http://www.meja.jp

冗句茶論（ジョーク・サロン）
松井寿一
日本語は難しい、というよりややこしい。
人には寿命というものがある。皆「死に行
く人」だが、生きてる時は何かを「しに行く
人」である。
「救われる」は助けられた状態をいうが、い
けすの魚の場合、網で「すくわれる」は助か
らない状態となる。
たとえば椅子に誰も座っていなければ
「あ
いている」という。ところが「相手いる」とも
なる。
観客席ではご飲食をご遠慮下さい、とい
う場合がある。満席ではなくところどころす
いてる場合は、飲食可能となる。空
（食う）席。
鳥にもダニがつく場合がある。鶯ダニ。植
物にもつく。茗荷ダニ。地獄にはたくさんあ
る。地獄ダニ。社会にもダニはいる。食品に
も。
「つくだに」
狂歌を一首。
山間の地獄という名の温泉につかりし人
は極楽という。

人生訓に運、鈍、根というのがある。根は
根性である。しかし精も根も尽き果てたとい
う状態になると根性（今生）の別れとなる。
胸の痛みはそう長く続かない。胸痛一時
（共通一次）。
尺八のライブを聴いた。奏者は「カンで吹
くので管楽器」といった。音色は情緒纏綿た
るものがある。竹製だから思いのタケを吹く
のであろう。
ニュートンはりんごが落ちるのをみて万有
引力の法則を発見したという。落下3態。棉
の実が風に吹かれて地上に落ちた。コット
ン。小鳥が死んで木の枝から落ちた。コトリ。
お寺の裏山から大きな岩が転がってきて、屋
根にドスンと落ちた。寺という字は土寸。

東京の子供たちが夢をみるのを東京ドー
ム（童夢）という。
お寺で出すお茶は「ほうじ（法事）茶」。
子供が好きなお茶は？、オモチャ。
東京オリンピック招致に力を発揮したの
がプレゼン。プレゼンテーションを略して
いっているのだが、ご高齢の方が勘違いし
た。
「よっぽどいいものをプレゼントしたんだ
ろうねえ」
医療機器と医療危機とをそれぞれに思い
込んでいるので、一向に意見が噛み合わな
い。

あったかい下着という場合、暖かい意、有
無をたずねる意味とがある。

妥協点をみつけようと、会場を「雪中庵」
に設営した。これも折衷案と間違えられた。

蝶と蛾が争った。どっちが勝つたか。蛾で
ある。
「が」が強い。

口腔医科学会へ行くといったら、航空医
科学会と間違えられて、
「さぞかしスチュワー
デスがたくさんいるんでしょう」。

その昔、姓名の名が偶数と奇数になって
いる大盗賊がいた。熊坂長範（丁半）。
江戸の町衆と大名が博打を楽しんだ。双
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方が一方にしか賭けなかった。町（丁）と藩
（半）。

本を一冊ずつ丁寧に売り歩く仕事の人が
いる。
「一冊仕事人」。

新刊紹介

NPO日本医学ジャーナリスト協会会報 JANUARY 2014 Vol.28 No.1（通巻72号） 発行：NPO日本医学ジャーナリスト協会 発行代表人：水巻中正

Contents

＜11月公開シンポジウム＞
「薬の報道とジャーナリズムの役割 ― バルサルタン論文不正事件を機に ―」— 1
＜7月例会＞
「開発途上国に蔓延する感染症の制圧を目指して－
日本初の官民パートナーシップ基金誕生」——————— 6
＜9月例会＞
「ＡＬＳ
（筋萎縮性側索硬化症）のいま－ＡＬＳ患者の夢と希望」———— 8

＜10月＞
「第2回日本医学ジャーナリスト協会賞
発表・授賞式・記念シンポジウム」— ——————— 11
命あっての俳句考———————————————13
新刊紹介— —————————————————15
冗句茶論— —————————————————16

●11月 公開シンポジウム

「薬の報道とジャーナリズムの役割
— バルサルタン論文不正事件を機に―」
報告・秋元秀俊
バルサルタン臨床試験不正を主題と

井文和さん（朝日新聞編集委員）が、

ン臨床試験不正問題のために厚労省

したこの検証シンポジウム（11月26日、

ジャーナリストとして叩かれ役を買っ

が設置した検討委員会※でも終始、手

於・アルカディア市谷）は、主題となった

て出た。メインのシンポジストには、こ

厳しい発言を続けて来られた。隈本さ

事件がどのような事件だったのか、そ

の問題に詳しい医師・桑島巌さん（臨

んについては、いくつかの薬害訴訟の

の解説から始めなければならないとい

床研究適正評価教育機構理事長）、そ

当事者的立場にあるという点で異論

う点で困難があり、同時にそれがこの

こに医学界・医療メディアと製薬会社

もあったが、このシンポジウムを医療

シンポジウムの意義深さを象徴してい

との癒着に厳しい目を向けてきた元

ジャーナリスト自身の問題とする上で、

た。先頃、厚労省はこの事件でノバル

NHK記者の隈本邦彦さん（江戸川大

動かしがたい人選だった。テーマが決

ティス社を刑事告発したが、この事件

学メディアコミュニケーション学部教

まってからは、企画に手間取ったわけ

BSEの問題について精力的に記事を書いた

る。さらにはリスクコミュニケーションが失敗

一部にそういう試みはある。たとえば「メ

り、またシンポジウムや著書で発信を続けて

している例をあげ、日本型のリスクコミュニ

ディアドクター研究会」。この研究会は、医療

いるジャーナリストである。遺伝子組み換え

ケーションが必要であることなど、豊富な事

に関するメディア報道のあり方を勉強する場

食品は本当に安全なのか、米国産牛はBSE

例をあげて記事の正確さや真偽を問うてい

として、定例会で医学記事を検証する形式を

のリスクがどのくらいあり、安心して食べてよ

る。

取っている。メディアの当事者たちが記事の

は明確に法に反したという事件ではな

授）を加え、医学ジャーナリスト協会幹

ではないが、開催日程が1カ月前倒しに

いのか、と言った一般の人が危険と思ってい

メディアの書く記事が本当に正しいのかど

評価をするだけでなく、その記事に関係する

く、だれかが明らかな被害を受けたと

事の大西正夫さん（元読売新聞医学

なり、協会のホームページに案内が出

ることをリスク･コミュニケーションの立場か

うかを知るためには、一般の読者がメディア

医学・行政関係者、研究者の生の声を聞いた

らひっくり返していく。

リテラシーをあげることが重要である。しか

り、討論をしたりする。この研究会のトピック

いうわけでもない。厚労省の刑事告発

系記者）と秋元秀俊（秋編集事務所）

たのは11月7日、開催まで3週間を切っ

たとえば、これまでの著書のタイトル（『正

し人がその読み解く力を養うのが大変なら

は医療記事に限られているが、著者の小島氏

も、ノ社の誇大広告という搦め手であ

がモデレーターを務めた。

ていた。集客はヒヤヒヤものであった

しいリスクの 伝え方―放 射 能、風 評 被 害、

ば、そのメディアの書いた記事は本当に正し

もみずから「食」の研究会を主宰していると

水、魚、お茶から牛肉まで』2011年、
『 誤解だ

いのかを検証し、考えるメディアが必要とな

らけの「危ない話」― 食品添加物、遺伝子
組み換え、BSEから電磁波まで』2008年）

る。それにもかかわらずバルサルタン研

平日夜の短い時間のため、シンポジ

聞く。医療に限らず、今後、
「 メディアのメディ

究不正事件は、わが国の医学界にとっ

ストは3人に絞って、密度の濃いディス

ると著者は主張する。著者は本書で「メディ

ア」はさまざまな分野で必要となってくるだろ

て極めて重大な事件であった。そして、

カッションに時間を割くことにした。企

ア情報を第三者的な目で診てくれる、つまり

う。
（ メ デ ィ ア ド ク タ ー 研 究 会http://

を見ればわかるように、著者の関心は一貫し

医者が人の体を診るような「メディアのメディ

m e d i a d o c t o r. j p /m e nu /a b o u t . ht m l ）

わが国の医療ジャーナリストにとって

画の検討段階では、研究倫理の専門

て、リスク･コミュニケーションである。これま

ア」が必要です。これが充実すれば、既存の

も、多くの医療ジャーナリストが十分な

家、製薬会社に理解のある学者、論文

での著書で、一般の人がそうした食品や医

おかしなメディア情報に振り回されることは

理解をもっていない科学的不正の問題

撤回に関係した医学界の重鎮など幾

ならない

療に対して不安になったりする元となってい

少なくなるでしょう。」と述べている。

であると同時に、わが国の医療メディ

人かの名前が出たが、桑島さんの名前

さて、シンポジウムを事後抄録的に

アが腰までどっぷりと浸かっている製

が上がったとき、検証委員会の誰もが

紹介しなければならないが、バルサル

薬会社との利益相反の問題であるとい

納得した。桑島さんは、心臓病専門の

タン臨床試験の不正が社会的にクロー

う点で、本協会検証委員会が避けて通

内科医であるだけでなく、製薬会社主

ズアップされたきっかけは、毎日新聞

ることのできない事件であった。

導の大規模臨床試験によってEBMが

の継続的な報 道にあった。この一連

歪められている現状に異議申し立て

の報 道を評 価して、今 年の日本医学

をするためのNPO（前出の機構）を立

ジャーナリスト協会賞（新聞部門）は、

ち上げて活動して来られ、バルサルタ

河内敏康さん、八田浩輔さんの二人の

るのは著者も属しているメディアであること、

メディアの人がメディアの書く記事はその

メディアによる不安増幅のメカニズムとはど

まま信じてはいけない、と言っているのだか

ういうものかを問い、メディアの記者たちは、

らこれ以上信憑性のある言葉はない。人に

どのような意識で記事を書いているのかを

よってはそれはメディアの自殺行為ではない

考えてきた。そして本書は、メディアの報道す

かと思う人もいるかもしれないが、そうでは

るニュースの「不安」はどのようにつくられる

ない。
「 メディアのメディア」ができれば、透明

のかを追いかけ、また中立と思われている

性やコンプライアンスが求められる現代社会

NHKの放射線についての番組を例に分析し

にあってこれほど自浄作用のあるシステムは

てメディアの報道を疑うことの重要性を述べ

ないだろう。
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●これ以外にないシンポジストの人選
シンポジストには、検証委員から浅

が、関心は高く、開催前日には参加申し
込みが110人を超えた。
※厚労省高血圧症治療薬の臨床研究事案に
関する検討委員会

●知っていたが故にニュースに
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毎日新聞科学環境部記者に贈られた。

弘明教授（京都府立医大）の辞表提出

葉大が実施したVARTという三つの研

Kyoto Heart Studyの 論 文 撤 回

協会賞が決まったのは10月初旬、すで

を機会に研究の不正事実を書いた「患

究の血圧値が不自然なことを指摘し

（2013年2月）の 後、今 回は 状 況 が 大

に検証シンポジウムのテーマは決まっ

者 のデータ『 不自然 』
（
」2013年2月28

た1ページに満たない意見投稿）の指

きく変わった。京 都府立医 科大学と

ていた。偶然に重なってしまったので

日）
、利益相反に焦点を当てて、ノ社か

摘が、不正露見の発端となったとして

東京慈恵会医科大学が調査を始め、

ある。コーディネータの秋元は、冒頭こ

らの奨学寄付金—同社社員の研究へ

紹介される。ところが桑島さんは、この

国も動かざるを得なくなった。それを

の偶然の一致を紹介し、フロア参加者

の関与—松原元教授らの研究論文発

“Concerns”からではなく、
“Concerns”

可能にしたのは全国紙や写真週刊誌

の毎日新聞の渡辺暖さん（東京本社

表という構図を描いた「臨床研究、揺

までのところに半分の時間を費やし

「FRIDAY」の報 道だったと桑島さん

らぐ中立性」
（4月26日）
、データ解析に

た。

科学環境部デスク）に、このテーマを継

▲浅井文和さん

続的に報道し続ける姿勢について尋

かかわったノ社社員が発表論文で身

桑島さんは、2009年の欧州心臓病

▲桑島厳さん

は言う。
片や医学専門雑誌は、
どうだっ
ただろうか。2012年4月からの由井さ

ねた。二人の記者は必ずしも医療や薬

に報道されてきたか、主に自社の新聞

分を秘匿したという社内調査 結果と

学 会 に お けるKyoto Heart Studyの

が目白押しとなった。その結果、わが国

んの“Concerns”を日本で掲載したの

に詳しくなく、記者クラブとも縁遠かっ

記事を紹介するかたちで振り返った。

データ操作について解説した「真相究

研究発表から始め、経時的に出来事

ではバルサルタン（アンジオテンシンII

は、日本医事新報だけだった。日経メ

たが、バルサルタン臨床試験不正問題

浅井さんが指摘するように、2012年12

明どこまで」
（9月9日）
、大学の研究室に

を解説した。欧州心臓病学会におい

受容体拮抗薬＝ARB）が降圧薬の第

ディカル、メディカル朝日、メディカルト

は、ある意味で大学医学部と製薬会社

月の日本 循環器 学会誌「Circulation

注ぎ込まれる製薬マネーに踏み込んだ

て“ I would put my mother on an

一選択薬になったと報じられるのであ

リビューンなどはバルサルタンを讃え

の見慣れたもたれ合いの構造を、色眼

Journal」の京都府立医大など２論文

「厚労省委が中間報告」
（10月1日）など

ACE inhibitor, but valsartan is just

る。

るような役割を果たしたと桑島さんは

鏡をかけていないジャーナリストの「お

撤回はもっと注目されるべきだった。

など、事件の背景を掘り下げた長文の

good enough for my mother-in-law”

かしいな」という直感が曝いた事件な

2013年2月の「 欧 州心 臓 病 学会 雑 誌

解説記事を繰り返し掲載してきた（以

（私の母親にはACE阻害薬を処方する

ンや方法にまで踏み込んで詳しく検討

のだ。ジャーナリストの直感、言い換え

（Eur. Heart J）
」
による論文撤回は、
経

上の記事は、シンポジウム参加者に資

けど、女房の母親ならバルサルタンで

することは難しいが、桑島さんによれ

れば「無垢な素人の目」をもっていた

済誌「Forbes」の報道によって専門家

料として配付された）
。
ストレートニュー

もいいかな）
というスイスの研究者（Dr.

ば、Kyoto Heartお よ びJikei Heart

スポンサー

からこそ、それが可能だったと言えよ

以外の人々の知るところとなったそう

スになりにくい、このもたれ合い構造を

Ruschizka）のofficial commentを紹介

Studyのいずれにおいても採用された

桑島さんはプレゼンテーションの後

う。臨床研究に供されたディオバン（バ

だが、直後のノ社定例社長会見では、

報道しようと思えば、解説記事のかた

し、Kyoto Heart Studyが 発 表 当 初

PROBE（Prospective Randomized

半の時間を、研究 結果の報 道バイア

ルサルタンの商品名）は、ノバルティス

はじめはだれもこの問題について質問

ちになる。しかし、早くから疑わしい研

から疑いの目で見られていた事実を印

Open Blinded End-point）
法に問題が

ス（出版バイアス）
とスポンサーの介入

の日本法人ノバルティスファーマ社（ノ

しなかった。口火を切った浅井さんの

究であることに気づいていたにもかか

象づけた。

あるという。モデレーターの筆者自身

によって生じる研究結果の歪みについ

社 ）が2011年 に1,201億 円、2012年 に

質問に対して、三谷宏幸社長（当時）は

わらず、否、市販後臨床試験の実態や

Kyoto Heart Studyは、高リスクの

まったく無知だったのだが、PROBEの

て、ひとつひとつ根拠をあげて指摘す

1,083億円の国内売り上げを記録した

研究への従業員の関与を明確に否定

大学と製薬会社の癒着ぶりを知ってい

高血 圧 患者に従 来治療 薬にバルサ

“Open”は試 験を行う医師・患者に被

ブロックバスターだからこそ、その研究

した。この後、この嘘が崩れていくプロ

たからこそ、スキャンダルなしに記事に

ルタンを追加するか、または他の薬を

験薬群と対照群のどちらに割付けられ

に不正があったとすればたしかに大事

セスがスキャンダルとなって報道につ

はならないと考えてしまう。朝日新聞記

追加するかで、イベント（脳・血管障害

ているかが見えている状態を意味し、

件に違いない。

ながった。

者浅井さんは、
薬の問題、
とりわけ市販

の 発 生・悪 化）にどんな差が出るか3

“Blinded End-point”
はエンドポイント

最近の傾向である。EBM（Evidence-

いずれもジャーナリストとしてこの不

後臨床試験がもつ問題をもっともよく

年半追跡した研究で、バルサルタン群

で効果判定をする第三者の医師には

based Medicine）は、経験や机上の実

短い時間で京都府立医大の臨床研究

正問題を追ってきた浅井さんならでは

知る記者の一人である。よく知っていた

ではイベントが45%低くなるという結

患者が被験薬群と対照群のどちらに

験データに基づく医療を、科学的根拠

（Kyoto Heart Study）
の紹介からつい

のエピソードを交えたお話だったが、

が故に、毎日新聞の後塵を拝した。モ

果が出たとされる。先行して進められ

割付けられているか目隠しになってい

をもった医療に転換する大きな役割

最近の滋賀医大の不正調査報告
（2013

協会賞の毎日新聞の次に叩かれ役を

デレーターの秋元は、最初のシンポジ

た慈恵医大のJikei Heart Study（研

ることを意味する。このエンドポイント

を果たしているが、同時にEBMの本

年10月末）に至るまで、この一連のバル

演ずるというのは、ずいぶん損な役回

ストの浅井さんを「被告の立場」と紹

究責任者・望月正武 教 授＝当時）は、

が死亡のような誰の目にも明確なイベ

旨を曲解して大規模臨床試験が生み

サルタン臨床試験不正問題がどのよう

りだった。振り返ると朝日新聞は、松原

介したが、実際、それは演技ではなく

2007年のランセット（「Lancet」2007,

ントならいいが、狭心症によるカテーテ

出すエビデンスを金 科玉条のように

なった。

369:1431-39）で、ほぼ同様のデザイン

ル検査などを効果判定指標として入れ

扱うという弊害も生んで来た。本来の

で類似の結果を報告していた。わが国

てしまうと、
患者がどちらの群かを知っ

EBMの考え方は、医療者の経験や知

のジャーナリストは医師と同様に「ラ

ている医師の恣意性が入り込みやすい

識を基に目の前の患者がかかえる問

ンセットのような一流学術誌に掲載さ

ので、結果の信頼性は格段に低くなる。

題を解決する道具としてエビデンスの

成功」
と囃す

れたならエビデンスの太鼓判が押され

市販後臨床試験＋恣意的なPROBE法

重みを評価して利用するものだ。しか

メインシンポジストの桑島さんの

たようなもの」と考える。わが国では、

＋従来と異なる被験薬優位の結果、と

し、実際のところ、研究を財源的に支

お話は、循環器 専門の医師のいわば

学会の重鎮が二つの研究を「日本で

三拍子がそろえば、それだけで専門家

えるスポンサーの有無によって新しい

内側からの話だった。この研究 不正

は困難だといわれてきた国際レベルの

は疑いの目を向けるべきだったのだ。

治療法の優位性やメタ解析の結果に

事 件 は、一 般 に は「Lancet」2012年

大規模臨床試験の成功」
ともてはやし、

事実、2009年10月の高血圧学会シン

違いが出る傾向がある（Ridker PM,

最初のシンポジストの浅井さんは、

●研究不正を学会あげて
「国際レベルの大規模臨床試験の

▲シンポジウムには100人を超える参加者があり、関心の高さが伺えた
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限られた時間で、臨床試験のデザイ

指摘した。
●研究結果に影響を与える

ることに費やした。
まず根本的な問題は、大規模臨床
試 験によるエビデンスを絶対視する

4月号（2011年10月受 理 ）に掲載され

「日経メディカル」などの商業医学誌上

ポジウムでは、Kyoto Heart Studyの

「JAMA」2006 ／ Yank V,「BMJ」

た由井芳樹さん（京都大学医学部助

で、日本高血圧学会理事長をはじめと

研究方法をめぐって桑島さんはこの点

2007）。主要エンドポイントに有意差

教）の“Concerns about the Jikei Heart

する高血圧の権威らが繰り返しバルサ

を指摘し、松原教授と論争になったの

が認められないにもかかわらず、タイ

Study”Jikei HeartとKyoto Heart、千

ルタンの優位性を説く座談会企画など

である。

トルやサマリー、あるいは結 論 で被

Medical Journalist 3

験薬が 優れていたように強調された

ナリストの問題点として、ズバリ「統計

全国紙がまんまと騙されていたという

になったことは必然的な成り

論文（これを“SPIN”と呼ぶ）は少な

に関する知識・批判力・利益相反に関

実例を示した。隈本さんは、このプレス

行きだった。

く な い（Boutron I,「JAMA」2010，

する興味・関心が不足している」と指摘

リリースでは、多くの製薬会社の資金

モデレータとしては何人か

303:205）
。そもそもFDAの 承 認した

した。そして桑島さんよりも短刀直入

をNPO経由で迂回させ、
研究の独立性

の 指 定発言を準 備していた

ものが出版されるというように出版そ

に「EBMの考え方が広がる一方で、製

を装っていたことも曝露してみせた。

が、発言を打診していた医学

のものにバイアスがある（Ades AE,

薬会社が支援する臨床試験から診療

「New England Journal Medicine」

ガイドラインの作製すべてにおいて、

を立花隆氏が書き始めたころ、当時の

前にお断りの連絡があった。

製薬会社の金の影響を受けている」と

政治部記者たちは『そんなこと俺たち

出席のお伺いを立てた発 行

2008 Jan, 17:358）。
「 New England
Journal Medicine」
「
、JAMA」な ど 海

▲隈本邦彦さん

隈本さんは最後に「”田中金脈問題”

専門誌の編集記者からは、直

断じた。その実例として1998 〜 2000

は知っていた』と言っていた」と述べ、

人から「そういう場には行か

外の主要医学4誌の製薬企業広告へ

興味・関心が不足している」

年のセルトラリンの研究211件中85件

「日本の医学ジャーナリストたちには、

ない方がよい」と諭されたとい

の依存度は高く
（Glassman PA,「West

さて、もうお一人のシンポジストは隈

にファイザー社が 深く関与していた

統計に関する知識・批判力と利益相反

う。シンポジストの桑島さんに

J Med」1999, 171:234）
、
医師主導と言

本邦彦さんである。隈本さんは登壇す

例（「PLOS med」2007）
、製 薬 会 社

に関する興味・関心を高めて欲しい」と

も、
「 犯人捜しではなく、建設的な議論

ながら桑島先生や隈本先生の指摘に

えども臨床試験の多くは企業の支援

る前に「こんなアウェーの雰囲気のな

が資金提供した研究は独立機関の研

結んだ。

をしてください」と、言葉は穏当ながら、

反論できるデータは今はない。この場

で行われている。

かで話をするのは久しぶり」と囁いた。

究より4.05倍効果が出やすいという事

長文の発言紹介になったが、桑島さ

事情を知るものにとっては「これ以上

で逃げずにマイクを手にしたというこ

そしてわが国の医学専門雑誌が製

NHK在職中に第34回科学 技 術映 像

実（「BMJ」2003）、消炎 鎮 痛 剤56研

んと隈本さんのお二人の意見を発表

追求するな」ともとれる圧力がかかっ

とを、ともかくご理解いただきたい」と

薬企業の圧力に弱い例として、興味深

祭科学技術庁長官賞、第24回科学番

究のすべてで資金提供した企業の薬

資料に沿って具体的に紹介したのは、

ていた。

述べた。製薬会社やPR会社に働く一個

い実例を紹介した。医学雑誌編集者国

組高柳記念 賞奨 励賞を受けたNHK

が優れているか同等以上だった事実

お二人の発言が事実に基づくことに重

際委員会（ICMJE）が設けている研究

スペシャル「院内感染〜脅威の細菌

の事前登録制度を紹介して、
「 事前設

MRSAを追う」
、第37回同長官賞の「新

これに続いて隈本さんは、やや生臭

定のないエンドポイントは当初から予

薬はこうしてテストされる」など医療・環

い話題、HPVワクチンとイレッサにつ

定したエンドポイントと同列には扱え

境分野で注目される番組を多数製作

いて、その有効性評価や費用対効果研

ない」とコメントした自社の記事につい

し、退職後、メディアコミュニケーショ

て、日経メディカルは2004年10月号で

▲それぞれの立場から
「利益相友」を論じたパネリストの皆さん

桑島さんの発言の中に、広告主から

人には、倫理観もあれば誇りもある。そ

の圧力という指摘が幾度かあったが、

の一個人としての発言を求めたつもり

参加者の多くの人が抱えていたのは、

だったが、その場の空気からあたかも

もう少し違う事情だったと思われる。

製薬会社・PR会社としての弁明を求め

終わったことを反省する

このシンポジウムの会場を埋めていた

るかたちになってしまったことは大い

究に製薬会社が深くかかわっている事

3人のプレゼンテーションが終わる

のは、現役の全国紙や通信社の記者

に反省しなければならない。

ンを教える大学 教員の隈本さんであ

実と、その結果がねじ曲げられてきた

と、モデレーターの大西さんがフロア

の他、専門雑誌の記者、フリーのライ

このやや倫理的に偏った出口のない

るが、科学技術ジャーナリスト会議の

経緯について、一歩二歩踏み込んだ。

の 発言を促したが、桑島さんと隈本

ター、製薬会社の広報やPR会社関係

ミスリードに対して、フロアから全国紙

理事でもあり、
「アウェー」という表現は

HPVワクチンについては、評価委員の

さんに共感する発言が参加の医師や

者などだった。言うまでもなく、医薬品

のバルサルタン不正報道は、初めて臨

ノ社社員が研究にかかわってデータを

必ずしも当たらないように見える。しか

利益相反情報の開示結果を克明に公

ジャーナリストから出たものの、フロア

という商品は、その開発・評 価から使

床試験を議論の俎上にあげる役割を

ねじ曲げたというスキャンダルではな

し、取材される側になることの多い隈

表し、このワクチンがHPV感染前に接

はやや重苦しい雰囲気に包まれて容易

用まで専門家の間で評価が決まるが、

果たしたという点で高く評価できる、
と

く、そもそも臨床試験が製薬会社の強

本さんの目には、
日本医学ジャーナリス

種しなければ効果がなく、その効果が

に発言は続かなかった。桑島さんと隈

専門ジャーナリズムやPR会社は製薬

の発言があった。一方で、臨床試験を

い影響下に薬の付加価値を高めるた

ト協会のこの場所は、アウェーに映っ

日本人子宮頸がん50%程度から見つ

本さんのお話は、深い共感を呼んだと

会社の専門家に対するマーケッティン

巡る法整備などもう少し建設的な議論

めに行われているという実態を明らか

た。隈本さんらのNPO活動である薬害

かる16型と18型のHPVに限定され、奏

同時に、立て続けに事実を列挙し、実

グ戦略に深く組み込まれている。その

をすべきだという厳しい批判もあった。

にし、そこに出版（商業医学誌）が深く

オンブズパースン会議は、このディオバ

功したとしても異形成を防止できるだ

名を挙げた指摘によって、
参加者ひとり

ため、参加者にも大小の違いはあって

同じ指摘は、隈本さんのプレゼンテー

関わっている構造を示した。

ン問題でノ社を薬事法違反および不

けで子宮頸がんそのものを防ぐ効果

ひとりの姿勢に問いを突きつける厳し

も何らかのかたちで薬産業との利害関

ションの最後にも記されていた。
「臨床

正競争防止法違反で刑事告発（2013

は証明されていないなど多くの問題を

い内容だった。

係をもっている人が少なくなかった。モ

試験の法規制、
事前登録制度全データ

●医学ジャーナリストは「統計に関す

年11月）しており、厚労省もやや遅れた

もっていたこと。それにもかかわらず、

デレーターの秋元は、ある種の出版ビ

登録、利益相反開示の法制化、研究不

る知識・批判力• 利益相反に関する

ものの今年になって刑事告発に踏み

その効果を過大に見積もって国が定

このバルサルタン研究不正事件が提

ジネスが製薬会社のマーケッティング

正に対する罰則や行政処分」などを隈

切ったが、そのような事情を考

期接種に踏み切った経緯を示し、医療

起する問題を医療ジャーナリストがど

の一環に積極的な役割を果たす存在

本さんは指摘した。問題を倫理観では

えると、この「アウェー」という

関係のジャーナリストが基本的文献さ

こまで他人ごとではなく「自分ごと」と

であること、
エルゼビアジャパンがホー

なく、法整備の問題にすべきだという

表現も頷けるものだった。

え見ることなく記事を書いたことを厳

して深めるかという点にかかっていた。

ムページのトップで、製薬—医師—病

現実的な提案である。

しく批判した。

すなわち、ある研究者のスキャンダル

院—学術出版を同列に重要な事業部

「お詫び」を掲載したのだという。
こうして桑島さんは、今回の事件が、

まず、隈本さんが指摘したの

▲コーディネーターの大西正夫さん
（手前）と秋元秀俊さん
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（「JAMA」1994）などを紹介した。

きを置いたものだったからだ。
●出口のない倫理的な問いかけに

このシンポジウムの企画の成否は、

は、科学記者 養成の旧態依然

副作用の警告や厚労省の和解勧告

という扱い方ではなく科学者的不正と

門としていることを紹介して、
「Lancet」

（以上、事柄の性質上、発表資料を参

とも言える貧困な現状、すなわ

批判文案が争いになったイレッサに

して、さらにその背景にある医師主導

発行元の「Reed ELSEVIER」こそが

照してやや詳しい報告としたが、モデ

ち体系的でなく徒 弟的な「on

ついては、東北大学などが「N Eng J

型臨床試験における利益相反の問題

その代表格の出版社であることを示し

レーターを務めていたため記録が不

the job training」である。続い

Medicine」に発表した「遺伝子診断を

として、さらにもう一皮めくって自らの

た。そしてフロアの製薬会社関係者、

完全で、偏りや欠落があるかもしれな

て、科学報道としてお粗末な実

もとにした肺がんの個別化分子標的

ジャーナリストとしての拠って立つ場を

PR会社関係者に発言を促したが、製

い。ご遠慮なくご指摘いただきたい。
）

例を紹介し、バルサルタン事件

治療」について、その後のプレスリリー

問い直すメディアの公正性の問題とし

薬会社関係者は、
「 製薬会社がただ悪

に象徴される日本の医学ジャー

スにめぐらされたトリックに、NHKや

て…。その意味で会場が重苦しい空気

者のように言われるのは辛いが、残念

（あきもと・ひでとし＝秋編集事務所代表）
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●7月例会

「開発途上国に蔓延する感染症の制圧を目指して－
日本初の官民パートナーシップ基金誕生」

BT.スリングスビーさん（一般社団法人グローバルヘルス技術振興基金 CEO兼専務理事）
報告・安川瑛美

2013年4月、グローバルヘルス技術

している。結核やマラリアは、既存の薬

振興基金（Global Health Innovative

が効きにくくなる新たな薬剤耐性がで

Technology Fund、
以下、GHIT Fund）

きつつある。これまで国際社会の努力

が発足した。厚生労働省と外務省、民

で、
感染者を減少させてきたにもかかわ

間からは5社の製薬会社（現在はアス

らず、このままの状況ではまた増加して

テラス製薬、第一三共、エーザイ、塩野

しまうという局面にある。また、既存の

義製薬、武田薬品工業）
、そしてビル＆

抗結核薬は服用期間が長く、副作用が

メリンダゲイツ財団が同様に設立に参

大きいが、この30年間新薬が出ておら

画している。貧困国でまだ解決されて

ず服薬コンプライアンスの悪い薬剤の

いない感染症の新薬やワクチン等の新

使用が続く。それは、薬を提供したとし

先進国であれば、これだけの患者層

しい医薬品の研究開発、および製品化

ても、
継続的な服薬に結びつかず、
完治

や潜在患者層がいれば新薬が開発さ

の促進を目的とした、日本初の官民連

しないという悪循環に陥ってしまう。

れるものの、開発途上国では、いわゆ

▲BT.スリングスビーさん

さら に、
「 顧みられ ない 熱 帯

る将来的な投資の回収が見込めず、新

兼専務理事であるBT.スリングスビー

病（Neglected Tropical Diseases

薬開発～製品化という段階に至らな

氏と代表理事の黒川清氏による講演

（NTDs）」と呼ばれる、世界保健機関

い。このような構造的なバリアを前に、

●グローバルヘルスとその課題
グローバルヘルスという考え方は、

によって定義されている１７の疾患は、

途上国における公衆衛生状態の改善

世界で10億人以上が感染しているとい

が遅れてしまうのである。

う実施フェーズにも課題がある。この

わる製薬会社のなかにも長らく感染症

ような山積する課題に対して、GHIT

対策を行ってきている企業もある。た

Fundは20年 前 ほど から 活 躍して い

だし、重要なのはこの感染症対策の位

る Ｐ Ｄ Ｐ ｓ（Product Development

置づけが民間にとって変わりつつある

Partnerships）という非 営 利 団 体 な

ということである。つまり、これまでは

どとのパートナーシップを重 視して

非営利活動として、
“援助する”という

いる。例えば、結核ワクチンの研究開

姿勢であったのが、グローバル化の進

発 を 行 うAeras（Global TB Vaccine

む世界にあって、グローバルヘルスの

Foundation）や、マラリアの医薬品開

ような地球規模の課題に取り組むこと

成への長期的な“投資”であるという

発を行うNPOであるMMV
（Medicines

は、非営利性の強い活動ではあるとと

ように長期的な営利性（for-profit）と

for Malaria Venture）などの代表的な

もに、
“事業に活きる”営利性が混合し

非営利性（non-profit）が接合した、一

PDPがある。これらは「非営利な製薬

た領域であるといえる。

企業の成長戦略と重なる考え方ができ

▲黒川清さん

スリングスビー氏も述べていたが、そ

る。また、先進国に限らずグローバルに

国や慈善団体から出資金を集め、その

もそも薬の研究開発と薬の製品化は

ヘルスケアへ貢献するというブランディ

出資金をもとにさまざまな医薬品開発

別次元の問題であり、製薬企業が参加

ング、
またゲイツ財団やその他のPDPな

を推し進めている。

しないと製品化が難しい。しかし、投

どの世界的に要となる機関とのパート

PDPは1993年ごろから発足されは

資の回収が見込めない市場に、民間製

ナーシップの機会は、企業のグローバ

じめ、2000年代ごろにPDPを含む創

薬会社は本業としては参入しにくい。
ま

ルブランディングとして、開発途上国に

薬パートナーシップが形成され 始め

た、GHIT Fundもそうであるが、
途上国

おけるポートフォリオが拡大し、より実

た。さらに、2012年には世界の主要な

への薬の提供は、
患者がその薬にアクセ

質的なメリットが見込めるという先進

製薬会社、保健機関、政府などが顧み

スできるように患者やその国の経済力を

的な姿勢をとりはじめる日本企業が出

られない熱帯病を2020年までに管理

考慮したうえでの価格設定、無利益/無

てきている。

もしくは根絶することを目標とする共

損失の原則が適用される。民間企業に

講 演では言及されなかったが、筆

同声明「ロンドン宣言」が発足し、大規

とっては、
短期的な利益を途上国で期待

者 がGHIT Fundを 知 るに あ たり連

模なコンソーシアムが形成されるよう

することは、
たいへん難しい。

想されたのがペイシェント・キャピタル

になった。多くの製薬企業を包含し、安

一方で、
グローバルヘルスに限らずと

（patient capital）
「
、寛容な資本」
という

●GHIT Fundが体現するグローバル

全かつ有効なワクチンの安定供給を通

も、薬剤開発はバイオベンチャーの役

言葉だ。投資に関わる言葉でここでの

なパートナーシップ時代の連携のあ

してグローバルヘルスに貢献しようと

割が大きくなってきている。バイオベン

説明は割愛するが、短期的な高額のリ

う。つまり、世界の7人に1人が、何らか
のNTDsに感染している計算となる。

だ。例えば、GHIT Fundの設 立に関

企業」とでも位置づけられる組織で、

携による基金だ。GHIT FundのCEO

の要旨を以下にまとめた。

に届ける、そして治療を行うなどとい

地球レベルで人間の安全保障に関わ

例えば、寄生虫を介して身体の皮膚

る課題に対し、各国政府、国際機関、研

や皮下組織が著しく増殖してしまい、

り方

いうPDPが主体となった動きである。

チャーにとっては、感染・疾患リスクの

ターンを求めるのではなく、ときには10

究機関、市民社会など多様なステーク

象の皮膚状のようになってしまうリンパ

GHIT Fundがねらうのは、
市場原理

このような世界的な動きの中にPDP

ある人口が圧倒的に多いため1剤の利

年以上の歳月をかけて事業を支援す

ホルダーの協力や連携が必要となる領

系フィラリア症（象皮病）
や寄生性原虫

が働かない感染症対策に対し、研究開

が大きく機能しているだけでなく、特

益が低かったとしてもボリュームによ

る投資のことである。グローバルヘル

域のことを指す。従来は、援助の提供

トリパノソーマが原因となり、放置する

発、供給そして治療を実現するための

定の疾患や製品に特化した知見や人

る利益が見込め、また公的機関による

スへの貢献は、CSRを超え、将来巨大

側と受益国の二国間における課題解

と錯乱や躁鬱、さらには睡眠周期が乱

画期的な「仕組みづくり」
だ。

材のネットワークを保持しているため、

一定の買い上げ制度のおかげで大きな

な市場へ成長する国々への寛容な戦

決という意味でインターナショナルヘ

れて昼夜が逆転し、昼間の居眠りや夜

この仕組みづくりには、新薬開発の

PDPとのパートナーシップがグローバ

ビジネスチャンスとなる。大学・研究機

略的投資として考えられるのではない

ルス（国際保健）といった呼び方をさ

間の不眠というアフリカ睡眠病ともよ

構造的なバリア
（新薬創出に至るまで

ルヘルスの領域では必要不可欠である

関や公的機関などの「学」には研究機

か。

れていたという。グローバルヘルスと呼

ばれる感染症は、開発途上国における

の探索研究、前臨床研究、臨床研究を

といえる。

会の拡大や製品化への関与のメリット

ばれるようになったのは近年で、国連

人々の社会的、経済的活動を妨げてし

含む）、薬を脆弱な開発途上国の患者

によるミレニアム開発目標（2015年ま

まっている。貧困からの脱却には、これ

で）の設定がされた2000年ごろのタイ

らの感染症の抑制が緊喫の課題なの

ミングである。

である。しかし、これらのNTDsは、多

開発途上国において、
いまだにHIV、

くの疾患が名前さえ知られておらず、三

結核、マラリアの三大感染症は最大の

大感染症（Big Threeとも呼ばれると

発展阻害要因だ。この三大感染症は毎

いう）と比較すると投入される資金規

年400万人以上の生命を奪い、マラリ

模に大きく差があり、
“顧みられていな

アは世界総人口の約4割を脅威にさら

い”
現状にある。
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■ WHOによる17の顧みられない熱帯病の
疾患群
①デング熱、② 狂犬病、③トラコーマ、④ブルー
リ潰瘍、⑤トレポネーマ感染症（イチゴ腫含）
、
⑥
ハンセン病、⑦シャーガス病（アメリカトリパノ
ソーマ）、⑧アフリカトリパノソーマ（睡眠病）
、⑨
リーシュマニア症、⑩嚢尾虫症、⑪メジナ虫症
（ギ
ニア虫症）、⑫包虫症、⑬食物媒介吸虫類感染
症、⑭リンパ系フィラリア症（象皮病）
、⑮オンコ
セルカ症
（河盲症）
、
⑯住血吸虫症
（ビルハルツ住
血吸虫）、⑰土壌伝播寄生虫症（腸内寄生虫）

がある。
したがって、
市場原理の働かな

●グローバルヘルスへの日本の貢献

●グローバルヘルスと日本の製薬業界

いマーケットにおいて製薬企業のみで

－日本発のイノベーションを世界へ

グローバルヘルスに関わるニーズに

立ち向かうのではなく、パートナーシッ

答えるため、以上のような傾向にある
中で、興味深いことに製薬企業－「民」

プによって立ち向かうことができる。

では、日本にとって、GHIT Fundに
はじまるグローバルヘルスへの貢献の

このような民間の活動は、企業の社

加速は何を示唆しているのか。外務省

－のかかわりが次第に深くなってきて

会的責任（CSR）という枠組みに収ま

と厚生労働省による資金が供出されて

いる。

らずこれから成長する国の健康福祉を

いるが、これまでこの二省が同じ基金

製薬企業も、これまでNTDsに関す

向上して経済発展や中間所得者層の

に資金を提供するということはなかっ

る活動を行ってきていることは事 実

拡大に貢献することは、将来の市場形

たそうである。
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2013年5月、安 倍 総 理 から国 際 保

られていない。加えて、さまざまな数字

Fundは、官と民が資金を半分ずつ資

観等により「死」に別の意味を持つ

まない」（７割）。理由には、療養費

ニケーション支援委員会が唱える

健 外 交 政 策 が 発 表された。同年6月

が、日本がさらに意味ある世界的な貢

金提供し、評議会および理事会におい

欧米人やその他の国々の人に比べる

の問題や家族の負担に対する思いも

「コミュニケーションの維持と支援」

に開催された第5回アフリカ開発会議

献ができるという根拠を示している。

ても官・民が同席し運営を行っていくと

と、「生きる」という選択肢を重視

あるだろう。そしてもう一つ、
コミュ

である。明晰なアタマと豊かなココ

（TICADV）開会式のオープニング・ス

新規特許件数は、米国につぐ世界第2

いう。世界最大の慈善基金団体であり

する傾向にある。多くの場合、人工

ニケーション保障がないこと。

ロをもってコミュニケーションがで

ピーチにおいて、ユニバーサル・ヘルス
・

位、24兆円を研究開発に投資してい

グローバルヘルスに取り組むゲイツ財

呼吸器の装着は、「大切な人を死な

これは何を意味するのか。

きるということは、社会活動をでき

カバレッジの推進を外交戦略としてす

る。新薬の登 録数は2005年から2008

団も参画し、世界初の官民連携となっ

せたくない」と願う患者家族の意思

人工呼吸器装着という選択は、Ａ

ることであり就労を可能にする、ま

すめたい、安倍外交の重要な課題とし

年でアメリカ、イギリスについで日本は

ている。

決定によるところが大きい。ＡＬＳ

ＬＳ患者にとって、「外界と遮断さ

た、介護者の負担を軽減する道が拓

て国際保健を位置づけることとしたと

世界第3位。また、途上国援助について

この日は、GHIT Fund代表理事の

患者の場合、人工呼吸器を装着する

れた状態で生き続けること」を意味

かれる。治療法の開発を待つという

発表した。世界の全ての人が基礎的保

も日本のODA実績はこの10年間上位

黒川氏がスリングスビー氏の講演後に

ことを予期し、その到来の日を理解

する。24 時間×以降何年間にもわ

道をつくる。

健医療サービスを受けられること（ユ

5位 である。
（1位：米 国、2位：英 国、3

今なぜグローバルヘルスなのか、日本

したうえで、自らに意思決定を問う。

たり、閉じ込められたなかに生きる

ニバーサル・ヘルス・カバレッジ）を推進

位：ドイツ、4位：フランス、5位：日本、

がそれをリードすることについてコメ

しかし（この接続語が正しいのかど

ことを決めるのである。

することを掲げ、官民が一体となって

2012年暫定値、
支出純額ベース）

ントし「多様なステークホルダーの連

うかはわからない。でも、筆者であ

アタマとココロが清明で、治療法

援委員会の代表者を招き、2013 年

今回、ＡＬＳ診療の第一人者と、
ＡＬＳ療養者コミュニケーション支

取り組むことを通じ、日本に対する国

GHIT Fundはこれまでの日本の貢

携を調整し、資金繰りや運営を行って

る私にとって、「しかし」が正しい

がないだけで「死」を選ぶ彼らの支

10 月 2 日（水）
、東京・霞ヶ関の日

際社会の信頼を高めていくという方針

献方法と異なり、日本の産業成長戦略

いくにあたり、ガバナンスとしては大変

気持ちである）、ＡＬＳ患者の回答

援のために何が準備されるべきであ

本記者クラブにて講演ならびに討議

である。これは、アフリカにおけるミレ

と外交戦略の間に位置づけられてい

難しい組織となるであろう。
しかしなが

はこうだ。「人工呼吸器の装着を望

ろうか。それが、
ＡＬＳ療養者コミュ

を行った。

ニアム開発目標（MDGs）達成に向け

る。したがって、今後成長していく巨大

ら、高い志を持ってGHIT Fundが触

た支援の継続、また達成期限である

な市場を見据えた、
「資金援助から投資

媒として形にしていくことは日本を世

2015年より先のポストMDGsなどを見

へ」
であり、
途上国における感染症の制

界にアピールする画期的な活動でもあ

据え、国際機関との連携に取り組むと

圧というミッションのもとに、
オールジャ

る」
と述べた。

いう国外的な戦略だけでなく、日本の

パンでイノベーションを創出し、日本発

この混合的な組織を動かし、社会へ

成長戦略においても議論されている産

のノウハウでグローバルヘルスに貢献

のインパクトをそしてグローバルヘル

業競争力や健康・医療戦略と一体的に

するというビジョンを担っている。

スに貢献する持続的なシステムとして

語られていくことになる。

スリングスビー氏によれば、官民連

育っていくことに引き続き期待をする

携と謳われるものは少なくないが、そ

とともに、日本のさらなるグローバルヘ

トでの議論に貢献し、世界エイズ・結

のような事例の失敗例の多くが、
「 民」

ルスへの貢献が加速されることを願っ

核・マラリア対策基金に大きく貢献し

が機能せず、ガバナンスがうまくいかな

ている。

てきたことは国内・国外ともにあまり知

いため機能しなくなってしまう。GHIT

日本は2000年のG8九州沖縄サミッ

（やすかわ・えみ＝医療コミュニケーター）

●9月例会

「ＡＬＳ
（筋萎縮性側索硬化症）のいま－
ＡＬＳ患者の夢と希望」

報告・西根英一

ＡＬＳの病像とケア・コミュニケーションについて
中野今治さん（都立神経病院院長）

Ａ ＬＳ（amyotrophic: 筋 萎 縮 性

らかくなる”系で、力が入らなくなる、

lateral: 側索 sclerosis: 硬化症）
は、
運

筋肉が痩せる、筋肉が柔らかくなる、

動ニューロンによって支配される《随

筋肉がピクピクする、筋肉が攣る（こ

意筋》
（ 意識して動かすことができる

むら返り）など。

筋肉）が次第に侵されていく進行性の

「上位運動ニューロン」の障害は“固

●

病変である。運動ニューロンの働きが

まる”系で、手足が硬くこわばる、手指

死ぬことで腕や脚、舌や顔の筋肉は

の動きがぎこちなくなる、膝やくるぶ

痩せ、力が無くなり、数年で寝たきりに

しがガクガクする、階段が降りにくく

なり、やがて呼吸筋が麻痺し、死に至

なる、腱反射が亢進するなど。

▲中野今治さん

（誤嚥する）、麺類がすすれないなど

る。しかし、知能は大多数において正

また、ＡＬＳの症状の出現は、手足

常で、また自律神経によって支配され

の筋の麻痺、舌やのどや顔の筋の麻

の症状として現れ、ついに話せない、

る《不随意筋》は働いているので、臓

痺、呼吸筋の麻痺といった３つに大

飲み込めない、無表情（能面のような

器は正常に保たれている。中年以降に

別される。どこの筋がどういう順番で

表情）になり、最後は瞬きもできない

発病することが多く、発病率は年間10

どれほど強く麻痺するかについては

といった状態に至ることもある。

万人に一人の割合（正しく診断される

ケースによって、つまり患者によって

までに期間がかかったり、役所に届け

異なるが、進行していくことでは共通

いった症状から、最終的には呼吸不

している。

全を起こし、何もしなければ死に直

手足の筋の麻痺症状は、細かい作業

結する（ここに至るまでに、発症から

ができない、ものが握れない（握りか

３～５年がかかる）。患者は呼吸筋の

たがサル手になる）、腕が上がらない

麻痺症状を経験する中で、人工呼吸

●

呼 吸 筋の麻痺症状は、呼 吸 困難と

生きることを選択した者に、人間

考）とココロ（感情）は健康人と

が支配する舌や喉も動かなくなる。

られていない場合もあるので参考数

としての営みを約束するのが「コ

まったく変わらない機能を温存し

つまり、ゴックン（嚥下）ができな

字）、日本の患者総数（届出患者数）は

ミュニケーション保障」である。日

たまま、次第に、カラダ（身体）が

いし、イキ（呼吸）ができなくなる。

約９千人で、男女比は２：１である。

本医学ジャーナリスト協会の９月例

動かない、コトバ（意思）を伝えら

嚥下機能の喪失は胃ろうで、呼吸機

会は、ＡＬＳの現実、ＡＬＳの患者

れないという事態を迎えることにあ

能の喪失は人工呼吸器で代替するこ

筋肉を直にコントロールする運動神経

（食事のときイヌ食いになる）、立ち上

の希望に触れ、社会的介護、コミュ

る。ＡＬＳ患者本人にしてみれば、

とがいまの医療には可能だが、機能

細胞の「下位運 動ニューロン」と、下

がれない、歩けないなどのような症状

これらの症状に対する原因療法は

ニケーション支援の必要性を考える

外界と遮断される日をただひたすら

の回復が見込めない状態で一度装着

位運動ニューロンをコントロールする

として現れ、ついに手足・体・頭が全く

いまだ研究段階にあるため、
治療より

会になった。

待つ、そしてその先を案じるという

した機器を外すことができないのも

中枢神経系の「上位運動ニューロン」

動かせなくなり、寝たきりに至るまで

ケアが主体となり、リハビリテーショ

いまの医療である。

があり、そのいずれが障害されるかに

進行する。

ン、摂食嚥下障害対策、呼吸不全対

舌やのどや顔の筋の麻痺症状は、呂

策、そしてコミュニケーション支援に

律が回らない、食事のときにむせる

向けられる。

ＡＬＳという病気は、治療法がま

《悲劇》である。

だ見つかっていない難病である。こ

運動ニューロンを侵す病気である

一方、
「死」＝「最期」と認識す

の病気に特徴的なのは、アタマ（思

ことから、運動機能と同様に随意筋

る日本人は「死」を忌み嫌い、宗教
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●

運動ニューロンは２つに分類され、

よって系統が異なる。
「下位運動ニューロン」の障害は“柔

●

●

器装着の意思決定を迫られる。
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リハビリテーションとは、関節の動き

にはツールを用いることになるが、Ａ

や筋力の維持のための訓練や、主に手

ＬＳの症状の進行によりコミュニケー

足や首を支えるための装具の考案で

ション手段も変化し、一つの対策で事

ある。摂食嚥下障害対策では胃ろうの

足りるものとはならない。たとえば、発

造設や気管食道分離術等が、呼吸不

話ができなくなっても筆談が可能な

全対策では気管切開術や人工呼吸器

時期、手指が不自由になると文字盤や

の設置といった生命維持のための対

キーボードのタイピングによって対応

策が取られる。この生命保障と並行し

する時期、さらに進行して手指が全く

て重要なのが、コミュニケーション保

動かなくなれば、視線による透明文字

障である。生きながらえても、意思・感

盤入力やアイトラッキングシステムを用

情・思考を伝達し合うことができなけ

いた機器によるタイピングなどに移行

れば人間としての尊厳を保つことはで

せざるを得ない。人工呼吸器を設置し

きない。

て生命維持が保たれている状態にあ

そのためのコミュニケーション支援

の視線入力に頼ったコミュニケーショ
ンに依存することになる（会話が可能
な時期の自分の声を録音しておくこと
で、自分の声で発話する機器も開発さ
れている）
。
目を動かすことさえできなく
なる完全閉じ込め（totally locked-in）
状態では、脳に電極をはめ込む等によ
る研究の行方が待たれる段階にある。
このように、今回のテーマであるコ
ミュニケーション支援については、単
に医療だけでなく、社会的な支援体制
を要するものとなっている。

る患者の多くのケースで、長い期間、こ

●10月

「第2回日本医学ジャーナリスト協会賞
発表・授賞式・記念シンポジウム」
昨年度、
当協会設立25周年を記念し

会（別府宏圀代表）

て創設された「日本医学ジャーナリス

優秀賞】

ト協会賞」は、第2回目を迎え、10月22

◆上原真人、八重山の医療を守る郡民

日、日本記者クラブにおいて、発表・授

の会『八重山病院 データでムヌカ

賞式・ミニシンポジウムが行なわれた。

ンゲー』
（ボーダーインク）

今回は、大賞に、
「 新聞部門」
「
、書籍部

◆藤原瑠美
『ニルスの国の認知症ケア』

門」
「
、映像部門」の3部門を設け、3作

（ドメス出版）

品が受賞した。また特別賞1作品、優秀

▲大熊由紀子コーディネーター

賞2作品を選んだ。それぞれの受賞者

ＡＬＳ療養者コミュニケーション支援委員会について
上原喜光さん（全国介護者支援協議会理事長）

ＡＬＳ患者のコミュニケーションの
維持と支援は、単にＱＯＬ（生活の質）
だけでなく、人間の尊厳に係わる重

【調査概要】
全国４地区（政令都市、特別政令区、被災
地など）において、当事者、介護者、医療者、保
健所、役所への聞き取り調査を行う。おもな

大な問題である。そのためのコミュニ

調査内容は以下の通り。

ケーション機器は存在するが、その支

●

援が十分ではない。
これに応えようと、2013年６月、全
国介護者支援協議会（介護団体）と
マッキャンヘルスコミュニケーションズ
（健康と医療のコミュニケーション会
社）が中心になり、臨床医、研究者、患
者団体、市民団体らが参画する「ＡＬ
Ｓ療養者コミュニケーション支援委員
会」が発足した。ＡＬＳは難病指定の
疾患であり、現在、原因不明かつ治療
法が確立していないことを鑑み、治療
に臨む“患者”というより、治療法の開
発を待つ間、介護の対象にある“療養
者”
という側面を明確にした。
委員会は、コミュニケーション保障
の社会的支援体制を実現するため、調
査活動（2014年３月報告予定）を通し
て、政策提言を目指す。そして、
「日常的
な会話がしたい（85％）
（
」2013年調査、
日本ＡＬＳ協会）と望むＡＬＳ療養者
に対して、視線入力型意思伝達装置の
普及を推進する。
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当事者

・病気の受容度（どう向き合ってきたか、どう
向き合っていくか）
・人工呼吸器装着の意思決定に係る制御因
子ないし優先項目
・コミュニケーション（会話や対話）の維持に

▲上原喜光さん

対する不安と希望
●

介護者

・医療連携、介護支援の現状と課題
・コミュニケーションの維持と支援に関する方
策のアイデア
●

医療者

・インフォームドコンセントにおける当事者・家
族の受容の状況と過程
・コミュニケーションの維持と支援に対する
問題意識と具体的な取組み
●

保健所

・難病支援業務に係わる組織体制と人員配
置の実態
・当事者や家族のニーズを聞き取る仕組みと

役所

●

・福祉保健業務に係わる組織体制と人員配
置の実態
・コミュニケーション支援に係る制度の運用
状況と課題
【委員会組織】
委員長：全国介護者支援協議会 上原喜光、副
委員長（事務局長）：マッキャンヘルスコミュ
ニケーションズ 西根英一。他、都立神経病院

と受賞作品は別掲の通りである。
「新

門の大賞の毎日新聞の河内さん、八田

聞部門」で対象を受賞したのは毎日新

さんが受賞作品についての解説を行っ

◆新聞部門 降圧剤「バルサルタン」の

聞科学環境部の河内敏康記者と八田

た。その横糸は、
「 医学のデータ」の問

臨床試験をめぐる疑惑に関する一

浩輔記者。製薬会社が資金提供した

題。現在の医学･医療の大きな問題が

連の報道

大学医学部による一連の臨床試験の

二つあぶり出された格好となった。受

毎日新聞社科学環境部取材班 河

疑惑を追及し、医学界や製薬業界のみ

賞者のさまざまな思いは大熊さんの名

内敏康さん・八田浩輔さん

ならず厚生労働省が製薬会社を刑事

コーディネートにより引き出されたが、

製薬会社ノバルティスファーマ社の

告発するまでに社会的に大きな問題と

紙面の都合で掲載することができない

降圧剤「バルサルタン」
（ 商品名ディオ

なった事件であるが、二人の記者はそ

のが残念、また申し訳ありません。最後

バン）の臨床試験に不正があったので

の端緒から粘り強く事実を積み重ねて

に、大熊さんが審査委員長として中心

はないかとの疑惑は、２０１３年２月の

いった報道を行ったことが受賞理由と

になってまとめた各作品の受賞理由を

毎日新聞記事から始まりました。３月

なった。
（ この問題は、当協会が11月に

掲げて、日本医学ジャーナリスト協会

には、ノバルティス社社員が統計責任

開催した公開シンポジウム「薬の報道

賞の報告の責を塞ぐこととする。

者になっていたこと、また、同社から巨

とジャーナリズムの役割」で取り上げら
れ、その内容は本紙の巻頭に掲載され

【大賞】

疑惑を決定づける特報で、日本の臨床

ているので参照されたい。）

◆新聞部門 毎日新聞社科学環境部

試験の問題点を浮き彫りにしました。

当日は、日本医学ジャーナリスト協

河内敏康さん、八田浩輔さん

その後も、過剰な宣伝の問題点や医療

会の水巻中正会長より、受賞者それぞ

降圧剤「バルサルタン」の臨床試験

保険財政への影響への懸念をいち早

れに表彰状と記念のトロフィーが授与

をめぐる疑惑に関する一連の報道

く指摘するなど、医学ジャーナリズムの

されたのち、協会賞の審査委員会委員

◆書籍部門 六車由美『驚きの介護民

長を務める大熊由紀子幹事のコーディ

俗学』
（医学書院）

日本ＡＬＳ協会 平岡久仁子、ＥＮＤＡＬＳ 藤

ネーションでミニシンポジウムが行わ

◆映像部門 貸し出し型

れた。シンポジウムは、まず映像部門

ＤＶＤ３部作『認知症

の大賞受賞者の川村雄次さん、同じく

ケア』
（ ＮＨＫ厚生文

書籍部門の対象受賞者の六車由美さ

化 事 業 団）ＮＨＫ制

ん、優秀賞の藤原瑠美さんの作品の背

作局文化・福祉番組部

景や制作意図がそれぞれの受賞者か

ディレクター 川村雄

ら紹介された。この3作品を通す横糸

次

具体的な工夫
※参考
・ＡＬＳの有名人：アメリカ大リーグの伝説的スター ルー・ゲーリック、世界的物理学者 スティーブン・W・ホーキ
ング博士、中華人民共和国建国の父毛沢東、徳州会病院を作った元国会議員 徳田虎雄、クイズ番組でおなじ
みのフランス文学者 篠沢秀夫教授ほか。川島雄三（映画監督）、芦原英幸（空手家）、土橋正幸（野球選手・監
督）
、ショスタコービッチ（露・作曲家）など。
・ＡＬＳを扱った作品：
『モリー先生との水曜日』は社会学者モリー・シュワルツを題材としたノンフィクション。
『潜
水服は蝶の夢を見る』はELLEの元編集長ジャン＝ドミニク・ボビーが20万回の瞬きで綴った自伝の映画化。そ
の他に韓国映画『私の愛、私のそばに』など。アニメ『宇宙兄弟』のキャラクターの一人「金子シャロン」はＡＬＳ
を患う。

（にしね・えいいち＝医療・健康ジャーナリスト）

〔大賞〕

額の奨学寄付金が出ていたことなど、

中野今治、清水俊夫、中部学院大学 井村 保、
田正裕ら。

受賞理由は以下の通りです。

は「介護」という現代的な問題。そして

【特別賞】

残り3作品の、特別賞の別府宏圀さん、

『TIP 正しい治療と薬の

優秀賞の上原真人さん、そして新聞部

情報』医薬品・治療研究

健在を示しました。

▲毎日新聞の河内敏康さんと八田浩輔さん
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◆書籍部門『驚きの介護民俗学』
（医

１巻「手探りで切り開いた認知症ケア

【優秀賞】

分析データを八重山毎日新聞に発信

国の医療機関にも通じる重いテーマ

ムヌカンゲー（物を考えて欲しい）との

で、医療について、一人ひとりにもっと

問題提起がされています。

学書院）
六車由実さん

きのこエスポワール病院の30年」／第

◆「ニルスの国の認知症ケア～医療か

し続け、その集大成が小冊子ながら起

大学の芸術学部准教授から、特別

２巻「自分らしく生きぬくために 小規

ら暮しに転換したスウェーデン」
（ド

爆力を秘めた本になりました。患者動

養護老人ホームの介護職員に転じた

模多機能拠点 大畑の家」／第３巻
「早

メス出版）藤原瑠美さん

向や輸血量、周辺離島からの患者のヘ

著者が、専門としてきた民俗学の手法

期診断そして人生は続く 太田正博さ

認知症になっても自宅でひとり暮し

リ搬送数、ごみ処分費用などにいたる

を生かし、認知症の人が話す言葉その

んの10年」の３巻からなり、医学の目だ

を続けられるスウェーデンの詳細な

多様なデータを様々な角度から分析。

ものを聞き逃さずに書きとめ、これを

けでなく、生活を見る方向に、社会を変

現場情報を日本の政策を結びつけて

医療を丸ごと人間ドックにかけたよう

もとに本書を書き上げました。認知症

えるエネルギーを秘めています。

紹介した、これまでにない本です。ス

な野心的な試みが評価されました。全

については、かつては脳科学的解明が

ウェーデン研究者からも、日本の政策

優先され、コミュニケーションの重要性

担当者からも高く評価されていること

が指摘されても、それはあくまでも「よ

から、
社会的インパクトがあると評価さ

い支援」をするためのものでした。本書

れました。長期、短期の滞在を重ね、銀

は、認知症の人を「支援する対象」とだ

座和光の管理職の経験で培った知識

け見ていては到達できない事実を明ら

と経験を生かし、基礎自治体の認知症

かにしました。増えていく認知症に対

ケアの現場を隅々まで歩いて網羅して

応するには、今まで認知症にかかわっ

います。国レベルの認知症政策が現場

ていなかった分野からもヒントを得て
いく必要性を示唆しています。

でどのように具現化されているか。介

▲別府宏圀さん

護スタッフの働き方や人生まで含めて

『TIP 正しい治療と薬の情報 』医薬

ました。

薬企業による承認申請資料、副作用情

の設計に作為がみられる場合はそれ

でムヌカンゲー」
（ボーダーインク）

らの点を指摘し、真のリスクと便益を

住民や観光客の命を守る八重山諸

ドキュメンタリーであると同時に、専

明らかにしようという、高い専門知識

島唯一の県立総合病院・八重山病院

門家にも家族にも認知症本人にも役に

を背景とした意欲的な記事が、毎号紹

麻酔科の医師が、多忙を極める日常業

立つ、これまで例のない認知症ケアの

介されています。エビデンスの本来的

務の合間に病院・医療の実態や、比較

DVDであることが、
評価されました。
第

意義が問われ、
利益相反

生きることが出来るのでしょうか？

P
O
E
M

の問題が広く認識されつ
つある今、30年近くにわ
たって、この二つの問題
に真正面から取り組んで
きた本誌は、医学ジャー
ナリズムの本来の在り方
を提示しています。

▲川村雄次さん
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攻するきっかけとなった。すべての生き物は
放射線には弱い。原発も原発事故も侮っては
ならない。
＝季語は、寒し（冬）

認知症になった時、人はどのように

母逝きて逝き順せまる隙間風

◆上原真人さん「八重山病院 データ

母 は 六 年 前 の 一 月、寒 の 最 中 に 亡 く な っ
た。数え年で九十六歳。干支（えと）の最初の
子年に生まれ、また子年に逝ったわけで、
「切
りのいい人生を歩んだのだね」
と褒めて（？）
くれる人もいた。
野辺送りの前夜、長子の私は広い本堂の片
隅で母のお棺のそばに床を取った。築二百年
余という本堂は隙間だらけで、夜通し冷たい
風 を 浴 び た。こ の と き 詠 ん だ の が 右 の 句 だ。
順当ならば、次に野辺送りされるのは私であ
る。都 会 の マ ン シ ョ ン に 住 ん で い れ ば、隙 間
風を感じることはないが、その夜ばかりは辛
い思いにさらされた。 ＝季語は、隙間風
（冬）

文には記載されていない事柄や試験

踏まれゐる片手袋の底冷ゆる

業団）川村雄次さん

▲藤原瑠美さん

雑踏のみぞれ道に、手袋が片方だけ落ちて
い る。何 十 人 に 踏 み つ け ら れ た の だ ろ う。こ
んなに底冷えの強い日、手袋だって辛いに違
い な い が、拾 い 上 げ る わ け に も い か な い。片
方 で は、拾 い 上 げ た と こ ろ で、ど う し よ う も
ないではないか。
＝季語は、底冷え
（冬）

のデータが意味するものを解釈し、論

＊

作『認知症ケア』
（ＮＨＫ厚生文化事

こだま

報などのデータを丹念に検討。これら

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「いのち
宿る科学
」あ る い は 「 俳 句 入 門 、
児 玉」とお願いします。

貸し出し型ＤＶＤ３部

谺ひろひこ

◆映 像部門

た

について、国内外の論文をはじめ、製

いてちょう

た。
日本で承認・販売されている医薬品

凍蝶の枝揺れに耐ふ力かな

報および副作用情報を提供してきまし

蝶はそのままで春の季語であるが、冷気に
触れて凍りついたように動けなくなったもの
を凍蝶という。タテハチョウ類など成虫で越
冬する蝶は、降雪や寒風にも精一杯耐えて春
を迎えなければならない。風に揺れる枝にし
がみついている姿は、けなげさを通り越して
雄々しささえ感じさせる。
こんな蝶が小春日和の暖かさに浮かれ出
て、
弱々しく辺りを舞っているのだ。
たとえ甘
い蜜や花粉がなくても、冷気から解放された
とき飛んでみなくてはならないという宿命を
背負っている。
しかし見る人には「あわれ」
や
「わびしさ」
よりも春への期待を抱かせる行動
に違いない。
＝季語は、
凍蝶
（冬）

購読料のみを資金に、
最新の医薬品情

死の灰にやつれて木造船寒し

製薬企業との金銭関係を完全に排し、

東京都江東区夢の島にある都立「第五福竜
丸 展 示 館 」で 詠 ん だ 句。こ の 木 造 漁 船 は
一九五四年三月一日、太平洋のマーシャル諸
島海域でマグロ漁をしていて、ビキニ環礁で
アメリカが行った水爆実験による多量の放
射 性 降 下 物（ 死 の 灰 ）を 浴 び た。そ し て 半 年
後、無線長の久保山愛吉さんは放射線障害の
ために「原水爆の被害者はわたしを最後にし
て ほ し い 」と 言 い 残 し て 亡 く な っ た の だ。私
が 大 学 二 回 生 の と き で、生 物 学・生 態 学 を 専

1986年1月に創刊したこの雑誌は、

● 命あっての俳句考〈自句自解〉

詳細に描き出していることも評価され

【冬よ残忍なるもの】

【特別賞】
品・治療研究会（別府宏圀代表）

▲六車由実さん

▲喜びの受賞者の皆さん

▲上原真人さん

▲シンポジウム会場風景
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新刊紹介

石田久仁子 井上たか子
神尾眞知子 中嶋公子編著
『フランスのワーク・ライフ・バランス』
パド・ウィメンズ・オフィス刊
（本体2,800円＋税）

松島松翠編集
佐久総合病院監修
『現代に生きる 若月俊一のことば』
家の光協会刊
（本体1,400円＋税）

新刊紹介

、これからの課題を考えるべき「若月イズム」

衆がつくるものである」ということを実証した

高齢化とともに分泌が低下し、いろいろな病

り、テストステロンは、男性に「やる気」を起こ

に接しようと思えば、読むと大いに参考にな

産業組合時代の先輩の歩んだ道を忘れては

気の原因にもなることを説明し、テストステロ

させるホルモンである。だから、朝から晩まで

る。生活改善を続けたお蔭で、今では健康長

ならない。」(『農業協同組合』誌第6号第3号、

ン値の計測を勧め、男性の病気予防を説く啓

よく働く「猛烈社員」のテストステロン値は高

寿の第一位は長野県になっている。その原因

全国農業協同組合中央会、1960 年)

蒙書である。易しく書いてあるので、読んでい

いに違いない。スポーツ選手のテストステロ

が、すべて若月先生の運動だけではないとし

第6項目に、
「 大衆のセンチメントをもっと

て面白い。あちこちで、身につまされる個所が

ン値も高く、常に前進することを心掛けてい

ても、その生活改善運動は外せない。

大切にしなければならない。これがあるから

多く、いろいろ考えさせる。テストステロンと

る。

若月先生は、若いころから文学好きで、読書

こそ、運動も発展し、大同団結もできるので

は男性を表す性ホルモンである。女性ホルモ

ところが、加齢とともにテストステロンの分泌

好きでもあったせいで、執筆量も相当なもの

はないか」がある。この項目の中で、若月先生

ンであるエストロゲンとの役目を比較して、テ

量が減ってくると、高齢者は代謝障害である

だった。佐久総合病院の広報誌に「農民と共

は次のような言葉を遣こしている。
「 センチメ

ストステロンの値を計測することは、様々な

血管障害つまり心筋虚血、脳障害であるう

に」と題する連載を載せ、それ以外に行った

ンタルというと諸君はすぐあざ笑うけど、人間

加齢病を防ぐことに導くと説いている。テスト

つ、認知症、睡眠障害、運動障害である口コ

講演の内容記録などが「若月語録」として多

はよく考えてみると、理論よりも案外センチメ

ステロンの分泌が低下してくると、気力が落

モティブ症候群などが起こってくる。

く残っている。それを選別して編集し、若月俊

ントでゆさぶられているものです。世間は一

ちてくる。それと共に、高血 圧症、心臓 虚血

一生誕 100 年記念として出版されたのがこ

般にそうですし、また世間はそのことをよく

症、動脈硬化などだけでなく、認知症の発症

まず第一は、かなり重圧のかかったウオー

の本である。編集委員は総合病院内の十数

知っている。知らないのは、案外いわゆる理

をも導くと説く。本の表題である「男はなぜ

キングをすることである。 運動を続けること

人が選ばれ、編集委員会代表が佐久総合病

論家や評論を職としている連中ではないで

女より短命か」の答えは、性ホルモンの力の

自身にテストステロンを増やすだけでなく、筋

院の池田肇循環器内科医師であり、松島松

しょうか・・・。」

これらを防ぐには、どうしたらよいか?

違いにあると説く。男女の 性ホルモンは共

力をあげ、骨を強くして、それがまたテストス

こうした項目が82続くが、読んでいて飽き

に、それぞれの血管保護作用があるが、エス

テロン分泌を増量させる。それともうひとつ、

現在の佐久総合病院統括院長の伊藤敏先生

ない。
「 なるほど」と納得できる項目ばかりで

トロゲンの方がテストステロンよりその力が

熊本先生はテストステロンの補充療法を勧め

は、その「まえがき」を、こう書きだしている。

ある。若月先生は文学好きであり、作劇も好

強いためであると答える。確かに、エストロゲ

る。熊本先生は東京銀座の「健康院クリニッ

きで、毎年夏になると、総合病院の夏祭りが

ンは男性の体内にも少量ある。女性の体内に

ク」でメンズヘルス外来を開いており、ここを

本書は、そのほとんどが日仏女性研究学

若月俊一先生と言えば、佐久総合病院長と

翠名誉院長が本の「あとがき」
を書いている。

会の会員で、フランスの男女平等政策やジェ

して有名であった。7年前に亡くなったとき

ンダー問題に取り組んできた研究者らが執

には、約 3,000人もの葬列者が 不便な佐久

筆していることに大きな特徴がある。

総合病院に集まるほど人を惹きつけた先生

「饒舌だが空疎な言葉であふれかえった現代

出産や子育て期に労働力率が低くM字型

であった。もう 40年も前になるだろうか、先

にあって、 この本を手に取られた方は、平易

行われ、農民が抱える課題を劇にして、ホー

も、テストステロンがわずかにある。さらに、

訪れる高齢 者の診断治療をしているが、必

の日本とは異なり、フランス女性の年齢別階

生著の「村で病気とたたかう」(岩波新書)を

だが地に足のついた言葉の一つひとつから、

ルで演じられた。医学に関わる問題は、言葉

男性には DHEA (デハイドロエピアンドロス

要な患者にテストステロン補充法を試み、こ

級別労働力率は、出産や子育て期にも維持

読んだとき、大変感激したことを覚えている。

確かな手ごたえを感じ取られると思う」。

より劇で示す方が通じるというのが若月先

テロン) という弱性の性ホルモンがあるが、

れまでに重篤な副作用は出ていないという。

した台形である。25歳から49歳までの女性

医学は患者のためにあるということを実践し

この本は、
「 若月語 録」を82の項目に分け

生の感想であった。

女性にもDHEAが僅かに分泌している。しか

今は、治療医学より予防医学が大事だと言

の労働力率は83．９％（2011年）にもなり、そ

ていることを記録したものであった。若月先

て編集されている。始めは、
「医療は民衆のも

し、胎児の頃に母親の体内で性ホルモンの

われ、様々な機関で予防につながる方法が勧

の一方で合計特殊出生率は２．０１％と双方

生が 東大外 科に在 籍していた戦争末期の

のであり、民衆がつくるものである」という項

医学知識だけでなく、人間的な接触が大前

シャワーを浴びるが、男性は男性ホルモンの

められている。そういう観点からも、一読をお

を高い水準で保つ。フランスの女性は仕事を

1943 年、富山の工場労働者の実態調査をし

目である。その説明の一か所に、若月先生の

提であることを自覚させる良書で、一読をお

シャワーであり、女性は女性ホルモンのシャ

勧めできる著書である。

持ちながら子どもを持つことも可能。つまり

た研究結果が当局の怒りを買い、治安維持

言葉が入っている。
「かつて、産業時代の先輩

勧めする。

ワーを浴びて生まれてくる。更に、女性は出

先進国でありながら出生率の高いフランスは

法に引っかかって刑務所に入れられ、そこで

は、農村経済復興、厚生を行うには、まず医

産・育児を保護するため、性ホルモンの保護

人口減少、少子高齢化社会にあるわが国の

獄中生活を過ごした。別にマルクス主義者で

療問題を解決しなければならないと決意し、

作用力は男性の場合より強い。したがって、

注目すべき国である。その背景にあるのは何

はなかったが、この時代はちょっとでも左翼

独力で、いわゆる ｢自分たちの力｣を結集し、

か、社会制度の歴史、人権、教育といった多

思想が窺われると、有無を言わせず監獄に

組合病院 (後の厚生連病院) をつくる運動を

角的な考察を加えている。

いずれにしても、医学の社会への適用は、

（大野善三）

熊本悦明著
『男は女よりなぜ短命か』
実業之日本社刊
（本体1,400円＋税）

女性が更年期を迎えて、女性ホルモンの分泌
が停止すると、ほてり、のぼせなどの更年期

放り込まれる時代であった。1年間の獄中の

始めたというではないか。東 北から燃えあ

リプロダクツ・ヘルス・ライツの分野では、避

暮らしが終わって出所したところ、当時の大

がったその火の手は、それこそ「燎原の火の

妊 や妊 娠中絶が女性の権 利として保 障さ

槻菊男教授は若月先生に、
「どうせ、このまま

ごとく」またたくまに全国にひろがり、ついに

れ、社会保障による費用負担が確立してい

いたら、また特高 (特別高等警察)に捕まる恐

当時の中央会を動かし、さらには、それがも

女性の男性化が進む。しかし、男性にも更年

る。セクシュアリティの現状と課題についての

れがあるので、佐久病院に勤務したらよかろ

とになって、今日の国保の誕 生を見るにい

期障害は起こる。ただ、テストステロン分泌の

記述にも注目したい。生命倫理法と相まって

う」と忠告されて、佐久病院に入った。20床

たったのである。(中略)」
「 医療や保険の問

減量がゆっくり、わずかずつであるため、女

医学的不妊に対する生殖補助医療が、フラ

程度の小さな木造病院だったが、若月先生は

題は厚生省にまかせればいい、 医療費の問

性の閉経期の更年期障害ほど目立たない。

ンスという社会、文化の中でどう位置付けら

60年かけてそれを総合病院にした。敗戦前

題は国保にまかせればいいと思っている人

だが、性ホルモンの血管保護作用が弱くなっ

れているかが浮かび上がる。高齢出産、急増

後の農民の生活は惨憺たるもので、寄生虫

が多い。なにしろ今日は、社会保障制度が発

て、気力が落ちてくるだけでなく、動脈硬化が

する生殖補助医療、出生前診断等、多くの課

は誰のおなかにも見られ、栄養不足は普通

達しているのだからという口実で、社会保障

進んで脳梗塞や心筋梗塞症などが増えてく

題に直面する日本をどう論じるべきか、改め

で、高齢者の寝たきりがいたるところに見ら

のことは「おかみ」がよろしくやってくれるは

る。

て参考になる一冊である。

れた。そこで、若月先生は、基礎から一歩一歩

ずだという。」
「 だが、今日のわが国がそのよ

テストステロンの威力は社会生活に現れ

改善し、農民の自覚を向上させ、ついに「国

うな甘い実態であろうか。政治は、自分たち

る。ロンドン証券所で働くあるトレーダーの

際農村医学会」を開き、その会長も務めた。

（倉西隆男）
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障害が大きく現われ、目立つ。エストロゲン分
泌が止まったあと、体内で分泌していたテス
トステロンやDHEAの値は変わらず、むしろ

（大野善三）

小島正美著
『メディアを読み解く力』
エネルギーフォーラム刊
（本体900円＋税）

が動かすものであり、法律は自分たちがつく

本のカバーに、
「テストステロン低下症が引

利益獲得率は普通のトレーダーよりも良かっ

著者は、現役の毎日新聞記者（生活報道

「農村医療の原点」と題する著書6巻は今も

るものあることを、いつのまにか忘れている

き起こす男の動脈硬化・メタボリック症候群」

たが、その人のテストステロン値は普通の人よ

部編集委員）である。食品や医療の記事を多

古典として残っている。過去の問題ではなく

のである。
「医療は民衆のものであり、また民

とある。この本は、テストステロンの役目と、

りはるかに高かったという調査がある。つま

く書く中で、食品では遺伝子組み換え食品や
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