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●2021年11月
第10回 （2021年度）

「日本医学ジャーナリスト協会賞」授賞式・シンポジウム

( 左から)　辻麻梨子さん・井艸恵美さん・風間直樹さん（東洋経済新報社）、清原稔也さん（京都新聞社）、千葉紀和さん・上東麻子さん（毎日新聞社）、東海佳奈子さん（福井放送）、
大熊由紀子理事

※「満美子賞」は当協会幹事だった故・松村（本名・曽谷）満美子さん（腎臓サポート協会名誉理事長、元 NHK
　  アナウンサー）のご寄付の遺志を生かすため、患者本人の視点を大切にした作品に、昨年度と今年度、贈呈。
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＜大賞＞

「筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者

嘱託殺人事件を巡る一連の報道」

京都新聞社 ALS患者嘱託殺人事件

取材班

　医師による嘱託殺人事件を、長期
にわたる内偵取材を経て、「逮捕へ」と
ネットニュースの特ダネで報じただけ
でなく、女性の生前の苦悩や葛藤、2
人の医師のこれまでの足跡、難病患者
が事件を受け止めた気持や生きる権
利の保障などを、多角的に詳報して他
紙を完全に引き離しました。
　仕事と趣味を楽しんでいたこの女性
は筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）になっ
たのちも、在宅サービスを受けて８年
の間、一人暮らしを続けていました。
　連載「『＃安楽死』の果てに」では、
この女性と医師がＳＮＳで結びつき安
楽死へと突き進んでいった事件の闇
や、難病患者の生を阻む偏見などに切
りこみました。
　続く４つの連載、「『生きる』を語る」

「瞳が選ぶ言葉と～ＡＬＳ独居と支援」
「『安楽死』をどう考える」「命揺れて見
つめて～ＡＬＳ事件が問うもの」で、さ
らに幅広く問題提起しました。
　「よくある安楽死論議に終わらず、

『生きたいと思える社会に』という報道

姿勢で一貫している」「医師・研究者・Ｎ
ＰＯ組織など多方面からアプローチし
た取材方法が好ましい」「彼女に日々生
きる希望をどうやってもってもらえばよ
かったのか、社会に大きな課題を投げ
かけた」など、選考委員一致で大賞と決
まりました。

＜優秀賞＞

東洋経済オンライン連載

「精神医療を問う」

東洋経済新報社　風間直樹さん　

井艸恵美さん　辻麻梨子さん

　「精神科入院経験者8割が入院中に
悲しい・つらい・悔しいなどの体験を味
わっている」という1000人規模の調査
をもとに、日本弁護士連合会が10月、

「精神障害のある人の尊厳の確立を求
める決議」を採択し、法改正を求めま
した。しかし一般紙はほとんど報じま
せんでした。
　精神医療は他人事、読者の関心をひ
かないという紙面づくりが常態化した

残念な現実です。
　その中で、経済を専門とする東洋経
済新報社が、2020年１月から３人の
記者を投入。理不尽な現実に直面した
当事者の声を丁寧に紹介している点
が秀逸です。
　「病院への暴力的な移送」「離婚した
元夫の策略で、子供の親権を取るため
に突然の入院を余儀なくされた女性」

「死に至る身体拘束をやめようとしな
い精神病院の現実」「引きこもりの当
事者を無理やり連れ出し拉致監禁する

『引き出し屋』」など、いずれも、新聞で
報じてよいニュースばかり。そうした報
道姿勢に共感が集まり14本の連載記
事のページビューは、累計で約2500万
にのぼっています。
　「問題点は分かった。改革の道筋が
欲しい」という声にこたえて、近く始ま
る第２部では「実例にもとづいた改革
の方向が提示される」とのことで、期待
がもてます。

　日本医学ジャーナリスト協会は、質の高い医学・医療ジャーナリズムが日本に根付くことを願って、2012年に「日本医学ジャー

ナリスト協会賞」を創設しました。第10回となる今年度も、全国から多数の素晴らしい作品を推薦いただき、その中から、「オリジ

ナリティ」「社会へのインパクト」「科学性」「表現力」を選考基準に、協会内に設けた選考委員会で慎重に審議した結果、2021年

度の受賞者を決定し、11月15日、授賞式と受賞者による記念シンポジウムを、東京・内幸町の日本プレスセンタービル9階会見場

において、オンラインを併用して開催いたしました。受賞作品と授賞理由は以下の通りです。

風間直樹さん（東洋経済新報社編集局調査報道部長）

東洋経済新報社記者の辻麻梨子さん（左）と井艸恵美さん

清原稔也さん ( 京都新聞社編集局報道部 )
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シンポジウムは大熊由紀子理事の司会で、他の受賞者作品についても活発に話し合われました

千葉紀和さん（毎日新聞社記者）

上東麻子さん（毎日新聞社記者）

東海佳奈子さん（福井放送アナウンサー・ディレクター）

＜優秀賞＞

「ルポ『命の選別』　

誰が弱者を切り捨てるのか？」　

（文藝春秋）

毎日新聞社　千葉紀和さん　

上東麻子さん

　キャンペーン報道「優生社会を問う」
をもとに書き下ろしたもの。生命科学
や医学分野の問題を長く追ってきた千
葉紀和記者と福祉医療分野で深い取
材に定評がある上東麻子記者が共同
作業で、「弱者の切り捨て」を幅広い視
点で捉えました。
　第1章で明らかにした新型出生前診
断ビジネスの実態は、厚生労働省の専
門委員会で取り上げられ、国が関与す
る新制度成立に繋がりました。
　第6章では、他メディアがとりあげな
い相模原殺傷事件の真相に迫り、神
奈川県の「当事者目線の障がい福祉
に係る将来展望検討委員会」に繋がり
ました。

　写真の青年は人里離れたやまゆり
園にいたときは最重度とされ、「面会に
いくとフケだらけで臭かった。やまゆり
園を出た今は、表情が豊かになり、月
8000円の工賃を得て、体格もしっかり
してきた」と両親は変化の大きさに驚
いています。
　「障害者が大量に殺されれば大きな
ニュースになるけれど、見えないところ
に遠ざけられ、縛られても、おそろしい
ほど無関心だった」と、筆者たちの矛先
はメディアにも向けられています。
　「出生前診断ビジネスから相模原殺
傷事件まで横串を刺して、考える場を

広げたことは、まさにジャーナリズムの
役割」とも評価されました。

＜満美子賞＞

「拝啓 連也様

 ～マスク越しの闘病２０年～」

福井放送　報道部

　「高ＩｇＤ症候群という難病で、マス
ク生活を続けてきた連也さんを追うこ
とによって、私たちが気付かされること
や学ぶことがあるのではないかという
思いが制作の出発点でした」とディレク
ターは語っています。
　全身に激しい炎症が起きる病気で、
日々感染症との闘い。小学生になって
も身長80センチ。写真は初めて歩ける

ようになった瞬間の映像です。母も妹
も本人も、はち切れるような笑顔。この
ような瞬間を撮れたことからも、取材
班が一家から深く信頼されていること
がうかがわれます。
　難病を追う映像は暗くなりがちです
が、痛くて苦しい時には、ユニークな絵
で痛みを紛らわす思いを表現し、それ
を映した番組をきっかけに、東京で絵
画展が開かれるなど、番組は彼の人生
にとっても大きな転機となっています。
　20歳になった今は趣味の写真を通
じて新たな道を歩み、リモートではあ
るけれど、成人式に参加する姿が映し
出されます。「日常生活と自立の様子に
焦点をあてて描くことで多様性のある
社会への道を示している」と選考委員
たちは賛辞を贈っていました。
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　首都圏を中心に18診療所を展開す
る悠翔会では、2021年8月より、東京
都との連携で新型コロナウイルス感染
症（以下、新型コロナ）の在宅療養者
の診療を行ってきた。その実情と課題
について、同法人理事長で診療部長の
佐々木淳氏に講演していただいた。例
会は、東京都の新規感染者数がピー
クアウトした9月14日に開催されたが、
ピーク時の経験を踏まえ、今後の在宅
医療のあり方について大局的な視点か
らの提言がなされた。

●慢性疾患管理中心から

　急性期感染症診療へ

　悠翔会での在宅診療の紹介から講
演は始まった。首都圏最大規模の在
宅医療機関である同法人では、常時約
6400名の在宅患者を96名の医師で診
療しており、「普段は要介護の高齢者あ
るいは末期がんの患者さん、神経難病
の患者さんなどを対象に、病気や障害
とともによりよく生きるのを支えること
を目的として診療しています」と、実際
の様子の写真を交えて紹介した。
　続いて、新型コロナに対する在宅医
療対応の社会的ニーズが生まれた経
緯を振り返った。介護施設でのクラス
ターは減ったが、「第5波では文字どお
り感染爆発と言われるような状況」で、
新たに在宅療養を強いられた20代か
ら50代の新型コロナ患者への往診依
頼が増加したという。「特に首都圏で
は8月前半は救急車を呼んでも、数時
間のうちに搬送先が決まるのは5人に
1人。24時間以内に入院できない人が
増え、これはまさに医療崩壊だと思う」
と佐々木氏は実感を述べた。

症化するのは肥満者と糖尿病のある
方々が中心」との分析を示した。本来高
齢者も重症化しやすいが、「在宅患者
は40代が中心で、ワクチンの効果で高
齢者の重症化はほとんどなかった」と
のこと。
　40代の患者の往診依頼の際、「保健
所からは事前情報として基礎疾患なし
と言われる場合が多かった」（佐々木
氏）が、かかりつけ医がなく健康診断
も受けていないと予測し、中等症でハ
イリスクの患者にはまず血液検査を行
い、糖尿病の有無を確認。「糖尿病だっ
た場合、大量のステロイドを投与すると
高血糖を起こし、場合によっては致死
性の病態に導かれてしまう危険があ
る」と述べ、オンライン診療だけでは限
界があると強調した。

●大赤字となる在宅の

　新型コロナ患者の対応

　佐々木氏は診療を支えるチームにつ
いても紹介した。「往診で関わった患

●在宅コロナ専門往診チームの結成

　悠翔会では、新型コロナ在宅療養
者の医療支援を、東京都と連携して8
月11日に開始した。佐々木氏によると、
当初は都内8クリニックの医師20名が
各ルート1日2件までの往診対応を想定
していたが、依頼が偏在していたこと
から、3クリニックで1日30件の往診を
しなければならなかった。そこで専従
ルート開設に至ったという。医師、看護
師、ドライバーの3人一組の3チームが
常時稼働し、8月11日からの1ヶ月間に、
402人の在宅患者を往診した。
　402例の重症度の内訳については、
軽症（血中酸素飽和度96%以上）が
34%、中等症Ⅰ（同93 ～ 96%）が25%、
中等症Ⅱ（同93%未満）が23%、重症（集
中治療レベル）が18%。「本来入院対象
となるのは軽症のハイリスク以上の方。
しかし実際に入院ができたのは中等
症Ⅱでハイリスク以上だった。にもかか
わらず、在宅でできる治療は、在宅酸
素療法とステロイド治療のみ（当時）」

「悪化しても入院できないかもしれず、
就寝中に悪化し助けを呼べなくなる
場合もあると説明するのも、精神的ス
トレスになった」と、ジレンマを抱えな
がらの往診の様子を語った。佐々木氏
のこの言葉に、患者を救うはずの医師
が事実上何もできないかもしれないと
伝えざるを得ない異常事態だったのだ
と改めて驚いた。

●疫学的観点から見えたハイリスク群

　佐々木氏らは、402例の中で欠損値
のないデータ108例から「中等症にな
る人たちの年齢分布は、40代を中心
とした正規分布。うち、中等症Ⅱ以上で
は平均BMIが27.3と、中等度肥満。重

●2021年9月例会

新型コロナウイルス感染症 急増する在宅療養患者の命を救うために
　　　佐々木淳さん （医療法人社団悠翔会理事長・診療部長）

▲佐々木淳さん▲佐々木淳さん

報告・神保康子

1998年、筑波大医学専門学群卒業。三井記念病
院、東大医学部付属病院を経て2006年に在宅
療養支援診療所「MRCビルクリニック」を開設し
た。現在、首都圏と沖縄県内に計18クリニックを
展開している。著書に『在宅医療カレッジ』（医学
書院）などがある。
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者さんに対して、入院できるか回復す
るまでフォローを実施。フォローアップ
チームは看護師が1日平均3人、朝から
晩まで電話で安否確認していた」と説
明した。酸素濃縮器を必要な人に迅速
に届けるため、使用済みの患者さん宅
から回収するチームも結成した。しか
し、これらのスタッフも、在宅コロナ対
応本部のメンバー、専従チームで診療
に同行するナースやドライバーの人件
費分も、医師の診療報酬と1件あたり
の補助金で賄わなければならなかっ
た。佐々木氏は「3 ヵ月で1200万円の
赤字との試算で、急遽クラウドファン
ディングを立ち上げ、全国の人たちから
助けてもらい、胸をなで下ろしていると
ころ」と語った。

　そのうえで「コロナ対応専従ルート
を確保し続けるためには、多職種でタ
スクシェアを実施し、それに対して報
酬が出る仕組みが重要だ」と訴えた。

●第6波に向けて

　これらの経験から新型コロナの在
宅医療の位置づけについて「今回は
人命救助の意味でインパクトは大き
かったが、在宅医療はあくまで“安全
弁”であり、中間型施設等をフル稼働し
ながら、入院できる体制を作っていく
ことが大切。さらに患者が溢れた状況
においては限定的にでも在宅で抗体
カクテル療法、抗ウイルス薬を使えるよ
うにすべきではないか」と提言した。
　講演の最後には、今後の在宅医療

提供体制の整備についても言及し、
「在宅医療業界はもともと人手不足。
しかも急性感染症の治療は専門外で
ある我々が、コロナの在宅医療ニーズ
に安定的かつフレキシブルに応えてい
くには、全国の在宅医療の連携ネット
ワークを作っていく必要がある」と強調
した。
　佐々木氏らの経験に基づく発信は、
その後の国や自治体での在宅医療提
供体制とその方針に大きな影響を与え
ている。地域に密着し人命救助に走り
ながら考え発信し、社会を動かしてい
く姿に在宅医の矜持とチーム力、そし
て底力を見る思いであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　
（じんぼ・やすこ＝医療福祉ライター）

　西日本支部（藤野博史支部長）は新
聞週間の2021年10月16日、パンデミッ
ク2年目を迎えた新型コロナウイルス
感染症が社会をどう変えてきたか、報
道機関はどう伝えるかを考える公開シ
ンポジウムを開催した。公衆衛生やメ
ディア論の専門家、報道各社の論説 ・
解説委員らが福岡市の西南学院大学
に集い、会場で22人、オンラインで83人
が耳を傾けた。実際に開かれた記者会
見や番組、記事を題材に率直な意見
が交わされ、社会がより良く変わるた
めのヒントが詰まった４時間となった。

●「守るべきは何か」 ゴール明確に

　「シンポジウムに一貫していた『誰の
ために』の言葉が大切だと思いました」

「ジャーナリズムに不信を感じていまし

▲橋本純次さん▲有吉紅也さん

●2021年10月

西日本支部主催 新聞週間公開シンポジウム
「パンデミックが変える社会と報道」

講　　　　　  演  ： 有吉紅也さん （長崎大学大学院教授 熱帯医学・グローバルヘルス研究科）
  橋本純次さん （社会情報大学院大学専任講師 広報・情報研究科・メディア論）
パ ネ リ ス ト ：  田端美華さん （熊本日日新聞政経部長・論説委員）
  永田健さん （西日本新聞特別論説委員 コラム 「時代ななめ読み」担当）
  竹野内崇宏 （朝日新聞大阪本社科学医療部記者）
  橋本純次さん
コーディネーター  ： 神戸金史さん （RKB毎日放送報道局担当局長・解説副委員長）
  有吉紅也さん

報告・竹野内崇宏
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たが、期待できるかもと感じられ、幸い
でした」――。参加者から寄せられた
声に、登壇者として胸が熱くなった。コ
ロナ禍では逆風も感じながら医療報
道に携わってきたが、今回のシンポジ
ウムでは、医療者や研究者と率直に語
り合うことで「誰を、何を守るのか」と
いう共通の目標を明らかにでき、手応
えを感じた。

●公衆衛生におけるメディア

　「ますます重要に」

　第１部では、20年11月の支部シン
ポジウムに続く登壇となった長崎大学
教授の有吉紅也氏が、臨床現場、公衆
衛生、国際保健の３つの視座からコロ
ナ医療の進展について講演した。臨床
ではステロイド投与など重症化を防ぐ
治療法の確立や、mRNAワクチンの
実用化によって 「診療風景が大きく変
わった」と手応えを語った。
　集団を守る公衆衛生の視点では、有
吉氏自身が21年4月以降、数理モデル
に基づいて長崎、福岡両県の感染予測
を記者会見で伝えていることを紹介。
会見の後、両県の感染が劇的に収束し
た経験も交え、「公衆衛生を実現する
一員として、メディアの役割は中央だけ
でなく、地方でもますます重要になる」
と期待を込めた。一方、相次ぐ変異株
の出現を止めるため途上国へのワクチ
ン分配が欠かせないとして「日本人が
安心して暮らすためにも、グローバル
の感染症対策に無関心ではいけない」
と強調した。
●「専門家とメディアはなぜ

　信頼されないのか」

　続いて社会情報大学院大学の橋
本純次氏は、コロナ禍の中で「専門家
やマスメディアはなぜ人々から信頼さ
れないのか」との問題意識から講演し
た。
　ネット中心の情報空間では、専門家
の発信や報道機関が裏取りした「情
報の正しさ」よりも、受け手の「感情や
情動」が重視される傾向が生まれてい

ると指摘。「噓の情報でも、『信憑性が
ある』と捉えられてしまったらおしまい
だ」と語った。
　民放ニュースでキャスターがマスク
を着用し、「テレビ（制作現場）も大変
だ」と好意的に受け止められた事例で
は、番組がSNSで意見を募る「双方向」
の姿勢が信頼を生んだと分析。その一
方で、コロナ禍全体として専門家・報道
機関と市民との対話が不十分で、民主
的に社会でリスクを受け入れる「リス
クコミュニケーション」が不完全だった
とも指摘し、「科学記者には専門家や
市民とのコミュニケーションをデザイ
ンする視点も重要だ」と助言した。

●読者のニーズで感染者情報

　「特定の恐れも」

　第２部パネルディスカッションの
テーマは「新型コロナが変えた社会、
変える世界 ～見つめる、考える、伝え
る～」だった。
　パネリストを務めた熊本日日新聞の
田端美華氏は、読者ニーズに沿って感
染者の居住地や行動を詳しく報じたと
いうが、そのために「小さな市町村で
は特定されるケースがある」との悩み
も語った。県知事選では「候補者の訴
えを生で聞けない」との読者の声に応
え、政策を詳報する紙上討論の紙面を
組んだと説明した。
　政府に東京五輪・パラの中止を求め

る社説を掲載した西日本新聞の永田
健氏は、他にも地方紙から中止の論考
が相次いだことに「地方は逼迫する医
療現場の声が近く、政府が鉦（かね）
や太鼓を叩いて進めてきた国策のひず
みを、地方から伝えてきた歴史もある」
と分析した。
　筆者（竹野内）も福岡や、今春異動
した大阪での医療取材を報告。症状や
感染性、マスクの調達、病床逼迫や自
宅療養での重篤化など次々に現れる
読者の不安に寄り添う報道を目指した
ことを話した。さらに 「医療現場を守
る」という目標が社会に伝わらず、飲食
や経済活動の自粛への協力が薄らい
でいく無力感を抱いた、とも述べた。

●あぶり出された「不寛容」「差別」　

　若者への伝達は

　有吉氏とともにコーディネーターを
務めたRKB毎日放送の神戸金史氏
は、コロナ禍で明らかになった課題に
生活保護受給者への批判など社会に
広がる不寛容を例示し、「差別を止め
るため報道に何ができるか。若い人に
は説教と受け止められてきたかもしれ
ない」と問いかけた。
　橋本氏は、一部のネットユーザーか
らは権利を擁護されるマイノリティに
対して「特権階級としてメディアに扱
われているような反発が実はある」と
指摘。人権の重要性やジャーナリズム

パネルディスカッションも盛り上がった（西日本支部常任幹事の中村弥和氏撮影）
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の意義を粘り強く伝える必要がある、
と強調した。田端氏は若者に報道を届
ける工夫として若手記者主導の記事や
デジタル強化を進めていると紹介。「デ
スクやそれ以上の人たちは口を挟まな
い。私たちは知らない若者の問題意識
も見える」とその手応えを語った。

　ワクチン接種が進み感染収束が見
えるなかで、コロナ後の社会への期待
も語られた。永田氏は「コロナは社会
を見舞った大変な不幸だが、残したい
変化もある」と言及し、体調が悪ければ
仕事を休むという合理的な行動や、密
を作らず消費行動に勤しむ「ぼっち行

動」が認められたことを挙げ、「取り戻さ
なくていい日常もある」とユーモアを交
えて話した。

（たけのうち・たかひろ＝
朝日新聞記者、西日本支部常任幹事）

　会員の皆さま、2021年下半期から
の新事業「オンライン会員懇親会」に
参加されましたか？
　昨年からの新型コロナ感染の広がり
で月例会がオンラインになり、各地から
参加しやすくなった反面、会員同士の
顔が見えなくなりました。そのデメリッ
トの打開策として会員同士の交流を深
めるのがこの懇親会です。幸い会員は
多士済々ですから話題提供していただ
き、その後フランクに交
流するという2部構成で
進めています。世話人は
渡部新太郎さんと村上紀
美子の理事2人です。
　トップバッターはノン
フィクション作家の河合
香織さんでした。話題の

『分水嶺　ドキュメント 
コロナ対策専門家会議』
(岩波書店)の著者です。
8月20日（金）午後8時か
らスタートし、参加者全
員が彼女の“ここだけの
取材余話”に聴き入りまし
た。
　新 型コロナウイルス
が猛威を振るい始めた
2020年2月からの5 ヶ月
間、刻一刻と状況が複雑

に変わる中で、未知の新興感染症に向
き合う専門家群像が取材対象です。
“歴史に残る資料”になる1冊で、河合さ
んは「取材にのめり込んでしまった」そ
うです。1回2時間ものインタビューを
何度も重ね、取材相手のコメントチェッ
クを欠かさないという取材姿勢が、率
直な談話を引き出せたのだと思いま
す。
　書きたいテーマは「ギリギリの所に

追い込まれたときの、人が生きていく
剛健さ」「起きてしまった過ちの先にこ
そ得られるものがあり、大きな過ちに
気付けるのではないか、ということで
す」と河合さん。
　この日の参加者は九州や関西、全国
各地から約40人。後半のブレイクアウ
トルームは、世代間･業種間の交流にな
りました。ＫＲＹ山口放送報道部、竹
内寛さんからの感想を紹介します。

「オンライン会員懇親会」へどうぞ
“ここだけの話”とフランクな交流

報告・村上紀美子

第 1 回懇親会参加の皆さんで“乾杯！”
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医論異論
その 8

「子宮移植」には
賛成できない

　コロナで始まりコロナで終わるこ

の 1 年、気になっていることがひ

とつある。子宮のない女性でも妊娠

できるようになる「子宮移植」の承

認だ。今年 7月 14 日、日本医学会

の検討委員会がこの子宮移植につい

て臨床研究を認める報告書を公表し

た。

　子宮移植は子供を産みたくとも子

宮がない女性が妊娠・出産できる選

択肢として注目される。昨年 11 月

には、慶大と東海大などの研究グ

ループが子宮を移植したサルの妊

娠・出産に「日本で初めて成功した」

と発表し、人の子宮移植へのステッ

プとして期待された。

　現在、慶大が国内初の実施を目指

して準備を進めているが、世界初の

子宮移植は2000年にサウジアラビ

アで行われた。その後、アメリカや

スウェーデンでも実施され、2021

年 3 月時点までに 16 カ国で計 85

件行われている。しかし、生まれた

子供は 40 人と実施件数の半分以下

だ。

　傷つけないように慎重にドナー

（子宮提供者）から子宮を摘出する

ため、手術は難しく、８時間以上は

かかる。子宮移植を受ける患者（レ

シピエント）の出産は帝王切開とな

り、出産後には子宮の摘出手術も行

う。レシピエントは子宮移植、帝王

切開、子宮摘出と少なくとも 3 回

は手術を受けなければならない。費

用も 2000 万円以上と高額だ。

　なかでも問題なのは、ドナーとな

る母親や姉妹の健康な体にメスを入

れて子宮を摘出する生体移植に頼

らざるを得ない点である。日本では

法的に子宮移植の脳死移植ができな

い。

　一般的に心臓や肺、肝臓、腎臓な

どの臓器をドナーから摘出してレシ

ピエントに移植する臓器移植は、そ

れを施さなければ患者の命を救えな

いという、生命維持にかかわる究極

の医療だ。医学・医療的にも、生命

倫理的にも、社会的にも高度な存在

である。

　これに対し、子宮移植は子供を産

むことが目的だ。子宮移植の手術を

受けなければ、死亡するというもの

ではない。他人の子供を戸籍上の息

子や娘にする「養子縁組」や、夫婦

の受精卵を使って第 3 者に子供を

産んでもらう「代理出産」という選

択肢もある。

　そう考えて行くと、子宮移植は必

要な医療なのだろうか、と思ってし

まう。日本医学会が容認したのは、

あくまでも新しい治療を開発するた

めの臨床研究であり、子宮の無償提

供への同意など複数の条件が付けら

れている。生まれてくる赤ちゃんに

将来、どう説明するかなどのケアも

必要だ。

　日本医学会の検討委員会が容認の

結論に至るまで 2 年余りの時間が

かかった。審議の過程で「いまの時

点では実施する環境にない」との意

見も出た。報告書でも「未完成の医

療技術」と指摘している。しかもそ

の是非をめぐる社会での議論がまっ

たくない。

　臨床研究の結果に対する検証はも

ちろんのこと、透明性の確保や社会

での認知が欠かせない。いまの時点

では子宮移植に賛成できない。

木村良一
（元新聞記者）

　「大変参考になるお話で、あまりにも
楽しくてあっという間に時間が経って
いました。ひとりひとりの言葉が胸に響
きました。台風や新型コロナなどの対
応で慌ただしく過ごしていましたが、
この会に参加してすっかり元気にな
り、勇気が湧いてきました」
　初回の成功に気をよくして、会員懇

親会は続いています。9月が地域医療
の第1線で活躍する医師の河内文雄さ
ん（医療法人社団以仁会の理事長）。
10月は全国に自然発生的に広がる「暮
らしの保健室」について神保康子さ
ん（医療福祉ライター）と村上紀美子。
11月は日本医学ジャーナリスト協会賞
審査委員長の大熊由紀子さんほか、と

いった具合です。
　2022年も随時開催します。気軽に一
度、覗いてみませんか。「会員のこの方
に聞いてみたい」等の希望や情報もお
待ちしています。

(むらかみ・きみこ＝医療ジャーナリスト)
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　腰を痛めて、歩行のリハビリを続けて
います。身体の各部がどう動くと自然で
美しい歩きを実現できるのかといつも
考えますが、身体の中を意識するのは難
しく、まだ大きな謎を抱えています。
　著者は現役の理学療法士、臨床経験
と医学論文などの根拠に基づいて書か
れたこの本から、背骨は脳の出先機関
である脊髄を守る殻の役割、体幹を支
える骨であるだけでなく、背骨を上手に
使うことで、スポーツのパフォーマンス
が向上し、健康的な生活を長く維持で
きることを学びました。
　また、具体的で安全なストレッチや
筋トレの方法は、体力や目的の違う誰

にとっても役立つ情報だと思います。
キャッチーなタイトルを裏切る、文字
びっしりの本なので、理屈から納得した
い方に、特にお薦めします。

<推薦者プロフィール>
患者団体活動を経て、当事者（市民・
患者）の立場から主権者が「自らの生
き方を、自立して選択できる社会」の実
現を目指し、地域でのネットワーク作り
を行っている。医療政策実践コミュニ
ティー（H-PACⅡ期）にも参加。

（矢内純子　アリスプレイス）

・なぜこのテーマを
 選ばれたのですか？
　編集者の方との会話で、そもそも「エ
ビデンス」というものが一般からすると
よくわからない、という話になったこと
がはじまりです。「エビデンス」という言
葉は、医学だけではなくビジネス分野な
どでも最近急速に使われはじめていま
すが、使われ方は思った以上にさまざま
です。編集担当者も、以前、「エビデンス
とは作用機序のことなのか？」と、思って
いた時期があったと伺いました。あらた
めて、平易に、一般の方にわかるように
書いてみたいと思いました。

・取材、執筆など制作時の苦労は？
　昨年の夏に書いていたのですが、暑す
ぎて体調を崩したことを覚えています。
画像診断の他に人間ドックの医師もし
ているのですが、エビデンスがまだ十分
に確立していない、流行のダイエットに
走る方も多く、そういった方々に、どん
なふうに説明をするとわかりやすいだろ
う？ と、考えつつ書きました。医学の言
葉を、一般的な言葉に「翻訳」するのは、
ときには正確性を犠牲にすることと隣
り合わせであり、難しさを感じました。

・発売後の反響は？
　Amazonのカテゴリーで１位になるな
ど、それなりに読まれたようです。特に、
コメディカルの方々に好評でした。コメ
ディカルの方々は、医師と比べて、こう
いったテーマについて学ぶ機会が普段
得にくい傾向にあり、わかりやすい書籍
も少ないからかもしれません。
　ただ、このテーマは、医師だからわか
る、というものでもなく、実は医療界で
も誤解があったり、さまざまな意見があ
る分野です。自分も、書くことによってあ
らためて勉強し、自分の診療を問い直し
た部分がありました。

・昨年、当協会に入会された理由は？
　尊敬する会長の浅井文和さんから
誘っていただいたのがきっかけです。勉
強会のような催しも定期的に開催され、
コロナ禍以降、webで参加できるので
大変ありがたいです。会員には、医療従
事者、ジャーナリストをはじめ、長年医
療発信に携わってこられた先輩方がた
くさんおられるので、大変心強く、もっと
交流を深めたいと思っています。

＜著者プロフィール＞
2003年名古屋大学医学部医学科卒。
外科医を経て、放射線診断専門医に。
2017年、フリーランスの画像診断医とな
ると同時に、「一般の方にわかりやすく」
をモットーに医療執筆を開始。現在、文
春オンラインやFRaUなどに執筆。他の
著書に、『自身を守り家族を守る医療リ
テラシー読本』（翔泳社）がある。

『背骨の医学』　山口正貴著
さくら舎　（1,980円 税込）

『「エビデンス」の落とし穴―
「健康にいい」情報にはランクがあった！』

松村むつみ著 
青春出版社　（990円 税込）

書  評 プラス

新入会員が勧める一作

著者に聞きました

会員の皆様からの投稿を募集しています。対象は「医」に関する書籍や映画、舞台作品など。
投稿をお待ちしています。BOOKプラス原稿募集中！
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怪我をしたときにいう言葉は、材木屋での
買い物と同じである。痛かった（板買った）

行きにはできないが、帰りにはできる食べ
物。お持ち（お餅）かえりできます。

遺跡の発掘現場にいる人たちの共通した心
境は？ ドキ土器。

一日中起きている所と、一日中寝ている所
が東京と北海道にある。根津と根室。

植物は枯れさせてはいけないのに、枯れさ
せてもいい野菜がある。からしな。

焜炉の上に金網をのせて、その上にお餅と
銀杏と鰯を並べた。どれが一番最初に焼け
たか。金網。

持っていなくていいよといわれた草は。お
きな草。

小さな可愛い花の生命は短いのに、いつま
でも咲いているという表現がある。可憐

（かれん）。

ニュースが好きな調味料。ソース。

犬を可愛いがる「けん」は？ 愛犬。
野良犬が多いけんは野犬。

ストライプはどうしても縦縞でなくてはな
らない。よこしま（邪）。

ショッピングは山梨県に限る。甲斐（買い）
に行く。

ショッピングに最適の山が鹿児島県にあ
る。開聞岳。

警視庁の建物と北海道・森駅の名物弁当の
共通点。厳めし館と烏賊飯弁当。

原っぱで俄雨に遭い、大きな樹の下に入っ
た。枝にはいろんな鳥がいて、どうしても
名前のわからない鳥がいた。誰かが雨やど
りでしょうといった。

木の実の皮をむいて中身を食べる鳥がい
る。むくどり。

将棋の好きな鳥。こまどり。

炎天下を歩いてきた人に呼びかける鳥。
涼め。

紙をすく鳥。和紙。
値段がまちまち。多価。
心という鳥。ハート（鳩）

米国のある駅で日本人がボストン行きの切
符を求めた。ツウボストンというと切符が
2枚出てきた。フォーボストンというと4
枚出てきた。どう言えばいいのかと考え
て、エートといったら8枚出てきた。

銭湯には有名な山が二つある。一つは富士
山。もう一つは番台さん。

寝ている人に起床時間だと告げた。青年、
壮年、老年の誰か。起きな（翁）。

網走は朝、昼、夜のうち、いつが一番いい
か。網走晩が一。

塩味や醤油味でもおおみそか。

冗句茶論
（ジョーク・サロン）

松井寿一

2021年度新入会員のご紹介

入会月 氏名 所属

2021 年 10 月 小野　　薫 おのクリニック　院長

2021 年 10 月 長澤　知魅  東京大学大学院医学系研究科　公共健康医学専攻（学生 )

2021 年 10 月 長岡　美代 介護・医療ジャーナリスト（フリーランス記者）

2021 年 11 月 庄司　信義 人間ドック医療コーディネータ　交流分析研究室室長

（敬称略、順不同、希望された方のみ掲載）

　事務局便り　

　5月より正式に事務局長を拝命して
いるが、正直言って事務仕事は得意で
はない。新卒から7年間の会社員生活
時代、社内では総務担当者泣かせの
有名人だった。12月の年末調整用提
出書類の締め切り破りは毎年の「恒
例行事」。交通費精算を貯めまくって、
12月下旬にその年の4月からの交通費
請求票をヒイヒイ言いながら書いてい
たこともある。実際、この原稿も締め
切りを破り、編集担当者を困らせてし
まっている。

　そのような性質にもかかわらず、今
回浅井会長などからの打診を受け、悩
みながらも引き受けることにしたのは
ちょっと訳がある。会社員ならば、多少
不得意な業務であっても勤続年数を
重ねながら身につけた経験値で、ある
程度普通にこなせるようになる。とこ
ろがフリーになってすでに20年を迎え
る私は、年が経てば経つほど、得意な
ことばかり頼まれるようになり、苦手な
ものを克服するチャンスには恵まれな
い。そうした中で50歳を超え、苦手な
事務仕事で汗をかくのは今しかないだ

ろうと考えた。すでに迷惑をかけまくっ
ているが、何とか苦手を克服したいと
思っている。 　　　　　　(村上和巳)




