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冗句茶論（ジョーク・サロン）
松井寿一

高齢になると五感が衰えてくる。耳が遠く
なるというが、
聞き間違えも増えてくる。

不揃いのりんごが5個ある。
それを6人で平

どんな名目の場合でも、お金を集めるのは

等に分けるにはどうしたらいいか。ジュースに

大変なことである。
骨の折れる仕事である。

すればいい。

それで募金、
ボキン。

重くなると軽くなり、軽くなると重くなるも
のは何か。 病人の体重。

将棋で「歩のない将棋は負け将棋」
という
格言がある。
歩がいない（不甲斐ない）
｡

地下鉄銀座線の溜池山王、
「溜池三度」と
聞こえた。
有楽町線の護国寺、
「午後九時」
と
聞こえた。
八丈島がなんと「発情島」
。

せっかく別れさせたのに、一緒にしないと
使えないものがある。 割箸。

山があっても山梨県というが、
海はない。
し
かしアワビの煮貝が名産品となっている。
甘いのに煮貝とはこれいかにだが、考えて

人間の体を形成している骨で、一番丈夫な

なんでもお金で解決できると思っている能

のはどこか。
胸(強)骨、
バックボーンという

天気な奥様がいる。
友人が見かねて忠告をし

答もあったが、
やはり肩甲(健康)骨であろう。

た。
「 世の中にはお金で買えない物もあるの
よ」
。
すると「アラ、
それおいくらかしら…」

認知症（ボケ）
保険が満期になったので、保

みれば甲斐（貝）
の国である。

冷蔵庫に咲く花は「ヒヤシンス」
、
冷凍庫に

窓口の係の人が「保険をかけていたというこ

咲く花は「フリージヤ」
、
もう一人連れてって下

とを憶えている間は支払いができません」
。

さいという花は「アネモネ」
。
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胃腸薬、鎮痛薬、肝臓薬などいろんな薬が
沢山あるが、
いまもっとも多く使われている薬

肝腎かなめ、あるいは肝心かなめの言葉が
あるとおり肝臓、腎臓、心臓は人間にとって
大事な臓器である。

屋根がコーラスしている村がある。飛騨の

院内感染がこわいので、病院の外へ出て
注射をしてもらった。 路上注射。

とくに肝臓の機能が働かないと健康を損
ねることになる。日本は今病んでいる。菅機
能障害である。

音楽を正確に伝えることができる人間以
外の生き物がいる。
おたまじゃくし。
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は「節約」
。

険会社へ出かけたが、
ことわられてしまった。

白川郷｡ 合掌(合唱)づくり｡
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4月16日（土）緊急公開シンポジウム

大地震でジャーナリスト、
医療者はどう動いたか ―
被災地からのレポート
報告・小川 陽子

男まさりというより女丈夫、女傑といった
ほうが早い奥さん。
残念ながら欠点もある。
「猛妻欠陥」
。

基調講演及びパネリスト ：

てこの難局を乗り越えられるのかということを意見

加塩信行氏（医師、
永生病院）

交換していただきたいと、シンポジウム開催の趣旨

柳川忠廣氏（日本歯科医師会常務理事）

を伝えた。

泰川恵吾氏（医師、
ドクターゴン診療所理事長）

新刊紹介 夏休みの読書特集

パネリストは、ジャーナリスト3人、実際に被災地

石井美恵子氏（日本看護協会）

へ支援活動に向かわれた医療関係者5人にご登壇

池谷千尋氏（看護師、
キャンナス焼津代表）
		

いただき、3時間にわたり、
活動の発表、
討議を行っ

前野一雄氏（読売新聞編集委員）

た。シンポジウム当日の読売新聞の報告によれば、

穴澤鉄男氏（仙台在住、
元河北新報記者）

被災地へ日本赤十字社が2,700人、日本医師会が

このほど「多発性硬化症完全ブック」の第3版

小出重幸氏（読売新聞編集委員）

1,800人、日本看護協会が600人等々、医師、看護師

を刊行した。第2版の発行から5年が経過し、

モデレーター ：

を含めて15,000人が駆けつけられたということで、

けです。ただ、わが国には少ない、一遺伝子の

その間に基礎研究や診断・治療研究がさらに

水巻中正（国際医療福祉大学大学院教授）

シンポジウムのモデレーターを務めた協会副会長

変異によって起こる嚢胞性線維症などと違っ

進み、また会員の活動を通じて当事者の人々

て、複数の遺伝子が関係する糖尿病や脳卒

の実情がよりくわしくわかったので、この5年

田辺功（医療ジャーナリスト、元朝日新聞編集委員）

の田辺功氏は、その方々の働きに、
「 本当に心から

中、アルツハイマー病、パーキンソン病など多

間の変化に合わせて、改訂版を発行すること

くの人が罹る病気の遺伝子を探求する動き

になったものである。執筆は理事長の中田郷

は世界中で競争するように進んでいます。同

子さん。8人の医師が無償で監修してくれた。

じ高血圧でも、AさんのジェノタイプとBさん

目次は次のとおり。

欠損症」と病名が付けられ、乳児で死亡する
「重症複合免疫不全」だけしか実現できてい
ないことを、
以前、
聞いたことがありますが、
ア
メリカでも事情は同じで、治療はまだ一例だ

中田郷子著
『多発性硬化症 完全ブック』
ＭＳキャビン刊
（本体2,500円＋税）

のうほうせいせんいしょう

のとは異なっていることを遺伝子で確認でき
る時 代 が 近付いています。医 療の 個人化、
オーダーメイドの医療などと言われる医療の

（大野善三）

MS（多発性硬化症）のすべてがわかる本
多発 性硬化症（Multiple Sclerosisi MS）

多くの疑問がまだ解明されていない。

スト連盟のwebsiteにそのサマリーが掲載されま
した。ご興味のある方は http://www.wfsj.org/
をご覧下さい。

療」
。
第6章「対症療法」。第7章「日常生活の
（松井寿一）

は中枢神経系（脳･脊髄）の病気である。医学
内がどのような状態になっているのか等等、

公開シンポジウムについて、世界科学ジャーナリ

第3章「検査・診断」
。
第4章「経過」。第5章「治
過ごし方」
。
第8章「社会生活の過ごし方」。

的に不明な点が多く、なぜ発病するのか、体

本号の巻頭でご報告した4月に開催された緊急

間の特定非営利活動法人「ＭＳキャビン」が

第1章「多発性硬化症とは」。第2章「症状」。

変化です。そうした医科学の流れを知る本と
して、この著作は非常に役立つものです。

ＭＳ患者・家族の支援活動を行っている民

免疫とは、外敵から自分を守るために機能
するものだが、ＭＳの場合はその免疫系に異
常が起き、中枢神経系を外敵と見なして攻撃
してしまう「自己免疫疾患」であることがわ
かっている。
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▲水巻中正さん

感謝申し上げたいと思います」と述べ、その15,000
日本医学ジャーナリスト協会会長の水巻中正氏

人のうちのお一人、
トップバッターの加塩信行氏（医

は、開会にあたり「我々ジャーナリストがとってきた

師、永生病院・安藤高朗氏代理）へとマイクが渡さ

行動が果たして、どこまで正しかったのか…？」と、

れた。

▲田辺功さん

連日、繰り返し報道される「想定外」という言葉に、
本当に「想定外」だったのか、それとも、我々ジャー
ナリストが、想定する力を持ち得なかったのではな
いか。また、原子力事故についても、国内と海外の
間に報道のギャップが指摘されているのは、
日本の
報道が非常に冷静沈着であるともいえる。しかし、
海外の論調は、当初から大惨事を想定して大きな
報道を繰り返しているなかで、日本はある意味、被
害などを過少評価した感もあるのではないかなど、
想定外の問題と同時に検証する必要があると強調
した。現時点で死者および不明者が2万8000人に
上り、また、避難なさっている方は今なお14万人に
上っている状況の中で、ジャーナリストとしての今
後の対応や、医療に従事される方が、どのようにし
開会に先立ち照明を落として東日本大震災の犠牲者に黙祷を捧げた
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●加塩信行氏（医師・医療法人社団・永生会）
加塩信行氏は、医療法人社団・永生会にて、医療
安全、
患者安全の指導をされており、
急性期の南多
摩病院の救急医療に携る。
今回の災害では、支援に参加する医師の立場は
多岐にわたり、DMAT、JMAT、早い時期から現

またわずかな医療資源をどのように分配するかを、

ても地震の発生時間が大きく影響する。夜中に発

設け、その場所に毎日寝袋を敷いて寝泊まりをし、

非常に要求されたのだという。

生した阪神大震災の場合には、外していた義歯を

診察を続けた。

忘れたために、新しく作らなくてはならない。また、

訪問診療を専門とする泰川氏は、DMATチー

については、すぐに入れ替わる医療ではなく、腰を

今後、より医療需要が見込まれる岩手への支援

災害関連死として、2 ヶ月以内に4分の１程度の方

ムとともに一軒一軒、訪ねて訪問診療にも歩いた。

据えて半年という規模で派遣ができるシステムを、

が、肺炎で亡くなっている。1999年に静岡県長泉

普段から、往診用に必要な医療機材をオートバイ

永生会でも考案中である。

町の米山歯科クリニックの米山先生が、専門的口

に詰め込んで移動をするのだが、
現地へは、
その一

腔ケアが誤嚥性肺炎を減らすという論文を発表さ

つをリュックサックに入れて持ち込んだ。
中身は、
採

れ、口腔ケアを行なうことで、肺炎の発症率が低下

血のセットやガーゼ、気道確保に使う「挿管」
、処置

するというエビデンスが示された。

の道具、
血圧計など、
また、
外科医である泰川氏は、

地入りしていた徳洲会グループのTMAT、
国境なき
▲加塩信行さん

医師団など、それぞれ必要に応じた地域を求めて、
医療に参加している。
永生会は、東京DMATの中核メンバーでとして、
気仙沼を中心に医療支援を行なっており、
グループ
にわかれ、当初、第一班は情報が全くシャットダウ

担当する。
実際に岩手、宮城、福島の被災地に出向いてい

加塩氏のグループは、安藤高朗理事長のグループ

の手配のため、厚生労働省、警察庁、自衛隊との調

に引き次いで、
現地へ入った。

整役を行なっている。

今回も、誤嚥性肺炎が起こっており、柳川氏は、
何とか、少しずつでもトラブルを防ぐため活動をし

については、阪神淡路大震災の時、東京女子医大

ている。また、復旧まで、機関となる仮設診療所が

チームで出動をした際に痛感した、
薬の選別の難し

必要だと強調していた。

さの教訓から、持ち込める量の限界の中でも、より
適切だと考える薬をセットにして準備した。

●泰川恵吾氏
（医師・ドクターゴン診療所 理事長）

往診の依頼で向かってみると、
暖房が使えないた

現地では、災害活動本部の下に、医療救助班が

歯科と災害との関わりは、
救急歯科医療という面
では外傷、
顎骨（がっこつ）
の骨折の処置であるが、

泰川氏は、故郷である沖縄県の宮古島と神奈川

捨てカイロを長時間からだに付け、
低温火傷をして

その医師を中心に、情報、ニーズの検討をし、東京

今回は、
地震というよりは津波の災害だったことで、

県の鎌倉の2 ヶ所に、24時間体制の在宅療養支援

しまったのだという。
よくよく話を伺うと、
その方は心

医師会から派遣されたDMATチーム、これに各種

外傷は極めて少なく、日常的な歯科診療の継続、

診療所を開業しており、
両県を1週間交替で行き来を

不全で、
入退院を繰り返していた。
幸い、
メーカーか

ボランティアで参加している各地からの医療チー

あるいは、義歯のトラブルの対応、さらに、避難所

しながら、
在宅医療の充実に日夜奮闘している。

ら預かっていたポータブルエコー
（超音波診断装置）

ムが加わるという役割分担で、統率されている。ま

の避難民への歯科医療、
口腔ケアを提供する。
もう

今回の震災では、3月25日から4月8日までに3回に

た、それとは別に、
「 徳洲会医療チーム」
「 国境なき

一つ、大きな役割として、身元不明のご遺体の識別

わたり気仙沼へ出向き、
医療活動に参加した。
現在

医師団」などのチームも活動しており、加塩氏が現

作業がある。すでに震災発生の翌日、柳川氏の携

は大学病院勤務から離れている泰川氏は、DMAT

地に入ったころには、お互いの情報交換できるよう

帯電話に、
総理補佐官から電話が入っていた。
予想

チームなどのような出動要請はかからないため、単

医療機材についても、はじめは、それぞれが持ち込

な仕組みもできつつあった。また、必要な資源、情

を上回るﾚベルに達するであろうご遺体に、対応で

独で必要とするところを探し現地に入った。

んだものを、
寄せ集めたところから皆が勝手に使っ

報、カルテが全くない中で、患者が必要とする医療

きる用意をしてほしいとの要請であった。歯科で身

現地の様子は、予想とは遙かに異なる状況で

元が判明するケースが非常に多く、最近の例では、

1回目は、
全国訪問ボランティア看護師の「チーム
キャンナス（本部：神奈川県藤沢市）
」と一緒に、藤

め、寝たきりの高齢者が寒さをしのぐために、使い

を所持していたのが役に立ったようだ。このように、
行く先々では、
さまざまな状況に遭遇した。
一日一日と医療体制の状況は良くなっていった。

ていたが、帰る頃には、地元薬剤師会がニーズに合
わせて分配する作業をするようになっていた。

「9.11」
では、DNAが約半分、
歯科所見が35％。
スマ

沢から車で10時間の道のりを何度も途中給油をし

2回目は、ヘリコプターの会社を経営している友

トラ沖地震の例では、50％以上が歯科所見で確定

ながら向った。現地では、気仙沼医療対策本部会

人の協力があり、
由比ヶ浜から2時間半というフライ

しているなど、
個人識別には有効とされている。

議に朝夕と参加をし、配置などが決められた。医療

トのおかげで、現地へは日帰りで往復ができた。目

あった。今回の災害の特徴は、亡くなられている方

警察歯科医が日本で活発化されたのは、日航機

対策本部会議は、かなり整然としてチームワークの

的は、診療所を流され、鉛筆1本もない状況で避難

は、津波によりすでに亡くなられ、残った方々は、外

の御巣鷹山の事故からだったが、飛行機事故の場

とれたものだった。進行させるのは、JMAT（東京

をしていた現地の医師、村岡先生にドクター・ゴン

科的な治療よりも、慢性期の医療を求めており、内

合は、
搭乗者の名簿もあり、
阪神淡路大震災におい

都医師会）の医師であり、4日ごとに議長を交替し

電子カルテシステムの練習版を渡すためであった。

科医や在宅医のニーズが非常に大きいということ

ても、建物崩壊による圧死だったことで、居住者を

ながら務めていく。各地から駆けつけたそれぞれ

ドクター・ゴン電子カルテは、
よく大学病院で使われ

である。

ほぼ確定できた。しかし、今回は、地域の歯科診療

のチームが参加し、
配置を決めていくのだ。

ている中央サーバーシステムとは異なり、停電に対

さらに、現地で必要としている薬剤は、当初、準

所が流失してしまっており、カルテ情報がない状況

泰川氏と「チームキャンナス」は、前日から現地

備して持ち込んだ薬剤とは異なる、
慢性期の患者さ

下での照合のため、かなり骨を折る作業となる。デ

入りしていた旭川医大のDMATチームと合同で、

沖縄県宮古島は、大きな台風に見舞われること

んの特殊な、
長期的に処方する薬が要求された。
予

ンタルチャート（報道される場合は歯型といわれて

主に気仙沼市民会館周辺の医療活動を行なった。

もしばしばで、よく停電もおこる。そのため、常に被

想したものとかなり異なる薬剤が必要となり、後方

いる）
という、
歯の所見を細かく採る作業を中心に、

ガスや電気の供給もまばらな状況のなかで、気仙

災地のような状況にある宮古島でも対応が可能な、

支援からの取り寄せや、ツイッターなどのツールを

DNA、医科の診断、警察官、自衛隊がチームとなっ

沼市民会館と隣接された小・中学校の3つの施設

電子カルテシステムを開発したのである。被災地で

活用して情報の提供をすることで援助を得た。

て判別を行なっている。

で、約250人以上の被災者を抱えていた。施設内に

この電子カルテを使いこなせば、
必要な薬などの情

応し、
被災地でも使える仕様のものである。

気仙沼の場合は、現地支援が有効に生かされ

さらに、歯科的な課題も多い。虫歯や口内炎など

は、オイルやヒ素が混じった泥のついたままの土足

報を、DMATチームの本部へリアルタイムに流す

た。現地のメンバーと東北大学から駆けつけた現

も多く見られ、水道が使えない状況では、歯磨きが

で出入りをするため、それが粉塵となって舞い上が

ことができるため、
泰川氏は、
再び現地へ飛んだ。

地出身の医師などのメンバーがチームを組んでお

十分に行えないため、歯磨きペーストよりうがい薬

り、寸断されている避難所への道も案内してもら

が助かる。また、お年寄りはストレスにより、口腔内

「チームキャンナス」の看護師は、介護の必要な高

てほしいと、現地の村岡先生が医療活動を復活で

い、
診療所や避難所へ回ることができた。

が余計に乾燥し唾液の分泌も下がるため、保湿剤

齢者が収容されている部屋で、トイレの世話など

きるようにと思いを込め、電子カルテシステムの実

が必要であるなど、災害時には、それらのような物

24時間体制で付き添っていた。

用版を届け、
戻った。

加塩氏が、何よりも問題だったと指摘したのは、

▲泰川恵吾さん

簡単な手術ができる装備を常に携帯している。薬

配備されており、その中核メンバーは現地の医師。

をつくっていた。
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柳川氏は、日本歯科医師会で、災害時の対策を

るが、主に東京で、派遣をする歯科医師、支援物資

し、多くの患者を少数の医師で対応できる仕組み
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（歯科医師・日本歯科医師会常務理事）

ンされているなか、バスに資材を携えて出発した。

を掌握するための共通言語として、
タグで色分けを

▲柳川忠廣さん

●柳川忠廣氏

り、施設内に居る皆が咳をしている状態であった。

在宅や、もともと医療過疎の医療資源が少ない場

資が要求されるが、
実際に現地では足りていない。

宿泊は、DMATチームは、一関のホテルを確保

所で起こった災害だったということ。
そこへ、
さらに

阪神淡路大震災の事例として、義歯の装着におい

していたのだが、
泰川氏は、
施設の一角に診療室を

一刻も早く、診療報酬請求ができる状況を作っ
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●石井美恵子氏（日本看護協会
看護研修学校・救急看護学科教官）

▲石井美恵子さん

の市役所に入り、情報の共有やミーティングの進行

惨な状況を目の当たりにし、たちまち帰ってしまっ

ものの範疇を超えた形での医療、
救命医療の質を変

を適切に行えるようなコーディネートを支援した。

た人もいたのだという。

えていくべきだ」
と、
助かった避難者のケアに当たる

1995年の阪神淡路大震災以降に、
日本看護協会

もう一つの問題は、セイフティーだ。救援者は、決

避難している方々は無気力な状態で、手伝う気

としての災害支援ナースのネットワークシステムが

して死に至るような状況で、支援をしてはならない

力も失せているが、少しでも綺麗になっていくこと

起ち上がった。

という鉄則がある。
しかし、
あまりの困窮さに、
二次

で、気持ちも回復すればと願いながら、一生懸命に

日本看護協会が対策本部とし、石井氏は、プラ

災害の危険があっても、
支援をつづけてなくてはな

活動をしている。

ンナーとして、
フィールドをアセスメントし、
ニーズに

らない現状がある。１ヶ月以内にマグニチュード９

また、中央公民館では、衛生面などの環境整備

応じてナース達を配置する、
ミッションコーディネー

レベルの地震と津波が起きるかもしれないという

に努め、うがい、手洗い、消毒を徹底することで、咳

ターとしての活動をする。

予測のなかで、
周囲が瓦礫に囲まれた小・中学校が

や喉の痛みも日に日に軽減された。

流されてしまった被災者。
当然、
外部からの救援が必
要だ。
し、
あるメディアでは、
忘れ去られた地域として報道

中で、現地宮城の観光バス会社に要請をして、3月

は、強制退去、集団避難、立ち入り禁止区域の設定

者さんがいた。しかし、入院先の病院は、この事態

されていた。
当然、
マンパワーが不足しており、
前野氏

22日から現時点に至って、
表参道の本部から毎日陸

ができないためだ。
したがって、
そこに留まりたいと

で、
受入られない状況になってしまったのだという。

は、
友人のドクター 2人、
看護師1人とともに、
救援物資

路で送迎してもらい、4月11日現在で、574名を派

住民が要望すれば、
従うしかない。
栄養状態も心配

すぐに、状況を本部に伝えると、亀田総合病院の小

を積み、
ワゴン車に乗って現地へ入った。
いわき市は、

遣した。現地に入った時点では、重症者はいないと

されるなか、震災から１ヶ月が経過した現在でも、

野沢先生が駆けつけてくださり、受け入れ先の病

香川県に匹敵するような日本で2番目に広い市であ

いう印象であったが、
高齢者の方、
要介護状態の方

１個のクロワッサンとおにぎり、味噌汁、缶詰という

院に連絡を取り、
手配をし、
患者さんを搬送した。
こ

る。
そこに、270の診療所が存在するが、
ほとんどが

が非常に多く、そのまま全部が老人ホームのような

乏しい食生活だ。

のほかにも、
さまざまな場面で、
医師と「キャンナス」

津波に流され、
残ったのは10の診療所という壊滅状

の看護師とのチームプレイで、より良い医療と看護

態。60の避難所には約3,600人を収容しているため、

ができていった。

当然、
マンパワーが不足して回りきれないでいる。
そこ

状況にある避難所が多数ある。日中のみ診療に巡

スマトラ沖地震時に、石井氏とスリランカで活動

回する医療チームだけでは、
とても安全を確保でき

を共にした医師で、現在、国連に勤務する人物が急

ないため、支援ナースが介入し、24時間常駐で避

遽日本に帰国し、
ユニセフから５万食の食料を調達

４月１０日には、看護協会から欠勤者の替わり

難所支援のミッションを開始した。

で、いわき市医師会は、JMATをはじめ、全国から、

しようとしている。先進国日本が、ユニセフのお世

で、
夜勤の依頼があり現場に向かった。
そこは小学

個人参加の医師や看護師、
医学生も含め、
可能なか

特に、
今回取り上げたい点は、
避難所の生活状況

話にならなければならない事態であることを、
マス

校だが、お水が出るのにお水を止めてあったり、ボ

ぎり医療者を迎えた。
各々が医療に当たれる範囲で、

のモニタリングである。収集した情報は、宮城県に

コミをはじめ、日本国民一人ひとりが認識するべき

ランティアが入っていたのにもかかわらず、掃除が

次に現地入りする医療者への引き継ぎをマネジメント

設置された現地の対策本部で集約をして、状態の

であり、さらに、法律の整備、危機管理のあり方を

できていない。医療、自衛隊の諸々の支援、食事以

し、
医療者もまた有機的に活動をしていた。

悪いところに関しては、市区町村、または直接県庁

考える必要があると強調した。

外は、
環境の整備が行き届いていなかったのだ。
清

今回の出来事を、
我事と捉える者もあれば、
そうで

掃などの申し出をしたのだが、却下されて戻ってき

ない者もあるが、
おそらく、
これからの日本の国のあ

たが、
今でもたまらない気持ちでいるという。

り方、
または医療自体の今後の方向性というものが、

石井氏は、日本看護協会、都道府県看護協会の

石井氏が、非常に衝撃をもって捉えたというの

職員、
ボランティアのロジスティックスとファイナンス

は、窓ガラスがなく、ヘドロで汚染された環境が避

により活動が支えられ、今回は組織的な活動の重

小さな現場には、
まだまだこのような現状が隠れ

難所として使われていることだった。
それは、
とても

要性を認識できたとともに、コマンド、コミュニケー

ている。いろんな人達に足を運んでもらい、現実を

有事において、
司令塔としての国の役割、
さらに有事

先進国日本とは思えないほどの状態にあるという。

ション、アセスメントについては、非常によく機能し

報道してもらいたいと、
池谷さんは訴える。

の医療を、
少なくとも現場に即したものとして考える

トイレがあふれ出て、周囲は便で汚染され、それを

たと評価していた。
演題は『今、
医療力が試されている』
。
旧来の天変

いることにより発生する合併症についても、生命を

ドクター・ゴン診療所の泰川氏とともに支援に向

も脅かす、
褥瘡や床ずれであるという認識が必要だ

かった「キャンナス」の主要メンバーとして活躍。神

今回はそれ以前の、
日本の医療そのものが問われて

と指摘した。

奈川県藤沢市に本部を置く「キャンナス」は、全国

いると認識したと、
非常に大仰なタイトルをつけた理
由を説明する。

マンパワーについては、各避難所の集約化と担

４６ヶ所に広まっている。本部から全国のキャンナ

当者の固定化が必要だという。避難所に要介護の

スへ被災状況がメーリングリストにより流され、指

方が１人や２人であっても、そこには介護士や看護

示に従って活動を開始する。

大きく変わっていくきっかけになるだろう。

必要がある。
それを、
平時の感覚で、
東京を中心とし
●前野一雄氏（読売新聞編集委員）

●池谷千尋氏（看護師、
キャンナス焼津代表）

▲前野一雄さん

2週間目に、
いわき市に向かった。
救難物資も通り越

被災者のなかには、入院を控えていた末期の患

な劣悪な環境の中で、要介護状態の方が生活して
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本来ならば、
被災地で医療に当たるべき現地にい
る医療者の大半が、
津波によってクリニックも病院も

未だに避難所になっている。
これは、
日本の法律で

新聞紙で必死に綺麗にして対処している。このよう
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動性を説いた。

今回は、ガソリンの問題もあり、輸送手段がない

へ報告をし、
改善の要請をした。

▲池谷千尋さん

医療へ内容を変えていくことが必要だと、
医療の機

た所での判断というのは、
このような事態では、
「百害
あって一利なし」
と主張した。

地異に関しては救急、
災害医療が問われた。
しかし、

報道の立場においても、
阪神淡路大震災を含め、

●穴澤鉄男氏
（元河北新報記者、
フリージャーナリスト）
穴澤氏は、
仙台市在住。
現在はフリージャーナリス
トとして、
また被災者の立場でもお話いただいた。

これまでの災害とはまったく違ったものであった。
阪

震災から1 ヶ月経経過した時点の被災者数は、
宮

師、もちろん巡回チームも必要となるため、マンパ

池谷氏は、石巻での活動を報告した。避難場所

神淡路大震災時に、大活躍した神戸市の消防局特

城が死者7,929人、岩手3,811人、福島1,211人と宮城

ワーが分散してしまう。
支援ナースもボランティアで

であった湊中学校は被災し、
悲惨な状況であった。

別救助隊のベテラン揃いが、
宮城の南三陸町に入っ

は岩手の倍となり、
都道府県のなかでも、
最も深刻な

あるため、必ず、撤収という日を向かえる。その準備

津波がここまで来ていたのだろうという形跡があ

た。
隊員は、
瓦礫に埋もれた人の声を電磁波で探知

ダメージを受けているという。穴澤氏の暮らす青葉

として、
活動開始２週目ぐらいから、
地域の保健所、

り、ヘドロだらけの教室だった。収容人数は、６０人

できる、地中音響探知機、呼吸を感知して生存を確

区は、実質的にはほとんど被害がなかったが、
津波

市区町村などと連携をしながら、
地域のマンパワー

に満たないほど。ここで暮らす被災者が、できるだ

認できる、
二酸化炭素探査装置を持って現場に入っ

にさらわれた地区は、昔から何度も訪れ、なじみの

により、回復復興を支えるシステムの再編について

け快適に生活できるためにと、廃棄予定であるこ

たのだが、
実際には死因の９割が溺死だったため、
ほ

ある場所でもあり、
穴澤氏自身が被災者になり得た

も、支援をしているが非常に難しい。サーベイを重

の校舎を、池谷氏をはじめとする「キャンナス」のメ

とんど、
それらの機器には出番はなかった。

場所でもある。
ジャーナリストとして、
一刻も早く被災

ね、
ローラー作戦で要介護者を洗い出すものの、
先

ンバーとボランティアの協力により清掃が行なわれ

には進ない。行政が疲弊しており、あまりにも甚大

た。会場のスライドには、清掃前と後の写真がそれ

1,340人、
それに対して、
軽傷者が8,340人と、
圧倒的に

なかなか現地に入れずにいた。
やっと現場へ向えた

な被害のため、
組織だったチームとしての活動がで

ぞれ示されていた。
「キャンナス」の他にも、応援に

軽傷者が多かった。

のが4月の初めで、宮城県内を南から北へ一通り見

きないままでいる。
急遽、
この二日間、
石井氏は現地

駆けつけたボランティア看護師もいたそうだが、悲

３月２３日の読売新聞のまとめでは、重傷者が、

前野氏は、1週間目の記事に「従来の救命という

現場に入りたいと思いながら、
ガソリン不足のため、

て回った。石巻へは4月8日に入ったが、道路の瓦礫

▲穴澤鉄男さん
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▲小出重幸さん

さえ片付けられておらず、
漁港と水産加工場も深刻

傍聴されていた自治医大の尾身茂氏へ、
田辺氏から

な被害を受けていた。

マイクが渡された。

1. 日本人医師を診療の現場に立ち会わせる。 2.

自治医大は「医療の谷間に灯をともす」
というコン
セプトで創られた大学であり、
今回、
医療の谷間は文

その他の面倒はみない。

いた有様に、
言葉もなく息をのんだ。
メディアでも取

字通り東北地方の被災地で、
全国の地域医療を実践

激昂することもなく、
イスラエルはそれらの条件をの

日本の有り様を、
この大惨事において、
平時での弱点

り上げられていたが、5年前、津波が来ても大丈夫

する卒業生が岩手の釜石、南三陸、登米地区、大船

み、
被災地へ支援活動に向かった。
この件は、
イスラ

として見事に露呈したといえよう。
このシンポジウム

だという建物として、3階建ての防災庁舎が建設さ

渡へ入り医療支援をしている。

エルからの情報ではなく、
外務省筋から漏れ伝わっ

で、
改めて突きつけられた多岐にわたる問題を、
今後

てきたのだという。
この有事になぜ、
そのような条件

は、
検証する段階にある。
日本史上、
最大の危機の一

町民に避難をするよう叫び続けた女性は、使命を
全うし、
津波にのまれ犠牲となった。
穴澤氏はジャーナリストとして、
多くのいたましい
惨状を、マスメディアとは違った視点でお示しくだ
さった。
「われわれの仕事は、きちっと記録をして、

尾身氏は、
パネリストの皆さんのコメントで、
啓発さ
れた点についてお話された。

つとなったこの災害を歴史の大きな節目とし、
国民ひ

のかと、
わたしは唖然とした。
どこまで平和ボケをし

とり一人が、
日本のあり方を本気で考える時である。

地域をサポートする。 ３．
長期でしかも思いの押し

ているのか。
イスラエルだけでなく、
各国が日本の対

（おがわ・ようこ＝医療ジャーナリスト）

つけでなく、
変化するニーズに対応できるサポート体
制。
という３つの原則で支援を行なう。
現在、
一部の例外を除いては、
支援が過剰になっ

回のこのような取材は、決して無駄ではなかったと

ニーズが把握されていないためだ。
そういう意味で、

思っている」
とジャーナリストの役割を説いた。

これからは、全体のコーディネーションが必要であ
る。
また、
前野氏の話にあった、
これからの医療・介護
のビジョンとシステムづくりを、
そろそろ進めていかな

今回は、医療、医学の取材者ではなく、原子力の

今回の災害は、
危機管理システムを持たずにきた

を出せるのだろうか。
日本はなんて無礼な対応をした

ているところが多い。
個別の情報はあっても、
全体の

取材者の立場として報告した。

なろうと伝えた。

自治医大は、１．自立。 ２．一つの病院ではなく

そこから問題点を見つけて提案するということ。今

●小出重幸氏（読売新聞編集委員）

●2月例会

がんに対する免疫療法
～免疫細胞療法とワクチン療法～

後藤 重則さん（医療法人社団 滉志会 瀬田クリニックグループ理事長）

くてはならないと考えている。

報告・大野 善三

小出氏のリスクコミュにケーションについても、

今回の事態が数百年、千年に一度の地震、そし

放射線においては、プロフェッショナルなグループ

て津波ということだけでなく、原子力発電所のク

（ジャーナリストを含め）
をつくり、
テクニカルなアセス

ライシス、事故が、大きな問題となり、さまざまな行

メントのもとに提案し、
政治家の役割とテクニカルな

政機関がうろたえることとなった。

専門家の役割とを峻別できるシステムが必要である

今回は国際的なIAEAの尺度のなかで、最も重

と尾身氏は主張していた。

大な事故というレベル７となった。

＊

高速増殖炉「もんじゅ」で95年にナトリウムが漏

パネリストの意見交換では、
水巻会長が原発の安

れる事故があったが、
これはIAEAのレベルで異常

全神話についての考え方を、
小出氏に訊いた。
原発の

な事象で「レベル１」
。99年の9月に東海村のJCOで

安全性を決める基準として、
地震学がある。
東京大学

臨界事故が起こったのが、
「レベル４」
。
今回は、
チェ

の阿部勝征教授は、9.0というマグニチュードは地震

ルノブイリと並ぶ深刻な事故。放り出した放射性物

学としては想定していなかったが、
日本の原発は、
揺

質の量は決して、
まだここまで多くはないが、
これか

れに対しての強度、
建物の堅牢性は高い。
しかし、
今

ら海への少しずつの汚染などを考えると、
十分に深

回は、
津波に対しての弱点を突かれたことで、
原発の

刻な事故である。
これまでの事故は、
一つの原子炉

安全神話が崩れた。
技術の過信は、
自然の力に勝てな

だったが、今回は、3つの原子炉と４つの燃料プー

かったのだ。

ルのクライシスで、その大きさを最初から見積もれ

事故が起き、
核燃料が制御できなくなっている状

なかったというところが大きな原因だ。
そのような原

態は、
これまで原子炉の開発をしてきた原子力研究

子炉に関する情報を

所で、
事実を作り上げたメンバーがノウハウを持って

誰がどう伝えるべき

おり、
そのOB達が声を上げても、
政府は関与しない。

なのか。この辺りから

小出氏の発言は、
政権交代にまで踏み込んでいった。

は、情報の伝え方（コ
ミュニケーション）の
話になる。
＊
第2部では、パネル

最後に、
協会副会長の杉元順子氏からの質問は、
わ
たくし自身も疑問を感じていたことだった。
これほどの大災害で、
海外からの医療支援をイスラエ
ル以外には受入れていない。
数多くの申し出があった

ディスカッションが行

はずに違いないが、
日本がなぜ受入れていないのか。

なわれたが、冒頭で、

この実情が、
マスメディアには上がってこない。

会場でシンポジウムを
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は、
すでに取材をしており、
いずれ記事にすることに

原発の町、
女川では、
海からおよそ2キロ離れてい

れた。
今は、
鉄骨だけが残り、
佐藤町長は、
屋上のう

治療はしないで検査のみ。 3. 自己完結型で、
宿泊

応についてどんな感情を覚えたのだろうか。
前野氏

るところまで、根こそぎ町が津波に持って行かれて

えの鉄塔につかまり何とか生き延びたが、
最後まで
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た、3つの条件について説明した。

前野氏はこれについて、
宮城県がイスラエルに出し

はじめに

がん免疫ワクチン

去年の春、アメリカのFDAが、前立腺がんに対

今回FDAが承認したがん免疫ワクチンも、瀬田

する樹状細胞ワクチンとしての免疫細胞治療薬、

クリニックが行ってきた免疫細胞療法も根本は同

プロベンジを承認した。
ベンチャー企業のデンドロ

じである。共に、樹状細胞を利用して、がんを攻撃

ン社が、試験を始めてから承認されるまでに14年

する方法である。普段、正常細胞が異状に成長し

かかっている。一方、東京大学医科学研究所でが

たがんを攻撃するのは、白血球の中のリンパ球系

んの研究をしていた故江川滉 二 先生が1999年に

のT細胞、NK細胞、B細胞などで、T細胞はαβ

瀬田クリニックを創設し、
細胞免疫療法を探求して

Tと、γδTである。それ以外に、がん細胞を特異的

きた。がんに対しては、抗がん剤や分子標的治療

に攻撃するのは、細胞障害性T細胞（CTL）で、こ

薬などの人工化学物質、つまり薬剤よりも、人体が

れはがんの特徴である抗原（目印）を知っている。

持っている免疫力を強化する治療法の方が生体

なぜか？

こう じ

に合っており、副作用も少ない。だから、その方法

白血球には単球系がある。これは、樹状（じゅ

を研究する道を選んだ。その臨床を主に受け持っ

じょう）細胞とマクロファージに分けられる。中で

てきた後藤重則先生は、細胞免疫療法の患者対応

も、樹状細胞はがん細胞を貪食（どんしょく）
、
つま

の側面を進めてきた。

り全部取り込み、分解してしまう。その結果、がん

がんの免疫療法、LAK療法は効かないから無

の持っていた特徴を自分の表面に提示する。提示

効だと言われてきて久しい。だから、捨ててしまえ

するものをペプチドという小さく繋がったアミノ酸

と決めてしまうのは、医学の進歩を遮ることにな

である。この提示を受けてCTLが多数生まれ、が

りはしないかと思っていた。では、がんへの免疫ワ

ん細胞を攻撃するのである。この原理は、アメリカ

クチンと細胞免療法はどう違うのかを知りたいと

のプロベンジも瀬田クリニックの免疫細胞療法も

思って、後藤先生をお呼びした。

同じである。

がんの治療といえば昔から、手術、放射線療法、

▲後藤重則さん

しかし、樹状細胞が提示するがん抗原は多種類

化学療法の３大方法がある。いまも、大筋は変って

あって、すべてを提示できない。樹状細胞だけでな

いない。これに、第４の治療法として、免疫療法が

く、ペプチドも多量に投与して、効力を上げている。

注目を集めてきている。この治療法は、患者からの

従って、ワクチンは効果があるので、FDAは承認

採血によって始まる。

した。デンドロン社の記事をみると、多くの施設で、
前立腺進行がんの患者相手にダブルブラインドの
試験を重ねて、患者の命を、プラセーボを与えられ
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た患者より約４ヶ月延ばしたと報告している。高々

設を訪ね、色々な治療法を経験している。そういう

原提示をし、CTLにペプチドを渡すと言ったが、

４ヶ月の延命かと思われそうだが、進行がんの患

高度の進行がん患者が訪れるという特色が、瀬田

その量は予想を下回る。そこで、樹状細胞に細かな

者の命を４ヶ月延ばす薬は決して無視できない。

クリニックにはある。そこでの値段は、１クール（約

穴を電気的に開けて、大量の抗原を吸収する技術

ただ 、
フェーズ１を始めたのが14年前で、
その承認

３ヶ月）約150万円である。１クール以上である事

が開発されている。樹状細胞の貪食よりも遥かに

を得たのが去年なので、この間にも多くの開発が

も希ではない。
「 お金のある人は受けられるが、な

行われている。だから、技術的には少々古さを感じ

い人は受けられない」、といった陰口はよく聞く。な

る。治療は３クールが必要だが、１クール31,000ド

ぜ、
「そんなに高いのですか？」と聞いたことがあっ

ル、約250万円、必要の３クールで750万円である。

たが、
「細胞の加工、培養の費用が馬鹿にならない

これが高価かどうかは、人や立場によって異なる。

のです」という答えであった。無菌の施設で何千と

ここで注意しておきたいのは、これは薬剤である。

いう細胞を培養室で管理するのは大変だろうと思

不特定多数の患者を対象にしたもので、日本の方

う。しかし、支払う立場では、出したお金に見合う

向とは異なる。瀬田クリニックを中心とした細胞

効果を期待したい。

治療は、１人１人の患者を対象にした医師の医療

瀬田クリニックが創立した頃は、効いたと言える

技術に依存しているもので、薬事法の対象にはな

率は20％であった。1999年から2009年の10年間

らない。患者のがんは一人ひとり異なるので、オー

の奏効率、有効率は、肺がんで16.3%、28.2%、胃

ダーメード医療となる。

がんで9.5%、19.8%、肝がんで12.1%、23.3%であ
る。この療法は抗がん剤などと併用できる。肺がん

細胞免疫療法の進歩

だけのデータでは、
「併用あり」で奏効率が22.8%、

がん免疫療法は効かないと言われて、20年以上

有効率が32.9%、
「 併用なし」で奏効率4.1%、有効

になる。当時、非特異的免疫賦活剤などを使って、

率19.8%であった。併用がかなり高い成績を出して

新技術として期待されたが、効果が出なかった。そ

いる。

の後、分子生物学が進歩してきて、細胞伝達物質

最近は、がんの治療効果が見直されてきてい

サイトカインや組織適合抗原（MHC）などの遺伝

る。以前は、がんの縮小効果が指標になったこと

子がはっきりして、免疫細胞治療の技術が大きく

もあった。これ以上進んでいないという「無増悪

発展してきた。

期間」が尺度になったこともある。しかし、小さく

樹状細胞ががん細胞を貪食した後で、がんの抗

なったから、悪くなっていないからと言って、長生

原を樹状細胞の表面に提示すると言ったが、提示

き出来ていなかったら意味がないと言われて、今

するまでに内部での作業がある。樹状細胞とがん

では延命効果が重視されている。
「 がんの治療の

細胞の間に組織適応抗原（MHC）
を通して抗原ペ

目的は、元気で長生きすること」である。だから、

プチドが引き渡されるのである。ところが、がん細

QOLを考慮した生存期間(QALY)が注目を集め、

胞によって、このMHCの発現が低下していたり、全

ヨーロッパではEQ－5Dという方式が使われてい

く消失している場合がある。
こうなると、CTLへの

る。５項目、３レベル評価である。項目として、 移

抗原提示が出来ず、CTLは攻撃すべきがん細胞

動の程度 身の周りの管理

が目の前にいても攻撃しない。そこで、MHCが使

／不快感 不安／塞ぎこみの５つ。レベルとして、

用できるかどうかを確認する必要がある。その方

① 問題 がない ②いくらか問題 がある ③ 問題

法が開発された。免疫組織化学染色検査という。

があるの３つをそれぞれの項目で問う。全部で、

発現が強ければ、全体に高濃度に染色されるが、

243通りの評価をし、それぞれの項目にスコアを

発現が消失している場合は、全く染まらない。この

つけ、綜合点を出す。仮に長生きしても、その間が

結果、CTLの使用可否が明確になった。
ところが、

んの痛みに悩まされたら、点数が下がる。病巣は

がん化している細胞には、MICA/Bという分子が

重症でも、日常生活がスムーズなら、総合点は上

表面提示しており、これに反応するαβT細胞やγ

がるといった具合である。つまり、がん罹患以後の

δT細胞、NK細胞を使用してがん細胞を攻撃す

人生の過ごし方を数値で示すものである。

●

●

●

普段の生活 痛み
●

●

局、
「効く」か「効かない」かが、治療の基本である。

もその一つである。例えば、切除不能の膵臓がん

瀬田クリニックの治療は健康保険が利かない。
全く

の病巣に樹状細胞を注入する試みが、大阪大学で

の自費診療である。殆どの患者は様ざまな医療施

行われている。樹状細胞ががん細胞を貪食して抗

（おおの・ぜんぞう＝医療ジャーナリスト）

陽子線治療の現場にみるがん最先端医療と課題
報告・杉元 順子
独立行政法人国立がん研究センター東病院（千
葉県柏市、400床・緩和ケア25床）は、がんの最先
端医療を担っている国立の施設である。
築地の中央病院と密接に連携して、がんの臨床
研究・基礎研究を行い、診療に反映させている。が
ん研究の進歩、充実をさらにはかり、
「患者の心と
体にやさしい診療」の実施を目標に、2006年10月
には臨床開発センターを開設した。
医療の急速な進歩の中で、患者の心と体に負担
の少ない低侵襲の医療のニーズは最近とみに高
まっている。
陽子線治療はその意味からも21世紀のがん治
療の最先端を担っていくものと期待されている治
療法である。
陽子線治療が同病院で開始されたのは、約13年
前の1998年11月。病院設置型の装置による治療の

説明中、たまたま1 ヵ月前の東北大地震の余震
に見舞われた。
「陽子線治療病棟は特に耐震性に
すぐれているので全く心配ありません」とのこと。
「国内ではいま、3人に1人ががんで死亡してお
り、患者は約300万人。2015年には540万人に増
えるといわれ、2人に1人ががんで死亡する状況に
なるでしょう。がんの治療は手術と抗がん剤、放射
線による治療が3本柱で必要に応じてこれを組み
合わせて総合的に行うのが現在のスタンダードで
す。陽子線治療は放射線治療の1つです。放射線治
療は著しく進歩しており、欧米では60％のがん患
者が放射線治療を選んでいますが、日本ではまだ
約30％と、かなり遅れています。しかし、ごく最近に
なって放射線治療はQOLの高い治療法としてさら
に評価されてきています」。

開始は米国のロマリンダ大学メディカルセンターに
次いで世界で2番目であった。現在国内では7施設
（国がん東、兵庫県、筑波大、静岡県、南東北﹝郡
山﹞、指宿、福井県）で陽子線治療が実施されてお
り、今後、3施設（名古屋市、北大、相澤﹝松本﹞）で
実施されることが決まっている。
東病院の明るい雰囲気の外来ホールから、陽子
線治療棟は奥まった一角に設けられている。
説明を担当してくださったのは粒子線開発部の
全田貞幹医師と、
西尾禎治医学物理士。
陽子線治療とは、その特徴や利点はー
陽子線は陽子核を加速したもので、重粒子線
（正確には炭素イオン線）と同様に放射線の一種。

世界中が、アルツハイマー病の予防技術と共に、
がんの治療技術が研究されている。細胞免疫治療

細胞免疫療法も前に進む。

―国立がん研究センター東病院―

免疫細胞療法の今後
技術がいかに立派な理論で説明されても、結

こうした、人類が困っている問題に取り組んで、

●4月見学会

ることが確かめられた。
細胞免疫治療の効果

増える。

粒子線治療はこれらを用いてがん治療を行う。
では陽子線治療とは？その利点は何か？
「利点は端的にいうと、当てたいところに正確に当
てられ、当てたくないところを正確に避けられるこ
とです」
陽子線治療について説明する全田貞幹医師
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ここで治療のメ
カニズムを紹介し

う」。年齢的には若手の先生方で、新しいがん治療

システムのあり方の矛盾をいわれてひさしいが、依

system」により見えない陽子線の可視化に成功。

法への意欲と自信に溢れている。

然、改善されていない。

治療中に目でみながらの治療を可能にした。この

こうした背景や矛盾を抱えた高度先端的医療

最先端の陽子線照射技術は同病院最大の特徴

陽子線治療の実際と今後のテーマ

現場にありながら、現場では昼夜を分かたず若い

で、論文は著名な論文誌での多数掲載と受賞、国
内外への特許も複数件の認定及び出願中である。

てみよう。X線は
体 内の 表 面に近
いところで線量の

陽子線治療装置は定期的メンテナンスのため

スタッフが医学の進歩に情熱を傾け、意欲的に診

吸収が高く、深部

に、たまたま停止していたので、治療室を真近かで

療にとりくんでいるさまが現場見学でよく分かる。

へいくにつれて減

みることができた。

注目を集めるなど、
大きな研究成果を挙げている。

装置全体の大きさは35ｍ×50ｍと非常に大き

ける。ところが 陽

い。サイクロトン加速器は重さ220トンぐらい。回転

けられるよう、
装置の小型化をメーカー
（住友重工）

には海外のレベルに差が感じられた。
しかし、
現在

子線は、体内に入

ガントリー照射装置が2基と固定ガントリー照射

と共に研究してきたが、このほどその開発に成功

までに、あらゆる点で目覚しい進歩をとげ、世界の

射されても表面近

装置が1基ある。陽子核はこの加速器によって光の

した。新装置の大きさは20ｍ×20ｍ。コストも大幅

トップレベルを走り続けていることを今回の現場

くではあまり吸収されず、止まる直前に一気にエネ

速度の60％位（1秒間に地球を5周する位の速度）

に低減しているので普及すれば治療費も安くなる

訪問で実感した。

ルギーを放出する特性を持ち、その結果、ブラック

まで加速される。加速された陽子線は、患者を中

筈である。

ピークを形成する。

心にガントリーが回転することで、最適方向から照

つまり標的のがん病巣にほぼすべてのエネル
ギーを放出し、周辺の正常組織への放射線量を皆
無に近いくらい軽減できる。
このため正常組織をい
ためないので、治癒率が高く、副作用の軽減が可
能となる効率のよい放射線治療である。高齢者や

射される。
治療中、患者は何ら痛みなどを感じず、安心して
治療に身を委ねられる。

陽子線治療がおこなわれる予定である。

感や幸福感も増すことになるであろう。

また、研究成果として「Beam ON-LINE PET

（すぎもと・じゅんこ＝医療ジャーナリスト）

谺ひろひこ

● 命あっての俳句考〈自句自解〉

【けなげな生】

わくらば

病葉を拾ひあつめて母卒寿

病 葉 と は、病 気 や 虫 害 で 変 色 し た 木 の 葉。

娘時代から何回か大病に見舞われて散り落

穴 の あ い た も の も あ り、早 々 に 落 ち て し ま

ちそうになったが、夫を見送ったあと三人の

う。きれいに掃除した庭に散ってくる病葉を

子 ど も を 育 て 上 げ、ひ 孫 に も 恵 ま れ た。そ し

拾い集めてきた母も九十歳を越えた。本人も

陸生の巻貝でんでん虫、つまり蝸牛は梅雨

て、な お も 病 葉 を 拾 い 続 け て、生 ま れ た 子 年

でで虫の
せ
急かず止まらず道それず

の 間、垣 根 の 柵 や 木 の 幹、木 の 葉 な ど に く っ

かたつむり

ついて暮らしていた。目などなくても二本の

＝季語は、病葉（夏）

にめでたく往生した。

つ

灯の点いて
一ぬけ二ぬけ蝉の声

アンテナさえあれば、大きな間違いを冒さず

に世の中を渡っていける。

そ の 慌 て な い 様 は、尊 敬 に 値 す る。小 さ く

ても堂々と生き抜く姿は小憎らしいほど。歩

幅がないのに、いつの間にか航跡を延ばして

家々の窓に夜の明かりが入るころ、一日中

医療の品質低下を招く可能性がある。

移動している。道をそれる場合もあるのだろ

ウトする人も出たりすると聞く。その結果、放射線

にしのぐものです。術後の外見を気にする人も多い

う る さ か っ た 蝉 も、音 量 を 下 げ 始 め る。か つ

み、治療成績はもちろん、審美性は手術を圧倒的

うが、行くところがわが道なのだ。

の繁忙度がますます高まり、所によってはバーンア

てはどこの町村にも子どもたちがあふれて

す。例えば、鼻腔がんは最も適応で、局所治療で済

＝季語は、でで虫（夏）

士を兼務するケースも多い。そうなると今度は技師

いて、日が暮れかかると「また、あした」とか

の資格があるため、技師が認定を取って医学物理

最近分かってきており、当院での症例数はトップで

言って、一ぬけ、二ぬけし、自宅に引き上げて

頭頚部がんに顕著なアドバンテージがあることが

＝季語は、蝉（夏）

診療放射線技師で経験7年以上の人も認定申請

た

志願者は雇用先を探している状況にある。

「陽子線治療は、鼻腔、副鼻腔・悪性黒色腫など

行った。

ちんとした雇用体制が未だ確立しておらず、多くの

荷の肩を入れかへて佇つ
雲の峰

ニーズにもかかわらず国内の多くの医療現場ではき

ところが、いつのころからか戸外に子ども

10％）
、
肝ぞうがんなどが主である。

の影が見られなくなり、蝉の声だけの「一ぬ

記試験や医学物理士経験を経て認定される。高い

当節は物を運ぶのに車があるが、かつてア

というかなりハイレベルの人材を対象に、専門の筆

頚部がん
（約40％）
、前立腺がん
（約25％）
、
肺がん
（約

け、二 ぬ け 」が 残 っ た。「 こ れ で は 老 人 を 誰 が

病院の年間の症例数は110例前後。疾患別では頭

支 え る の か 」と 心 配 す る 向 き も あ る が、子 ど

び博士課程修了または同程度の学識経験を有する

ルバイトをしていたころは天秤棒を使った

医学物理士は理学・工学・保健学・医学系の修士及

いうこともこの治療法の大きなメリットである。同

も の だ。重 さ で 肩 の 筋 肉 が し び れ て く る と、

仕事や社会生活をしながら、がん治療ができると

＊

る。ところがその数は欧米に比べて極端に少ない。

こだま

の必要はなく、外来治療が可能であるため患者は

谺ひろひこは、当会会員・児玉浩憲の俳号。

医療機器が高度になるに伴って医学物理士は放
射線医療現場において、不可欠の存在となってい

します。

治療期間はがんの種類や状況にもよるが、週5
回照射を2週間から1.5 ヵ月位行う。基本的に入院

もを数合わせの対象にしか考えないのも、い

いうが、
それでも足りないのが現状である。

線を照射する呼吸同期照射が実施される。

ときどき左右を入れ替えねばならない。担い

医学物理士を4人おいている所は珍しい位だと

かがなものか。

実施している。

だまま反動をつけ、首の後ろを経由して体の

までの時間は15分～ 25分。
その時間内において、
実

方を一八〇度回転させるのである。ふと空を

診療放射線技師であるが、光子線治療との兼業で

見 上 げ る と 入 道 雲 が 白 く 輝 い て い て、汗 が

現在主なスタッフは医師4名、医学物理士4人と

る。
患者が治療室に入室してから照射治療を終える

＝季語は、雲の峰（夏）

基準画像の作成を事前に行った後に治療を開始す

どっと噴き出した。

さがあります」
。

ブ ロ グ も よ ろ し く 。グ ー グ ル 検 索 は 「 俳 句

ないとポテンシャルを発揮できないというもどかし

コリメータ・ボーラス作成、線量校正、患者位置決め

自分の背が一七〇センチまで伸びなかっ

具作成、治療計画用CT画像撮影、治療計画、患者

ですからね。
10年後には標準治療になりうるでしょ

が開けてくる。同時に国民や患者の医療への信頼

入門、児玉」または「ひたる舎、児玉」
とお願い

「患者は沢山いるのですが、陽子線治療を熟知
です。ハイ・クオリティを備えたスタッフが揃ってい

可され、
治療費は一律288万3千円。

望が叶う日に、日本の医療にはさらに大きな展望

している放射線腫瘍医や医学物理士が足りないの

実際の治療の順序のあらましとしては、
患者固定

2001年7月に高度先進医療（現、先進医療）が認

小型装置第1号は長野県の民間病院、相澤病院

たのは、きっと肩の荷が重すぎたせいに違い

まず第1が専門的な人材の不足である。

動を伴う臓器がんに対しては、呼気相にだけ陽子

若いスタッフの、診療環境に持つ当たり前の願

に導入され、2013年から新たに東病院と連携して

ない。

しかし病院側には課題もある。

際の照射時間は10秒から数分間である。呼吸性移

日本の陽子線治療は、10年ほど前には臨床的

費用は高額だが、治癒率が高くQOLもよいこと

率も向上している。
ただ、転移のある進行がんには不適応で、病期

者がもっと身近かな医療機関で陽子線治療を受

から、
患者には好評の治療法だという。

体力の低いがん患者にも適し治療後の社会復帰

Ⅰ、
Ⅱ期などのがんが最もよい適応である。
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ちなみに、国立がん研究センター東病院では、患

少し 体 を 突 き 抜

陽子線治療装置

Medical Journalist 10

頭蓋底の陽子線治療の論文も外科学会筋からも

このように放射線診療関連の人材不足や報酬

Medical Journalist 11
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新刊紹介 夏休みの読書特集

島崎謙治著
『日本の医療 制度と政策』
東京大学出版会刊
（本体4,800円＋税）

著者に「多元連立方程式を解くに等しい」

だ。そして各国とも同様の悩みを抱えながら

は制度そのものでなく説明不足にあったよう

はがんを完 全に殺したと思われる状 態に

しての大きな飛躍にも結び付けた書と言える

といわしめる現今の医療制度は、ではどうし

改革を進めているが、ことに少子高齢化が最

である。とすれば、情報公開が制度改革への

なっても、むくむくと目を覚ますケースもある。

でしょう。

て形成されてきたのか。

も激しく進む日本では、財政の逼迫もあって

重要な道筋だろう。

ホルモン環境が変わったからとみられ、正常

医療制度はまた、各国の歴史、経済、政治、
風土、文化の所産であり、各国ともそれぞれ

情報公開と民主主義の成熟が必要

新刊紹介 夏休みの読書特集

悩みは一層深いわけだ。
通読していよいよ、医療制度が「複雑系」

これらの主張は、ＷＨＯによってかつて「世

細胞ががん幹細胞になるとき、どの遺伝子が

界一の医療制度」と評された（これは相当に

変異するのか、よくわかっていない。筆者は現

違いがある。そのなかで日本の医制の特色

であるという感を深くする。しかしいかな複

割り引いて受けとらなければならないらしい

職の医療専門記者。豊富な知識で治療法、再

は、まず被用者保険と地域保険の二本建て

雑系であっても必ず「急所」はあり、そこを衝

が）日本の医療制度を守り抜こうとする著者

発の予防法を解説するが、白血病など一部の

による国民皆保険の制度がとられているこ

くことによって改革は不可能ではないという。

の意気込みととりたい。

がんを除くと、がんを完治させるような新薬は

と。医療機関が自由開業医制のもと診療所は

そして「急所」といえば、ことに私的病院に

それには情報公開を進めながら、すべての

見当たらないと述べる。読者に過剰な期待を

もとより病院までが「私」を中心に組み立て

とっては経営の根幹に当たる診療報酬、つま

関わりにある者が参加しての理性的な討議

抱かせないためだ。その中で見過ごせないの

られていること。患者の医療機関へのフリー

りはファイナンスだ。
つまり医は「仁術」である

による意志決定という、民主主義の成熟が必

は「緩和ケア」といい、苦痛を取り除くばかり

アクセスが尊重されていること、の三点にあ

だけでなく、ソロバンでもあるのは、ある意味

須ということを強く感じざるをえない。

でなく延命効果も分かってきたという。

るという。なぜこうなったのか。その成り立ち

で当然だろう。この両者のバランスをどうとる

を求めて著者は明治以来近代の医療史をひ

かが、
行政の舵取りということになろう。

複雑系であり、利害がこの上なく錯綜する

（矢野充彦）

フランシス・S・コリンズ著
矢野真千子訳
『遺伝子医療革命(The
Language of Life –DNA and
the Revolution in Personalized
Medicine)』
NHK出版刊（2,100円＋税）

（水巻中正）

巨大な領域であるのでいろいろ批判はあろ

もどき、それらがすでに第二次大戦前に形成

もう一つの急所がどうやら、家庭医の意義

うが、原点にさかのぼり細部を懇切に解き明

１９８０年代終り頃、アメリカのオレゴン州

されていたことをあきらかにする。そのなかで

と必要性の重視だ。自由開業医制が生んだ

かしながら全体像をくっきりと描き出す、著者

で白血病に罹った少年が、治療費がなく骨髄

たとえば、
「二本建て」の原因として、日本には

弊害として、わが国の医療機関の機能分化は

がいう「道先案内」にはその労に感嘆しつつ、

移植を受けられず死亡して問題化したことが

「カイシャ」と「ムラ」の二つの共同体があった

欧米とくらべて著しく立ち遅れている。一方

改めて知識の深化に導かれたことを告白した

あった。これに対しオレゴン州議会は高度医

からという、面白い指摘もある。また、日本の

で日に日に医療は高度化するのに、高度な医

い。

療の低所得者へのアクセスを拡大する法案

病院は元来「公」
が中心であったが、
占領下Ｇ

療を行う急性期病院に多数の非急性期患者

をつくるとともに、費用対効果を数量化する

ＨＱによる改革を経たあとの６０年代、公的

が入院する他方で、
中小病院が急性期患者を

ことによる医療の優先づけのリストを発表

病院の増設が制限される一方で、医師会の医

抱え込んでいる。それどころか医療と介護・福

し、全米のみならず全世界に波紋を引き起こ

療への主導権が強調され、いっせいに診療

祉の混合は、社会的入院まで生むことになっ

した。だがこのレーショニング（格付け）の考

所の「病院成り」が進んだ。その一方、健康保

ている。その上に患者にとってはフリーアクセ

え方は、いまや各国で手法や形態には差があ

険制度が整備されながら、医療のデリバリー

スが可能であるゆえに、高度の医療を求めて

りながら行われている。増大する医療費に対

は
「私」
、
ファイナンスは
「公」
という形が固まっ

大病院の外来に殺到し、そのことが勤務医

し、医療資源は無限ではないからだ。このデ

た事情も示される。

たちを疲弊させている。

（宮田親平）

石塚稔著 真野俊樹監修
『創薬新時代』
日本医学出版刊
（本体2,200円＋税）
オーダーメイド医療への案内書

田中秀一著
『再発 がん治療最後の壁』
東京書籍刊（本体1,300円＋税）

将来の医療の方向を考える上で、かなり示
唆に富んだ著作です。しかも、各章は必ず具
体例を通して解説しているので、判りやすく
推測しやすい力作です。
著者のコリンズは、ご 存知の方もいらっ

それはまた、日本で診療所と病院の機能分

こうした無駄を防ぐために必須なのが、医

のしのぎ合いが世界の医療問題の焦点であ

化がはっきりしないことの一因でもある。
その

療のゲートキーパーであり、機能分化に伴う

る。

点、欧米では明確に分化されている。日本の

連携の「結節点」でもあるべき家庭医の存在

３０年以上厚生行政に当たり、現在政策研

医療の最大の問題点の一つでもあるので、こ

だが、これを提議した１９８５年頃、医師会の

本書は医薬関連専門書とのカテゴリの枠

究大学院教授である著者が、この「オレゴン

のことも含め著者の実地取材も含む調査に

激しい反対に遭って、家庭医という言葉まで

を超えて、より幅広の医療経済学、産業社会

2009年には、米国立衛生研究所（NIH）所長

プラン」を冒頭に掲げて、
「 日本の医療」の制

よる、アメリカ、ドイツ、スウエーデンなど先進

が忌避されるようになってしまったと、このあ

学的な見地からの論評もあり、筆者の幅の広

に就任しています。その氏が、
「もう、知らない

度と政策の困難な現状を精緻に分析しなが

諸国との国際比較が報告される。そのなかで

たり社会的入院を生み医療のファイナンスの

い知見で興味がつきない内容になっていま

ではすまされない」という序章から著述を始

ら、近未来への展望を論じた大著がこの本で

アメリカは最大の失敗例であることは言うま

建て直しを厳しくした１９７２年の老人医療

す。特にポスト抗体医薬と次世代ワクチン等

めています。
「個人が将来どんな病気になりう

ある。

でもなく、これはオバマ大統領が苦闘してい

費無料化への風当たりとともに、著者の筆致

について直近の新薬情報が満載されて読者

るかを予測できるようになった」と紹介し、今

は激しい。

を飽きさせません。

は「さまざまな形でわかるようになるゲノム革

リバリー
（供給システム）とファイナンス
（財政）

ことに著者は、行政官として最後に厚生労

るように、医療が市場主義にそぐわないこと

働省保険課長を勤めたので、医療のファイナ

を示している。だが日本の医療保険制度が範

機能の効率化については、医学・医療の進

ンスの中枢に位置していた。そしてもちろん、

としたといわれるドイツにしても、近年医療・

歩でもはや医学は医師の専権ではありえな

国民皆保険制度を持つわが国では、支払い

介護のシステムが優れていることが紹介され

側の保険者と医療供給側の利害が（ときに

ることが多いスウエーデンにしても、医療・介

はだエゴイズムも内包しながら）しばしば対
立し、これに行政側、そしてその背後にあって

患者・利用者の視点

しゃるだろうと思いますが、遺伝子学者で、
数々の遺伝子疾患の疾病遺伝子を発見して
います。米国ヒトゲノム研究所長を務め、國際

緩和ケアと抗がん剤の併用で効果
日本人の2人に１人ががんになり、３人に１
人ががんで亡くなるという。医療の進歩によ
り、がんはもはや不治の病ではないといわれ、

ヒトゲノム・プ ロジェクトの 代 表 にもなり、

第１章は「がん」、２章は感染症、３章は糖

命の真っただ中にいる」と書いています。アメ

最初の手術などは成功しながら、亡くなる人

尿病、
４章は認知症、
５章は小児難病とドラッ

リカには、すでに多くのDNA検査企業があり

い。身分法によって日本の医療では医師が

は絶えない。なぜだろう。本書はがん治療の

クラグ、さらに、６章は薬のルーツにふれて、

ますが、そのうち氏が信用できると推薦して

オールマイティーでありすぎる、権限の委譲を

難しさと再発のメカリズムに焦点を当て、海外

製薬企業の開発の真摯な取り組みが記述さ

いる企業は、３社です。
「これらの会社ででき

護費の増大に悩まされており、しきりに改革

含む職能の分化を進めるべきであるという

比較を試みながら、難題を解き明かす。再発

れて、読者に製薬企業の製品開発の厳しさを

る検査は全DNA分子の0.1％未満に関するも

が進められている。

著者の意見には、
評者はまったく賛成だ。

したがんは最初の治療の後に新しくできたも

実感させる内容です。

のにすぎないが、そこから得られる情報は数

公費を補給している政治が加わって、激しい

また、これら先進国にしても、それぞれの

そもそも医療とは、医学の社会への応用

のではなく、事前の検査ではとらえることが

明快にポイントをついて纏められ、専門書

十種類の病気や病態に及んでいる。将来的に

議論が行われた。そのなかで要にあって利害

歴史、風土に基づいて制度が生まれてきたの

だ。となると、医学の進とともに「ムラ」や「カ

出来なかったがんが時間とともに増大し、症

でありながら、一般の読者向けにも仕上がっ

はもっと、それも急速に増えるだろう。ほぼ毎

の調整を行ってきた行政官がいかに労苦を

で、一概にモデルになるとは限らない。たとえ

イシャ」の社会も刻々と変貌しつつある以上、

状が出てきたものを指す。再発で厄介なのは

ています。

週のように新しい発見が報告され、残りのゲ

重ねてきたかが、多くの行間に窺える。行政に

ばドイツでは地域保険は存在せず、保険運営

制度が変革されなければならないのは当然

どこで再発するか。
「局所再発」と「遠隔転移」

対する批判は種々あろうが、ともかく生命に

には同種同業者などによる「疾病金庫」が当

だ。しかしながら著者は、そのことから説か

があり、後者ほど進行度が重く、手術で完治

育した経験を生かし、多摩大学真野俊樹教

直結し、最も関心の深い問題についての、豊

たり、地域保険が存在しないが、これは過去

れやすい医療保険制度の一元化には同意し

させることは難しい。再発の部位によって治

授のご指導を受けられ、国際医療福祉大学

遺伝子治療は未だ１つの病気、
「 アデノシ

富な資料に裏づけられた生々しいレポートに

の社会制度であったギルト、ツンフトの遺産

ない。また、混合診療解禁の論者に対しても

療法、効果が異なる。

の水巻中正教授の医療福祉ジャーナリズムを

ン・デアミナーゼ」という細胞核にある酵素が

耳を傾ける必要はあろう。

であろうというのは、これまた興味深い指摘

反対だ。後期高齢者医療制度の失敗の原因

専攻したことも著者の医療ジャーナリストと

生まれつき欠けていて、治療しないと、
「ADA
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このほか、
「 がんの冬眠」があり、いったん

著者は、薬剤師として製薬企業で研究、教

ノムにひそむ謎はどんどん開錠されているの
だから」。
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