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冗句茶論（ジョーク・サロン）
松井寿一

日本語は同音異義が多い。
「ひとつ気になる。
ひと
月になる」
「
。思い出深い。重いデブかい？」
「
。よい
視界、よい司会、よい歯科医」
「
。森でひと月、銛で

白人だけのコーラスグループがうたっている歌は
「黒人霊（零）
歌」
。

ひと突き」
。

会計や決算で、
赤を出さないことが望ましい。
そこ
で赤出しは味噌だけにしてほしいというのがミソ

手術を経験し、大変に苦労された。越は「こし」と

聞き間違えることも結構ある。いねのうみという

である。

も読む。
そこで「とりこし苦労」
。

ので稲穂の波のことかと思ったら
「伊根の海」
だっ

日本の古代史をひもといていると、政争というか

た。芝と千葉、巣鴨と素顔、泡盛と青森、越前と一
膳、越後と苺、漁場と龍馬、渋谷公会堂と日比谷

1月の例会の講師は鳥越俊太郎氏。3度もガンの

権力争いというか、
とにかく暗殺が多い。
とくに日
継の皇子が標的とされている。
これではまるで「棺
の皇子」
である。
古いお漬物を研究する学問は「こ
うこ学」
。
田舎の友人から質問された。
「東京には一体競馬
場がいくつあるのか」
。
どうしてと聞き返すと ｢だっ
て多い（大井）
競馬場ってきいたぞ…｣。

公会堂。
牛乳より豆乳のほうがいいと毎日大量に飲んでい
世界最後の秘境といわれる南米の「ギアナ高

るひとがいる。
豆乳病？

地」
を「嫌なコーチ」
と聞いてしまった。
京都に名菓「八ッ橋」がある。東京の雷おこし、大
阪の粟おこしのように、京都にもおこしがある。
八ッ橋とおこし、どちらが高いか。八つ橋である。
「おこしやす」
。

どこやらの首相はよくブレることで有名であった。
ブレない生き方が望ましいが、
横道にそれたり、
人
の道を踏み外したりする人は多い。一喝するには
｢ブレ（無礼）
者！！」
。

赤い酢を製造している部屋は、出入ができない。
「あかずの間」
。

安藤さん、遠藤さん、近藤さんの3人のうち誰がし
あわせか。
遠藤さんである。
「ハッピイエンド」
。

逆ならぬ「ギャグもまた真なり」や「ジョーズが上
手にジョーズを食べた」
は言葉の遊び。
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毎日牛乳をのんでいる人よりも、毎日牛乳を配達
している人のほうが、
丈夫である。
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なんでも溶かしてしまう物質が発明されたが、実
用化にはいたらなかった。その物質を入れておく
容器がなかった。
「自負」
と題した自分自身のジョーク。
「麻酔は切れ
ても松井はきれぬ。
全身松井」
。

｢カルマはマルカ、ダルマはマルダ｣は回文である。
「どせいはいけない」と聞こえた。土星は行けな
い、
同棲はいけない、
どうせ行けない等々、
突磋の
判断に苦しんだが「怒声はいけない」
であった。
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●第2回東日本大震災関連シンポジウム

「地域医療の復興―ジャーナリストと医療者の役割を考える」
報告・生田恵子

飲み食いも欲をかくのも色恋も程々とするが養生
の基 ひもじさと寒さと恋をくらぶればはずかし
ながらひもじさが先

日本医学ジャーナリスト協会は、東日本大震災直後の4月16日に開催した公開シンポジウムに続き、そ
の後の被災地の地域医療の復興を考えるシンポジウムを10月15日(土)、東京で開催した。日本医学ジャー

新刊紹介

ナリスト協会会長の水巻中正氏は開会に当たり、復興の遅延を指摘し、医療者やジャーナリストに向け

ウィリアム・Ｈ・コルビー著
大野善三、早野ＺＩＴＯ真佐子訳
『死ぬ権利はだれのものか』
西村書店刊（本体1,600円＋税）

１９８８年の春、医療技術の進歩によって
生きることを拒否し死ぬ権利を求めたクルー
ザン訴訟によって、アメリカの人々は遷延性植
物状態に陥った人の写真やビデオ映像を初
めて目にした。公共テレビに一連の訴訟の動
きについて撮影することを許可したためだ。
これに対し、カトリック司教会議は猛反発し、
栄養チューブの使用を支持して一大論争が起
こった。医療機器につながれて死んでいく現
実に、州によっては、議会がリビング・ウィル法
を可決したところもあった。家族はもし、ナン
シーが話せたならば、きっと ｢私を逝かせて｣

交通事故に遭って病院に搬送される。意識

というに違いないと考えた。連邦最高裁判所

を失い、無酸素症のため植物状態になって回

の審理は熱を帯び、いったんは５対４で訴訟

復の見込みがないとすれば。栄養チューブと

は棄却されたが、１９９０年１２月１４日、両親

人工呼吸器で生き続ける愛娘。家族はどう考

を支持する判決を下し、ホスピス病棟に移さ

え、行動すべきなのか。全米を揺るがし、世論

れた。病院の周辺では抗議者と支持者が押

を巻き込んだ「ナンシー・クルーザン訴訟」｢テ

し寄せ、警察官が建物を取り囲む騒ぎとなっ

リー ･シャイボ事件｣等を題材に、生と死の権

た。

利を問う衝撃のドキュメントである。

筆致は事件原稿のようになめらかだ。原告
側の勝利判決とはいえ、勝利者は存在しな

「死ぬ権利」訴訟において、原告の代理人を

い。生と死の闘いはその後も続く。著者は ｢

務めた弁護士。患者自己決定法の法制化に

医療に関する委任状｣の作成を呼びかける。

貢献し、終末医療・ケアにおける法と倫理につ

そして、
｢ゆっくり語りあってほしい｣とも。重い

いても積極的に発言して、あなたが望むのは

テーマをどう受け止めるべきか。最終的には

延命治療か、それとも尊厳死かと鋭く迫る。

自己決定と自らの選択にかかっている、とい

感情的ではなく、あくまでも具体的な事例に

えよう。

している。
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質の高い医学・医療ジャーナリズムを
日本に根付かせるために
日本医学ジャーナリスト協会は、このほど当協
会設立25周年を記念し、
「日本医学ジャーナリス
ト協会賞」
（以下、
協会賞）
を創設することといたし
ました。
日本は急速な少子高齢化社会を迎えています。
医学・医療の知識と技術が日に日に進歩し、一般
の人々や患者さんの中での健康・福祉・医療への
関心が高まっています。そのような中で、新聞・テレ
ビ・ラジオ・WEB・出版等で医療のテーマは大きな
トピックとなっています。
本協会賞は、そうしたなかで発信される医療情
報・ジャーナリズムの質を問い、真に質の高い医
学・医療ジャーナリズムを日本に根付かせるため
に、すぐれた作品を表彰するものです。選考は日
本医学ジャーナリスト協会のメンバーから構成さ
れる選考委員会で、
「社会へのインパクト」
「オリジ

(水巻中正)

て震災後のデザインの構築を要請した。ここでは、モデレーター中村雅美氏の問題意識を受け、医療者、
ジャーナリストのそれぞれの立場から小川彰氏、今田隆一氏、大西正夫氏の発言要旨をまとめた。
パネリスト

トを考えるとクオリティに欠ける。3条件を満たし

小川

た医療に向けた４つの問題を提起した。

彰氏

（岩手医科大学学長）

第1は、医師不足である。元々絶対数が不足して

今田隆一氏

いたところに震災により医療需要が増えた一方で

（財団法人 宮城厚生協会坂総合病院院長）
大西正夫氏

供給（医師）が減少した。第2は、こうした状況下で
はアクセスとクオリティとコストを成立させるのは

（元読売新聞社、現埼玉医科大学教授）

難しく、特にアクセスの確保が問題である。第3は、

モデレーター

医師不足を解消しようとして医師を招聘しても医

中村雅美氏

師を失った地域では医師の不足が生じてしまう。

（元日本経済新聞社、
現江戸川大学教授）

ナリティ」
「 科学性」などの評価基準をもとに選考
し、受賞作の選考過程・選考理由を協会のウェブ
サイトに発表するとともに、広くメディアにもお知
らせします。協会賞の募集の概要はhttp://www.

著者はアメリカ最高裁で初めて審理された

基づき社会の反応を描写しながら論を展開

「日本医学ジャーナリスト協会賞」を
創設、第1回協会賞の募集を開始

meja.jp/をご覧下さい。
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●モデレーター中村雅美氏からの問題提起
中村氏は、今回の大震災は岩手・宮城・福島の医
師不足に拍車をかけたと指摘し、解消に向けた手
段と地域医療の復興対策の
問題について話した。
医療を成立する条件とし
て、クオリティとコストとアク
セスの三点がある。アクセス
とクオリティを維持しようと
するとコストが合わず、コス

▲中村雅美氏
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デアを出し、警察・消防・自衛隊などが実働した。7
月までに1,195チーム、延べにすると数千チームの
医療支援チームの配置を行った。
第3段階：仮設診療所の整備、現在はこの段階で
ある。沿岸部の3つの病院が壊滅状態になった。山
田病院、大槌病院などようやく仮設診療所を立ち
上げて医療活動を再スタートさせた。

（講演時データ）。
地震直後の医療対応は、第1期が急性期、第2期
は亜急性期、第3期は回復期の1・2、そして復旧復
興期の5段階に分けられる。
第1期：急性期。発災後から23分後には、トリアー

前の医療介護福祉ネットワークが構築されている
か、震災後の弱者対応のみちすじができているか
が重要である。
第3期：回復期1。多くの方々が避難所に移る11日
目から1か月前後。メディカルチームを作って、避難
所廻りをした。

ジポストを立ち上げ、トリアージ体制を取れた。本

第４期：回復期2。避難所で、安定した生活がで

院が臨床研修病院であったことから若い医師が

きるようになった発災1か月後から3か月。第3期同

南北に200kmにわたる広大な岩手県は、盛岡から

沢山いたこと。
日ごろから地域災害拠点病院として

様、メディカルチームを作って、避難所廻りをした。

沿岸部まで片道で3時間かかり、アクセスに難点が

大災害時の訓練をしていたこと。そして地域医療

第5期：復旧復興期、発災4か月ごろから現在。避難

ある。過疎地の地域医療におけるアクセスとクオリ

支援病院ということで地域の方と医療機関の方々

者が仮設住宅に移ったことで、医療的なニーズか

医師の絶対数を増やすべきである。第4は、地元の

ティとコストを並立させるために、岩手の新医療モ

と密接な関係にあったこと、以上3つの条件が揃っ

ら介護福祉ニーズ、あるいは生活関連ニーズへと

医療ニーズとの合致である。

デルの構築に取りかかった。遠隔医療＝ITを用い

たから可能であった。トリアージポストは病院の1

移行した。PTSDなどのストレス障害、抑鬱症など

れば大学の専門医療レベルの診断・治療・方針をど

階を使い、黄色、緑、赤、そして黒ブースを設置。さ

心のケアチームが活躍する時期であり、医療と並

こでも受けられる。ITを通して、病・病、病・診、病・

らに病院の一角を避難者のための難民ブースをつ

行して総合的なアプローチが必要な時期である。

小川氏は、岩手県の医療

福などの連携をシステム化を目指す。
この9月30日に

くった。停電は3日間続いたが非常電源があったの

医療の復旧、復興の問題点について、9月11日現

復 興 に つ いて、 ①DMAT

「岩手情報連携クラウド遠隔医療」ということで国

で、生命に直結するたとえば、レスピレーターなど

在、県内の医療機関の再開状況は96.2％まで再開

に対する電源と電子カルテのための電源は確保で

できた。宮城県では、残り3.8％が再開できるよう

第4段階：現在は、基幹病院の整備をしている。

●小川彰氏の講演

活動、②避難所巡回診療、

へ特区申請をした。

③ 仮設診 療所整 備、 ④ 基

今回の地震で沿岸部の病院が被災しカルテも

きた。水道は井戸水を使えたので確保できた。し

に、特に被災の大きかった気仙沼、石巻医療圏の

幹病院の整備、⑤まちの再

全て流され、行政では住民基本台帳もなくなった。

かし、燃料や食料が不足し、医薬品はすべて数日

医療の復旧、復興のモデルを考えている。具体的

しかし、岩手県の周産期医療情報ネットワークの

で枯渇した。特に問題になったのは、インシュリン、

には、ネットワークづくり、不足している医師を含

なかの岩手医大のサーバーには壊滅した被災地

抗凝固薬、抗てんかん薬、透析資材である。通信手

めて、メディカルスタッフの確保などである。さらに

し、全ての段階が終わるまでは、10年かかる見通

の妊婦情報のデータが残っていた。これをすぐ復

段としてMCA無線と衛星携帯電話が使えたが、

国、県、関係自治体のそれぞれの役割の明確化が

しと述べた。

旧させ、
安全なお産に導くことができた。

5月7日の余震でMCA無線の光ファイバーが破断

必要である。

生、の５段階に分けて説明。
現 在は3段階目にあたると

▲小川彰氏

第1段階：今回の災害による死亡者の9割が津波

岩手の新医療モデルは、アクセス、クオリティ、コ

されてしまった。衛星携帯は、遮蔽物があると使え

クオリティとコストとアクセスの問題が提起され

災害による溺死である。初期対応としてのDMAT

ストを並立させて医師不足にも対応でき、全国の

ないといった限界があった。電子カルテは、本院で

たが、アクセスとクオリティを優先すべきだ。もとも

活動は1日で終えた。当日は降雪。避難所はガソリ

過疎地医療の新モデルとなり得ると考えている。

は使えたが、他のところでは使えず、県外からの医

と医療機関は、非営利性を担保にした公益性の強

療支援チームのことも考えて、紙カルテを2,400件

い役割を担う。医療の非営利性、それを踏まえた

分作るのに振り回された。

医療の確保は、東日本大震災という非日常という

ン不足、毛布や布団がない、衣類、食料、暖房用石

第5段階：まちの再生であるが、現在全く進んで

油の不足など劣悪な環境にあった。初期対応の問

いない。阪神淡路大震災の時はわずか1か月後に

題点として、初動の遅れ、エネルギー不足、医薬品

復興の方針に関する法律ができ、すぐに公布され

第2期：亜急性期、4日目から10日目まで。本院が

不足、食料不足、通信網破断による情報不足があ

たが、今回は3か月半 後の6月24日の公布であっ

地域医療支援病院であることから医師会長を始

り、それによる混乱が大きかった。通信網の破断

た。しかも法律はできたが財政の裏付けがない。

め主だった方々に病院に来てもらい、緊急地域連

で医療活動は足で稼ぐしかなかった。本学では医

冬がくるというのに被災地の住民の生活のめどす

絡会議を開いた。以降、この会は保健所が中心と

師2名、2隊のチームを毎日、沿岸部に派遣し、情

ら立っていない。後手にまわり二次災害を引き起こ

なり最近まで10回開き被災地の医療対応について

報収集を徹底的に行った。

す政府に対して、ジャーナリズムからも政府に強い

話し合った。亜急性期の問題になったのは、妊婦、

放射線汚染である。福島県

メッセージをお願いしたい。

透析患者、在宅酸素、在宅レスピレーター使用者、

病院 協会の7月末に行った

要介護者、認知症などいわゆる災害弱者の方々の

調 査 から常 勤医の12%、常

ケアであった。要介護者、認知症患者以外の直接

勤 看 護 師 の15％が自主 退

対応は本院がした。

職、退避をしていることが分

第2段階：避難所の医療は、各地からの支援チー
ムが統制のないまま入ったために大混乱が起き
た。混乱解消のため、専従者を県の災害対策本部
に派遣した。
「岩手災害医療ネットワークセンター」
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325名、行方不明者が8名、避難者数が68名である

●今田隆一氏の講演
宮城 厚生協会坂 総合病

を災害対策本部内に組織し、
関連情報は、
このセン

院は、塩釜市にある。塩釜市

ターに集中、各医療支援チームの一元管理を行っ

ことだけではなく、日常の問題だとして考えるべき
である。
●大西正夫氏の講演
今 回の大 震災の特 徴は

▲大西正夫氏

要介護者、認知症患者たちについては介護施設

かった（9月28日、読売新聞報道）
。また毎日新聞の

は、人 口 は18万8,000人 強。

や親せき宅に移住していただいた。定員オーバー

独自調査（9月5日の朝刊）では、原発事故の警戒区

た。センターは、本学からの専従、県、警察、消防、

面 積 は150ｋ㎡。今 回 の 地

やライフラインの不備から、十分なケアができない

域である20km圏、30km圏を除いて、被災3県で、

自衛隊関係者などと連携。
県が主導し、
大学がアイ

震・津波災害により死亡者が

状況が続いた。災害弱者対策の側面からは、震災

2,066床の入院機能が失われたとされた。

▲今田隆一氏
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厚生労働省は、東 北発

地域医療の復興のキーポイントは3点。第1に、

こども環境学会の前会長、仙田満先生は、子ど

分だ。
日本では1,000人に1.2 人。

医療機器等開発復興特区

使命感と責任感のある医療職の育成である。第2

もは遊ぶ、それも 1人でではなく群れて遊ぶこと

日本の新生児死亡率の低さは先進20カ国のな

を導入した。学部連 携に

は、箱ものや重粒子線治療施設や最新型の放射

で、運動能力、体力、社会性、コミニュケーション能

かで1位、乳児死亡は2位。しかし、1歳から4歳ま

よる医療機器の開発であ

線治療機器などを揃えてよしとしないことだ。古い

力、感性、創造性などの能力を開発していく、と指

での死亡率は15位、5歳から9歳は12位と高い。小

る。治験期間の短縮、税制

機器でもいい人材があれば、上手に使いこなせる

摘されている。東京育ちの私自身、幼児期は夕方遅

児救急医療の不備などがいわれるが、どの国も4

優遇、産学連 携で工場を

ことを実感している。第3は、一大拠点構想を具体

くまで年長者と一緒に遊んだ。年長者から理不尽

歳以降の死亡者はぐっと少なくなるので、実は10歳

作るなど、デバイスラグの

化するとしても、
本当に必要かどうか地域住民を巻

にお菓子を取り上げられたこともあるが、これは大

までの死亡率も日本はスウェーデンに次ぐ 2位だ。

解消を図る。福島県では、

き込んで議論していくことである。

人の社会の練習だったような気がする。
いまは群れ

8月11日に復興ビジョンとして特区構想を発 表し

復興には10兆円とか、莫大な費用がかかる。透

た。
小川氏が紹介した岩手県復興基本計画にあた

明に公平に使われているか、それらに群がるビジ

群れて遊ばない子が大人になり、次の世代を生

る。医療分野の記載では、1）応急的復旧生活再

ネスが湧き出ていないか、ジャーナリストはきちん

んでいる。高橋桃子先生という方が最近『小児内

日本は子どもが死なない国だ。乳児死亡率は母

建支援、2）市町村の復興支援、3）新たな時代を

と見つめ、場合によっては、制止しなければならな

科』に「現代の母親の気質と子育てへの姿勢」をま

乳や離乳食を含めた母子保健の充実度を示す。平

リードする産業の創出である。3）
が医療機器等開

い役割を持っている。

とめている。それによると、お母さんたちは「妊娠・

和の尺度でもある。しかし、死ななければいいのか

育児は女性の自由を奪うことである。時間とか、体

という時代に実はもうなっている。いまの子どもの

力とか、
精神力を出産前と同じように自分の活動に

1割は大なり小なり、心の問題がある、といわれて

被災地の復興のあり方について、小川氏と今田氏

投資したい」。こういうことで自分の人生がだめに

いるからだ。発達障害やアスペルガー症候群、ＡＤ

福島県は、福島県立医大キャンパスに総事業費

の間での同じ医療者ではあるが、岩手県と宮城県

なってほしくない、という風に考えているらしい。

ＨＤ（注意欠陥多動性障害）とか、年長だとうつ病

およそ1,000億円をかけた放射線医学県民健康管

の被災地域の違い、医科大学と拠点病院という

以前は、宝のように子どもを授かる、という謙虚

の問題もある。体の健康だけでなく、心の健康、そ

理センター構想を掲げるが、被爆医療をセンターに

地域の医療の担い方の違いなどからの建設的な

な姿勢があったが、いまは「産むか産まないかは

して最初に触れた自分が幸せか、
ということも含め

集約するのではなく、一般の病院、診療所で誰も

応酬やフロアーからの質問に基づく応答があった

自分で決める。子どもは自分の人生、ライフスタイ

た健康指標がこれからは大事だと考えている。

が受けられる体制を整えられるべきだ。専門的知

が、紙面の関係で割愛させていただく。当日の聴衆

ルのなかで、
比較検討して選ぶ」
という。
私はたとえ

識について、一般のドクターが短期間でもトレーニ

も講師も、いずれも遅々として進まない被災地の復

人工授精でも、生まれるか生まれないかは確率論

ングが受けられるようにする必要性がある。
同様に

興と政府の対応に対する苛立ちが色濃くあらわれ

的なところもあり、
卵子と精子のコンディションもあ

「世界標準にはるかに及ばないわが国の予防接

ジャーナリストにも必要だ。ジャーナリストが被災

たシンポジウムだった。
）

り、授かるものだと思うが、若い人たちは違うふう

種体制」は 3年ほど前に日本医師会雑誌の特集号

地に住んでいれば当事者であるが、同時にジャー

に考えている。それから「子育てをすることで、自

に私がつけたタイトルだ。医学界の中で、予防接種

ナリズムに視点を持つ第三者である。それが報道

分が成長する」
「 生きがいになる」
「1回ぐらい妊娠・

に対してちゃんと向かおうという起爆剤になったと

出産は経験したい」など、女性側は個人的な価値に

ひそかに思っている。予防接種はきれいな水と同

重きを置く傾向がある、という。

じぐらい大事だ。病気はごまんとあるが、ワクチン

発復興特区に該当する。野田内閣で第三次補正予
算に地域医療再生基金に積み増しされ、720億
円が計上された。

するものの責務だ。

（基調講演に続くパネルディスカッションでは、

（いくた・けいこ＝国際医療福祉大学大学院学生）

て遊べる場所もない。

一方、母体 死亡率は1920年には10万人あたり
330人だったが、ほとんどが病院出産になったいま
は5.7人。世界的にみても非常に低い。

日本はワクチン後進国

で予防できる病気はワクチンで予防しようという
子供が死なない国日本

●11月例会

小児科はこれまで死亡率を競ってきたが、これ

といわれているように、今の日本の予防接種体制

からは子どもの心の健康度とか幸せ度を示す健

は大変遅れたままになっている。 次頁の図に示す

康指標が必要ではないか。子どもはすでに15％を

ように日米を比較すると、○は定期接種、義務接種

切り、社会のマイノリティになっている。よく話題に

として全員受けなければいけないもので、この日

報告・田辺功

なるが、1人の女性が産んでくれる子どもの数は

米の違いが大きい。日本ではＡ型肝炎もＢ型肝炎

1.37。いまの人口を維持するには2.2 ぐらい必要な

もワクチンはあっても任意接種になっている。Ｂ型

「子どもは社会の宝」とは日本では口だけの話

と感じているのは人間関係が希薄になっているた

ので、日本は人口減少に入っている。生まれる子も

肝炎はお母さんがキャリアの方には生後に3回ほ

で、その証拠に子どもの福祉に使われる予算は高

めではないか。高齢者の孤独死が多いし、自殺者

非常に少なくなっている。小児医療の指標に乳児

ど打って予防されているが、全員にはやられていな

齢者の10分の1に過ぎない。ユニセフの研究所が

もＯＥＣＤのなかでは第２位だ。人間的なつながり

死亡率、新生児死亡率がある。1歳までに亡くな

い。３種混合、いわゆるＤＰＴは日米ともあるが、欧

2007年、ＯＥＣＤ（国際経済協力機構）20数カ国

は、成熟した人間が持つべき情報とか、批判とか、

る乳児死亡率は明治から大正期は1,000人生まれ

米のＭＭＲ、新３種混合は日本ではおたふくで髄

の15歳の子どもに「さびしいと感じる時があるか」

価値観とか、心などを次の世代に使えるシステムと

ると170人ぐらい。それがだんだん減って、いまでは

膜炎が多くて中止され、ＭＲ、つまり、はしかと風し

との質問をした。多い国で 5 〜 10％なのに日本は

して非常に重要で、
人間関係が希薄になれば、
そう

2.4人、
世界で一番少ない。
新生児は生後 1カ月まで

んワクチンだけが行われている。従っておたふくも

ダントツの29％だった。3 割の子どもがさびしい

したものが失われていく可能性がある。

で、新生児死亡率は大体、どこも乳児死亡率の半

定期接種になっておらず、水ぼうそうもなっていな

わが国の小児医療の現状と問題点
～予防接種を中心に～

五十嵐 隆さん（日本小児科学会会長、東京大学教授）

▲五十嵐 隆さん
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のが世界的な認識だ。しかし、
「ワクチンギャップ」
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いる。感染症予防に限らず、がんを予防するワクチ

防接種行政は改善されないんじゃないか、と痛感

ムンプス（おたふくかぜ）
による髄膜炎が非常に多

ンもある。子宮頸がん・パピローマのワクチン、Ｂ型

した。因みに米国にはそういった独立組織
（ACIP）

かった。400人に1人ぐらいも出た。そもそも予防接

肝炎ワクチンなど。また難しい感染症に対するワク

があるし、台湾にも 2年前にできた。日本は台湾に

種で重い副反応が起きるのをどのくらい許容でき

チンや、ワクチンの原理を使って高血圧、多発性硬

も負けている。

るかの問題もある。1万人とか10万人に 1例はいい

化症などの治療も試みられている。
欧米はワクチン

同時接種は医学的問題のない医療行為だが、

の戦略的活用に熱心なのに、日本では何となくワ

たまたま接種後に何人も亡くなって、こんなことに

国によって、ものによって違うが、いま話題になって

クチンは日陰者の存在、大きな顔ができないような

なった。実は同時接種をやった後とやる前とで、乳

いるポリオワクチンについて考えたい。

状況になっている。

児の死亡数も、突然死症候群による乳児死亡数も
変わっていない。心臓病など病気の子どもの死亡

同時接種と混合ワクチンの必要性
それから日本にも予防接種混合製剤が必要だ。
米国ではＤＰＴにヒブ、
Ｂ型肝炎が入って 5種類の

ポリオワクチンの問題

率も上がってない。むしろ先天性の問題を持って

いま日本で使われている経口生ワクチンは 2回

いる子どもこそワクチンで守ってあげる必要があ

飲む。100 万人に 2回飲ませると、何人かがポリオ

る。

にかかり、1 年間に 1人か 2人はまひが残る。それ

ワクチンが 1本ですむ。
日本はようやく単独で加わ

を許さないといって不活化ワクチンに変えようとし
日本はなぜワクチン後進国になったか？

い。政治的な判断でヒブ (インフルエンザ菌b)と肺

る形なので、同時接種をやらざるをえない。小児科

炎球菌が去年、今年と定期接種並みになったが、

医は同時接種をやりたくないが、混合製剤がない

新型インフルエンザワクチンを導入した時から

協力している。たしかに100 万人に 2人ぐらい重い

将来は分からない。今から30年ぐらい前は、
日本の

から、右腕と左腕にやる。今年 1月ぐらいからいろ

日本でも、副反応の届け出のやり方が変わった。以

副反応が出る生ワクチンが危険だとして、不活化ワ

方が米国よりも予防接種の種類が多かったが、い

んな自治体でヒブと肺炎球菌のワクチンがほぼ無

前は医師が関係があると思われる症例を報告し

クチンを導入できる2 年後までワクチンを打たない

まは逆転した。
子どもの側から見ると、
残念だ。

料になり、同時接種が増えた。ところが、3月、接種

たが、今は医師の判断とは関係なく、ワクチン打っ

というと、もっと危険になる可能性がある。実は中

はしかは定期接種だが、2001年のはしかの患

後に患者が何人か亡くなった。それに対して厚生

た後に何かよくないことが起きたら報告する。

国ではポリオが流行している。中国から日本まで

者は日本で30万人近かった。それが予防接種のお

労働省は右往左往した。大臣が同時接種はやめろ

日本はなぜワクチン後進国になったのか。理由

飛行機で 4、5 時間で来る。
ポリオが日本に入って

かげで 3年前は11,000 人ぐらい、さらに700 人、

と圧力をかけた。厚生労働省は専門家のワクチン

の１つは、接種した後に生じた副反応がすべて予

くる可能性は十分高い。それなのにワクチンをしな

500 人と減ってきた。しかし、これは米国では信じ

部会に相談してどうするか決めるべきなのに、大臣

防接種によるもの、との見方がある。健康被害を受

い子どもが増えるのは大変危険だと思う。

られない。
日本の人口の2.5 倍の米国では１年間に

と政務官が同時接種を勝手にやめてしまった。大

けた患者さんはそう思いたいし、マスコミにもそう

もう一つ、生ワクチンを飲むとまず、消化管で免疫

はしかが100 人出ると非常事態宣言になる。 4、

臣は弁護士、政務官は血液腫瘍内科医だ。内科医

いう論調があり、司法界もかわいそうという考え方

を作るので、消化管での感染をブロックする。さら

5年前、学会で米国に行くと「日本はアメリカには

は予防接種をまったく知らない。そういう人たちが

があり、一部の医師にもいる。そういうことから、前

に体に入った段階では抗体と、2つの作用がある。

しかを輸出するな」
「 予防接種ちゃんとやれ」と怒

決めてしまう。

後関係＝因果関係としがちだ。そういう状況下で

生ワクチンだと感染することもない。ところが不活

ているのが神奈川県知事で、かなりの小児科医が

られた。今年のはしかの流行株を見ると、以前は

私たち対策部会では同時接種を早期再開しよう

訴訟が起き、国の敗訴が続いたので、厚生労働省

化ワクチンは抗体を作らせる能力はあるが、消化

ほとんど国内株だったが、2年ほど前からはアジ

と 1時間半話し合った段階で、
厚生労働省から
「単

の役人たちも新しいワクチンを導入してそんなの

管の免疫を作らないので、感染そのものは防げな

ア、ヨーロッパ株が多い。つまり、日本でいま流行っ

独接種を基本に、医師の判断で同時接種をやって

が増えるのはやってられないと消極的になったと

い。不活化ワクチンで免疫を受けると、感染して風

ているはしかのかなりは外国人が持ち込んだもの

もいい」との原案が出てきた。私は「こんなことを

思う。現に彼らは、予防接種行政に係わることが一

邪症状と下痢は予防できないが、まひは多分出な

で、
日本もようやくはしか輸入国になりつつある。

しゃべっていないじゃないか」と文句をいったが、

番嫌だといっている。そう考えるのはしょうがない

い。不活化ワクチンは抗体の持続力も弱い。免疫を

向こうも「お二人の意向が強くて」と引かない。
「単

んじゃないか。それから、先ほども話したが、教育

作る力が弱いので 4回必要で、
価格も高くなる。

はまだまだだ。風しんは去年（2010年）は90人まで

独接種を考慮して医師の判断で同時接種をする」

として予防接種の重要性と限界について正しく教

小児科学会は以前から不活化ワクチン導入を要

患者が減ったが、36週で300 人と、今年は増えて

から「単独接種も考慮して医師の判断で同時接種

えてきていない。その結果、予防接種の知識や関

望しているが、それまでは生ワクチンの使用を勧め

いる。妊娠中の女性が風しんにかかると、胎児風し

をする」まで２時間半ぐらいかかった。
「を」と「も」

心がない国民が多いのは紛れもない事実だ。予防

ている。私はより理想的な形として、1回目、2 回

ん症候群という心臓や脳の障害児が生まれること

で印象は大きく違う。

接種をやっている小児科医や他科の一部の医師

目は不活化ワクチンで基礎免疫をつけた段階で、

本当のところ、厚生労働省の医系技官は同時接

は当然勉強するが、医師の多くは予防接種には無

もう少し大きくなってから生ワクチンを飲む、
という

ヒブワクチンが導入され、定期接種並みになっ

種でいいと思っている。しかし、上からいわれると

関心で、
知識も持っていない。
これもくり返しになる

のが完璧だと思うし、この方法だと副反応も防げ

た。米国では、2歳ぐらいまでの子がたくさん髄膜

反抗できない。それは問題で、いろんな立場の専

が、予防接種について多方面から検討する第三者

る。

炎、関節炎、敗血症などのヒブ感染症で亡くなって

門家が加わった第三者機関がわが国の予防接種

機関が日本にはない。こういう中立的な、国策的、

いたが、ワクチン導入後、激減した。日本も数年す

をどうすべきか考え、決めなければならない。それ

戦略的な立場から考えるものがないのも大きな問

医療体制は、日本は入院は簡単だが、ろくな治療

れば同じ状況になると期待している。

には委員会だけでなく、手足になる事務局、予算も

題だ。

は受けられないとよくいわれる。２年前の新型イン

ＭＲワクチンは定期接種になっておらず、普及率

があるので胎児期の感染はぜひとも避けたい。

欧米ではワクチンは非常に戦略的に考えられて
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との考え方と、100万人に1例ぐらいならいいとか。

必要だ。そういう組織がないと本当の意味での予

かつて、ＭＭＲワクチンの導入時に、Ｍの一つの

日本の医療について誤解が多い。たとえば小児

フルエンザの時は、日本の患者の死亡率は10万人
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につき0.16で世界で最も低かった。検証が必要だ

続くが、その次の日、起きて仕事に行くのが非常に

コリンなどの量が低下して、
ニューロンネットワーク

が、アクセスがよいことや、タミフルなどの抗ウイル

辛くなる。小児科医の 4割が女性だが、女性医師

が障害されるからである。アセチルコリン産生低下

②脳脊髄液検査で、アミロイドβ42が低下して

ス剤が簡単に使えたためではないか。

だけでなく男性医師にもちゃんと普通の労働環境

の原因は、タンパク質の一つであるタウがリン酸化

いることを確認。アミロイドが神経線維周辺で凝

を作らねばいけないと思っている。そうしないと本

して細胞の中に溜まり、神経原線維変化が起こる

集しているために、脳脊髄液には出て来ないから

当に医療は崩壊してしまう。

からである。もう一つ大事なのは、アミロイドβタン

である。タウタンパクは脳脊髄液中に増えている。

日本には小児科医が20,400人いるが、小児科医
だけでは子どもの医療はできないし、偏在があり、
小児の救急体制も不十分だ。しかし、発熱して救

医師だけががんばっても限界は明らかで、患者と

パクが線維組織の周りで凝集することにある。こ

原線維変化を起こして細胞を壊してタウが流れ出

急車で運ばれ、10分で診ないからたらい回し、と

医師の新たな人間関係の構築が必要だ。世界共通

れを老人斑と言う。一つ一つは0.2ミリ程度の肉眼

て来たからである。こうして、脳内の変化がつかめ

いうのは間違いで、米国では救急で 4時間ぐらい

の部分があるらしく、2001年に『ブリテッシュ・メ

では見えない塊りだが、高齢になると、これが数多

る。

待たされる。日本人はせっかちで、どれだけ恵まれ

ディカル・ジャーナル』
が「医師と患者とが共有すべ

く出現する。アミロイドβタンパクの凝集が、アルツ

ているかを知っていただきたい。外国で 1年ぐらい

き認識」を7 項目にまとめている。
「医学・医療には

ハイマー病の大きな原因だというのが世界の定説

90%の正確度でアルツハイマー病が診断できるよ

暮らすと日本の医療の有り難さがわかるんじゃな

限界がある（医療の不確実性）
。医学・医療だけで

になっているが、この説に反対する人もいて、今は

うになった。MRI（核磁気共鳴画像診断）で、海

いかと、
私などはいつも言っている。

は社会的問題を解決できない。しかも医療は危険

まだアミロイド仮説となっている。

馬、側頭葉内側、頭頂葉などが萎縮していることを

を伴う行為である」
「医師は自らの限界を隠さずに

アミロイドタンパクが液状のままなら毒性はない

だ。小児医療がコンビニ化した理由は無料化だ。

患者に伝える義務がある」
「 医師と患者は共同作

が、凝集体になると神経毒性を発揮して病変が起

SPECT（光子コンピュータ断層撮影）で、後部

小児科医に限らず、病院で働く医師の労働条件が

業を行う仲間である」などだ。医師がいうとだれも

こる。
高齢者に起こりやすい病変であるが、
家族性

帯状回、頭頂葉楔前部、側頭葉、頭頂葉などの血

悪い。夜寝ないで働いても時間給1,400円ぐらい。

信用しないが、医師以外の方、できれば皆さんのよ

アルツハイマー病もある。その病変を司っている危

流が低下していることを確認。こうした検査で、ア

当直は入院患者を診るのが仕事なのに、夜間の救

うなマスコミ関係者からいってもらいたい。

険遺伝子ApoEはβタンパクを多く産生しており、

ルツハイマー病が診断される。

急患者を診なければならず、ヘトヘトになっても次

凝集体を作る。PS1トランスジェニックマウスは、

の日、休みが確保されない。私も46歳まで当直して

APPという家族性アルツハイマー遺伝子を持って

いたが、30歳を過ぎると当直がつらくなってくる。

おり、脳には老人斑ができ、アルツハイマー病変の
（たなべ・いさお=医療ジャーナリスト）

認知症・アルツハイマー病を探る

田平 武さん（順天堂大学大学院医学研究科 認知症診断・予防・治療学専攻）
報告・大野善三

医学にとって今世紀最大の課題の一つは、認知

隆氏が最近、調査をしたところ、2020年頃の数と

確認。

アルツハイマー病の治療
アルツハイマー病を完治させる薬剤はまだない。

多くが再現できる。こうした家族性アルツハイマー

せいぜい発症を遅らせるのが、現在できる最高の

病の実験・観察により、アミロイドがアルツハイマー

治療薬である。従って投薬中も、認知症は進行して

の原因物質であると考えられ、世界の通説になっ

いる。

ている。

●12月例会

アルツハイマー病は、神経伝達物質であるアセ

では、タウは原因物質ではないのか？タウトラン

チルコリンの産生が低下して起こるので、アセチル

スジェニックマウスの脳にβアミロイドを注射する

コリンの前駆体を投与して、脳内で作らせることを

か、APPトランスジェニックマウスと掛け合わせる

考えた。その発想の基礎となったのは、パーキンソ

と、神経原線維変化が促進される。このことから、

ン病である。パーキンソン病はドパミンの産生が落

アミロイドタンパクが先に病変を起こし、その10年

ちる病気なので、その前駆体レオドパを投入して

後に神経原線維変化が現れると考えられている。

成功した。その経験から、同じ方法を試みたが、ア

ただ、老人斑が無数にあっても認知症を発症し

セチルコリンの場合は成功しなかった。
そこで考え

症の治療方法を解明することです。認知症の多く

見られていた高齢者の14.75%に既に達している。

を占めるのがアルツハイマー病です。世界精神医

これは、認知症が増えたためではなく、高齢者が

ない人もいる。また、AN－1792と称するワクチン

出したのが、アセチルコリンの分解を減少させる

学会の発表に依ると、現在、世界には1,800万人の

増加したことによる。日本の高齢人口の14.75%は

で老人斑の除去に成功し、綺麗になったが、認知

薬剤である。コリンエステラーゼ阻害薬という。

患者がいると観られており、世界中が懸命に研究

約400万人となる。その７割がアルツハイマー病だ

症は進行したという例もあって、βアミロイド説に

その代表が、日本のエーザイ株式会社が世界に

を続けています。しかし、今はアルツハイマー病の

と言われているので、約300万人になる。この中に

反対する専門家もいる。だから、アミロイド説は仮

先駆けて出したドネペジル（商品名アリセプト）で

全貌がつかめず、完治の方法はまだ五里霧中で

は、脳血管障害を併発しているものや、パーキンソ

説となっている。ただ、アミロイド説賛成派は、その

ある。出したのが13年前で、世界にもこの薬剤しか

す。12月の例会で、順天堂大学大学院の田平武教

ン病に合併して起こるレビー小体型のものも含ま

ときには発症していなくても、アミロイドを持って

なかった。その後、３種類の薬剤が開発された。ガ

授に、
アルツハイマー病研究の現況を話して戴きま

れる。

いる限り、いずれは発症するに違いないと、反論し

ランタミンおよびリバスチグミンの２つのコリンエ

ている。

ステラーゼ阻害薬と、メマンチンというNMDA（N

した。
その内容をかいつまんで紹介しましょう。

－メチル－D－アスパラギン酸）受容体拮抗薬であ

アルツハイマー病の病理
わが国の患者数
日本での認知症の患者数は、長らく、高齢者の
７％であると言われていたが、筑波大学の朝田
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③最近は画像診断の技術が進歩したお蔭で、

政治が小児医療を利用しているのは困ったこと

40歳を過ぎると当直した翌日はハイテンションが

▲田平武さん

なければならない。

アルツハイマー病はもの忘れから始まり、それが

アルツハイマー病の診断

る。

徐々に進行して、見当識失墜などの認知症症状に

①診断の第一は、明らかに認知症が認められる

①去年から日本では、ガランタミン（商品名レミ

まで進む。脳の中で、神経伝達物質であるアセチル

ことである。紛らわしい他の疾患が除外されてい

ニール、武田薬品とヤンセンが市販）が使えるよう
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になった。軽度および中等度のアルツハイマー病

アルツハイマー病では、体外からは何も侵入してこ

に適している。高度になってしまうと使わない。こ

ず、体内のβアミロイドが病原体である。そこで、β

の薬の特徴はニコチン作用で、飲むと気分が爽快

アミロイドに対抗して抹殺するものを筋肉注射を

になる。製薬会社の担当者は、そう言って勧める。

するのが、
アルツハイマー病のワクチンとなる。

ドネペジルと同じく、効力が長いが、両者を比較す

最初にワクチンの治験を始めたのが、1999年、

ると、
ガランタミンの方が長く効くといういう試験も

アメリカのシェンクたちであった。家族性のアルツ

ある。

ハイマー病遺伝子を持つマウスを作り、
それにβア

②リバスチグミンは、アセチルコリンの分解を抑

ミロイド１－42とアジュバントとしてCFAで免疫を

えるだけでなく、アセチルコリンと同時に放出する

付けたところ、老人斑が綺麗に消えた。それならば

ブチルコリンの分解も抑える働きがあることが最

というので、ヒトで治験を行った。βアミロイド１－

近わかって、働きが二重である特徴がある。しか

42に、アジュバントとしてQS21を筋肉注射した。そ

し、治験の時飲むと副作用が激しいのでパッチ薬

の結果、人でも老人斑がほとんど無くなっていた。

に変え、貼り薬として肌に貼り緩やかな薬効を挙

しかし、自己免疫性の脳炎を起こして、治験は中止

げることが判った。ノバルティスから出ているのが

になった。次に、合成タンパクβアミロイド１－41に

商品名イクセロンパッチ、小野薬品から出ている

アジュバントQS21、AN1792と称するワクチンの

のがリバスタッチパッチという。胸、背中、腕などに

治験をイギリス６ヶ所で行った結果、第１相臨床

貼って患者家族が多用している。

試験では、中等症の患者で安全だと判断された。

６％の患者に脳炎が出た。第２相試験にまで進ん

開発された。それがメマンチンであり、商品名がメ

だが、
治験は中止された。
なぜ自己免疫性脳炎が起こるのか？それは、ヘ

度および重度のアルツハイマー型認知症に使用さ

ルパーT細胞1(Th1T)に原因があると考えられる。

れている。

ヒトは小児のときTh1Tは胸腺で無くされるが、少
し取りこぼしをして末梢血に存在する。その頻度

ドネペジルが57.8%、メマンチンが31.1%、その他が

は高齢になるに従って存在がはっきりし、アルツハ

10.1%であった。軽症、中等度から重症に至るまで

イマー病の患者ほど働きが多く、βアミロイドの免

幅広く使えるドネペジルが最も多く使われている。

疫を行うと脳炎を起こす。

んで腸管上皮に感染させ、アミロイド・タンパクの

方薬がよく効く。抑肝散という漢方薬の効果は高

抗体を作る。それが血流で脳に達し、アミロイドや

く、
患者家族に感謝されている。

オリゴマーに結合して、これらを除去する方法を
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して実験は成功して、この特許は田平グループが

ワクチンと言えば、ハシカ、日本脳炎、百日咳、イ

持っているが、これを薬剤にするには、製薬企業

ンフルエンザなどの予防接種を思いおこす。体外

の臨床治験が欠かせない。欧州各国、オーストラリ

から侵入してくる病原体に対抗できるように、予防

ア、インド、カナダで特許の認可は下りているが薬

注射をして体内にあらかじめ抗体を作っておいて、

の開発には、300 〜 600億円という莫大な費用を

再侵入してくる病原体を攻撃する免疫療法である。

要する。それに、そもそもアルツハイマー病のワク

みずぬる

アルツハイマー病のワクチン療法

か

実験してきた。マウスでもサルでも、老人斑は消滅

あ

想、幻覚などの副症状が出る。これを抑えるには漢

つぼみ

ダイ・ウイルスを無毒にしてベクターとし、口から飲

＊

認知症は、見当識などの主症状以外に、徘徊、妄

先考に参らす閼伽も水温む

方法で治験を行っているが、田平グループは、セン

（おおの・ぜんぞう=医療ジャーナリスト）

先 考 と は、亡 き 父 の こ と で、閼 伽 は 仏 に 供
える水。父の命日に当たる彼岸の中日に墓に
参って、ひしゃくで墓のてっぺんから水をか
け る。飛 び 散 る し ぶ き が 気 に な ら な い の は、
水がぬるんできた証拠である。
誰しも気温の上昇に春を感じるが、ぬるむ
水、ぬ る む 川 は、は っ き り と 春 が 到 来 し た こ
とを実感させる。池のほとりに立つと魚たち
も動き始めていて、水草が生えてくる日も近
い。〈 黒 く し づ か に 墓 洗 ふ 水 温 み た り 石 田
波郷〉
＝季語は、水温む（春）

けでも、32社がジェネリックを市販している。

と、田平教授は言っていた。

傘つぼめ花の蕾の固さ診る

Th2を使うことにした。世界中の６社が、様ざまな

でできるので、ベンチャービジネスに呼びかけたい

春 雨 は 春 を 確 実 に す る。「 花 」と い え ば、日
本の詩歌ではサクラ。桜の木のそばを通ると
き、
「いつごろから咲き出すのだろうか」と気
に な っ て、ふ と 指 先 で 蕾 に 触 れ て み る。乳 が
んのしこり発見法みたいだが、この場合はだ
ん だ ん 柔 ら か く な っ て く る は ず だ。ふ む、ふ
む、少し膨らんできたのかも知れないな。
＝季語は、花（春）

メリカでは値段が10分の１になった。日本国内だ

たいと、田平教授は意欲を持っている。２億円程度

こだま

悪いのはTh1なので、田平教授主導の研究では

て、第１相試験である安全確認の治験だけはやり

谺ひろひこは、当会会員・児玉浩憲の俳号。
ブログもよろしく。グーグル検索は「ひたる
舎、児玉」あるいは「俳句入門、児玉」とお願い
します。

ただし、ドネペジルの特許期限が12年で切れ、ア

同じ実験をするので、無駄だと言われている。せめ

谺ひろひこ

米国における2009年度のシェア調査によると、

医師主導の治験は、企業に渡したときにもう一度、

こぶ

マリーである。第一三共から市販されており、中等

を始めるべきだという意見も出始めている。ただ、

● 命あっての俳句考〈自句自解〉

NMDAの働きを阻害して細胞死を避ける薬剤が

症状が出てからの治験は遅く、もっと早くから治験

【春ようやく序の舞】

の軽症から中等症の患者が参加して行われたが、

早くから溜まり始めると考えられるので、認知症の

なり

過剰になると、神経細胞を死に追いやる。そこで、

残っていた。こうした実例から、アミロイドはかなり

木の形はしばらく問はじ梅真白

少なかった。第２相試験は米国、ヨーロッパ数カ国

ると、いずれも老人斑は消えているが、認知症は

「梅はまだかいな」とさまよい、真っ白な花
を咲かせた枝に出会ったときの喜び。この時
ばかりは木の姿などは問題にせず、春を真っ
先に届けてくれた梅の木に見ほれる。やがて
ぜいたく心が湧いてきて、紅梅など色のある
花や、竜のように幹をくねらせた臥竜梅（が
り ょ う ば い ）な ど を 見 つ け る と、木 の 姿 も 一
緒に愛でることになる。
ところで梅には「飛び梅」の故事がある。菅
原道真が左遷されて九州の太宰府に赴くと
き、京都で大事にしていた梅の木に「東風吹
かばにほひおこせよ梅の花主なしとて春な
忘 れ そ 」と 詠 ん で 聞 か せ た と こ ろ、そ の 梅 が
のちに配所に飛んできて花を咲かせたとい
う。
＝季語は、梅（春）

力を増進する。
しかし、NMDA受容体での興奮が

免疫薬を投与された患者の剖検結果を調べてみ

さねさしの富士に瘤見る
よ か ん
余寒かな

ただ、６ヶ月治験をして、抗体陽性者は２割程度で

だ 消えていない。先にも述べたように、AN－1752

「 さ ね さ し 」は 奈 良・万 葉 時 代 の 言 葉 で、い
われは不明だが「相模の国」にかかる枕詞で
ある。神奈川県からは日没時には富士山のシ
ルエットが眺められる。しかし富士山南東斜
面中腹の宝永山が見られるのは珍しい。立春
のあとにやって来た余寒のために空気が澄
み き っ て、付 録 の 小 山 が 瘤 と し て 現 れ た。春
の朧（おぼろ）が深まる前の、
いっときの切れ
味である。
＝季語は、余寒
（春）

③脳内のグルタミン酸は神経を興奮させて記憶

チンは果たして効くのか、という基本的な疑問がま
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「医療ジャーナリスト講座」
を受講して
報告・森山 玲
2007年から2009年まで3年 間
開講した、これから医療･医学ジャー
ナリストを目指そうという若い人向
けの「医療ジャーナリスト基礎講座」
に続き、2011年は「医療ジャーナリ

リージャーナリスト）等、答えにくい質

うです。当時の新聞は今のイ

問が容赦なく提起されました。

ンターネットと新聞メディア

その全てに笑顔で真摯に答えら

を兼ねた圧倒的な存 在で、

れる姿は、厳しい記者会見を見慣れ

記事の中立性は編集権の独

第1回（10月25日）

た目には新鮮で、
「ジャーナリストは、

立によって厳格に守られてい

田中秀一氏の話

いろんな人と仲良くしていかないと

たということでした。ところ

いけない種族」
（田中秀一氏）である

が、ねつ造問題などの影 響

ことのお手本を拝見できました。

で、10年ほど 前から、記 者

（読売新聞社社会保障部長・
前医療情報部長）

「一番困ったことはなんですか？」

10月25日（火）
、今 年度の

の原稿は多段階のチェック

▲田辺功さん

スト講座」と題し、基礎が外れた応

医療ジャーナリスト講座（全

（主催者）との質問に、
「プライバシー

用編とも言うべき講座を10月から3

5回）が開講しました。2007

に配慮して記事を書いても、その人

たとのこと。このため、記事から鋭さ

まざまな考え方や治療法を紹介す

月まで開講した。各講座の講師と演

年から続 いてきた 名 物 講

を知っている人が読むと、誰の話か

が失われているとのお話でした。ま

るほうがいいのか、迷っている」との

題は次の通り。

座ですが、昨年は開かれな

分かってしまうことがある。情報提

た、従来からの問題として、
「プレスリ

質問には「全ての人を納得させる記

供者を守りながら、
よい記事を書くこ

リースに乗っかった記事が多い」
「科

事はあり得ないので、患者さんに有

▲田中秀一さん

かったためか、
当日大阪から

を経て掲載されるようになっ

駆けつけた方もおられ、立ち見が出

新聞社主導で手作りされているそう

とは永遠の課題」と答えられたのに、

学には偽物が多いのに、発表をうの

益かどうかを念頭に、自分の信念で

るほどの盛況でした。第１回目の講

です。いずれはアメリカのように、だ

会場の全員が深くうなずいたところ

みにしている」
「 よそと一緒でないと

書くとよい」
「 私の選択、という書き

現場から」

師は、読売新聞社社会保障部長、田

れもが読めるインターネット上に、病

で、会は終了となりました。

不安なメディアの他社見合い体質」

方がある」
「 治りたいと願う患者さん

第2回（11月29日） 田辺 功氏

中秀一氏。演題は
「『医療ルネサンス』

院や医師個人の手術件数（心臓手

など、厳しい指摘が続きました。

のために情報を提供することで十分

から考える医療報 道」
。後半には、

術）等が公表される時代になるのか

講師と受講生のディスカッションが

もしれませんが、現在のところ、医学

第2回（11月29日）

面白い記事」を書くには、どうしたら

病名を公表するべきケースでも、な

企画されているとあって、メモを取り

界の反応はクールな様子でした。

田辺功氏の話

いいのでしょうか？

かなか報道されない現状についてど

第1回（10月25日） 田中秀一氏
「読売新聞『医療ルネサンス』の

「新聞が抱える医療報道の
現状と課題」
第3回（１月24日）川口 恭氏
「ロハスメディカルを通じて見る
新たな医療ジャーナリズム」
第4回（2月21日）北澤 京子氏

ながら熱心に聴講する姿が目立ちま
した。

1時間の講 演 でしたが、
「 専門 家
間で意見が対立している場合の記

では「世の中をよい方向に変える

（フリージャーナリスト・
元朝日新聞社編集委員）

と思う」
。また、
「 公益的な見地から、

「患者さんに有益なことを広い世

う思うか」という質問には「そういう

の中から探し求めて書く」
「 強い立

情報は、一月も経てばちゃんと出てく

今 年の1月に5,000回を迎えた読

事の書き方」
「ガイドラインの変更問

11月29日（ 火 ）、第2回 目 の 医 療

場の人たちが持っている情報を取材

る」
「奥さんの姉妹を取材すると大体

医療ジャーナリズム」

売新聞の「医療ルネサンス」ですが、

題」
「有名な研究所が、専門家はお金

ジャーナリスト講座が開催されまし

し、できるだけ患者さんに分かりや

分かることが多い」など、実践的なア

第5回（3月21日）坂井 かをり氏

始まった1992年には、医療記事を連

をもらえばどんなデータでも出す、と

た。講師は、フリージャーナリスト・元

すく伝える」
「拡声器となって、一人の

ドバイスが惜しみなく披露されまし

「テレビ医療報道の現状と課題」

載している新聞はなく「そんなこと

言っているとしたら？！」
「新薬が出る

朝日新聞社編集委員の田辺功氏。演

声を社会に届ける」
「掲載されるまで

た。

できるのか」と現場も半信半疑だっ

と病気が増える？！」
「 医師不足と医

題は「新聞が抱える医療報道の現

何年でも待つ」。1974年の「母乳運

アメリカでは、新聞社が撤退した

この講座に参加した、ジャーナリ

たそうです。また、当初は、記事を読

療制度」等、聞き逃せない話題が続

状と課題」。朝日新聞の医療担当記

動」に始まり、2007年の「ドキュメン

州で、不正が 横 行 するようになり、

ストの森山玲氏に各回の様子（私

んだ読者から「本人に病名が分かっ

き、会場の熱気が最高潮に達したと

者として、約40年にわたり日本の臨

ト医療危機」まで、田辺氏は、ほとん

ジャーナリストの取材活動が、社会

的感想）を寄稿していただいた。残り

てしまうから早くやめてくれ」という

ころで、
ディスカッション開始。

床現場を取材した伝説のジャーナリ

どの記事を、独自取材に基づいて書

に健全な緊張をもたらしていたこと

の3 回の報告については次号に掲

反響が寄せられたとか。
インフォーム

続々と手が上がり「安易な情報公

ストの講演とあって、年末にもかかわ

かれたそうです。問題意識を持って

が、
改めて評価されているそうです。

載する。

ド・コンセントが当たり前の現在とは

開によって、有名な先生に患者さん

らず、2、30代と思われる若い受講

積極的に取材することが、よい記事

「インターネットと新聞メディアの決

隔世の感があり、改めて、医療ジャー

が殺到すると、皆保険制度にマイナ

生の姿が目立ちました。

を書く秘訣だと強調されていました。

定的な違いは、取材力と内容を吟味

ナリズムの発展とともに、
医療に対す

スでは？（
」 東 京大学医学部生）
「患

「最近の新聞記事が面白くない理

後半のディスカッションでは、若

する力にある」
（田辺氏）
。誰もが自由

る社会の考え方が大きく変わったこ

者が増えるのは、新薬によって疾病

由」として、まず挙げられたのは、原

手・中堅はもとより、ベテランからも、

に情報を発信できるようになった今

とに気付かされました。

の認知度 が 高まる結果では？（
」製

稿が新聞に掲載されるシステムの変

医療記事の書き方についての質問

こそ、これまで以上に、ジャーナリス

驚いたのは、多くの患者さんが参

薬会社広報）
「 実際問題として、スポ

更です。田辺氏の新聞記者時代、現

が続出。

トの取材力・情報発信力が社会から

考にしている「病院の手術件数」特

ンサーに不利益な記事を書けます

場の記者が書いた第一稿は各部の

「10年ほど医療記事を書いている

集の作り方。公的データに当たった

か？（
」フリージャーナリスト）
「◯◯社

デスクから整理部を経てほぼそのま

が、自分なりの結論をつけたほうが

り、個別にアンケートを取ったりして

の医療記事をどう思いますか？（
」フ

まの内容で読者に直送されていたそ

いいのか、結論は読者に任せて、さ

「医学専門雑誌における
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求められていると確信した講演でし
た。
（もりやま･れい=医療ジャーナリスト）
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