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『江戸健康学～スローな時代のエコな
養生法のすすめ～』
日本地域社会研究所刊
（本体1,800円＋税）

法の王道」、徳川家康の章では「ホメオパシー
を手掛ける」といったように、それぞれの武将
を通して、健康法を探索しています。それ以外
に、
「 忍者編」では忍者の日ごろの生活ぶりを
紹介し、
「番外編」では武士の生活を様ざまな
視点から注目し、
「資料編」では現代と戦国時
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代を理解するために必要な補助資料を用意す
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るなど、現代の視点を配慮して記述してありま
す。イギリスの歴史学者、E.H.カーが「歴史と
は、過去と現代の対話である」と言っています

〈速報〉
東日本大震災現地報告

が、この本は、日本人祖先の生き方を描き、当
時と現代を対話できる面白い本です。

今に通じる食文化
最初に、
「今昔・アンチエイジング対談」の章
を設け、引き続き、
「いろは」から始まって「ゑひ
もせすん」へ順序を追って、江戸時代の庶民生
活の様子を解説して行く構成になっています。

役立ったこと、役立たなかったこと、
意外だったこと

患者さんへの朗報がいっぱい

児玉浩憲著
『無限に向かう科学と仏教』
朝日クリエ刊
（本体1,500円＋税）

報告・穴澤鉄男（仙台市在住）

前著に続く本書は、サブタイトルに「こんな
病気も治る！」と銘打って、さまざまな新しい治
療法、
いままでの治療法ではあまり成果が上が

3月11日午後発生した東日本大震災は、恐らく有

震の「グラグラッ」を私は山梨県富士吉田市で体

史以来最大規模の自然災害である。そして、私が

験した。仕事で出張中だった。会議を始めようと、

住む宮城県が、少なくも人的被害でみれば47都道

会場に入ったところで揺れに襲われた。すぐ私たち

府県の中で最も深刻なダメージを受けた。100万

は建物の外に退避、間もなく停電した。テレビが見

都市仙台も集落ごと津波にさらわれた地区があ

られず、会議の主催者はパソコンを持ち出し情報

心不全患者に特有の血中のBNP（脳性ナトリ

り、ある場所では海水は内陸部1キロにまで浸入し

収集し始めたが、さっぱり全容がつかめない。

ウム利尿ペプチド）の値が劇的に下がり、心臓

た。県警本部長は20日、宮城県内だけで犠牲者は

三陸沖が震源で、大きな津波が来たらしいこと

ます！」と書かれてる通り、
「いろは・・・」の順序

移植しか道がなかった患者さんがサウナ浴を

1万5,000人に達するだろう、との見通しを述べてい

は、おぼろげながらわかった。
「茨城に10メートルの

にしたがって話題を提供し、適切な図表を入

続けながら元気に生活しているというのは驚

る。

津波が来たらしい」
「 宮城県栗原市で震度７を記

本の帯に、
「 今に通じる食文化やエコライフの

らなかった疾患の新しい治療法を14紹介し、

源は、江戸時代にありました。貝原益軒の養生

困っていた患者さんへの朗報となっている。心

訓や平賀源内の植物園のほか、江戸庶民の生

臓移植患者が次々と改善するという「和温療

活の中には、時 代を生き抜く知恵や 情報 が

法」
、いってみればサウナ浴だが、それによって

いっぱい！「いろはにほへと」の調べを楽しみ
ながら、スローな時代のエコな健康法が学べ

れて解説を加え、中には、
「ちょこっとクイズ」で
問題を出し、現代ではそれがどんな意味にな
るかを説明していますので、健康の知恵を豊
富にして呉れる読みやすい本です。

植田美津江著
『戦国武将の健康術』
ゆいぽおと刊（本体1,400円＋税）

宗教的思考と科学的思考の
融合の先にあるものは？

きだ。田辺さんの『心の傷は脳の傷』という本
でも取り上げられた「松澤式治療法」では、う

本書は、科学ジャーナリストにして、和歌山

つ病や認知症、統合失調症の患者さんに対し

県の親鸞の念仏を祖とする山寺に生まれた仏

て、海馬や扁桃体がよく映るMRIの撮影法を

教者である著者が、長年の思惟の末に著した

用い、セロトニンを増やす治療を続け、投薬に

哲学書だ。その著者にとっての究極の真理は

も工夫を凝らし、完治する状態まで持ってい

「無為自然という巨掌」という自然観、科学観

く、という。このような驚きの治療法がいくつも

に基づく境地だ。古代ギリシャ以来の西洋の

紹介されているが、著者は「あとがき」で、
「そ

哲学者・科学者が「無限大」を見据えて思索や

こに登場した医師の多くは、現在の学会を中

研究にふけったのは、無限大がもっとも心安ら

心とした医療からは外れてい」て、そのため、正

かで満たされるからであり、無限大とはアミダ

当に認められず、冷遇されているので、自分の

の境地であり、世界や宇宙を成り立たせてい

仕事は、治す医療を実践している医師たちを

る法則を解明し、
自分もその法則に「生かされ

支援することにあると述べている。

（雨）

ている」ことがわかれば、雄大な気分になると
いう。本書はそうした考えに基づき、環境を傷
めた人間の欲から説き起こして広がりすぎた
産業活動への疑問を呈し、地道に実績を積み

祖先の健康法は意外
16人の武将を取り上げています。北条早雲、
武田信玄、上杉謙信から徳川家康までの16人
です。北条早雲の章では「早寝早起きは健康
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重ねる科学への信頼を表明し、そしてアミダの
宗教体験に基づく実生活でのものの考え方が
展開されている。見開きごとに話が完結し、読
みやすい。

（雨）
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会報の編集者から今回の被災
者としての体験を医学ジャーナリ
ストの視点で書くようにとの話だ
が、私が住んでいる仙台市内、宮
城県内での被災状況に関する情
報は、99％マスコミから得ている。
地震災害はおしなべて広域的であ
りながら、結果としてもたらされる
被害は極めてまだらに分布する。
集落ごと津 波にさらわれた若林
区荒浜は、車で市中心部から30分
ほどの位置にあって、私自身何回
も訪れており、海水浴をしたことも
ある。つまり、私自身被害者になり
えた場所であり、私の知人も家を
失った。一方、私の家（マンション）
は深刻な被害はなく、地震発生翌
日には電気が回復し、6日目には
水道も通じた。
【情報入手】ラジオが一番
11日午後2時46分起きた巨大地

食材などを買い求めるために並んだ市民。ガスコンロのカセットボンベを確実に買えるという情報が、列を長くした一因＝18日、仙台
市青葉区中央2丁目、
ダイエー仙台店
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録した」などの情報が、断片

が家は暖房もガスストーブがメーンで、石油ストー

で はない ので、メン

的に伝わってきた。しかし、

ブは1台もない。
これから数カ月をどう凌ぐか。

バーがある情報をポ

マスメディアがないと、やは

<炊事>カセットボンベの備蓄不可欠

スティングすれば 瞬

り全容が分からない。
停電したら、ラジオしか

こと自体はそれほど苦痛ではない。ガステーブル

はなく、坂上さんがコ

が壊れ、半年ほど簡易コンロで過ごした経験があ

ピーして張り付ける

小 型ラジオを持ち歩く人

る。問題は、燃料のカセット用ガスボンベ調達であ

作業をし、会員にメー

は、最近ほとんどいない。ワ

る。発災時点で、在庫は３本しかなかった。店はす

ルで 流す仕 組みで、

ンセグ機能がある携帯電話

べて閉まっており買うすべがないし、開いていたと

少々手間がかかるが、

も増えており、今回一緒に

しても売り切れだろう。18日意を決しダイエー仙台

今回はこの情報に本

店に並んだ。寒風の中、並ぶこと3時間30分。列の

当に助けられた。
１人

長さにして4列500㍍はあっただろうか。1人3本限

の目には限度がある

定で入手できた。行列の整理をしていた社員の話

が、
仕事も住所もばら

だと、11トントラック１台でコンロとともに大量入

ばらの80人の目が入手した情報が集まると、
極めて

を試みたが、エリアが異な
るためかうまくいかなかっ
た。
【安否確認】一定の時間を
置いて電話する
地震があると、みんな一
市内中心部のあちこちには「にわかおにぎり屋さん」が、路上で店

斉に携帯に飛び付く。しか

開きし、けっこう売れている。自宅の炊飯機能が駄目になったか、

し、まずつながらない。電
話会社が通話制限を始め
るから、当然である。私は諦

め、
暗くなってから掛けたが、
やはりつながらない。
翌朝午前5時、まず茨城県つくば市にいる長男
と連絡が取れる。6時前にやっと家内と連絡がと
れた。
「 怪我はない。マンションの室内はめちゃめ
ちゃ。夕べは、隣人のエンジンをかけた車の中で
1晩を過ごした。余震のおそれと、停電による寒さ
で、
部屋の中には居られなかった」
との報告。
とりあ
えず、胸をなでおろす。次いで、たまたま上京してい
た娘とメールで連絡が取れ、娘を通じ都内に住む
二男の無事も分かる。音声よりメールの方がつなが
りやすいと一般的に思われているが、両方つうじ
ない時間帯が多かった。
あわてず、一定の時間を置いて電話するのが、コ
ツのよう。
【防災備蓄】
水がたっぷりあることで安心感
わが家では、災害に備えての備蓄は特に意識し
て行っていなかった。
防災目的ではない水
の在 庫を除 いて。家
内 に 聞くと、今 回 地
震が起きるや、すぐコ
ンビニに走りトイレッ
トペーパー、電池、弁
当4個、懐炉を確保し
た。スーパーはスプリ
ンクラーが 作 動して
仙台市民の台所、仙台朝市には、野菜、魚、肉を求める長い列が出来た
＝18日午前、
仙台駅前
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時に行き渡るわけで

役立つものはない。しかし、

出張した仲間がテレビ受信

食料備蓄をしてない人が買うのだろう=18日、仙台駅前

調理は簡易ガスコンロに頼ることになるが、その

びしょ濡れで、買い物
不能。次に行ったコン

格安料金でシャンプーをする店が相次いだ。水道、ガスが止まり、
自宅で
できない女性のためだ

ビにでは、停電のため店員から断られたが、何とか
拝み倒して売ってもらったという。事態がまだ動い
ているうちに駆けつけたのがよかったのだろう。揺
れ直後の判断としては、
的確だった。
【トイレ】
ネコ砂での処理は成功せず
食べることと並んで重要なのが、排泄物処理で
ある。今回、ユニークな方法を試みたので、紹介し
たい。
ネコ砂とは、ペットの排泄物を固形化、消臭する
商品である。トイレに大きなビニール袋を置き、ネ

荷したという。
ついでに、トイレットペーパー、野菜、酒などを買
ずか。
豆腐、
牛乳はあったし肉は豊富。
食品は、
多く

に、東京電力福島第一原発事故が予断を許さない

が「1人1点」
など点数を制限された。

展開を見せており、天候をにらみ、エアコンの使用

電気ロースターは、ガステーブルが故障していた

を気に掛け、両にらみの対応を私たち個人も余儀

際買って、
故障が直った時点でお役ご免になり捨て

なくされた。友人からは「放射性物質は、既に宮城

ようと思っていたが、再び出番がきた。

県にも拡散している。雨や雪には絶対に当たらな
いこと。傘程度では駄目、カッパを着ること」とい
う警告のメールが寄せられる。私は出身が福島県
だし、長男と孫が比較的距離が近い茨城県内にい

す、というものだ。最初は「大」も「小」もこのビニー

る。雨や雪が降っていればできるだけ出かけず、風

ル袋で用を足していた。ところが、尿はとてもネ

が陸に向かっていればエアコンは使わない方がい

コ砂で吸収できる水分の量でないことが分かり、

い。

「小」は外で済ますことにした（下品な話だが、災害

3月20日現在の情報では、既に福島県や茨城県

時だからお許しを）
。

の牛乳やホウレンソウから放射性物質が検出され

幸い、籾殻薫炭（もみがらくんたん）があったの

ている。不安は現実のものになりつつある。

で、これを大量に袋の中に入れ、吸水、消臭し、燃

に入れ流すのが基本だろう。
やはり、
給水所で水をもらい、
最少の水量で汚物
を流すしか方法がないようだ。だた、給水所に走る
にも、ペットボトルすらなく、やかんや水筒もって並
んだ人が多かったと聞く。我が家は、
「水商売」をし
ていた関係で20リットルのタンク4個を所有してい
た。
蛇口付きタンク2個くらいは、
用意しておきたい。
【転倒・落下防止】家具転倒防止ポールは有効
これといった地震対策を実行していなかった
わが家だが、書棚３カ所に突っ張り棒タイプの転
倒防止ポールを設置していた。その3カ所は、転倒
しなかった。梁で支えていた1カ所はポールが外れ
てすらいなかった。未設置の書棚2カ所は、転倒し
た。
【煮炊き・風呂・暖房】６時間並んでやっと湯船に
炊事、湯沸しの熱源はすべてガスに頼っている。わ

有用な集積になる。
【終わりに】
福島第一原発の行方重くのしかかる
今回の震災は、そうでなくとも被害が甚大なの

を掛け、一定の量になったら、燃えるごみとして出

ば、風呂の水をバケツで汲んで水洗トイレのタンク

喜代 乃湯

うが、油揚げ、納豆の類が姿を消している。魚もわ

コ砂を敷いて置く。用を足す度に排泄物の上に砂

えるごみとして出すことができた。教科書的に言え

入浴の順番を待つ人でごった返す銭湯入口＝16日、仙台市宮城野区の

東京で使う電力を発電する原発立地を、なぜ福
内部の損傷が激しく、バリケードで完全閉鎖されたＪＲ仙台駅。20日
現在、
宮城県内では1本のＪＲ線も走っていない

島県が引き受けなければならないのか。それが、
当
たり前の疑問であることを、今回の事故が実証し
た。
「原発を東京に!」
。（了）

【助け合い情報交換】
メールの威力まざまざ
私も参加している「広瀬川倶楽部」いう組織が、

（あなざわ・てつお=編集工房まんさく主宰、元河北
新報）

仙台にある。異業種交流会でもないし、奉仕活動
団体でもない。食事会を開いたり、ゴルフコンペを
したり、時にはチャリティーショーを開いたりする。
親睦団体としか表現できない、仙台在住者を中心

（穴沢 氏の原稿を編集部の責
任で短くしましたことをお断り
します。
）

とする会員80人ほどの組織である。リーダーの坂
上満さんが、BCCメールで会員に会の行事などの
お知らせを流している。
15日、ある会員の提案で「助け合い」という、情
報交換システムがスタートした。
「 〇〇商店で並ば
ずに野菜が買えた」
「××湯
（銭湯）
が営業している」
「△△店でガスボンベが買える。3時間待ち」など
の情報が、次々共有される。メーリングリスト（ML）

ほとんどコンビニが、
商品供給ストップで閉鎖された。
「手軽で便利」
な存在が、
真っ先に機能停止する＝18日、仙台市南町通

Medical Journalist 3

●10月例会

特定看護師・診療看護師の養成教育—
   看護師の業務･裁量範囲の拡大を目指して
草間 朋子さん（大分県立看護科学大学学長）

報告・中村雅美

があげられる。その一員として看護師が大切な役

1996年からの認定看護師がある。いずれも日本看

割を果たす。チーム医療推進のためには看護師を

護協会が認定するが、このうちＣＮＳは看護系大

はじめ医療従事者が裁量を広くもつことが重要

学の修士課程で養成するもので、
ライセンスではな

であるが、もちろん、その際には「安全」を確保す

いものの、2010年1月現在10分野で452人のCNS

るために教育をきちんとすることが重要であるこ

がいる。

とは論を待たない。それが社会･国民（患者など）

CNSは養成課程などＮＰ（診療看護師）と同じ

との信頼関係を築き、
「 安心」を得ることにもつな

ようだが、大きな違いがある。CNSはより専門家、

がる。

高度化した看護サービスの提供が主目的であり、
ケースマネジメントなど組織内の調整が主業務で

私たちが医療機関に行った時や患者として病院

可能な病態の変化の範囲を逸脱した場合に、早急

に入院した場合、もっともよく接触する（お世話に

に医師に連絡を取り、その指示が受けられる体制

なる）医療従事者は看護師であることには異論は

が整えられていることである。

ないだろう。その看護師の仕事は年々増えており、

▲草間朋子さん

また、特定看護師（仮称）の資格として、①看護

しかも高度化している。それに対応する看護師の

師免許を保有している②看護師としての一定期間

養成は急務だ。大分県立看護科学大学の草間朋

以上の実務経験がある③特定看護師の養成を目

子学長は、高度化が著しい看護師の技能向上を目

的とした課程として第三者機関が認定した大学院

指してナースプラクティショナー（NP：診療看護師）

修士課程を終了している④修士課程終了後に第

の養成に先頭に立って取り組んでいる。NPとは何

三者機関による知識･能力の確認・評価を受けたこ

か―草間さんの講演を基に考えてみたい。

と、がある。さらに、一定期間（例えば５年ごと）の

NP（診療看護師）は「医師と連携・協働して､一

認定更新制度を設けることも提言された。

定の医行為（診療行為と解される）を行える看護

この特定看護師（仮称）が行える特定の医行為

師」と定義される。米国で始まったが日本でも草間

の例として、気管挿管･抜管や疼痛、発熱、脱水、下

さんを中心にこの制度を定着させようという運動

痢、便秘等への対症療法などをあげている。これ

が盛んになり、
すでに日本ＮＰ協議会（前身は日本

らを特定看護師（仮称）がタイムリーに実施するこ

ＮＰ連絡会、2009年10月1日から協議会としてス

とによって、
「診療が円滑に進み､患者のＱＯＬの向

タート）が発足、一部の大学でＮＰの養成が始まっ

上につながる処置」
などとしている。

ている。
今年（2010年）1月には厚生労働省の医政
局長宛に要望書を出している。
また、昨年（2009年）8月には厚労省に「チーム
医療の推進に関する検討会」がスタートし、ＮＰの

NPは米国のコロラド大学で1965年に始まった。
日本などと大きく異なる点は、提供した医療サー

供が中心である。つまり、個人を対象にした医療的

の資格を得る条件にしている。2008年以降、大分

な介入が活動の主眼であり、必然的に裁量範囲の

県立看護科学大学、国際医療福祉大学、東京医療

拡大が伴う。法律など制度を変える（創設する）こ

保健大学東ヶ丘看護学部、北海道医療大学、聖マ

とが必要なのである。

リア学院大学が参加、ＮＰの養成に取り組んでい
る。

●ＮＰの活躍により期待される効果

2年間の教育では簡単な検査を含む健康アセ

症状の早期改善や状態悪化の防止など、患者の

スメント能力や看護処理能力、チームワーク・協働

QOLや満足度の向上が期待できる。
効率的なチー

能力などＮＰに必要とされる能力を身につけても

ム医療の推進は医療サービスの充実につながるだ

らうが、特にPhysical Assessment、Pharmacolo

ろう。ＮＰをはじめ看護師の裁量拡大のためには

gy、Pathophisiologyの3つのP、いわば基礎的能力

看護協会の同意、
医療従事者や行政の理解を得る

の強化を図っている。

ことはもちろんだが、広く国民の理解･支持がなけ
ればならない、と考えている。

●看護職の役割拡大に向けての制度化の動向

草間さんの話を聞いて、チーム医療の大切さや

国民に「安全」で「安心」できる医療保健サービ

その中における看護師の役割が大切であることが

スを提供するために、大分県立看護科学大学と社

よく分かる。また、看護師の仕事も年を追うごとに

●NP養成の背景

い。

に、この検討会報告書ではＮＰを特定看護師と呼

療保健サービスの受け手側（患者）では､社会の

んでいて、診療看護師という言葉を使っていない。

高齢化が進んで疾病構造が変化している（例え

これは診療を行えるのは医師だけであり、看護師

ば､急性病中心から慢性疾患が多くなるなど）こ

の業務には「診療」は入っていない、という医師側

とや、QOL向上など疾患治療の際の患者ニーズ

の声が強く反映した結果ではないかと推測でき

が多様化していることなどがあげられる。一方、医

る。

療保険サービスを提供する側（医療関係者）を見
ると、医療の高度化･専門化が進み、かつ医療従
事者が不足気味にあることなどがある。いわば、
病気を治すということを主眼とすることから、疾
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単位以上（実習14単位以上）を習得することをNP

Ｐが必要とされる所以である。

近年の医療を取り巻く環境の変化によってNP

医師の包括的指示とは、①対応可能な患者の範

な活動で、個人を対象にしたプライマリーケアの提

専門性を増し、かつ高度な知識が必要である。Ｎ

の必要性が増しているのではないか。例えば、医

●NPとは―特定看護師
（仮称）
･診療看護師とは

は可能である。一方、ＮＰは医師と連携・協働が主

特区の提案（申請）をした。特区の申請は2009年に

とができる」のがＮＰである、と言っている。ちなみ

る検討会の内容から入った。

日本ＮＰ協議会では5年以上の看護職としての
経験がある人を対象に、大学院修士課程以上で43

会医療法人大分岡病院は2008年11月に構造改革

の包括的指示の下で特定の医行為を実施するこ

草間さんの話は、まずチーム医療の推進に関す

あって、制度を変えることなく現行法令の下で実行

る。

ビスに対してＮＰに医療費が支払われることであ

日本への本格的な導入が検討されている。
「 検討
会」の報告は2010年3月に出され、ここでは「医師

●ＮＰ養成の現状

病の予防やリハビリテーションなどへ医療の要請

2回にわたって行ったが、まだよい返事を得ていな

ただ、これまでの議論を聞いていると日本にＮ
Ｐ制度を導入する際に、いわば”反対勢力”として

ただ、こうした活動が引き金になったのか厚労

医師が大きく立ちはだかっているような気がして

省に「チーム医療の推進に関する検討会」が2009

ならない。
「 診療」という言葉を使うかどうか一つ

年8月にでき、その報告書が今年（2010年）3月に

とってみても、かたくなに“抵抗”しているようだ。
そ

でた。これを受けて2010年5月には「チーム医療推

こには自分たちの既得権益を守るということが先

進会議」が厚労省に設けられた。
「推進会議」には

に立ち、国民をどうするかといった「患者」のことを

2つのワーキンググループがあり、その一つである

考えた行動があまりみられない。医師による「患者

「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキン

不在」の議論が横行している、と思うのは私だけ

ググループ」で、ＮＰの養成のあり方などが検討さ

だろうか。

れている。このように、NPの制度化に関する環境
は整いつつあるといってよい。
日本における専門性の高い看護師（の資格）
としては、1995年からの専門看護師（ＣＮＳ）や

（なかむら・まさみ＝医療ジャーナリスト、江戸川大
学教授、前日本経済新聞編集委員）

が変化が来ているとみてよいだろう。

囲が明確にされている②対応可能な病態の変化

こうした事態に対処する方法の一つとして医

の範囲が明確にされている③指示を受ける看護師

師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、OT、PT、

が理解しうる程度の指示内容（判断基準、処置･検

介護福祉士など医療関係者がそれぞれの専門知

査･薬剤の使用の内容等）が示されている④対応

識を生かして連携･協力し合うチーム医療の推進
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●11月例会

医薬品クライシス―もう新薬は生まれない
佐藤 健太郎さん（東京大学大学院助教）

▲佐藤 健太郎さん

2010年11月例会では、同年5月に著書『医薬品

られることが多かったが、現在は合成医薬が主流

クライシス』
（新潮新書）で科学ジャーナリスト賞を

で、合成部門の化学者と薬理部門の生物学者によ

受賞した東京大学大学院助教・佐藤健太郎氏をス

るキャッチボールによって開発が進められていく。

ピーカーに迎え、医薬品業界のみならず今後の医

このうち合成部門では近年、コンビナトリアルケ

療に甚大な影響を及ぼすと思われる、業界の危機

ミストリーといって、一挙に多数の化合物を創り出

的状況を含んだ衝撃的な内容の講演を聴いた。以

す技術、またストラクチャー・ドラッグ・デザインと

下に要旨を紹介する。

いって、タンパク質の構造を原子レベルでくわしく

私（佐藤）は有機合成化学を専攻したあと13年

割り出す技術が進み、その結果各社は90年代、巨

製薬会社の研究所で創薬に携わり、その体験から

大製品を連発して黄金時代を迎えた。なかでも米

いろいろ書いたが、後から考えてみるとほんの上

国ファイザー社の高脂血症薬リピトールは年間1兆

流で働いただけで、いわばバットをつくる職人が

円をオーバーして、自動車産業もとても及ばないほ

野球について語るようものだと思っている。

どのヒット商品であった。
ただし医薬品産業が成立

社ランキングに大きく変動がありそうだ。

各社は、ホームランを狙って空振りが増えたという

大 型 買収 は一 段 落した感じで、最 近はベン

印象もある。そして技術の進歩は、
「落とす」技術が

チャー企業が高価で買収されている。それに伴っ

発達して
「上げる」技術が育たなかった。コンピュー

て近年、医薬品産業の商社化のような傾向がみら

タによる薬剤設計、ゲノム創薬なども進展したが、

れる。一方、ジェネリックやワクチン事業への進出

これらは決定打にはなりえなかった。

もみられるのは、利幅は狭くとも2010年問題の対

ではこの隘路を打開するには？新たな方向性と

応策と考えられる。大会社同士、さらに大学とも提

して「バイオ医薬」への転換がある。バイオ医薬で

携し、
秘密主義を捨ててのオープン・イノベーション

最も注目を浴びているのが「抗体医薬」で、がんや

といったことも盛んだ。

リウマチを悪化させるサイトカインを中和する抗体

次世代医療としてはRNA干渉など分子生物学

をつくり出すもので、
鋭い切れ味、
高い安全性で、
そ

の最先端知識を医薬に生かす試みが必要だ。山中

の製法には難易度が高いため、
ジェネリックが出現

教授のiPS細胞などによる再生医療の研究が爆発

しにくい利点があるが、それだけに生産コストが高

的に進んでおり、これらは医薬にできなかったこと

く、
高価になる。
また、
性質上細胞のなかに入れない

を解決する可能性をもつ。

ので、
適用可能な疾患は限られる。
すでに世界の医
薬品売上げ上位15傑のうち7つまでがバイオ医薬で

（ みやた・しん ぺい＝医 療ジャーナリスト、科 学
ジャーナリスト）

● 命あっての俳句考〈自句自解〉

谺ひろひこ

春一番
まづ幼な木を泣かせ過ぐ

春一番は、春になって最初に吹く暖かい南

寄りの強風のこと。早い年は二月中旬から吹

くが、何しろ突然やってくるので誰しも面食

らう。木々たちもびっくりだろう。

寂しいが、やはり住めば都に違いない。

＝季語は、花大根
（春）

父の倍生きて父の忌
山おぼろ

父は大戦の余波をまともに受けて長患い

の 末、彼 岸 の 中 日 に 三 十 六 歳 で 亡 く な っ た。

自分がその年に達したとき、「これからは父

の分も含めて濃密に生きてやろう」と決心し

たものだ。それから私は予想以上に長生きを

続 け て い る。ち ょ う ど 二 倍 を 超 え て か ら も

行き着いてしまった。しかし遠い過去の記憶

しい安全性基準はもしかしたら、有用な薬を多数

「生涯青春」などとうそぶき、とうとう喜寿に

ベル賞よりもむずかしいかもしれない。

はだんだん薄れ、まるで春のおぼろに包まれ

てはめると既存の薬でも危ないものが出てくる。厳

ているような感じである。

か認可されていない。オリンピックのメダルやノー

＝季語は、おぼろ
（春）

自体評価すべきことだが、この基準をそのまま当

風ぐるま
競ひて回り売れ残る

のしかかったことがある。この安全性重視はそれ

は、純粋な新薬は世界中で年間15 ～ 20種程度し

縁日の店先。ワラ束に差されたプラスチッ

15年の歳月と1,500億円もの費用が必要で、
最近で

ク製の風ぐるまが一斉に回転しはじめた。そ

床試験が長期化するなど、重い負担がメーカーに

ばを通り過ぎる子どもたちに向かって「買っ

どとくに重篤な副作用への関心が高まり、結果、臨

が、私の経験ではもっと確率が低いと思われる。約

～以上～

医薬として世に出るものは約2万分の1といわれる

てよ」「一緒に歩きたいよ」と叫んでいるよう

のバイオックスの副作用がクローズアップされるな

だ。一 所 懸 命 に 回 っ て み た け れ ど、や が て 日

認事項が厳格化し、米国でメルク社の消炎鎮痛剤

暮 れ。今 日 も た く さ ん 売 れ 残 っ た。明 日 は 果

質、
年齢、
性別の患者に有効なものはつくれない。

たしてどうだろう。ちょうど私の著書みたい

など、治療困難な疾患ばかりになったこと。また承

＊

高い薬が出揃って、残るのはアルツハイマー、がん

命などすべて異なり、
また人間同士でもあらゆる体

＝季語は、風ぐるま（春）

予測するが、
動物はタンパク質の組成、
代謝能力、
寿

だな。

圧、高脂血症など需要の高い疾患には、完成度の

こだま

認可が受けられなくなったこと。次に感染症、高血

人体実験は許されないので動物実験で効果を

谺ひろひこは、当会会員・児玉浩憲の俳号。

つくるというのが、
創薬のコンセプトである。

ブ ロ グ も よ ろ し く 。グ ー グ ル で の 検 索 は

近年、既存の医薬よりはっきり優れた薬でないと

とお願いします。

ではなぜ新薬が種切れになったのか。一つには

る程度妥協ができた、ベストバランスのとれた薬を

「 俳 句入門、児玉」あるいは「ひたる舎、児玉」

用などもあり、完璧な薬というのはありえない。あ

中でも人の背丈ほどの若木が春の試練に

れるクライシスの到来である。

ひれ伏さんばかりで、風切る音が泣き声にさ

るというジレンマがある。さらに他の薬との相互作

え 聞 こ え る。し か し 幹 は 細 く て も 粘 り が あ

う危機を迎えている。これが「2010年問題」といわ

り、何回もの強風に耐えてしだいに力をつけ

品が2010年前後にいっせいに特許切れになるとい

テムを通り抜けるには、小さな分子である必要もあ

て い く。保 育 園 の 子 ど も た ち が 転 び な が ら

酵素などの難関が待ち受けている。この監視シス

も、体のバランス感覚を身につけていくのに

ず新薬の開発は低減傾向にあり、しかも大型医薬

似ている。

次いだ。
その結果、
研究開発費の増大にもかかわら

到達するまでには、胃酸、消化酵素、細胞膜、代謝

大木たちも、この風のお陰で芽をほころば

タンパク質に結合しやすいが、しかしターゲットに

＝季語は、春一番（春）

のリスクを防止するために90年代から大合併が相

せるのだ。

え間なく新製品を出し続けなければならない。そ

いうのが、創薬の基本となる。化合物は大きいほど

崖ふちに小家一軒
花大根

タンパク質にだけ作用する化合物を見つけるかと

下から仰ぐと、切り立った崖の上に小さな

れて売上げは激減する。これをしのぐためには、絶

農家が乗り出すように建っている。大地震な

最長25年の特許切れとなればジェネリックに食わ

れ、副作用となって現れるので、いかにターゲット

どで崖崩れでも起こったら、ひとたまりもな

は血流にのってターゲットだけでなく全身に分布さ

い だ ろ う。そ の 周 り の 畑 に は 薄 紫 色 の 花 が

を上げることができるが、一方で特許が生命線で、

ひっそりと咲いている。大根の花である。

れないこと。
そしてたしかに少品目で巨大な売上げ

可逆的な柔らかい結合でなければならない。医薬

次の秋に蒔くため、すべて抜いてしまわず

れていること。
次に薬価はメーカー自身では決めら

に何本か残して種を採ろうとしているのだ。

に結合して人体の働きを調整できるからだ。

ということは来年もここに住み続けるつも

医薬品業界には他業種にない特徴がある。その
一つは医師法、薬事法などさまざまな法律に縛ら

かつてはペニシリンのように天然の成分からつく

ており、大手が出遅れており、数年のうちに製薬会

その他の要因として、大合併の結果大型化した

りらしい。黄色い菜の花の明るさに比べれば

けである。

できるかというと、酵素、受容体などのタンパク質

そのため、研究所で作り出される化合物のうち、

のように、
「神と悪魔の薬」
も存在する。

しているのは世界で10カ国ほど、
アジアでは日本だ

は、ビー玉で地球を操る試みに近い。なぜそれが

その結合は共有結合のように固いものでなく、

あり、
日本では現在協和発酵キリンと中外が先行し

【春の厳しさ】

もし医薬分子を1cmのサイズに拡大したら、人
体は地球より大きくなる。いわば医薬をつくると
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報告・宮田親平

の治療薬として見直しが行われているサリドマイド

殺しているのではないか。最近、ハンセン病やがん
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●
「朝立ち」
喪失は心臓・脳血管障害拡大の
“前兆”

●1月賀詞交換会ゲスト講演

男の医学―寿命に関係深い男性ホルモン
熊本 悦明さん（ 日本Men’s Health医学会理事長、

日本臨床男性医学研究所所長、性の健康医学財団名誉会頭、
札幌医科大学名誉教授 ）

報告・伊藤 正治

▲熊本 悦明さん

1月26日の新年賀詞交歓会の前に行われた特

調べなければわからない、という大きな違いがあ

別講演の演者は男性医学の“先兵”として旗を振

る。しかも、年齢を重ねるとともに、男性ホルモンは

り続けて50余年という熊本悦明博士。日本Men’s

減少する。その減り方は30代を標準とすると、50

Health医学会理事長、日本臨床男性医学研究所所

代は2割、60代で4割、70代になると６割も低くな

長、性の健康医学財団名誉会頭、札幌医科大学名

る。
それだけ命が短くなるということだ。
これをどう

誉教授の肩書の持ち主である。赤い蝶ネクタイに

いう方法で、サポートしていくのかを研究していく

赤いセ―ター、ベイジュのスーツ姿で登場した熊本

のが21世紀の医学である」と改めて解説した。

さんは、
「 ここにいる男性の皆さんはドブネズミ色
のスーツばかり，地味すぎますな。私は現在81歳だ
が、20歳ぐらい若いつもりで、普段，着用するもの
も、できるだけカラフルにしている。女性に負けず

女性ホルモンの血管保護作用
ここから、
「なぜ男性が女性より寿命が短いか」

に若い格好をしてもらいたい。私は『老』と言う字

について男女の生存率曲線の年齢推移模式図を

は大嫌い」
と会場の笑いを誘った後、
話を進めた。

スライドで示しながら「平和な時代には男女も50

「私は東大に入り1958年から東大病院の泌尿器

歳の更年期までの生存率は、ほぼ同じだが、その

科に男性外来を作ったのが、50数年前のこと。日

後の熟年年代の終わる80歳頃までの期間に大き

本で初めての試みだった」と口を切り、理由は医学

な性差の開きができている。
しかし、
それ以後の高

では女性のことばかり研究しているが、確かに情

年期になると男女の生存率カーブの性差はほとん

緒的には女性は難しい。しかし、実際は男性の方

どなく、
男女の寿命の性差は熟年期に創られる」
と

が医学的にはより複雑で、難しい。
「 男性の生理は

述べた。

単純である、なんていわれるが、とんでもない」
。そ

そして、その熟年期の性差の原因として、がんと

れも50歳を過ぎたら、
もっと問題が増え難しいとい

循環器疾患を挙げ、この二つとも男性側の死亡数

う事実がある、
と声を大にした。

が約2倍になると指摘、その理由を以下のように説

そして、男女の性について縷々、説明をした後、

明した。
「男性ホルモンにも女性ホルモンにも血管

次いで、男の生理としての勃起現象について詳

勃起の喪失がみられるが、これがメタボリック症

しく解説。これには性交渉をしようとするときの覚

候群の早期マーカーといわれるだけでなく、一酸

醒時の性的興奮による勃起と、もう一つ基本的な

化チッソ
（NO）の産生低下を招くことで血管障害を

生理である「睡眠関連勃起」の二つがあることを

より重くするという。そして、この場合、陰茎動脈が

指摘。特に睡眠関連勃起については、
「男性はすべ

1 ～ 2ミリであり、3 ～ 4ミリの心臓の動脈や5 ～ 7

て睡眠中のレム睡眠時に無自覚勃起していること

ミリある頸部の動脈に比べて細いため一番先に障

を認知しておいてほしい」、と強調した。そしてこれ

害が起きる。こういうわけで、陰茎動脈の障害によ

は、レム睡眠時に副交感神経系の機能が高まると

る朝立ち喪失は、心臓や脳の血管障害へ広がる
“前

きに起こる全内蔵機能興奮に連動して陰茎も内蔵

兆”として強い関心を持つことが大切であると声

の一部分の役割として、しっかりと反応するために

を大にして警告した。

起こる、
と改めて説明を加えた。
さらに続けて睡眠関連勃起は、男性ホルモン依

ルモンの投与で、元気を取り戻した事例などを紹
介、
「男のバイタリテイを回復するには男性ホルモン

勃起時間の睡眠中の合計はしつかり相関してい

投与が如何に重要か」を説き起こし説き去った熱

る、という。そのため、最も男性ホルモン値の高い

のこもった講演は予定時間を10分以上オーバーし

20歳代では本人は気付かないが、睡眠中の全勃起

て終了した。

時間は睡眠中の半分にも達しており, ６０歳代でも

を囲んでの男性論議に花が咲き、女性会員が熱心

多くの健康男性が目覚め直前の最後の睡眠時の

に質問をする姿もみられた。

勃起だけを本人が自覚でき、
「早朝勃起（いわゆる
朝立ち）」として気がついているのだという。この話
には、まさに“目からウロコ”だった。

冗句茶論（ジョーク・サロン）
松井寿一

強調し、ここから、男性ホルモンの大切さにしぼっ

では原則として動脈硬化は起きない。しかし、その

て話を展開した。
「 男性ホルモンが減ると命が短

後、女性では閉経後は女性ホルモンが急激に減少

い」というのは世界の常識である。男性ホルモンが

するが、成人期での女性ホルモンの保護効果が強

減れば病気になりやすい、というドイツのデータも

力だったため、その保護作用の影響が熟年期まで

ある。もちろん、男性ホルモンが減ればメタボリッ

は、
ある程度は残るので、
どうにか急変せずに過ご

ク症候群になりやすいというデータもあり、当然、

せる。だが、80歳を過ぎるとその保護効果も無く

血管系だけでなく発がんなどあらゆる病気の発症

なり動脈硬化の機序が動きだし血管障害性の心・

にからんでくる。こんなことは、世界の医学界で言

脳血管性の病死が急増することになる」
「
。これに

われている。ところが、日本では、性ホルモンに対

対し男性の方は、男性ホルモンの血管保護作用が

し、非常にアゲンストの考え方であり、女性ホルモ

女性ホルモンほど強くないため、熟年期に入り男性

ンに対してもそうだが、男性ホルモンに対しては、

ホルモンが徐々に低下し始めるにつれ、その「保

もっとひどい、
と嘆きの弁をひとくさり。

護作用が薄れてきて血管硬化の機序が進行、血管

首領のことを「ドン」
と呼ぶ。
日本の首領は菅
さんなのでドンカン。

続けて「いずれにしても、男性ホルモンは徐々に

障害性の死亡が徐々に出てくる。このような男女性
ホルモンの作用機序の差が、50 ～ 80歳代での生

やすい。これに対して男の場合は、非常にバラエテ

存曲線の大きな開きを創っていると考えられる」

講演後、別室で開かれた懇親会でも、熊本さん

正常なら、睡眠時間の２割ぐらいは勃起している。

保護作用がある。このため更年期までの成人年代

減ってくる。女性は閉経で、ドンと減るからわかり

このあと、糖尿病患者や84歳の高齢者が男性ホ

存性が強く、男性ホルモンのレベルと自然に起こる

「みなさんは男の生理について知らないと思う」と

イに富んでおり、高い人、低い人とさまざまであり、
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●塾年期までの女性の強さは

ところで、問題は、男性ホルモンの低下で、早朝

大相撲は、野球賭博問題が片付づいたと

（いとう・まさはる＝医学ジャーナリスト）

スイオンが出て身体にいいという。しかしこ

野球用語で内角低めをインローといい、
外

れも一字違うと大変なことになる。電気石の

角低めをアウトローという。水戸黄門は印籠

シがスになったら電気椅子。トルマリン風呂

を出してアウトロー（悪人）
を懲らしめる。

のトがホになったらホルマリン風呂。

思ったら、八百長問題が持ち上がり、3月の
大阪場所は開催中止となった。
放駒理事長は
うまくカイケツできるだろうか。

動物園にはいろんな動物がいる。
夜になる
どんな名目の場合でも、お金を出してもら
うというのは骨の折れる仕事である。それで

と眠る。
寝息をたてる動物もいる。
ズー、
ズー、
ズー。

ボキン、
募金という。
こんな川柳ができた。
「相撲取ケイタイにぎ
り指相撲」
。

動物にもいろいろ悩みはある。わたしは鶯
将棋の格言で「歩のない将棋は負け将棋」

です。
鳥にもダニがつきます。
鶯ダニ。

というのがある。
たしかに「歩がいない（不甲
歌舞伎でも騒動が起きた。当の市川海老

斐ない）
」
。

蔵に質問した人がいる。
「勧進帳にはいつ出
られるのですか？」
「
。白紙です」
。

猛妻といわれる人は、たしかに頑張屋だが
欠陥もある。
猛妻欠陥（毛細血管）
。
心配する

政界も混迷の度合いを高めている。親分、

のに帰ってこない仲間がいます。空巣（から
す）
です。

のは昨日までで、きょうからは心配しないこ
とにした。
心配昨日停止（心肺機能停止）
。

わたしは鳩です。
浅草寺の境内で糞害に憤
慨したのか、コメをくれなくなりました。食糧

夕焼空という病名がある。雲真っ赤（クモ
都内某所のスパ（サウナ）の呼び物は、浴

わたしはカラスです。東京都のカラス退治
で仲間が減っています。
せっかく巣をつくった

難です。

膜下）
。

槽を電気石で囲ったトルマリン風呂。マイナ
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