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第9回（2020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

日本医学ジャーナリスト協会が、2012年に創立25周年を記念して、質の高い医療・医学ジャーナリズムが日本に根付くことを願って
創設した「日本医学ジャーナリスト協会賞」は第9回目となる2020年度も、全国から多数の素晴らしい作品を推薦いただきました。そ
の中から、「オリジナリティー」「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、2020年度の受賞者を決定し、去る11月26日、東京内幸町の日本記者クラブにおいて授賞式と受賞者によるシンポジウム

（モデレーター、大熊由紀子協会賞審査委員長）がオンラインを併用して行われました。受賞作品と授賞理由は以下の通りです。

第9回（2020年度）  日本医学ジャーナリスト協会賞  受賞作品

<大賞>
◆ 調査報道「呼吸器事件」〜連載・西山美香さんの手紙〜の新聞報道
 書籍『無実の訴え12年・私は殺ろしていません』
	 中日新聞	呼吸器事件取材班（代表・秦	融	編集委員）

<大賞>
◆ 『「脳コワさん」支援ガイド』（医学書院）
	 鈴木大介さん（文筆家）

<優秀賞>
◆ ザ・ドキュメント 裁かれる正義　検証 揺さぶられっ子症候群
	 関西テレビ放送	報道局　SBS取材班

<満美子賞>
◆ ウェブサイト 

「健康と病いの語り」データベース
 書籍『患者の語りと医療者教育 

―“映像と言葉”が伝える当事者の経験』
	 認定NPO法人・	
健康と病いの語り	ディペックス・ジャパン

※「満美子賞」は、協会幹事だった故・松村（本名・曽谷）
満美子さん（腎臓サポート協会理事長、元NHKアナウン
サー）ご寄付の遺志を生かすため、患者本人に貢献する
作品に、今年度・来年度の2年間、贈呈。
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受賞理由

<大賞>
◆ 調査報道「呼吸器事件」〜連載・西山美香さんの手紙〜の新聞報道
 書籍「無実の訴え12年・私は殺ろしていません」
	 （代表・秦	融	編集委員）

24歳の看護助手が患者殺害の罪で
逮捕され、13年間、無実を訴え続けた。
多くの記者が分担して、西山美香さん
から両親への350通の手紙を丹念に読
み、裁判記録や中学時代の恩師など
の周辺をくまなく取材し、捜査の立証の
矛盾を突き止めていく。
再審無罪への道のりで重要な役目を
果たしたのが、記者の依頼で精神科
医師が実施した獄中鑑定だった。この
医師は、中日新聞記者として7年間勤
務した後、医学部に入り直して医師の
道を歩んでいた。ジャーナリストの視点
を持つ医師の存在は大きかった。軽度
知的障害・発達障害・愛着障害を明

らかにし、「供述弱者」を虚偽自白に
誘導した冤罪を、精神医学の視点で
検証。7回の裁判で有罪認定された困
難な状況で、ことし3月に再審無罪に
なった。
医学とジャーナ

リズムの協力に
よって無実の救
済につなげた社
会的なインパクト
は大きく、冤罪を
解く新たな手法と
して医学ジャーナ
リズムに新境地を
開いた。

<大賞>
◆  『｢脳コワさん」支援ガイド』（医学書院） 
鈴木大介さん（文筆家）

「脳コワさん」とは、「脳がこわれた人」
の略で、発達障害当事者である夫人
の造語だという。脳受傷後の高次脳
機能障害、発達障害、認知症、うつ
病、どの人も、なぜか「会話がうまくで
きない」「雑踏が歩けない」「突然キレ
る」「すぐに疲れる」……。病名では
なく、困り事で括り、当事者と援助職
が協力するという視点で問題解決への
道筋を提案しており、脳科学者やリハ
ビリテーション専門医もオリジナリティを
高く評価している。援助職に不足して
いること、当事者を不安に陥れ苦しめ

ていることを率直に指摘しつつ、当事
者が楽に生きていけるように、援助者
が空回りしないで支えていけるように力
を与えてくれる。
社会派ライターだった著者が、闘病記

『脳が壊れた』や続編『脳は回復する		
高次脳機能障害からの脱出』を読んだ

当事者と交流するうち、「私たちの苦し
さを伝えてください」と背中を押されて
援助職と当事者の相互理解を得るため
に執筆したのがこの作品だ。
豊富なイラストレーション、重要な部
分に黄色マーカーを引いていることも当
事者が読みやすい工夫になっている。

シンポジウムの司会は大熊由紀子さん（当協会理事）

“グラフィック・レコーディング” 
手法で、本のイラストを作成 
した清水淳子さん

黄色のマーカーを引くなどの 
ユニークさで本を編集した 
白石正明さん

美香さんを獄中鑑定し、 
再審無罪への
道をひらいた 
小出将則医師

美香さんの真実の言葉
を信じて取材を 
続けた、角 雄記 
中日新聞記者

自白強要など多くの 
困難を乗り越え、 
無実を訴え続けた 
西山美香さん
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<満美子賞>
◆ ウェブサイト「健康と病いの語り」データベース
 書籍『患者の語りと医療者教育―“映像と言葉”が伝える当事者の経験』
	 認定NPO法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン

エビデンスベイストメディスン（EBM）
とともに、個々の患者の語り（ナラティ
ブ）を体系的に収集・分析するNBM
の重要性がクローズアップされている。
それを、Webの形で誰もが利用できる
ように活動しているのがこのNPOだ。
「乳がんの語り」「前立腺がんの語り」
「認知症の語り」「大腸がん検診の語
り」「臨床試験の語り」「慢性の痛み
の語り」「クローン病の語り」という7つ
のデータベースが公開され、300人を
超える患者や家族の語りが、映像・音
声・テキストの形で収録されている。
そこには、病名を最初に知った時に何
を考えたか、治療法の選択で信頼で
きた情報は何かなど、「当事者にしか
語れない言葉」がある。たとえば、20

代で乳癌と診断され、うろたえた女性
が	http://www.dipex-j.org/	をクリッ
クして	乳癌⇒20代を選ぶと、映像とも
にこんな声が流れてくる。「先生が、わ
たしの目を見てくれなくって、で、『結
果どうだったんでしょうか』って聞いた
ら、母のほうを見て、『あの、残念で
すが、悪いものでした』とおっしゃって
（略）」。さらに読み進むと、わが子の
反応や45歳になったいまも、元気に患
者会の運営にあたっていることがわか
る。2019年12月には、教育的活用の
実例を集めた書籍『患者の語りと医療
者教育〜	“映像と言葉”が伝える当事
者の経験』を日本看護協会出版会か
ら刊行。医療者教育にも不可欠な存
在になった。

<優秀賞>
◆ ザ・ドキュメント  裁かれる正義  検証  揺さぶられっ子症候群
	 関西テレビ放送	報道局	SBS取材班

「生後2カ月の孫を揺さぶって死亡させ
た」という疑いで逮捕され、大阪地裁
一審判決で有罪とされた祖母が、高裁
二審判決で逆転無罪判決を得るまでの
ドキュメンタリー。前作「ふたつの正義		
検証・揺さぶられっ子症候群」は2018
年に発表。平日夕方のニュース情報番
組「報道ランナー」枠でも検証特集を
継続的に発信した。
揺さぶりの工学実験や海外の医学論
争を踏まえ、検察側と弁護側の医師、
海外の医師に科学的な根拠を丁寧に

取材している。医学的
な判断基準を、いった
ん作るとなかなか変え
られない日本の医療が
抱えている問題、医
学鑑定の在り方と限界
についても考えさせら
れる。
取材と番組づくりの

中心になった報道局報道センター	記者
の上田大輔さんは、弁護士資格をも
つ。一連の報道は、「冤罪をなくす」

「虐待をなくす」という、衝突する二つ
の正義をつっこんで考える上でも貴重な
問題提起となっている。

受賞者及び関係者の皆さんを会場にむかえて行われた授賞式とシンポジウムの模様はオンラインにて配信

健康と病いの語りディペックス・ジャパンの 
別府宏圀理事長
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中川俊男さん

●2020年10月例会

最近の医療情勢とその課題
―新型コロナウイルス感染症対策に向けて

　　　　　　　　　　中川俊男さん（日本医師会会長）
報告 ・ 大家俊夫

● ｢オンライン診療」で譲れないことは
6月に第20代日本医師会（日医）会
長に就任した中川俊男氏（69）を10月
29日夜、東京・内幸町の日本記者クラ
ブに迎え、会場とオンライン同時配信の
講演会を実施した。就任時、「政府に
対して言いづらいこともはっきり申し上げ
ていく」と表明した中川氏。講演で日
医として譲れない本音が垣間見えたの
は、「オンライン（遠隔）診療」に関す
る立場だった。
今年4月から初診からもオンライン診
療が可能となっているなか、中川氏は
「これは有事における緊急の対応」と
強調する。
全面的に反対しているわけではなく、

「技術革新を医療に応用することは支
持する」というスタンスも示しつつ、「解
決困難な要因によって医療機関へのア
クセスが制限されている場合（たとえば
離島・へき地への診療や難病患者・妊
婦への対応）、オンライン診療は対面診
療を補完する一定の役割にとどまる」と
表明した。

● ｢利便性」VS「医療の質低下」の 
せめぎ合い

対面診療を重視する理由について中
川氏は「医療の質」を挙げる。具体
的には「仕事で忙しいから通院できな
いというケースについては勤務先が治療
と仕事の両立支援に取り組むことが先
決。そうした努力をせずに、利便性の
みを優先してオンライン診療を推進する
ことは、医療の質の低下につながりか
ねないため容認できない」と話す。
そのうえで、「緊急対応や長期的な

フォローの必要性もあるため、できるだ

けかかりつけ医が行うべきだ」とも語る。
講演では、菅義偉首相の「ようやく
解禁されたオンライン診療は今後も続け
ていく必要がある」（9月の記者会見）
の発言にも触れ、「政府からは恒久化
の要請がある」ことを明らかにした。
中川氏は「新型コロナ拡大下でのオ

ンライン診療に関する時限的・特例的
対応については、改めてしっかりとした
検証を行うことを要請する」と主張した。
今後も、政府を相手に「利便性」VS
「医療の質低下」のせめぎ合いは続き
そうだ。

● PCR 委託契約で前進

もうひとつ、中川氏が重視したのは
新型コロナの検査体制の拡充だ。感
染の有無を調べるPCRなどの検査は、
諸外国に比べると依然少なく、行政検
査の隙間をつくように自由診療の高額
検査が横行しているのが実情だ。
中川氏はPCR等検査の枠組みの欠
陥を「（かかりつけ医など実施機関が）
行政検査の委託締結をしない場合の検
査は、患者に一部負担金が生じる」と
述べ、委託締結の数が伸びない一因と
して締結の手続きの煩雑さを指摘する。
日医は8月5日に緊急提言をまとめた。
提言は保険適用によるPCR等検査の取
り扱いの明確化を求めるなど7項目に及
び、日医は厚生労働省に行政検査の
委託契約に関する事務手続きの簡素化
を求め、9月9日付の同省事務連絡で手
続きが大幅に緩和された。
中川氏は「日医の緊急提言を受けた
第一歩としてスピード重視の現実的な
着地となったと評価する」と振り返った。

●インフル同時流行への備えは

この秋から冬にかけて新型コロナ感
染症と季節性インフルエンザが同時流
行した場合の対応についても触れた。
とくに施設内のスペースが限定的な診
療所においては、発熱患者の扱い方
は院内感染を防ぐ観点から喫緊の課題
となる。
同時流行に備え、中川氏は日医会
員の医療機関に対し、患者の動線の
分離と受け入れ時間帯の分離を求め
ている。
すでにインフルエンザの予防接種をド

ライブスルー方式で実施する医療機関
も登場している。こうした施設が増えれ
ば、同時流行が仮に起きても感染予防
は揺るがない。だが、それには予算措
置が欠かせない。
中川氏は第2次補正予算の予備費の
使途として同時流行期における発熱外
来診療体制の確保を挙げた後、「医療
機関の経営状況は極めて深刻。次な
る予備費の活用に向け、国と協議を進
めている」と話した。
医療崩壊ともなれば、真っ先に被害

を受けるのは高齢者ら健康弱者だ。そ
れ防ぐためにも中川氏のリーダーシップ
に期待したい。
（おおか・としお=産経新聞編集委員）
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●2020年9月例会

新型コロナウイルス感染症 最新知見について
　　　　　　　　　　忽那賢志氏（国立国際医療研究センター医長、感染症専門医）

報告・村上和巳

● 膨大な情報が 
未整理のまま流れている

当初は中国でのローカルな感染症か
とも思われていた新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）。しかし、この報告
を書いている10月15日現在も、全世界
で確認された感染者が3840万人、死
者109万人と感染が拡大している。日
本国内では感染者9万人強、死者
1650人となっている。
とりわけ今年3月以降、世界各地で感
染者が急増し、学術論文の発表や各
国での報道が相次ぎ、徐々にこの感染
症の実態が分かりつつある。しかしなが
らこれまでに膨大な情報が流れ、それら
が整理されて伝えられたことは少ない。
そこでこの状況を少しでも改善しよう

と、当協会では9月8日の月例会で
COVID-19診療の最前線で活躍する国
立国際医療研究センター国際感染症セ
ンター国際感染症対策室医長の忽那
賢志（くつな・さとし）氏を招き、「新
型コロナウイルス感染症	最新知見につ
いて」と題した講演会を開催した。

● 発生源といわれた海鮮市場は 
クラスターの現場か ?

新型コロナウイルスは現時点で宿主
も判明していない状態だ。ただ、これま
でのウイルス遺伝子の解析からコウモリ
で検出されているコロナウイルスに近似
し、忽那氏は「おそらくコウモリが自然
宿主だろう」との見方を示す。
今回のパンデミックは当初、中国・湖
北省武漢市の海鮮市場から多くの患者
が発生し、同市場が食用哺乳類も取り
扱っていたため、これらの一部が中間
宿主となり、ヒトへ伝播した説も伝えら

れている。
しかし、忽那氏は「既に12月上旬に
武漢市では感染者が複数報告され、
そのほとんどが海鮮市場と関連がない
と分かっている。海鮮市場での感染者
発生以前からヒトからヒトへの感染は始
まっていたと考えられ、海鮮市場は今
で言うクラスターと考える方が理にか
なっている」と説明した。

● 味覚・嗅覚障害が 
インフエンザとの鑑別の一助になる

COVID-19で患者の多くが訴える症
状は、発熱や咳、倦怠感であり、初期
の診断では季節性インフルエンザとの鑑
別が困難だ。国内ではまさにこれからイ
ンフルエンザシーズンに入るため、診療
現場での混乱に拍車をかける可能性が
指摘されている。
COVID-19の特徴的な点として忽那
氏は次の3点を挙げる。
（1）典型的な症状の継続期間がインフ

ルエンザと違って約1週間と長い
（2）軽症肺炎では単純X線写真で判

別ができず、CTで判明するケー
スがある

（3）一定の頻度で味覚・嗅覚障害が
報告されている

とくに（3）については英ロンドン大学
のグループが行った研究を例示。
COVID-19のPCR検 査を行った1万
8000人中で陽性と判明した7200人が、
事前アンケートで最も訴えていた症状が
「嗅覚障害だった」と紹介した。
そのうえで忽那氏は「味覚障害や嗅
覚障害は風邪やインフルエンザでも起こ
るが、発症直後に訴えることはかなり少
ない。これに対し、新型コロナの場合

は発症直後に訴えがあり、頻度も高い。
その意味では味覚・嗅覚障害がインフ
ルエンザか新型コロナかを鑑別する指
標のひとつになる」と指摘した。

● 新薬候補が少しでも有効と 
発表されると、報道が飛びつく

報告されているデータを淡 と々紹介し
ていた忽那氏が、本音を開陳したと思
われたのが、現在、国内の保険診療
で使用できる抗ウイルス薬のレムデシビ
ルとステロイド薬のデキサメタゾンに対す
る評価だった。
レムデシビルに関しては、米国立アレ
ルギー・感染症研究所（NIAID）が
主 導し た、1000人 以 上 の 重 症
COVID-19患者を対象とした臨床試験
で、プラセボと比較して死亡率は差が
なかったものの、回復までの期間は
31%短縮されたと報告された。
日本の厚生労働省ではこれを根拠に
COVID-19治療薬としてレムデシビルを
世界で初めて承認した。ただ、この対
応は拙速すぎるとの声もある。
忽那氏は、NIAIDのデータに加え、
8月に米国医師会雑誌（JAMA）で発

忽那賢志さん
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表されたドイツでの中等症COVID-19患
者を対象とした標準治療群、レムデシビ
ル5日投与群、レムデシビル10日投与群
の比較から、5日投与群が標準治療群
に比べて有意な臨床改善が得られたの
に対し、10日投与群は標準治療群と差
がなかった結果を例示し、こう語った。
「解釈は難しいが、劇的に効く薬では
ないのだろうという悲しい事実が分かっ
てきている」
NIAIDによるレムデシビルの臨床試

験については「多くの症例を組み込ん
だために差が出た」と述べ、デキサメ
タゾンについても「相当多くの患者を組
み込んだので差が出たともいえる」と話
した。
一般に新薬の臨床試験では、プラセ

ボや既存の標準治療薬と比べ、症状
や生命予後の改善が統計学的に有意
な差が認められるかが注目される。た
だ、統計学的に有意な差は、症例数
が多いほど認められやすい。平たく言

えば、実際にはごく小さな差が大きな差
のように見えてしまう。
COVID-19に決定打となる治療薬

がない現状では、既存薬や新薬候補
が少しでも「有効」と発表されると、
報道する側はそこに飛びつきがちにな
る。その意味で忽那氏が暗示したこ
とは、今後この問題の報道に携わる
者として肝に銘じておくべき最大のポイ
ントだろう。
（むらかみ・かずみ=ジャーナリスト）

緊急事態宣言が出された4月7日の直
前のことだった。微熱と喉の痛み、激
しい下痢が1週間ほど続いた。
体温計の数字に一喜一憂しな
がら「これはもしかしてコロナで
はないのか」と自宅内隔離を
続け、毎晩寝室の天井を見上
げて不安におののいた。

もしもそうならシニアで基礎
疾患がある身としてはやばいの
ではないか。いやそれ以上に
怖かったのが、社会的制裁
だった。

ワイフや日々接している孫娘
にうつったらどうしよう。濃厚
接触者とみなされるだろうし、
孫が通っている小学校に累が
及ぶことは確実だ。折り悪しく、近くの
保育園でクラスターが発生。園児の兄
姉が孫の小学校に通っていたために母
親たちの間で噂というか、一種の犯人
探しが始まっていると耳にした。お母さ
んたちにとって感染恐怖はもちろんのこ

と、自分たち親の職場にも波及しかねな
いからパニックになるのは分からないでも
ない。しかし、感染しただけで犯罪者扱
いという世間の風潮は恐ろしい。

同じ時期に地方新聞がこんなニュー
スを報じていた。ある公的病院の院長
が感染した。「病院にコロナを持ち込む
のは問題だ」と電話やSNSを通じて非
難や中傷、個人攻撃が殺到した。結
局その院長は亡くなったが、その後、
診療を通じて感染したことが判明し、公
務災害が認められた。遺族の心情を察
するといたたまれない気持ちになる。

誹謗中傷が後を絶たない。医療や
介護の最前線で働く人へのそれは、背
後から矢を射るようなものだ。災害やパ
ンデミックなどの際に発生する流言飛語
や中傷、デマを研究する社会心理学と
いう研究分野がある。調査研究による

と、新型コロナに感染する人は自業自
得だと思う人が、欧米に比べて日本は
突出しているという。日本人の場合、
中傷や不寛容さにつながりやすいので
はないだろうか。新型コロナウイルス感
染症対策分科会やアドバイザリーボード
のメンバーにこのような専門家が入って
いないのは不思議だ。

私の体験のてん末だが、しばらくし
て厚生労働省の休日コールセンターの
勧めで朝一番にかかりつけ医に電話を
入れ、詳しく話したところ、コロナでは
なく、急性胃腸炎のノロウイルスかもし

れないとのことだった。症状も
治まりかけていたので、ほっと
した。

今年はコロナに始まってコロ
ナに終わり、そして来年もこの
まま続きそうな勢いだ。専門家
はいつコロナ禍が終息するのか
まだ見通しを立てられないよう
だ。この未知の病原体ウイル
スとの共存が具体的にどうなっ
ていくのだろうか。いずれにせ
よ、治療薬のラインナップが出
そろい、複数の有効なワクチン
が開発されることにかかってい
るだろう。

「正しく知り、正しく恐れる」。本コラム
で前回、元新聞記者の木村良一さん
が述べていた。まさにその通りなのだ
が、現実は「言うは易し、行うは難し」
なのだ。そこで今回は個人的な体験を
踏まえて考えてみた。

七野俊明（雑文家）

医論異論
その 5

「感染しただけで
犯罪者扱い」

―世間の風潮は恐ろしい―

画家、中西祥司さんの「Chaos and confusion 2」。2016年の作品だが、コ
ロナがもたらす混沌と混乱を連想させる
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会長退任と近況、そして協会の将来を語る

前会長　水巻中正

● 日本新聞協会賞に負けない 
「日本医学ジャーナリスト協会賞」を 
新設

私が日本医学ジャーナリスト協会会長
に就任した10年ほど前は医療崩壊が叫
ばれ、救急患者のたらい回しや過重労
働による病院勤務医の退職・自殺が頻
発していた。
危機意識を抱き、2009年10年と連続

して「医学ジャーナリストに問う」「衰
退する、検証力と発信力」をテーマに
シンポジウムを開いた。それが認められ
たのか、2011年に会長に推され、選出
された。
就任のあいさつでは、検証力・発
信力・人材力の3力の強化を訴え、幹
事会のメンバーを増員し、6委員会を
新設した。
それとともに「日本医学ジャーナリスト
協会賞」の制定を打ち出した。協会賞
の大賞には、山陰放送テレビ「生きる
ことを選んで」と下野新聞「終章を生
きる　2025年超高齢社会」、特別賞と
してはタバコ問題情報センターの「禁
煙ジャーナル」等が選ばれてきた。
日本新聞協会賞とのダブリを避けるた
め、地方の放送局、新聞、地道な活
動をしている団体を優先的に表彰した。
大手の新聞、放送局がこぞって応募
し、ブランド力が高められたと思う。
6委員会のひとつとして人材力育成の

「医療ジャーナリスト基礎講座」を新設
した。この基礎講座からは優秀なフリー
のジャーナリストを多く輩出している。

● 会員みんなで東北大震災を 
視察して取材

こうしたなか、2011年3月11日、マグ
ニチュード9.0という未曽有の大地震が
起きた。東日本大震災である。協会は
4月16日、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―」を実
施。大地震は「想定外」と指摘される
なか、「我 ジ々ャーナリストが想定する力
を持ち合わせていなかったのではないだ
ろうか」と問題を提起した。
原発事故報道については、国内の
報道と海外の報道とのギャップが問題
視されていることに触れ、その原因を
徹底的に検証し、報道の在り方や政
府、東京電力の情報伝達の仕方、さ
らにはその情報の透明性を追及した。
忘れられないのは、協会として2013、
14年の2回、被災地視察ツアーを組み
現地取材を遂行したことだ。幹事の穴
澤鉄男さん（元河北新報記者）の尽力、
被災者の協力で実現した。建物や道
路が壊滅し、死者・行方不明者は2万
数千人に上っていた。
チャータした小型バスに乗り込み、仙
台市から岩手県釜石市までを走り回っ
た。参加者はみな生 し々い爪痕に驚愕
させられた。
1回目では、福島県における原発事
故の影響について取材はできなかった。
しかし2回目は被災地の一部に入ること
ができ、「脱原発」を掲げて再選され
た南相馬市の桜井勝延市長からも直
接、話を聞くことができた。

● 多彩な例会やシンポジウム、 
西日本支部も発足

協会は事件や事故の視察、取材だ
けでなく、定期的に例会を開き、著名
な学者や医師、有識者らを招いて研鑽

を高め、会員同士の交流を深めてき
た。会員は新聞、テレビの記者だけで
なく、雑誌の編集者、企業の広報担当
者、大学・研究所の教職員、医師、
看護師、介護士、学生と多彩だ。社
会へのかけ橋を志すジャーナリスト集団
といえる。
運営は非営利でボランティアが中心。
2017年5月には協会設立25周年を記念
し、西日本支部が発足した。協会本部
と同じように例会を催し、会員数は順調
に伸びている。
「光陰矢の如し」というように、この10
年間は様々な行事を展開した（詳細は
協会発行のニュースレターを参照してほ
しい）。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―」（13年11月）や、同
「新時代の医学教育を考える」（15年
12月）など多彩で、例会の講師は横倉
義武・日本医師会会長、岩尾總一郎・
日本尊厳死協会理事長、福井トシ子・
日本看護協会会長ら記憶に残る人物ば
かりだ。
その一方で、協会は年月の推移とと

もに会員の数が伸び悩み、財政危機に
陥った。組織力の強化、財務上の改
善を試みてきたものの、経済の停滞、
高齢化などの壁にぶつかって苦労を重
ねてきた。事務を長年担当してきた近
藤龍治さんが辞めたこともあって2020年
5月、組織を改革して私を含めた幹部
の世代交代が図られた。

● 新型コロナ禍を乗り越え、 
検証と発信のさらなる充実を　

新型コロナウイルスの世界的な感染
拡大に伴い、協会活動はリアルの例会
の中止、オンライン方式の例会や会合
が実施されている。幸い、浅井文和会
長をはじめ新執行部はIT、オンライン
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■松村満美子さんを偲ぶ■

芯のある男っぽい気性の持ち主だった
「私、不思議なくらい楽しいの」

8月1日、日本医学ジャーナリスト協
会元幹事で、NPO腎臓サポート協会
理事長の松村満美子さんが亡くなら
れた。享年81歳だった。
松村さんは千葉大文理学部を卒業

してNHKのアナウンサーとなった。
1968年に出産を機に退局してフリーに
転じ、テレビをメインに講演やシンポジ
ウムのコーデイネーターとして活動し
た。同じNHK出身の小川宏さんのフ
ジTVの看板番組「小川宏ショー」で
は、パートナー司会者を1970年から3
年間務めた。
2001年には、ご自身が設立を主唱

した腎臓サポート協会の代表（のちに
理事長）に就任。厚生労働省の健
康大使のほか、日本透析医学会の倫
理委員会委員や「高齢社会をよくす
る女性の会」の理事など多くの役職を
務めた。また、患者の声協議会の副
代表も務められ、病気で苦しむ患者さ
んの声を政策に届けるための活動をさ
れた。2015年には腎臓病患者に寄り
添ったボランティア活動が認められ、
第2回山上の光賞を受賞されている。
松村さんは、当協会の故大野善三
会長時代に誘われて入会し、幹事と
して活躍した。人工透析と移植問題

が松村さんの生涯のテーマだった。
2006年に宇和島徳洲会病院の病腎
移植が問題になった時には、東京女
子医大教授の故太田和夫氏に講演を
依頼するなど常に問題意識を持った
活動を続けた。
私は日本医学ジャーナリスト協会の
事務局としてのお付き合いとともに、
仕事の本業でもご尽力いただいた。
たとえば、2019年2月には医療機器
業界団体のメディア向けセミナーで、
透析患者の新しい選択肢として登場
した腹膜透析を患者が選ぶときに、患
者と医療側を適切に結び付けるSDM
（Shared	Decision	Making、共同意
思決定）について講演をしてもらった
こともあった=写真。
会えば「オウッ」と少年のような掛

け声でにこにこと笑いながら応えてくれ
る。外見のソフトな女性らしさとは異な
り、芯のある男っぽい気性の持ち主
だったのではないかと思う。
娘さんの話によれば、本人も家族も
速い肺癌の進行に驚いたが、世話に
なった方々に電話をかけ、温かい時
間を大切に過ごした。「私、なんだか
とっても嬉しいし、不思議なくらい楽し
いの」と言っていた姿が娘さんの心の

中に強く残っているそうだ。
娘さんは「母自身が立ち上げに関

わった介護保険制度にお世話になり、
患者と家族を支える見事なサポート体
制が整っている状況を実感したことが
感慨深かったようです」とも話してい
た。
その最期の時に、松村さんは娘さ

んに当協会への遺言を書き取らせ、
今後の活動資金となるようにと寄付を
いただいた。協会ではその寄付を生
かして今年度と来年度に協会賞に
「満美子賞」を創設した。
協会宛ての遺言の最後には「そし

てこれをもって退会とさせていただきま
す」と書かれていた。自身の死に際
に明晰に行動されたことに深く感動し
た。松村さん、見事な最期でした。

（近藤龍治）

2019年2月の講演会時の松村満美子さん

操作に精通した人が多いので心強い。
難局をぜひ乗り越えてほしい。
私は退任後、緊急事態宣言および
移動禁止解除後の6月20日、「ウイルス
を正しく怖れ、たたかい共存するため
に」をテーマに医療フォーラム（主催・
医療介護の安全保障を推進する民間
会議）を東京で開催し、9月からは教
授を務める大学院で「新型コロナウイ

ルスと多文化共生、連帯を考える」を
演題にリアルとオンライン併用の公開講座
（15回）を実施している。
休む間もない忙しさだが、これも協会

の設立以来、多くの先輩のお世話にな
り、指導を受けたお陰である。会長在
任中は会員、幹事の皆さんの協力、
支援のおかげで諸行事を全うすること
ができた。心から感謝する。

政治の強権体質が著しく、国民皆
保険制度の行方が不透明な折、協会
の存在価値はますます重要になると思
う。志を高くして患者本位を貫いてほし
い。そしてこの会報も含めて活字文化
を維持し続け、検証、発信することを
切望する。
（みずまき・ちゅうせい=国際医療福祉
大学大学院教授、協会名誉会長）
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音楽の持つ力を心身の健康に役立てる
音楽療法。その歴史は古く、記録に残る
ものとしては、竪琴で病を治したというギリ
シャ神話のオルフェウスや旧約聖書のダビ
デまで起源を遡ることができる。現代の音
楽療法は、イギリス、アメリカなど欧米を
中心に発展してきたもので、当然ながら西
洋クラシック音楽をベースとしている。

これに異を唱えたのが、精神科医であ
り、日本音楽療法学会認定音楽療法士
である著者だ。バイオリンを弾き、東京
藝術大学の楽理科で日本音楽や民俗音
楽を学んだという一風変わった経歴の持
ち主である。日本の音楽療法の現場で、

西洋クラシック音楽モデルの弊害を目の
当たりにする。院長を務める武蔵野中央
病院などでの音楽療法実践を通じ、日本
人の古くからの音や音楽との関わり方、
すなわち「日本古来の音楽モデル」こそ
が有用であると確信するに至る。

日本古来の音楽モデルの中で代表的な
「もののね」「つくり歌・歌かけ」「歌舞い」
「流し」の４つについて、歴史・文化的
な背景から実際の臨床現場での様子まで
交えて詳しく紹介している。日本人の感
性に合った音楽療法の発展に向け、貴
重な示唆が得られる１冊だ。

（元時事通信編集委員　三浦直美）

虚構と事実、主観と客観、善意と悪
意、その他もろもろの対立項を、縦糸
と横糸のようにバランス良く編み込んで
います。

近未来小説というジャンルは既に確立
していますが、その伝で言えば、「近過去
小説」と言えるでしょう。時間的には既
に過ぎ去った事柄を扱っていますが、い
ずれもつい最近の出来事であり、いまだ
に読む者の記憶に生 し々く残っています。

この小説は多くの問題を提起していま
す。そのいくつかは、たとえば安倍晋三
首相の退陣劇のように、著者の本意であ
ろうとなかろうといまは一応の決着をみてお
り、改めてその裏の事情を目にしても、

週刊誌的な興味をそそられるだけで、正
直、著者の激高を持て余すようなこともあ
りました。

しかるに一方で、公文書改竄問題のよ
うに、その背景を知れば知るほど沸 と々怒
りがこみあげてきて、自死を遂げた財務
省近畿財務局職員の赤木俊夫氏と奥さ
まの無念を晴らすため、「自分も何かしな
ければ」という衝動に突き動かされるよう
な事柄もあります。

表題となっているコロナに関しては、医
療現場の人間として「よくぞここまで言っ
てくれた」という感激を以て読み進めたこ
とを付け加えておきます。

（医師　河内文雄）

2012年に全世界で大ヒットした映画
『最強の二人』の監督、エリック・トレダ
ノとオリヴィエ・ナカシュのコンビが描く最

新作だ。ブリュノ役には、
名優ジャン＝ピエール・
カッセルを父に持つ、ヴァ
ンサン・カッセル、マリク
役をレダ・カテブが演じる。
2人はどう見ても悪役向き
だが、全力で「何とかす
る」日々は、まるで聖人
そのもの。時にコミカル
で、肝の据わった包容力
も醸し出す。

ブリュノが運営する自
閉症のケア施設「正義
の声」では、他の施設
で断られた子供たちも受
け入れる。一方のマリク

は、社会からドロップアウトした若者たち
の就労支援をする団体「寄港」を運営
する。「正義の声」と「寄港」は協力

関係にあり、この仕組みは貧困など様々
な問題を抱えた若者たちにとっても、自身
の居場所を探る機会でもあった。

ある日、15年続けてきた施設に危機が
訪れる。無認可の組織の閉鎖を目的に
社会問題総合監査局（IGAS）が調査
に当たるが、だれにとってもブリュノは英
雄でしかない。重度自閉症の主治医も

「彼らは心と信念で動いている。患者が
凶暴すぎても断らない。結果、彼らは正
しかった」と語り、調査はお手上げとなる。

この監督コンビの作品に共通するの
は、誰も取り残さず、ギャップをフラットに
捉える視点だ。観るものが人生を豊かに
する着想を得られる。本作のクライマック
スともいえる、各々の世界観が融合する
ダンスシーンは、だれもが心の浄化を体
感するだろう。
（医療関連映画コラムニスト  小川陽子）

「日本人のための音楽療法」
牧野英一郎著　幻冬舎
（本体800円＋税）

「コロナ黙示録」
海堂尊著　宝島社

（本体1,600円＋税）

映画「スペシャルズ！ 
政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たちの実話」

TOHOシネマズシャンテ他にて全国順次公開中
© 2019 ADNP-TEN CINÉMA-GAUMONT-TF1 FILMS 
PRODUCTION-BELGA PRODUCTIONS-QUAD+TEN
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地上と地下とどちらを行けば早く目的地へ着く
か。ちか道。

傘があっても傘ない（貸さない）。　

箸は一膳と数えるが、もう一つの読み方。二
本箸。

熊がいない三つの山がある。熊ノー三山。

土器は日用品で、売買されていたはずなのに、
売ってくれない土器があった。買えん（火焔）
土器。

秋祭りが近づいて、太鼓の大売り出しをしてい
る店がある。売れ行きを聞くと「ドンドン売れて
ます」。

将棋の駒のような食材がある。麩（歩）。

不正をさばくトリがいる。コウトリ（公正取引委
員会）。

博士号とかけて足の裏についたご飯粒と解く。
そのこころは「とらないと歩きにくいし、とっても

食べられない」。

丁寧にいうと奉行所となる魚がいる。しらす（お
しらす）。

「さかい」という地名は3か所以上あるかないか。
「みさかいない」。

ある夫婦の会話。「貴方という人は本当に人を
見る目がないのだから…」。「だから君がそこに
いるんじゃないか」。

千円札をくずしてもらおうと思い「これを小さくし
てください」と頼んだら、四つにたたんで返して
くれた。
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2020年度新入会員のご紹介 
（敬称略、順不同、希望された方のみ掲載）

入会月 氏名 所属

5 月 大脇　幸志郎 医師・ライター・翻訳者
小野　博司 メドピア㈱　MedPeer News 編集部　編集デスク

6 月

藤井　江美 国際医療福祉大学大学院　大学院生
大澤　智恵子 清泉女学院大学　看護学部　教員
坂尻　正次 筑波技術大学・教授 
中保　裕子 医療ライター / モデレーター
佐藤　好美 産経新聞論説委員
佐藤　健太 「月刊 H&B リテイル」  副編集長
三隅　順子 看護教員
下村　幸子 NHK エンタープライズ　情報文化番組　エグゼクティブ・プロデューサー
青木　隆子 ジャーナリスト
木村　敦子 広島大学大学院生
杉野　万紀 県立病院管理栄養士
森田　佳祐 理学療法士・編集者
山崎ダイサク 日経メディカル副編集長
小嶋　修一 TBS 特別解説委員（医療・科学担当）
西垣　勇八 パブリックリレーションズ　ストラテジスト
野田　真智子 介護情報誌「Better Care」編集長
内山　富士雄 内山クリニック医師
小川　泰子 社会福祉法人いきいき福祉会　理事長
新井　晋 主婦と生活社 編集者
北沢日炉未 歯科衛生士

7 月

加藤　道広 おたすけ club ぴあかん主宰
萩原　真由美 ㈱社会保険出版社 顧問
鈴木　隆子 社会福祉法人すてっぷ　理事長
荒舩　良孝 科学ライター
生井　久美子 朝日新聞記者

8 月 杉崎　真名 CareNet.com 編集

9 月 藤田　敦子 NPO 法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア　代表
岸田　徹 NPO 法人がんノート代表理事

10 月 佐々木　淳 医療法人社団悠翔会　理事長・診療部長

冗句茶論
（ジョーク・サロン）

松井寿一

　事務局便り　

新型コロナウイルス感染拡大が続き、今年度は協会の活動も大きく変わりました。
講演会や理事会はオンライン方式に切り替え、会長の総指揮のもと、若いスタッフに
協力を得て感染対策を講じながら開催しています。また、ホームページには会員限定
ページをつくり、見逃し動画の配信など各種情報の提供とともに、新入会員紹介欄も
掲載するなど、会員同士の交流にも努めております。皆さまとお会いできない状況が
続いていますが、オンラインやホームページをご活用いただいて、引き続き協会活動に
ご参加・ご協力をお願いいたします。	 （高）


