
Medical Journalist 1Medical Journalist 10

　　

http://www.meja.jp

NPO日本医学ジャーナリスト協会会報  October 2019 Vol.34 No.2（通巻85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

＜7月例会＞
「製薬企業からメディアへの情報提供のあり方について」 —— 1
＜5月通常総会特別講演＞

「ペシャワール会中村哲医師の35年～聴診器から重機へ」 — 4
＜異論医論その1＞

「遅すぎるエボラの輸入」 —————————————  6

＜第11回科学ジャーナリスト世界会議・ローザンヌ大会報告＞
「世界の科学ジャーナリストが集い学び合う」 ———  7
追悼・中村雅美さん —————————————　8
新刊紹介 —————————————————　9
冗句茶論 ————————————————— 10

Medical Journalist
Contents

Medical Journalist 
Vol.34 No.2（通巻85号）

発　　 行
発 行 者
編 集 責 任

事 務 局

ウェブサイト

NPO日本医学ジャーナリスト協会
水巻中正
木村良一
E-mail:ryoichi-k@nifty.com
東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル7階   

担当　近藤 龍治
TEL 03-5561-2930 FAX 03-5561-2912
E-mai l :secretar iat@meja. jp
http://www.meja.jp

（株）コスモ・ピーアール内

：
：
：

：
   

：

●7月例会

「製薬企業からメディアへの情報提供のあり方について」 
　　　江野英夫さん  （厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課  監視指導室長）

　　　石井朋之さん  （同課 広告専門官）

　　　堀尾貴将さん  （同課 法務指導官）

●講演１ 石井朋之さん

　最初に厚生労働省で広告専門官を
務める石井さんが、医薬品等の広告規
制の現状と課題について概況を説明
した。
　近年、広告に関する違反事例として
大きな2つの事例があった。高血圧症
治療薬「ディオバン」事件では臨床研
究でデータ改ざんが行われ、厚労省が
東京地検に刑事告発し、最高裁で係
争中である。高血圧症治療薬「ブロプ
レス」の事例では、承認されていない効
能を暗示したり、臨床試験のグラフを

「ゴールデン・クロス」と称して自社製剤
の有効性を強調したりして誇大広告に
当たる。

　この2つの違反事例に対して研究班
を立ち上げて検討した。OTC医薬品

（市販薬）や化粧品は一般人に対して

広告するので行政側も目にするし一般
人からの通報もあるので広告規制が
有効に働いている。しかし、医療用医

　著者は元毎日新聞生活報道部編集委員
（2018年6月退職）。その小島氏が、「報道は、
なぜこうも歪んでしまうのか？そこに潜むも
のは何なのか」をメディア出身の人間として
自ら探ったのが本書である。取り上げた対
象は「子宮頸がんワクチン報道」「遺伝子組
み換え作物報道」「トンデモ報道」など。結
論から言えば、著者は「メディアは市民を忖
度している」ということがバイアスの一番の
大きな原因だとしている。そのことを端的に
示しているのが、第1章「子宮頸がんワクチ
ン報道の大いなる失敗」で、著者は冒頭「新
聞が死んだ」というショッキングな言葉でこ
の問題を語り始めている。それも2016年か
ら2017年にかけて3度死んだとも言う。
　小島氏が問題にするのは、2016年3月16
日放送のTBSのNews23での信州大学副
学長池田修一氏による研究発表を取り上
げ、「子宮頸がんワクチンを打ったマウスだ
け、脳の海馬・記憶の中枢に異常な抗体が
沈着」して「明らかに脳に異常が起こってい
る」と語ったことだ。翌日の一般紙各紙も大
きく報じた。しかし、その後この研究は医師
でジャーナリストの村中璃子氏の記事「子
宮頸がんワクチン薬害研究班　崩れる根
拠　暴かれた捏造」（WEDGE　2016年7月
号）により、たった1匹のマウスを使った再現
性のない実験であることが報告され、その
科学的信頼性が大きく揺らいだ。小島氏
は、その実験手法を問題視するとともに、そ
うした実験から発表された「薬害」を大きく
報道したテレビや新聞が、その後信州大学
の調査委員会が「不正はなかった」しかし、
実験は問題があったという結論を発表した
時、その記事の扱いはほぼベタ記事であり、
一般読者への説明責任が果たされていない、
これが「新聞が死んだ」という最初だった。

　そして、そうした村中氏が「誤った情報や
妨害と戦いながら、公共の利益のために、
科学的な情報の普及に貢献したジャーナリ
ストや医師に与えられる」海外のジョン・マ
ドックス賞を受賞したことを日本のほとんど
の新聞が取り上げず、無視したことが、2度
目の新聞の死であったという。3度目は？し
かし、この書評の紙数が尽きたので、あと
はお読みいただくしかない。この受賞のこと
は、昨年のノーベル医学・生理学賞を受賞し
た本庶佑氏がストックホルムでの記者会見
の中で「子宮頸がんワクチンの副作用は証
明されていない…マスコミは一部の人たち
の根拠のない主張ばかりを報道してきた」
と述べたにもかかわらず、それを報道する
新聞はなかった、という。
　小島氏は最後に、ワクチン報道に見る10
のバイアス要因を上げているが、その一つ
が「メディア（特にテレビ）は、報道への責
任感が乏しく、訂正をなかなか出さない」と
述べている。他の９つの点についても小島
氏のメディアバイアスの論点がどのようなも
のか、ぜひご一読いただき、議論を深めてい
ただきたい。　　　　　（風雨強かるべし）

　患者が適切な医療を受けるためには製薬企業から適正な医薬品情報が医療関係者やメディア、患者に提供されるこ
とが欠かせない。近年、高血圧症治療薬の虚偽広告、誇大広告の問題事例が指摘され、製薬業界や厚生労働省が医薬
品に関する情報提供のあり方について見直しを進めてきた。
　2019年4月、厚労省の「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」の運用が始まった。ガイドライン
Q&Aでは「メディアセミナーやプレスリリースを通じた情報提供については、…… 一律に本ガイドラインの適用から除
外されるわけではない」としている。製薬会社から一般メディアへの情報提供にも影響が出かねない状況だ。このため、
厚労省担当者から直接説明を聞き、質問する機会として例会を企画した。
　当日は136名という大変多くの参加者が集まり、討論も盛り上がった。

新刊紹介

報告・浅井文和

避け、科学に基づいて、よりよい着地点を見
いだそうとする姿勢は共感できる。
　大阪国際がんセンターの田淵貴大・疫学
統計部副部長が執筆した『新型タバコの本
当のリスク』は加熱式などの新型たばこのリ
スクを多面的に論じている。日本人の成人の
10％がフィリップモリス製のアイコスを使うよ
うになり、その世界販売シェアの大半を日本
が占めている。「日本がアイコスの実験場に
なっている」と警告を発する。
　紙巻きたばこの健康被害は長い研究で立
証されてきた。しかし、新型たばこのデータ
はまだそろっていない。だからと言って無防
備でよいのか。新型たばこに含まれる有害
物質を列挙し、「既存のたばこよりリスクが
低い」とするたばこ会社の宣伝に疑問を投げ
かける。
　アイコスのパンフレットには、小さく薄い文
字で「たばこ関連の健康リスクを軽減させ
る一番の方法は、紙巻きたばこもアイコスも
両方やめること」とある。将来の訴訟対策に
備えた言い訳のようだが、予防原則からも甘
い対応は許されない。新型たばこに「待った」
をかける論考が満載されており、一読を薦め
たい。　　　　　　　　　　　　　　（青）

▲（左より）堀尾貴将さん、江野英夫さん、石井朋之さん

神主さんが神主さんであるのを忘れるのは食
事も睡眠もとらないで働いているからであ
る。寝食（神職）を忘れて。

神様がお乗りになられる乗り物は、ソリであ
る。カミソリ。

タイの首都バンコクで行われている催しは世
界中で行われている。万国共通。

キウリ、ナス、トマトなど夏の野菜で認知症に
なるのは？ボケナス。

骨まで愛してという歌詞は決して激しいもの
ではなく地道なのである。コツコツ。

自分と相手のどちらが悪いか。腐った卵でキ
ミが悪い。

お肉を送った人ともらった人が互いに相手
の気持をおしはかっている。そんたくロース。

ナスの漬物の色をきれいにするものは今夜
使ってはダメである。みょうばん。

ごぜのおりんが2人いると楽器になる。
バイオリン。

部屋の中で指導的立場にあるのは窓である。
マドリード。

故障した機関車は病気機関車。

タコを最初に食べたのは他国（タコ食う）
の人。

おそば屋さんで、もりとかけを絶対に食べな
いご夫妻がいる。

冗句茶論 （ジョーク・サロン）
　　　　　　　　　　　　  

　松井寿一

小島正美著
『メディア・バイアスの正体を明かす』
エネルギーフォーラム刊

（本体900円＋税）
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立性を有する人を含む審査・監督委員
会を設ける。未承認薬・適応外薬に関
する情報提供については、医療関係者
や患者から求めがあった場合は情報
提供しても差し支えない。
　ガイドラインのQ&Aも出している。
そのQ37が「メディアセミナーやプレ
スリリースを通じた情報提供について
も、本ガイドラインの適用を受けると考
えてよいか」。どのような形の状況提供
かを個別に評価・判断するが、メディア
を通じたからといって一律にガイドラ
インの適用から除外されるわけではな
い。
　特に一般向けメディアが含まれる場
合は一般人向け広告に該当するおそ
れがあるため、慎重な対応が求められ
る。医療関係者向け雑誌に関しては広
告を禁止していない。一般向けメディ
アが入っている場合は一般人向けに
情報が伝達されるので留意してやって
ほしい。
　顧客誘引性がなければ問題ない。ど
ういう場合に顧客誘引性がないかは
個別の判断になるが、ひとつは情報を
一般の人に知ってもらいたいという販
売促進以外の目的が明確にあるかど
うか。たとえば、新たな作用機序や新た
な科学技術を使った医薬品を発売直
後に一般の人に知ってもらうという場
合にメディアに情報提供するのは販売
促進ではない目的が合理的に説明で
きる。一方で自社の医薬品の販売が落
ちているからメディアセミナーを開くと
いうのは販売促進以外の目的がある
かというと合理的な説明が難しい。
　メディアが製薬企業に取材を申し入
れて、求めに応じて製薬企業が情報提
供するのは顧客誘引性がないので情
報提供してもらって構わない。皆さん
の取材活動を何ら規制するものではな
い。最近、記者が「医薬品の製品写真
を提供してください」と製薬企業にお
願いしたら、「広告規制上ダメです」と
言われたという話を聞いた。これは求
めに応じて提供しているわけなので規

制するものではない。

●質疑応答
　質疑応答では、石井さん、堀尾さん、
監視指導室長の江野英夫さんの3氏
が壇上に並び、会場からの質問に答え
た。
　まず、司会の浅井から「Q＆A37で、
メディアセミナーやプレスリリースがダ
メな例と大丈夫な例を具体的に書い
てもらわないとわからない。ここを具
体化するとか、細かい見解を出すこと
はないのか」と質問した。これに対して
担当者は「この点は行政側も承知して
いる。具体例に関しては個別事案をう
まく整理して切り分けなければならな
い。製薬協などの業界団体の方が今ま
でやってきたプレスセミナーの個別事
案を当てはめながら、どれだったらば
行政が示した考え方に適合している
か、適合していないかを業界側が整理
した方がいいのではないか。いま、業界
団体に依頼して相談を受けて進めて
いる最中だ。それが形になってくれば
対外的に示せるか検討していきたい」
と答えた。
　会場からは「一般向けメディアが含
まれる場合は一般人向け広告に該当
するおそれがあるというが、取材して
記事に載せる必要があるかどうかを
我 メ々ディアに関係する人間は判断し
ている。この辺はどういう考え方か」と
質問があった。これには、「記者の問題
意識にもとづく取材活動の一環でする
ことは広告活動ではないので何も問題
はない。医薬品について間違った認識
が広まった場合などに製薬企業がプレ
スを通して情報発信することも否定す
るものではない」と答えた。
　「プレスリリースについてはどうか」と
いう質問に対しては、「IR情報として投
資家向けに重要な情報を提供するの
は顧客誘引ではない。プレスリリース
に開発中の医薬品の情報が入ってい
てもIR情報という範囲内であれば構
わない。しかし、プレスリリースは企業

が情報提供するものなので、一般の人
が見られる状態になっていれば、もの
によっては一般向け広告にあたる」とい
う回答だった。
　また、「厚労省の方は一般紙の特性
をご存じないのではないか。一般紙は
特定の商品名が出るのを嫌う。特定の
メーカーの得になることは制限されて
いる。メーカーがメディアを呼んでセミ
ナーをやっても、ほとんどのメディアの
記者は記事を書かない。嘘っぽい内容
のメディアセミナーにも行くけれど、そ
れはどれだけ嘘を言っているかを聞く
ためだ。厚労省の過剰な反応をしてい
るのではないか。それをわかってくださ
い」という意見も出た。
　このほかにも会場からの質問が相
次いで、予定していた時間を大幅に超
過した質疑応答になり、この問題に対
する関心の高さを示した。ジャーナリス
ト側と厚労省担当者との間で話が噛
み合わないところもあったが、ガイドラ
インを読んだだけではわかりにくいと
ころを担当者から直接説明を聞くこと
ができ、情報提供活動問題について理
解が進んだと思う。今後もその時々の
焦点になるテーマで例会を企画して、
会員の期待にこたえたいと思ってい
る。

 （あさい・ふみかず=日本医学ジャーナ
  リスト協会理事、元朝日新聞編集委員）

薬品は製薬企業のMR（医薬情報担
当者）と医療関係者との密室の中で情
報提供活動がおこなわれていて外から
見えにくい。このため医療従事者によ
る広告監視活動モニター事業を開始し
た。MRからの情報提供で不適切な
事案があれば厚労省に報告する仕組
みだ。報告事例の周知もしている。今
年度からはモニター施設以外の全て
の医療機関から報告を受け付け始め
た。
　不適切例としては、薬の添付文書に
反するような用法用量をMRが「保険
の査定を受けないから」と口頭で説明
していた例、原著論文では3群比較試
験だったのをその中の1群を落として2
群だけ示した例、引用論文の著者が企
業から報酬を得ていたのに利益相反
を明示しなかった例などがある。
　医薬品等の広告規制の課題として、
口頭説明やパソコンの映像による説明
で証拠が残りにくい事例がある。明確
な虚偽誇大広告とまで言えないものの
不適正使用を助長するものもある。ま
た、アフィリエイト広告のように広告該
当性の判断が難しい事例もある。一方
で、医療関係者からは適切な情報提供
はしてほしいという要望もあり、広告と

適切な情報提供の切り分けも求めら
れている。

●講演２ 堀尾貴将さん

　次いで厚労省の法務指導官で弁護
士の堀尾さんが「医療用医薬品の販
売情報提供活動に関するガイドライ
ン」について説明した。
　医薬品医療機器法で規制されてい
る広告は3つある。ひとつは虚偽・誇大
広告の禁止。2つ目は一般人に対する
広告の禁止。3つめは未承認薬の広告
の禁止。
　広告に該当する要件は、顧客を誘引
する意図（顧客誘引性）が明確である
こと、特定医薬品等の商品名が明らか
にされていること、一般人が認知でき
る状態にあることの3要件だ。
　アメリカではFDA（食品医薬品局）
が販売情報提供活動に関するガイドラ
インを公表している。フランスでも法令
上の規定を設け、国の機関と業界団体
が共同で情報提供活動に関する憲章
を策定した。
　日本では日本製薬工業協会のガイ
ドラインがあったが、厚労省が策定し
たガイドラインがなかった。このため、
厚労省は昨年9月に「医療用医薬品の

販売情報提供活動に関するガイドライ
ン」を出した（運用は今年4月から）。
　ガイドラインの目的は、広告または広
告に類する行為を適正化して、医療用
医薬品の適正使用を確保することだ。
製薬企業が医薬品のプロモーション
活動をすることは当然のことだ。しか
し、医薬品は患者の生命・健康に重大
な影響があるので、プロモーションを
するにしても一定のルールがある。
　ガイドラインの大きな柱として、社内
体制の整備を求めている。米国やフ
ランスでは企業が使うプロモーション
資材を全部、行政当局に提出させて
チェックしている。日本では行政がそう
いうチェックをしない。企業の中で科
学的で客観的な情報提供をできる社
内体制の整備を求める。自社からの独

一般メディアから多くの質問が出た

「情報提供ガイドライン」はメディアのみならず製薬会社の広報担当者などの大きな関心を集め、当日は136名の出席で会場は満席となった

くすりの適正使用協議会の代表者の発言もあった
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●5月通常総会 特別講演

「ペシャワール会中村哲医師の35年
 ～聴診器から重機へ～」
　　 中村哲さん （ＮＰＯ法人ペシャワール会現地代表・
                                    ＰＭＳ(ピース・ジャパン・メディカル・サービス)総院長）

　5月21日、東京・内幸町の日本記者
クラブで開かれた2019年度日本医学
ジャーナリスト協会総会で、ＮＰＯ法人
ペシャワール会現地代表・ＰＭＳ(ピー
ス・ジャパン・メディカル・サービス)総院
長の中村哲医師（72）が特別講演し
た。1984年、パキスタン北西辺境州の
州都・ペシャワールの病院に着任して
今年で35年、難民を助けにアフガニス
タンに活動を拡大して30年になる。ペ
シャワール会（会員12,000人）の支援
で始まった医療活動は、難民の帰還、
大干ばつを機に灌漑、農業、井戸掘削、
食糧配給へと拡充した。聴診器持つ
手をパワーショベル操作にかえた医
師。原点は「これが見捨てておかりょう
か」だった。

●雪がないと食っていけない

　アフガニスタンは日本からまっすぐ
西へ5,000㎞行ったところ。ヒンズーク
シ山脈など「世界の屋根」と呼ばれる
地域の西の端に位置する。乾燥地帯で
7,000m級の山々が連なり、日本の面積
の１・７倍の山の国である。標高7,000m

〜 6,000mは普通、万年雪を頂いてい
る。人口は2,000万人とも3,000万人とも
言われる。アフガンのことわざに「金
がなくても食っていけるけれど、雪がな
いと食っていけない」とある。産業は農
業で、ほとんど自給自足。雨は年間200
ミリで、ほとんど降らない。農業を営む
上で必要な水源は白い雪。だから生命
線だ。水さえあれば食糧自給率93%だ
が、現状は半分以下になっている。
　民族の十字路で、20以上の民族と
言葉がある。「アフガン人は、アフリカ
の黒人以外には化けられる」と言われ
るくらいだ。地域をまとめるのがイスラ
ム寺院で、かつての日本の神社のよう
な存在だ。アフガニスタンには警察も
なければ、精神病院もない。99%の人
は数十円のお金がない。

●難民キャンプの

　巡回診療にも乗り出す

　1984年、日本キリスト教海外医療協
力会に来た派遣要請に応えてペシャ
ワール・ミッション病院に着任した。そ
の前年、活動を支援しようと、ペシャ

ワール会 が 発 足し
た。
　最初はハンセン病
の医師として行った。
多発地帯です。でも
病気はハンセン病だ
けではないし、ハンセ
ン病以外は診ないと
いう訳にも行かない。
ハンセン病が多いと
ころは他の感染症も

多い。
　 ソ連 軍のアフガン侵攻（1979 〜
1989年）に伴い、難民となった人々が
国境を越え、ペシャワールと近郊にやっ
てくる。ハンセン病の治療・予防の傍
ら、アフガン難民への診療も始めた。
病院に来る人だけではなく、難民キャ
ンプの巡回診療も始めた。
　ソ連軍の侵攻では200万人が死に、
600万人が難民として国外へ逃れたと
いう。内戦が下火になった時、ハンセン
病治療のためペシャワールに設立した
ALS（アフガン・レプロシー・サービス）
を、他の病気もアフガン難民も診られ
るよう、JAMS（日本アフガン医療サー
ビス）に名称変更し、アフガニスタン国
内へと活動を拡大した。難民診療から
アフガン東部山岳部に診療所を作り、
最多の時で10か所の診療所でハンセ
ン病、アフガン難民、貧困層、山岳地帯
住民の診療に取り組んだ。電気を使え
る診療所はほとんどなかった。

●診療所の周りの村が

　だんだん消えていく

　ソ連軍が撤退し、ソ連崩壊（1991年
末）を受け、1992年、アフガン難民の

▲中村哲さん

爆発的な帰還が始まった。国境をまた
いで、1998年、PMS（ペシャワール会
医療サービス）病院を開設し、態勢を
整えて行った。
　2000年、中央アジアの大半が激し
い干ばつに襲われた。アフガンの被災
者1,200万人、飢餓400万人、餓死100万
人。タリバンが政権を握っていたので
情報が伝わらなかったが、診療所の周
りの村がだんだん消えていく事に気が
付いた。水がなければ生活できない。
半年、1年で一木一草も生えない沙漠
になった。広がる沙漠化で、子どもの患
者が多く、よく死んだ。アフガンに水が
ない、清潔な飲料水、農業用水がない。
下痢、体が衰弱しているので、あっと言
う間に死ぬ。のどが渇いた幼子が泥水
をすすって腸管感染症を起こしたり、
何時間もかけて母親が病院に連れて
来た時には、子供は母の腕の中で亡く
なっていたり、悲惨な事態が日常化し
ていた。100万人餓死は誇張ではない。
それを考えると、医療はいかにも空し
いものだった。喉の渇きには清潔な水、
空腹には豊富な食べ物が必要だ。まず
は枯れた井戸の修復から始めた。掘っ
ては枯れる、掘っては枯れる。診療も
大事だが、清潔な水資源を確保しなく
てはと、医療事業と並行して井戸の掘
削工事をペシャワール会の事業として
始めた。医療以外を事業とした契機に
なった。

●いのちの基金で食糧輸送トラック便

　2001年に乗っ取られた民間航空機
２機が米国の超高層ビルなどに突入
する同時多発テロ事件が起こり、事件
を起こしたアル・カイーダ幹部の潜伏
地、テロの巣窟と見なされたアフガニス
タンでは米英軍の空爆を受け、地域は
不安定化し、厳しい食糧難に見舞われ
た。診療所は次々に閉鎖に追い込まれ
て行った。アフガンに必要なのは水と
パンである。ペシャワール会は食糧配
給計画「アフガンいのちの基金」を発
表。日本国内で基金を募り、2001年10

月〜 02年2月までの間、ペシャワールか
らの食糧輸送トラック便を国境を越え
て送り込み、現地の主食であるナン原
料の小麦粉と油15万人分をピストン輸
送し、配給した。

●27㎞流域の3,500ヘクタールに

　15万人が帰農

　アフガニスタンは大干ばつで、緑地
は瞬く間に沙漠と化し、耕地を失っ
た農民たちは難民となったり、傭兵と
なったり。負の連鎖を目の当たりにし、
2002年、農業事業・灌漑事業として「緑
の大地計画」を発表、マルワリード用
水路の建設に乗り出した。「沙漠化で
無人化した村々の復興。百の診療所よ
り一本の用水路」を掲げ、難民になっ
たり、傭兵に行ったりしなくてすむ農
村復興に乗り出した。2006年までに、
飲料用井戸約1,600本と灌漑用井戸13
本を掘削、カレーズ(伝統的な地下水
路)38か所を再生した。
　地域に必要なものは安定した灌漑
だ。地下水では最終的には１割に満た
ない水しか取れない。大河川からの取
水が必要だった。マルワリード用水路
建設は2003年に始まり、10年に完成
した。現在、27㎞流域の3,500ヘクター
ルに15万人が帰農した。この人たちの
手で建設でき、メンテナンスもでき、将
来に残していける。日本とアフガンは
取水・灌漑技術の類似点などがある。
その一つが「維持可能な適正技術を

求める」。最も参考になったのが筑後川
の斜め堰。貯水池、浸食防止を図る石
出し水制（クナール河）、用水路。石の
熟練工・アフガン農民の協力で、金網
の中に石を積んで詰める「蛇籠」と柳
枝で水路の護岸を補強した。「蛇籠」は
針金で籠を編み、河岸に置きその後ろ
に柳を植える。金網は15年もすればな
くなるけど、柳枝が大きく根を伸ばし、
金網の代役を果たす。石の詰め方はア
フガンと日本では違うが、自分たちで
作り、自分たちで補修し、維持管理す
る。そうやって用水路が延びる度に緑
が増える。

●沙漠で田植え バザールが復活

　ガンべリ沙漠横断水路工事は摂氏
50度での作業だった。作業員たちに「休
もう」と勧めたが、誰も休まないで働い
た。彼らは「日本人が水路を造ってい
る」と言って戻って来た。「用水路がで
きる、できない」は死活問題。「1日３回ご
飯が食べられ、自分の故郷で自分の家
族と暮らせる」。これが彼らの望みだっ
た。2008年に始まり、2009年8月に通
水した。これで、ガンベリ砂漠の開拓が
始まった。9年後にガンベリ農場ができ
た。彼らは「先生、これで自分たちは生
きていける」と感謝した。砂嵐対策の防
砂林は日本の松林がヒント。今は沙漠
で田植えができるまでになった。多くの
沙漠が緑の農地へと蘇った。果物もた
わわに実り、水だまりには遊牧民が羊

報告・藤野博史

特別講演では、中村哲医師のヒューマニズム精神に聴衆皆が感動した

特別講演後開かれた懇親会では講演に感動した多くの会員が中村医師と記念撮影した
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医論異論
その 1

遅すぎる
エボラの輸入

　エボラウイルスなど５種類の病原体
が 9月下旬に輸入された。
　東京五輪・パラリンピックを来年に
控えるなか、海外からの旅行者が増え、
エボラウイルスなどが入ってくる危険
がある。これが輸入に対する厚生労働
省の言い分だ。輸入には賛成だが、独
断専行で言わせていただくと、厚労省
のやり方は、五輪を口実にした〝五輪
便乗輸入〟である。本来の危機管理か
ら逸脱していないか。普段からしっか
りと準備を整え、万一の事態に備えて
おく。これが本来の危機管理だろう。
　５種類の病原体は、エボラ出血熱の
ほか南米出血熱、ラッサ熱、クリミア・
コンゴ出血熱、マールブルグ病の各ウ
イルスだ。いずれも有効性と安全性が
確立した治療薬やワクチンはなく、日
本に存在しない致死率の高いキラーウ
イルスである。もちろん輸入は初めて
だ。
　たとえばエボラウイルス。患者の血
液と体液に多く存在し、それらの混ざっ
た吐瀉物や便に直接触れることで傷口
や粘膜から侵入していく。自然宿主は
熱帯ジャングルに生息するオオコウモ
リとみられている。
　エボラ出血熱がアウトブレイク（地
域的流行）したコンゴ民主共和国では
昨年８月以降、１７００人以上が亡く
なり、WHO（世界保健機関）は今年７
月１７日、「国際的な公衆衛生上の緊急
事態」を宣言した。
厚労省はエボラウイルスなど５種類の
輸入ウイルスを検査体制の強化に使う。

具体的には感染を見極める確定診断や
抗体の有無を調べて退院時期を決める
判断材料に使用される。治療薬やワク
チンの研究開発には使わない。
　輸入ウイルスは日本の感染症法でも
最も危険な「１類感染症」に指定され
ている。そんなウイルスを持ち込んで
検査に使おうというのだから慎重に対
応してほしい。

　慎重さを欠くと、研究者が感染する
危険性が出てくる。ラボラトリー（研
究所、実験室）感染だ。研究者がウイ
ルスを扱っている際に汚染された注射
針などを誤って体に刺すような事故が
それに当たる。治療薬やワクチンがな
いなか、研究者をどう治療するのか。
ラボでの感染は日本の感染症研究にも
大きな支障が出る。
　繰り返すが、生のキラーウイルスの
輸入には賛成だ。治療薬やワクチンの
開発に役立つからだ。それゆえもっと
早く輸入を決めるべきだったし、正面
切って治療薬やワクチンの研究開発を
押し進めるべきだ。
　輸入ウイルスを保存管理する研究施
設が、東京都武蔵村山市にある国立感
染症研究所村山庁舎のＢＳＬ（バイオ・
セーフティー・レベル）４の施設だ。
病原体が外に漏れ出すのを防ぐ陰圧構
造で、危険な病原体を安全に扱える。
Ｐ４施設とも呼ばれる。
　同施設は１９８１年に完成して１～
３レベルの病原体を扱ってきたが、４
レベルの病原体はこれまで扱えなかっ
た。先進７カ国（Ｇ７）中、ＢＳＬ４
が稼働できないのは日本だけだった。
２０１５年８月、厚労省は同施設をＢ
ＳＬ４として指定し、今年５月にやっ
と稼働のめどを付けた。
　厚労省は周辺住民の理解を得るのが
難しかったというが、十分な説明をし
てきたのだろうか。完成して約４０年
だ。時間はたっぷりあった。遅すぎた
稼働である。

を連れてやってくる。水が通ると何でも
できる。水を求めて、動物が、魚が、鳥が
くる。バザールが復活した。

●温暖化が脅威　技術継承に訓練所

　だが、これで最後ではない。温暖化
が脅威になっている。60年で１・８度
気温が上昇すれば不安定な雨が降り、
大洪水、氾濫が起き、ひいては沙漠化
する。洪水にも耐え、現地に適した取
水堰の建設、技術を継承していくた
め、ミラーン訓練所もできた。アフガン
政府は2018年農業振興策で、日本と
アフガンの旧い治水技術を応用した

PMS方式を採用した。アフガン全土へ
の普及を図っている。2019年3月、ヤナ
ギ、ユーカリなど総植樹数は100万本を
突破した。

《聴講席から》

　5月21日の特別講演は盛況となった。
会員の病院経営者は「講演の途中で
３度ほど、泣きそうになった」と述懐し
た。5月26日には、アフガン灌漑のモ
デルとなった山田堰（福岡県朝倉市）
を造った庄屋古賀百工（1718 〜 1798
年）の生誕300年記念式典が朝倉市で
あった。故郷に帰った中村医師は「最

も参考になったのが、1790年に築造
された筑後川の斜め堰『山田堰』。ア
フガンの人が維持可能な技術を見つ
け、アフガニスタンの斜め堰となり、今
春完成しました」と報告。地域住民の拍
手喝采を浴びた。中村医師も古希を迎
えた。同会場で「後継者はいますか」と
聞かれ、こう答えた。「堰の恩恵がある
限り、後継者は次 と々出てくる。私は心
配していません」

（ふじの・ひろし＝日本医学ジャーナリ
スト協会理事・西日本支部長）

木村良一（元新聞記者）

●第11回科学ジャーナリスト世界会議・ローザンヌ大会報告

「世界の科学ジャーナリストが集いび合う」

●世界83カ国から1137名、

　日本からは24名が参加登録

　2年に1回開催される科学ジャーナ
リスト世界会議（World Conference 
of Science Journalists：WCSJ）は第11
回を迎え、2019年7月1日〜 5日にスイ
ス・ローザンヌ市で開催された。主催は
世界科学ジャーナリスト連盟（World 
Federation of Science Journalists：
WFSJ）と、アルプス山脈をはさんで隣
接するスイス、フランス、イタリアの3カ
国の科学ジャーナリスト協会で、テー
マ は“REACHING NEW HEIGHT 
IN SCIENCE JOURNALISM”（科
学ジャーナリズムの新たな高みへの到
達）だった。
　主会場はスイス連邦工科大学ロー
ザンヌ校（EPFL）のキャンパスにある
Swiss Tech Convention Center。参加
登録したのは世界83カ国から1137名、
うち6割が女性だったという。日本の参
加登録者は24名で、展示会場には北
海道大学が単独で、また国立天文台と
理化学研究所が共同でブースを出して

いた。
　WFSJは、科学、科学者、一般大衆の
間の橋渡し役として科学ジャーナリズ
ムを前進させること、科学ジャーナリス
トのグローバルなコミュニティを構築す
ることを目的に2002年に結成された。
そのメインの活動であるWCSJの目的
は、世界の科学ジャーナリストや科学
コミュニケーターが1か所に集まってお
互いに学び合い、専門的能力を開発す
ることだ。WCSJは、WFSJ結成のきっ
かけとなった1992年の第1回の東京を
皮切りに、1999年の第2回ハンガリー ・
ブタペスト、2002年の第3回ブラジル・
サンノゼドスカンポス、2004年の第4
回カナダ・モントリオールと続き、2007
年の第5回オーストラリア・メルボルン大
会からは2年に1回開催されている。
　日本でWFSJに加盟しているのは、
日本医学ジャーナリスト協会と日本科
学技術ジャーナリスト会議の2団体で、
当協会会員の参加者は私一人であった
ため、理事会の命を受けて協会代表と
して総会にも出席した。

　総会には各国の科学ジャーナリスト
協会の代表者が集まり、会長やエグゼ
クティブ・ディレクターによる活動報告
や会計報告、今後の方針の説明が行
われた。国際機関でのマネジメントの
経験が豊富なエグゼクティブ・ディレク
ターのChristophe Bourillonは、今後
のWCSJには国際的なイベントを仕切
る業者を入れて、ジャーナリストに負担
をかけないようにしたいという抱負を
述べていた。

●医学・医療などがテーマの
　セッションを数多く開催
　WCSJでは、そのときそのときの科
学や科学ジャーナリズムの課題をテー
マにワークショップやレクチャー、見学
会などが行われる（詳細はhttps://
www.wcsj2019.eu を参照）。
　今回は、計63セッション、9つのラン
チョンセミナー、5つの記者会見、7つ
のワークショップが開催され、登壇し
たスピーカーは337名。「フェイクニュー
ス」のような科学や社会の大きなテー
マから、「ニューメディアでどう稼ぐか」

「21世紀の科学本を書く・売る」といった
ジャーナリストのビジネスに関わるテー
マまでが取り上げられた。
　医学や医療は毎回大きなテーマとな
る。今回は、ゲノム編集ベビーや医学論

報告・小島あゆみ

閉会式では次期会長のMilica Momčilović さん（セルビア国営テレビ）が紹介され、
次回は南米コロンビアのメデジンで開催されることが発表された

CERN・MEDICISの外観
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　日本人の死因に影響する危険因子のう
ち、たばこは高血圧を上回って、最大の防ぎ
得る要因になっている。健康対策でたばこ
問題は大きな課題だが、日本では、たばこ会
社の宣伝も根強く、禁煙の機運はまだ十分
でない。今年、気鋭のたばこ疫学者２人がそ
れぞれ、たばこの「本当の」有害性を立証す
る本を刊行した。
　東京オリンピック・パラリンピックを前に、
来年4月には、受動喫煙を防ぐため飲食店な
どの原則屋内禁煙を罰則付きで定めた改正
健康増進法や東京都受動喫煙防止条例が
完全施行される。その裏付けとなった科学
的エビデンスを伝えるタイムリーな出版で、
研究者らしく、根拠となる文献、資料も丁寧
に引用しており、説得力のある力作である。
　国立がん研究センターの片野田耕太がん
統計・総合解析研究部長が書いた『本当の
たばこの話をしよう』は喫煙者と非喫煙者、
社会の立場から論じている。「知ることで考
えが変わってくる」と喫煙者に禁煙を優しく
呼びかけ、たばこ会社の研究不正や陰謀、訴
訟の歴史を明らかにする。
　世界で最初に、受動喫煙の被害を報告し
たのは1981年の平山雄・国立がんセンター疫
学部長（当時、故人）だった。この論文を否定
するため、たばこ会社が長年、数々の裏工作
を続けた。これに対して世界の研究者の反
論で平山論文の正しさが認められて、屋内禁
煙の世界標準が定着した。
　その経過は「疫学の勝利」として良質な科
学ドラマを見るように興味深い。最後に片野
田部長は「科学は人々の合意を得るための
知恵であり、人々の生命を守るための術」と
指摘している。たばこを巡る不毛な対立を

言う。タゴールの詩を引用して「押しつける、
決めつける、美化する」ことから距離を置く
姿勢には、数千人のおびただしい看取りに
立ち合ってきた徳永さんの達意がうかがえ
る。
　政治家ら誰もが今は話すようになった「寄
り添う」にも異議を申し立てる。「寄る」「添
う」という暑苦しい動詞が2つも重なる「寄
り添う」には「うぎゃ、やめて」と叫ぶ。患者
さんの「そばにいる」「傍らに控える」でよい
と提案する。手あかがついた流行語に便乗
しないところはいかにも徳永さんらしい。

「一の言葉」「マスコミ語」「脳言葉」「非生活
語」に対する「二の言葉」「家族語」「体こと
ば」「生活語」の重要性を訴える。興味深い
文章論である。「マスコミ語」で文章をつ
づってきた者として耳が痛いが、この批判
は考えるに値する。
　第二部は、講義を企画した高草木光一慶
大教授と徳永進さんとの長文の往復書簡
で、ハンセン病とホスピス、医療文化につい
て高草木教授の往信に、徳永さんが返信を
出す形式になっている。それぞれ自由に書
いて、必ずしもかみ合ってはいないが、互い
に刺激して、臨床の現場を浮かび上がらせ
る。医学生のころから瀬戸内海の長島愛生
園を訪れ、「終生隔離」を強いられたハンセ
ン病患者らに向き合ってきた徳永さんは優
しい。「（著名な精神科医、文学者で故人の）
神谷美恵子さんに限らず、ハンセン病に関
わってきた多くの医療者に対して『よくぞ
やってくださった』という感慨を、同じ医療
者として持っています」と記す。ホスピスには

「タームナルケアにキュアも忘れるな」と説
き、医療文化では「近代化のなかで失った
ものが死の文化だ」と語る。
　随所に折り込まれた臨床現場の物語は
人をなごませる。徳永進さんをモデルにし

た劇団民藝の「野の花ものがたり」が
２０１７年２月に新宿の紀伊國屋サザンシ

アターで初演され、２０１９年も各地で巡演
されている。観劇に出掛けた。真面目な劇

だったが、徳永さんの稀有な実像を伝える
のはやはり難しい。この本はユーモアにあ
ふれ面白い。広く読んでほしいというより、
深く読んでほしい。全国の医学部にこそ必
要な臨床医学概論の特別講義である。　

（小川明）

新刊紹介

　臨床の現場は、経験した者でないと捉え
にくい。長く医療の取材をしていて、その思
いは今もぬぐえない。だから、鳥取市でホス
ピスケアを行う「野の花診療所」の医師、徳
永進さんの文章をこれまで何度も読んで

「参ったなあ」とつぶやいてきた。その徳永
さんが慶應義塾大学経済学部の「社会思
想」の講義で3回話した臨床医学概論の記
録の第一部に、高草木光一慶大教授との3
回の往復書簡の第二部を加えて、医療の在
り方を問い直している。
　徳永さんは半世紀近い医師生活を振り
返り、現代医療の状況をガイドラインやマ
ニュアルだらけの「『線』の時代」「臨床の定
置網化」と見抜く。「ガイドラインによって黒
の線がたくさん引かれます。…現実はそれ
にうまく当てはまらないことが多くありま
す。そのときに、ガイドラインには書かれて
いない白い部分を追いかけて、あうだこうだ
と工夫する、それが臨床」と語る。臨床には
思いがけないことが起き、時には定置網を
破る必要に迫られる。医療事故が起きたり
すると、ガイドライン違反や規制強化を唱え
るのが報道の常だが、その書き方は行政や
当局の手先のようで、底が浅い。改めたほう
がよいと思い返した。
　徳永さんの「私には、物事を抽象的に考
える力が欠落している」という謙遜は、額面
通りに受け取れないけど、つい笑ってしま
う。日々、具体的なことばかりを目の前にし
てきて「相反するもので混沌とした空間が
社会の現場であり臨床である」として「臨床
は汽水域」と表現する。常に反乱を起こす
身体とエンドレスの闘いをしながら「死に
は後悔がつきまとう」「臨床は後悔の場」と

徳永進著・高草木光一編
『「いのち」の現場でとまどう
    臨床医学概論講義』
岩波書店刊

（本体2300円＋税）

片野田耕太著
『本当のたばこの話をしよう』
日本評論社 （本体1600円＋税）
田淵貴大著

『新型タバコの本当のリスク』
内外出版社 （本体2200円＋税）

文のプリプリントに関するセッションが
あった。
　中日3日間には昼食時のLab tour（ラ
ンチバッグをもらって研究室を訪問
する）が行われ、私はローザンヌ大学
病院の核医学教室、EPFLの手のロ
ボットを開発している研究室、ローザ
ンヌ工科大学のDDS（drug delivery 
system：医薬品の患部への送達シス
テム）などを研究する生化学教室を訪
問した。
　毎回趣向が凝らされる大会最終日
のフィールドトリップは30コースが準備
され、私は「放射性同位体が欧州原子
核研究機構から病院の患者へどのよう
に届けられるのか？」と題されたツアー
に参加した。スイス・フランス国境に位
置する欧州原子核研究機構（CERN）
のMEDICIS （Medica l Isotopes 

Collected from ISOLDE)をバスで訪
問。CERN見学のハイライトともいえ
る大型ハドロン衝突型加速器は見られ
なかったが、Science for Peace（平
和のための科学)を目指すCERNを象
徴するように、核医学研究に力を入れ
ていることがわかった。MEDICISで
作られた特殊な核種はスイス国内や
ヨーロッパに運ばれ、がんの臨床研究
に使われているとのことだ。その施設
の一つであるジュネーブ大学病院の核
医学教室では病院のそばに非臨床研
究のための施設を設置中で、完成すれ
ば、一つの部屋にマウス用のPET-CT、
SPECT、MRIが揃うという。
　オリンピック博物館を借り切っての
ウェルカムパーティー、世界文化遺産
のワイン産地Grandvauxでのフェア

ウェル・イブニングなども催された。
　楽しいのは、世界の科学ジャーナリ
ストや科学コミュニケーターと話せる
ことだ。
　次回2021年は南米コロンビア第2の
都市メデジン（メデリン）で開催される。
フェアウェルパーティーで会った隣国
ペルーのジャーナリストは、自国の科学
ジャーナリスト協会は設立されたばか
りだが、次回のメデジンでの開催を支
援し、ペルーへの見学ツアーも計画し
たいと話していた。南米には行った経
験がないので、この機会に出かけてみ
たい。WCSJや南米にご興味のある方、
2年後にぜひご一緒しましょう！

（こじま・あゆみ=医療ジャーナリスト）

ジュネーブ大学医学部核医学教室では、
半減期がさまざまな核種が使われている

1000年以上前からワインが作られているGrandvauxでの
フェアウェル・イブニングでは、さまざまなワインを味わうこと
ができた。

総会の様子。一部の協会の代表が運営や活動の
悩みをシェアしていた

「クローン技術」を語る中村雅美さん（1999年）

追悼・中村雅美さん
　当協会会員で、長年、幹事としても
尽力された元日本経済新聞編集委員の
中村雅美さんが本年 2月 16 日に逝去
された。享年 72 歳の早い死だった。
中村さんは 1971 年金沢大学大学院薬
学研究科修士課程を修了して、日本経
済新聞社に入社。その後科学技術分野
を長く担当し、1993 年から 1997 年
まで日経サイエンスの編集長を務め、
1997 年から編集委員、2007 年の退
職後は江戸川大学メデイアコミュニ
ケーション学科の教授としても活躍さ
れた。主に医療・医学の記事を多数執
筆し、2001 年にはゲノム研究者中村
祐輔氏との共著『ゲノムが世界を支配

する』（講談社）を出版したほか、遺伝
子組み換え食品や添加物など、食品の
安全とリスクコミュニケーションの分
野でも科学的な記事を多く執筆された。
　お酒もよく飲まれ、赤くなっていつ
もニコニコと温厚な様子だったが、議
論好きな方でもあった。医学や医療の

問題を幹事会などでよく論じておられ、
薬学出身らしく、新薬や副作用につい
てご自分の意見を明確に述べられてい
た。当協会の月例会でも「クローン技術」
や「医薬品の副作用について」のテー
マで講演され、副作用の問題では科学
的に 100％安全というものはないとい
う結論のスライドを「くすりはリスク」
という回文で締めくくり、ニヤッと笑
うユーモアのある方だった。
　晩年はパーキンソン病に似た難病を
患われ、ここ 2年杖を突かれるように
なり、言葉が出なかったりして、体が
少し不自由になられたと聞いたが、亡
くなられたのは金沢大学関西支部の同
窓会に出席されていて、そこで斃れら
れたとのことだった。合掌。　　　（龍）




