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●2019年12月例会

「うちの畳の上で最期を迎えたい」 を叶える仕組みの創設を
　　　福井トシ子さん （公益社団法人日本看護協会会長）

● 視野の広さと視点の高さで

　 社会と医療を俯瞰する

　昨年12月23日、日本記者クラブ（東京・
内幸町）の会見場で日本看護協会会長
の福井トシ子さんの講演会が開かれま
した。
　福井さんは、看護師で助産師、かつ
保健師であり、卒業後わずか9年にして
大学病院の看護師長に抜擢された経
歴を持つ保健医療学博士です。一流企
業のトップの必須の資格であるMBAも
取得している経営者でもあります。単な
る職能団体の代表者にとどまらない視
野の広さと視点の高さで社会や医療を
俯瞰しているのは、豊かな人間的バック
ヤードを有するからでしょう。
　さて福井さんの講演の内容について
開業医としての私の見解を交えながら
述べさせていただきます。
　50万人の警察官がわが国の安全を守
り、100万人の教職員が日本の教育を
担っています。そのように考えると、230
万人を超える看護職員の持つ潜在的パ
ワーが、いかに大きなものであるかが
理解できます。
　量的に十分なパワーを蓄えている看
護職員が、次のステップとして目指すべ

きは質的な充実であり、この新しい潮
流はふたつの道に分かれます。そのひ
とつは自らの専門性を高め、特定の疾
患に関してチームのリーダーとなり得る
認定看護師への道と、もうひとつは幅広
くプライマリーケア（初期診療）に対応
し得るナースプラクティショナー（NP）
への道です。
　このような背景を踏まえ、福井さん
は「日本版ナースプラクティショナー

（NP）」創設の必要性についてユーモア
を交えながら切 と々訴えます。

● 医療現場の医師も賛成する

　 「日本版NP」の必要性

　福井さんによれば、医者の来ない離
れ小島で老人が急に具合悪くなった
時、そこに常駐する看護師の独断で出
来る事柄は、法律で大幅に制限されて
います。医師の監督下、あるいは医師の
指示で行うように規定された医療行為
が余りにも多すぎるからです。医師の指
示を仰いでいられない状況であること
も多く、相談すべき医師は見つかりませ
ん。
　「同じようなことは都会のど真ん中で
も起きる」と福井さん。いままで人に頼ら

ずに、自分の身の回りのことをこなして
きた一人暮らしのお年寄りが急に具合
が悪くなって救急車を手配した後の道
筋は見えますが、その方の体力が徐々
に尽きてきた時、従来の小回りの利か
ない医療は無力です。
　わが国の医師数は計30万人、うち病
院勤務医は18万人、無床診療所勤務医
が10万人、有床診療所勤務医とその他
を合わせて2万人。この中で主に地域医
療を担っている開業医の高齢化が急速
に進んでいます。ただでさえ人数が少な
いところに、患者の高齢化に伴って業
務が増大し、さらに自らのパワーダウン
にも追い詰められているのです。こうし
た問題は全国津々浦 で々起きています。
福井さんは「そのため、ナースプラクティ
ショナーの創設の是非を問うアンケー

▲福井トシ子さん
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　お正月興行の芝居小屋で、四斗樽をあけ
て振る舞い酒をお客に供した。この酒は新
米ではなく古米で造られていた。ふるまい。

　梅干し、梅酒、梅漬けなど梅をあしらった
食品が美味しかったら「うめえ」という。どの
くらい美味しいかと聞かれたら「ばい」うま
いと答える。　

　紅梅と白梅とどちらが強いか。購買力に薄
利多売（薄売）というから紅梅が強い。

　このお節料理、味が濃くないか。うん、世
の中と同じで「せち辛い」んだ。

　大変じゃない農家もあるんだね。
楽（酪）農家。

　この暦は誰んだ。おらんだあ。
かれんだあ。

　川魚の巣という名前の鳥がいる。
ウグイス。

　鳥にもダニがつくんだ。ウグイスダニ。

　せっかく作っても、しまっちゃって食べられ
ない食材は？ オクラ入り。

　おいしくできたのに、食べてはいけない料
理は？ キンシタマゴ。

　この板は着物です。いただきもの。

　昔、青雲の志を立てた。
　今、青雲の線香を立てている。

　ほんの少し選ぶ調味料は何か。お酢であ
る。チョイス。

　結婚は人生の墓 場という言葉がある。
やっと選んだ伴侶が不作だった場合、男性
なら妻難、女性なら災男。

　英語ではラッキイセブンというが、日本語
の七は？ 七面倒くさい。

　籤（くじ）が当ったら接吻をしてもらえると
いう会がある。チュウせん会。

　涼菓は熱夏を駆逐する。

　かき氷やアイスキャンディなど氷菓子は夏
場に喜ばれるが、年中喜ばれないのが高利
貸し。

　東京都は何けんにあるか。首都圏。

　東京タワーのてっぺんは何けんか。
危険。

　東京23区のクイズ大会で優勝したのは
何区か。港区。難問を皆解く。

　トンカツの形は普通長方形であるが柴又
や亀有では四角である。カツシカク（葛飾区）

　23区の中で一番閑静な区は？　
荒川静香。

　ショッピングに最適な区は？　
買（勝）ってくるぞと板橋区（勇ましく）。

　ヘイトスピーチはどこの国にもあるようだ
が、韓国は怪しからんは非難韓国。

　 カルロス・ゴーン氏はレバノンへ行っ
ちゃった。行っちゃったは英語でゴーン。

　気分はレバノンノン。

　二羽の鳥に乗っていった。
鷹鳶（高飛び）。　

冗句茶論 （ジョーク・サロン）
　　　　　　　　　　　　  

　松井寿一

同一性障害)という精神疾患は、手術や投
薬で治療ができるものではなく（性転換手
術や治療薬もあるかもしれないが）、さらに
はどうやってそれを克服していったかとい
う興味もある。偏見に満ちた市井にLGBT
Ｑとして隠れ住むのではなく、カミングアウ
トして女性として生き、今は医師として同じ
GIDで悩む人たちを治療しているという。松
永医師がそこにたどり着くまでの経歴は、
自衛官の父親に4人姉弟の3番目の次男とし
て生を受け、当然のごとく男として育てられ
たが、長ずるにつれGIDの煩悶（はんもん）
が強くなり、「物理学を極めれば、自分の内
なる声も解き明かせるのではないか」と理
工学部で物理学を学び、やがて大学院に進
むにあたって「生命をトータルな視点で研
究したい」と本心を隠して教授に相談した
ところ、2つの道を示された。1つは分子生
物学、もう1つは医学部だ。その後の松永医
師は医学部に入り直し、精神科の医師にな
り、結婚し、子をなし、女性の名前に改め、

勤務する病院でGID専門外来を開き、クリ
ニックを 開 業し た。そして、性 別 違 和

（Gender Dysphoria）という診断名で悩む
多くの患者の相談に乗っているという。
　最後に、取材した18人の医師の1人、急性
骨髄性白血病を克服した森山成彬氏（作
家の帚木蓬生氏）は、本書の帯文に「命の
限りを知ったあとの人生は輝く」ということ
ばを贈っている。ここに取り上げられた医
師たちは、そのような境地に至ったのだと、
この本は教えてくれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　（嵐）

新刊紹介

筋梗塞、肝炎、パーキンソン病、ALS（筋
委縮性側索硬化症）、網膜色素変性症、性
同一性障害、アルコール依存症といった
様々な病気にこの医師たちはどう向き合
い、困難の末にたどり着いた境地とはどん
なものなのか、普通の患者とは違う医師な
らではの境地があるはず、ということだった
に違いない。それぞれの医師にそれぞれの
境地があり、この小さなスペースで簡単に
紹介しても伝わらないだろうと思うので、読
者には本書を手に取ってもらうしかない。
　それでも、この18人の医師の中から一人
だけ選ぶとしたら、第5章「心の声に向き合っ
て」に登場した性同一性障害の松永千秋医
師（ちあきクリニック院長）で、簡単に紹介
したい。それはがんなどのように人生のあ
る時に突然身体的に異常が現れる疾患で
はなく、松永氏自身が4歳で「男としての自
分」に違和感をもったという精神疾患の当
事者であることだ。幼いころからずっと抱え
てきたGID(Gender Identity Disorder、性
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トでは、現場の医師の賛成の割合が反
対を上回っており、看護師の賛成の割
合すら上回っている」と指摘します。
　残念ながら看護師の中にも、単純に
仕事量が増えることは嫌だという理由
で、NPの創設に反対する人がいます。
しかし、世の中に求められるのは相乗
効果です。駕籠（かご）は一人では担げ
ませんが、二人で担げば箱根八里も越
えることは出来ます。

● 各職域の相乗効果を活かして

　 創設したい

　福井さんによると、わが国ではいまだ
輪郭のはっきりしないNPですが、発祥

の地のアメリカでは医療現場の実務的
な一翼を15万人のNPが担っています。
医師でいえばプライマリーケア医に相
当する存在であり、全米50州で（外科
手術はできないなどの制限付きながら）
NPによる医療行為は認められていま
す。診療報酬を得ることも可能になって
いますが、ここで重要なのは、アメリカ
の医師による法外な額の医療費と異な
り、NPの医療行為に対する医療費は
安価であるということです。
　いきなりアメリカと同じようなNPのシ
ステムを導入するのは無理としても、遅
滞なく「日本版NP」創設に向けての法
整備を進める必要があると私も強く感

じます。
　医療も看護も単独で存在しているわ
けではありません。福祉・介護・行政な
どさまざまなプレイヤーの方 と々連携し
て、はじめてその持てる力を存分に発揮
することが出来ます。
　最後に福井さんは「その意味で地域
包括ケアはとても重要なフィールド。患
者さんの『うちの畳の上で最期を迎え
たい』という願いが叶えられる仕組みを
各職域の相乗効果を活かして創設して
いきたい」と強調していました。

　　　　　　  （こうち・ふみお=医師）

●2020年新年賀詞交歓会ゲスト講演
漢方薬の価値と漢方医学の貢献
　　　伊藤隆さん （日本東洋医学会会長、証クリニック総院長）

　1月21日に日本記者クラブで開催
された日本医学ジャーナリスト協会

2020年の幕開けの新年賀詞交歓会

のゲスト講演では、温故知新、日本に

古来からある漢方の新しい価値につい

て、日本東洋医学会会長の伊藤隆氏に

話していただいた。

✽

　現在、日本の漢方医学、漢方薬事情は
危機的な状況にあることをご存じでしょ
うか？その現状とともに、漢方医学が現
代医療に果たす役割の重要性とは何
か。以下、伊藤氏の講演の紹介です。

● 西洋医学と漢方医学が融合し、

　 幅が広がった日本の医療

　日本人の約70％は、漢方薬を使用し
た経験があると言われ※1、各診療科に
渡って日本の医師の81.2％が漢方薬を
日常診療で処方した経験をもっていま
す※2。日本独自の伝統医療である漢方
は、KAMPOと英語でも発音され、中
国の“中医学”や韓国の“韓方”とは区
別されています。2019年には、WHO
のICD-11でも漢方、鍼灸を含む「伝統
医学」の章が新設されました。漢方は、
治療に対する人間の体の反応を土台
に体系化した医学です。古代中国より5
～ 6世紀頃日本に入り、日本の風土、気
候や日本人の体質に合わせて独自に発
展して体系化。西洋医学と融合したこ
とで、漢方は日本独自の医学となりまし
た。西洋医学の医師が漢方薬を処方す
る国はほかにはありません。漢方薬は、
医療用漢方製剤として1967年に国に認
められてから、現在、漢方薬148処方に
健康保険が適用。このように西洋医学
中心の医療の中で、漢方医学も広がっ
てきた歴史があります。

● 医療費削減に貢献できる

　 漢方薬の特徴

　西洋薬は、大抵ひとつの有効成分で
作られ、検査結果や数値などに表れる
ような病気の治療が得意です。一方、漢
方医学は、患者の病状（訴え）や体質を
重視し、その結果から処方します。体質
に由来する症状、検査に表れない不調
への治療が得意。漢方薬は1剤に複数
の有効成分が含まれ、多様な症状や複
数の病気が改善されることがあるのも
大きな特徴です。これは、医療費削減
に大きな役割を果たします。例えば「牛
車腎気丸」は、頻尿、手足のしびれによ
く使われますが、飲んでいると疲れやむ
くみなど、複数の症状が同時に改善さ
れることがあります。また、漢方薬は女
性や高齢者の不調も得意分野。これか
らの社会では女性の活躍は益々期待さ
れ、高齢者問題も喫緊の課題です。漢
方薬の必要性はさらに増していくはず
です。
　エビデンスが少ないことが漢方医学
の弱点と言われていきましたが、近年、

“エビデンスのある漢方薬”が増えてい
ます。その筆頭に上がるのは、「大建中
湯」「抑肝散」「六君子湯」「牛車腎気丸」

「半夏瀉心湯」「五苓散」「加味逍遥散」
など。ランダム化比較試験（RCT）で効
果が認められたり、複数の「診療ガイド
ライン」で治療薬として掲載されていま
す。ICD-11への掲載をきっかけに、さら
に“エビデンス漢方薬”が増え、医療の
幅が広がっていくことが期待できます。

● 生薬の高騰で漢方薬、

　 安定供給の危機！

　ところが近年、漢方薬の原料となる
生薬が急騰し、レアメタル化していま

す。中国からの輸入に頼っている生薬
の価格は、2011年以降は2006年の2倍
以上。最も高価な人参に関して言えば
5倍以上に高騰※3。購入価格の高止ま
りが恒常化しています。しかし頼るべき
国内産の生薬の生産量は全体の2割に
も及んでいません。一方で追い打ちを
かけるように、国が決める漢方薬の薬
価は、1996年を100とすると16年間で
約36％下落※4。原価率上昇により、医療
用漢方製剤製造・販売企業の経営を圧
迫。漢方薬の製造から撤退する企業も
出てきています。今後、日本で医療用漢
方薬の安定供給が難しくなる懸念が大
きいのです。日本で漢方薬を西洋薬と
同等に扱ってきた施策の長所には、保
険診療の中で西洋薬と伝統薬である
漢方薬を使い分けられる医療を実現し
たこと、短所としては、大量生産できな
い農作物に対して、薬価を削減していく
ルールが生薬の国内生産を崩壊させた
点です。

● 保険適用維持が副作用の歯止めに

　これにさらに輪をかけて、近年たびた
び国による漢方薬の保険適用除外とい
う議論が起こっています。2009年には、
漢方薬保険適用除外反対署名運動で
100万人の署名が集まり、漢方薬の保険
適用は維持されました。しかし、2019

▲伊藤隆さん

報告・増田美加

2020年新年賀詞交歓会を開催しました！
　日本医学ジャーナリスト協会の2020 年

賀詞交歓会は1月21日、日本記者クラ

ブ9階会見場で開催された。恒例のゲス

ト講演に、日本東洋医学会会長の伊藤

隆氏をお招きし、「漢方薬の価値と漢方医

学の貢献」について話してもらった後、会

場を移して、水巻中正会長の新年の挨拶

に続いて、昨年アフガニスタンで凶弾に倒

れたペシャワール会の中村哲医師を偲び、

親交のあった西日本支部長の藤野博史氏

が思い出を語った後、全員で献杯を行った。

続いて伊藤氏の乾杯の発声で、参加者

全員で新年の賀詞を交歓した。会場には、

会員だけでなく、Facebook 等で協会を知

り、講演を聞いて賀詞交歓会に参加した

方も多く、司会者の突然の指名にも関わら

ず、今年の抱負と協会への期待のスピー

チをいただいた。ご参加いただいた皆さん、

有難うございました。



Medical Journalist 4 Medical Journalist 5

　　

医論異論
その 3

IgG抗体の獲得で
新型コロナを
手なずけたい

　人類は過去幾度となく、未知のウ
イルスや細菌との戦いに巻き込まれ
てきました。ペストのように長い年
月を経て記憶が風化したものもあり
ますが、いまだに生々しい記録とし
て残るインフルエンザのスペイン風
邪のような感染症もあります。不確
かな情報の中で唯一確かなものは歴
史的事実である以上、われわれはそ
こからもっと多くのことを学ぶべき
だと思います。
　1918 年に流行したスペイン風邪
（H1N1）では、わが国で 2300 万
人が罹患し、38~56 万人が死亡し
たとの記録があります。当時の人口
は 5500 万人ですから、実に半数近
くの日本人がスペイン風邪に罹った
ことになります。世界では 5億人が
罹患し、5000 万 ~1 億人が死亡し
たとのことです。弱毒のこのインフ
ルエンザウイルスにしてこれだけ凄
まじいパンデミック（世界的流行）
を起こすという事実。まさに人類が
抗体を持たないウイルスの流行の恐
ろしさを如実に物語っています。
　しかし、「隔離」以外に有効な治
療の手立てをまったく持たないわれ
われの祖先は、それでも生き延びて
きました。病原体と接触しても発病
せず、あるいは発病しても斃（たお）
されることなく生存できた、そのメ
カニズムを現代の医学は「免疫」と
呼んでいます。
　細菌やウイルスが体内に入ると、
人体はそれらを攻撃するミサイルの
ような「抗体」を作ります。巷間（こ

うかん）話題となっている PCR検
査は、病原体固有の遺伝子情報を増
幅して調べる検査法で、確定診断に
必須です。しかし臨床現場では抗体
検査の方が、さまざまな方針の決定
に有用です。
　抗体検査にはいくつかの種類があ
ります。たとえば風疹ウイルス抗体

の測定には通常HI 法が用いられ、8
倍未満は陰性、8倍 ~16倍は擬陽性、
32 倍以上陽性と判断、それに基づ
いてワクチン接種が行われます。
　抗体の本体である免疫グロブリン
を直接測定すると、もっといろいろ
なことが分かります。その一種であ
る IgM 抗体は感染の初期しか現れ
ませんから、まさにいま燃え盛って
いるかどうかが分かります。これに
対して IgG抗体は遅れて現れますか
ら、感染したことがあるかどうかの
目印になります。
　ワクチン接種などにより、世の中
の大多数の人が新型コロナウイルス
IgG 抗体を有するようになってはじ
めて、「人類は新型コロナウイルス
を手なずけた」といえることになり
ます。

河内文雄
（稲毛サティクリニック理事長）

患者さんがマスクを分けてくれた。その気持ちにジ~ンとくる　（3月13日、筆者撮影）

●第9期（2019年度）医療ジャーナリスト基礎講座

「時代を見る眼」と「伝える力」を基調に
  講師と受講者 双方向講座の学び

　第9期基礎講座は2020年2月1日から
始まり、3月7日の4回目で終了しました。

「時代を見る眼」と「伝える力」の2つを
基調に、それぞれの分野のエキスパー
トでもあるジャーナリストや医師が講
演。受講者によるグループワーク（GW）
で課題を討議して発表し、講師の講評
に基づく双方向の講座運営が行われま
した。各回講座のエッセンスとも言うべ
き概要を報告します。

　第1回 （2月1日）

　「“食と健康”情報をフェイクニュース

　にしないための心得」　
　科学ジャーナリスト　松永和紀さん

　痩身効果や健康寿命の延伸などを
うたった昨今の健康食品・一般食品を
めぐる報道の中には、科学的な根拠に
乏しいものが少なくありません。主に食
品に関する著書で知られる松永さん
は、食品の問題を読者に伝える際どのよ
うな点に気を付けるべきかを問題提起
し、新たな情報に接する時の対応を学
ぶ時間を提供してくれました。
　「“食と健康”情報をフェイクニュース
にしないための心得」をテーマに、「そも
そも食品とはなにか」、「私たちの健康に
食品の成分がどのように関わっている
か」を分かりやすく解説することからス
タート。食の健康や美容情報をめぐる国
の制度とその現状に触れるとともに、自

然食品や天然成分を大々的にうたう食
品メーカーの広告表示に関し、「自然」
こそが恐れるべきものであり、人類の
食の歴史はその有害成分を無毒化し、
栄養分にしてきたことを指摘してみせま
す。健康に良いとされる食品の摂取が、
その分の他の栄養素を摂らないことで
もあるという逆説も興味深い視点でし
た。
　後半のGWでは、「紅茶のインフルエ
ンザ予防効果を記事化したい」との編
集部（架空）からの依頼に対し、エビデ
ンスの確認など問題点を整理したうえ
で、受けるならどのような視点で記事化
するか、断るならその理由をどう説明す
るかを問う、非常に実践的な課題でし
た。松永さんは、信頼が置ける海外医療
情報サイトの検索の仕方も交えて、問題
に対処する方法をアドバイス。受講者か
ら、「今回の講座の中で最も興味を持っ
ていたテーマ」とのコメントもあり、好評
を博しました。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　（堂上昌幸）

　第2回（2月8日）

　「医療情報の伝え方—

　配慮が必要な用語」

　日本新聞協会用語専門委員　
　関根健一さん

　医療情報を伝える各媒体や医療の
現場では、どのように患者に伝えれば

病気に対する正しい理解が得られるか
を考える必要があります。読売新聞社
で新聞用語のプロを務めてきた関根さ
んは「医療情報の伝え方~配慮が必要
な用語」をテーマに据えました。
　医療用語の多くは実際の理解、言い
換えが必要となります。関根さんは、よ
りわかりやすく伝えるための工夫の仕
方を3つの類型に分けて解説します。患
者視点から、①言葉が知られていない、
②理解されていない、③患者に心理的
負担がある、の3つです。①と②に関して
はA:日常語で言い換える、B：明確に
説明する、C：重要で新しい概念の普
及を図る、などがあります。③について
は心理的負担を軽減する言葉遣いの工
夫が求められています。
　これらの基本的な考え方を踏まえ、
A： 「浸潤」、B：「インスリン」、C：「イ
ンフォームドコンセント」といった代表
的な医療用語を挙げ、それぞれの注意
点や原因に応じた工夫が必要なことを
力説。特に「わかりやすさと正確さは反
比例する」ので、バランスの取り方がポイ
ントになると指摘しました。
　GWでは、1題目を「エコノミークラス
症候群」のよりふさわしい言い換え、2
題目は「対症療法」、「副作用」、「合併症」
の選択肢から1つを選び、その言い換え
と理由を討議しました。文字数の制限
がある記事、どのような目的で誰に向け
て発信する記事なのかによっても表現
が変わりうることを受講者は十分に理
解したようでした。今回の講座体験を
記事作成や患者への伝え方に生かして
もらうことを期待します。　　　　　
　　　　　　　　　　 　（堂上昌幸）

報告・日本医学ジャーナリスト協会「人材育成委員会」

年OTC類似薬として財務省より漢方薬
の保険除外検討が再燃。漢方薬による
副作用は発生件数の割合で見ると、一
般用医薬品（OTC）の中で14.6%、医療
用医薬品の中の0.42%に比べて割合が
多く副作用が起こっています。一般用
漢方薬の副作用件数の割合は2005年
の5％から徐々に上昇し、2014年現在

で15%になっています。副作用の面から
見ても、医療用漢方薬を維持していく
重要性がわかるデータです。漢方医学
が日本の医療に貢献できることは複数
あります。講演の最後に伊藤氏は、「“医
師”にとって漢方医療は、自己成長が自
覚できる場。さらに処方薬剤を減らすこ
とができる。“患者”にとっては、自然治

癒力の信頼回復の機会となる。そして、
“国”にとっては、真の医療費削減に貢
献できる」と締めくくりました。

　（ますだ・みか＝医療ジャーナリスト）

※1 「漢方薬定点観測調査結果報告書」2012年4月27日
　    ツムラ資料
※2 m3.comサイトの医師会員への意識調査（2017年3月）
※3 ツムラ2014年度決算説明会資料
※4 厚生労働省データ＋日漢協調査（平成20年度）
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　第3回（2月22日）

　「『ルポ 希望の人びと』を書いて」

　朝日新聞記者　生井久美子さん

　
　3回目は、著書「ルポ　希望の人び
と     —ここまできた認知症の当事者発
信」で2017年度医学ジャーナリスト協会
賞を受賞した朝日新聞記者の生井久美
子さんです。「一記者として人びとの中に
溶け込んでいたい」との思いから、顔写
真を公表していません。生井さんの特
徴は、その“人間力”にあります。
　「声にならない声、伝えられない声を
伝えたい」と記者を志したこと、そして
秋田県の「痴呆病棟」（当時）に始まる
長年の当事者取材の経験を語りなが
ら、出会った人びとや言葉を思い涙で
声を詰まらせる場面も。取材をしている
と厳しい言葉を浴びることもあります
が、それすら生井さんは「今の自分を支
えてくれる素敵な言葉です」と語る。
　身振り手振りを交え、伝えたいという
思いがほとばしるような内容に、受講者
は聞き入りました。取材者と被取材者、
認知症当事者と支援者といったカテゴ
リーを超え、人が人として「出会う」こと
の大切さが伝わってくる講演でした。
　後半のGWは2グループに分かれ、日
本認知症本人ワーキンググループによる

「認知症とともに生きる希望宣言」をど
う記事化するかという課題に取り組み
ました。
　なぜ『人権宣言』ではなく『希望宣言』
なのか、能力主義からの解放—などを
素材に議論は白熱し、グループ内の各
受講者の個性が表れた成果発表となり
ました。
　講座終盤には「当事者」の定義につ
いても意見が交わされ、生井さんの取
材に通訳として協力したことのある受
講者、馬籠久美子さんが「当事者」の英
訳について説明してくれました。日本発
のこの言葉の意味するところは単純で
はなく、「なるほど」と目からウロコが落
ちる思いでした。　　　　
　　　　　　　　　　    （三浦直美）

　第4回（3月7日）　

　「心臓外科医から見た患者の

　心性と理解」

　心臓血管外科医　南淵明宏さん

　いくつもの民間病院で数多くの心臓
手術をこなし、4年半前から昭和大学
横浜市北部病院心臓血管外科の教授
として相変わらず手術に明け暮れてい
る南淵さんの講演は、やはり型破りでし

た。
　最初から「皆さん、何かを知るのでは
なく、感じてほしい」とこの講演に対す
る“心構え”を説き始めるのです。「皆さ
んがそう感じたパターンが、患者の心性
と理解につながる」。こうして医者は「声
聞」を自覚する。
　心臓外科医の生態的な特徴を皮切り
に「いつ死ねるか」を基調にした今日的
な危機状況――健康保険壊滅、消費
税25%、低賃金、非正規、おざなり医療
を取り上げ、結果として医療機関の無力
化・無気力化、事なかれ主義蔓延、無人
道・無慈悲を招きかねない。自らのエピ
ソードを豊富に織り交ぜ、医のトピック、
諸問題が縦横に飛び交いました。
　後半のGWは、折からの新型コロナ
ウイルス感染対策によるイベント自粛も
あって、規模縮小の1班編成で進めまし
たが、南淵講師も中に入ってみっちり助
言するなど密度の濃い討議になりまし
た。ちなみに課題は、コロナ騒ぎを素材
に、「医療リテラシー」をキーワードに据
え、4つの「象限」に分けたセグメント
に要素（因子）を埋める作業でした。
　なお、この回の開催数日前、GW時
のマスク着用や政府奨励の咳エチケッ
トの励行などのお願いの他、マイク使用
前後に拭う消毒用ウェットテイッシュー
を主催者側が用意する旨をメールで受
講予定者に発信し、最小限の感染対策
に留意したことを申し添えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　 （大西正夫）

「いのち」の問題と取り組むことに大きく生か
されている、と述べている。ぜひご一読くだ
さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　 （雨）

　この本のタイトルを見て書評子が最初に
思い浮かべたのは「医者の不養生」という
言葉だった。著者の塚崎氏も同様に、本書
のはじめにで次のように書いている。「紺屋
の白袴―日本の故事で、他人のためにばか
り忙しくて、自分のことをする暇のないこと
を指す」と、そしてその同義語として「医者
の不養生」があるが、「医師が自らの病につ
いて口を閉ざす理由ともなっているようだ」
とも。いずれの諺もやや揶揄的な響きがあ
る言葉だ。とくに患者の病気を治し、命を助
ける医師が病気になるなんて、と患者から
信頼性が失われかねない。しかし、医者も人
の子、この現代において、2人に1人ががん
に罹患し、3人に1人が命を失う時代におい
ては、たまたま職業が医者であって、自らの
せいで病気になるわけではないだろう。ま
た、がんは遺伝子の変異によって発症する
ことがわかってきている。誰にもその可能
性はあり、「医者の不養生」などと謗（そし）
られてはかなわない。
　しかし、この本で著者がそうした医師た
ちに迫り、書きたかったのは、医師たちが
罹ったがん（乳がん、肺がん、腎臓がん、胃
がん，肝がん、舌がん、白血病）、脳出血、心

いるのかといえば、そうではない。2014年に
オーストラリアのメルボルンで開かれた第20
回の会議では、前回のワシントン会議の「エ
イズ終焉の始まり」を受けて、どこまで治療
が進んだかを議論した。実際、国連合同エイ
ズ計画（UNAIDS）によれば、（2014年の統
計で）エイズ関連死者は最も多かった2005
年より35％減少し、過去3年で19％減り、新
規感染者も2001年より38％減ったという。そ
れは予防法や治療法の進歩であり、それに
果たすNGOの役割が大きいとしている。た
だ、問題はHIV薬の高額なことが貧困国で
の治療へのアクセスを妨げていることの経
済の南北格差、またHIVの感染率が下がっ
てきているとはいえ、key populationsとい
われるコマーシャルセックスワーカー、男性
同性愛者、薬物乱用者などのグループでは
高い感染率を保っており、公衆衛生サービス
が行き届かないこうした人々の感染を減らす
には、彼らが検査や診療を受けやすいよう
に、「偏見・差別」をなくすことの重要性が強
調された、と報告している。（因みに、この第
20回の会議の記事は、日本医学ジャーナリ
スト協会の会報に掲載されたもの。）
　日比野氏のHIV/エイズへの思いの一端を
知ったのは、昨年、当協会元幹事の高田和
男氏が主宰する高田塾において、1985年、
アメリカ国立衛生研究所で世界初のHIV治
療薬「AZT」を開発した日本人の研究者で、
現在は国立国際医療研究センター研究所長
の満屋裕明氏の講演会で著者の姿を見つけ
て、そこで交わした雑談からだった。著者は
ワシントンにいた時から満屋氏とお付き合
いがあり、それ以来、毎年ノーベル生理・医学
賞の発表の日には今年こそ、と発表を一緒
に待つ仲とのことだった。この本に推薦文を
寄せた生命倫理を専門とする早稲田大学名
誉教授の木村利人氏は、日比野氏が1990年
代初めにフルブライト委員会の推薦によりバ
イオエシックスの発祥の地である米国・
ジョージタウン大学ケネディ倫理研究所に
Visiting Fellowとして研鑽を積んだことに触
れ、同研究所がジャーナリストを正式に受け
入れたのは初めてのことだったということと
もに、そこでの貴重な経験がこの本の幅広い

新刊紹介

　著者は2012年まで中日新聞・東京新聞の
論説委員を務め、その後東京医療保健大
学・大学院教授、同大の客員教授を経て、現
在、ヘルスケア/科学ジャーナリストとして健
筆を揮っている。
　この本は、その日比野氏が2005年から13
年間「月刊　新医療」に毎月執筆してきたコ
ラムから厳選し、また当協会の会報に寄稿
した原稿などもまとめ、ミクロ、マクロで追い
かけた日本の厚生労働行政への疑問、怒り、
提言、さらには応援歌？までも含む著者の
ジャーナリストとしての集大成と呼べるもの
だ。370ページに及ぶ内容は大きく「健康・
医療」、「介護・高齢者・福祉」、「年金保険制
度」、「食品」、「その他」と章立てされている
が、筆者が興味あるのは「健康・医療」の分
野での著者のジャーナリストとしての意見や
見方で、医療保険制度、産科医療、臓器移
植、終末期医療、薬害、看護師養成、HIV/エ
イズ、ハンセン病、子宮頸がんワクチンと並べ
られた各項目はどれもさまざまな論点があ
り、紹介は一筋縄ではいかない。
　一つだけ取り上げれば、HIV/エイズにつ
いて、この本には著者がこれまで国際エイズ
会議に参加した折の原稿が3本収められて
いて、著者のこの問題に対する並 な々らぬ問
題意識を感じる。HIV/エイズはかつて不治
の病だったが、今は多くの治療薬の開発に
よって感染者も非感染者と同様の寿命に近
づいている。では、エイズは終焉に向かって

塚崎朝子・著
『患者になった名医たちの選択』
朝日新聞出版刊 （朝日新書）

（本体850円＋税）

日比野守男・著
『「鳥の目」と「虫の目」で追った
  厚生労働行政―ジャーナリストの    
  視点から』
ブイツーソリューション刊
 （本体2,500円＋税）

日本医学ジャーナリスト協会
Websiteリニューアル・オープン、公式 Facebookアカウントも開設しました！
　当協会のWebsiteが2020年1月にリニュー
アルされ、新たにオープンしました。最初の開
設以来約15年、何度かリニューアルを検討し
てきましたが、セキュリティも含め、現在のネット
やSNSの状況で、会員だけでなく一般の方も
アクセスしやすいようにPCでもスマホでも閲覧
できるようになりました。
　URLは、https://www.mejaj.org/です。
　また同時に公式Facebookアカウントも開設

し、例会やイベントの案内がWebsiteだけでなく、
より多くの方々にリーチできるようになりました。
　URLは、https://www.facebook.com/
MedicalJournalists/ です。
　協会では、今後、WebsiteとFacebookを
連動させて、広くコミュニケーションを図ってまい
ります。また将来的には、会員だけが閲覧でき
る例会の動画やニュースを配信する予定です。

上：リニューアルしたWebsite
右：Facebook


