与成分
香気特性および香気寄与成分は、揮発精油の GC-O 測定および AEDA 法で得られた結
果の解析から、クロカワより 28 成分、ヤマブシタケより 22 成分、シロアワビタケ、
アギタケより各 16 成分、タモギタケより 15 成分、ヒラタケ、オオヒラタケ、ヒマラ
ヤヒラタケ、トキイロヒラタケより各 13 成分、クロアワビタケ、ハツダケより各 11
成分、エリンギから 8 成分を検出した。
主な香気寄与物質としては松茸の様な香気を有する 1-octen-3-ol がタモギタケ、ハツ
ダケ、ヤマブシタケを除いた 9 種全てにおいて認められ、香気寄与度を示す FD factor
は 5 以 上 で あ っ た。 加 え て、mushroom 様 の 香 気 を 有 す る 化 合 物 が ヒ ラ タ ケ で は
3-octanone, FD＝7; octanal, FD＝7、クロアワビタケでは 3-octanone, FD＝8 で
あった。Fatty 様の香気を有する hexanal、
（2E）-nonenal はクロカワ（共に FD＝7）
に、floral 様の香気を有する nonanal はクロアワビタケ、シロアワビタケ、クロカワ
（共に FD＝7）に、green 様の香気を有する hexanol はハツダケ（FD＝7）に検出し
た。含窒素化合物で nut 様の香気をもつ 2, 6-dimethyl-pyrazine をタモギタケ（FD＝
7）で検出し、含硫黄化合物であり同じく nut 様の香気を有する 2-methyl-3-furantiol
をヤマブシタケ（FD＝9）に、3-methylthio-propanal をタモギタケ（FD＝7）に、
potato 様の香気を有する methional はシロアワビタケ（FD＝7）に、garlic 様の香気
をもつ dimethyl trisulfide をオオヒラタケ（FD＝7）に検出した。
分類学上、アギタケとシロアワビタケはエリンギの変種であり、近縁種とされている
が、香気にどのような差異があるかを比較検討した。3 種とも 1-octen-3-ol と含硫黄
化合物である methional が主な香気寄与物質で共通している。大きな差異は、アギタ
ケには floral 様 の 香 気をもつ phenyl acetaldehyde（FD＝6）が、シロアワビタケに
は、nonanal（FD＝7）が含有されている点である。さらにシロアワビタケには FD＝6
を 示した、hexanol、fatt y 様 の 香 気を持 つ heptanal、roast y 様 の 香 気を持 つ
2-acetylpyridine が含まれていることから、より複雑な香気を示していると結論した。
それに対して、エリンギは香気寄与物質の検出数が少なく他の化合物の FD factor も低
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い値を示したため、より mushroom 様の香気を強く感じていると思われる。このように
近縁種であっても、香気寄与物質の組成に大きな違いがあることを明らかにした。
特徴的なキノコの香気寄与物質すなわち、FD 値が比較的大きく、化合物として特徴
の あ る 成 分として は 、 タ モ ギ タ ケ に お い て は 、 2 , 6 - d i m e t h y l - p y r a z i n e 、
3 - methylthio - propanal を、オオヒラタケでは、FD＝6 を 示す acetophenone
（almond 様 ）、indole（burnt 様 ）を検 出し、クロカワでは、含 窒 素 化合 物 であ る 2,
5-dimethyl-pyrazine（earthy 様）
、2, 3, 5-trimethyl-pyrazine（musty, burnt 様）
、
2 - ac et hy lt hia z o le（b u r nt 様 ）、ind o le を 検 出し、ハツダケ で は 、S - m et hy l
h e x a n e t h i o a t e（ m u s h r o o m , g a r l i c 様）、 m y l i o l（ s p i c y , h e r b 様）、
4-dehydroviridiforol（floral, sweet 様）を検出し、ヤマブシタケでは、含窒素化合物
で あ り nut 様 の 香 気 を 有 す る 2-methyl-pyrazine、2-ethyl-pyrazine、2-ethyl-3methyl-pyrazine、popcorn 様 の 香 気 を 有 する 2-acethyl-pyrazine、sesame 様 の
香気をもつ 2, 6-diethyl-pyrazine を検出した。
香気寄与物質の中でも 1-octen-3-ol や含硫黄化合物等の FD factor が高い値を示し
たのは、含有量と化合物の持つ香りの閾値が低いことに起因すると考えられる。これら
FD factor の値が高い化合物が各キノコの香気に最も寄与することを示唆し、そこに FD
factor の低い、数多くの化合物が混合することにより、キノコ独特の香気をそれぞれ特
徴づけていることを明らかにした。
本研究では、12 種の食用キノコの揮発性油を採集し、GC-MS および GC-O にて構成
物質ならびに香気特性について検討した。揮発性油構成物質は全てにおいて脂肪酸類に富
んでいたが、香気寄与物質においては、含窒素化合物や含硫黄化合物などが特徴的に香気
に寄与していることを見出した。また、タモギタケ、ハツダケ、ヤマブシタケのようにこ
れまで知られていなかった特徴的な香気を有するキノコを明らかにした。私たち人類に
とって身近でありながら、未だ発展途上である食品キノコに関する研究が、その揮発性油
の構成分子ならびに香気寄与物質の開発により、ますます発展する事を期待している。

７．ま と め
本稿では一般読者に馴染みのある、12 種の食用キノコの揮発性油の構成分子および香
気寄与物質についてのみを紹介したが、私たちは日本の伝統野菜をはじめとした食材およ
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び植物についても詳細な検討を加え、揮発性油の構成分子や香気寄与物質を詳細に解明
し、幅広くその生理的機能性について研究を行っている6−8）。
さらに植物に寄生している昆虫や菌は、自然界の中で常に植物二次代謝物を摂食してい
る。この挙動は見方を変えれば、植物二次代謝産物を有効利用するために摂食していると
も言える。少なくとも植物二次代謝産物を代謝・解毒する酵素を体内に十分保有している
と考えられる。私たちは、この自然界で行われているすがたを、化学反応としてとらえ、
様々な誘導体を作り出せる可能性を見出している。言い換えれば、自然界で繰り広げられ
ているケミカルエコロジーの原理を有効に活用する研究開発をしている。またヒト体内動
態の中で繰り広げられている揮発性物質の物質変換とそれらの挙動についても研究し、こ
れらの生体内代謝機構を詳細に解明しつつある。自然界の中で起きている、この小さな一
面を見ても、未だ発見されていない新規化合物の存在の発見や応用開発の展開があり、私
たちはこの種の研究にのめり込み、常にワクワクする瞬間を楽しんでいる。また、これら
の結果を応用して香気寄与物質を用いた、現代社会がかかえる数々の疾患のケアー製品、
空間作りの開発に努力している。
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コラム

ヒッポクラテスの「風」
小川

侃＊

ヒッポクラテスというのは、いうまでもなくギリシャの医学の祖、ヒッポクラテスのこ
とです。ヒッポクラテスの風と言うのはどういう意味でしょうか。彼は、人類全体にとっ
て医学の祖と言える人です。風というのは、人間の周りの風、人間の内部の風、息やあく
びなどの多様な意味をもっています。このことを指摘したのは、おそらくヒッポクラテス
が最初の人なのです。ヒッポクラテスに最初に言及したのは、ギリシャ世界の思想界の英
（注1）
雄、プラトンです。プラトンの『パイドロス』

のなかに「アスクレピオスの学徒、

ヒッポクラテス」という風に紹介されています。もちろんアスクレピオスとは、太陽神ア
ポロンの息子で医学の神様をさします。ヒッポクラテスはこの世界、環境世界のなかにあ
る人間の在り方の研究として医学をとらえたのです。
ヒッポクラテスは、人間の身体が宇宙に浮かぶ島のようなものと考えております。人間
の身体は天候、気候、風や季節の変わり目の影響をもろに受けています。世界や宇宙の全
体に依存して人間の身体は現れるというのです。だから気圧の変化とともに身体の血圧も
痛風の痛みも変わるのは当然と言えるでしょう。この意味では、本誌の題名『環境と健
康』というのは、人間のあり方を考える極めて適切な言葉なのです。
現代の医学は、現在、ますます細分化し、心臓の専門家と胃の専門家がもはや話しがで
きないくらいになっています。同じ内科でも心臓と胃は隣り合いながら実は異なった意味
での内臓器官です。胃と腸は消化器内科に属します。心臓は循環器内科に属します。医学
は一方ではますます分析的になり、細分化され専門化道を歩んでいます。しかし、他方で
は人間を環境のなかの存在者と考え、人間と環境と社会を統合し全体を見るという方向も
必要でしょう。もちろん医学の方でもこのような細分化に批判的な医学者がおられ、むし
ろ、人間の身体を全体としてとらえるべきだと考えています。さらに大きく医学を人間社
会との関係において考える方向があります。
私に言わせると「環境医学」と言うべきものが必要です。人間には体質というものがあ
京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）

＊

Platon, Platonis Opera, Oxford Classical Text II, Phaidros, p.282, Stephanus, 270c.

注1）
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り、身体のいわば独特の個性のようなものです。両親から受け継いだ体質は個々人によっ
て異なるのです。人間を環境のなかの存在者と考え、いかに環境が人間という存在者に影
響を与えているのかが考察の対象になります。この点において医学の発祥の根本をとりあ
げ、考えると大いに得るところがあると思います。私がヒッポクラテスを今日取り上げる
のはこのような意図によるのです。
ヒッポクラテスは風とか大地、水といった今日では環境といわれる問題に深くかかわっ
て人間と病気を考えています。水について言うと「雨水」は健康によい。しかし、氷や雪
の融けた水は健康に悪いと言っています。今日でも「インドではオンザロックを飲んでは
いけない」ということとよく似ています。氷には環境の害毒が結晶化しているということ
は真実であるように見えます。
他にヒッポクラテスは、いわゆる「ヒッポクラテスの誓い」を今日に伝えています。
ヒッポクラテスの誓いとは、どのようなものでしょうか。それは、医師の誓いであり、医
者としての倫理です。ヒッポクラテスの誓いは今日においても医学者の倫理規範としては
重要です。患者の治療にあたって知りえた患者の個人の秘密は他言しないとか、さらには、
女性であれ男性であれ、自由人であれ奴隷であれ、彼ら患者にはいかなる性的な振舞いも
してはならないなど、要するに医師は患者を徹底して平等に扱え、特別扱いしてはならな
いということです。
今日においてますます重要さを増している問題も彼はすでに先取りしています。それは、
なんでしょうか。患者本人に懇請されても、毒薬を与えることはないし、また女性の堕胎
の助けをすることはないと誓うのです。要するに、医療を施すのは患者の救済のためだけ
なのです。これは今日の言葉でいえば、終末医療にも関わるわけです。癌で苦しんでいる
患者にたとえ本人から懇請されても決して「自殺」を助ける薬を出してはならないのです。
ヒッポクラテスにおいて、もうひとつ忘れてならないのは、医者の予見、予後の能力を
高く評価したことです。彼は、こういう意味のことを書いています。「医師は患者の予後
を正しく予見しなければならない。さもないと患者の高い信頼を得ることはできない。患
者の医師への信頼が、その患者を健康に導くひとつの要因だから患者の信頼を得ることが
とりわけ重要である。信頼できない医者の言うことをいったいどのような患者が聞き従う
だろうか。そのためには、患者の予後を、つまり病気がどのように進行するかを大体予測
（注2）
し部分的に言い当てることが、患者の信頼を獲得するためには必要である」
 。さらに
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驚くべきことには所謂「ヒッポクラテスの顔」という表現が伝えられています。これは
ヒッポクラテスがこの世でどんな顔をして生きていたかということではありません。彼が
明瞭に示した「ヒッポクラテスの顔」とは、一種の死相を言っているのです。とんがった
鼻、冷たくて縮んだ耳、落ち窪んだ目、落ちた鬢の髪、かさかさの皮膚など全体として赤
黒い皮膚の色などが現れると、死ぬ直前だと見られたのです。
あまりに当り前で今日では重要視されていませんが、ヒッポクラテスは重要な発見をし
ています。その発見はなんでしょうか。彼にいたるまでギリシャではホメロス以来人間の
意識ないし心は、フレーン、つまり横隔膜の辺りにあると特定されていました。不安にな
ると心がどきどきするなど、心はあたかも横隔膜のあたりにあるかのようにみえたのです。
ところが、ヒッポクラテスは、ホメロス以来の伝統に歯止めをかけたのです。彼は、心
と深い関係にあるのはフレーンではなく、脳であるとはっきり診たのです。たとえば北風
が吹くときに彼は山羊の脳を解剖しています。山羊の脳が水分で、どろどろになっている
といいます。ヒッポクラテスのいう「神聖病」いわゆる「癲癇」の病の原因は、こういう
ところから、こころや意識にあるのではなく、「脳」にあると特定しています。南風のと
きに発作が起こりやすく、「回復は困難であるが、それは、脳がふだんよりも湿気を帯び
て粘液が充満し、したがって流出も頻頻と起こり粘液の分離ができず脳も乾燥しえないで
かえって液にひたされ湿潤となっているためである。これはとくに本病に侵された家畜、
わけても山羊に認められる。山羊はもっともしばしば本病に侵されるものである。もしそ
の頭蓋を切開してみるならば脳が湿潤で水気に満ち悪臭を放つのを認めるであろう。また
このことから身体を侵しているものが神ではなく疾病であることが明瞭に知られるであろ
（注3）
う」
 。

ヒッポクラテスの医学で特筆大書すべきは、人間の身体と健康にとって決定的に重要な
要素として気候や天候、とくに風と空気を指摘したことです。病気の原因として彼は風や
気候天候の変化を挙げています。彼は世界で最初の「環境医学者」なのです。『環境と健
康』という本誌のために存在したような医学者です。その彼が医学の祖であることには、
深い意味がございます。
ヒッポクラテスには「風について」という論文があり、そこでは、季節の変化、風の変
Hippocrates, II. p.6, Loeb Classical Library, Cambridge-Mass. And London, Harvard, Heinemann.
Hippokrates, II, p.168, Loeb Classical Library, 中央公論社、世界の名著、『ギリシャの科学』p.203、14
章

注2）
注3）
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化が疾病を引き起こすとされています。「おもに季節の変化が疾病を生む。そしてどの季
節においても暑さ寒さの大きな変化が、またそのほかの変化も同じような影響を与える」、
「ある種の疾患と年齢は、一定の季節、環境、ないし生活法（diaita）に適していたりし
（注4）
なかったりする」
 。
（注5）
大体において「乾期のほうが雨期よりも健康に良く死亡率も低い」
 。また「北風は

身体を引き締め、緊張と敏捷さを与え、皮膚の色艶をよくし、聴覚を鋭敏にし、便を硬く
し、眼を刺激する。胸部の痛みが以前からある場合にはこれを悪化させる。南風は身体を
弛緩させ、湿潤にし、頭を重く感じさせ、難聴、めまいをもたらし、眼と身体の運動を緩
（注6）
慢にし、便を軟らかくする」
 。このように、身体がそのつど、環境の世界とくに風の

影響を受けているということを執拗に指摘しています。私の身体はいわば世界の大気のう
ちに浮かぶ「島」なのです。
一般に、ギリシャ人は異なるものを正確に区別しました。つまり、異なって現われるも
のには異なる言葉もしくは概念を宛てたわけです。同じことは、空気、気体、ガス息、風、
雰囲気などにも言えます。風についても 3 種のものを区別して考えています。第一に、
人間の内部の空気です。第二に、大気です。第三に人間の醸し出す雰囲気、人間の周りに
人間とひとつになって漂う風、追い風や匂い、気配や霊です。人間の周りに生まれる空気
です。雰囲気というべきものです。
これらの三つのものをギリシャ人は相互に区別して別の言葉を当てています。人間の身
体内部の空気というのは呼吸の息、吐く息と吸う息です。また下からでるガスです。人間
は呼吸するときに呼気、吸気を出したり入れたりしています。これら身体の内部の空気は
ギリシャ語でピューサ（physa）といいます。ゲップやおならなどもこれに入ります。
これに対して環境世界に満ちている大気や風は、アエール（aeer）といいます。台風や
竜巻はこのアエールにはいります。人間の身体の外にある空気、気体のことです。
これに対して、広い意味の風に当たるのは、プネウマです。プネウマというのは、ある
種の風であり、雰囲気です。人間が周りに醸し出している雰囲気、「気」をプネウマ、
pneuma といいました。整理しますと、いわゆる空気や息や風に当たるものすべてがプ
ネウマでしてこのプネウマの中に二つのものが区別されます。つまり、身体の内部の空気
Hippokrates. Loeb Classical Library, IV-122.
Hippokrates. Loeb Classical Library, IV-126.
注6）
Hippokrates. Loeb Classical Library, IV-126/128.
注4）
注5）
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であるピューサと身体の外部の空気アエールです。「さてあらゆる動物の、また人間の身
体は三種類の栄養によって養われている。これらの栄養物の名称は、食物、飲料そしてプ
ネウマ（風と空気）である。体内の空気はピューサと呼ばれ、身体外部の空気はアエール
と呼ばれる。……大地と天との間にある万物は、大気に満たされている。大気は冬と夏の
（注7）
原因である」
 。

このプネウマが問題なのです。プネウマは新約聖書では、霊、霊風と訳されていますが、
今日ではオーラといわれるものも含まれています。これらは、空気、大気、雰囲気や霊と
いう仕方で語られており、今日の日本語ではあまり明確に区別されていないし、事実とし
て区別できません。プネウマとは一体、何でしょうか。プネウマとは、この世界に属しな
がら他方でこの世界の物体、形而下の世界を超えたものを示しています。神の息吹、神か
らの清い風、霊風とか霊と新約聖書（ヨハネ伝 3 章八節）で訳されています。この世界
を超えた、人間の世界を超えた向こうの霊界に結びついているなにか、でもあります。昔
から「病は気から」と言われる。あるいは、「気で病む男」というようなモリエールの芝
居のように、気と病は大いに関係があります。だから気を病むことを病気というのです。
問いを立て直しましょう。環境というのは、そのつど私の目の前に開かれてくる世界で
す。私の周りの世界です。環境の中に見出される「私の身」はその場合一体何なのでしょ
うか。
この風が吹き渡り、空気が満ちるこの世界の中で私の身は、環境に浮かぶ船（船の代わ
りに「島」と言ってもよいのですが）のようなものです。もちろんこの船は環境の空気を
吸い込み、体内の空気を環境に吐き出しています。私は私の体内の汚れた空気を吐き出し、
そのあとにただちに清潔な外の空気を吸い込みます。この呼吸という働きは、私の体内と
体外が同じ空気でできているということを示しています。ギリシャ人はこれをピューサと
いうのです。ヒッポクラテスには、「ピューサについて」という論文があり、この表題は
日本語では「空気について」と訳されていますが、ギリシャ語のテキストでよく参照され
るロエブ叢書の刊本では、「息をすること」、Breathing と訳されています。多くの弟子
の筆になる論文がヒッポクラテスの書として今日伝えられている中で、これはまず間違い
なく彼の真筆です。よく私たちは、健康の維持のためには「息を整える」べきであると申
します。息を整えるということの深い意味は次の点に見られます。息を整えることの意味
『ギリシャの科学』、中央公論社、世界の名著、p.239, Hippokrates, Loeb, II. 228-230.

注7）
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は、身体の外の世界の空気を己の身の内の空気と入れ替え、交流させることなのです。こ
こには、外の世界と内の世界が一つになるということが実現しています。
禅のほうではこれを天地人一体の境地として「自他一体」というのですが、自他一体と
いうあり方は、実は私たちが呼吸するときに実現していることなのです。私の内部の空気
は吐息となって外の世界に出て行くとともに、また外の空気は吸息となって私の身の内に
宿るのです。内と外は一つであり、それは、アエールがピューサとなりピューサがアエー
ルとひとつになるのです。ピューサというべきものの深い意味がここにあるのです。風と
いうのか、空気というのか、息というのか、これらは私にとって極めて身近なものであり
ますが、その現象の本質はきわめて漠然としています。呼吸を整えるということの深い意
味がここにあります。
ここから私は息をすること、身体の内部の息を外に出し、そとの空気をうちに取り入れ
ることに大きな意味を見いだします。これが息をすることです。息をすることにより、心
身一如になります。またこれは同時に自他一体にもなります。そこから私は、詩吟をうな
ること、合唱をすること、一緒に同じ歌を歌うことに深い意味を見いだします。このよう
に、詩吟にせよ、謡にせよ、はたまた国歌の合唱にせよ、そこにはまさしくここの人々の
自他一体と天地人の一体が感じられるのだろうと私には思われます。
しかしひとは問うでしょう。ヒッポクラテスが医者ならば病気を癒す薬についていった
いどのように考えたのでしょうか。ヒッポクラテスの病気と薬についての基本的な見方は、
どういうものだったのでしょうか。彼は病いを次のようなものとみています。つまり、病
いというのは人間の身体に苦痛を与えるものです。痛風の場合を考えて見ましょう。足の
親指の第一関節が痛む。腫れあがる。関節の炎症であるから温めてはいけない。温めると
近代医学では白血球が患部に集合してきて炎症をよりひどくすると説明します。
ヒッポクラテスは疾病の原因となるもの、疾病の始原と源泉を知ろうとします。その上
で、疾病の始原と源泉に対抗するものを考え、そこから治療剤を構想するのです。これが
薬となります。彼は飢餓を一つの例として挙げています。飢餓は人間に苦痛を与えるから、
病気です。この病を癒すのには飢餓に対立するもの、飢餓を癒すものを与えることがすな
わち薬といえます。その意味では、食べ物は飢えの薬なのです。渇きは飲み物によって癒
されます。胃の飽満は排せつにより癒されます。疲労は休息や眠りによって癒されます。
したがって、ヒッポクラテスの医学の根本方針は次の言葉で表現できるでしょう。ヒッ
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ポクラテスの治療方針を定式化すると、「反対物はそれに対立するものによって癒される」
ということになるのです。病の反対物が薬です。したがって、ある部分は炎症により火
照っているならば水で冷やすのがよいということになります。その場合は冷たい水が治療
薬になるでしょう。炎症の熱を癒すのは、水の冷たさだからです。ここには、素朴である
が重要な卓見が光っているように思われます。

参考文献
Hippocrates, with an English translation by W.H.S. Jones, vol. II. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, and London, William Heinemann LTD.

貝原益軒の「風」と予防医学
小川

侃＊

ヒルデスハイム大学の「氣（風）または息」をテーマとする国際会議（2015 年 7
月）で話した内容をここに一部再現してみたいと思います。私は〈風の現象学〉を
1996 年に提唱して以来、「風の現象学者」としての仕事を続けています。
この場合の風とはいったい何でしょうか。風は、ギリシャ語のプネウマです。この言葉
はヨハネ伝では、人間の霊と同じと考えられています。それは、氣であり、人間の周りに
漂う雰囲気でもあります。なによりもそれはその都度の気分なのです。同時にまたそれは
人間の息ともかかわるのです。貝原益軒は、この風について次のように書いています。
『養生訓』からの引用です。「呼吸というのはひとの鼻からいつも出入りする息のことであ
る。呼は出る息で、からだの中の気を吐くのである。吸は、入る息で外気を吸うのである。
呼吸は人の生気である。呼吸がなくなると死ぬ。人の体内の気は、天地の気と同じで内外
が通じ合っている。人が天地の気の中にいるのは、魚が水中にいるのと同じである。……
人の体内にある気も天地の気と同じである。しかし体内にある気は五臓六腑にあるので汚
京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）

＊
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れている。天地の気は新しくてきれいである」（松田道雄訳）。
松田道雄氏は、中央公論社の日本の思想『貝原益軒』の編集と訳を担当されている医学
博士ですが、『私は赤ちゃん』など幼児教育その他で有名となっています。彼は、しかし
他方で、貝原益軒を日本の最初の「予防医学者」と認定しています。私は、貝原益軒はい
まこそ日本でもっと見直されるべき思想家と思います。彼には、予防医学、教育哲学、人
間についての哲学があるからです。彼がドイツではほとんど知られていないのは憂慮する
べきと思います。貝原益軒は文章も優れています。哲学は論理だけではなく文章も明解で
筋が通ったものでなければならないのです。
貝原益軒とは、どのような人だったのでしょうか。彼は、福岡の黒田藩の生まれで、江
戸幕府の初期に生きた人です。ライプニッツやパスカルの同時代人といえば分るでしょう
か。彼は若い時に父を亡くし、一人で勉学し、一人で己を形成しました。彼の学問の特徴
は、先行の文献の研究よりは、むしろ実証的に、あるいは、事柄に即して研究をつづけた
ことです。薬草についての『大和本草』は今日でも他の追随を許さない業績です。ほかに
『大和俗訓』や『和俗童子訓』などという書物があります。前者は、人間のこの世での生
き方を書いたものです。天地は万物の母、人は万物の霊であるといっています。この言葉
からわかりますが、益軒は、基本的に神道をもとにして天地つまり世界と人間存在を考え
ています。天地は万物の根本であり、大父母であり、人は天地の正しい氣を持って生まれ
るから万物の霊であるというのです。衣服は「身のおもて」であり、衣服は質素でかざり
けがないのがよい。皆が着ているもので清潔なものがよい。また、言葉は心の声であると
いうのです。
後者の『和俗童子訓』では、子供の教育を論じています。これは、日本の教育学者で絶
賛する人が多くおります。そこから、電子メールのアドレスを Ekiken としている人もい
ます。子供には早くから教えることを第一としています。同時にうそを言うことと気儘を
することを許してはならないといっています。
益軒は、藩の費用で 7 年の京都留学の後（いうまでもなく当時の京の都は日本の文化
の中心でした）、福岡黒田藩の医者として、そののちは藩の儒者として働き、70 歳で藩
の役人の退職を許されます。彼は、70 歳から本格的に己の著作を書き始めます。今日高
く評価されるほとんどの著書はこの 70 歳から 84 歳までの 14 年の間に執筆されたも
のです。これは、驚くべきことですが、同時に現在の日本老人にとって大いに励ましとな
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るところです。
貝原益軒の『養生訓』は極めて有名な書物です。今日でも日本語で出版されつづけてい
るどころか、最近では英訳まで出版されています。それでは、この書物のエッセンスはど
ういうところにあるのでしょうか。この書物のいわんとするところは、睡眠についての提
案を除いては、今日の健康の常識とほとんど変わりません。少し食べ、少し飲み、少し眠
り、己の身体を酷使して働くのが養生になるという考えです。同時に排泄の意欲が催すと、
いつも素早く排泄せよ、我慢をしてはならないというのです。しかし、このような養生の
思想を書いた人が、早くに亡くなったのであれば、だれも彼のいうことを信用しないで
しょう。しかし、貝原益軒はなんと 84 歳まで生きました。これは、当時としてはかな
り長生きであるといわなければなりません。
いまここで益軒の養生の教えの具体的な指針を並べてもあまり面白くないでしょう。む
しろ益軒の『養生訓』の根本の考えはどういうところにあるのかを考えてみましょう。益
軒は天地の全体と、私たちの身体の全体を同じような構造を持つものとみています。彼に
言わせると陰陽の氣というのが天にあって流動して、滞らないから春夏秋冬がうまくめ
ぐっていくのだとみます。陰陽の気が偏ると流動の道がふさがって冬が暖かで夏が寒くな
るというわけです。大雨や大風などもこの気の滞りからくるというのです。ひとの身体も
同じです。「氣血がよく流動して滞りがないと気が強くなり病気にならない。氣血が流動
しないと病気になる。その気が上のほうに滞ると頭痛やめまいになり、中ほどに滞ると、
心臓や腹の痛みになり……」というわけです。したがって氣血が滞らずできるだけ身体の
中を駆け巡るようにすると、「元気が滞らない」と言えるのです。この氣血が滞らぬよう
にするとか、氣血が絶えず動くことが元気のもとだというわけです。この氣血が絶えず動
いているようにすること、氣血が絶えず駆け巡るようにすること、ここに元気の基本があ
るというのです。しかし、その奥底にあるのはどのような考えでしょうか。
健康の根本、それは、「気」を絶えず動かすことにあるというのです。氣血を滞らせて
はならないのです。氣血を絶えず養い、身体の全体を駆け巡らせなければならない。これ
が、生命の元であるというのです。これを元気といいます。しかし、氣血というのは、極
めて奇妙な概念です。東洋医学では常に使うのですが、この概念は西洋医学では理解でき
ません。一応氣血の訳語はあります。「気」もしくは風を意味する Pneuma と血を意味
する haima を結合した造語です。どちらもギリシャ語です。ギリシャ語に翻訳できたか
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らと言って、わかったというわけではないのです。この氣血をどのように理解したらよい
のでしょうか。「気」の会議のドイツ人の発表者の一人に（彼はストア哲学のほうから風
もしくは氣を理解しようとしているのですが）、試みに、氣血というのは、理解できるか
と問うと、これを理解するのは不可能であるという答えが戻ってきました。これは、もち
ろん予想通りです。なぜなら、ストア哲学は、人間と世界とは異なると考えるからです。
それに対して、この氣血は、外の世界と内の世界が一つであるという根本の考えから発し
ているからです。外界と私のいわゆる心の世界が一つであるというところからきているの
です。
氣血を解釈することを試みて、私は次のように考えました。これは、英語では前に申し
ましたように、“pneumo-hemia”もしくは“aer-emia”というのですが、これらは、
風と血のギリシャ語を結合したものです。訳語があるからわかっているとは言えないので
す。これまで誰もこの氣血の本質を問い質していません。
氣血の氣は、風であり、息でもあります。この風もしくは息はつねに動いております。
この動きの停止は直ちに死を意味します。風もしくは空気は身体の外側から身体の内部に
入ってくるのです。血は、もちろん、私たちの身体の内部を駆け巡っています。この気も
しくは風と、血の結合は、いったいどのようなものと考えることができますか。氣血つま
り風と血の総合は、もちろん動きによって貫かれています。それは動かされ且つ動くもの
なのです。氣血は、動きによって貫かれているのです。
睡眠と眠りについて、益軒は、いつもあまりにも眠りすぎるのはよくないといいます。
たとえば、食後の後すぐに眠ってはいけないといいます。また昼寝をするのもよくないと
いいます。昼寝をするのであれば、布団に横になるのではなく、壁にもたれて「うたた
ね」をするのがよいというのです。益軒がどうしてこのように眠ることに注意をうながす
のかはわかります。彼によると、眠ることは、氣血を停滞させ、結局は病気の原因を作る
のだというのです。益軒は、ひとは毎日どれだけ気を増したか、また、どれだけ気を減ら
したかを点検するべきだと教えています。
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随想

北京での人工内耳学会
本庄

巌＊

21 年前、私たちはアジア・パシフィック人工内耳シンポジウムと題した学会を京都で
（注1）
立ち上げた。日本を含め、人工内耳
という医療のアジア地域の遅れを欧米のそれに追

いつかせることが目的であった。当時わが国では難聴者を救済するこの医療の効果を疑問
視し、反対する意見の教授たちがいたことを思うと隔世の感がある。幸いアジアの国々で
はこの医療の重要性からか、2 年毎のこの学会開催を希望する国が増えてきて、韓国、
台湾、香港、シンガポール、オーストラリアそしてインドを経て今回中国で行われること
になった。ちなみに京都での学会の参加者は 300 名弱であったが、今回の北京の学会で
は 1,730 名の参加者ということで、これまでで最も大きな規模の学会になったことを喜
んだ。
5 月初めのこの時期は中国の労働節にあたり工場などの操業が休みになったためか、
学会期間中はさわやかな北京の青空の毎日であった。今回で 10 回の節目を迎えるこの
学会は、中国人民解放軍総医院耳鼻咽喉科の韓東一教授の主宰で、近くにオリンピックの
メイン・スタジアムであった巨大な“鳥の巣”が見える北京市の国家会議中心で開かれた。
アジア中心の学会であるが、イラン、トルコ、エジプトなど中近東の国々や欧米、オース
トラリアなど 49 カ国の参加があった。ちなみに韓教授は東大や関西医大に留学の経験
があり、私も関西医大に勤めていたことがあって日本語でも会話が弾んだ。
メインホールで行われた開会式では、中国各地の映像が大画面に映し出され、次いで日
本に始まるこれまでの学会開催地が次々と映し出され、我々がアジア・パシフィック地域
の共同体にいることを実感させられた。そのあと中国側の学会関係者が壇上に並び韓会長
による開会宣言がなされた。翌日からの学会は朝 7 時半から夕刻 6 時半まで 3 日間にわ
たり行われ、この分野の最新の知見が相次いで発表され、私たちが京都で初めて開催した
学会の目的が十分に達成されていることを感じた。私も要請されて ｢人工内耳と脳｣ と題
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

＊

 工内耳とは：重度の難聴者が聞こえを取り戻すことのできる先端医療で、内耳の蝸牛に入れた電極を介して
人
言葉の信号を電気信号に変えて脳に送る方式がとられている。生まれつき聾の乳児でもこの手術によってハン
ディなしに大学を卒業でき、途中で聞こえを失った成人でも言葉の聞き取りがほぼ完全にできるようになる。

注 1）
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したキーノート・レクチャーを行ったが、冒頭を中国人の友人に習った一夜漬けの中国語
で挨拶したところ会場からは大きな拍手が起こった。
学会 1 日目の夜は会長招宴、2 日目の夜はバンケットと、いずれも大ホールで遥か彼
方までテーブルが並び、ワインと豊かな食事、舞台では歌や京劇風の踊りなどが華やかに
演じられた。我々日本や韓国からの役員はメインテーブルに案内され、中国はじめアジア
各国の友人たちと旧交を温めることができ、現在の厳しい政治の情勢とは関わりなく親睦
を深めることができた。振り返って京都でこの学会を立ち上げた当初は、中国ではまだこ
の医療はほとんど行われていなかったと思う。またこの学会の Board Member にも中国
は加わっていなかった。しかし国の発展とともにこの医療が中国でも急速に普及し、今回
の学会は中国の威信をかけたものであったと思われる。2 年後の学会はトルコのイズ
ミールで、そして 4 年後には再び日本に帰ってきて東大で行われることが決まり、互い
に再会を約して北京をあとにした。

Random Scope
心房細動患者のジゴキシン使用は死亡リスクを高める
心房細動患者に対して広く使用されるジゴキシンが死亡率を上昇させることがアメリカ・
デューク大学などのグループによって発表された。対象は 45 カ国の心房細動患者 14,171 例
の中でジゴキシンを使用していた患者群 5,239 例と非使用群との間で、死亡率を比較した結果、
全死亡、血管死、突然死のいずれにおいてもジゴキシン使用群の方が有意に高かった。

（Joi）
Washam, J. B. et al.: Lancet 385, 2363-2370 (2015)

居住地の標高により SIDS 発生に 2 倍以上の差
乳幼児突然死亡症候群（SIDS）の病因説の一つに慢性低酸素症説があり、コロラド大学のグ
ループは居住地の標高と SIDS との関係を調べた。その結果標高 1,800m 未満に住む乳幼児に
比べ、2,400m 以上に住む乳幼児の SDIS のリスクは 2 倍以上高いことが分かった。しかしこ
の報告では標高差による住民の所得や教育歴などの差の有無には触れられていない。
（Joi）
Katz, D. et al.: Pediatrics 135, 1442-1449 (2015)
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随想

ロサンゼルスでの安倍総理大臣との昼餐会に
出席して
秋山麗子＊

はじめに
2015 年 5 月 1 日（金曜日）は、在米の私共夫婦にとって記念すべき日のひとつとな
りました。4 月 26 日から 5 月 2 日にかけて米国を公式訪問された安倍総理大臣がロサ
ンゼルスに立ち寄られたのを機に、歓迎昼餐会がロサンゼルス・ダウンタウンのビルトモ
アホテルで開催され、これに出席させていただいたのです。現職の総理大臣と食事を共に
するなど、勿論生まれて初めてのことですし、恐らく私共にとっては、最初で最後の機会
になるだろうと思います。
安倍総理の今回の訪米は、日本の総理大臣としては 9 年ぶりの公式訪問であり、ワシ
ントン ＤＣ での日米首脳会議、米国上下両院合同会議での演説、更に、ボストン、サン
フランシスコ、ロサンゼルスの各都市訪問が続き、ロサンゼルスでの歓迎昼餐会は、日本
へのご帰国の前日でした。
歓迎昼餐会の主催は、南加日米協会（Japan America Society of Southern California）、日本貿易振興機構ロサンゼルス（JETRO-Japan External Trade Organization Los Angeles）、Los Angeles World Affairs Council、ホスト・シテイであるロ
サンゼルス市、及びロサンゼルス総領事館等で、参加者はこれら諸団体の責任者をはじ
め、これに所属するメンバーが主体でした。当然のことながら報道関係者も多かったよう
です。主人は、日米協会、World Affairs Council 双方の長年のメンバーであることから、
昼餐会への参加案内状がメールで届いた折、稀有な機会だからということで、早速日米
協会を通じて参加を申し込んだのですが、同協会の割り当ては既に満席状態とのことで、
waiting list に 載 せ ら れてしま い ました。 そ れ なら ば と い うことで、World Affairs
Council の方を打診してみましたところ、幸いなことにこちらの方は難なく OK になった
というわけです。
Council からは間もなく参加確認状に続いて、色々と面倒な注意事項がメールで伝達
在米日系企業コンサルタント（人事管理とビジネス分野の翻訳）

＊
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されて参りました。大要は次のようなもので、正に至れり尽くせり？の注意事項でした：
①当日はパスポート、或いは運転免許証など、本人である事を証明する photo ID を持参
すること。② Photography/video/audio recording は持ち込み禁止とする。③持ち物
（女性のハンドバッグを含む）はすべて検査の対象となるので、大型バッグやバックパッ
クは遠慮されたい。④当日はたまたまメーデーに当たり、昼餐会会場であるビルトモアホ
テル周辺の道路が部分的に閉鎖され、交通が渋滞する惧れがあるので、午前 10 時から
の受付時間に遅れないよう充分に時間の余裕を見ること。万一受付時間に遅れた場合は入
場を拒否する。

１．昼餐会開催前の会場点描
昼餐会に当っては、パーキング場が指定されていたのですが、私共は、日頃から顔馴染
みのジョナサン・クラブにパークし、そこから 3 ブロックほど歩いて、朝 9 時半過ぎ、
会場であるビルトモアホテルに到着しました。ここで驚いたのは、その大掛かりな警備体
制でした。ホテルの周囲はすべて警察の車で包囲されており、車一台とて入り込む余地が
ないのです。テロ事件、発砲事件が後を立たない昨今、開催場所がたまたま、中国人、韓
国人の集団居住地に近いこともあり、これら「日本嫌いの厄介な隣人たち？」による万が
一の妨害をも考慮に入れての万全の防備態勢だったようです。
韓国人、中国人の対日感情は、一般的に悪いとされておりますが、私共が米銀現役時代
（1970 代～80 年代）にかけてお付き合いさせて頂いた、ロサンゼルス駐在の韓国及び
中国のビジネスマンたちは、上流階級出身のエリートということもあったのでしょうが、
どなたも極めて友好的な紳士で、「厄介な隣人」どころか、「友好的隣人」の典型のような
方たちでした。昨今、日韓、日中の外交関係が悪化していると言われておりますが、一般
国民のレヴェルでは必ずしもそうとは言えないのではないかという気が致します。中国に
ついて言えば、日本を訪問する外国人観光客のトップを占めるのが中国からの観光客だと
聞いておりますが、子供の頃から徹底的に反日教育を叩き込まれたにもかかわらず、日本
という国の風土、文化、国民性に直接接したこれら中国人観光客達は、殆ど例外なく「反
日」から「好日」に宗旨替え？して帰国するとも聞きました。真偽のほどは判りませんが、
この「宗旨替え」が真実であるなら、今後の日中関係にとっては曙光と言えるかも知れま
せん。
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お話を会場に戻しましょう。ホテル内の受付デスクには Metal Detector（金属探知
機）が取り付けられ、持ち物ばかりではなく、身体検査も、前後左右は言うに及ばず、腕
を上げろとか下げろとか、それはもう厳重なものでした。すべての検査にパスすると、片
方の手首に、「入場許可」を表示するプラスティックのテープがセットされるのです。鋏
で切り取って貰わない限り、簡単に取り外しは出来ない……まるで入院患者の手首に取り
付けられる ID テープのようでした。
午前 10 時の受付開始から、昼餐会の開始（12 時）に至るまでの待ち時間の何と長く
感じられたことか。その理由のひとつは、受付デスクのあるホール・ウェイには、腰を下
ろせる場所が全くなく、立ったままでいなければならなかったことでした。どうにもやり
きれなくなって、受付場所に近い階段の一隅に腰を下ろし、受付デスクでピックアップし
た、We are Tomodachi（Spring 2015）という日本政府発行の冊子を読み始めまし
た。日本文化の紹介も兼ねた英文の冊子で、地方文化の紹介や写真も多く、色々と勉強に
はなるものの、何と言っても階段の片隅というのは不快適そのもの。絨毯が張ってあると
はいえ、クッションはないので、長時間腰を下ろしているうちにお尻が痛くてやりきれな
くなって来ました。階段に腰を下ろす人など、私以外には誰もいないところを見ると、年
齢が年齢とは言え、私と言う人間、人並みはずれて脆弱なのだろうか？と、些か不安にも
なりました。

２．昼餐会会場点描
到着以来待つこと一時間半。11 時半近くなって、漸く昼餐会の会場に案内されました。
ビルトモアホテルは、50 年前の 1965 年、私が初めてグループ旅行で訪米した折、宿
泊したことのあるホテルだったのですが、その当時とはすっかり様相が異なり、その内装
の豪華さは、常日頃、居ながらにしてヨーロッパ貴族社会の雰囲気を満喫させてくれる
ジョナサン・クラブのそれをも凌ぐもののように思われました。
昼餐会の会場となったホールは、受付デスクの設置されていたホール・ウェイから更に
階段を下った階下にあり、こんなところにかくも贅を尽くした広大なホールがあったの
か！と驚くばかりでした。私共の指定されたテーブルは、出入り口に近い 32 番テーブ
ルでした。全体でいくつのテーブルがあったのかは判りませんが、私どものは恐らく末席
のひとつだったのではないかと思われます。主人は、32 という数字は自分の生まれた年
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（1932 年）と同じだと言って、ヘンなところで喜んでいましたが。私共のテーブルの直
ぐ後ろは数段高くなったバルコニーで、そこにはズラリと報道陣のカメラが、ものものし
い隊列を作っておりました。
それぞれのテーブルは 12 座席だったようで、ダイニング・セットが、処狭きまでに
設置され、押し合いへし合いで、お隣さんのお皿やカップと重なり合わんばかり！
Table Manner の第一歩として、MBA を取得した学生たちが社会に巣立つ直前に教えら
れるという ＢＭＷ（向かって左から Bread, Meal, Water）の table setting rule を知
らなかったら、左のお隣さんのお水のカップや、右のお隣さんのパンのお皿に手を出して
しまっていたかもしれません。尤も今回、右隣は主人でしたから、彼のパンに手を出した
ところで、どうということはなかったでしょうが。それにしても ＢＭＷ のルールとは、
アメリカ人ってのは、洒落た事を考えるものです。高級車の ＢＭＷ を知らない人はいな
いでしょうから、その名を冠したルールなら、一度聞いたら忘れませんよね。
私共の左隣は白髪のアメリカ人男性と、まだ 50 代かと思われる美しい夫人でした。
極めてフレンドリーなご夫妻で、色々と話しかけてきてくれました。その男性は、安倍総
理が 1970 年代、ＵＳＣ（南カリフルニア大学－University of Southern California）
に留学していた頃の学友だったとのことで、その当時の写真を自慢げに見せてくれました。
たまたま最近の羅府新報（ロサンゼルスの日系新聞）に、安倍総理の ＵＳＣ 時代の写真が
載っていたのを見たばかりでしたので、そのことを話しましたところ、ウンウンと、嬉し
そうに頷いていました。羅府新報に掲載されていた安倍さんの写真は、当時 22 歳だっ
た由。思わず「かわいい！」と言いたくなるような初々しい青年でした。かつて学友だっ
たという、隣席のおじさまの髪は既に真っ白ですが、安倍総理の髪はまだ黒々。22 歳当
時の「かわいらしさ」は未だその俤を濃厚に留めているように思われます。隣席のおじさ
まが申しました、「彼の若々しさに引き換え、この私の何と老けてしまったことか！」と。
でも、彼はまだ 60 歳代に入ったばかり、八十路行く私共夫婦に比べれば子供のような
世代です。「貴方はまだまだ、お若い。私、84 歳ですよ！」と申しましたら、お隣のご
夫妻、目玉をくりくりさせて、「ウッソー！」と飛び上がらんばかりの驚きようでした。
ビックリついでに、そのまた隣の人たちにまで、「Mrs. 秋山は 84 歳なんですって！」と、
私の年齢をご披露に及び、目玉クリクリのウッソー！！が、32 番テーブルいっぱいに広
がってしまいました。実は、私、こういう反応を見るのが面白くて、殊更に年齢をご披露
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に及んでいるフシ無きにしも非ずなのです。
それにしても、白人に比べ、日本人は総じて若く見えるようです。その秘訣の一つは和
食中心の食生活にあるのではないかと私は思います。最近パサディナの映画館で、
“Washoku beyond Sushi”（邦題は「和食ドリーム」）というドキュメンタリー映画が
上演され、主人をそそのかして一緒に見に行ったのですが、和食の国際的普及に貢献した
方たちの努力の跡を追ったもので、ドキュメンタリーとして、極めて優れた映画でした。
今やユネスコの無形文化財に指定された和食。その優れた食文化の真髄を知る意味でも、
もっともっと大勢のひとたちに見て欲しい映画だと思いますし、私が若く見えるのも、和
食のお陰と、大いに宣伝したいところでした。
隣席の白髪のおじさまが更に申しました、
「今日のこの機会に、なんとか安倍さんと何
十年ぶりかの握手を交わしたいのだけれど、一国の宰相となってしまった今では、正に雲
の上の人。多分それはかなわないだろうなあ……」と。「そんなことありませんよ、かつ
ての学友じゃありませんか！

是非押しかけて行って握手なさってください。安倍さん、

きっと喜ばれますよ！」と、大いに励まして差し上げました。
昼餐会の参加者が合計で何人だったのかは知るべくもありませんが、中央ステージのま
ん前に設置された主賓のテーブルは、私共の 32 番テーブルからは、「遥か彼方」の感じ
でした。こんなことならオペラグラスか双眼鏡を持ってくればよかった！と思ったほどで
す。カメラやヴィデオの持ち込みは禁止されていた筈ですけれど、双眼鏡がいけないとは、
注意書きにも書いてありませんでしたものね！

３．昼餐会開始
正午 12 時、南加日米協会（Japan America Society of Southern California）の
President Mr. Douglas G. Erber の Welcome Speech に続き、昼餐会が開始されま
した。先ずテーブルに運ばれてきたのは、スープで煮込んだ（と思しき）白菜もどきの
白っぽい野菜を、根付きのまま六つに縦割りにしたもので、それに濃厚なドレッシングが
ベッタリ。繊細且つ優美な和食文化には程遠い、不細工な？サラダでした。一口サイズに
切りたくても、お隣と肘がぶつかり合ってしまうので、思うようにナイフとフォークを使
うことも出来ません。早々に口に運ぶのを諦めて、ナイフとフォークを置いてしまいまし
た。周囲を見回したところ、殆どの人が、その不細工なサラダをペロリと平らげているの
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には驚きました。次いで、main dish が運ばれてきました。フィレ・ミニヨンでした。
肘をぶつけ合いながら、何とか一口、二口、味わうことができましたが、これはなかなか
の美味でした。
このあたりから、周囲が騒然とし出しました。席を離れて主賓テーブルの周囲に人が群
がり始めたのです。その誰もがスマホを高々と掲げて写真を撮っているではありありませ
んか！

あれ、カメラはご法度かと思ったのだけれど、スマホで写真を撮るのは構わな

かったのか！と、初めて気が付きました。それはそうですよね。スマホは今や現代人必携
の ＩＴ 機器。受付での持ち物検査でも摘発されることがなかったわけですから。
安倍さんの USC 時代の学友という、隣席のおじさまもスマホを持って主賓席に突進？
したようです。私もスマホは一応持参したのですが、時代に取り残されないようにとの思
いからごく最近購入したばかりで、まだ使い方がよく判らないのです。でも、ここはひと
つ挑戦してみようと、群がる人を押し分けかき分け、主賓テーブルに向かいました。人垣
の間から、談笑している安倍総理の笑顔がチラと見えました。お隣に坐っている金髪の美
人は、キャロライン・ケネデイ駐日大使らしい！

夢中になって、スマホの画面にあるカ

メラのアイコンを押しました。二度、三度、焦点を合わせることも全くできないままのメ
クラ撮影でした。
再び人垣を押しわけ、かきわけ、32 番テーブルに戻りました。自称“digital homeless”の亭主殿は、「アッシにはかかわりのネエことでござんす！」とばかり、ノンビリ
とフィレ・ミニヨンを召し上がっていらっしゃる。本来なら、オトコの方がオンナより
IT には強い筈なんですがね、我が家は逆なんです！と申し上げれば、さも私が IT に強い
ように聞こえましょうが、そうではない。世の中の誰もが、二宮金次郎よろしく、書籍な
らぬスマホ片手の「ながら族」になっているこの digital 万能のご時世に、スマホの操作
もシドロモドロ。今のところは、デスクトップの PC の前に落ち着いて坐る時間がなか
なか取れないことから、毎朝、先ずはスマホでメールをチェックするというのが関の山、
と言った程度なのです。そんな私がスマホで写真を撮ったのです。その成果たるや押して
知るべしでしょう。
スマホの写真、確かに三枚撮れてはいました。最初のは安倍総理のお顔が写ってはいる
ものの大ボケ。二枚目のは、これも安倍総理には違いないのだけれど、オツムの部分が欠
けている。三枚目のには、キャロライン・ケネデイさんと安倍総理（それに、辛うじて安
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倍総理夫人）が写ってはいるのだけれど、何方かの頭が大きく前面にのさばっている！
でも、まあ、昼餐会に行ってきたという証拠写真にだけはなるでしょうから、何もないよ
りはマシでしょう。
隣席の白髪のおじさまが、ニコニコ顔で席に戻って来ました。安倍さんと握手を交わし、
旧交を温めることができたのだそうです。その場面を奥さんがスマホの写真に収めるのに
成功した由で、それは嬉しげに、今撮ったばかりの写真をスマホで見せてくれました。よ
かったね！と思わず奥さんに抱きついてしまいました。
そうこうしている内に、フィレ・ミニヨンはすっかり冷たくなってしまいました。まだ
二切れくらいしか戴いてなかったのに、ウェイターさんがやってきて、「もうお皿を下げ
てもいいか」と聞きました。早いところ片付けたいという気持ちが見え見えとあっては、
「待ってください、これから食べるのです」ともいえず、Yes と答えざるを得ませんでし
た。後で気がついたのですが、ウェイターさんに頼んで、残りを take out 用の箱に詰め
てもらっている人が結構いたのです。残念な事をしました！

あのフィレ・ミニヨンが

あったら、オサンドンの手間も省けたし、私も、亭主殿も、愛猫たちも結構楽しむことが
出来たのに……
デザートは三種類の小型ケーキで、これは昼餐会の始まる前から既にテーブルに並んで
おりました。通常デザートというのは、いくつかの選択肢があり、main dish が済んだ
あと、各自が注文したものが運ばれてくるものなのですが、今回は一律で、しかも食事の
始まる前から目の前に並んでおりましたので、中には、最初からデザートを食べてしまっ
ている人もありました。デザートのケーキは、コーヒーと一緒でないと、どうも格好がつ
かないのですが、そのコーヒーがなかなか出て来ないのです。32 番テーブルは末席のせ
いか、直ぐ近くに、コーヒーポットを幾つも並べたサービス用のテーブルがありました。
セルフ・サービスでもいいのかな？と思ったのですが、そうではない、やはりウェイター
さんのサービスを待たなければならなかったのです。漸くコーヒーにありついた頃には、
既に昼餐後のメイン・プログラムがスタートしておりました。

４．昼餐会 メイン・プログラム
先ず Japan America Society of Southern California の Chairman、Mr. Joseph
C. O Portillo による Introduction Speech、それに続いて、開催地であるロサンゼル
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スの市長、The Honorable Eric Gacetti のご挨拶がありました。そして、愈々、安倍
総理（His Excellency Shinzo Abe, Prime Minister of Japan）が中央ステージに立
たれたのです。会場は盛大な拍手に包まれました。
安倍総理のスピーチに限らず、今日演壇に立たれた方のお話は、すべてパラグラフごと
の通訳つきで、英語には日本語の、そして日本語には英語の翻訳が続くのですが、どなた
のお話も、日本語、英語双方共、私にはよく聞き取れず、何をおっしゃったのか、殆ど理
解できない有様でした。私の聴力、聞き取り能力に問題があるのかと些か慄然としたので
すが、ひとつには私共の坐らせられた 32 番テーブルが、中央のステージから遥か離れ
た末席だったことにも原因があったのではないかと思われます。それが証拠には、主賓席
（中央ステージのまん前）に近いテーブルの方達は、時折安倍総理のユーモアに、笑って
いる一方、末席では笑いもまばらだったようです。Closing Remarks は、当日 Moderator を務めた、Los Angeles World Affairs Council の President and CEO である
Mr. Terry McCarthy により行われました。ここで、昼餐会の集いは終了しました。
幸いなことに、安倍総理のスピーチのハイライト（Mr. Terry McCarthy による）が
その日のうちに、メールで World Affairs Council から自宅の PC に届き、ここで、初
めてスピーチの内容を詳細に知ることができました。「あ、そうか、こんなことおっ
しゃったのか！」と、ユーモアの部分で漸く笑うことが出来た次第です。ハイライトを読
むまで、スピーチの内容がわからなかったとは、何とも情けないお話ですが、とまれかく
まれ、現職の総理大臣との昼餐会に出席できたというのも、アメリカに住む日本人の一人
だったからであり、安倍総理が米国在住の日本人、日系人、日系社会に深い関心を寄せて
おられ、日系米国人、及び在米日本人が日米関係の将来の架け橋となることへの期待を強
めておられるのを知ることができたのは、大きな喜びでした。在米日本人のひとりとして、
祖国日本との絆がより一層深まるのを感ずることのできた、意義深い昼餐会ではありまし
た。
現在、日本国内の世論は、安倍総理を中心とする安全保障関連法案（戦争法案？）を巡
り、これを違憲とする憲法学者たちの反論を筆頭に、賛否両論で沸き立っているようです
が、今回の歓迎昼餐会の席上では、この問題が話題に上ることはありませんでした。ここ
で集団的自衛権問題を持ち出したら、歓迎会の雰囲気に水を差すような結果になるだろう
との、主催者及び出席者の配慮だったのかも知れません。
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Books
鯨岡

峻 著

保育の場で子どもの心をどのように育むのか
－「接面」での心の動きをエピソードに綴る－
（株）ミネルヴァ書房

￥2,200＋税

2015 年 1 月 10 日発行

ISBN 978-4-623-07261-3

「子宝」とは何物にも代えがたい遺産であり、引き継がれる大事ないのちの宝物である。
しかし人間の赤ちゃんは、自分では生きていけない未熟な存在であるので、大人が慈しむ
心を抱き、成人まで養育するのは自然なことである。1989 年に国連で採択され、
1994 年にわが国でも批准された「子どもの権利条約」には、「子どもの最善の利益」を
目指す政策が要請されていて、これまで、母子保健の観点に立った各種検診・予防接種、
生活保護などが行われ、保護者の就労を可能にする保育所が設置され、「最低限の子供の
権利の保障」がなされてきた。
本書は、本年度 2015 年から新たに発足した「幼保連携型認定こども園設置」を含む
法改正によって、「子どもの立場に立った子どもの権利」が、「大人の都合から見た子ども
のための最善の利益」へと変質する危機を感じ、養育・保育・教育にかかわる「子どもの
最善の利益」を考えようとしている。子どもを育てる営みとしての、「養護の働き」と
「教育の働き」の二面は相補的ではあるが、「子どもの心を育てる」ことを目指す保育がそ
の鍵である。しかも本書の特色は、人と人とが関わる中での「接面」という概念を、保育
の基本として取り上げ、「双方の間に生まれる独特の雰囲気を持った空間や時の流れ」と
して説明しているところにある。したがって、これまでの客観主義、行動主義の流れに逆
らう試みである。
本書には、保育の現場での豊富なエピソードが記述され、「子どもの最善の利益」とは
「子ども自身が最も幸せに思えること」と結論付けている。大人の思惑に沿って強引に子
供を動かす、歪んだ「教育の働き」の現状に警鐘を鳴らす書である。


山岸秀夫（編集委員）

高木

修、竹村和久 編

無縁社会のゆくえ－人々の絆はなぜなくなるの？
（株）誠信書房

￥2,000＋税

2015 年 1 月 10 日発行

ISBN978-4-414-31113-6

現在日本社会は、家庭でも地域でも職場でも、人間関係が希薄になり、マスコミでは、
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「無縁社会」と命名している。しかしこれは、戦後の高度経済成長の結果としての都市化
と経済のグローバル化による「豊かな消費社会」と対をなす負の側面である。本書では、
これまでの血縁・地縁・社縁の「有縁社会」での人々の絆が断たれた無縁社会の実態を明
らかにする中で、自助・共助・公助による、その対策を提言している。
先ず無縁社会の特徴として目立つのは、単身世帯の増加である。高齢者の場合は人口要
因によるとしても、現役世代の単身世帯の場合は、未婚者と離婚者の増大が主要因となっ
ている。その上、都市化による若者の地方からの移動と非正規労働者の増加による雇用関
係の不安定化が拍車をかけている。安心して子育てを行うことのできる社会環境の整備が
求められている。
しかしその対策として昔の有縁社会へと歴史の歯車を逆転させることは不可能である。
ここでは、哲学・倫理学・経済学からの接近として、「お互いに助け合う共同体主義」を、
その一つの選択として挙げている。これは社会保障の立場では共助にあたるもので、医
療・介護の国民皆保険などは、その一例である。しかも実際には、その維持に企業と家族
が深く関与しているのが実態であって、将来的には、税収を財源とした公助の役割を重視
する必要が示唆されている。
最後に、高齢者の社会的孤立と孤独に関わる実態が取り上げられ、前者が社会的関係の
欠如に起因するのに対して、後者は複雑な心理的側面を含んでいる。これらを支える条件
は、健康と社会的活動の維持などであるが、人々の絆を回復する社会関係・人間関係の再
構築が、持続可能な少子高齢社会の課題として残されている。

山岸秀夫（編集委員）

小林俊三 著

ものいう患者－参加する医療を求めて
（株）幻冬舎

￥1,300＋税

2014 年 12 月 5 日発行

ISBN 978-4-344-97121-9

本書の著者は、乳がんの外科医（乳腺内分泌外科専門医）であって、60 歳で肺気腫の
診断を受け、73 歳で肝臓に転移のある病期Ⅳの進行性胃がんが発見され、現在薬物治療
中の患者でもある。本書は、その 1 年後の 74 歳の夏に抗がん剤治療の休止期間を利用
して執筆をはじめられ、その半年後に出版に至ったものである。それだけに医者が患者に
なって初めて分かった、現代医療の問題点を後代に残したいとの熱意が随所にあふれてい
る。
本書は 4 章からなり、第 1 章では、証拠に基づく医療（EBM）と物語に基づく医療
（NBM）は単独で存在するものでなく、対面する患者と主治医を主役として、その間を
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調整するチーム医療体制の実現が強調されている。
第 2 章から著者の闘病体験が始まるが、先ず医師からのインフォームドコンセント
（病態の説明と医療行為への同意）に先立って、正確な肺と胃の構造と機能が説明され、
その病態と薬効が冷静な科学者の目で描かれている。続いて、呼吸器と消化器の複合症に
対して処方される薬剤間の副作用とそれに伴う治療方針の修正・体調管理などの闘病日記
が示されている。また一般常識としてはやや高度であるが、医療行為のリスクに対応する
のに必要な基本的知識が大変明解に解説されている。第 3 章では、患者の「参加する医
療」において大切な主治医は予め存在するものでなく、専門医を治療のパートナーとして
の主治医に変えていくのは、患者自身の覚悟にかかっていることが強調されている。
最後の第 4 章では、「参加する治療」のきっかけは、「ものいう患者」となって、主治
医とコンビを組んで取り組むことであり、病気を「災害」の一つと考えて、「防災」はで
きなくても、
「減災」に向かって病気に立ち向かう勇気が期待されている。「ものいう患
者」は「文句を言う患者」ではなく、「自分の病気と治療について、主治医や家族や周囲
の人たちに話し、一緒に考えてもらうことを通じて、自分の医療環境を調えていく患者」
なのである。

山岸秀夫（編集委員）

青山弘之 編

「アラブの心臓」に何が起きているのか－現代中東の実像
（株）岩波書店

￥2,400＋税

2014 年 12 月 18 日発行

ISBN978-4-00-022084-2

本書が取り上げている「アラブの心臓」とは、古代から現代にいたるまで、その「東西
文明の十字路」とされてきた、エジプトと東アラブ地域（シリア、イラク、レバノン、ヨ
ルダン、パレスチナ / イスラエル）である。この一帯の地域は、1916 年のサイクス・
ピコ協定の密約に沿って、西欧列強の委任統治領とされ、恣意的な国境画定によって、現
在の姿の人工国家群へと分断された。しかしやがてこの地域では、「西洋近代」に対峙す
る中で、イスラム教徒としての自我に目覚め、アラビア圏の智の近代化とイスラム教の信
仰との両立を目指して独立を果たし、長期独裁政権が樹立された。その上 1948 年に、
この地域に、アラブ人を排除したユダヤ人によるイスラエルが建国されたことが、政治的
懸案を増幅させた。
2011 年にエジプトで発生した「1 月 25 日革命」は、市民主導の「民主化」と位置
付けられ、やがてその「アラブの春」はシリアにも波及したが、これを支持する欧米諸国
の介入の中で、その支援が「混沌のドミノ」の中に埋没して、現在のイスラム過激派のテ
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ロ組織を誕生させた過程が、各国別に、6 章に分けて紹介されている。
すなわち、この地域での政治的営為は、既存の国境の枠組みを越えて互いに絡み合って
いるのである。日々展開する日常から離れた、単線的な概念に基づく欧米諸国の多重基準
と論理のすり替えが、一貫性を欠く「テロとの戦い」を産んでいるというのが、本書の視
座である。この「東西文明の十字路」に起こった混沌の克服には、その内部からの営為を
待たなければならないであろう。

池内

山岸秀夫（編集委員）

了 著

核を乗りこえる
（株）新日本出版社

￥1,600＋税

2014 年 12 月 25 日発行

ISBN978-4-406-05815-5

5 年ごとに国連で開催される、本年の NPT（核兵器の不拡散に関する条約）再検討会
議は、誠に皮肉なことに、「核なき世界」を掲げてノーベル平和賞を受賞した米国大統領
の同意が得られずに、会議が決裂して閉幕したことは周知のことである。米国の不同意の
理由は、文書案に盛られた「中東非核構想」にあって、中東で唯一の核兵器保有国である
イスラエル（NPT 非加盟）への配慮からと見られている。しかも米国の「核の傘」に依
存する日本は、会議で唯一の被爆国の存在感を示せなかった。
本書は、「核の傘」の下に、「平和利用であるから許される」とばかり、推進してきた我
が国の原発エネルギーの開発路線に、科学者としての批判を展開し、「石油やウランの様
な限りある地下資源文明から、太陽光のような永続する地上資源文明への転換の構想」の
具体的な 50 年に亘る工程表を提示しているところに特色がある。その柱は、未来世代
に負担を残さない節約と再生可能エネルギーの開発である。
現代では、複雑系やトランスサイエンスなどの科学に起因する問題が引き金となって、
種々の新しい哲学や思想や倫理が生み出されている。しかしその出発点は、あくまで「我
思う」（自分の頭で考える）ことであり、お任せ民主主義でなく、「我あり」（自立・自
治・自決の精神）に通じるものでなければならない。その実現のために、
「核エネルギー
を乗り越える」意思を固め、時間の地平線を長くとって、持続可能な社会を目指して、文
明の転換を先取りしていくことを勧めている。
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山岸秀夫（編集委員）

高野秀行 著

恋するソマリア
（株）集英社

￥1,600＋税

2015 年１月 30 日発行 ISBN978-08-771584-2

探検家として世界の辺境を旅した著者のソマリアでの体験記である。辺境探検家の角幡
唯介氏とおなじく早稲田探検部の出身で、本書はソマリアに恋した著者の 4 年間にわた
るドキュメンタリーであるが、危険を冒して現地に乗り込んだ旺盛な好奇心に先ず圧倒さ
れる。私たち日本人にとってソマリアは最も遠い国である。石油や地下資源を持たないこ
の国は日本との貿易もなく、また固有の文化や生活も知られていない。ただアデン湾を通
行する日本の石油タンカーを襲う海賊の出身地がこのソマリアであること、またイスラム
原理主義者がソマリアの住民を殺戮している記事などでこの国の存在を知るくらいである。
エチオピアの南、アフリカの角と呼ばれアデン湾とインド洋に突出した国土を持つこの
国はかっては英国とイタリアの植民地であり、独立後は激しい内戦に明け暮れたとされる。
褐色の肌と大きな目の整った顔立ちの人々は、世界でも最も学ぶことが難しいソマリア語
を話す。元来遊牧民であった彼らは気位が高く、かつ旅人をもてなすしきたりを持ち、固
い団結力の氏族社会など西欧社会とは異質の文化である。著者は習得したソマリア語を武
器にフリージャーナリストとしてソマリア社会に受け入れられる。はじめソマリア北部の
ソマリランドで反政府 TV 局の仲間を得るが、その後は治安の悪い南部ソマリアに移り、
若く美貌の女性 TV 支局長ハムディのおかげでソマリア社会に深く入ってゆく。この地の
半分を支配するイスラム過激派組織アル・シャバーブのため首都のモガディショから出ら
れなかったが、多くのジャーナリストと共に政府軍の装甲車で危険区域に踏み込む機会を
得る。しかし帰途にアル・シャバーブの待ち伏せに合い激しい銃撃戦のあと無事脱出する。
帰国後に著者は難民としてノルウエーに入国していたハムディにオスロ中央駅で再会する
が、アフリカを離れた彼女に以前の精気はなかったのではあるまいか。日本からは最も遠
いこの国に著者が熱い思いを持ったのはハムディの存在もあるが、私たちにとって未知の
国ソマリアを知る手がかりとして本書は興味深い。

本庄

巌（編集委員）

多田麻美 著

老北京の胡同
（株）昌文社

￥2,000 円＋税

2015 年 1 月 30 日発行

ISBN978-4-7949-6867-8

胡同（フートン）とは中国の明、清の時代から北京の各所にあった住居地域で、中庭を
囲んだ四棟からなる四合院の民家群は、古き良き北京を偲ぶことのできる観光名所でも
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あった。しかし北京オリンピックを境に地域の開発の名のもとに強制撤去が進み、今日で
は胡同の数はかっての七分の一になったとされる。
本書は著者がこの胡同に魅せられて自ら胡同に住み、かつ中国男性と結婚して胡同の運
命を見続けた記録である。私は胡同を訪ねたことはないが、台州の古街を歩いた折に、狭
い通りに連なる店や屋台などにタイムスリップをした感を受けたが、北京の胡同も庶民的
な食堂や食材のお店、そして何よりも近所の人たちとの親しい付き合いの場所としてかけ
がえのないものだったようだ。2008 年の北京オリンピックの頃、日本のテレビでは北
京市内の胡同が次々と撤去され、これに抵抗する住民たちの命がけの闘いの様子が放映さ
れたが、本書でも権力側をバックにした利権集団の暴力的な力には勝てず、少ない補償金
や市内を離れた不便な代替えアパートに移らざるを得なかった人々の厳しい状況が述べら
れている。
胡同の消滅が惜しまれるのは、もちろんそこに住む人々の生活基盤が失われることもあ
るが、元代から明、清の時代は首都であった北京の面影を色濃く残す文化財が失われてし
まうことにある。幸い文化財保護の旗印を掲げる北京の NGO の粘り強い抵抗運動が海外
の反響も呼んで、今はいくつかの開発に待ったがかかっている。しかし現在の中国の流れ
を見る限り都市化の波を押しとどめることはできず、いずれは北京から胡同が消える日も
遠くないと考えられる。

本庄

巌（編集委員）

斎藤貴男 著

子宮頚がんワクチン事件
（株）集英社インターナショナル

￥1,400＋税

2015 年 4 月 29 日発行 ISBN971-4-7976-7263-3

1983 年、ドイツのハウゼン博士が子宮頚がんの原因がヒトパピローマウイルス
（HPV）であることを発見、2008 年にはこの業績に対して同氏にノーベル賞が授与さ
れている。当然のこととしてこの病気に対するワクチンの開発が行われ、わが国でもハ
ローキティや女優の仁科亜季子、仁美母娘による啓発のキャンペーンが盛んに行われた。
しかしワクチン接種によると思われる副作用の報告が相次ぎ、2013 年、厚労省は接種
の積極的勧奨を中断し今日に至っている。
フリー・ジャーナリストである著者は、副作用に苦しむ人たちからの聴取とワクチン接
種を進めた行政側やワクチン製造会社にも切りこみ、この問題を少しずつ明らかにしてゆ
く。しかし本書の執筆段階ではなお真実は明らかにされておらず、この問題の複雑さが窺
い知れる。
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ジエンナーの種痘の接種に始まり、我々はワクチンの接種で小児麻痺をはじめ多くの病
気を克服してきた。しかしワクチン接種には頻度は異なるが副作用があることも覚悟しな
ければならず、接種によるメリットと副作用のデメリッとの比率による判断が重要になる。
本書でも述べられているが、麻疹のワクチンにおたふく風邪と風疹ワクチンを混ぜた
MMR 三種混合ワクチンは髄膜炎の副作用のため 1993 年、厚生省により接種を見合せ
るよう通達がなされている。また 1996 年から 97 年にかけてインフルエンザによる老
人の死亡が大きく報道され、ワクチン接種が勧められたが、実は例年並みのインフルエン
ザの罹患率で、この過大報道は WHO の予防接種戦略にわが国も乗せられたとする著者
の指摘がある。
本書では厚労省、それに関わる医師、ワクチン製造社などワクチン接種を推奨する側と
副作用に苦しむ患者側に立つ医師たちとの接種と副作用との因果関係についての完全な見
解の対立が示される。そこにはワクチンメーカーや官僚の思惑とワクチン接種による副作
用に関わる医師だけでなく、子宮頚がんそのものに苦しむ人々を救いたい医師の意見も複
雑に絡み合ってくる。副作用があるにもかかわらず今もワクチン接種が続いている諸外国
での対応も参考にすべきであるが、副作用とされるものが実は心因性の反応ないしは癲癇
などとする意見、そして重篤な副作用の頻度が 0.003％～0.006％と低いことなどから、
接種を再開すべきとの現場の医師たちの意見も無視できない。接種中止によって今後日本
で子宮頚がんの頻度が増加することが危惧されるが、その責任はどこにあるかという大変
悩ましい問題も生じるのではないだろうか。

本庄

巌（編集委員）

アントニオ・タブッキ 著（和田忠彦 訳）

イザベルに・ある曼荼羅
（株）河出書房新社

￥2000＋税

2015 年 3 月 25 日発行 ISBN978-4-309-20671-4

本誌のような理系の雑誌に文芸作品を紹介するのはいささか気が引けるが、息抜きにと
思って本書を紹介する次第である。
イタリアの著名な作家であるタブッキの遺作であり、彼の死後発見された完成ノートを
もとに最近出版された幻想的な作品である。多くの著作を持つタブッキの作品の中で、私
はポルトガルの独裁政権下で追われる若者をかくまった男の運命を描いた「供述によると
ペレイラは……」を高く評価しているが、今回の遺作もポルトガルのサラザール体制下の
抵抗運動で投獄され、脱獄の後に消息を絶った美しいイザベラの行方を追って一人称の私
がマカオ、スイス、ナポリ、インドと曼荼羅の円を縮めるように核心に迫ってゆく物語で
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ある。しかしそのたびに物語は少しずつ現実を離れて変容してゆく。そして語り手はシリ
ウス星から来たといい、イザベラもすでにこの世の人ではないことが明らかになってゆく。
生の終りを予感したタブッキ自身の心境であろうか。最後にリヴィエラの海岸にイザベラ
は現れる。白いヴェールの帽子の彼女は彼の手をとって船に誘い、ポルトガルの港町の夜
景の中でかつて二人がしたように最後の別れをする。このシーンは鳥肌立つような幻想的
な美しさで、一夜で砂に描いたチベットの曼荼羅が突然かき消されて無に還るさまは東洋
的ですらある。

本庄

巌（編集委員）

スヴァンテ・ペーポ 著（野中香方子 訳）

ネアンデルタール人は私たちと交配した
（株）文芸春秋、￥1,750＋税

2015 年 6 月 30 日発行

ISBN978-16-390204-3

40～30 万年前に出現し、およそ３万年前に姿を消したとされるネアンデルタール人
と我々現生人類との関係には諸説あったが、我々の遺伝子に彼らの遺伝子が 1～4％は混
じっているとする驚くべき発見の物語である。
ドイツ・ライプツィヒのマックス・プランク人類研究所の遺伝学部門ディレクターをつ
とめる著者は希少なネアンデルタール人の化石から苦心して取り出した細胞核 DNA 検索
の結果、ネアンデルタール人と我々人類との間に交配があった確かな手掛かりを得た。
DNA は生物の死後、破壊されてゆくので 4 万年前のネアンデルタール人の化石の骨から
これを取り出すことは僥倖としか言えない。また化石にはそれに触れた人間の DNA や死
後骨を破壊したバクテリアの DNA が混入している。しかし乏しい DNA を大幅に増殖す
るポリメラーゼ連鎖反応法と大型コンピュータによるデータ処理法を駆使してこの困難を
乗り越えてゆく。
1996 年、著者らはボンのライン州立博物館収蔵のネアンデルタール人の骨から抽出
したミトコンドリア DNA（16,500 塩基対）が現生人類の DNA と類似点がないことを
苦心の末に確認する。この結果は人のミトコンドリア DNA を遡ると 20 万年から 30 万
年前のアフリカにいた一人の女性（ミトコンドリ・イブ）に辿りつくという人類のアフリ
カ単一起源説を支持するものであった。しかしミトコンドリア DNA は母親を介し女系の
みで継承されてゆく遺伝情報なので、両親からの遺伝子を等分に持つネアンデルタール人
の核 DNA（64 億塩基対）を調べる必要があった。
幸い彼は 1997 年、ドイツ・ドレスデンの 4 部門、400 人の職員からなるマック
ス・プランク研究所の設立に参加する。主要メンバーはアメリカ、スイス、イギリス、そ
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してスエーデンと何れもドイツ人ではなく、国際的でかつ実利とは無縁な人類学の研究に、
巨額の資金援助をするドイツという国の懐の深さにも感嘆する。2000 年、少量の DNA
断片をつなぎ合わせるシーケンス法の改良に参加し、2006 年、30 億ヌクレオチドの
配列を得るための大量処理型器械の使用料 500 万ドルの援助をマックス・プランク協会
から受けて、2 年以内の全ゲノム解読を宣言する。
クロアチア・ヴィンディア洞窟の化石ではネアンデルタール人の DNA 情報は 4％以下
と乏しかったが、これから抽出したデータを基に 256 台のコンピュータを使い、AGCT
の 4 種類の核酸からなるゲノムの解読をしてゆく。これはコンピュータを駆使して偽情
報を排除しつつ暗号を解読してゆく作業を思わせる。その結果、アフリカを出たネアンデ
ルタール人と、その後にアフリカを出た我々の祖先とが中東で出会い、彼らの遺伝子を
1～4％受けた現生人類がその後ヨーロッパ、アジア、ポリネシアなどへと広く世界に拡
散して行ったとする結論に達する。そして 2010 年、これらの結果をサイエンスに発表
し大きな反響と年間最優秀論文の栄を受ける。

本庄

巌（編集委員）

Books

Random Scope
γδ型 T 細胞は炎症性サイトカイン（IL-17）を産生
して、好中球と協力して乳がんの転移を促進する
哺乳類の免疫系には異物が血中などの細胞外に留まっているときに排除する体液性免疫と自己
の細胞内に侵入した異物に対処する細胞性免疫とがあり、前者の主役は抗体を産生する B 細胞
であり、後者は異物に侵入された細胞を特異的に識別して対処するαβ型 T 細胞である。αβ
型 T 細胞には、直接に細胞を傷害するキラー T 細胞とその働きを助けるヘルパー T 細胞が知ら
れている。しかしαβ型 T 細胞分化の前駆体から派生するγδ型 T 細胞の標的は未解明であり、
自然免疫と獲得免疫との中間型免疫系として、侵入した異物のストレスに対応するものと位置付
けられていた。
今回乳がん自然転移のマウスモデルを用いた研究により、腫瘍形成によって誘発されたγδT
細胞が、炎症性サイトカイン（IL-17）を発現し、貪食能を持つ好中球の遊走を活性化し、がん
細胞の転移巣形成を促進していることが示された。IL-17 はリュウマチなどの自己免疫疾患の発
生とも関連しており、γδT 細胞 /IL-17/ 好中球のドミノ効果を防止することが今後の課題で
ある。
（Yan）
Coffelt, s. B. et al.,; IL-17-producing γδT cells and neutrophils conspire to promote
breast cancer metastasis. Nature 522, 345-348 (2015)
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読者のコーナー
(1)

本誌、夏号 28 巻 2 号の表紙 Editorial から飛び込んできた「死」と言う文字に釘づけになり、
本庄巌先生の「医療の立場から死を考える」を読ませて頂きました。と言いますのも、今年
6 月、いよいよ喜寿を迎える年齢になり、死についてしっかりと考えておかねばならないと
思うようになったからです。昨年の夏、義理の姉を見送りましたが、意識が殆ど無くなってか
らも半年くらいは延命治療をしてもらったようで、兄は姉が元気に頑張ってくれていると喜ん
でいましたが、意識が無いとはいうものの、本庄先生も書いておられるように、点滴や胃瘻を
介しての補液が姉の苦痛を長引かせていたのかと想像すると可愛そうなことだったのだなと思
いおこしています。読んでいくうちに、毎日新聞（5 月 24 日の朝刊）に掲載されていた増
田寛也（元総務大臣）氏の記事を思い出しました。「日本では老衰や病気で終末期を迎えた人
には、点滴や経菅栄養を付けることが一般的になっているが、世界的に見ると必ずしも当たり
前のことではない。例えば、スウェーデンでは、口からものを食べられなくなってから約 2
週間でみとられている。食べられなくなったときに、人工栄養を行わないと脱水や低栄養が起
こる。このようになるとβエンドルフィンというホルモンの分泌や血中のケトン体の増加によ
り、むしろ呼吸が楽になり、痛みや苦しさが減る『緩和ケア』になっているという。人間の身
体は、枯れるように穏やかに最期を迎えられるようにできている」というのである。この年に
なって初めて、本庄先生もおっしゃってられるように、自然の死は、本人に苦痛を与えること
なく穏やかに命の炎が消えていくように、誠に巧妙に仕組まれているのだということを知るこ
とができました。偶然にも時を同じゅうして、死に関する有益な玉稿を拝読することができ、
自分も含めた人類の終末期医療を真摯に考える、とても有難い妙案を与えて頂けたことに感謝
申し上げます。

(2)

2015/6/3（K.S.）

28 巻 2 号（夏号）の表紙を眺めて画面から先ず受けた第一印象は、その奇妙な「不安定」
感である。普通の人であれば、誰しも同じ思いを抱かれるであろう。何しろ電車が上下逆に
ひっくり返って走っているのだから。人によっては強烈な不快感を抱いても不思議はない。そ
れが普通、一般の人の受け取りだということは誰も否定できない。しかしこの不安定こそ、何
かを示唆しているのではないか。この不安定こそが真実であり、ありのままなのではないだろ
うか。
安定という言葉が、少なくとも束の間でも変化することなく一定の同じ状態で止まっている
ことを意味するとすれば、安定とは事実でもなければ、ありのままでもない。不安定こそ、あ
りのままであり、瞬時も止まることなくすべてが変化し、流動する。まさに、「行く川の流れ
は絶えずして、しかももとの水にはあらず」である。
この絵は、変化してやまない世界の一瞬の輝きを捉えたかのようである。安定しているかに
見せて、この世はまさに有為転変であり、「且つ消え、且つ結ぶ」混沌である。その混沌こそ、
芸術家の眼が捉えたありのままの姿といえる。そのありのままを表すのが、この転倒した構図
であり、それを見つめる裏表紙の眼かも知れない。
セザンヌの静物画にテーブルの上のリンゴと壺を描いたものが数点かあるが、どの絵をとっ
てもみな、奇妙な不安定感を漂わせた構図で、壺はこちらに向かって傾き、リンゴは今にも
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テーブルから転がり落ちそうである。なおもよく見ていくと、土台であるテーブルそのものが
明らかに手前に傾いており、実に奇妙な不安定の気分を湛えている。しかしそれでいて、全体
としてみると確固とした安定感がみなぎるような印象が強い。非の打ちどころがないという心
地がする。画家の眼は明らかに、一般の人の眼とは違ったものを見ているのだ。
今回の表紙には、爽やかさが漲っている。天と地がひっくり返り、風が流れ、逆さまになっ
た電車がその風を切って轟然と疾駆するかのようである。すべてが生き生きと回転し、楽しげ
でさえある。更に詳しく眺めていると、描かれたモノたちが相互に隙間なく隣り合い、緊密に
繋がっているように見えて、よくみるとすべてが意味なくバラバラである。混沌である。
現代の最先端の物理学によれば、すべてがすべてと宇宙的規模で緊密に繋がっている、とい
う。まさに、仏教にいう「縁起」の世界である。すべてのもののそれぞれは、それぞれに依存
して束の間存在し、何処が始まりで、何処が終わりなのかを判別するすべは何処にもない。無
限の円環である。すべての依存関係には、確たる因果関係はなく、すべてはひとときの関係で
あり、そしてまた、一回限りのことである。その一回限りのことが終われば、無限の時の中に
姿を没し、決して同じものが二度と再び繰り返すことはない。つまり、このコラージュは自己
と他者の区別を超え、また論理を超えた心象の風景であり、この世のあり姿、ありのまま、と
いうことでもある。
日本が誇り得る天才的数学者・岡潔博士は数学は情緒でやるものだという。また、数学をや
るには 4、5 歳の子供の頭脳でやらなければならないともいう。その 4、5 歳の頭脳でエル
ンスト・マッハはこの世の成り立ちを見抜いた。そのマッハをアインシュタインは、「マッハ
は子どもの好奇心に満ちた眼で世界を調べた科学者であった」と評した。アインシュタインは
また、このマッハのことを「世が世であれば、マッハこそ相対性理論の発見者であったはず
だ」と述懐している。そのマッハはやがて 15 歳の頃にカントの「プロレゴメーナ」を読み、
カントが最後にしがみついた「物自体」を評して、「なくもがな」といった。「なくもがな」と
は「なくてもよかったのに」ということであり、カントの未練がましさを、やんわりと批判し
たことになる。
カントといえども、「物自体」も残らない「無」の世界を前にたじろいだのだ。そして「物
自体」は残るとした。案の定、カント以降の哲学者は皆、この「物自体」にしがみつき、ニー
チェが「神は死んだ」を叫び、同じ頃にマッハがニュートン力学の絶対性を、その土台から揺
さぶり、崩壊させるまでの数百年の間、目が覚めなかったといえる。
カントでさえたじろいだこの「無」の世界を前にして、中国唐代の傑僧趙州禅師は「たじろ
ぐな、一歩も引くな、無に徹せよ」といった。この「無」は「無執着」の無であり、いわゆる
趙州の無である。その趙州禅師ならば、物が有るとか無いとかにこだわるな、と叱りつけたこ
とだろう。
マッハによれば、この世のすべては色、音、熱、圧力、空間、時間といった人間の感官を通
して与えられる諸要素から成り立つとされる。このマッハの諸要素は多岐多様な仕方で結合し
合っており、更に今まで科学が知りながら、知らぬ振りをしてきたさまざまな気分や、感情や、
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意志がそれに結びついている。これらが多様に組み合わさった複合体として現象化する。更に、
こうした「感性的諸要素」は相互に函数的に依属し合いながら、長短の持続性があるように見
せながら、実は瞬時もそのまま留まることなく、絶えず離合集散を繰り返しているのが、わた
したちが現に生き、そして住むこの世界に他ならない、という。そしてすべては直接、間接を
問わず、すべてと繋がっており、その繋がりも、時をおかず変遷していく。したがって、ここ
にはカントのいう、変化することも、変遷することもない永続的な「物自体」が存在する余地
はない。
このマッハの叙述する世界は、何と仏教の描いた「五蘊からなる世界」（色受想行識）に
そっくりなことか。いずれも混沌が一時的に色即是空の「色」の世界（マッハの諸要素の複合
体という現象世界）になり、また再び元の「空」の世界（マッハの諸要素が離合集散を繰りか
えし且つ変遷する世界）という混沌に還る。
自己とは他者のことである、と見抜いたランボーがヴォアイヤン（透視する人）たらんと志
した。そのような詩人の眼が、論理という妄想のスクリーンを突き抜けて、現実をありのまま
に捉えるように、画家の裸眼も同じ働きをするのかも知れない。棟方志功は描こうとする山の
前に立ち、
「山が逃げていく、逃げていく」と叫びながら付添いの者達にキャンバスの準備を
急がせたという。山が逃げていくわけはない。さりとて、棟方が嘘をつくはずもない。時間が
なま

経つと自分の頭の中の言葉と論理のスクリーンが出しゃばり始め、今見えている山の生のあり
姿がだんだんに薄れ消えていくのを、そのように表現したのであろう。
混沌はこの世の初めだけにあったのではない。昔も今も変わることなくこの世は混沌なのだ。
それを芸術家の眼が捉える。このコラージュの選定に敬意を表したい。

(3)

2015/7/7（Y.M.）
「ローカル誌にしておくのは惜しいような雑誌だね」

。これは先輩からよく言われる本誌の評価
である。本誌に拙文を時々投稿している私もうれしい。加えて、毎号の表紙絵が素敵だ。何故
なら、本誌の表紙は気の利いたデザイン性に加えて芸術の香りがし、もっぱら売らんかなの、
最近の風潮に流されていないからだ。私の中学高校時代の週刊朝日、サンデー毎日の表紙には
国内外の画家の作品が載るので、毎号父親が買ってくるのが待ち遠しかった。
さらに本誌の表紙絵デザインの担当が昨年中野仁人氏から内海仁美氏にバトンタッチされ、
本年 SPRING 号からは小西淳子氏が引き継がれている。前 2 氏の作品はそれぞれ読者の目を
引く物語性豊かな具象的デザインだったが、本年の表紙は趣が、がらっと変わって、抽象画に
なった（広義のだが）。SPRING 号を目にし、ふと、モネの睡蓮の池を連想したが具象画とは
言い難く、よくよく目をこらすとオカルト的な人の顔が浮かび上がってくるではないか。更に、
今までのデザインが「表表紙」に限られていたのが、本年の SPRING 号では本をひしゃげ開
いて「裏表紙」にまで目をやると表裏が連続した一つの作品になっていることに気づいた。裏
面にも少女の顔らしき文様が見えて面白い。他にも沢山の謎めいたオカルト的文様が見え想像
を膨らませてくれる。裏表紙まで広げて見なかったなあー、と言われる読者は今一度ご覧あれ。
SUMMER 号の表紙では、おとぎ話的郊外電車が目にとまり、しかも逆さの風景、これも
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表裏一体に広げてみると、何と裏表紙部分にはオーケストラの総譜の一部が描かれ、ベートー
ヴェンの交響曲「田園」ではと想像した。これも表裏でワンセットなのだ。更に屁理屈的解釈
をすれば、作者の狙いは古今東西の文明変遷を包括する今昔物語なのかも知れない。これに続
く AUTUMN 号、WINTER 号が楽しみだが、読者に裏表紙も見るように仕向ける編集上の配
慮がほしい。
私は今まで抽象画を敬遠してきたが、今回、事ほど左様に面白いことを発見させてもらった。
正解は一つしかない自然科学を論ずる本誌だが、それと対照的に、表紙絵は作者の発するシグ
ナルと読者がもつ心の弦（receptor）の共鳴度次第だから反応は人それぞれでよい。再び私
の中学高校時代に戻るが、ピカソの作品創作過程を逐一追った記録映画が忘れられない。彼は
最初から抽象画（広義の）を描いたわけではなく、ごく忠実に写生した風景画から出発して、
次々と修正に修正を重ね最終的には最初の風景画とは似ても似つかぬ抽象画風に変貌させてい
く。ちなみに、抽象画と言ってもいろいろあり、狭義には写実から出発しないタイプを言うよ
う だ。 遊 び に す ぎ な い が、 ご 興 味 あ る 方 に は 次 の ク イ ズ は い か が で し ょ う か。http://
reverent.org/true_art_or_fake_art.html 私の成績は 40 点でした。


2015/7/10（T.S.）

Random Scope
DNA の複製・修復で生じる DNA 断片を連結させる
万能の DNA リガーゼ 3
遺伝子の実体である DNA の構造は、極性の異なる逆向きの相補的 2 重鎖である。しかしそ
の複製が同じ合成酵素によって、一方向に進むところに矛盾があった。この矛盾を解決したのは、
1966 年に岡崎令治によって提出された DNA 不連続合成モデルであって、その複製された単
鎖 DNA 断片が、逐次 DNA リガーゼ（連結酵素）によって結合されて伸長する。これまでに知
られているリガーゼは 3 種類で、単鎖 DNA 断片を連結するリガーゼ 1 と放射線照射などによ
る 2 本鎖 DNA 切断を修復するリガーゼ４とそれぞれの補助機能とされたリガーゼ 3 であった。
しかし今回ニワトリ培養細胞株を用いて、リガーゼ 3 の構造と機能を解析したところ、リ
ガーゼ 3 はリガーゼ 1 と 4 との重複構造から成り、原核・真核生物の染色体 DNA 複製・修復
だけでなく、ミトコンドリア DNA の複製にも用いられる、全ての生物に必須のリガーゼである
ことが新たに解明された。
（Yan）
Arakawa, H. and Iliakis, G.; Alternative Okazaki fragment ligation pathway by DNA
ligase III. Genes 6, 385-398 (2015)

読者のコーナー
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おしらせ
第 36 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座

認知症を知る

−早期診断とケアを巡って−
				 日
				 場
				

時：2015 年 9 月 26 日（土）13：30－17：00
所：ひと・まち交流館京都 大会議室（河原町五条下がる東側，
市バス「河原町正面」下車，TEL：075-354-8711）
プログラム

13：40－14：30
認知症の早期診断と治療の展開


秋口一郎（康生会武田病院神経脳血管センター長、京都光華女子大学健康科学部教授）

14：30－15：20
認知症の分子イメージング−病態解明と創薬への応用−


畑澤

順（大阪大学大学院医学系研究科放射線統合医学講座（核医学）教授）

15：30－16：10
認知症の行動症状にどう対応するか？−薬に頼らないケアの方法を求めて−


中平みわ（京都光華女子大学健康科学部看護学科准教授）

16：10－16：50

参

加

受

総合討論

付：参加料は無料でどなたでも参加できます。会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ
明記）、職業および連絡先を、2015 年 9 月 14 日（月）までに、「第 36 回いのち
の 科 学 フ ォ ー ラ ム 申 込 み 」 と 書 い て、FAX（075-702-2141） ま た は メ ー ル
（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（公財）体質研究会までお知らせ下さい。会場
の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締切日以降に参加を希望される
場合も、下記までお問い合わせ下さい。

世 話 人 代 表：小西淳二（（公財）体質研究会理事長、京都大学名誉教授）
世

話

人：内海博司、山岸秀夫

連

絡

先：（公財）体質研究会

								 〒 606-0805

京都市左京区下鴨森本町 15

								 TEL：075-702-0824
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催：（公財）体質研究会

後

援：京都新聞
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生産開発科学研究所 4F

FAX：075-702-2141

URL：http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/

編集後記
本誌編集の流れを紹介すると、毎号発行後間もなく編集会議が開かれて、発行号に
対する意見交換の後、次号の内容が構想され、仮の目次が作成される。通常、原稿の
印刷所入稿は、発行日のほぼ 40 日前である。本号に関しては、5 月下旬から 6 月
中旬が編集エネルギーの温存期間にあたる。その時期に、市内の書店や図書館に立ち
寄り、新刊の単行本に目を通して、本誌の特徴に関連する 10 冊程度を選んだ後、
数篇の Books を執筆する。最近の科学の進歩を伝えるニュースとしての Random
scope は、原稿の集まり具合も勘案して、必要な余白相当分を各種学術雑誌から拾
う。その間に、寄稿されたものについては、内容と必要項目を点検した後、著者に受
領のお知らせをする。したがって 6 月中旬から 7 月中旬までのほぼ 1ヶ月が編集作
業の勝負どころとなる。すなわち寄稿された原稿の本文を添付図表と照合しながら、
その整合性を確かめ、著者の意向を尊重した上で、編集稿を作成する。編集稿は数回
の著者点検を経た上で、HP に公開されている Editorial と Books のみ、編集委
員・顧問の査読を受ける。その他の原稿は委員査読を原則としている。査読結果につ
いては、必要に応じて著者と連絡を取りながら、編集稿の修正を行い、印刷所入稿原
稿とする。
前号、28 巻 2 号の随想欄で、「東西文明の十字路」と題して、中東が取り上げら
れていた。今回は、6 月初旬から 3 週間、地中海文明の十字路であったシチリア島
を巡った。シチリア島はイタリア共和国の中でも、特別自治州としての行政特権が認
められていて、州都はパレルモ市で、9 つの県から構成されている。面積は九州と
四国の中間程度であるが、過去の歴史を反映して多様な民族の混沌とした坩堝であっ
た。イタリア語のみを話す家庭と地方語のみを話す家庭がそれぞれ 1/4 で、残りの
半数が両言語の併用である。英語は全く通じない。歴史的順序から、現地人に、ギリ
シャ人、アラブ人（サラセン系）、カルタゴ人（アフリカ系）、ローマ人、東ローマ人
（イスラム系）、ノルマン人（北欧系）がやってきて順次混血し、現在の文化的多様性
と宗教的寛容性を生んでいる。
「苦あれば楽あり」の諺の逆で、旅行が 6 月の編集作業に食い込んだので、帰国
直後から編集地獄が始まった。英語の無用な旅の後であったので、まず Editorial の
「多元的教育システムの必要性」には、全く同感した。特集の「健やかな老い」では、
親子や夫婦の心の絆が基本であり、それを物質的に支援するのが公的介護制度である
ことを再認識し、物心の両輪の大切さを改めて気づかされた。本誌春号、28 巻 1
号特集でも取り上げられた、「糖質制限食」の話題は、本号でも取り上げられている
が、査読の過程で異論が出た。科学的客観性と病に向き合う医師の熱意との狭間で、
編集者としての悩みは大きかったが、新たな論争のきっかけとして、本誌「オピニオ
ン欄」への御寄稿を期待している。また随想欄での、日中の医師間交流や在米邦人会
を通じての日米民間交流などの記事に触れて、日本が米中の間を取り持つ架け橋とな
る道も残されているのではないかと思った次第である。なお本号 Random scope
でも紹介しているように、親から子に伝えられる遺伝子 DNA も、生殖細胞の中では、
破壊と再生、混沌と秩序のリスクが共存していることを知って驚いた（p.240）。ま
た細菌の獲得性免疫機構がヒトゲノム解析に利用されるとの大発見を知り（p.267）、
第 2 次分子生物学革命の到来を実感しつつある。ヒトの寿命には限界があるが、科
学の目指す謎には限界は無さそうである。多くの若者が、科学の謎に挑戦して、国内
外に雄飛する将来を願う毎日である。
7 月 17 日の祇園祭前祭り山鉾巡行の前夜、大型台風の京都接近の報にも拘らず、
伝統を守って、「雨天決行、豪雨強行」との京都町衆の心意気に感動した。 （Yan）
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投稿規定（改訂：2015/6/1)
1. 本
 誌は「環境と健康」に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできる
だけ一般の方々に理解しやすい形で提供し、また誌上での自由な討論をふま
えてみんなで問題を掘り下げたいという目的で出版しています。
2. （公財）体質研究会の活動を中心として編集していますが、読者からの投稿

も受け付けます。ご投稿に当たっては、本誌掲載の「原稿執筆の手引き」を
参 照 い た だ く か、「 い の ち の 科 学 」 の ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html）を開き、季刊誌「環境と健康」を
見て下さい。
3. 編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員
して、環境の中で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発
を目指します。
4. 原稿は下記編集委員会事務局宛に E-mail の添付ファイルでお送り下さい。
「執筆の手引き」に基づいて投稿された原稿については編集委員会において
査読し、採否の決定をします。必要があれば訂正の申し入れをすることを予
めご了承下さい。
5. 予 め申込いただければ 30 部まで別刷を無料で差し上げます。原稿にその
旨一筆下さい。投稿原稿の記名掲載分には、各巻発行後一括して薄謝を差し
上げると共に、本誌を 1 年間献本します。
環境と健康

編集委員会

編集委員

山岸秀夫（代表） 京都大学名誉教授
内海博司（副代表）京都大学名誉教授
今西二郎
明治国際医療大学教授
小川 侃
京都大学名誉教授
小野公二
京都大学名誉教授
小西淳二
京都大学名誉教授
本庄 巌
京都大学名誉教授
村田翼夫
筑波大学名誉教授
竹下 賢
関西大学法科大学院教授
小林宣之
（公財）体質研究会常務理事

編集顧問

遠藤啓吾（放射線医学）
大野照文（古生物学）
篠山重威（循環器内科学）
鈴木晶子（教育哲学）
奈倉道隆（老年学、仏教カウンセリング）
ルスターホルツ、A．
（キリスト教倫理学）

免疫・分子遺伝学
放射線生物学
統合医療学
現象学、政治哲学
放射線腫瘍学
核医学、内分泌学
耳鼻咽喉科学
比較国際教育学
法哲学・環境法思想
編集委員会事務局

大谷貴美子（食教育・食事学）
小西行郎（赤ちゃん学）
清水 勇（環境生態学）
中井吉英（心身医学、行動医学）
山極寿一（人類学）

〒 606-0805
京都市左京区下鴨森本町 15 番地
生産開発科学研究所 4 階
公益財団法人体質研究会内 編集委員会事務局
TEL 075-702-0824 FAX 075-702-2141
E-mail: inochi-kenko@taishitsu.or.jp
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原稿執筆の手引き（改訂：2015/3/1）
本誌の標準的な原稿作成に関する手引きを示します。その他の原稿も本手引きを参考と
して下さい。
1. 本
 誌の特徴：理系文系を問わず、「原報」を載せる学術雑誌ではありません。アカデ
ミズムと社会とを結ぶ、一般読者向けの学術雑誌です。
2. 本誌には次のものを掲載します：①各種特集、②各種プロジェクト、③トピックス
（総説）などの標準的原稿を中心として、④ Editorial（提言）、⑤連載講座、⑥随想、
⑦コラム（短い評論、解説など）、⑧オピニオン（耕論）、⑨各種談義（Books 談義、
サロン談義など）、⑩ Books（書評）、⑪その他編集委員会で認めたもの。
3. 標準的な原稿の構成：①和文表題、②著者名（原則として単著）、所属、専門分野、
③要旨（200 字以内）、④本文（12,000 字以内、見出し符号は、｢1、（1）、1）、
①｣ を基本単位とする）。⑤文献リスト、⑥脚注（用語解説など）、⑦図・表・写真等
（全てを含めて 6 点以内、Word ではなく Power Point で添付）、⑧図・表・写真等
のタイトルと説明文、⑨執筆者紹介。
4. 原稿の入力：文書は MS Word を、図・表・写真等は MS Power Point をご使用下
さい（Macintosh・Windows どちらでも可）。他のソフトの場合は、必ず、テキス
ト形式にして下さい。略語は初出箇所で、括弧を付けて正式名を記して下さい。図・
表・写真等は、モノクロ印刷を基本としていますが、カラー印刷も可能です。なお講
演等で発表した MS Power Point をご使用の場合、図中の重複するタイトルや説明
文などを除いて下さい。
5. 文 献：総説的な文献を中心に 10 件以内、引用順に、本文中該当箇所の右肩に番号
を示し、まとめて文末の文献リストに記載下さい。文中に番号を付記しない場合は、
参考文献とします。文献引用は以下の例にならって、著者が 3 名以上の場合は筆頭
著者名のみを記して「－ 他」または「− et al.」と略記して下さい。雑誌の論文題
目は必要ありません。
（例） 1）加納善光：中国医学の誕生、東京大学出版会（1987）
2）パウエル、D.H.（久保儀明、楢崎靖人 訳）：〈老い〉をめぐる 9 つの誤解、
青土社（2001）
3）大熊盛也 他：化学と生物 37、542（2001）
4）Lee, W. et al.: Radiat. Res. 92, 307（1982）
6. 執筆者紹介：本誌の読者のために、下記の例を参考に、簡単な略歴を付けて下さい。
（例） 体質 太郎（たいしつ たろう）
19 ○○年生まれ。○○大学医学部卒業。○○大学医学部長、○○○○セン
ター長、○○病院長などを歴任。専門は○○○○学。現在、○○○○財団理事
長、○○大学名誉教授。著書に「○○○」（○○出版）、「○○○」（共著、○○
堂）、「○○○」（編、○○堂）など。
7. 原稿締切日：各掲載号の発行予定日（3、6、9、12 月の 1 日）の 3 ヶ月前です。
8. 著者校正：著者校正は初校のみとし、校正は脱字、誤植等に限ります。初校の PDF
送付先住所と E-mail、TEL 及び FAX 番号を記して下さい。
9. 原 稿提出先：原稿は、E-mail（inochi-kenko@taishitsu.or.jp）の添付ファイル、
あるいは CD などで下記の住所にご寄稿下さい。
〒 606-0805 京都市左京区下鴨森本町 15 番地 生産開発科学研究所 4 階
（公財）体質研究会内「環境と健康」編集委員会事務局
TEL 075-702-0824 FAX 075-702-2141
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本誌購読案内
公益財団法人体質研究会は様々な「環境」要因をキーワードに、
「健康」な生活の
実現をめざして研究広報活動を続けています。本財団では、その活動が掲載されて
いる季刊誌「環境と健康」
（年 4 回、季刊）の購読者を募集しています。
本誌の購読者は、医学、薬学、医療技術関連の方々と一般読者です。当誌の記事
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