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Editorial

医療の 2025 年問題
−入院から在宅へのパラダイムシフト−
小西淳二＊
団塊の世代の 700 万人が全て 75 歳以上になる 2025 年を目前にして、医療提供体制に
思い切った改革が求められています。高齢者人口の増加の一方で、2008 年以降、日本の
総人口が減り続けていることにも注目しておく必要があります。つまり、高齢者人口の増
加の一方で、若年者人口が急激に減り始めているのです。 大づかみに云って、0 〜 64 歳
人口が今世紀末まで毎年 100 万人ずつ減少する。これに対して、75 歳以上は 2030 年ま
で毎年 50 万人増加、2030 〜 50 年は横ばい、50 年以降は 25 万人減少すると推定され
ています。その結果、2025 年には国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人が 75 歳
以上という、人類が経験したことのない「超高齢社会」を迎える。これが「2025 年問題」
です。
人口構成が大きく変動すれば、医療や介護の需要は大きく変化します。今後急増する後
期高齢者に対応する医療と、今後毎年 100 万人ずつ減少を続ける若年者向けの医療をど
う調整していくかが、医療制度改革の焦点となっているのです。
0 〜 74 歳が必要とする医療とは、これまでの急性期医療、すなわち、症状・検査によ
り病気を診断し、その治療に全力を尽くす、治癒を目的とする医療「なおす医療」です。
それに対し、75 歳以上が必要とする医療は、従来型の急性期医療を必要とする場合も勿
論ありますが、治癒困難な慢性疾患が増加し、病気や老化を基盤とした様々な障害を持つ
人が増え、病気は完全に治らなくても、地域で生活を続けられるように身体、環境を整え
るような「なおし・支える医療」が重要となり、年齢が進むほどこの傾向が強まっていき
ます。医療の目指すものも疾病予防や生活習慣病予防だけではなく、寝たきり予防、健康
寿命の延長、自立した生活の維持、介護予防などの重要度が増してきます。厚労省の「平
成 25 年国民生活基礎調査」によると、介護が必要になった主な原因のうち、生活習慣病
関連が原因なのは全体の 30.5% であったのに対し、認知症、高齢による衰弱、関節疾患、
骨折・転倒など、いわゆる「老年症候群」を要因とするものが 51.9% を占めていました。
このようなことから、高齢による衰弱（フレイル）に対する適切な介入の重要性が指摘さ
れていますが、障害を持つ患者に対応した医療システムは、地域での療養生活を支える介
護と在宅医療です。これまでの医療の中心であった病院医療から在宅医療へのパラダイム
＊

（公財）体質研究会理事長、杉田玄白記念公立小浜病院名誉院長、京都大学名誉教授（核医学、内分泌学）
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シフトが求められているのです。
このような状況を踏まえて、今までの病院完結型医療から地域完結型医療（地域包括ケ
ア）への転換が進められることになり、医療と介護を一体化して地域に提供する「地域包
括ケア」が国策として推進されるに至りました。「地域包括ケア」という言葉が初めて登
場したのは、2003 年の高齢者介護研究会の報告書『2015 年の高齢者介護』であるとさ
れています。介護サービスを提供するにあたっては、介護以外の問題にも対処する保健・
福祉・医療の専門職やボランティアなど地域の様々な資源を統合した包括的なケアが必要
であるということで、この言葉が使われるようになったのです。
医療については、当初、在宅医療を中心に介護の体制をどう考えるかが中心であったの
ですが、その後、地域包括ケアの中での病院のあり方が議論されるようになり、前回（2014
年）の診療報酬改定において、地域包括ケアをシステムとして完成させていくための柱と
して「地域包括ケア病棟」が登場しました。この病棟では、①家や施設で体調を崩した患
者が地域での生活復帰を意識したリハビリを行いながら、病気と年齢や体力などを考慮し
た治療が行われる。さらに、②急性期病棟からの患者を受け入れ、リハビリや継続治療を
おこなって、在宅復帰を支援することや、③地域での看取り医療も行われます。
このような医療の主な担い手は「かかりつけ医」であり、薬剤師・看護師・栄養士・理
学療法士といった病院のスタッフのみならず、保健・福祉・介護の専門職、ボランティア
など地域の様々な資源を統合した多職種による連携で、
チーム医療を行うことになります。
この病棟を中心とする地域包括ケアシステムとは、住まい・医療・介護・介護予防・生
活支援のそれぞれの面から高齢者を支え、重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で
暮らせる仕組みです。
これまでの急性期の入院に偏重した医療資源の配分を見直さないと、これからの医療
ニーズに対応できません。内閣官房の専門調査会による 2025 年時点の必要病床数の推計
値では、急性期病床は現在約 58 万床あるのに対し、必要数は 40 万床。一方、急性期後
の在宅復帰支援などを担う「回復期」の病床は現状 11 万床だが、2025 年には 37 万 5,000
床必要になると推計しています。
そこで、2025 年の疾病構造に備えて、医療施設の機能分化を図るために、現在の病床
を高度急性期、急性期、回復期、そして療養型に区分して、2025 年までに 4 つの機能別
分類のそれぞれで、どのくらいの病床が要るかという計算法を定め、2 次医療圏ごとの目
標の病床数が出されています。現在、各都道府県で、それぞれの地域特性を考慮しながら、
如何にしてその数字に近いところへ持っていくのか、地域の実情に応じた地域医療構想の
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策定が進められているところです。
以上のように、厚労省は患者ニーズに応じた病院・病床機能の分化と地域包括ケア体制
の整備という二つの柱で、医療・介護サービスの効率化を図り、来るべき困難な時代を乗
り切ろうとしています。
今年は 2 年に一度の診療報酬改定の年でした。4 月から施行された改定事項の中で、以
上述べてきた医療政策の流れに直接関わる改正点を見てみますと、
1）個々の患者の状態を一元的に把握する「かかりつけ医」に手厚くなっています。かか
りつけ医の充実を重視することで在宅シフトを一層強め、
地域包括ケアの柱である「医療」
を強化することが狙いです。また、医療機関は原則、患者が来たら診察に応じなければな
らないのですが、一定の条件のもとで、
（外来診療をしない）
「在宅専門診療所」の開設が
認められました。
外来における「かかりつけ医」機能の評価として、何らかの疾患を有する認知症患者に
対する主治医機能の評価や、小児のかかりつけ診療料などが設けられています。また、薬
局のかかりつけ機能の評価が初めて行われることになりました。
2）外来機能分化を促すために、紹介状なしの大病院受診に対して、定額負担が導入され
ました。体調を崩した人は、まず地域の「かかりつけ医」に行き、かかりつけ医が幅広い
症状を診察して、高度な治療が必要だと判断した場合だけ大病院に紹介状を書くという仕
組みを作り、医療費の無駄を省くシステムです。
3）急性期病床の基準を厳しくして、重症者向けのベッドを減らすとともに、早期退院の
ための支援を強化。回復期リハビリ病棟では疾患別リハビリに成果の評価が導入されてい
ます。慢性期医療については、より医療必要度の高い患者を入院させるための見直しなど
が行われました。
地域包括ケア体制の整備を進める上で、
医療現場において今最も求められているのは
「か
かりつけ医」としての総合診療医の育成です。
高齢の患者さんは生活習慣病、循環器疾患、癌や感染症などの複数の疾患を併せ持つこ
とが多く、また、社会的な問題（独居，障害など）も含めて全人的な医療を必要とするの
が特徴です。したがって、このような患者さんを診る医師は、日常遭遇する多くの疾患を
最初に診てどうするかを決め、その後の継続医療を自ら行ったり、場合によっては専門医
に紹介するというプライマリ・ケア能力を持つと共に、地域の健康問題をマネジメントす
る能力を持たなければなりません。これら二つが総合診療専門医の専門性です。領域別専
門医は「深さ」が特徴であるのに対し、総合診療専門医は「扱う問題の広さと多様性」が
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特徴です。
これまで強い専門医指向で、分化を重ねて来た我が国の医療システムは、患者を全人的
に診る医師が育たない欠点を有していました。総合診療の専門医が認知されていなかった
ことで、医学教育においても対応が遅れ、幅広く高齢者を診る医師がキャリアを積む進路
がないため、若い人が育たなかったのです。
この「総合診療専門医」がようやく新たな専門医として認められることになり、準備が
進められていることを 2 年前の本欄で述べました（高齢社会と総合診療専門医、27 巻 3
号）
。具体的には、我が国の専門医制度が、これまでの学会による認定から、第 3 者機構
による認定へと大改革される機会に、
総合診療の専門医制度が発足することになりました。
しかし、新しい専門医の研修は 2017 年度から始まっても、専門医が生まれるのは 20 年
度以降となります。当面の対応として、日本医師会では現在の開業医を対象に、今年 4
月から「かかりつけ医」を育てるための研修を始めることにしています。
スタートを目前にした新専門医制度なのですが、最近になって地域医療を担う病院団体
や医師会などより、その発足を延期すべきでは、との意見が出て目下ホットな議論となっ
ています。というのは、指導医の多くが大学病院または大都市の基幹病院にいることから、
医師の偏在をさらに強めるのではないか、あるいは大学病院の医局が再び復権するのでは
ないか、という懸念があるためです。新たな専門医である総合診療専門医については、指
導医のほとんどが地域で活躍していることから、上記のような懸念はありません。もし既
存の各専門領域で、批判に堪えるような研修体制の手直しが行われるのに時間を要すると
すれば、新発の総合診療専門医だけでもいち早く発足させないと「かかりつけ医」が中心
的な役割を持つ「地域包括ケア」の推進が絵に描いた餅に終わるのではないかと、危懼さ
れる次第です。
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放射線照射技術の活用

121 年前の X 線の発見以来、放射線は医学、工学、農学など、色々の分野で広く
使われており、放射線照射技術は日常生活に欠かせない存在となっています。しかし、
原子力発電 ( 原発 ) に代表されるエネルギー利用に比べ放射線照射技術の具体的な利
用状況は市民にはほとんど知られていません。そこで、昨年、本誌夏号（Vol.28
No.2）にて、放射線照射技術の解説と共に、日常生活における放射線照射利用の例と
して、医学検査、害虫防除、漆器の改良の話題を紹介しました。今回、これに引き続
いて、輸血用血液製剤の放射線処理、医薬品製剤の滅菌、繊維の機能化など、放射線
照射技術が我々の周りでどのように利用・活用されているかを紹介します。

特集 放射線照射技術の活用 にあたって
中村清一＊
121 年前の X 線の発見以来、X 線を含む放射線は、医学、工学、農学など、色々の分
野で実用化が進み、放射線照射技術は我々の日常生活には欠かせない存在となっています。
その結果、平成 19 年、日本原子力研究開発機構が発表した報告書によると、平成 17 年
度（2005）における工業、農業、医学・医療分野における放射線照射利用の経済規模は、
工業利用が約 2 兆 3,000 億円、農業利用が約 2,800 億円、医学・医療利用が約 1 兆 5,400
億円、合計 約 4 兆 1,100 億円と評価され、これはエネルギー利用である原子力発電関連
が輸出機器を含めても 4 兆 7 千億円とされる額にほぼ肩を並べる大きな存在になってい
ます。
このように、放射線照射利用は社会に広く普及し、生活に欠かせない存在となっている
にもかかわらず、原発に代表されるエネルギー利用に比べ、その具体的な利用の状況は市
民にはほとんど知られておらず、
その有用性についても正しい評価が与えられていません。
それだけでなく、なぜ、他の方法ではなく放射線が利用されるのか、必要な線量はどれく
らいなのかなどということは、ほとんど理解されていないのが現状です。
そこで、昨年、本誌夏号（V0l.29 No.2）の特集に引き続き、放射線照射利用の例として、
＊

（公財）体質研究会主任研究員（公衆衛生学）

特集 / 放射線照射技術の活用

93

特集 / 放射線照射技術の活用

①輸血用血液の放射線処理について、②電子線による製剤（医薬品）の滅菌について、ま
た、③放射線照射による繊維の機能化の実用に向けた試みなど、本特集では放射線照射技
術が我々の周りでどのように利用・活用されているかを紹介します。
（1）血液は、栄養や酸素の運搬、免疫など人間の生命を維持するために重要な役割を担っ
ています。そのため、体内の血液が大量に失われた場合、血液の機能を維持するための手
段として輸血があります。しかし、輸血用血液には副作用により人体に有害な作用をあら
わすものがあり、特に、輸血後 GVHD（輸血後移植片対宿主病）は重篤な副作用を示す
ことが知られています。そこで、輸血後 GVHD を防止するため、輸血用血液は、原則、
放射線を照射して使用することになっています。まず、輸血用血液製剤の話及び輸血用血
液製剤への放射線照射について、その概要を紹介します。
（2）医薬品製剤の無菌化のための滅菌法は一般的に高圧蒸気滅菌やフィルターろ過滅
菌が採用されています。しかし、熱に弱い医薬品や粉末、粘性のある医薬品などは従来の
滅菌法では滅菌処理が難しく各社が対応に苦慮していました。そこで、温度上昇もほとん
ど無く、物質を透過して滅菌できる電子線滅菌が検討され、その結果、日本薬局方が改訂
され医薬品の電子線滅菌が承認されました。ここでは、高エネルギー電子線滅菌の特徴と
無菌製剤への利用の背景などを紹介します。
（3）上述の紹介例のように、放射線は医療・工業・農業など幅広く利用されており、
特に工業分野では、IT 製品、自動車の部品、各種の容器の無菌化、はては非破壊検査など、
身の回りの多くの場面で使われています。これに対して、同じ工業分野でも繊維加工に応
用した例はあまり聞かれません。しかし、高分子材料やビニルモノマーに電子線を照射す
ると、分子内にラジカルを生じ、これにより材料の性質を変化させ、母材に新しい機能を
付与することができることが注目されています。放射線グラフト重合による身近な繊維の
機能化というテーマで、繊維加工の分野での放射線照射の実用化に向けた試みについて解
説しました。
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輸血用血液製剤への放射線照射について
河村朋子＊
要旨：血液は、栄養や酸素の運搬、免疫など人間の生命を維持するために重
要な役割を担っている。現在、血液の機能を完全に代替できる手段はなく、
輸血は医療において欠かすことができない治療法となっている。輸血用血液
製剤は日本では全て献血血液から製造されている。輸血用血液製剤には様々
な安全性確保対策がとられており、その中で、輸血用血液への放射線照射は
輸血後の GVHD という重篤な副作用を予防する最も有効で確実な方法であ
る。
1．献血から輸血用血液製剤として医療機

状態、輸血により感染する可能性のある病

関へ届けられるまで

気にかかったことがあるかなどを確認して

病気やけがで輸血を必要とする患者に必

いる。また、献血の基準を満たしているか

要な血液を届けるために、日本赤十字社では

どうか、医師の問診と血液検査で確認して

全国の血液センターで献血を受入れ、輸血

いる。

用血液を製造し医療機関に供給している 1）。 （3）採血
「輸血用血液製剤」は、人の血液から赤血球、

献血時の採血には、すべての血液の成分

血小板、血漿成分を分離調製した製剤であ

を採血する「全血献血」と、血小板または

る（図 1）
。日本赤十字社では、献血いただ

血漿のみを採血する「成分献血」の 2 種

いた血液の安全性を確保するために様々な

類の方法がある。

対策を行っている。以下に献血の流れに沿っ
て現在実施している安全対策について紹介
する。
（1）献血の受付

（4）検査
献血された血液は全国 8 カ所の赤十字
血液センターの検査施設に運ばれ、血液型
や感染症関連検査（抗原・抗体検査、核酸

輸血用血液製剤の安全性を確保するため

増幅検査）の他、献血者へのサービスとし

に、献血していただく方に対して受付時に

てお知らせする生化学検査・血球計数検査

身分証明書の提示などの本人確認を行い、

を実施している。

責任ある献血をお願いしている。
（2）問診・事前検査
献血時には、献血していただく方の健康

（5）製造
全血献血で得られた献血血液からは、赤
血球製剤と血漿製剤がつくられ、成分献血

＊

日本赤十字社・近畿ブロック血液センター学術情報課長
（輸血医療情報）
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図1

血液の組成・働きと輸血用血液製剤

で得られた献血血液からは、血漿製剤と血

致 死 的 な 副 作 用 で あ る、GVHD（Graft

小板製剤がつくられる。

Versus Host Disease：移植片対宿主病）

保存前には、全ての輸血用血液製剤は白

を予防するためであり、放射線照射は医療

血球を低減化している。これは白血球に起

機関で行われることもある。放射線照射を

因する発熱や感染症などの副作用を予防す

することによって、輸血用血液製剤に危険

るためである。血漿製剤以外の輸血用血液

物質（例えば放射線を発する物質など）が

製剤には、定められた量の放射線を照射し

残ることはない。これまでに輸血用血液製

て、白血球の一つであるリンパ球が増殖し

剤に照射した放射線により、輸血を受けた

ないようにしている。これは、輸血された

患者さんが健康被害を受けたというような

患者さんの身体内で、輸血用血液製剤中に

事例は報告されていない。

含まれるリンパ球が増殖することで起こる
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輸血された血液中の免疫担当細胞（主にリ

（6）保管と供給
製造された輸血用血液製剤は、それぞれ

ンパ球）が患者の骨髄・皮膚・肝臓などの

の製剤に最も適した条件で、全国の血液セ

体組織を攻撃することであるということが

ンターの保冷庫や冷凍庫などで保管され

解明された 4）。

る。医療機関からの要請が入り次第、迅速
に供給される。

輸血後 GVHD は輸血 1 〜 2 週後に発熱・
紅斑で発病し、これに続いて肝障害・下痢・
下血等の症状が続き最終的には骨髄無形

2．輸血副作用

成・汎血球減少症、多臓器不全を呈し、輸

輸血を受けることで、蕁麻疹（じんまし

血から 1 ヶ月以内にほとんどの症例が死

ん）や発熱、呼吸困難や血圧の変動などの

亡する
（図 2）
。輸血後 GVHD の発症には、

副作用や感染症が起こることがある。輸血

①輸血血液に含まれるリンパ球が宿主（患

副作用で最も多いのは、かゆみ、蕁麻疹、

者）によって排除されないこと、②輸血さ

発熱等の軽微な副作用である。日本では、

れた免疫担当細胞が宿主（患者）組織を異

2000 年以降は報告されていないが、輸血

物として認識することが条件となる。

後 GVHD は、非常に重篤な輸血副作用で
ある。

当初、このような条件を満たすのは患者
が免疫不全の状態であることのみが考えら
れたが、明らかな免疫不全のない患者にお

3．重篤な輸血副作用：輸血後 GVHD
日本では、1955 年霜田により「術後紅

いても多く発症しており、HLA 一方向適合
が関与していることが明らかになった 4）。

皮症」として最初に報告された。手術後に

HLA 一方向適合とは、患者が血液供血者を

発熱、紅斑、肝機能障害などの重篤な症状

認識する方向では適合しているが、血液供

を呈した 12 例のうち 6 例で死亡し、死亡

血者（輸血用血液）が患者を認識する方向

した 6 例は白血球減少症を伴っていたこ

では不適合である条件が重なった場合をい

とが報告された 2）。術後紅皮症は長年原因

う。この条件では、患者は供血者のリンパ

が不明であったが、1984 年青木らが心臓

球を拒絶しないが、供血者リンパ球は患者

血管外科手術で大量の血液を輸血された症

リンパ球や組織を認識して増殖し、患者の

例を報告、患者の傷害されている造血幹細

死に至るまで傷害する。

胞の周りに大型の顆粒を含んだリンパ球が
3）

HLA 一方向適合の組み合わせが起こる

付着していることを報告し 、術後紅皮症

頻度（確率）は非血縁者からの輸血では約

の一部は輸血後 GVHD であることが推定

数百回に一回と考えられているが、血縁者

された。その後、輸血後 GVHD の原因は、

からの輸血では同一 HLA を保有している
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可能性が高いので一方向適合になる確率は

1993 年から全国規模で輸血副作用の情報

非血縁者よりも数倍〜 10 倍程度高くなる

収 集 を 開 始 し た が、1997 年 ま で 毎 年 約

ため、特に危険である（図 3）。

10 例の患者が輸血後 GVHD で死亡して

また、免疫応答と分裂増殖能力（活性）

いることが報告された。

のあるリンパ球が患者に輸注されることが
リスクであり、新鮮凍結血漿を除きすべて

4．輸血後 GVHD 予防のための放射線照射

の輸血用血液には活性のあるリンパ球が含

有効な治療法はまだ確立されていないた

まれる可能性がある。日本赤十字社では

め、発症予防が唯一の対策方法である。輸

図2

輸血後 GVHD の病態
出典：文献 7
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血後 GVHD の予防としては、輸血の適応

血液照射装置の原理は、電離放射線であ

を厳密にする、近親者間の輸血を避ける、

る X 線を X 線管装置から血液バッグに充

自己血輸血を行うことなどがあるが、輸血

填された血液及び血液成分に照射するもの

用血液製剤に放射線照射を行うことが最も

である。照射される X 線量は、
線量計プロー

確実で効果的である。

ブに入射し、線量計により蓄積されあらか

輸血後 GVHD の原因であるリンパ球の

じめ設定した線量に達すると X 線を遮断

増殖を抑制するためには最低 15Gy の線

する。赤十字血液センターでは設定線量を

量が必要である。一方、赤血球、血小板、

15Gy としている。設定線量はトレイ内の

顆粒球の機能や寿命を損なわない上限の線

最低値であり、トレイ内のどの部分でも設

量は 50Gy である。そこで、放射線照射

定線量（15Gy）以上の照射がされること

に関しては血液バッグのいずれの部位に対

になる。X 線管装置は上下に配置されてお

しても 15Gy 以上 50Gy 以下の線量が照

り、同時に X 線照射を行う上下二方向照

射されなければならない 5 − 7）。この範囲

射方式である。上下二方向照射方式では大

内での放射線照射は輸血用血液の機能や寿

線量が得られかつ、陰極と陽極を互いに対

命、輸血効果にほとんど影響を与えないと

向させることにより照射 X 線量の均一化

考えられているが 7）、放射線照射後の赤血

が図れるという特長がある。

球製剤では、保存に伴って未照射の血液に
比べて上清カリウム濃度が上昇する。カリ
ウムの急速負荷は心停止の危険性があるた
め、胎児、低出生体重児、新生児、腎障害
患者、高カリウム血症の患者、急速大量輸
血を必要とする患者等については照射日を
確認して速やかに使用する等注意が必要で
ある。
（1）血液照射装置
輸血用血液の放射線照射には X 線とγ
線が用いられているが、赤十字血液セン
ターでは、X 線源の照射装置を使用してい
る。X 線源の照射装置は装置表面を管理区
域にできるため、設置場所の制約が少ない
（図 4）。

図4

輸血用血液の放射線照射装置
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（2）輸血用血液製剤の照射手順

8）輸血用血液製剤のラベルを貼付し、包

1）照射装置の使用前に日常点検を実施す

装する。

る。
2）照射トレイに血液バッグを並べる。1
回の照射で輸血用血液が 10 本まで同時に

5．放射線照射済み輸血用血液の供給
日本赤十字社では、1998 年に放射線照

照射できる。

射済みの輸血用血液の供給を開始した。厚

3）照射トレイを照射装置のテーブルに搭

生労働省通知の「輸血療法の実施に関する

載し、装置の扉スイッチを押しテーブルを

指針」及び「血液製剤の使用指針」におい

装置内に搬入する。

ても、新鮮凍結血漿を除く輸血用血液は輸

4）照射線量を 15Gy に設定し、照射開始

血後 GVHD を防止するために、原則とし

スイッチを押すと X 線照射が開始される。

て、放射線を照射して使用することとなっ

5）設定した線量に達すると、X 線が遮断

ている 8）。そのため現在では、輸血用血液

される（開始から約 6 分程度）。

はほぼ全て、医療機関もしくは血液セン

6）扉スイッチを押しテーブルを搬出させ、

ターで放射線を照射されたものが使用され

トレイを取り出す。

ている。2000 年以降、放射線照射済み輸

7）照射済みの輸血用血液製剤に照射日、

血用血液の使用による輸血後 GVHD の確

照射線量を記載したシールを貼付する。

定症例の発症は確認されなくなった
（図 5）
。
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け、副作用の防止対策を改善していく必要
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、1923-1926
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7) 日本輸血・細胞治療学会：輸血副作用対応ガイド
Ver.1.0
8） 厚生労働省医薬食品局血液対策課：「輸血療法の実施

がある。
最後に、病気やけがなどで輸血を必要と

に関する指針」
（改訂版）及び「血液製剤の使用指針」
（改訂版）平成 17 年 9 月（平成 26 年 11 月一部改正）

している患者さんの尊い生命を救うため、
日本赤十字社では、16 〜 69 歳まで（注 1）
の健康な方に献血のご協力をお願いしてい
る。献血は、毎日稼働している献血バスと
常設の施設で受け付けているので、是非、
献血へのご理解とご協力をお願いしたい。

Random Scope
動脈硬化症治療薬のアパミシブは抗腫瘍効果を示す
コレステロールのエステル化を阻害して、細胞膜コレステロールレベルを上昇させる薬剤、アバミシ
ブは細胞傷害性 T 細胞を活性化して、メラノーマに抗腫瘍効果を発揮することが示された。今後免疫
チェックポイント阻害薬との併用療法が期待される。
（Yan）
Yang, W. et al.: Potentiating the antitumor response of CD8＋ T cells by modulating
cholesterol metabolism, Nature 531, 651-655 (2016)

注 1)

65 歳以上の方の献血については、献血いただく方の健康を考慮し 60 〜 64 歳の間に献血経験がある方に限る。
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無菌製剤の電子線滅菌について
山瀬

豊＊

要旨：高エネルギーの電子線による滅菌は、低エネルギー電子線に比べ透過
力が高いために従来のプラスチックの表面加工処理だけでなく放射線滅菌の
代表とされるガンマ線滅菌とともに医療機器、包装容器などに広く利用され
るようになってきた。近年では、無菌製剤 ( 無菌医薬品 ) そのものの滅菌法
としても電子線滅菌が認可され実用化されている。本稿では、当社の事例を
中心に、高エネルギー電子線滅菌の特徴と無菌製剤への利用背景などを紹介
する。
1．はじめに

に電子線も加えられ、ようやく医薬品の電

無菌製剤の滅菌法は一般的に高圧蒸気滅

子線滅菌が承認されるに至った。その間、

菌（湿熱滅菌）やフィルターろ過滅菌が採

およそ 10 年の年月を要した。最近では医

用されている。しかし、熱に弱い医薬品や

薬品の国際的な監査の枠組みである PIC/

粉末、粘性のある医薬品などは従来の滅菌

S に我が国も加盟し、国際的に共通の枠組

法では滅菌処理が難しく、各社が対応に苦

みで医薬品の製造管理を実施するようにな

慮していた。そこで、温度上昇もほとんど

り、その中で医薬品への放射線利用や電子

無く、物質を透過して滅菌できる電子線滅

線滅菌についても具体的管理方法等が明記

菌が検討された。しかし、当時

されるようになった。

国内では

医薬品の電子線滅菌の前例は無く、ガンマ

さらに本年改訂の日本薬局方には、無菌

線でも特殊な製品の数例のみといった状況

医薬品の最終滅菌とパラメトリックリリー

で、日本薬局方の滅菌方法にも電子線の記

ス
（滅菌工程で収集された情報を照査して、

載が無かった。また、電子線滅菌の承認申

出荷の可否を判断すること）に関する参考

請当初において、審査担当官より、医薬品

情報が予定されており、ここでも電子線滅

に放射線を照射しても本当に大丈夫なの

菌の管理方法なども収載される見込みで、

か ? 放射能はないのか ? など疑問視され

今後の無菌製剤の電子線滅菌の利用拡大と

るほどであり、医薬品の電子線滅菌の申請

ともに無菌製剤の品質向上に期待したい。

から承認までの長い道のりとなった。その
後、様々な指摘、照会等を経るとともに
日本薬局方が改訂され、放射線滅菌に新た
＊

日本電子照射サービス（株） 関西センター（放射線滅菌）
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2．国内の電子線滅菌の歴史

に関するガイドライン（事務連絡）を作成

国内では 1980 年代において、低エネル

し、国内での電子線高エネルギーの事例を

ギー（1MeV 未満）の電子線の工業用プ

皮切りに、徐々に広まりをみせ、2006 年

ラスチックフィルム等の架橋、表面処理利

につくば市の電子線照射施設で、無菌医薬

用と異なり、高エネルギーの電子線（3MeV

品の承認が得られた。その後近年では液剤

以上）は、電子線の透過力が高いために梱

の消毒薬の電子線滅菌も承認された。

包箱のままで内部の製品を殺菌、滅菌する
ことが可能と考えられ、高崎の原子力研究
所などで殺菌作用などの研究が進められて

3．電子線滅菌とは
（1）電子線照射設備と電子線発生原理

いた。そして 1989 年に茨城県つくば市に

電子線の照射施設の概略は、図 1 に示す

高エネルギーの電子線（5MeV）照射設備

ように、
コンクリート遮蔽壁
（最大厚 2.5 ｍ）

が設立され、その後、1991 年に国内にお

でおおわれた建屋の上部に電子加速器が設

ける高エネルギー電子線による滅菌では初

置してあり、加速された電子線はビームラ

めて、医療用具の滅菌施設の製造業許可と

インを通り下部の照射室で対象物に照射が

滅菌製品の承認が厚生省から得られた。そ

行われる。この加速器の電子線の発生原理

して同年、厚生省は医療用具の電子線滅菌

は、図 2 に示すように、テレビのブラウン

図1

電子線照射施設
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管と同様で、電球のフィラメントと類似の

より完全に微生物の増殖を停止し殺滅させ

電子銃より放出され易い状態となった電子

る。その際の照射時間は約 2 〜 3 秒ほど

が高電圧下で加速され、磁力により電子線

である。

をスキャニングして一定の幅（約 1.4 ｍ）
で均一に照射される。

4．電子線滅菌の特徴

（2）電子線滅菌の殺菌原理

（1）電子線滅菌の長所

電子線滅菌の原理は図 3、4 に示すよう

1）物質を透過する：①当該高エネルギー

に、電子線の電離放射線の電離作用等によ

5MeV 電子線では密度 1g/cm3 の素材（水

り殺菌される。この電離作用は微生物の

やプラスチックブロック等）に対し両面照

DNA の構造に直接的にダメージを与える

射により約 40 ｍｍ透過でき、梱包かさ密

直接作用と、DNA の周りの水分子の活性

度 0.1g/cm3 の場合には両面照射により約

化された OH ラジカルが DNA にダメー

400 ｍｍ透過が可能である。②紫外線な

ジを与える間接作用があり、この両作用に

どと違い金属であってもその金属の厚み、
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かさ密度と高さの制御により透過可能であ
る。

クリリース）とは、いわゆる電子線の線量
（Dose）の結果により滅菌判定を行い、製

2）照射による温度上昇が少ない：①照

品の無菌試験など培養試験が省略可能とい

射による温度上昇は 10kGy の滅菌線量で

うもので、日米の規制緩和の際に国内にも

水の場合温度上昇 2.4℃ときわめて少な

導入され適用可能である。②日本薬局方の

い。②熱による影響を受けやすいプラス

「最終滅菌医薬品の無菌性保証」の項にも

チック素材、生薬、医薬品などにも有効で

記述されている。

ある。③冷却、冷凍のまま照射することも

5）残留物質の心配がなく滅菌後の処理

可能で、この場合常温に比べさらに変質の

も不要：エチレンオキサイドガス（EOG）

抑制が可能である。米国、フランスなどで

や有害薬剤等による滅菌の場合これらの残

はサルモネラ菌、大腸菌 O-157 対策とし

留物の後処理などが必要だが、電子線滅菌

て食肉（ひき肉）を冷凍状態で電子線照射

の場合これらの残留物はなく、滅菌の後処

している事例がある。

理が不要である。すなわち高圧蒸気滅菌等

3）照射処理時間が短く、滅菌効果の判

での滅菌後の乾燥も不要となる。

定時間も早い：①ガンマ線に比べ、線量率

6）委託滅菌費用が安価：①外部委託の

（時間当りの照射吸収線量）が数千倍〜数

場合、自社設備導入に比べ設備投資、設備

万倍と高いため、実質照射時間が数秒と短

管理費、専門技術者等が不要である。②エ

く、その他の滅菌法と比較してもきわめて

ネルギー源が高額な放射線物質でなく電力

高速で連続処理が可能である。②高線量率

であること、高線量率で高速大量連続処理

のため材質への影響（劣化、着色、臭気等）

が可能であること、滅菌後のガス抜き等後

は、ガンマ線に比べ一般に少ない（同線量

処理が不要なことなどにより滅菌トータル

の場合）
。③線量測定は電子線用フィルム

コストが安く、
特にかさ密度の低い（軽い）

型線量計により照射後 1 〜 2 時間程度で

ものほど透過性が良いため、容積当たりの

計測可能であり、滅菌の判定も短時間で可

滅菌費用は安価である。

能である。④試験照射、滅菌バリデーショ

7）滅菌バリデーションが比較的容易：

ン（科学的妥当性検証）などの場合、短時

①電子線滅菌の殺菌実質ファクターは、線

間で大量のデータが取れるため詳細な内部

量（ 吸 収 線 量：kGy） だ け で あ る た め、

線量分布測定も容易である。また、多種の

EOG 滅菌のように多数の滅菌管理ファク

バリデーション試験も容易である。

ターがなく滅菌バリデーションデータの取

4）ドジメトリックリリースが採用可能：

得が容易である。②滅菌梱包品内部の線量

①ドジメトリックリリース（パラメトリッ

分布は、照射条件に従って物理的に傾向が
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定まるため、蒸気、ガス系等の滅菌方法に

も対応可能である。②ろ過滅菌できない形

比べその挙動を予測しやすく再現性も高

態のものにも透過により対応可能である。

い。また、これらの線量は各種線量計を用

③今まで滅菌処理できない医薬品の場合、

いて容易に詳細な測定が可能である。③

その無菌プラント設備やバリデーションで

ISO で定めた滅菌バリデーションガイド

莫大な費用が発生する割には、無菌性の保

ライン（ISO11137）の忠実な実施が可能

証レベルを高くできない。しかし電子線に

である。従ってこの滅菌条件設定は国際的

よる最終滅菌が可能となれば滅菌前工程を

に通用し海外輸出品にも対応可能となる。

大幅に簡略化でき、無菌性保証レベルを高

8）放射性物質を使用しない発生原理：
①ガンマ線滅菌の場合は放射性物質を用い

く保つことが可能である。
（2）電子線滅菌の短所、留意点

るが、電子線は電気をエネルギー源とする。

1） 設備が大型で高額である。

ガンマ線ではこの放射性物質（線源）が自

2） 設備の管理に放射線の専門資格者が

然に減衰するため定期的に高額な線源補充

必要である。

費用（年間数億円）や放射能安全管理など

3） 透過能力がガンマ線に比べ劣る。

が必要だが、電子線の場合、これら放射性

4） 材質へ影響に関する事前の試験が必

物質に関する費用、管理が不要である。②

要で、特に医薬品の場合は詳細試験

電子線はガンマ線に比べ放射能、放射線の

も必要である。

イメージが少なく、一般消費者に対し不安
感が少ない。

5） 梱包内部の品物の配置パターンに留
意が必要である。

9）滅菌方法や滅菌バリデーション方法

6） WHO/FAO ではあらゆる食品に照

の公的文書化：① ISO/TC198（医療用品

射しても毒性はないと宣言している

の滅菌専門委員会）で定めた放射線滅菌法

が、国内での食品への利用は原則と

および滅菌バリデーション（ISO11137）

して認められない。

に電子線滅菌法が収載されている。②国内

7） エネルギーは 6MeV を超えると放

では日本薬局方の参考情報、「最終滅菌法

射化（放射性物質化）の可能性があ

及び滅菌指標体」
、「微生物殺滅法」や厚生

り、「放射線発生装置の使用におけ

労働省「医療用具滅菌バリデーションガイ

る放射化物の取扱いについて / 平成

ドライン（医薬監第 69 号）」等に電子線

10 年 10 月 30 日

滅菌法が明文化されている。

留意が必要である。

科学技術庁」の

10）医薬品への電子線滅菌メリット：
①低温処理のため高温処理できないものに

特集 / 放射線照射技術の活用

107

特集 / 放射線照射技術の活用

5．電子線滅菌の利用動向

各実施事例
（試

験品含む）

け入れられない土壌があった。しかし、近
年の医薬品製造管理に関する国際的な考え

（1）医療機器・衛生用品：医療用カテー

方の中で、無菌医薬品についてはその無菌

テル、シリンジ、採血用留置針、採

性の保証の観点がより厳しさを増してお

血用針、採血管、手術用縫合糸、脱

り、より安全性の高い方法として包装容器

脂綿、綿棒、ガーゼ、救急絆創膏、

に入れた後での最終滅菌が推奨され、医薬

手術用手袋、手術用ガウン、インプ

品への放射線使用に関するガイドライン等

ラント、歯科用品等。

もできてきた。

（2）医薬品・生薬・化粧品：・無菌製剤、
生薬、原料、賦形剤、化粧品等。

そこで、今回紹介した高エネルギー電子
線を用いた電子線滅菌は、従来、最終包装

（3）容器包装材：無菌製剤容器（点眼薬、

滅菌が困難な場合の薬剤でも、包装容器外

洗眼薬、眼軟膏等）
、医薬品容器、

部からの照射が可能（透過厚みの制限はあ

投薬瓶、化粧品容器、スプレー缶、

る）なことから、国際的に要求が高まって

スプレーノズル、ペットボトル、バッ

いる無菌性保証水準のレベル向上に対して

グインボックス（BIB）
、各種キャッ

も、従来のろ過滅菌と無菌操作による製造

プ（ドリンク剤用アルミキャップ、

に比べ、約 1,000 倍程度の無菌性保証レ

牛乳瓶用樹脂キャップ、飲料用樹脂

ベルを向上させる。その上、これらを保証

口栓、ノズル他）。

するための科学的検証（バリデーション）

（4）試験検査器材：培養用プラスチック

も、電子線照射滅菌であれば迅速に詳細

シャーレ、マイクロプレート、臨床

データをとることができ、これまでのバリ

用検査用チューブ、各種検査用容器

デーションのための労力、費用、時間が大

等。

幅に軽減されることにつながると考えられ

（5）その他：動物用飼料、動物飼育用資

る。近年では放射線では困難とされていた

材、化粧品資材、クリーンルーム資

液状の無菌医薬品である殺菌消毒剤の電子

材、培地、細菌培養足場等。

線滅菌も実用化され、ドジメトリックリ
リース（パラメトリックリリース）が承認

6．無菌製剤の電子線滅菌の将来展望

されて最終無菌試験が省略可能となった。

前述のように、これまで医薬品で電子線

今後の高エネルギー電子線照射の医薬品滅

を照射する、つまり放射線を照射するとい

菌への適用事例の拡大を期待するととも

うだけで、我が国では食品照射同様に放射

に、ウィルス不活性化の応用研究など、新

線の言葉のアレルギーがあり、なかなか受

しい分野での利用に期待する。
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放射線グラフト重合による身近な繊維の機能化
奥林里子＊

要旨：ウィッグ ( かつら ) や人工毛皮などに用いられているモダクリル繊維
に、イオン交換基を導入するための中間体（足場剤）を電子線グラフト重合
し、続いて還元処理することで、効率よくカチオンを交換できる水処理材が
得られた。また、防弾チョッキなどに使用されるパラアラミド系繊維にアニ
オン基を有するモノマーを電子線グラフト重合することで、従来の染色法で
染められるパラアラミド系繊維が得られた。

1．はじめに
高分子材料やビニルモノマーに電子線を

あるいは照射後にモノマーを塗布すること
で（前照射）、モノマーあるいはその重合

照射すると、局所的に瞬時に電離や励起が

体が材料に、化学結合で接合（グラフト）

起こり分子内にラジカルを生じる。このラ

され、母材に新しい機能を付与することが

ジカルにより、引き抜き反応や二重結合へ

可能である 1）。現在、電子線照射装置の開

の付加反応、ラジカル再結合による架橋、

発が進み、フィルムやゴムなどの工業分野

分解、酸化などが起こり、高分子材料の性

で電子線照射加工が幅広く利用されている

質を変化させることやモノマーを重合する

一方、
繊維材料への応用は一部に過ぎない。

ことができる。さらに、モノマーを塗布し

本稿では、ウィッグ（かつら）や人工毛皮

た高分子材料に電子線を照射（同時照射）
、

などに用いられているモダクリル繊維、防

＊

京都工芸繊維大学准教授（繊維科学）
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弾チョッキや FRP 充填剤として利用され

リル酸グリシジル（GMA）を電子線グラ

ているパラ系アラミド繊維の電子線グラフ

フト重合し、続いてカチオン交換基を導入

トならびに電子線架橋による機能化につい

した水処理材の処理能力を報告するととも

て、2 つの研究成果を紹介する。

に、 高 分 子 化 し た GMA（PGMA） を 混
練紡糸することで得られる水処理繊維から

2．新しい素材開発のための電子線加工
（1）水処理繊維

のイオン交換基の溶出を防ぐためのポリ
マー間電子線共架橋について報告する。

工場や家庭からの廃水中の汚濁物質を取

基材として株式会社カネカ提供の塩化ビ

り除き、排水基準値以下にする水処理技術

ニル共重合タイプのモダクリル不織布（繊

は、物理化学的水処理、生物学的水処理お

維太さ 1.7dtex，厚み 225g/m2）を用いた。

よび汚泥処理に大別され、物理化学的水処

予め秤量した不織布（Wa ）をガスバリア性

理には、凝集、沈殿、ろ過、膜分離、吸着、

のあるプラスチックバッグに入れ、窒素ガ

イオン交換・キレート等の各種の要素技術

スを通気することで除酸素したのち溶融

がある。このうち、吸着やイオン交換・キ

シールした。バッグごと加速電圧 300keV、

レートには、それぞれの性能を有するビー

吸収線量 100kGy の条件で電子線照射（㈱

ズ状の樹脂が一般的に用いられるが、最近

NHV コーポレーション社製 EBC300-60）

では柔軟なためモジュール化が容易で、比

し、その後試料をバッグより取り出し、予

表面積が大きく交換速度が速く、そのため

め調整して除酸素した GMA50wt% のメタ

再生効率も高いなどの理由により、繊維状

ノール / 水混合溶液に浸し、80℃で任意の

の処理材が注目されている。

時間重合を行い、新鮮なメタノールで数回

繊維へのイオン交換基の導入は、交換基

洗浄し乾燥することで所定グラフト量のモ

を有する高分子を紡糸して繊維状とする方

ダクリル不織布を得た。グラフト量は重合・

法と、既存の繊維に後加工で導入する方法

洗浄後の重量（Wb ）より、GMA グラフト

があるが、前者には高度な紡糸技術が必要

量（%）=100 x（Wb -Wa ）/Wa を算出した。

な一方、後者では比較的容易にかつ小ロッ

次に、GMA をグラフト重合したモダク

ド多品種での調製が可能である。しかし、

リル不織布を 13wt% の亜硫酸水素ナトリ

固相の繊維内部に均一にかつ多量に導入す

ウムのエチレングリコール / 水混合溶液中

ることは簡単ではない。

にて 120℃で 6 時間処理し、GMA のエポ

本報では、加速電圧を制御することで短

キ シ 基 に ス ル ホ ン 酸 基 を 導 入 し た。

時間に繊維内部まで反応場を提供する電子

PGMA の電子線共架橋は PGMA を予め

線照射技術を利用し、足場剤であるメタク

モダクリル樹脂と混練（25：100）し紡
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糸した繊維に加速電圧 300keV、吸収線量

合の特徴であり、GMA のホモポリマーが

100kGy で電子線を照射した。共架橋は、

生成せずに繊維フィラメント内部まで均一

電子線照射後の試料をメタノール / アセト

にグラフトされているためと推測される。

ン =5/12 の 混 合 溶 液 に 浸 し て 未 架 橋 の

次に、GMA グラフト繊維の表面および断

PGMA を除去したゲル分率を架橋量とし

面の赤外分光スペクトル（ATR 法：繊維

て評価した。

の表面のみの化学組成を反映する方法）お

図 1 に は、 布 帛 重 量 に 対 し て 50% の

よびラマン散乱スペクトルを測定した。赤

GMA がグラフトされたモダクリル不織布

外分光スペクトルでは 1,730cm-1 付近に

の電子顕微鏡像を示す。左の写真に示した

GMA 由来のエステル基および 905cm-1

グラフトしていない繊維に比べて、右の写

付近にエポキシ基の伸縮振動に基づくピー

真の GMA をグラフトした繊維は太く（写

クが現れた。また、ラマン散乱スペクトル

真は同じスケール）、しかも繊維同士が接

では、繊維断面における繊維表面側にも繊

着しているような膜状の付着物はないこと

維中心部においても、1,260cm-1 付近に

が分かる。これは前照射によるグラフト重

グラフトされたエポキシ基のラマン散乱が

（a）

（b）

図1

GMA を電子線グラフト重合したモダクリル繊維の電子顕微鏡像

（a）未処理モダクリル不織布、（b）50％ GMA グラフト不織布
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観察された。以上のことから、GMA は繊

クリル繊維から成長しているのに対して、

維表面だけでなく繊維内部にもグラフトさ

ポリマーブレンド法では、PGMA とモダ

れていることは明らかであった。

クリル繊維が混合されているだけで繋がっ

表 1 には、GMA を電子線グラフト重合

てはいない。同程度の GMA 導入量であ

しカチオン交換基を導入した繊維（EB-g）

りながら、ポリマーブレンド法に比べて

と、 予 め 高 分 子 化 し た GMA（PGMA）

GMA 電子線グラフト重合法によってカチ

をモダクリル樹脂と混練して紡糸し、同様

オン交換基を導入された繊維では、約 2

な方法でカチオン交換機を導入した繊維

倍ものイオン交換容量が得られた。すなわ

（ポリマーブレンド法）のイオン交換効率

ち、電子線グラフト重合により、化学結合

を示した。図 2 には、EB-g とポリマーブ

で導入されたイオン交換基が脱落すること

レンド法の違いをイメージとして示した。

なく作用する耐久性のあるイオン交換繊維

EB-g は接ぎ木のように PGMA 鎖がモダ

を得ることができた。

表1

GMA 導入法がイオン交換容量におよぼす効果

㻺㼛㻚
ヨᩱᙧែ
㻳㻹㻭ᑟධ᪉ἲ
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しかし、GMA を用いた電子線グラフト重

れると期待される。

合はプロセスが湿式であること、重合などを

（2）可染高強度繊維

含めて工程が長いなどの短所がある。
そこで、

防弾チョッキなどに利用されているパラ

より簡便なイオン交換繊維製造プロセスの

系アラミド繊維は、
高強度・高耐熱性といっ

確立を目指して、モダクリル繊維に PGMA

た利点からスーパー繊維として産業資材な

を共 架 橋することを検 討した。図 3 には

どに用いられているが、結晶性が高く染色

PGMA とモダクリル繊維の共架橋のイメー

性に課題が残るため、その用途は限られて

ジを示した。官能基を導入して水溶性になる

きた。そこで染色性改善に関する先行研究

前に電子線でネットワークを形成して不溶化

として、高温条件下での染色 2）、DMSO

することで、官能基の溶出を防ぎ再利用など

などの有機溶媒による前処理 3）、高圧空気

の耐久性を向上させるものである。

による流体加工 4）などが報告されている。

本報では、新しい水処理繊維の調製を目

また、近年ではアクリル酸の電子線グラフ

的に、足場剤である GMA を耐薬品性の

ト重合による染色 5） も報告されており、

高いモダクリル繊維に電子線重合しイオン

染色性改善の手法として電子線グラフト重

交 換 容 量 を 測 定 し た と こ ろ、 従 来 の

合も注目されている。本報では、湿式紡糸

PGMA 混練繊維に比べて 2 倍の高い交換

のあとに乾燥を行わないため、結晶性が低

能を示した。一方、PGMA の脱落を防ぐ

く繊維が膨潤した（水で濡れている）状態

目的で PGMA/ モダクリルブレンド繊維

のパラ系アラミド繊維を用い、その染色性

に電子線を照射したところ、最大 20％程

改善に向け、p −スチレンスルホン酸ナト

度の PGMA が固定されることが分かっ

リウム（NaSS）の電子線グラフト重合を

た。この混練 - 後照射法は乾式プロセスで

検討した。NaSS はアニオン性モノマー

あることから、PGMA の架橋量を増加さ

であり、カチオン染料とのイオン結合に

せることができれば、実用化が充分見込ま

よって染色が可能になると期待した。

図3

PGMA のモダクリル繊維との共架橋イメージ
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使用したパラ系アラミド繊維は、全て含

3．おわりに

Ⓡ

水率 50 % のネバードライケブラー （東

110 年前のレントゲンによる X 線の発

レ・デュポン社製、フィラメント数 1000

見以来、放射線は医療・発電・工業・農業

本、繊維太さ 1,670 dtex）であった。電

など幅広く利用されてきた。
工業分野では、

子線グラフト重合では同時照射法を検討し

タイヤの加硫、ビニル・プラスチック製品

た。20wt% の NaSS 水溶液のピックアッ

の耐熱性向上、製品の厚さ計測、ガラスの

プ率が繊維重量に対して 120 〜 130 % に

着色や非破壊検査など、毎日当たり前に使

Ⓡ

なるようにネバードライケブラー に付与

われているが、繊維加工に応用した例はほ

したものを、バック内に窒素とともに封入

とんど聞かれない。これは、繊維業界での

した。加速電圧 300 keV、照射線量 400

電子線を含む放射線加工の知名度の低さ、

kGy で電子線を照射した後は、80 ℃で 6

設備投資と儲けとのアンバランス、照射装

時間後の重合促進を検討した。グラフト量

置の（繊維にとっての）不備、織物あるい

はグラフト重合前後での繊維重量に対する

は糸という途方もなく不均一な材料での再

増加率から計算した。

現性確保など、問題が未だ山済みである。

同時照射法を用いることで 19.5 % のグ

しかし，本稿でも紹介したように、加工原

ラフト率が得られた。グラフト後のケブ

理はいたって簡単で、数秒照射するだけで

ラー糸は充分な柔軟性を維持していたこと

色々な機能を一瞬にして付与できる、大変

から、繊維の内部にもグラフトされたと判

ユニークな手法である。電子線の繊維加工

断した。すなわちパラ系アラミド繊維の染

への利用について、この技術の早急な実用

色性改善のために、アニオン性の NaSS

化が期待される。

を同時照射法で電子線グラフト重合させた
ところ 20% 程度のグラフト量が得られ、
これをカチオン染料のメチレンブルーで染
色すると繊維は濃色に染色された。その洗
濯堅牢度は高く、洗浄後でも NaSS に結
合した染料の脱落は見られなかった。以上
のように、ネバードライケブラーという特
殊なパラ系アラミドと電子線グラフト重合
の手法を併用することで、染色が困難なパ
ラ系アラミド繊維に堅牢度の良い可染性を
付与することができた。

114

環境と健康 29（2016）

文

献

1） 鷲尾方一：低エネルギー電子線照射の技術と応用，
シーエムシー出版（2006）
2） Franco, F. et al.: Fibers & Polymers, 13, 191
（2012）
3） Hadi, F. M. and Seyed, M. M.: Journal of
Polymer Engineering, 34, 803（2014）
4） 公開特許公報（A）
：特許出願公開番号

特開 2010-

7222（P2010-7222A）
5） H o b u r g , A . e t a l . : R a d i a t i o n E f f e c t s o n
Polymers, 475, 251（1991）

連載講座

和の風土と食（Ⅸ）

氷河期の生き残りの野菜・ジュンサイ
若井郁次郎＊
1．自然の宝庫・京都
京都の原形は、5 億年前の山地が侵食されて平原になり、地殻変動により平原が陥没し
てできた盆地です。その後の陥没と隆起の繰り返しによりできた京都盆地は、湖となり、
また大阪湾の入江となり、湖水の増減や、海水の進退の中で、流入する河川などにより運
ばれた土砂が盆地底に複数の扇状地を何層にも造りました。これが今日の京都の姿です。
この姿は、鳥の眼になって大阪湾から若狭湾を見渡しますと、よく分かります。上空か
らは、淀川、本流と枝分かれする支流の木津川、宇治川、鴨川や桂川、支流で分断された
京都盆地、東山と北山と西山の周辺三山、北山の奥地の丹波山地を眺望することができま
す。地形は、海抜 0 メートルの大阪湾から北へ進むとともに、少しずつ高くなり、上賀
茂神社あたりで京都タワーの展望台と同じ標高 100 メートル、遠方の丹波山地の京都府
最高峰・皆子山で標高 971 メートルに達します。思いのほか、京都は、南から北へゆる
い上り坂が続き、北山に入ると、なだらかで起伏に富む高原状の山並みが深く続く土地で
す。
こうした京都盆地と後背地の形成は、植物や動物といった生物だけでなく、いろいろな
鉱物や岩石、化石などを産する多彩な自然環境を造り、すばらしい自然の恵みを京都盆地
とその周辺地域に多数存在させることになりました。具体的には、巨木や名木、珍しい樹
木や草花、名石、特産の砂や土があります。北山産の加茂七石あるいは加茂の七石庭は、
よく知られている例です。また、京都近郊で採れる植物や自然石は、寺社の庭草や庭石に
使われ、庭園に四季の移ろいと静寂さを醸し出し、訪れる多忙な現代人の雑念や煩悩を取
り払い、いやしてくれているようです。
2．ジュンサイが生きる深泥池
さらに不思議なことに、京都には、氷河期の生き残りの深泥池（みぞろがいけ、みどろ
がいけ）と、大田神社の池（天然記念物のカキツバタ自生）があります。これらは、京都
盆地から北山に移る洛北の上賀茂神社の東に並んであります。京都の都心に近い二つの太
古の池が、どうして残存したか。これまでの調査や研究によりますと、二つの池は、流れ
込む川がなく、降水や、周囲の山からの雨水由来の浸出水が水源であったため、酸性で貧
栄養のきれいな水質が維持された、という主な共通要因が明らかにされています。なお、
＊

元・大阪産業大学教授（環境計画学）

連載講座

115

深泥池の東の宝ヶ池も、似た池沼環境にありますが、宝暦年間の 1760 年代に築造された
農業水利の溜池（人工池）で、天然池の深泥池と異なります。
深泥池には、氷河期の水生植物で、京の伝統野菜に指定されている、ジュンサイが今も
自生しています。かつて深泥池や宝ヶ池で、
近在の農家の人が蓴采（じゅんさい）船に乗っ
てジュンサイを採る風景は、
夏の風物誌になっていました。すでに宝ヶ池のジュンサイは、
近辺の開発の影響により池沼環境が変化し消滅しました。深泥池も、周辺部の開発による
集水域の減少、魚釣りの撒き餌による富栄養化、松ヶ崎浄水場の配水池の漏水の影響を受
け、一時、ジュンサイが絶滅危機にありましたが、関係者の協力や努力により水質が改善
され、ジュンサイはかつてのように繁殖しています。しかし、天然記念物の深泥池のジュ
ンサイは、現在、文化財保護法により採取が禁止されています。もちろん商業的採取も禁
止されています。
3．ジュンサイの栄養は？
ジュンサイは、スイレン科の植物で、池の底に根を這わせ、茎を水面まで伸ばし、水面
に長径 7 〜 10 センチメートルほどの楕円形の鮮緑色の葉を浮かせます。開花は、6 月下
旬で、紫紅色の花です。食用部分は、巻葉の新芽で、寒天状の透明な粘質物に覆われてい
ます（図 1）
。ジュンサイの旬は、春から夏にかけてで、採取は、5 月から始まり 9 月ご
ろまでです。
ジュンサイの栄養は、ゼロに近いです
（表 1）
。そのジュンサイは、市場で見か
けることが少なくなり、家庭の食卓から
遠くなったように思えますが、暑さと湿
気で食欲が減退する夏には、ジュンサイ
の見た目の涼感や、つるりとしたのど越
しの食感が好まれます。ジュンサイは、
吸い物、味噌汁、酢の物、卵（寒天）寄
せといった和食の食材として使われてい
ます。

『京都深泥池
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図 1 ジュンサイ
氷期からの自然』京都新聞社より引用

表1

食品 100g あたりの栄養比較

食品名
ジュンサイ

若葉、水煮びん詰

出典：
『五訂増補

たんぱく質
（g）

脂 質
（g）

炭水化物
（g）

エネルギー
（kcal）

0.4

0

1.0

5

食品成分表』教育図書より著者作成

4．ジュンサイのような人
ジュンサイは、蓴采と書き、漢名の蓴、和名の「ぬなわ（沼縄）
」のことです。ぬなわは、
『古事記』や『万葉集』などに見られ、古くから食用にされていました。長く食用されて
きた特徴的な食材の名前は、人や物の性格や性質を食材名で言い換えるようになり、いつ
しか日常会話の中に定着します。ジュンサイもその一つです。ジュンサイは、ぬるぬるし
て、箸ではさみ取りにくいため、上方では、ぬらりくらりして捉えどころのない、どっち
つかずの人や、さまを言うようになり、現在でも日常、使われています。また、いいかげ
ん、でたらめの意味で使われることもあります。さらに、「蓴采で鰻繋ぐ」と言えば、ど
ちらもぬるぬるし、しばることができないことから、ばかばかしくて、できない場合に使
われます。このように、ジュンサイは、不利な状況に追い込まれリスク回避をしたい人や、
明快に決断ができない人の情報不足、思考力や行動力の弱さを遠回しに言うときの便法と
して使われているようです。
5．遠くなった深泥池のジュンサイ
ジュンサイの採れる深泥池は、長径 450 メートル、短径 250 メートルの面積 9 ヘクター
ル、周囲 1.5 キロメートルの小さな池ですが、浮島があります。これは、湿原周辺よりも
中央部が伏せた皿のように少し盛り上がりが見られる、高層湿原と呼ばれるものであり、
有機物の分解でできるメタンガスなどの気体による浮力を得て浮かんでいます。有名な尾
瀬ヶ原や戦場ヶ原（日光）など寒冷地における高層湿原と同じものが、深泥池でも見るこ
とができます。
高層湿原や水中に氷河期の植物がたくさん生き残り、これらと共生する希少な動物も生
息する、貴重な自然環境が残されている深泥池は、戦前の昭和 2 年（1927 年）6 月 14 日、
国により天然記念物深泥池水生植物群落（写真 1）に、最近では、昭和 63 年（1988 年）
12 月 24 日、同生物群集に指定されました。このため、前述しましたように、深泥池で
のジュンサイの採取は、調査採取を除いて、禁止になっています。まさに幻のジュンサイ
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ですが、次の話が残されています。
京都の上賀茂北大路町に生まれ、美食家で芸術
家であった、北大路魯山人をして深泥池のジュン
サイは、他にない飛び切りの優良品である、と言
わしめたそうです。そのジュンサイの特有の風味
や感触を味わうには、生のジュンサイに砂糖をま
ぶして食べるのが一番よいとのことです。各地で
採られ、市販されているジュンサイではなく、一
度、深泥池産のジュンサイを白砂糖でまぶし、和
菓子のように味わってみたいものですが、見果て
ぬ夢でしょうか。

写真１ 現在の深泥池
著者撮影

Random Scope
がん遺伝子は周辺の染色体微小欠失変異などで活性化される
ヒト急性白血病 T 細胞株のがん遺伝子を解析したところ、がん遺伝子の発現を抑制している、周辺
部の多様な染色体の欠失が関与していることが示された。
（Yan）
Hnisz, D. et al.: Activation of proto-oncogenes by disruption of chromosomal
neighborhoods, Science, 351, 1454-1458 (2016)
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みみ、はな、のど（Ⅰ）
本庄

巌＊

五感のうち視覚と触覚とを除く聴覚（みみ）
、嗅覚（はな）
、味覚（くち、のど）の三つ
の感覚は耳鼻咽喉科が取り扱う領域です。また言葉をしゃべる

くち

や

のど

も耳鼻

咽喉科が取り扱っています。これらの感覚や言葉が生まれるメカニズム、これを障害する
病気について以下に

聴く 、 嗅ぐ・味わう 、 話す 、 息する

の順に述べてゆきます。

1．聴く
聴くことは動物にとって見ることと同じく生命を維持してゆく上で重要な働きです。も
し動物が聴こえを失ったなら、身の危険の察知や捕食の対象を見つけるなどが出来ず、生
命の維持は不可能になるでしょう。さらに私たちヒトにとっては、相手の言葉を聴くとい
う社会生活の上で不可欠なコミュニケーションがあります。聴覚と視覚の両方を失ったヘ
レンケラー女史は、｢見えないことは人と物との間をさえぎるが、聴こえないことは人と
人との間をさえぎる｣ として、言葉による意志や感情を伝えあう聴覚を視覚よりもより重
要と位置づけています。
（1）音を聴く
さて音や言葉はどのようにして感知されるのでしょうか。私たちの祖先が水中で生活し
ていた頃は、身体表面の細かい毛の動きで水を介してくる振動を察知するのが聴覚の始ま
りでした。魚の体の側面には感覚毛を備えた側線があり、水中での身体の位置やスピード
を感知する一方、耳に取り込まれた同じ種類の感覚毛によって水を介して来る振動を聴覚
として感知しています（図 1）。これは同時に自身の体がどの位置にあるかを知る平衡感
覚の始まりでもありました。次に動物が進化して陸上に上がると感覚毛は体内に取り込ま
れ、現在私たちが耳の奥に持つカタツムリ形の内耳（蝸牛）に納まるようになります。し
かし陸上では弱い空気振動なのでこれを内耳につたえるために鼓膜と耳小骨と呼ばれる三
つの小さな骨で振動を増幅して蝸牛の感覚毛を振動させるように進化します。こうして空
気振動が脳に伝わって音や言葉として感知されます。
私たちの耳が二つあるのは音がどちらの方向から来たのかを知る上で重要です。また耳
たぶは、多くの動物では音の来る方向に動いて音を捕捉するようにしますが、ヒトだけは
耳を動かす筋肉がなく耳を動かすことはできません。稀に耳を動かせる人がいますがこれ
は例外です。私たちが耳を動かせないのは、多分それほど鋭敏に聴こえに集中しなくても
＊

京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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図 1 魚類（サメ）の聴器
出典：参考文献 1

生命が維持できるようになったためでしょう。
ヒトの聴覚は低い音は 50 Ｈｚ以下から高い音は 20,000 Ｈｚくらいまで聴くことが出
来ますが、動物によってはこの範囲を超えて低い音や高い音を聴くことが出来ます。例え
ば蝙蝠やイルカは 20,000 Ｈｚ以上の高周波の音を発してこれを交信に使っていますし、
カメや魚類、鳥類は私たちには聴こえないような低周波の音を聴くことが出来ます。ちな
みに猫や犬は私たちの聴こえる範囲の音のほぼ二倍の範囲の高低の音を聴くことが出来ま
す。これは身を守るために備わった自然の配慮だと思われます。
私たちヒトの聴力は純音聴力検査という検査で調べます。これは代表的な高さの音（500
Ｈｚ，1,000 Ｈｚ，2,000 Ｈｚなど）を次第に大きくしてゆき、聴こえ始めた時にボタン
を押すやり方で、それぞれの周波数での聴こえをグラフにしてゆくやり方です。基準にな
るゼロレベルは 20 歳の男子の聴力と決めてあります。これはこの時期のヒトが一番聞こ
えが良いことに基づくのです。その後は年齢が進むに従って聴こえは衰えてゆきます。そ
の場合も何故か高いほうの音から聞こえが悪くなって行きます（図 2）。そのためお年寄
りの場合、高い音をたくさん含む子音（カ、サ、タ、パ行など）の聞き取りが悪くなり、
音は聴こえるけれど言葉が分かりにくいというお年寄り共通の悩みとなります。この対策
の補聴器については後で述べます。
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図 2 年齢別の聴力
出典：日本聴覚医学会（編）
：聴覚検査の実際、南山堂（1999）

年齢による聴力の衰えに関連することとして、音楽の鑑賞があります。レコードの再生
装置にお金をかけ一流のアンプやスピーカー、ひいては部屋の改造までして音の再生に精
魂を傾ける人がいます。しか肝心の鑑賞者の聴力が高音部で大幅に落ちているとすると、
その人の聴力像に沿って再生レベルを調整しなければ、せっかくの再生装置も宝の持ち腐
れになってしまいます。
（2）聴こえに関わる耳の病気
聴こえを悪くする耳の病気について見てみましょう。ベートーベンの難聴はよく知られ
ていますが、音を職業にする音楽家にとって難聴は致命的で、彼が自殺を考えたのも分か
ります。しかしこれを克服して作曲活動を続けたベートーベンは偉大だと思います。彼の
難聴の原因には梅毒説、鉛中毒説などもありますが、西欧人に多い耳硬化症であったと思
います。そのわけは、彼は口にくわえた指揮棒をピアノに触れてその振動を聴いていたそ
うで、もし内耳が駄目になる梅毒や鉛による難聴ではその効果はない筈です。しかし音を
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伝える中耳に問題のある耳硬化症ではこの方法で頭の骨の振動が内耳に伝わって音を感知
していたと思われるからです。耳硬化症は音を伝える耳小骨が固まる病気ですが、今では
手術で聴こえるようになります。ベートーベンの時代にはまだそのような手術はなくて、
彼のためにも人類にとっても残念なことです。第九交響楽の指揮を終わっても聴衆の拍手
が聞こえず、立ちつくす彼を振り向かせてあげた話は感動的です。それでも作曲が続けら
れたのは彼には脳内に正確に音を再現でき、それを楽譜に写し取れるいわゆる絶対音感が
あったからでしょう。それにしても一時騒がれた日本の自称、耳の聴こえない作曲家とは
比較になりませんね。
以前に絶対音感という本がよく売れたことがあります。音の高さを正確に感知すること
ができ、少しの違いも識別できる特殊な能力です。しかしその本人は必ずしも音楽的な才
能に恵まれているとは限らず、また歌が特にうまいというわけではないようです。多分生
まれ付きか修練によってか、聴覚系の一部が特別な働きをするようになり、音のずれを正
確に感知できるのですが、そのために絶えず音が気になって必ずしも心安らかな状態では
ない場合もあるようです。
中高年の方に起きやすい耳のトラブルとして突発難聴があります。ある日突然耳が聴こ
えないことに気付きます。多くの場合片方の耳です。耳鳴りや軽くふらつくこともありま
す。最近亡くなった役者さんもこの病気にかかりました。幸い早い時期にステロイドとい
う薬の内服や点滴で治る人が多いのですが、そのまま難聴や耳鳴りがずっと続く人もいま
す。原因の一つに過労やストレスがありますので現代病ともいえます。
一方若い人では大きな音を聴いたあとで起きるロック難聴、あるいはディスコ難聴と呼ば
れる難聴があります。その名の通りロックコンサートやディスコの長時間の大きな音が内耳
を障害して聞こえが悪くなるのです。なかでも飲酒を伴うディスコ難聴の方が難聴の程度が
大きくなります。しかしステロイドによる治療と若さの回復力で治ることが多いようです。
（3）中耳炎について
抗生物質のない時代では中耳炎は怖い病気でした。耳は脳に近いため炎症が脳に波及し
て脳膜炎を起こし、生命を失うこともありました。抗生物質のお陰でそのような重い中耳
炎は無くなりましたが、長引く耳だれと、何よりも聴こえが悪くなってゆきます。しかし
手術で耳だれの原因となっている骨を削り取り、聴こえのための耳小骨を元に戻してやれ
ば、かなりの程度まで聴こえるようになります。
また子供に多い耳の痛みを伴う中耳炎は、今日では抗生物質でよく治るようになりまし
た。しかしそれに代わって痛みのない滲出性中耳炎という病気が増えてきました。子供に
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多い中耳炎ですが中耳に水がたまるため聞こえが悪くなります。返事が遅い、ぼんやりし
ている、学校で先生の言うことがよく分からない、などのトラブルで知恵おくれと間違え
られることもあるようです。耳の痛みを訴えないため気づかれることが遅くなります。鼓
膜を切開して水を抜くなど適切な治療で治ります。抗生物質のお陰で耳鼻科の病気の様子
も大分変ってきました。
（4）耳鳴りについて
耳の病気のなかで聴こえの障害だけでなく耳鳴りを伴うものがあります。多くの場合、
ジージーとかザーザーという蝉の鳴き声のような音が絶えず聞こえ、これを気にする人に
とっては大きな悩みになります。耳鳴りの蝉は何匹いますかと聞くと、沢山の蝉の声です
という答えが多いです。しかし耳鳴りの検査でその雑音の強さを計ってみると意外に小さ
な音なのです。実は私たちは誰もが程度の差はありますが、耳鳴りはしているのです。外
界の音を完全に遮断した無響室に入ると誰もが自分の耳鳴りに気付く筈です。しかし普段
は周囲に色んな雑音があって耳鳴りがカバーされて分からないのです。耳鳴りは一定以上
に大きくなることはありませんので、出来るだけ気にしないようにします。耳に雑音をか
けるとしばらくは耳鳴りが消えていますが、効果は長続きしません。最近では精神療法で
耳鳴りを抑えようとする方法が開発されています。どうしても気になる時には精神安定剤
などを試してみるとよいでしょう。
（5）補聴器について
さて聴こえは年齢が進むと誰しも衰えてゆき聞こえが悪くなります。いわゆる老人性の
難聴です。よく耳が遠い人は長生きするといわれますが、これは逆で長生きした人は耳が
遠くなるのです。補聴器でかなりの程度聴こえやすくなりますが、限度はあります。いま
補聴器販売店ではドイツ製などと言って高価な補聴器を勧める向きもありますが、原理は
大抵同じで高価なものが必ずしもよく聴こえるわけではありません。また耳かけ式の補聴
器より耳穴式の補聴器の方が高価になりますが、性能や使いやすさの点ではむしろ耳かけ
式の方が優れています。大切なことは補聴器が自分の耳によく合うかをテストする適応
（フィッティング）を耳鼻科の診療所や販売店で十分にやって貰うことです。その人の聴
力像を参考にして聴こえにくい周波数の音を大きくする方法で、いわばオーダーメイドの
補聴器にするのです。さらにその補聴器を数日間貸し出しを受けて日常生活で使ってみる
ことです。もし言葉の聴き取りに満足できなければ調整をし直して貰うか別な機種の補聴
器を試してみるなど、購入の前に納得ゆくまで試聴して見ることです。
また補聴器は言葉の聴き取りで不便を感じたらなるべく早くに少なくとも 70 歳までに
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使い始めることです。補聴器を介して耳に入る音に慣れ、補聴器をうまく使いこなすには
脳がはっきり働いている間に行うのがよく、高齢になると新しいことを受け入れにくくな
ります。最近では難聴が進むと認知症も進むというデータもあります。確かに聴こえが悪
いと、人との交わりが億劫になり、引きこもりがちになって脳の働きも鈍くなるようです。
その意味でも早めに補聴器を使い始めるのがよいでしょう。
（6）人工中耳、骨導補聴器など
音の振動を耳から入れる補聴器とは違って、
音の振動を中耳にある耳小骨に直接伝えて、
より効率よく内耳に情報を伝えようとする人工中耳という方法が、日本でも実用化されつ
つあります。また耳の後ろの部分の骨に補聴器の振動子を埋め込み、骨を介して内耳に直
接音を伝える骨導補聴器も実用化が始まっています。これらは難聴のタイプによっては効
果的な方法です。
（7）人工内耳について
従来、
生まれつき難聴をもつ子供の問題は深刻でした。
先天的に高度の難聴を持つ赤ちゃ
んは 1,000 例の出産に 1 例くらいの頻度ですが、その子にとっては将来の教育や就職の
道が限られる不幸な出発点です。しかし 20 年ばかり前に日本でも人工内耳という新しい
医療が導入され、ほぼ普通の子と同じように聴こえるようになりました。
この方法は手術で細い電極を内耳〈蝸牛〉に入れ、マイクで受けた言葉の情報を電気信
号に変えて脳に伝えるやり方です（図 3）
。外見上はほとんど人工内耳を付けていることは
わかりません。以前は高価な器機でしたが現在ではほぼすべて保険でカバーされます。た
だ 1 〜 2 週間の入院が必要で、その後しばらくリハビリに通う必要があります。ほとんど
の児童は普通学級に進むことが出来、大学を卒業する例も多くなりました。先天聾の子供
にとっては大きな福音といえます。ただこの医療もなるべく早期に少なくとも小学校に入
るまでに手術を終える必要があり、この時期を過ぎると言葉の聴き取り成績が悪くなるこ
とが分かっています。1 歳 7 カ月で聴こえを失ったヘレンケラー女史が今の人であったなら、
人工内耳という医療で我々と同じように自由に聴き、また会話が出来たと思います。
なお人工内耳は大人になった後で何かの耳の病気で聴こえを失った人、あるいはお年寄
りで難聴が進んで聞こえが非常に悪くなり、家族との会話すら不便になったような人にも
有効です。孫の声が聞きたくて、人工内耳の手術を受ける決断をしたお年寄りもおられま
す。大人の場合は特にリハビリを受けなくても昔に覚えた言葉の情報が脳に蓄えられてい
ますから、比較的早い時期から言葉の聞き取りや会話が出来るようになります。いずれに
しても人工内耳は難聴に悩む人にとっては画期的な医療です。この方法が日本でも普及し
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図3

内耳（蝸牛）内の人工内耳の電極
出典：参考文献 1

てゆけばテレビ番組から手話の時間がなくなる日がいつか来るでしょう。
（8）おわりに
ヘレンケラー女史の言葉のように、コミュニケーションに言葉を使う人類にとって聴こえ
は不可欠な感覚です。盲目のお年寄りは周囲からのいたわりの言葉で、人とのつながりが保
てますが、耳が聴こえないお年寄りの場合、会話の輪に入ることが出来ず、皆が笑ってい
る時もその意味が分からないなどで次第に孤独になってゆきます。そのため補聴器を積極
的に使うことと、補聴器でも会話が不自由な場合は、80 歳、90 歳の方でも上に述べた人
工内耳の手術を受けることをお勧めします。きっと人生が変わったものになるでしょう。
参考文献
1） 本庄

巌：聴覚障害、金原出版 (2001)

2） 本庄

巌（編著）：人工内耳、中山書店 (1999)

3） 本庄

巌（監修）：孫の声が聞きたくて、コクレア社 (2012)

4） 本庄

巌：滲出性中耳炎の正しい取り扱い、金原出版 (1999)
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（Ⅰ）
連載講座 感動的な樹木を観て楽しむ「感動樹木ウォッチング」

感動的な樹木のタイプについて
中村

靖＊

はじめに
私達の回りには感動的な素晴らしい樹木がたくさん育っていますが、このような樹木を
積極的に観て楽しむ「感動樹木ウォッチング」を提唱しています。感動樹木ウォッチング
は私達の健康増進にも大いに役立つものと考え、本誌「環境と健康」を通じてその考え方
と具体例を紹介させて頂きます。
1. 樹木の恵みを享受する
温暖な気候と豊かな水に恵まれた日本列島には、
あふれるばかりの樹木が育っています。
その種類は 2,000 種類以上になると言われ、私たちのこの列島は正に樹木パラダイスです。
むかし日本列島に住み着いた人々は、身近に豊かに育つ樹木の恵みを最大限享受し、家
や生活用品を作るとともに、薪や木炭としてエネルギー源を得てきました。さらに生き物
として偉大な力を秘め、四季おりおりに美しい姿を見せる樹木に、感動するとともに心の
安らぎを得てきました。
最近では、生活資材やエネルギー源としての樹木の必要性が低下し、人々の樹木に対す
る関心が薄らいできましたが、樹木から感動や心の安らぎを得る価値はますます大きく
なっているように思います。
2. 樹木から受ける感動
私たちが樹木から受ける感動の形は様々ですが、大きくは以下のような三つの側面があ
ります。
（1）樹木の偉大な生命力から受ける感動
樹木は地球上で最も大きな、最も長寿の生物です。数百年、場合によっては千年以上の
年輪を重ね、人間のスケールをはるかに超える大きさに育った巨樹・巨木を見ると、その
雄大さと生命力に強く感動させられます（写真 1）。
樹木は年と共に大きく成長します。歴史を語り伝えたり、幼い頃の思い出につながる樹
木の場合、樹木の大きさが過去から現在に至る時間の長さを表しており、大きな感動を引
き起こしてくれます。
（2）四季の変化の素晴らしさに対する感動
＊

広島工業大学名誉教授（自動化システムの研究開発）
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多くの樹木は季節になれば華麗な花を
咲かせ、またあるものは鮮やかに紅葉し、
その美しさは私たちに年々歳々新たな感
動を与えてくれます。春のお花見や秋の
紅葉狩りは古くから行なわれている樹木
を愛で感動する文化ですが、桜やモミジ
の他にも華麗な樹木はたくさんあります
から、樹木への関心を深めると四季を通
写真 1

新宿御苑のシンボルツリー：ユリノキ巨木

じて樹木から感動が得られます
（写真 2）
。
全ての樹木は生きているあかしとして
花を咲かせ、果実を結び、熟して種子を
散布する四季の営みをしています。花の
華麗さの差はあるとしても、それぞれの
樹種は四季の営みにおいて最高の戦略を
とり、数百万年に渡って地球上に存続繁
栄していることを思うと、何気ない樹木
の四季の変化にも感動させられます。
（3）樹木が見せるサプライズから受け

写真 2

今年もまた綺麗な花を咲かせた丘の上の桜

る感動
樹木はそれぞれの樹種に応じた一定の

形を持ち、四季の営みを繰り返していますが、その形は工業製品の様に厳格に固定化した
ものだはなく、かなり大きな変動を見せます。
樹木は時に季節外れの花を咲かせたり、変則的に紅葉したりする等、サプライズを生じ
させ、私たちを感動させてくれます。他に面白い形をした樹木や珍しい変種など、樹木が
生み出すサプライズと感動は様々です（写真 3）。
以上のような多様な側面から私たちを感動させる素晴らしい樹木を見て楽しむ〝感動樹
木ウォッチング

に出かけましょう。「感動」と言うと少し大げさに聞こえるかもしれま

せんが、樹木を観たとき「ワー !」とか「ホー！」、
「キレイ！」、「スゴイ !」など感じ、
心を動かされれば良いのです。場所についても身近な公園などから始め、徐々に範囲を広
げて行けばスムーズに感動樹木ウォッチングが始められるでしょう。
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3. 感動を受ける樹木のタイプ
いわゆる巨樹・巨木は理屈抜きに観る
人に感動を与えてくれますが、必ずしも
巨樹・巨木でない樹木からも私たちはさ
まざまな感動を得ています。一方、全て
の樹木から感動を得ているわけでもあり
ません。どのような樹木が感動を与えて
くれるのでしょうか。本連載では、下記
のような①〜⑥のタイプに分けて感動樹

写真 3

秋に花が咲いた狂い咲きのツツジ

木ウォッチングを紹介します。
（1）巨樹・巨木
数百年以上、場合によっては千年を超
す長い年月を生き抜き、人間のスケール
をはるかに超えた巨樹・巨木と言われる
樹木は、その圧倒的な存在感・神聖感に
より観る人に感動と畏敬の念を与えます。
写真 4 は北口本宮富士浅間神社の境
内に立つ杉（左）と檜（右）の巨木で、
いずれも御神木とされ敬われてきた巨木

写真 4

巨樹・巨木の例：富士浅間神社の杉と檜の巨木

です。人間の何十倍にもなる巨大さ、岩
のようにどっしりとした幹の存在感、数百年余の歳月を乗り越えてきた味わい深い風貌、
どれを取っても巨樹・巨木は見る人を感動させずにはおきません。
（2）華麗樹木
見惚れる程に綺麗な花を咲かせた樹木や、
色鮮やかに紅葉した樹木など、
華麗さが際立っ
た樹木は観る人を釘づけにして感動を与えます。そのような樹木を「華麗樹木」と呼ぶこ
とにします（写真 5）。
全ての樹木は生きている証として花を咲かせていますが、花の華麗さが際立っていると
して、たくさん植えられている樹木は何と言っても桜でしょう。桜以外にも華麗な花を咲
かせる樹木は枚挙にいとまが有りません。また秋の紅葉の代表はモミジですが、モミジ以
外にも鮮やかに紅葉する樹木はたくさんあります。樹木への関心を深めると得られる感動
の幅も大きく広がります。
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（3）美樹美林
公園などに植栽され見事に整備・育成
された樹木や林は、必ずしも巨樹・巨木
や華麗樹木でなくても、見る人に樹木の
素晴らしさを感じさせ感動を与えます。
また山野に自生する樹木についても、ブ
ナ純林のようにその樹に接したとき喜び
と感動を与えてくれる樹木がたくさん有
写真 5

華麗樹木の例：宮島の桜

ります。ここではそのような樹木を美樹
美林と呼ぶことにします。
写真 6 は宍道湖畔の公園の黒松です。
きれいに手入れされ良い枝ぶりの黒松
は、
宍道湖の夕日をバックに黒々と佇み、
黒松の魅力を最大限に発揮しています。
（4）史跡樹木
歴史上の出来事や昔の人々の生活・文
化を物語る樹木は、往時をしのぶ縁にな
り観る人を感動させます。かつて日本社
会では樹木は重要な役割を果たしていま

写真 6

美樹美林の例：宍道湖畔の黒松

した。一方、多くの樹木は数百年を越え
る長い寿命を持っていますので、人間社
会が変わっても、かつて人間社会で役割
を持っていた樹木は、文字通り生きた歴
史の語り部となっています。そのような
樹木を「史跡樹木」と呼ぶことにします。
写真 7 は三瓶山西の原を通る街道沿い
に、江戸時代に植えられた街道松です。
江戸時代の姿を伝える松としてはこの一
本だけになってしまいました。推定樹齢

写真 7

史跡樹木の例：三瓶山西の原に立つ定めの松

400 年、幹周 5.3m の立派な巨木ですが、
これを単なる巨樹・巨木として見るので
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はなく、史跡樹木として見ると感動もひとしおです。
（5）思い出の樹木
幼い頃の記憶にある樹木、小・中学校の校庭にあった樹木、人生の節目の記念樹などは、
久しぶりにその樹木に再会した時、大きく成長した樹木の姿に驚きと喜びを感じるととも
に、色々のことが思い出され感動します。そのような樹木を「思い出の樹木」と呼ぶこと
にします。
写真 8 は A さんが卒業した B 小学校の校庭に立つ楠です。A さんは久しぶりに小学校
を訪ね、記憶に残る校庭の楠が大きく育っていることに驚くとともに、小学校時代のこと、
卒業後の様々なことが思い出され、感動せずにはおれませんでした。
（6）面白樹木
面白い形をした樹木や季節外れの花を咲かせた樹木など、面白味や意外性を感じさせる
樹木は、感動を与えてくれるだけでなく、樹木ウォッチングの楽しさを増してくれます。ま
た困難な状況の中で強く逞しく生きている樹木は、観る人に勇気と感動を与えてくれます。
このような樹木を「面白樹木」と呼ぶことにします。
写真 9 は秩父市今宮神社に立つ欅（ケヤキ）の古木です。雷により主幹が失われ、2 本
の枝が大きく伸びてドッシリと立っている姿は、横綱の土俵入りを連想させ力強さがあふ
れています。この様な分かりやすい姿形の樹木は、面白樹木の代表例です。
本連載では次回以降、ここに示した 6 ツのタイプに沿って感動樹木ウォッチングを紹
介していきます。

写真 8 思い出の樹木の例
B 小学校の校庭に立つクスノキ
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写真 9 面白樹木の例
秩父今宮神社のパワー欅（ケヤキ）
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断捨離に思う
本庄

巌＊

このところ断捨離を勧める記事をよく目にする。身の回りの不要なものを捨ててすっき
りした生活をする趣旨のようだ。宗教的な意味もあるのだろうか。そういえばお釈迦様は
現世の束縛から離れ、犀の角のように一人で真っ直ぐに進み、森に入って瞑想することを
勧めておられる。断捨離はそれほどではなく、不要なものを捨てしがらみから自由になろ
うとするもので、物よりも心を大切にすることの勧めのようだ。同時に人生の晩年を迎え
た人にとっては、物を残してこの世を去ることに対する不安もあるのだろう。
我が家でも物にあふれている。物を集める私の習性のためもあるが、家人はいつも私の
書物、焼き物、額縁の三品目の処分を迫っている。確かに書物は我が家の本棚にあふれて
いる。以前に業者がきて山積した文芸書を買い取って行き、その後も大学から本による寄
付の依頼で段ボール 12 箱分の書物を引き取ってもらった。焼き物は東洋の古陶磁のほか
に、古伊万里の食器を二つの食器棚一杯に集めてしまった。元禄期の精緻な中皿など初め
は眺めるだけであったが、今は割れてもかまわないと普段使いにしている。また私たちは
趣味で作陶をしていて、作品は折々の展覧会で手元を離れるものの、まだ展覧会が開ける
ほど残っている。そして額縁には当然絵画や版画が入っていて、主なものはルオーの銅版
画 ｢ミゼレーレ｣ シリーズ、ピカソやマチィスの小品、あるいは棟方志功の ｢流離抄｣ シ
リーズなどであり、そのほか様々な画家の油絵、版画が置き場所に困るほどにある。以前
に東京の業者が来て、売れ筋の陶磁器や掛け物を大分買い取っていったが、まだ納戸は足
の踏み場もない状態である。
そこで過日、原点に戻って書物の整理から始めた。あまり読まない本を一冊ずつ本棚か
ら取り出して積み重ねていった。翌日もこの作業を続けた。そのうちに何故か自分の気持
ちが、沈んで行くことに気付いた。それでも処分する書物を積み重ねていった。そして突
然この作業を続けると危ないと思った。このまま行くと鬱に陥る予感があった。そしてこ
の感覚の拠って来る所に思いを巡らせた。以前に処分した書物は私にとってそれほど大切
な書物ではなかった。しかし今残っている書物はそれぞれ思い出のある書物である。東京・
神田や京都、大阪などの古書店で求めた書物で、書店の場所や価格も覚えているものがあ
る。和辻哲郎の ｢古寺巡礼｣ は高校生の頃、福岡の古書店で手持ちのお金が足りず負けて
＊

京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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貰ったものである。大学時代、欲しかった陶芸の本が高くて、たまたま一緒にいた女友達
にお金を借りて買ったものもある。どの本も書店で手にした時の嬉しさは忘れることはで
きない。そのような思い出のある本を手放すのは、かけがえのない思い出の断捨離である
ことに気付いた。私の心が沈んでいったのは、このような過去を捨てることへの警告だっ
たようだ。
過去を捨てて新しい人生を始めることのできる人生半ばの人には断捨離は可能かも知れ
ない。しかし私のような後期高齢者にとって、思い出の詰まった品々を捨てた後にどのよ
うな時間があるのだろう。断捨離によって物から離れた時、
果たして心安らかで清明な日々
が待っているのであろうか。私には思い出が詰まった身辺の品々との断捨離はとても出来
ないと思った。
施設に入る状況になれば身の回りを整理して身軽にならなければならないが、そうでな
ければ、私は断捨離はほどほどにして、思い出の品々に囲まれながら生を終わりたい。な
ぜなら死はこれらの物からの本当の意味での断捨離をしてくれるのだから。たとえ後に
残った子供達が知識のないままにこれらの品々を処分したとしても、私はそれで少しもか
まわないと思っている。

Random Scope
母親の食性が胎児の腸管免疫に影響する
母系抗体の新生児への移入は授乳や胎盤を通じて行われているので、妊娠中の無菌飼育マウスに、遺
伝子改変した大腸菌を一時的に投与したところ、胎児の腸管免疫能に、特異的な抗原反応が認められた。
このように、母親の食性による腸内環境条件が、免疫記憶として新生児に伝えられることは、これまで
浴野成生らが、ニワトリ腸管付属リンパ組織のブルサで示していたが (Immunology 55, 405-410,
1985)、今回、哺乳類でも実証されたことになる。
（Yan）
Gomez de Aguero, M. et al.: The maternal microbiota drives early postnatal innate immune
development, Science 351, 1296-1302 (2016)
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私の闘病記と健康法（Ⅰ）：
急性心筋梗塞と山歩きの生活習慣
山崎和夫＊
2007 年 7 月 30 日から 2 週間､私の傘寿祝いを兼ねたヨーロッパ家族旅行で、
ピサ、
ミュ
ンヘン、プラハ、ザイフェン、ライプチッヒ、ドレスデンにそれぞれ 2 泊した。周遊旅
行の最終滞在地ドレスデンで、帰国前日、8 月 13 日の正午前に、事故（急性心筋梗塞）
が起こった。快晴の真夏日だったが､ 気温は 30 度にも達せず湿度も低く、日本人には楽
な気候であった。目指すドームは市民が復旧のシンボルとして､ がれきの山を整理したボ
ランタリー活動で、完全に元の形に再建した記念教会として有名である。
独り歩きで、歩行行程の半ばを過ぎて、11 時半頃建物越しにドームの塔が見えてきた
辺りで､ 何か今までに経験したことの無い変なムカツキを感じると同時に､ 急に全身の力
が抜けて、肩にカメラをぶら下げている以外に何も持ち物もないのに、平地を歩くのさえ
突然しんどくなった。頭にも胸にも全く痛痒 ･ 異常を覚えず、消化器系の吐き気等とは全
く違う異変である事は、素人の私にも解った。それでも道端にしゃがみ込む程ではなく、
カフェーは目に付いたが何も飲む気がせず､ 一瞬迷った末、目指す教会まで何とかたどり
着けば､ じっと座って居られることに気付き、とぼとぼと歩いて行った。教会の入り口前
には 30 人ぐらいの観光客が並んでいたが、幸い正午少し前に中に入れた。大きな教会で
空席は多く中程の椅子にやっと腰を下ろすことが出来た。正午になるとドアがぴたりと閉
ざされ､ 出入りが出来なくなり昼のミサが始まった。まさに滑り込みセーフであった。ミ
サは約 30 分間続き、パイプオルガンと賛美歌が心地よく響き、危うく天国？へ昇天しそ
うであった。まあ一時間半ほど座っていると、一応回復した気がしたので、オペラハウス
前から市電に 5 分ほど乗って、やっとの思いでホテルの部屋にたどり着き、急いで旅行
鞄の中をかき回して、ニトロを見つけ出して飲んで、横になった。
翌日、11 時間半あまりエコノミー席に座って、15 日早朝、予定通り帰国できた。帰国
後、猛暑が続いたが、8 月 20 日、20 年来の掛かり付けの医院で、心電図と血液検査を
したところ、急性心筋梗塞を起こして居たと診断され、即救急車で京大病院へ入院の手続
きをされ、電話で駆けつけた妻も同乗して 12 時半頃救急外来に入院した。係の医師がす
ぐに色々検査して 14 時〜 15 時半カテーテルを右鼠径部より入れて、完全に詰まってい
た冠動脈にステント 2 個を挿入された。発作後ほぼ既に 1 週間も経っているので、血管
＊

京都大学名誉教授（理論物理学）
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の一部は当然壊死しているはずとのことであった。24 日に、超音波エコーで心臓の動き
を前後左右からよく調べられたが、何故か心臓の受けたダメージはそれほど大きくは無さ
そうで、調子よく動いているとのことで、やれやれ。
29 日に、京大病院より無事退院した。その後、2008 年 3 月に検査入院したが、4 個
のステントは総て正常であった。2009 年 3 月、7 月、2011 年 2 月に、それぞれ、右冠
動脈にステント 1 個挿入したが、以後無事で現在に至る。以上が私の心筋梗塞に関する
詳しい闘病歴である。
ところで、このように動脈の各所で､ コレストロール等が非常にゆっくりと蓄積して血
流が悪くなって居たのに、予兆はなかったのか？と言われればドレスデンでの出来事以前
の約 20 年前に掛かり付けの医院で一度動脈硬化のテストを受け、動脈硬化がかなり進ん
でいますよと言われ、ニトロを渡されていたが、何年も何事もなく過ぎたので､ いつの間
にか普段は持参しなくなっていた｡ それでも問題の当日には､ ニトロを旅行鞄に入れてい
たのは上記した通りである。
もう一つこれはドレスデンでの事故の前年に、かなりはっきりした予兆があったのを思
い出す｡ 即ち 2006 年 9 月に､家族 3 人で西穂高山荘へ登った｡ 行程のおよそ 3/4 ほど登っ
た当たりで、私は突然脱力してだるくなった。持ちものを全部他の 2 人に持ってもらっ
て､ 水などを飲み一休みしてから、うんと時間を掛けてゆっくりだが目的地にたどり着け
た。それでもその後はまったくその事実を忘れ、一過性の異変と皆が思った程何事も起こ
らなかった。
私は生活習慣として山歩きを長年続けている。足を良く使うことが体と頭の老化防止に
対して有効であることはよく知られている。そのぐらいのことは､ いつでもやろうと思え
ば出来る､ そう思って多くの人はずるずると実行しない。その誰にでも出来るごく楽な運
動を､ 数十年にわたって継続することがポイントである。与えられた環境（この言葉の意
味は後で詳しく説明する）の下で、その運動は無理をせず楽しく自分の自由意志で自主的
に進んで行うものでなければならない。嫌々や、お義理で、でないことは勿論、それが体
のためによいからでも長続きしない。喩え家族、友人、ネット、テレビ、…の勧めであっ
ても自分で進んで楽しくでなければ無理である。但し医者の勧めの場合は別として。ドイ
ツ語で私のモットーを書かせていただくと、「Einmal nicht viel, aber oft」一度に沢山
でなく、しかし日数を多くである。2 日掛けて 3,000m の山に登るよりも、200m の里
山に 15 回登る方が､ 体にとって有益であると信じている。それでは環境という言葉の意
味を､ この話のコンテクストとしてご説明したい。ここで言う環境とは広い意味で、居住
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的、時間的、年齢的、経済的、体力的、家族的、気象的…な意味合いを持って使っている。
この意味で無理のない範囲であることが肝要である。そうでなければ長続きしない。それ
は言い換えれば

安上がりな

と言っても良い。決して経済的な意味だけでなく、効率的

で､ 無駄のない､ 自分に適した､ 好きになれる､ したいときにいつでも実行出来る、…の
ような意味合いで、である。いずれにしろ三日坊主は論外として、一年やそこらでは目に
見えた効果は現れないかも知れない。何もしないよりは良いが。基準の大文字山は、私の
家から片道 10 分ほどの平地歩きが上り道の出発点である。年取ってからの瓜生山でもそ
うである。それが丁度良い準備運動になっている。私は毎回決まったコースで同じ山に登
れと言っているわけではない｡ むしろ逆である。私は毎回なるべく違った道を目標と定め
た山は最低限で､ それ以上で 1 回実行したとカウントするのである。
そこで次にこの生活習慣にとって大切な､ もう一つの要点は、数値目標があると励みに
成ると言うことである。これは私の個人的な職業柄、数値に拘る事が多いのも関係してい
るかも知れない。数値目標と言っても無理せずに到達できるが、すぐに届く物ではなくそ
うかといって遠すぎてもだめで、ある種の達成感の持てる程度を目指すべきである。例え
ば半年ほどで余り頑張らなくても到達できるが、サボっていて､ 慌てて最後の 1 月では
届かない程の物を目指すべきだろう。そのような目標を 2、3 度ぐらい達成出来たら、今
度はその延長線上で、数年掛けて届くようなキリの良いかなり大きな遠い数値目標を設定
し、但し到達期限は付けずに､ やはりそれまでのような近い目標を目指して、ずっと継続
する事を心がけるべきである。それが私の自得した秘訣で、初めから数千回等と言うこと
を目指しても無理で、近い目標をクリアーした時の達成感が励みになり継続できるのだと
思える。
もう一つ大切なことは､ 決して自分自身を欺かない心の強さ、克己心を持つことである。
自分を欺くことは最も易しく、しかしまた最も難しい。本当であるのか嘘をついているの
かは、自分自身が一番良く知っているからだ。やったことにしておこう､ 或いはほぼ実行
したのに天気が怪しくなってきたので､ やむを得ず引き返したのだから 1 回実行したと
数えよう等々…甘い誘惑に惑わされず自己に厳しく接すること。こうして自らに偽らぬ運
動習慣が身につけば､ それは自ずと心を真っ直ぐ保つのに役立つ。先ず自分自身（部分）
の身心を整えることが出来れば、自分の属する小さなグループ（部分）の利害よりもより
大きなグループ、さらに地域、社会、国家、世界、人類、地球、…と言ったような

全体

への関わりを優先せよと、私は恩師ハイゼンベルク先生の遺書「部分と全体」から学んだ
と思う。この思いは私のもう 1 人の恩師湯川秀樹先生にも通底していると確信している。
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湯川先生も晩年殊に、人類全体の平和、核廃絶…に本気で､ 最後の気力を振り絞って取り
組んでおられた。
もう一つ言うなら､ 明確な我流の 1 回のカウントの適切な基準を設定すること。この
基準に満たない物は､ 上記のように決して 1 回に数えない。1 回でも大目に数えると、事
は必ず崩れてくる。後で書くように､ 私は 50 歳から 27 年間に自宅から高低差 230m の
大文字以上の山歩きをした日数で、2,500 日を達成した。この数字は厳格な数で、この大
きな数の中に怪しげな日数が含まれていれば、せっかくの大きな達成感、自己満足が傷つ
くことに私は耐えられないので、上記のように自己に厳しくカウントするのである。82
歳の 2010 年年初より体力的な衰えを自覚し､ 無理をしないように自宅から一番近い高低
差 200m の瓜生山に基準を下げた。これにも最初の目標 250 日以上の 300 日を 2015 年
5 月 10 日に達成し､ 以後は更に低い約 110m の茶山に 50 日を目指している。私は近頃
自分の手に触ってみても皮膚のすぐ下に骨があり、風呂上がりに鏡で見るとあばら骨が見
え、下腹が少し出ている等どう見ても 80 代の体格である。それでも足腰だけは､ 80 歳
を超した人の体には見えない自信がある。
何故山歩きなのか？

先ず上記のように基準がはっきりしていること。これなら少なく

とも最低で高低差ｈに相当する、体重 m の重力の位置エネルギー、mgh は確実に体から
消費していること。50 代でまだ元気で時間的余裕の無かった頃は､ 敢えて負荷を短時間
で多くするために､ 普通の山道を外して、道でない急坂を木の枝などに掴まりながら無理
矢理這い上ったりもした。その先で大体予想地点に着くか、更にがむしゃらに進むしかな
いか色々でそれも楽しかった。しかし今ではトレイルコースでも上りの負荷は楽でなく、
下りは 2 本の杖で膝への負担と転倒に注意を払いながらゆっくり、下りでもエネルギー
を使っている。私の山歩きは、私の置かれた環境の下で､ 可能な無理のない上記の意味で
安上がりな運動習慣なのであり、私が里山の四季折々の自然の移り変わりが好きで、舗装
された町中を歩くより気持ちがよい…のであって、
誰にでもそれをお勧めする訳ではない。
ご自分の置かれた環境の下で、無理なく安上がりで、長続きする物を選び、続けること。
若くて元気だが､ 時間のない方はジョギングでも水泳でも好きな物を選べば良い。そして
年を取れば私のように次第にハードルを低くしていく。いずれにしろやはり歩くことが基
本だろう。平地歩きでも良い。これは歩ける限り誰でも出来る最も自然な運動だから。私
の山歩きはわずかな例外を除いて何時も一人歩きで、歩きながら仕事のことや、気になっ
ていた事をぼんやり考えていると、机上では思い着かない面白そうなことが閃くこともあ
る。帰宅して机に向かってやってみるとだめなことが多いが、それでも良い気分転換には
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成る。現時点では殊に下りで転ばぬように細心の注意を払って足下をよく見ることに徹し
ている。勿論誰か気の合う人と一緒もよいが、回数を稼ごうと思えば自分の都合の良いと
きに行ける一人歩きでなくては、長続きしないだろう。要するに、私の父がその恩師ケー
ベル先生にもらったラテン語の人生訓

Festina

Lente

ゆっくりいそげ、で継続する

ことが肝心である。上でも書いたが私は何も大文字山だけに 2,500 回も同じ道を往復し
たわけではない。決まった通りの繰り返しは好きでない、どの山歩きでもわずかな例外を
除いて､ 常に往路と復路は変えており､ まだ元気だった 70 代頃まではその先の如意ケ岳
から三井寺､ 琵琶湖、四宮、山科、日ノ岡、日向大神宮、南禅寺、若王子､ 霊鑑寺、真如
堂、銀閣寺、比叡平…、更に瓜生山から、狸谷不動院、武田農場、一乗寺、修学院､ 赤山
禅院、大原、比叡山、横川、仰木峠、延暦寺、紀貫之墓、崇福寺跡、坂本､ 穴太、ロッテ
ル ･ ド ･ 比叡、藤尾、毘沙門堂、東山トレイル全コース…と行けるところは大体行った。
この辺りなら殆ど、どの道でも知っていたと思う、現在ではとても行けないが。何時も､
一人でリュックも背負わす、片道 2 時間程度の所なら水筒も持たず､ チョコレートか､
ビスケットや、塩昆布､ 飴等をポケットに忍ばせて出かけた。近頃脱水症をやかましく言
うようになってからは、水分は持参するが。天気予報には気をつけて､ まともに雨に降ら
れたことはわずか数回である。大文字山から山科へ降りて、また別の道で大文字山を越え
て帰ったこともある。それでも上記の規則に従って 2 回と数えず山歩きを実行した日数
を 1 日と数える。元気な頃は冬でも積雪で滑る危険性がある日以外は､ 頑張って歩けば
体が温まるので良く山歩きしたが、近頃は体が温まるほど頑張って歩けないので、冬休み
を 2 〜 3 ヶ月、夏も 30 度以上の日は行かず、夏休みも 2 〜 3 ヶ月とるようになった。
所要時間は大文字山程度で約 2 時間弱。瓜生山、白鳥山当たりで、約 1 時間半だったが
最近では 2 時間余り。かなり細かいことまで書いてしまったが､ それではいよいよ本題
のドレスデンで何故死ななかったのか？について書いて結びにしよう。私の記録ではドレ
スデンの事故の当時で、大文字以上の歩きを 2,262 日実行していた。
継続は力なり

で、私の場合は

実行の継続が実効を生む

と言いたい。数十年に及

ぶ生活習慣・山歩き運動が､ 私の肉体の自己防衛反応を招いたのではなかうか？

恐らく

トランス飽和脂肪酸などの結果生じた動脈硬化は、コレストロールその他の冠動脈への数
十年に及ぶ非常にゆっくりした蓄積によって生じ、そのようなゆっくりとした変化には、
人体に備わる自己防衛反応によって細い毛細血管が発達してバイパスを作るらしい。その
ためには恐らく数年でなく数十年に及ぶ普段の運動習慣による蓄積が必要なのだろう。ド
レスデンではほぼ詰まり掛けていた冠動脈の 1 本が、あの時遂に完全に詰まり、がくん
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と来たが、造影剤に写らないほど細い無数の毛細血管のバイパスを通して冠動脈と心臓に
はある程度の血液が供給されていたので、冠動脈も心臓そのものも大きなダメージを受け
ずに済んだらしい。こうして、あの事故後カテーテル、風船、ステントという現代医学で
救われて、ゆっくりリハビリ後、医者のすすめに従って徐々に山歩きを復活させている。
その後も 3 個のステントを挿入して頂き、詰まり掛けた冠動脈を治し、現在ドレスデン
の事故以後 8 年を経ても、合計 7 個のステントが上手く機能し、最近 4 年以上追加もし
ていない。お陰様でこうして思い出を書かせていただけている。もしそのたびに心臓の外
科手術をされていては、到底今元気で生きていなかっただろう。その意味でステント療法
という現代医学の発展に心から感謝してこの駄文を結ぶ。

私の闘病記と健康法（Ⅱ）：
プロポリス体験記
小川

侃＊

私は 20 世紀から 21 世紀への変わり目の時に大変な体験をした。それは、
あえていうと、
「プロポリス体験」とでも言うほかないものだ。プロポリスというのは、蜜蜂の巣の漆喰
のようなものである。蜜蜂は自分の体液と樹液とからこのプロポリスを作って巣箱の壁の
弱い所を補強する。とくに蜜蜂の巣は六角形をしているからその角の部分は弱くなる。そ
こを粘着剤のようなもの、漆喰のようなもので補強する必要がある。それが、蜜蜂の体液
と樹液とから作られたプロポリスなのである。アリストテレスの『動物誌（上）
』
（岩波書
店）の 5 巻に、およそ次のようなことが書かれている。ミツバチは、
「第一に蜂窩を作り、
次に子をその中にいれ…それから同様に蜜すなわち食料を、夏と秋とに入れるが、これは
秋のほうがよい。蜂窩の蝋は花からできるが、それを封じる蝋の材料（蜂の膠）は『木の
涙（樹液）
』から取ってくるものであり、蜜は空中から落ちてくるもの（露）であり、こ
とにもろもろの星が昇るときや虹のかかるときがいちじるしい」
「蜂窩の蝋は・・・花か
ら作る」
（島崎三郎訳）。ここでアリストテレスが描写している蜜の膠こそが、プロポリス
と名づけられるものなのである。
プロポリスなるものを知ったのはそんなに遠いことではない。私の友人の芥川賞作家の
高城修三が『プロポリス健康革命』（高橋書店、2000）という書物を出版し、この書物を
私は頂いた。プロポリスというのは、抗菌作用、抗炎症作用、たぶん抗ガン作用も有ると
＊
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いう風にかかれている。
「本当かしら」
というのが私の最初の反応であった。しかし、
ひょっ
とすると役に立つかもしれないと思い、京都の三条河原町から西に入った蜂蜜屋にプロポ
リスがおいてあったので買い求めた。しかし、薬効も本当かどうか分からないのに飲む気
にはならなかったと言うのは正直なところである。それでは、私のプロポリス体験はどの
ようなものだったのか。
2000 年の 12 月の末の頃、私は風邪をこじらせて咳が止まらなくなった。なにしろ住
んでいるのは海抜 400 メートルのところで、冬はかなり寒い。京都の街中より 3 度は低い。
咳が頻繁に起こるので夜も眠れないくらいになった。あきらかに気管支炎のような症状が
出てきた。それだけではなく、熱まで出てきた。正直なところ、困ったとおもった。しか
も、私が住んでいるのは近所に医者もいないところである。標高 400 メートルにある比
叡山の肩のところである。時節はまさに年末年始の頃であり、医院も閉まっていた。
夜も眠れないくらい咳が止まらない。熱が出る。困ったと思ったので、おそるおそる冷
蔵庫においてあったプロポリスの封を切り、思い切って一回 5 滴、一晩に 5 回、すなわ
ち 25 滴飲んだ。通常は 1 日に 2 滴が適量と書かれている。したがって適量の 10 倍以上
を飲んだことになる。このプロポリスは、アルコールに溶かしてある。プロポリスを飲む
と、その夜は非常に良く眠れた。咳もおさまった。咳がおさまると非常に良く眠ることが
出来た。翌朝、熱も引いた。喉も痛くない。咳も止まった。2001 年の 1 月 2 日のことで
ある。これを私は「小川プロポリス体験」と名付けた。これは天地神明に誓って事実であ
る。心療内科医の中井吉英先生に請われてこのプロポリス体験を平成 17 年に奈良の日本
心身医学会で報告したくらいである。
高城修三氏の書物を詳細に読むと、プロポリスは、ヨーロッパではながいあいだ民間の
医療薬として使われていたのだが、1960 年代後半にフランスの国立農業研究所のピエー
ル・ラビ博士がプロポリスとポプラなどの植物樹液の抗菌作用を発見したのにもとづく。
とりわけ興味深いのはデンマークの養蜂家でプロポリス研究者の K. Lund Aagaard
（アーガード）のプロポリス体験である。アーガード氏は「小川プロポリス体験」とほぼ
同じ体験をしている。高城修三氏の書物からすこし長いが引用する。
「アーガード氏は体
調が悪く喉が痛かったにもかかわらず無理をして旅行したために、喉にひどい炎症を起こ
してしまい、激しい痛みのために食べ物を口にすることさえできなくなってしまいました。
なんとか帰宅したものの、熱は 40 度を越えベッドに横になっても激痛で眠ることもでき
ない有様でした。死ぬかもしれないと思ったそうです。そんな時ふとプロポリスのことを
思い起こしたアーガード氏は、その粉末にお湯を注いでつくった溶液でうがいをし、その
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まま飲み干してベッドに戻りました。その翌朝目覚めてみると昨夜の高熱は嘘のように下
がっており、喉の炎症もすっかり治っていたのです。プロポリスの強力な鎮痛作用・抗炎
症作用のおかげです」
（59 − 60 頁）。このアーガード氏の「プロポリス体験」は、
私の「小
川プロポリス体験」と良く似ている。アーガード氏の場合は喉の炎症が病因だったのに対
して私の場合は咳であり、気管支の炎症だったと言うことである。
プロポリスの最大の難点は、アルコールに溶かしてあるプロポリスを水に投じて、水と
一緒に飲むのだが、このときに何とも言えない悪臭が部屋の中に満ちるということにある。
飲むときに恐ろしく臭い匂いがすると言うことだ。しかし、最近ではプロポリスに、粉状
のもの、カプセルに入ったものもある。

Random Scope
草食動物の腸内の真菌叢には多種類のバイオマスを分解する酵素
がある
草食動物の腸内に共生する嫌気性の真菌、ツボカビ類の転写 RNA ライブラリー ( トランスクリプトー
ム ) を解析したところ、これらの真菌は、キシラン ( キシロースの多糖類 ) を分解する能力に富み、廃
材や紙製品に含まれるリグノセルロースを分解する宝庫であることが判明した。
（Yan）
Solomon, K. V. et al.: Early-branching gut fungi possess a large, comprehensive array of
biomass-degrading enzymes, Science 351, 1192-1195 (2016)
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先端医療の公的医療保険適用を考える（Ⅰ）

問題提起：がん治療薬は日本の財政破たんを招くか
本庄

巌＊

週刊医学界新聞・第 3165 号に、日赤医療センター化学療法科部長・国頭英夫氏へのイ
ンタビュー、｢コストを語らずにきた代償−

絶望

的状況を迎え、われわれはどう振舞

うべきか｣ と題する記事が掲載されていました。高価ながん治療薬に対する現場からの問
題提起です。はじめにその内容をかいつまんで紹介します。
記事のまとめ：現在がん領域では免疫チェックポイント阻害薬が注目されている。なかでも肺がんに対
する ｢ニボルマブ｣ は高い奏効率と少ない副作用から日本でも保険適用がなされた。しかし問題は高価な
薬価であり一年間で一人当たり約 3,500 万円に達するとされる。しかし患者負担は 5％以下で残りは全
て公費負担になる。いま日本でこの治療薬の対象となる患者は約 5 万人で 1 年間の投薬で合計額は 1 兆
7,500 億円に達する。現在日本の医療費約 40 兆円のうち薬剤費は約 10 兆円であり、これに年間 2 兆円
弱の負担がかかることになる。しかもこの薬は今後腎がん、胃がんなどにも順次適用されることになるの
で、日本の財政破綻は確定的で、第二のギリシアになる可能性がある。しかし製薬会社は新薬の開発に巨
額の資金が必要であり、たとえ薬価が半額になっても財政破綻は避けられないだろう。もし抜本的な対策
を行うとすれば一定年齢以上は対症療法しか提供しないと決めることで、もし障害の有無などで判断すれ
ばナチス・ドイツと同じになるであろう。

以前にエイズ治療薬が一番必要なアフリカの低開発国で、高価な薬価のため治療が受け
られない人や国境なき医師団の抗議運動で、低価格の後発薬を入手できるようになった
ニュースを聞きました。今回のがん治療薬の場合、パテントの期限はまだ先のことなので
安価な後発薬は期待できないでしょう。患者側のニーズにそのまま応じてゆけば、国頭氏
の危惧のように巨額の医療費が日本の国家財政を圧迫する可能性があります。しかし高額
医療費の点では今回のがん治療薬だけではなく、直近では C 型肝炎の治療薬の価格は 3
カ月服用で 450 万円になりますが保険化されました。一方がん治療に威力を発揮する重
粒子線治療はまだ数百万の私費治療の段階です。医学の分野だけでなく科学の進歩は時に
倫理を脅かすところへ進みます。原子力の研究が原子爆弾を生み、個人の遺伝子情報は両
＊
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刃の剣の危険性をはらみ、これからの人工頭脳の爆発も気になるところです。しかし人類
の叡智はそれらをコントロ−ルする手段を編み出してきました。今回のがん治療薬でも遺
伝子のタイプで効く人とそうでない人が分かりつつありますので、無駄な医療費を使わな
くて済む可能性があります。しかし今後もこの薬剤の適応が広がり、さらに新しいがん治
療薬が次々と開発された場合、日本の医療費が国家財政を圧迫してゆく危険性はあります。
しかし今回のがん治療薬の出現は、私たち日本人がこれまで避けてきた終末期医療の在
り方、我が国の健康保険制度、ひいては日本人の生命観についての考えを深めるよい機会
だと思います。現在日本の終末期医療は巨大産業として、諸外国では通常行われない延命
のための措置で高齢者が生かされています。摂食が出来ない老人には胃瘻が施され、呼吸
困難には気管切開と酸素吸入、また腎不全に対して行われる人工透析はヨーロッパ諸国の
数倍に達し、その医療だけで 1 兆円を超えています。これらの濃厚医療は患者の意識の
レベルとは関係なく行われる場合もあり、費用は健康保険が大部分をカバーするために、
高齢者の増加と共に今後も医療費を圧迫してゆくでしょう。今日我が国で行われている高
齢者の高額医療による延命治療について、医療とは何かという問いに今一度立ち返ってみ
てはいかがでしょうか。ちなみに日本の高齢者の医療費はそれ以下の年齢の保険者の 5
倍に達するそうです。
日本の国民皆保険制度は世界でも例を見ないほどに完備され、
我々日本人の健康を支え、
今日の高齢化社会を実現しました。大学病院を含めどのような医療機関へも自由に受診す
ることが出来、また医療サイドは出来高払いで不正な請求でなければ支払基金から高額医
療についても支払いが保証されています。少し前まで老人の自己負担額はゼロの時代が長
く続きました。こうして戦後 70 年の間に国民の健康は政府が保証し、病気は国家と病院
が責任を持つものという観念が国民全体に行き渡りました。しかし今この国民皆保険を支
えてきた経済基盤が問われようとしています。アメリカで国民皆保険の制度に反対する意
見が多いことは、恐らく自分のいのちは自分で守るという個人主義によるものと思われま
すが、日本とは全く違う風土によるのでしょうか。
そして最終的にはこの問題に日本人の生命観が関わってくると思います。先の大戦で多
くの日本人が亡くなり、その反省から決して戦争をしない事を誓いました。血なまぐさい
ことはしない、死という悪はこれを避けたいという意識です。死は家族の目の届かない病
院の ICU で行われ、私たちの戦後 70 年は死を直視しない歳月でした。しかしここに来
て人は何のために生きるのか、私たちが生きていることの意義を考えてみる時期に来てい
るようです。イギリスでは 60 歳以上の人には原則として人工透析は行われないそうです。
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またオランダでは安楽死が認められていますが、我が国ではそれを語ることはまだタブー
で、これまでに医師が同情から行った行為はいずれも刑法で裁かれています。しかし私た
ち日本人もいのちや終末期の問題を理性的に考える時期に来ているのではないでしょう
か。以上新しいがん治療薬の問題から日本の医療制度や我々自身のいのちのありかたにつ
いて私見を述べて、サロン談義の問題提起と致します。
2016 年 3 月 26 日
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公的医療保険制度を別の切り口から鳥瞰する
瀬野悍二＊
本来、人の命をお金（金額）と天秤にかけることは大問題だが、それを承知で以下私見
を述べてみたい。今回の話題（週刊医学界新聞のインタビュー記事）を抗体新薬の開発研
究分野をよく知る元同僚の若い研究者に伝えたところ、「ニボルマブ」はその画期的な作
用機序が災いして、大手の製薬会社や医療従事者からも見向きもされず実用化までの苦難
が多かった抗体医薬で、パートナー企業に運良く恵まれたアメリカでも臨床試験を始める
までに難儀したそうである。適応がん種は悪性黒色腫から出発し、副作用のチェックをす
すめながら最近は非小細胞肺がんと腎細胞がんにまで適用が広まって来た。また、新薬の
効果の適否を予めチェックする検査方法も開発されつつあり、その応用で適用がんの範囲
もさらに広まると考えられるので闘病する方々には新たな福音となるだろう。これまでの
開発費を賄う意味で薬価が高いのもある程度仕方がないと思う。「ニボルマブ」も万能薬
ではない。薬価は開発費・製造費を勘案して国が決めることになっているので、企業がい
つまでもボロもうけできることはなく、競合製品も出てきていることもあり、適応がん種
が広くなればいつまでも高額な薬価のままでいることはないだろうとも語ってくれた。
インタビュー記事で国家予算の破綻にまで言及されたので思うことなのだが、国の予算
が国会で審議され可決されても、その総額が何十兆円であるとかは報道で知ることができ
るが、省庁別の予算額、個々の省庁内の内容別振り分け金額は知らされない。すなわち、
全体を鳥瞰しにくい。
私も研究者としてがんセンターなどに勤務したことのある一人だが、
1980 年前半に「対
がん 10 カ年総合戦略」の話が持ち上がったとき、ある日、勤務先の生化学分野の上司に
＊

国立遺伝学研究所、総合研究大学院大学名誉教授（体細胞遺伝学、分子生物学）
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担当省庁の上層部の方から電話がかかってきて、がん研究に必要な機器で最も高額なもの
は何かと問い合わせがあった。当時のことだからその上司は超遠心分離器ぐらいしか思い
付かなかったという。
時代が変わってゲノミックスという言葉がまかり通るようになった時代になっても勤務
先研究機関の概算要求の書類を作る際、必ずといってよいほど DNA とは何かをわかりや
すく説明するように毎年繰り返し事務方から要求された。同時にそのような苦労に明け暮
れていたとき、ふと耳にしてびっくりしたのは、同じ省庁で扱う高エネルギー加速器分野
の予算額は我々の生命科学関係の予算とは桁違いの高額だったことである。近年でも、最
近知った天体観測衛星

ひとみ

の制作費は打ち上げ費用も含めて数百億円だったとか。

余計なことだが、国の要人たちが使う政府専用機は常に同時運行する予備機を含め行き先
にもよるが一往復数億円かかるという。また、車の排気ガスは問題にされても航空機や船
舶については全くと言って良いほど話題にならない。国会開催の費用も 1 日あたり 3 億
円と聞いたことがある。事ほど左様に、我々の納める税金は福祉関係、警察関係、災害時
対策、国防関係も当然含めて多方面に使われているのだから、今回問題提起された分子標
的がん治療薬や高度終末医療の問題を公的費用の面で論議するときは、単にその関連分野
での経済基盤破綻の可能性を日本の財政破綻と結びつけ、第二のギリシアになる可能性に
言及する前に、先ず広い視野から見るべきだろう。予算がお上から与えられるものである
と同時に元をただせば我々国民一人一人が納めた税金であることを自覚して、無駄使いの
チェックや縦割行政体制の欠点是正も含めて原点に立ち戻って総合的に考えるべきだと
思った。重ねて言うが、人の命は他の事項と同じレベルで考えられないことは承知の上で、
医学にも経済学にも素人の率直な感想を思い付くままに述べてみた。
最後に、門外漢の愚問を承知で生物学研究者としての率直な想いを述べさせて戴く。同
じ臓器がんでも個々の患者のもつがん（細胞）はそれぞれ顔をもつとよく言われるほど個
性的であり、同時に医師にとっては言わずもがなだが、がんの進行度は患者の加齢の程度
にも左右されると言われている。がんの分子標的抗体療法も含めた最新の高度医療は経費
の面だけでなく生物学的にも未だ不明な点が多々残され、倫理的にも難問をかかえる。大
先輩の受け売りだが医学本来の Mitleid 精神から逸脱する危惧も忘れられない。とは言え、
以上は人生の終末を現実に迎えていない人間の思っている事で、無責任のそしりを受ける
ことも承知している。最後に中学時代の友人の「心当たりうなづき帖」の一句
こだわりながら 薬漬け

無農薬

を自省を込めて紹介したい。本題にも関連して日本人の国民性

を象徴している。最後に分子標的新薬の開発背景を現場から教示戴き、がん治療の新しい
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息吹を実感させてくれた元同僚 T 博士に深謝する。
2016 年 4 月 6 日
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オバマケアの功罪−「敬老」売却問題の背景
入江健二＊
ここロスアンゼルスの日系社会は現在、非営利看護施設「敬老ナーシングホーム」と関
連の計 4 施設の売却問題で大きく揺れている。売却を決めた理事会側の理由は、オバマ
ケアによる高齢者医療への還付金削減である。オバマケアに問題があることは、知ってい
るつもりだった。だが同時に、「良い変化へのキッカケになるのでは？」といった淡い期
待も抱いていた。オバマケアの実態がこれほどひどいものとは、最近まで想像すらしてい
なかった。それを、アイドル歌手を思わせる、若い日本女性の手による本で悟らされた。
その本とは、堤未果著「沈みゆく大国アメリカ」（集英社新書、2014 年刊）だ。オバマ
ケア下の健康保険を手に入れ、
「とにかくこれで一安心」
と思った人は多いだろう。それは、
オバマ保険の骨子だけを見れば無理もない。しかし、本書が指摘する問題点は多岐、かつ
深刻である。それらに対し目をつぶるわけには行かない。
オバマケアの骨子を以下に要約する。
1） 米国市民全員加入を原則とする。
2） 非加入者には罰金を課す。
3） フルタイム従業員 50 人以上の企業は、オバマケアの条件を満たす保険を提供する
（フルタイムの定義：週 30 時間以上）。提供せねば罰金を課す。
4） 企業提供の保険がない人は、販売所（Exchange）を通して保険を購入する。
5） 年収が貧困レベルの 4 倍までは保険購入へ補助金が支給される。
6） 低所得者はメディケイド（カリフォルニア州ではメディキャル）へ。貧困レベル
33％増まで受給可とする。
7） 各保険は、予防医療・妊婦医療・小児医療・薬物中毒カウンセリングなど 10 項目
の条件を満たさねばならない。
8） 26 歳まで親の保険に加入可とする。
9） 各保険は既往歴による加入拒否ができない。
また、
病気になってからの解約もできない。
＊

開業医、ロスアンゼルス、USA（がん免疫・健康相談）
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10）保険による医療費支払いの上限を撤廃する。
11）加入者の自己負担に上限を設定し、個人 1 年 6,350 ドル、4 人家族 1 年 12,700 ド
ルとする。
12）財源（補助金等の）は、①高齢者医療（メディケア）支出の削減、②一般増税、③
製薬・保険・医療機器各企業への増税による。
骨子だけを見ると、保険会社の大敗、一般市民の大勝のように見えるが、実際はどうか？
保険会社はまず、自らの利益を守るため従来の保険のプレミアム（月々の掛け金）を上げ
るとともに、オバマ保険で使える病院の数を大幅に削減し、医師への支払い率も一般保険
に較べて大きく引き下げた。結果として、支払いが悪い上に書類が煩雑なためオバマ保険
を扱わぬ医師が多い、という事態を招いた。このため、保険は持っていても、かかれる医
師・医療機関が見つからないという患者が多出した。保健証を手にしたまま、虫垂炎の手
後れのために亡くなった若い女性の例を、同書はドラマチックに描いている。
保険会社は次いで、保険がカバーする薬剤の数を減らし、薬代自己負担率を急増させた。
保険がカバーしない薬はもちろん自己負担となる。他方、製薬会社は、オバマケアの議会
通過時、政府が薬価規制権を放棄したのを受け、薬価をこぞって引き上げた。その結果オ
バマケア発効後、保険会社・製薬会社の株価が急上昇する一方で、医療費による企業の破
産申請が急増した。
オバマケアが職場に与えた影響も大きい。それを以下に箇条書きにする。
1） 従来の保険のプレミアム（掛け金）が上がったため、多くの雇用主がそれを支払え
なくなった。
2） そのため、多数の会社・学校（大学を含む）
・商店などでフルタイマーがパートタ
イマーへ降格された。パートタイマーとなった職員は、オバマ保険へ移行した。
3） フルタイムを維持した職員に対しても、半数以上の企業が保険を支給せず、なんと
罰金を支払うことの方を選択した（プレミアムー掛け金̶より罰金の方が安い！）
。
4） 保険付きフルタイマーからも、プレミアムの自己負担増加のためオバマ保険へ流れ
る者が続出した。
こ う し て、 保 険 企 業 は 政 府 か ら オ バ マ 保 険（ カ リ フ ォ ル ニ ア 州 で は Covered
California）への補助金を受けつつ、抱え込んだ患者にはなるべく医療費を使わないです
む体制をまんまと作り上げた。
また補助金等を捻出する財源確保の一環として、保険・製薬企業への増税が行なわれた。
これに対し、保険企業は保険料（プレミアム）へ上乗せすることで難なく対処した。製薬
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企業もこれに習い、薬価への上乗せで対処した。財源のもう一つの柱として、高齢者医療
（メディケア）の支出削減が組み込まれ、実施された。
その結果、全米で病院や施設が次々に倒産し、買収された。買収したのは、収益本位の
投資家グループ（ヘルスケア・リート Healthcare Reit と呼ばれる）である。彼等は、
病院だけでなく、看護ホーム、薬局、果ては保険会社も所有し、収益率の良いところへ資
金を集中し、悪いところは容赦なく閉鎖して他目的に用いたり売却したりする。
「敬老」を買収しようとしているパシフィカ社もヘルスケア・リート大手の一つで、イ
ンドや中南米でも事業を展開している。彼等の施設経営方針の根幹は、①低い給料、②長
い勤務時間、③高い入居料金（前出書より）である。パシフィカ社系列の看護ホームは、
その経営方針ゆえ 2008 年以来カリフォルニア州福祉局から多数の違反警告と懲罰をうけ
ている。一方、敬老施設は 1978 年以来、警告を一切受けていない。敬老スタッフの努力
の結果だが、敬老オーナーがパシフィカ社へ変われば、まさにその経営方針ゆえ優秀で勤
勉なスタッフ維持の根幹が崩れてしまうだろう。
オバマケアのためアメリカはパートタイマー国と化しつつあり、老若男女の別なく苦し
む結果となっているが、そもそもオバマケア法案を起草したのは、全米最大手の保険会社
ウェルポイントの重役だった人物、リズ・ファウラーだ。保険業界の利益をシッカリ守り、
オバマケア発効後の保険株価急上昇を見届けた上で、同氏は保険業界へ復帰し、より高い
地位と報酬とを獲得している。つまり、オバマケアは「保険業界による、保険業界のため
の」ザル法だったのだ。
前出書の論旨はここで終わっていない。2013 年 12 月「特定秘密保護法」が日本の国
会を通過したことはよく知られている。だが、同時に「国家戦略特区法」が通過したこと
はあまり知られていない。この法により全国に「特区」が設けられ、そこでは従来の規制
に囚われぬ医療行為が可能となった。特区では「保険外併用療法の拡充」という美しい
キャッチフレーズの下、保険の使えないクスリの処方・検査・治療が大幅に行なわれ、そ
れをカバーするため米国保険が進出した。このやり方が「特区」で上手く運べば、
「全国区」
で実施するというのが、現日本政府の方針だ。日本の皆保険制は、今や危機に瀕している
（特に国民健康保険）
。こうした情勢を背景に、2014 年 10 月 1 日、遂に日本で初のヘル
スケア・リートが承認された。この米国発投資グループは、米国のトップ 1 パーセント
を更に富ませるべく、財政難に悩む日本の病院や看護施設を買収し、彼等の荒っぽい収益
第一主義の方針で経営して行く（収益率のよいところへ資金を集中し、悪いところはドシ
ドシ閉鎖）。
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敬老施設と同じ憂き目のシナリオが、日本の病院や看護ホームの前に横たわっている。
ロスアンゼルスにおける敬老売却への反対運動は、この流れに棹（さお）差すささやかな
試みと考えている。私はそろそろ、日本でかつて医療運動をともにした仲間に声を掛けね
ばならない。そう思ったとき「海を隔てつわれら腕（かいな）結びゆく」
、古い労働歌の
一節が私の頭を通り過ぎた。
2016 年 4 月 10 日
補遺 : 本稿は、羅府新報 2016 年 1 月 27 日号に掲載されたものを本誌スタイルに編集した論考であるが、先端医療の
先進国、米国の公的医療保険適用の一端を知ることは、本サロン談義の展開に必須と考えられるので、資料として掲載
させて頂く次第である（編集部）。
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両刃の刃を使いこなす知恵
山岸秀夫＊
本来人体に備わっている免疫系は、外来異物を排除しながら自己には寛容であるのが特
徴です。しかし腫瘍細胞は、自己に発生した細胞の変異体ですので、免疫系の監視をすり
抜け易い点に落とし穴があります。今回話題の PD-1 は、京都大学医学部の本庶佑教授ら
が 1992 年に発見した、全ての T 細胞上に発現する受容体です。ここにシグナルが入る
と免疫系が抑制されて、自律的な細胞死（アポトーシス）をひきおこし自己寛容が保たれ
ます。そこで、ここに来るシグナルを抗体などで阻害すると、T- 細胞が活性化して、腫
瘍細胞を異物として排除すると同時に、自己免疫疾患を誘発するリスクも生じることにな
ります。すなわち免疫系は本来、両刃の刃なのです。1992 年の本庶さんらの基礎研究の
成果を基にして、開発された抗体が 2014 年 4 月にメラノーマの治療薬として認可され、
その年の 7 月に保険適用が認められたのは、素晴らしいことで、昨年の年賀状で、基礎
研究の臨床医学への貢献としての幸福感を、ご本人が披露されていました。私も同学の研
究者として、賛辞を送りました。
しかしここで考えるのは、アインシュタインが発見した原子力が両刃の刃であったこと
です。地球に破滅的な破壊力を持つ原爆と同時にエネルギー源として有用な原発です。し
かし、その恩恵としての原発も、5 年前に福島に大惨事を引き起こしました。もし再発す
るようなことがあれば、その人的、経済的打撃は計り知れません。今回の高額の免疫チェッ
＊

（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）
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クポイント阻害薬を用いるがん免疫抗体治療もやはり両刃の刃です。電力会社と同様、製
薬会社も、一旦得た経済的効果を手放すことはありません。この段階で、基礎科学者が社
会に警告を発しても、既に遅いのです。ここに人の「知る喜び」としての基礎科学と、社
会に直接役立つ ｢文明開化｣ の応用科学とのギャップが出てきます。臨床医学は、明らか
に人体への応用科学です。今回の問題は、経済毒だけでなく文明毒でもあるのです。ここ
に「いのち」との関係で、大変悩ましい問題が生じてきます。
この世に稀な生命を受けた、個々の「いのち」は、全て健康な人生を全うする平等な権
利があります。臨床医学の医療は、病める弱者を助けて、健康を回復させる、最も人間ら
しい崇高な行為です。人間以外の動物には見当たりません。近代医学は、個々の病気とそ
の普遍的病因を明らかにし、感染症などに対して素晴らしい成功を収めました。20 世紀
の前半に猛威を振るった肺結核や肺炎に対しても、抗生物質によって多くの「いのち」が
救命されましたし、不治の病とされた「がん」も、今や放射線や抗がん剤の利用によって、
治る病となってきました。しかし「いのち」の営みは、多くの素過程の複合したシステム
（複雑系）です。医療行為は、その損なわれた素過程の一つに介入して、システム全体の
復元を図ります。しかし反面、素過程への介入は、これまでのシステムを乱すリスクも伴
います。すなわち臨床医学も両刃の刃なのです。しかも生命科学の進展と共に、その刃の
切れ味も鋭くなり、多くの先端医療が可能となり、その高額な医療負担が、国民皆保険と
いう「共存共栄」のシステムを破壊させる刃となってきたのです。
生物進化の直接的証拠としての地層に埋もれた化石を見れば、ほぼ 5 億年の地質時代
を画する生物種の大量絶滅事件は少なくとも 5 回起きており、その後に新しいタイプの
生物群が出現してきたことが分かります。中生代のほぼ 2 億年間に亘って君臨した恐竜も、
ほぼ 6,500 万年前に絶滅し、新生代の哺乳類と入れ替わり、10 数万年前に現生人類が出
現しました。恐竜までも絶滅させた地球環境の激変の誘因としては諸説がありますが、こ
れまで数々の生物が、生物進化の表舞台の地球に入れ替わり登場し、退場してきました。
原子力の力で地球環境を破壊し、
他の全ての生命を巻き込んで自爆するよりも、
「共存共栄」
のシステムの破綻によって、互いに助け合いながらも光栄ある自滅の道を歩み、他の地球
生命に道を譲る方が賢明だと思えます。果たして、
「全力を尽くして生き、天命に従って
絶滅した」現生人類の名が、未来の地球に刻まれるのでしょうか？
2016 年 4 月 10 日
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Books 談義 20、シリーズ・ともに生きる科学：村田翼夫 編著
「多文化社会に応える地球市民教育−日本・北米・ASEAN・EU のケース−」をめぐって（Ⅰ）
（株）ミネルヴァ書房

￥3,500 ＋税

2016 年 4 月 15 日発行

ISBN978-4-623-07585-0

｢Books 談義 20｣ コメント 1( 内容紹介を兼ねて )

多様な異文化に触れる言語教育
山岸秀夫＊
本書は、公益財団法人体質研究会と公益財団法人ひと・健康・未来研究財団（健康財団
グループ）の ｢いのちの科学プロジェクト｣ 第 2 期（テーマ：共に生きる）の企画によ
るものであって、地球市民としての「多文化共生」をとりあげた第 4 集である。
島国であるわが国は、400 年に亘る江戸時代の鎖国政策の中でも、長崎の出島や朝鮮
通信使などを通して、世界の情報を得て、明治維新に引き継いだ。しかし第 2 次世界大
戦開戦前夜に始まった、独善的な国粋主義の国民学校教育を受けたものにとっては、英語
は敵性語であったし、現在不幸にして、排他的な朝鮮人民共和国（北朝鮮）やイスラム国
（アルカイダなどのテロリスト集団）に育った若者たちの純真な信念を、よそ事として片
づけるわけにはいかない。
編著者は、自身の長年にわたる東南アジア諸国（ASEAN）の学校教育の体験を活かし
た上に、日本は勿論、ヨーロッパ（EU）
、北米、オーストラリア、アフリカ諸国の教育事
情も取り込んで、一体として本書を編集し、持論を展開している。ここでは世界共同社会
（地球社会）における世界市民（地球市民）としての「われ・なんじ・われわれ」の意識
形成に必要な、国際力の成長のための教育の核心を、根・幹・葉として樹木の生長に例え
ている。すなわち①偏見にとらわれない人権尊重の価値観の形成、②異文化の知識と多言
語能力の取得、③思考力と行動力の展開を骨子としている。編著者は、国際的な公用語と
しての英語教育の優位性を否定するものではないが、世界の多言語の一つとして相対的に
把握し、異文化への寛容性を強調している。すなわち日本語以外の言語で生活をしている
他民族の世界を知り、思いを馳せる事である。
｢国際力の成長｣ の葉の部分について、私の脳裏にひらめいたのは、
「S. オオノ：遺伝
子重複による進化（岩波書店、1977）」の翻訳の際、その ｢日本語版への序｣ の中の「新
しい概念を提示するためには、たとえ母国語でなかったとしても、その言語を自由に駆使
＊

（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）
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することが出来るようにならなければなりません」との言葉である。「他民族の言語を自
由に駆使すること」は、一般には至難の業であるが、異文化の中での「われ・なんじ・わ
れわれ」の発見から第一歩が始まるとも言えよう。地球市民教育に要求されるのは、単な
る情報交換の実用言語でなく、異文化に触れる言語であろう。
2016 年 4 月 15 日

｢Books 談義 20｣ コメント 2

国際化社会における共存共栄の教育
上田

学＊

本書は、「ともに生きる科学」という地球上の人間に関わる自然や社会環境、文化に関
わる諸相を幅広く取り上げて検討するというシリーズの一環として編纂されたものであ
る。
本書のタイトルは最初に示されているが、一般には「多文化社会」や「地球市民」とい
う言葉はそんなに出回っているとは思えず、そのため題目からその内容を素早くキャッチ
するにはやや難しいかもしれない。しかし「国際化」という言葉を使うと、かなりの程度
親近感が持てるであろうし、近年の傾向もこれを後押ししてくれるであろう。
周知のように近年の日本では国際化という言葉もそう珍しくなくなるほど、訪日する外
国人は急増の一途をたどり、2015 年には年間で約 2,000 万人にまで達している。今後も
この傾向は継続さらに進展していくであろうし、反面ではビジネスや観光その他で海外に
出かける日本人も増加し続けている。その意味で日本人にとって外国は、かつてのような
遠い存在ではなくなってきているのは間違いない。
現在世界には約 190 の国があるといわれているが、それぞれ国情は異なるにせよ 19 世
紀に始まるいわゆる国民国家をモデルにしている。国民国家はこれを構成する国民が同質
性を有していることを前提に成立し、
政治的な統合を図ることをその基本原理にしている。
時間の経過とともにその数は次第に増加していき、特に二度にわたる世界大戦を契機に民
族自決の思想に基づき、植民地から脱却を図って独立する国々が急増するなかで、今日の
ような状況が広がってきた。
このような国々においては、近代的な産業を成長させ国力を充実させるとともに、国内
統合を達成するために国民意識の育成をはかり、同時に他国との競争にうまく対応してい
＊

千里金蘭大学教授 ( 教育学 )
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くことが求められ、これらを実現するためには国民全体の能力向上は不可欠であった。そ
のため教育を普及させ、社会の必要とする人材を効率よく育成していくという政策が実施
されていった。国民国家には多様な形態があり、国内に複数の宗教が優劣を競うような場
合や、複数の民族が共存しているケースも少なからずある。そういう場合には国民の政治
的統合はことさら大きな意味を持っていたことはいうまでもない。
しかしながら一部の西欧先進諸国は国内の充実と発展に止まることなく、19 世紀後半
から次第にアジア、アフリカ、南米へと植民地を求めて活動を活発化し、版図を拡大して
いった。その結果交易に従事する商人や軍人、宣教師などが植民地へ一時的ないしは恒常
的に移り住み、反面、植民地からの移民の流入も継続的に見られるようになってきた。こ
のように植民地宗主国への人口の流入は、固有の国民をその構成員として国家を運営する
という国民国家の枠組みを次第に変質させていくことになった。その結果、従来からの住
民と同様に、新たに移り住んできた人々にも各種の行政サービスを提供するとともに、国
民意識の育成や言語教育の充実をはかるなどの新規の業務が必要となっていったのであ
る。
さらには第二次大戦後にも世界各地において頻発する内戦や政治的混乱、経済的な困窮
などが原因となり、より安心・安定した生活を求めて移動する人の動きは絶えることはな
く、これが今日にいたるまで間断なく継続してきている。それがまた結果として受け入れ
国における新たな経済格差や教育格差を生み出し、世界の各地に摩擦や混乱あるいは深刻
な対立の背景となっていることはよく知られている。
このように一つの文化圏として統合されていたはずの国民国家において、いくつかの亀
裂がみられるようになってきた。生まれ育ったものが他国に移住する、
その国で生まれ育っ
てはいるが宗教的・文化的背景が主流の国民と異なる少数派を構成している、そのためそ
の国固有の国民のもつ言語文化に馴染めず、結果として数々の局面で不利益を被ることに
なる、また各種の不利益をこうむる中で、新たな経済格差や受けられる教育に差が生じ、
それがまた、不信と反感などの社会的不協和音の温床となるなどがその具体的局面である。
旧約聖書には次のような興味深い記述がある。それは創世の頃「全地は同じ発音、同じ
言葉であった」というものであり、人類は当初同じ言葉を使っていたという指摘である。
もしそうだとすればすべての人間には意思疎通や相互理解という面で何の困難もなかった
であろう。しかし民が塔を建て、その頂を天に届かせようとしていることを知った創造主
は「彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないように」したと示されている（
『旧約聖書』
創世記、第 11 章）。記述されている事柄の真偽のほどはともかくも、人類は長く異なる
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風俗、文化、言語に分断され、そのため無理解や不信感などが渦巻きながら今日に及んで
いることは確かであろう。
このような観点から現代の西洋の先進諸国やその他の国々、さらには ASEAN や EU
などの緩やかな国家連合などを見た場合に、
「異質との共存」や「異質な民族との共存」
などの新たな問題を前提にしていかに国民意識を統合させるか、あるいは移民などのあら
たな住民の固有の文化を尊重しながら、国としての一体感を確立していくかという問題に
直面していることがわかる。これらの問題を放置することなくいかに早急に、解決してい
くべきかが現在求められており、すでに各国において様々な模索と試みが行われている。
本書ではそれぞれの国情に違いはあるものの、多民族を抱える社会、移民が多数流入し
ているケース、社会の統合原理が問われている状況、さらには国の枠を超えた新しい社会
づくりの試みなど、今後の日本にとって大いに参考になる個別のケースを取り上げて紹介
している。相異なる民族的背景を前提にいかに相互理解と共存の必要性を育成していくか、
あるいは新たな社会環境にすばやく適応していくために不可欠な言語学習や、基本的基礎
的知識の育成のほか、国境を越えて拡張し続ける政治や経済活動に即応していける人材の
育成などについて、北米、オーストラリア、イギリスのほかタイ、スリランカ、さらには
ASEAN や EU などの実例が紹介されている。具体的にはカナダでの個別指導や母語重視
の教育、オーストラリアの地球市民教育の実践、イギリスでの創造性・文化教育、タイの
イスラム教徒と仏教徒との融和をはかる平和センター、さらには ASEAN や EU におけ
る ASEAN 市民、ヨーロッパ市民の育成をはかる試みなどがあり、また外国からの留学
生と日本人とが同じ寮で共同生活をしながら、意思疎通と理解の精神を育んでいくという
京都での先駆的な事例も紹介されている。いずれも単に興味深いだけでなく、これらを参
考にしながら今後における発展の可能性を考える素材となるものである。
本書の提起している新しいタイプの教育には、今日的課題に即応した重要さが内包され
ており、現時点のみならず近未来において検討することが避けられないいくつかの課題を
先取りして提供しており、その意味で本書の価値は大きいといえよう。教育関係者のみな
らず、今後の社会における多元的な要素からなる社会の「共栄共存」に関心を寄せる多く
の方々にぜひ一読を勧めたいと思う。
2016 年 4 月 15 日
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｢Books 談義 20｣ コメント 3

幼児英語教育をめぐって
本庄

巌＊

ノーベル賞を受賞した白川英樹氏は日本人に受賞者が多い理由を問われ、とっさに ｢日
本語で考えるからではないか｣ と答えたそうです。後でアジアの国々では上級教育で母国
語の教科書が使われているのは日本だけということに気付かれたそうです。そういえば以
前に韓国の大学を訪問した折に、医学部の教科書はすべて英語版であったことを思い出し
ました。
今日本では幼児期から英語教育を始めようとする動きがあります。私たちは中学、高校
でかなりの時間、英語教育を受けていますが、英会話となるとまことにおぼつかなく、か
く言う私も国際学会ではもう少し英語力があればといつも思っています。そこで幼児期か
ら英語に接すれば身に付いた英語力で国際人として活躍できるというのがこの教育方針の
ようです。しかし一方ではこれに反対の意見もあり、幼児期に人格形成の基本になる母国
語の日本語がきちんと習得できていないと思考に混乱が起こり、将来日本人としてのアイ
デンテイテイが不確かになるとするものです。
先の白川氏の指摘に通じるものでしょうが、
いずれが正しいかは薬の効果判定のように二つの群の結果を比べなければならず、多分結
論は出ないでしょう。
しかし視野を世界に広げてみると、幼児期から多言語を用いている民族は少なくありま
せん。スイスではドイツ語圏、フランス語圏、そしてイタリア語圏に分かれていて多くの
場合、二カ国語を話す環境にあります。またベルギーもフランス語、オランダ語そしてド
イツ語と三ヶ国語の国です。アイルランドでは英語のほかにゲール語が話され、
フランス・
ノルマンデイ地方やスペインのバスク地方もそれぞれの言語とノルマン語、バスク語との
バイリンガルの環境です。しかし多言語の環境のために彼らのアイデンテイテイが侵され
たという話は聞きません。昔のヨーロッパの貴族階級では子供の乳母にフランス人を雇い、
ヨーロッパの上流社会の共通語であったフランス語を身につけさせていました。ボルドー
の市長をつとめ名著、随想録を残したモンテーニュは、父親の考えで６歳まで会話を含め
てラテン語だけの教育を受けています。このようなことからすると、日本人の場合も幼児
期から多言語の環境に置いても将来特に問題は生じないのではないかと考えられます。
脳科学の立場から多言語習得を眺めてみますと、習得した言葉を保存し必要に応じて言
＊

京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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葉の指令を出す場所は左の大脳半球の側頭葉と呼ばれる場所です。これまでの研究では多
言語をしゃべる人の脳では、言語の種類によって活動する場所が少しずつ異なっていて、
このような人が脳梗塞で言葉がしゃべれなくなった場合も、ある言語だけがしゃべれない
ことが起きるそうです。つまり言葉は脳の一か所に詰め込まれるのでなく、言葉の種類に
よって場所を変えて蓄えられていることが分かります。漢字や仮名文字の場合もそれぞれ
違った場所が活動することが分かっており、その意味では漢字の制限などしなくても、脳
は次々に場所を変えながら言葉を蓄え、その処理が可能となることが分かります。私たち
は脳に一定の容積の限界があるように思っていますが、
一千億ともいわれる脳細胞の数と、
それを繋ぐシナプスの組み合わせは宇宙的な数になり、なかでも幼児期の脳は言葉を覚え
る能力が最も大きく、多言語を容れるに十分な余力があるのです。
ここで言語の本質を考えてみますと、言葉は互いの意思疎通や自分の考えを表すための
道具であり、人格などとは直結していません。言葉をしゃべる中枢である左前頭葉のブロ
カー野と呼ばれる部分は、いわば模倣のための中枢でもあり、スケッチで対象を描いたり、
ダンスの身振りに倣って踊るなど身体の運動を指示する場所でもあります。言い換えると
幼児が言葉を習得するのは母親の言葉のパターンを真似る身体の運動（この場合は口唇、
舌、軟口蓋による構音運動）であるといえ、論理や意志などヒト本来の高次機能とは別の
ものであることが分かります。手話で意思を伝える場合を考えてみますと、言葉が身体運
動であることがよりはっきり分かります。私たちの人格や意志・決断といった最も人間ら
しい高次の機能の中心は前頭葉にあり、言葉をしゃべる場合はここからの指令が大脳皮質
の言語野に投影され、それぞれの民族の言葉の様式を使って発せられます。一方私たちの
論理的な思考は主として言語を介して行われますが、この際、母国語の方がより直截的で
思考を進める上で有利なのかもしれません。しかしそれと小児期の人格形成に多言語が障
害になる可能性とは別の問題ではないでしょうか。
日本で幼児の英語教育の弊害が心配されるのは、一つには歴史的に我が国では日本語と
いう単一言語の環境が続いており、母国語でなければという意識にとらわれる点でしょう。
しかし先述のように世界には多言語の民族は決して少なくないことが参考になるでしょ
う。今一つは幼児の脳の大きな可能性です。特に就学前の時期の言葉を覚える能力は最大
であり、成人のそれに比べ比較にならぬほど大きいのです。これらのことからも早期の英
語教育を避けるべしとする論拠は乏しいといえます。
しかしここで英語教育という本論に立ち返ってみますと、日本で幼児の英語教育を行な
う目的は、将来の国際的な活動を期待してのことでしょうが、幼児期に習得した英語の成
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果の持続には普段の英語環境が必要でしょう。しかし我が国のように日常生活で英語に接
する機会の少ない環境では、学習した英語力も幼児期の記憶に終わる可能性があります。
さらにノーベル賞に値するような研究と多言語とのかかわりになると難しい問題になりま
す。論理的な思考や斬新なアイデアの基になるのはやはり脳内に蓄えた語彙を駆使して行
われるものであり、どれだけその語彙を自在に活用できるかにもよります。その点では身
に付いた母国語が最も適しているでしょう。そういえば 1945 年以後のノーベル賞受賞者
はアメリカ、イギリスに次いで日本が３位だそうです。いずれほぼ母国語のみを使う民族
です。さらに今世紀に入って自然科学に限って言えば日本のノーベル賞受賞者はアメリカ
に次ぐ数だそうです。いずれも外国語が不得意な国であるのは偶然の一致でしょうか。い
ずれにしてもその子の将来を見据えた英語教育であればよいでしょうが、漠然とした英才
教育であれば敢えて行わなくてもよいとする考えもあるでしょう。
2016 年 4 月 21 日

Random Scope
現生人類に見られるネアンデルタール人との混血の遺産
10 万年ほど前にアフリカから世界へと拡散した現生人類の一部は、ヨーロッパと西アジアでネアン
デルタール人 ( 旧人 ) とほぼ 5 万年前に混血し、そのゲノムの 1.5 〜 4％は旧人由来である。今回ほぼ
3 万のヨーロッパ人由来の電子登録された医療記録とゲノムのデータベースをアルタイ系ネアンデル
タール人の 1,000 のゲノムデータと照合したところ、脂質代謝、免疫系、喫煙習慣、脳神経機能、消
化機能、毛髪・皮膚などに関する疾患の多くが旧人ゲノムに由来することが判明した。このことは、ア
フリカから西欧の新しい環境に適応する過程で、現生人類が旧人の正と負の遺伝的遺産を引き継いだこ
とを物語っている。
（Yan）
Simonti, C. N. et al.: The phenotypic legacy of admixture between modern humans and
Neandertals, Science 351, 737-741 (2016)
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Books
周東美材

著

童謡の近代−メディアの変容と子ども文化
（株）岩波書店

￥2,500 ＋税 2015 年 10 月 21 日発行 ISBN978-4-00-029176-7

本書は若手研究者の博士論文に基づくものではあるが、岩波書店創業 100 周年に当た
り創刊された現代全書に取り上げられている。まず童謡としてよく知られた「かごめかご
め」や「通りゃんせ」のような、わらべうたの多くが 1920 年代、すなわち大正中期から
昭和初期にかけて、集中して創作され、出版されたことに注目したい。その流行は 10 年
程度と短命だったものの、100 年後の 21 世紀に入っても、群を抜いた認知度と演奏機会
を誇っている。このような音響文化に不案内な評者がここに取り上げた理由は、詩として
の童謡創作期の印刷文化から大衆的な声の文化へのメディア変容の事態が、現代の個々の
紙媒体からグローバルな電子媒体への変容と通じるものを感じたからである。
その爆発的な流行は、第 1 次世界大戦後のわが国産業資本主義の急速な発展の結果、
都市に形成された新しい家族の娯楽として、受け入れられたところにある。すなわち急速
な都市化による新中間層という社会階層の形成である。もともと古代歌謡（わざうた）や
子どもの民族歌謡（わらべうた）に根ざした童謡は詩として創作された文芸であり、同時
期に創刊された「赤い鳥」のような童話・童謡雑誌に掲載された印刷文化であった。童謡
の創作運動を提唱した詩人の北原白秋は、童謡が「とりどりに自由に謡い出される」こと
によって、わらべうたのような「自然に生まれ出た」歌謡へと転化することを意図してい
た。この頃の日本社会は、子どもの歌に尊い意味を見出していたのである。
この「一次的な声の文化」に発した「童心童話の歌謡」としての童謡は個性的な印刷文
化を形成したが、やがて西洋文化と出会う中で、特定のメロディーの楽譜として企画化さ
れ、レコードに複製され、舞踊も取り入れた「二次的な声の文化」として変身し、全国的
に流行していく過程が描かれている。音響の大量複製技術によって童謡が機械化されるこ
とに対する白秋の心の葛藤は、現代のメディア変容の時代の悩みにも通底するものがある。
本書は、近代日本における大衆的メディア文化が、子どもという価値意識を、童謡を通じ
て取り入れた時代の存在を示して、20 世紀の「声の文化」の再編に一石を投じている。
山岸秀夫（編集委員）
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中川李枝子

著

子どもはみんな問題児
（株）新潮社 ￥1,000 ＋税 2015 年 3 月 30 日発行 ISBN978-4-10-339131-9

本書の著者は、無認可保育園の主任保母を 17 年間勤めながら、二人の子供の育児と執
筆を両立させ、児童文学としての童話や絵本を創作・出版し、既に半世紀を経た。したがっ
て本書には、著者自身の体験に裏打ちされた強みがある。
本来子どもは ｢自分がこの世で一番｣ との自信を持っているだけでなく、弱者に寛大で、
自分より小さい子を守ろうとする優しさを本能的に持ち合わせている。それだけに学齢期
以前の個性を育てる、社会生活の場としての保育園の役割は大きい。子どもは母親の所有
物ではなく、人として尊ばれ、社会の一員として育てられる権利がある。
本書は、①お母さんが知らない保育園での子供たち、②「せんせい」が子供に教わった
こと、③子育ては「抱いて」「降して」「ほっといて」、④本は子どもと一緒に読むもの、
⑤いいお母さんって、どんなお母さん？の 5 章からなる。特に童話作家であるだけに、4
章には迫力があり、その場の雰囲気を読み取って、互いに「ワクワク」する人生の原点が
描かれている。
核家族化した、｢少子高齢社会｣ での育児放棄が社会問題となり、子育てに悩んでいる
母親が少なくない現在、保育園には遊び相手の友達がいて、安全地帯になる先生もいる。
保育園とは、「親が働いている間に行かせるところ」ではなく、｢子どもが行きたいから行
くところ｣ なのである。
山岸秀夫（編集委員）
五木寛之

著

嫌老社会を越えて
中央公論新社 ￥1,200 ＋税 2015 年 9 月 20 日発行 ISBN978-4-12-004759-6

第 2 次大戦後 70 年の間に、日本人の平均寿命はほぼ 30 年延伸し、男性 80 歳、女性
86 歳となり、世界でもトップクラスの長寿先進国となった。その主な要因としては、栄
養や医療技術の長足の進歩による生活環境の変化があげられる。やがて「人生 50 年」か
ら「人生 100 年」の時代の到来が現実の問題なってきた。本書のタイトルは、
高齢者にとっ
ては大変ショッキングであるが、「人生 100 年」時代の生き方と逝き方を考えさせるもの
である。
まず 65 歳以上を高齢期としても、その後、健康で自律した生活ができる期間、すなわ
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ち健康寿命は平均寿命より短縮されているので、誰かの世話にならざるを得ない要介護期
間が高齢期の約半分であるのが現実である。この高齢期を支えるのが、公的年金と高齢者
医療保険であり、要介護期間を支えるのが介護保険である。しかし勤労者世代を含む、こ
の公的社会保障制度は、高度経済成長の産物であり、｢少子高齢化｣ が進展する縮小社会
にあって、若者の間に、その持続性に関する将来への不安が生じ、
「老人を疎ましく思う
気持ち」すなわち「嫌老感」が広がり始めているとの現状認識である。すなわち現在、日
本人の 4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者であるが、現在の全勤労者世代が高齢期に達する
45 年後の 2060 年では、勤労者 1.25 人が 1 人の高齢者を支えることになる。
かつて高齢者は「長老」として敬われていた。そこで著者は ｢老いることは悪か｣ を問
い、人生を登山に例えている。現役時代は、将に「人生の上り坂」であり、高齢期は「人
生の下り坂」である。その山頂は各人様々であるが、それぞれの「下りの景色」は、上っ
て来た道とは違う。著者は、趣味の世界を含め、「人生の下山」の醍醐味を、将来の全て
の若者に体感してもらいたいと願っている。
最後に著者は、若者の「年金も保険もない老後」の心配からくる「嫌老」社会を、｢賢
老｣ 社会に転換するための提言を行っている。その第 1 のキーワードは「老人」であり、
「老
人力」を発揮する場の開拓である。日本は世界第 1 の ｢高齢社会｣ の先進国であり、い
ずれ世界の他の国もたどる道である。見る力、聴く力、噛む力、歩く力を回復してくれる
道具や手法があったら、その製品の付加価値は上がり、高く評価されるに違いない。世界
の老人たちが「下山の喜び」を享受する上に、共通に感じている不便は、補聴器や老眼鏡
や入れ歯など無数にある。それに応えるのは、｢自然に聞こえる超小型補聴器｣、
「簡易で
安全な老眼矯正手術」、「食べものが挟まらない丈夫な義歯」
、
「快適な歩行補助器」
、
「ノロ
ノロ運転の高齢者専用自動者」の開発などがあげられる。このように文化の中心を高齢社
会にシフトすれば、若者の職場を奪わずに、老人の知恵を活かした新たな産業や市場が生
まれる。きっと世界中が「世界最先端の高齢者産業」に注目するに違いない。
第 2 のキーワードは、「嫌老」ならぬ ｢賢老｣ である。すなわち ｢社会保障｣ の世話に
ならぬ ｢社会貢献｣ である。「敬老」される前に、一人の自立した人間として「評価」さ
れることである。また経済的に裕福な ｢賢老｣ には年金の返納を、百寿者には選挙権の返
納を勧めている。
山岸秀夫（編集委員）
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竹之内

禎、川島茂生

編著

情報倫理の挑戦−

｢生きる意味｣ へのアプローチ

（株）学文社 ￥2,000 ＋税 2015 年 9 月 15 日発行 ISBN978-4-7620-2550-1

核家族化の進行する ｢少子高齢社会｣ のなかで、かつての地域共同体の価値観が喪失さ
れ、個人は自ら ｢生きる意味｣ を問うことになった。しかも 1960 年代から始まる「情報
社会」では、大量に発信される情報と引き換えに、個人にその選択の自由を与えた。その
結果、個人が過剰な情報に押しつぶされ、わが国では精神疾患にかかる人が年間 300 万
人を超え、自殺者も 3 万人に上る。
本来人間には、個々の成功や失敗の体験を踏まえて、｢生きる意味｣ の実現にむけての
内面的な願望がある。本書は大量の機械情報が、アーカイブとして時間を超え、ネットと
して空間を越えて流れていく中で、自由と引き換えに責任を負いながら、判断しなければ
ならない個人をサポートする立場から、情報倫理を 3 部に分けて語っている。
第 1 部では、
「ネットにおける意味の希求」と題し、
個人としての存在の意味を探し求め、
地域社会に代わってインターネット上での情報交換によって、自己存在の意味を充足させ
ようとする人々の動きをとらえている。ここでは孤独感や不条理感にさいなまれ、ネット
空間に助けを求め、｢自分史｣ として共感し合うことによって、現実の人生の意味が変容
されている。これは生命の根本的な価値を見出そうとする営みであるとはいえ、極端な場
合には、社会における責任の放棄に繋がりかねない危うさがある。
第 2 部では、
「情報倫理としてのメディアリテラシー」と題して、マスコミや科学コミュ
ニケーターの役割の重要性が取り上げられている。人間には認知的限界がある以上、検証
を経ない誤った情報といえども、その波に溺れる負の側面が指摘されている。特に科学情
報関しては、科学コミュニケーターの役割は重大である。第 3 部では、「情報倫理として
の知的自由」をとりあげ、
「知る自由」と共に、他者に対する ｢自己責任｣ の重要性が指
摘されている。特にビッグデータ ( 大量かつ多様なデジタル情報の集積 ) の取り扱いに関
しては、個人情報の保護への留意が求められている。
最後に、生命体が認識する全てが情報であるとの観点から、人間中心主義を超えて生命
の本質を考えようとする、情報学的展開の動きが紹介されている。
山岸秀夫（編集委員）
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ジャレド・ダイアモンド、レベッカ・ステフォフ

編著（秋山勝

訳）

若い読者のため・第三のチンパンジー・人間という動物の進化と未来
（株）草思社

￥1800 円＋税

2015 年 12 月 18 日発行 ISBN978-4-7942-2175-9

ダイアモンド博士の著書三冊の内容を若者のためにまとめて編集した読みやすい書物で
ある。ピュリッツアー賞を受けた前著 ｢銃・病原菌・鉄｣ の中での著者の主張、ヨーロッ
パ人と未開人の文化度の違いは民族の遺伝子のせいではなく、民族の置かれた地域の自然
条件に由来するとする著者の説には今回も同意しかねたが、本書の大部分を占めるヒトに
よる地球規模の破壊にたいする危惧には共感するところが多かった。
遺伝子的にはチンパンジーとは 1.6％しか違わない第三のチンパンジーである我々ヒト
が地球を支配するようになったのは、著者の言うように二足歩行と言語の獲得によるが、
これは 1.6％の遺伝子の違いがもたらした脳の発達の違いによるものと思われる。
本書で驚いたのはアメリカ大陸にもマンモスがいて、アメリカ先住民の移住後の千年程
の間に電撃的にこれらの大型哺乳類が姿を消してしまったことであり、先住民たちはこれ
らの動物を追って短期間のうちに南米大陸の南端に達した事実である。マンモスのほかに
ライオンや馬など大型哺乳類も絶滅したという。このような自然破壊の典型は太平洋の孤
島イースター島で起こり、樹木の伐採が土地を荒廃させ、モア像を倒し食料を廻って互い
に戦闘を繰り返し、遂には無人の島となってしまったことである。
チンパンジーも二つのグループの争いで殺し合いに至る場合もあるが、ヒトがこれまで
行ってきたホロコーストとは性質が異なるとしている。近くはナチスのユダヤ人に対する
計画的な抹殺があるが、アメリカ大陸やオーストラリア大陸、ニュージランド、そしてタ
スマニア島での原住民に対する組織的な抹消作戦はヒトに本来組み込まれている異分子排
除の性質の一つであろうとしている。
また大規模な森林開発が在来種の急速な消失をもたらしている現状に警報を鳴らし、地
球上の生物の一員であるヒトにも同じ運命が来ることを避けねばならないとしている。生
理学者でありかつニューギニアの鳥類の研究者でもある著者の解説には説得力があり、第
三のチンパンジーであるヒトの光と影に対する鋭い洞察は、将来のヒトのあり方について
深く考えさせられる。
本庄

巌（編集委員）
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四方田

犬彦

著

土地の精霊
（株）筑摩書房 ￥2400 円＋税

2016 年 1 月 12 日発行

ISBN978-4-480-81528-6

バックパッカーのバイブルと呼ばれ、多くの若者を旅に駆り立てた沢木耕太郎の ｢深夜
特急｣ シリーズを思わせる熱気あふれる旅のエッセイである。旅行好きの私も本書で挙げ
られた 33 の土地のうち僅か 7 ヵ所しか訪ねたことがなく、中には名前すら知らない町が
あることに先ず驚かされる。
映画評論家で世界各都市の大学で講義をする著者は英語、フランス語、スペイン語をは
じめとする多言語の才能の持ち主でもあるようで、豊富な人脈を辿って未知の土地を訪ね
その地を支配する精霊に会う報告でもある。行き先は著者の言うように美しい景色や美術
館ではなくその土地に住む人々の生活や祭礼であり、またその地で亡くなった霊に思いを
はせる旅でもある。勿論ソウルやナポリ、サイゴンやテヘランといった都市もあるが、多
くは僻地旅行専門の旅行会社のツアーでも決して訪ねることのない、マイナーな土地への
旅でありしばらくの滞在である。ちなみに私の知らない町の名をあげると、メキシコのサ
ン・クリストバル、モロッコのタンジェ、イタリア半島の南端の町レッチェ、インドネシ
アのタナ・トラジャ、チェコのテレジン、そしてブラジルのサルヴァドールなどである。
いずれの場所もそこに到達するだけでも苦労を要し、その土地では言語や習慣の違いを克
服して土地を支配する精霊に迫って行く情熱に圧倒される。
なかでもチェジュド ( 済州島 ) で 1948 年から韓国軍によって行われた島民の虐殺がこ
の島を男性のいない島にした事実、ベイルートの南、イスラエルとの国境に近いサイダの
難民キャンプにみるイスラエル軍による大量虐殺、そしてチェコ・テレジンのユダヤ人強
制収容所で１万５千人の子供のうちで生き残ったのは 245 人という事実、いずれも日本
人にはあまり知られていない土地での悲劇であり、著者はそれぞれの土地の精霊に会いに
行く旅をする。またインド・ガンジス河岸の町、バナーラス ( ベナレス ) にみる葬礼、イ
ンドネシア・タナ・トラジャの大規模な葬送の儀礼のドキュメントもある。そのうえ旅の
途上で個性的な女性との交流も幾つかあって本書に彩りを添えている。
本書で紹介される旅の目的地はかなり特殊で、かつ幾分かの生命の危険を伴っており、
通常のバックパッカーには多分ついてゆけないだろうと思うが、著者のあくなき好奇心と
行動力、そして異文化に対する畏敬の念には敬意を払わずにはいられない。
本庄

162 環境と健康 29（2016）

巌（編集委員）

塩野七生

著

ギリシア人の物語Ｉ−民主政のはじまり
（株）新潮社

￥2800 ＋税 2015 年 12 月 20 日 ISBN978-4-10-309639-9

名著 ｢ローマ人の物語｣ で知られる塩野七生氏の最新作である。同氏の著作には ｢チエー
ザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷｣ の頃から親しんできたが、本書でも読書の楽しみ
を十分に味あわせて頂いた。
ヘロドトスやツキディデスの歴史書があるにしても、紀元前 5、6 世紀のギリシアの日常が
昨日のことのように生き生きと語られている。バルカン半島南部の多くの都市国家の中でも、
スパルタの国を挙げての軍事体制とアテネの民主政治とは対照的で、両国の争いが横糸になり、
東方の大国ペルシアとの国家存亡をかけた戦役が縦糸となってこの第 1 巻の物語は展開する。
ギリシアを代表するアテネやスパルタなどにしても、人口は高々数十万人規模であるが都
市国家間では絶えず戦争が起きており、4 年に 1 度のオリンピックでは休戦してギリシア中
がオリンピアに集まるという不思議な国であった。なかでもスパルタの兵士養成はすざまし
い。生下時に選別された健康男児は、7 歳から集団生活に入って武術を磨く。20 歳の通過
儀礼は山野で、一人で７日間生き抜き、農奴の首を一つ持って帰らなければならない。この
ような尚武の都市国家に文化は生まれないことはよく分かる。一方アテネは改革者ソロン提
唱の、現代にも通用する民主国家制度を確立する。市民は 4 階級に分かれ全てに兵役の義
務があったが、第 3 階級の甲冑と槍で重装備した重装歩兵が戦闘の主力であった。
当時ギリシアの東方のペルシア帝国は中東全域を支配する超大国となっており、3 代目
のダリウス 1 世はギリシアに ｢土地と水｣ を要求して第 1 次ペルシア戦役が始まるが、マ
ラトンの地でアテネ軍はペルシア軍との熾烈な戦いに勝利する。その 10 年後ダリウスの
息子、クセルクセスは第 2 次ペルシア戦役で再びギリシアに攻め入る。テルモピューレで
これに立ち向かったスパルタ戦士の覚悟の玉砕戦は史上名高いが、太平洋戦争での日本軍
の玉砕戦を思い出させる。しかしサラミスの海戦では、アテネの智将テミストクレスの采
配で、クセルクセス王観戦下の海上で、ペルシアのガレー船 300 から 400 隻を沈没させ
て圧勝する。その 2 年後、プラタイア平原での決戦で、ギリシア連合軍は数に於いて数倍
のペルシア軍に圧勝する。これらの戦役ではギリシアの都市国家は一致団結してペルシア
に当たり、その時々の智将の決断で勝利を収める様子は手に汗握らずにはいられない。こ
うしてオリエントの貴公子クセルクセスは、失意のうちにペルセポリスの造営で晩年を過
ごす。エーゲ海には再び平和が戻るが、後に大王アレクサンドロスの東征を迎えることに
なる。本書は年に 1 巻の刊行と聞くが、今から次巻の刊行が待ち遠しく感じる好著である。
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木田

元

著

哲学散歩
（株）文芸春秋

￥1500 ＋税

2014 年 12 月 30 日発行 ISBN978-4-16-390151-0

碩学木田元氏の最後の著作で、西欧の哲学者にまつわる随筆風な話題の書物であるが、
内容は深いものがあり哲学に縁遠い私にとっても興味深い書物であった。
古代のギリシアで起こった哲学 ( フィロソフィア、知を愛すること ) は無知を装ったソ
クラテス、学園アカデメイアを開きイデア論を唱えたプラトン、そしてかのアレクサンド
ロス大王の家庭教師をつとめたアリストテレスに受け継がれ、古代末期 4、5 世紀にはヘ
レニズムとヘブライニズムを結合したアルジェリア生まれの神学者アウグスティヌスが登
場する。その後ヨーロッパは長い沈黙の時代に入るが、イスラム圏ではバグダットを中心
に、これらギリシア哲学書のアラビア語への精力的な翻訳が行われ、8、9 世紀の
ビアのルネサンス

アラ

が興る。こうして保存された古代の文献が 12 世紀、バルセローナ、

トレド、シチリアそして北イタリアの都市で、今度はアラビア語からラテン語への翻訳が
なされ、この活動は

12 世紀ルネサンス

と呼ばれる。衆知のように中国では玄奘三蔵

法師が仏典の中国語への翻訳事業を行なっているが、洋の東西を問わず人類の宝といえる
文献がこうして保存されてゆくことに感銘を受ける。また前 2 世紀、エジプトからのパ
ピルスの輸入が止まると高価な羊皮紙が発明されたが、12 世紀、西欧に中国から紙が伝
えられた。
時代は大きく移り 16 世紀、オランダのデカルトの登場によって哲学が再生する。ちな
みに彼は高貴な女性のフアンが多かったそうだが、彼を含め哲学者には独身者が多い由で
ある。その後カント、ヘーゲル、ショーペンハウアー、ニーチェなどドイツに哲学者が輩
出するが、これは理屈好きのドイツ人の民族性であろうか。これらの哲学者の極めて個性
的な逸話も紹介されている。そして最後にハイデガー、ヤスパースが現れる。著者はハイ
デガーの哲学の信奉者であるが人柄はどうしても好きになれないと言っている。しかし彼
のために多くのページが割かれ同時代の哲学者との対決や師のフッサールとの決別が紹介
され、ナチス協力で教職追放になった彼の復職を、かつての愛人ハンナ・アーレントが助
けたなど世俗的な話もみられる。しかし今日に至るまで彼を超える哲学者は現れていない
ことも事実のようだ。門外漢にとっても本書は面白い読み物であり、ギリシアに始まり 2
千数百年にわたり連綿と続く哲学が、ヨーロッパ固有のものであり、東洋の思索の伝統と
の距離を知らされる。
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井村

裕夫

著

健康長寿のための医学
（株）岩波書店 ￥760 ＋税 2016 年 2 月 19 日発行

ISBN978-4-00-431588-9

健康で長寿の人生は誰しも望むところであるが、高齢期には様々な成人病が待ち受けて
いる。それらは糖尿病、高血圧、心筋梗塞、脳梗塞、あるいは認知症などなどである。し
かしこれら成年期以後に発症する病気が、実は胎生期、幼児期の栄養状態にも関係すると
いう最新の知見が本書では披露されている。たとえば第二次大戦中のオランダの飢餓が、
その頃に生まれた人の長期の調査で生活習慣病である NCD( 非感染性疾患）に関わって
いること、またイギリスでの調査で生下時の体重が低かった人ほど虚血性心疾患が起きや
すく、高血圧や糖尿病などのメタボリックシンドロームになりやすいことなどである。こ
れらのことから著者は人生の早い時期から健康に注意するライフコース・アプローチの必
要性を説いている。
また腸内細菌をはじめとする人体に寄生する微生物（マイクロビオーム）と NCD との
関係も興味深い。この微生物が人体を構成する細胞数 60 兆個の数倍に数に達することも
驚きであるが、それらの働きが免疫系を正常に維持しており、一方抗生剤の乱用によるマ
イクロビオームの変化が糖尿病や心疾患などのリスクと関係するとされている。また本書
では NCD に遺伝子がどこまで関与するかという章が設けられ、やや専門的な解説になる
が一卵性双生児の追跡調査などで糖尿病など必ずしも遺伝情報だけでなく環境因子もある
ことが分かる。
しかし本書で繰り返し述べられているように、生活習慣病を防ぐ次善の方法は適度の運
動、バランスのとれた食事、禁煙に尽きるようで、高齢社会の一員である我々はもう後戻
り出来ないのでこれらの実行に心がけて行きたい。今日既に人生 80 年の時代に達し、い
ずれは人生 100 年の時代が訪れようとしている。病気になる前に病気を予防する ｢先制
医療｣ がこれからより重視されなければならないが、本書はその指南書の意味も持ってい
ると思われる。
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読者のコーナー

読者のコーナー

（１）「いのちの科学」ホームページに公開された、本誌初の電子版、29 巻 1 号の購読見本を、早速ダウンロードさせ
ていただきました。異国の地にて、本誌をこういう形で拝読できるのも、長生きしたお蔭と思います一方、IT と
いう、便利かつ stressful なものの無かった古き佳き時代への郷愁が拭い切れないのも、骨董人間の哀しさなの
でしょうか。何事にも前向きに取り組まねば、と思いつつも、つい「来し方」にばかり思いを馳せてしまいます。
2016/3/9（R.A.

在米）

（２） 29 巻 1 号受領致しました。文字が大きくなり老人には大変読み易くなっています。時間をかけてじっくり読ま
せて頂きます。
2016/3/14（T.T.）
（３） 早速、本誌 29 巻 1 号の PDF ファイルをダウンロードしましたが、すぐ開いて読むことも OK です。有難うご
ざいます。
2016/3/25（図書館 A）
（４） 問題なく読むことができました。ありがとうございました。

2016/3/25（図書館 B）

（５） ありがとうございます。問題なく受け取って読めました。引き続きよろしくお願いします。
2016/3/25（図書館 C）
（６） PDF ファイルをご送付頂き、有難うございました。楽しみな内容一杯の雑誌と感じております。問題なく開く
ことができました。

2016/3/25（図書館 D）

（７） 本誌の PDF ファイルでのご送付を受領しました。紙によるものと比べて非常にスマートで結構と存じます。こ
れからは専用の SD カードを用意してそれに保存するつもりです。どうもありがとうございました。
2016/3/25（図書館 E）

Random Scope
直立原人は肉食と砕いた根菜食を組み合わせてエネルギーを確保
した
170 〜 30 万年ほど前、現生人類の出現に先立つ直立原人は、歯が小さくて、消化能力が低かったに
もかかわらず、世界に拡散するほどのエネルギー必要量を確保した。この矛盾を解消するために、ヒト
の摂食実験を行ったところ、加熱調理ができなくとも、肉食と石器を使った根菜類の利用を組み合わせ
れば必要エネルギーを確保できることが推察された。
（Yan）
Zink, K. D. and Lieberman, D. E. : Impact of meat and lower Paleolithic food processing
techniques on chewing in humans, Nature 531, 500-503 (2016)
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編集後記
桜吹雪が加茂の河原に舞い、本号の編集作業にも目途の付いた 4 月中旬、突如 21 年前の阪神・淡路
大震災級の地震が、熊本地方を襲った。大陸と海溝の 4 つの地殻プレートが凌ぎ合う日本列島には、
2,000 以上もの活断層が存在し、それぞれ 1,000 年〜数万年間隔で活動するとのことであるから、平
均すれば数年間隔で、日本のどこかで大地震が発生してきたことになる。
本誌編集部の窓から見える下鴨神社糺の森境内には、鴨長明とゆかりのある河合神社があり、そこに
は長明が 60 歳にして住処とした一丈四方の庵（方丈）が再現されている。いつでも荷車 2 台で運び出
せるような、折り畳み式の仮設住宅である。平安朝末期に、その方丈で長明がしたためた随想が「方丈
記」として残されている。そこには、地震をはじめとして、大火、竜巻、飢饉などの天災と共に、乱世
の戦乱など惨めな人災が描かれ、その巻頭に「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水に非ず。
・・・
世の中にある人とすみかと、またかくの如し」とある。山紫水明の日本列島に生を受けたものにとって、
天災は逃れようもない宿命であるが、その都度人々は助け合って、数々の困難を乗り越え、次世代にそ
の知恵を伝え、
「破壊」と「新生」を繰り返し、「いのち」の歴史をつないできた。
さて本号は、電子版を併用することになって、第 2 回目である。しかし電子版発行後の不安を打ち
消すかの如くに、早速ホームページに公開された 1 号の電子版を見た海外の読者から、「発行と同時に
本誌に触れる」喜びが伝えられ、献本している国内の公共図書館からも、
「紙媒体よりもスマートで、
専用の SD カードを用意して保存する」との好意的な返事が寄せられてきた。また昨今の新聞は、「文
科省は、小中高校で使われる教科書のデジタル化を解禁し、1920 年度からの導入を目指す」と報じて
いる。スマホなどの携帯端末で本誌が若者の目に留まるためには、カラフルな画像に富む記事が望まし
い。その意味では、本号から新しく開始された連載講座 ｢感動樹木ウォッチング｣ に期待したい。同時
に開始された連載講座「みみ・はな・のど」は、茶の間のテレビで人気の番組「家庭の医学」を意識し
た、平易な医療の解説である。本号特集では、5 年前の福島原発事故による放射線のリスクの影に隠れ
ている、恩恵としての放射線の活用を再度取り上げている。
本号の Editorial では、｢少子高齢社会の医療｣ を正面から取り上げた。すなわち団塊の世代が後期
高齢者となる 2025 年を意識して、人生を ｢生老病死｣ の物語として捉え、病を病院任せにせず、総合
診療医の養成による在宅医療の充実が提唱されている。そこでは、随想欄で語られているような、貴重
な個人の闘病記と自助努力の健康法も参考になる。さらにサロン談義では、持続可能な国民皆保険制度
が取り上げられ、先端医療の成果としての高額医療の問題、医療における貧富格差の問題、高齢者医療・
介護を投資対象とする問題など、人々が互いに助け合う「共存共栄」の精神の行方が案じられる。
また多数の外国人が訪れる国際都市京都としては、必須の異なる文化を受け入れる地球市民教育が
Books 談義でとりあげられ、次号にも引き継がれるので、多数の参加を期待する。とくに西欧では
｢難民受け入れ｣ が国際的な問題となり、米国でも大統領選の中で ｢難民の追い出し｣ が大声で語られ、
わが国でのヘイトスピーチによる偏狭な排外主義の横行は、「嫌老主義」に通じるものであり、大変
気がかりである。なお現在、少子化対策として、保育園と保育士の不足が社会問題となっているが、
本号 Books では、本来の ｢保育の楽しみ｣ を語る本を 1 冊紹介している。今後とも、未来の社会を
背負う次世代へのバトンタッチが本誌に取り上げられることを祈念する次第である。
最後に、前号投稿規定中の編集委員会アドレスに誤りがあり、E-mail: inochi-kenko@taishitsu.or.jp
と訂正頂きたい。
柳青芽る、出町柳堤の常林寺の門前に、「水に源あり

樹に根あり」とあった。
（Yan）
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投稿規定（改訂：2016/3/1）
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．投稿原稿の記名掲載分には、掲載号を献本し、本誌 PDF 版を 1 年間提供します。なお各年末に
一括して薄謝を進呈します。
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本誌購読案内（改訂：2016/3/1）
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