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　場内では飲食禁止となっているが、食べて
もいい席がある。空席（食う席）。

　誰もいないのに、あいている（相手いる）。

　一と言もしゃべっていないのにしっかり抱
きとめている。話さ（放さ）ない。

　結石（欠席）があるけど皆勤賞をもらった。

　おかみさんにしたくない妻は？　稲妻。

　暑くない夏はサマーにならない。

　暑い中を歩いてきて、冷房がきいている部
屋に入ると「ホッと」する。

　偉い人の夏は王サマー。

　初雪が降った時の挨拶。雪ですのおー。

　雨の日にプロポーズしたがことわられ、晴
れの日にはイエスといわれた。ふられなかっ
た。

　悪いと知りながらついついハンコを押して
しまった。 ハンコウを重ねた。

　特長のある帽子を見てハッとした。

　すばらしい菜っぱのお漬物のことをいい
菜漬（許婚）という。

　毎日とん汁を食べている国。ブタジル。

　にんべんの民謡はカツオぶしで、音痴が歌
うのはネギぶし（フシがない）。

　毎朝かならずなめる飴は、あさだ飴。

　お菓子を土の中へ埋めたままにしておくの
を、ほったらかしという。

冗句茶論 （ジョーク・サロン）
　　　　　　　　　　　　  

　松井寿一

●２０１９年 新年賀詞交歓会ゲスト講演

 「本物を探して半世紀」
 　　　門田守人さん （日本医学会会長）

　日本医学ジャーナリスト協会の賀詞
交換会が２月８日、日本記者クラブ（東
京・内幸町）の会見場で開かれ、日本医
学会の門田守人会長（７３）がゲストと
して講演した。
　門田氏は大阪大学副学長、日本外
科学会会長、日本癌学会会長、がん研
究会有明病院院長などを歴任した後、
４年前に日本臓器移植ネットワークの
理事長に就き、さらに１昨年６月から
は国内１２８学会が加盟する日本医学
会の会長を務めている。
　これまで歴任した役職や現在の重
職はすべて周囲から求められ、「何とか
しなきゃならん」と火中の栗を拾うよう
に引き受けてきた。門田氏いわく、格言
とは違う「天命を待って人事を尽くす」
だった。
　日本医学ジャーナリスト協会では
２０１７年２月２８日にも、臓器移植法
の成立・施行２０周年を記念して「移植
医療の現状と課題」について講演して
いるが、今回の講演タイトルは「本物を
探して半世紀」。これまでの医学者とし
ての人生を振り返りながら、医学・医療
や学術分野、日本社会の現状に対する
考えを辛口で語った。

それでは門田氏の講演内容を紹介し
よう。

●クラブ活動で「真の無医村」を

　見つける

　最初に「本物ではない」と感じたの
が、大阪大学医学部の学生時代のクラ
ブ活動だった。夏休みになると、大阪
府茨木市内で「農山村医学調査」を
行っていた。だがそこは車ですぐに病
院に行くことができ、本物の無医村で
はなかった。
　「これではいけない」と思った医学生
の門田氏は、翌年から四国の山間部に
ある高知県高岡郡檮原（ゆすはら）町
に本物の無医村を見つけ、そこに活動
拠点を移して調査を続けた。
　翌年もそこで調査をしていたところ、
日本の移植医療を凍結させたあの「和
田心臓移植」事件が札幌医科大学病
院で起きた。１９６８（昭和４３）年８
月８日のことだった。ちなみに門田氏
が広島県福山市で生まれたのが、その
２３年前の８月８日だった。

●病気をみるのではなく、「人」をみる

　外科医として最初にメスを入れたと

きは「人の皮膚は固い」と違和感を覚
えたが、次第にそれに慣れていった。
　あるとき肝がんの手術後に患者が
肝不全から急性呼吸不全を起こした。
気管内挿管で人工呼吸器につなぎ、繰
り返す咳による苦痛を取り除くために
鎮静剤を投与した。患者は意識を失っ
て昏睡し、そのまま回復することなく亡
くなってしまった。
　門田氏は「注射１本の鎮静剤で患
者からコミュニケーションを奪った。殺
人ではないが、何か引っかかるものが
ある」と心に痛みを感じた。
　戦前から医学哲学を教え、大阪大学
に文学部を創設した澤瀉久敬（おもだ
か・ひさゆき）教授の医学概論の授業
で「医学の使命は病気を治すことで
はなく、病人を治すことである。生、老、

報告・木村良一

▲門田守人さん

統領が表舞台に登場してきたときのこ
とだ。彼らの発言を聞いていると、国民
の幸せや安全を第一に考えているよう
には思えず、身勝手な自分の周囲の問
題を優先しているように見えた。
　しかし、今やこの２人が世界の注目
を浴びている。相手の自由と個性を認
めない限り、自分の自由と個性も発揮
できないのだから、外交上最初にやる
べきことは、ジャブの応酬ではなく、お
互いを認め合うことだといいたい。
　アメリカの軍事費が世界に占める割
合は35％、中国は13％、日本は2.6％であ
る。北朝鮮はアメリカと戦っても勝てる
わけがないと考え、中朝軍事同盟（1961
年締結）の確認を含め中国を頼ったの
だ。それが金正恩委員長の第一回目の
中国訪問の目的だったのだろう。２回目
は非核化の問題についての協議。
　北朝鮮からしてみれば、自国だけが
なぜ非核化しなければならいのか、不
公平ではないか、と思ったはずだ。ソ連
や中国は第２次大戦の戦勝国だが、イ
ンド、パキスタン、イラン等は核保有して
いるにもかかわらず、なんらおとがめな
しで、なぜ北朝鮮だけ問題視されるの
か、合意するとしても朝鮮半島全体の
非核化だ。非核化はかなり困難な作業
である。全ての核保有国が一斉に凍結、
中止しない限り、実現しないだろう。
　個人的には核保有国と思われる６カ
国ないし10カ国がそろって、国連に委
員会を作って、２年間核実験も開発も

しないという規約を結ぶ方向へ行く他
に道はないと思う。

●中国の現状と日本への提言

　昨年、中国共産党の最高意思決定
機関の第19期中央政治局委員会が開
かれたとき、そのメンバー 25名のうち
の21名が刷新された。21名はいわば
習近平国家主席の肝煎りである。これ
によって、事実上、習近平の独裁体制
が敷かれたといっていいだろう。
　この委員会のメンバーは何をなす
べきか。おそらく私が思うに、このメン
バーは共産党の前衛隊として、これか
ら国民の前に立つことになるだろう。国
民を指導していく中核となるのだ。
　習近平は「新現代社会主義の時代
が来た」という。純然たる社会主義では
なく、経済の一部に資本主義的要素を
取り入れ、幹部が指導する国家体制を
敷く。国民の生活が安定してきたから
こそできる社会主義的資本主義で、修
正マルクス資本主義ともいわれる。
　これは形を変えた民主主義ともいえ
よう。私は「ユナイテッド・ステート・オブ・
チャイナ」という呼び方をするが、アメ
リカと同じように、連邦区から成る連邦
共和国の形をとり、国家体制を維持し、
そのトップには習近平が君臨する。こ
れが中国14億人の民の生き残る唯一
の道ではないか。
　アジアには24カ国ある。そのうち日
本と中国でGDPは68％、さらにインド。

韓国、インドネシアを加えた５カ国でア
ジア全体の90％に達する。韓国は北朝
鮮の実に100倍のGDPである。あまり
に経済格差があり、急な南北統一はリ
スクが大きすぎる。統一という目標は
気長に時間をかけて進めるしかない。
　翻って日本はアジアではまだ２位の
経済力を誇るが、その立場や影響力は
愕然とするほど落ちている。食糧自給
率の低さ、教育費の縮小、報道の自由
度は下がり、女性の活用も低迷と問題
は山積みである。
　しかしながら、日本には天然資源は
ないが人材がある。やはり日本再生の
カギを握るのは、人材であり、そこに投
資することが肝心だろう。それには教
育が一番欠かせない。若者をもっと海
外に渡航させ、外から日本を見る目を
養い、日本の本来の力を20年ぐらいか
けて育て上げ、世界の信頼、信任を確
立してほしい。日本に陽は必ず昇る！こ
れは私の未来へ向けてのメッセージで
ある。

（すずき・ゆうこ=医療ジャーナリスト）
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病、死に悩む人間の伴侶たることこそ、
医者たるものの使命である。医者は単
なる科学者であってはならない」と教
わっていた。
　その教えが脳裏に浮かんだ。そして
患者の中に「人」を発見し、自問自答し
た。
　「患者さんとの接し方はどうあるべ
きなのか」
　「病気をみるのではなく、人をみなけ
ればならない」
　「それなのに慣れてくると、病気をみ
るようになってしまう」
　「これでいいのだろうか。本物の医師
は違うはずだ」

●本物を求め、脳死移植にこだわった

　患者と医療人の関係を「医における
漸近線理論」と定義付け、こう話す。
　「最終的に医師も患者も人そのもの
である。患者がたまたま病気を持ち、
医師にその病気がなく、治療できる能
力がある」
　「医師と患者。（医療過誤などで）そ
の相互の理解を失うと、たちまち対決
姿勢という険悪な状況になる」
　「かつて厚生省が『患者さま』という
単語を使うように医療界に指導したこ
とがあったが、ものの本質はそんなとこ
ろにはない」
　「考えていくと、多くのまがい物が横
行し、その中で物事が行われている。
腹立たしくなってくる」
　次に門田氏は、部分を把握する「虫
の目」、全体をつかむ「鳥の目」、先の流
れを知る「魚の目」という３つ視点を挙
げる。
　虫の目については臓器移植という医
療から多くを学んだ。たとえば異種移
植では「人間が生き延びるために動物
の臓器を摘出する権利は人間に与え
られているのか」と考えさせられた。そ
の結果、異種移植から手を引いた。健
康なドナー（臓器提供者）から肝臓の
一部を摘出する生体肝移植を否定し、

「本物の移植医療は脳死下にある」と

脳死肝移植にこだわり続けた。
　臓器移植については前回の門田氏
の講演内容をまとめた日本医学ジャー
ナリスト協会の会報（Ｊｎｕｅ２０１７）
に詳しく書いているので参考にしてほ
しい。
　がんの告知については、医師になり
たてのころから「患者本人が、自分が
がんで命の短いことを知らないのに、

（病院から説明を受けた）家族が知っ
ているのはおかしい」と考え、医療過誤
についてもかなり早い時期から「隠す
のは良くない」と主張してきた。
　門田氏は「物事をすんなり受け入れ
ない、斜に構えるへそ曲がりの性格だ
からだ」と謙遜するが、いまやがんは患
者に告知されるのが当たり前で、医療
過誤も公表されるのが一般的になって
いる。先見の明がある。

●いまアカデミーアが何をすべきか

　消化器外科、心臓血管外科、呼吸器
外科…とそれぞれ専門の外科が独立
した結果、日本外科学会の存在意義
が薄れていった。門田氏は２００７年４
月の日本外科学会定期学術集会の会
長講演に臨み、「外科学会が世の中の
変化に付いていかなければならない」
と俯瞰的な鳥の目の視点で訴えた。
　ちょうどそのころ、医療崩壊の兆候
が小児科や産婦人科に出ていたが、実
は当時、すでに外科医の減少が表れて
いた。異常な勤務時間の長さも日本外
科学会の調査で明らかにされた。
　専門医制度改革は医療法と医師法
の一部を改正したことでさらに混沌と
した状態となり、「本物の良い医師を育
てていくという本来の目的を失ってい
る」と指摘する。
　日本の学術分野は現在、論文の不
正問題や医療事故、研究費の減少など
が顕著となり、水面下では基礎研究者
の減少、研究者のプロ意識の欠如、学
術団体の発言力の低下などが問題に
なっている。
　門田氏は「アカデミーアが内向きに

なっているから問題が解決しない」と
嘆き、魚の目の視点から「これから日
本医学会が何をすべきかを考えるべ
きだ」と訴え、その答えを福沢諭吉の

『学問のすゝめ』と『文明論之概略』の
一説に求め、こう説く。
　「根本の原因は学者がその職分を全
うしていないところにある。外に学問を
広めるとともに内に自分を磨いてこそ、
真の学者だ」
　「自分の損得勘定から本当に大切な
社会全体のことを論じてはならない」

●安倍政権は目先の対策ばかり

　掲げる

　政府にも「対応が目立つところばか
りに集中し、タコツボにはまっている」
と批判の目を向ける。
　なるほど、門田氏の指摘の通りだ。
安倍政権は少子高齢化の解決策に

「一億総活躍社会」の実現を掲げたか
と思えば、過労死や過労自殺が社会問
題化すると、今度は「働き方改革」を叫
ぶ。子供の虐待が問題視されると、体
罰禁止を明記した児童虐待防止法の
改正を進める。
　門田氏は「問題はいま起きている現
象の原因は何か、それを正す根本治療
とは何かのはずである。決して対症療
法ではないのだ」と強調する。
　筆者の拙い意見になるが、日本社
会は疲労し、様々な問題が次 と々起き
ている。学校でのいじめや年齢層が上
がっているひきこもりの問題もそうだ。
安倍政権は社会の疲弊に気付いてい
ない。だから目先の対策ばかりを掲げ
る。時間をかけて根本的原因を探り出
し、そこに根付く元凶（げんきょう）を
直してこそ、本物の政府といえるのでは
ないか。
　門田氏は最後に「ジャーナリズムの
仕事も同じだと思う」と締めくくった。日
本医学ジャーナリスト協会の会員一同
も、本物のジャーナリストを目指して精
進したい。
　　（きむら・りょういち＝元新聞記者）

●2018年11月

「第７回 日本医学ジャーナリスト協会賞
  授賞式・シンポジウム開催」

　2012年に日本医学ジャーナリスト協会創立25周年を記念して、質の高い医学・医療ジャーナリズムが日本に根付くこと
を願って創設した「日本医学ジャーナリスト協会賞」は第７回目となり、全国から多数のご推薦をいただきました。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
審議し受賞作を決定、2018年１１月５日、東京・内幸町の日本記者クラブで、授賞式と受賞された方々による記念シンポ
ジウムが開催されました。18年度第7回の受賞作品とその審査結果は以下の通りです。

＜大賞＞
◆映像部門　　　

『在宅死“死に際の医療”200日の記録』
下村幸子さん（NHKエンタープライズ）
◆新聞・雑誌部門

連載企画『早川一光 聞き書き こんなはずじゃなかった』
早川さくらさん・松村和彦さん（京都新聞社）
◆メディアミックス部門 

『障がいを持つ息子へ 息子よ。そのままで、いい』
神戸金史さん（RKB毎日放送 東京報道部）

＜優秀賞＞
◇書籍部門

『「孤独」は消せる。』（サンマーク出版）　
ロボットコミュニケーター 吉藤健太朗さん

◇映像部門

『がんと闘う子どもたち～小さなレモネード屋さん～』　
米澤秀敏さん（山陽放送報道部）
RSK地域スペシャル メッセージ取材班
◇新聞・雑誌部門

『医療ルネサンス「いのちの値段」』
読売新聞東京本社 医療部「いのちの値段」取材班

＜特別賞＞
◇書籍部門

『大学病院の奈落』（講談社）
高梨ゆき子さん（読売新聞東京本社 医療部）

『地図から消される街』（講談社現代新書）
青木美希さん（朝日新聞東京本社 社会部）

第7回（2018年度）　
日本医学ジャーナリスト協会賞 受賞作品

（肩書は、作品制作当時のものです）

協会賞受賞者の皆さん。左より、分身ロボットオリィ君、審査委員長の大熊由紀子さん、下村幸子さん、神戸金史さん、松村和彦さん、米澤秀敏さん、早川さくらさん、青木美希さん、
米山粛彦さん、高梨ゆき子さん
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＜大賞＞
◆映像部門　
　『在宅死 “死に際の医療”
 　200日の記録』 （メディカ出版）
　NHKエンタープライズ 下村幸子さん

　どうすれば、人は、住みなれた家で安ら
かに死を迎えられるのか。埼玉県新座市の
堀ノ内病院在宅医療チームに密着した記
録。80歳の医師、小堀鷗一郎さんは、もと
もとは大学病院のエリート外科医だった。
定年後、60代後半で在宅医療に関わるよ
うになる。自ら軽自動車のハンドルを握って
一軒一軒まわる。全盲の娘さんが、末期癌
の父親を最期まで家で看取る映像は、過
酷な条件のもとでも、患者が望む穏やかな
看取りができるという「希望」と、それは何
故かを考えさせる。100分の番組にも拘ら
ず6月から9月までの3ヶ月で５回放送され、
患者だけでなく、医療従事者からも、現場
を映像で知ることができて非常に勉強に
なったとの声が寄せられている。

◆新聞・雑誌部門　
　『早川一光 聞き書き 
 　こんなはずじゃなかった』
　早川さくらさん ・
　京都新聞社 松村和彦さん

　『わらじ医者京日記』で知られる在宅医
療のパイオニアで、呆け老人を抱える家
族の会（現・認知症の人と家族の会）の生
みの親、早川一光さん。その最期の日々の
様々な思いの聞き書きは、こんな、京言葉
で始まる。
　「おーい、ちょっと聞いてえな」／「なん
ですねん、先生」
　「わし、90歳にして、病気になってしも
た」
　筆者は、実の娘でもあるフリーランスラ
イター。「新聞記者には書けない素晴らし
い聞き書き」「松村和彦カメラマンの写真
も感動的」と称賛された。連載が終わった

休みを利用し、友人と開いた「レモネード
スタンド」を縦糸に、小児がんをとりまくさ
まざまな課題が、広く、分かりやすく紹介
される。
日本では毎年2000人あまりが小児がん
と診断され、こどもの病死の原因の1位に
なっている。にもかかわらず専門医が圧倒
的に足りないこと。命をとりとめても、長い
人生を後遺症と向きあわなければならな
いこと……。
　四郎くんの手紙を受け取ったアナウン
サーでもある記者が、少年の使命感に触
発されて、取材から編集、ナレーションを
つとめ、この番組完成までに、ニュース特
集としても放送して、反響が広がった。放
送後、四郎くんが発案した絵本『しろさん
のレモネードやさん』（吉備人出版）が出版
され、初版３000部を完売し、増刷中だ。

◇新聞・雑誌部門　
　『医療ルネサンス「いのちの値段」』
　読売新聞東京本社 医療部
　「いのちの値段」取材班

　国民の医療と日々の暮らしを「値段」
という切り口で描いた意欲的な連載。本
庶佑さんのノーベル賞受賞でも脚光を浴
びた高価ながん治療薬〈オプジーボ〉に
加え、〈透析と人生〉〈精神疾患〉〈人生の
最終章〉〈対話のカタチ〉〈地域をつなぐ〉
など１１のテーマを、５つずつの物語で
描いている。
　すべての物語が、患者や家族の「下か
ら目線」を徹底しつつ、必要なデータや
視点も忘れていない。カット写真も重視し
て、内容を象徴的に示している。
　「医療ルネサンスはこのような連載記事
の老舗で、取材対象に肉薄し、問題点を
抉り出していくスキルには他の追随を許
さないものがある」「いのちの値段に関わ
る記事が、これだけまとまると病根のあま
りの大きさに圧倒され、激しく心を揺さぶ
られる」と高く評価された。

２日後の6月２日、94歳で旅立った早川さ
んの最後の言葉は、「ほな、いくな」

◆メディアミックス部門
　『障がいを持つ息子へ　
 　 息子よ。そのままで、いい』
　神戸金史さん
　（RKB毎日放送 東京報道部）

　４６人が殺傷された津久井やまゆり園
事件。「障害者がいなくなればいいと思っ
た」という供述がくりかえし報じられた。耐
えられなくなった神戸さんは、フェイスブッ
クに書き込んだ。「私は思うのです／長男
がもし、障害をもっていなければ／私たち
はもっと楽に暮らしていけたかもしれな
いと」に始まり、「あなたが生まれてきてく
れてよかった」と結ばれた1000文字は急
激に拡散し、これを採り上げたニュースの
動画は1万3000回以上シェアされた。他に
も数多くのラジオや新聞が紹介し、英語
と中国語にも訳された。父・母・弟が初めて
合作した本『障害を持つ息子へ　息子よ。
そのままで、いい』（ブックマン社）を出版。
さらに、詩に曲が付いたのを契機に、障害
のある家族の写真を募集、「わが子たち
には名も顔もある」というメッセージの動
画を制作、ユーチューブで公開した。拘置
所の植松被告と４回面会し、テレビやラジ
オ、雑誌などで伝えている。また、以前に自
分の家族を撮った番組『うちの子　自閉
症という障害を持って』をニュースサイト上
で無料公開したことで、植松被告や多く
の人々が知的障害や自閉症に抱いている
先入観が壊されている。これまでにないメ
ディア横断的な活動に、協会賞に新たな
部門が設けられることになった。

＜優秀賞＞
◇書籍部門
　『「孤独」は消せる。』
　（サンマーク出版）
　ロボットコミュニケーター　
　吉藤健太朗さん

　ロボットというと、重いものを持ち上げ
たり、命令通り危険なところに入っていっ
たり、あるいは癒し系というイメージがあ
るが、著者が開発した「分身ロボット」は
発想がまったく違う。
　たとえば、この本に登場する番田雄太
さんは、4歳のとき交通事故にあって人
工呼吸器で命をつなぐ身、盛岡に住んで
いる。ところが、彼の「分身」オリヒメは東
京のオフィスに"出勤"し、会議に出席し、
秘書役までつとめる。
　東京の大学にも参加する。番田さんは
本書が出版された半年後に亡くなってし
まったが、彼が提案した、ロボットに腕を
つけたりして表情ゆたかにするアイデアは
生きている。
　本書は、開発の歴史でありながら、自伝
でもあるのが興味深い。小学校5年から中
学まで不登校、引きこもりを経験。自分自
身の「場」を持てないことによる強烈な孤
独感は、その後の活動の根底を形作って
いるようだ。今日の国際的な成功は、社会
の多様性の大切さをも示唆している。

◇映像部門　
　『がんと闘う子どもたち
　 ～小さなレモネード屋さん～』　
　山陽放送報道部　米澤秀敏さん
　RSK地域スペシャル　
　メッセージ取材班

　３歳で脳腫瘍を患い回復した小学生、
榮島四郎くんが、「小児がんについて，もっ
と知ってほしい。研究費も集めたい」と、夏

＜特別賞＞
◆書籍部門　
　『大学病院の奈落』　（講談社）
　高梨ゆき子さん
　（読売新聞東京本社 医療部）

　群馬大学病院で、同じ医師が執刀した
腹腔鏡手術のあと８人の患者が亡くなっ
た。有効性が確立されておらず、保険診療
に認められていない術式なのに、倫理審査
も受けず、患者にその事実を告げることも
なく、手術は行われた。「穏やかでまじめ」
と周囲から評される医師がなぜ暴走した
のか。一連のトクダネは日本新聞協会賞を
受けた。その著者が、新聞では伝えきれな
かったことをち密な取材のもとで練り上げ
たのが本書だ。
　事故がおきると個人の責任にする病院
やメディアが多い。ところが、本書では、執
刀した当事者をあえて匿名にし、その理由
を、「一連の出来事が個別の問題として矮
小化されてはならないと考えた。この本を
通じて群馬大学病院の事件が残した教訓
について理解し、よりよい医療とはどうい
うものか考えてみる方がひとりでも増える
としたら大変嬉しい」と語っている。
　本書は、今なお残る医療機関の封建制、
密室性にも焦点をあてている。
　医療者が、自らの組織で、このような事
故を起こさないために学ぶ教科書にもなり
うる本だ。

◆書籍部門　
　『地図から消される街』　
　（講談社現代新書）
　青木美希さん
　（朝日新聞東京本社 社会部）

　福島第一原発事故から７年以上が過
ぎ、人々の関心が薄れる中で、避難者は支
援が打ち切られ、震災関連自殺は今年７
月時点で２１5人にのぼっている。
　震災当初から取材を続けてきた筆者が

「避難者うつ」の実態をつぶさに描いたル
ポルタージュ。
　官僚たちに「避難者は酒とパチンコば
かりだ」「いつまで私たちは敏感な人たち
に付き合わなければならないんですか」と
言われたことに対し、「どうしたら伝わる
のかを考えながら書いた、官僚や政治家、
県庁が「避難者うつ」の実態を認識してく
れなければ、現状は変わらないと思った」
からだという。
　出版後、そのような官僚の１人に本を渡
そうとしたら、すでに買って読んでおり、

「避難者は酒とパチンコばかりだと思って
いたけれども、違うと分かった。こんなに
大変な暮らしを強いられているとは知ら
なかった。ありがとう」といわれ、驚きと嬉
しさで、しばらく言葉がなかった、と語っ
ている。
　本書は５刷を重ねている。避難者が困
難に陥る中で報道が減っている現状が
彼らをより苦しめている。そのことへのメ
ディアとしての反省を込めて問いかけてい
ることも評価された。
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「産業医が見たハイスペック女子の憂鬱」
　　　　　矢島新子さん （産業医・労働衛生コンサルタント）

　４月から働き方改革が、10月からは
子ども・子育て支援法が実施され、働く
女性の能力が発揮しやすくなると期待
されている。ただ、彼女らのメンタルヘル
スを理解し、それへの対応を強化しな
いかぎり、新たな施策も十分な効果を上
げることができるかどうか。産業医・労
働衛生コンサルタントの矢島新子医師
が指摘する基本原理を理解しないかぎ
り、「働き方改革」に限界がある。
　4月から順次施行された働き方改
革関連法は、①時間外労働の上限規
制（年間720時間などの限度を設定），
②年次有給取得の義務化（5日間取
得を企業に義務付け）、③勤務間イン
ターバル制度の普及推進の努力義務
化、④高度プロフェッショナル制度の
創設など８本からなる。今さらともいう
べき施策だが、なかでも注目すべきは

「産業医の機能強化」である。事業者は
「労働者の健康管理を効果的に行う」
ため、「常時50人以上の労働者を使用
する事業場においては、事業者は産業
医を選任し、労働者の健康管理等を行
わせなければならない」とされ、管理職
も含めて労働者一人ひとりの労働時間
を把握し、毎月、産業医に報告する。産
業医は労働者との面談結果を踏まえて

「必要な措置」に関する意見を事業者
に述べ、事業者はそれに基づいて実施
した措置内容を産業医に報告するとさ
れている。働きすぎの労働者が躊躇せ
ず産業医と面談できるように職場環境
を整備しなければならない。

●自らの人生体験と産業医としてかかわった

　多くの面接事例に基づく医学的な知見

　海外諸国に比べて女性人材の開発

や登用が遅れている我が国では、女性
の社会進出の中核部隊にあたる高学
歴の「ハイスペック女子」に注目したい。
働く女性全体のパフォーマンスを高め
るためには女性固有のメンタルヘルス
にかかわるケアが欠かせないのだが、
今回の改革ではそこまでは踏み込んで
いない。自身もハイスペック女子のひと
りとして自らのキャリアを切り拓いてき
た矢島氏は昨年、日本医学ジャーナリ
スト協会で行った講演で、企業と働く
女性らが心得ておくべきことを明らか
にした。それは、自らの人生体験と産
業医としてかかわった多くの面接事例
に基づく医学的な知見だけに説得力
がある。
　矢島氏は、東京医科歯科大学医学部
を卒業。同大学院博士課程（公衆衛生
学）を修了してフランスに留学。パリ第
一大学修士号（医療経済学）を取得し
た。現在は外資系証券、生保、ＩＴ、不動
産業など従業員数50人から13,000人ま
での大小企業約30社で産業医をしてい
る。自らのキャリアを始めるに当って公
衆衛生分野で海外研究に取り組むこと
を志していたが、結婚して出産したのを
機に断念。子育てをしやすいとされる
公務員（保健所）になったものの、子ど
もを幼稚園にあげるとき「月謝が高い
うえ、2時までしか預かって貰えない」
ため保健所を辞めて産業医として独立
した。そこで女性社員の悩みを知り、メ
ンタルケアこそ必須な仕事だと気づく。
子どもの小学校入学と同時に東京女子
医科大学の女性生涯健康センターで勉
強した。その後、産業医活動を始めると
自治体や企業を対象にメンタルヘルス、
レジリエンス（逆境への復元力）や女性

の健康に関する研修を行ってきた。産
業医として「自分自身もへとへとになる」
くらい女性社員の相談が切実だった。
なかでも外資系企業で働く日本人のハ
イスペック女子のたいへんさは我が国
固有のものではないかと気づく。それ
は、healthy worker effectに関係する
のではないか、と。

●仕事をしている人の健康度は仕事して

　いない人のそれと同等かそれを上回る

　healthy worker effectとは「仕事を
している人の健康度は仕事していない
人のそれと同等かそれを上回る」とい
うこと。働いて収入が増え経済的に豊
かになれば、幸福感が増すということ
は、男性には通じるが、女性はそうでは
ないのではないか？ 男性は「社会経
済的な成功が精神的健康につながる
というデータがある。ところが、女性で
はそのような因果関係が曖昧」である。
少なくとも、女性にはhealthy worker 
effectが「顕著にはみられない」のはな
ぜか。働く男性に比べて「働く女性」の
健康は生物学的な違い（生殖器官、筋
力・体力、不定愁訴などの症状）と心理
社会的な違いの影響を受けているの
ではないのだろうか。
　生物・心理・社会モデルによれば、働

矢島新子さん

報告・尾﨑 雄

く人のパフォーマンスを左右するメン
タルヘルスのファクターは、個体の生
物学的要因（遺伝、生活習慣など）、心
理的要因（性格、認知、思考など）と環
境要因の三つがある。なかでも仕事の
量、上司のサポートや家族などの環境
要因が大きいとされ、そこには性差が
ある。たとえば、鬱病、双極性障害など
気分障害はどの年齢層でも女性が男
性よりも著しい。内分泌系（性ホルモン
の影響）、中枢神経系の解剖学的・機
能的な相違、生殖期間の長さによると
考えられ、そこから女性特有の健康課
題が生じる。月経、妊娠・出産、自律神
経失調症などだ。女性ならではのセク
シャルハラスメントもメンタルヘルスに
不調を招くきっかけとなる。こうした女
性特有の症状は、休職したり、出社して
も仕事に手がつかなかったりして、離職
に到ることもあり、本人にとっても企業
に取っても損失を招く。月経随伴症によ
る労働損失は4900億円とも言われる。

●働く女性を悩ます最大の

　ストレス要因は人間関係で48.6％

　働く女性の6割以上が強いストレス
を感じている。職場のストレスは2010
年から増加傾向に転じ、2012年に初
めて男性を超えた。最大のストレス要
因は人間関係で48.6％、ついで仕事の
質の問題の30.9％だが、男性は仕事の
質、量、人間関係がともに30％台（2014
年厚労省・労働者健康状況調査）であ
り、性差が存在する。仕事と家庭間で
の葛藤と不健康の関連も女性に顕著
だ。国立がん研究センターの研究結果
によれば、女性は男性に比べ「仕事か
ら家庭への葛藤が高く、家庭から仕事

への葛藤も高い」傾向が表れている。こ
うしたことは、「女性の役割の多重性」
から生じている。女性のライフコースは
男性よりも多岐なうえ、ライフステージ
ごとに生物学的、心理的、環境要因が
多重かつ複雑にからみあっているから
だ。「女性の選択肢が多いのは良いか
もしれないが、親、夫、子どもなど重要
な他者により自分の世界が分断されや
すい」と矢島医師は指摘する。
　それにしても、どうしてハイスペック
女子の働き方が問題になってきたの
か。矢島氏の著書『ハイスペック女子
の憂鬱』（洋泉社）によると、1996年を
境に女性の4年生大学進学率が短大
を上まわるようになったからだ。簡単に
言えば、高学歴なハイスペック女子が
働く労働環境も彼女らを受け入れる
企業社会の意識改革も進まないところ
に4大卒の女性の企業進出が増えた、
ミスマッチが顕在化した。電通で東大
卒の若い女子社員が過労自殺した事
件は極端な現象だとしても、ハイスペッ
クな働く女性はつらい。男性との学歴
平等化が進み、少なくとも建前上は就
労も平等化され、就労と家庭生活・育
児との両立が当然とするような風潮が
ひろがってきた。個人の自己実現だっ
た仕事も家庭もという生き方が「社会
的要請」へと変わったものの、現実の
環境が思い通りにならないという不全
感をかこつ女性は少なくない。そうした
ハイスペック女性社員を受け入れて持
て余す企業が矢島医師に相談してくる
という。働く女性個人の努力と企業・社
会の役割がミスマッチ状態になってい
るのだ。したがって、彼女らのメンタル
ヘルスを維持するためには産業医と企

業の経営・人事との連携によって「持
続的な一次予防」を可能にしなければ
ならない。
　そのためには、女性自身にも覚悟が
いる。たとえば、一流企業に入って悩む
キャリアウーマンも、単なるプライドで
入社したということではなく、「入社し
たときに自分が大切にしていた価値」
は何だったか、本当にやりたいことを
改めて見出すことも求められている。

●メンタルヘルスに必要な

　「産業医の機能強化」

　働き方改革時代における「産業医の
機能強化」は、そこまでの踏み込むこと
がもとめられるようだ。矢島医師は、こ
れからの働き方を考えるヒントとして
3つのキイワードを挙げた。ダイバーシ
ティ（多様性）、レジリエンス（強靭性）
とオリジナリティ（独創性）である。め
まぐるしく変化する経済社会で働く者
なら誰でも直面することである。
　矢島医師は、精神分析学の創始者、
シグムント・フロイドの言葉を紹介して
新たな時代にふさわしい生き方・働き
方のヒントを示す。
　「仕事に重点を置くほど個人をこれ
ほどしっかり現実につなぐ処世術は他
にない。というのも、仕事は人に少なく
とも１つの安全な場所を、現実のある
部分、つまり人間社会の中に与えるから
である」。女にとっても男にとっても、仕
事は「健康、幸福、そして経済的・社会
的安定性につながる」（矢島医師）とい
うことなのだろう。

（おざき・たけし＝
老・病・死を考える会世話人）
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に、Yahoo!ニュース個人、m3.comな
ど多数のウェブに連載を持ち、「発信す
る医師団」代表など幅広く活躍してい
る中山祐次郎医師です。福島県郡山市
の総合南東北病院外科医長を1年間
休職して京都大学大学院で公衆衛生
学を学んでいる極めてポジティブな少
壮ドクターが、読み手と書き手からみた
医療情報の「紙とウェブの違い」を軸
に、「自分が書きたいor得意な情報」と

「人々が求めている情報」の分岐点な
どを豊富な執筆体験から明快に差分
してみせました。
　後半のGWも、課題の班討議結果を
白板に書き出してもらい、その発表を
基にしたディスカッションも熱を帯び
ました。その最後、中山さんの声がけ
で白板の前にどっと集合した全員が
思い思いに意見を記していく様子は、
一種の群衆授業の様相すらほの見え
ました。

講座第3回　岩永直子さん

　3回目は、米国に本拠を置く新興ウェ
ブニュース媒体であるバズフィード・
ジャパンのニュースエディター、岩永直

●初回から3回目まで1人の講師による

　講演とGW

　本協会2018年度の最後の事業的行
事ともいえる第8期医療ジャーナリスト
基礎講座が、2019年2月2日から3月16
日までの隔週土曜日午後、計4回開か
れました。その総括的報告を記します。
　基礎講座の企画・運営には、主として
三浦直美、堂上昌幸の両幹事と私（大
西）の３人が当たり、テーマや講師選
定を含むプログラムの立案などを3人
の情報共有と合意形成の下で行いま
した。それに基づき、各回のテーマ、内
容、講師陣容で４回にわたる基礎講座
開講に漕ぎ着けることができました。

講座第1回　須田桃子さん

　１回目は、毎日新聞科学環境部記者
として生命科学、医学、科学分野で健
筆を振るっている須田桃子さんに登場
してもらいました。
　「生命科学の最前線を伝える」を
テーマに、①イントロ —科学記者の仕
事とは　②“権威”に惑わされない —

STAP細胞事件を取材して　③米国
で合成生物学を取材して　④科学者

と倫理の諸問題を講演されました。「現
場に足を運ぶ」「人に会って話を聞く」
ことが、科学取材記でも基本は同じで
あることを強調しつつ、上記の問題を
具体的かつ理念的に説き明かし、生命
科学に馴染みが薄い方も含め受講者
の皆さんには説得力に富んだ濃密な
80分間（前半）となったのではないで
しょうか。
　後半は基礎講座恒例となったグ
ループワーク（GW）です。須田さんが
出題した課題を少人数のグループ（班）
に編成された受講者が討議してまと
め上げ、それを総合討論の場に持ち寄
り、講師による講評を聴くというもので
した。今から5年後、海外のとある国で
民間企業が希望通りのデザイナーベィ
ビーを誕生させたとのスクープ報道に
対し、急遽特集記事を組むという設定
で、取材の要点、論点、大見出しなどを
まとめるのです。短い時間で何とか作
り上げた各班の“成果”は、それなりの
充足感をもたらしたようです。

講座第2回　中山祐次郎さん

　2回目は、多くの書籍を著すととも

第8期医療ジャーナリスト基礎講座
「生命科学・医師の発信・ウェブニュース・
 働き方改革をテーマに4回開催」

報告・大西正夫

子さんの出番です。2017年まで読売
新聞医療部で問題意識に富んだ医療
記事を書きまくっていた根っからの記
者。パワーポイントに現れた膨大な量
の情報は、新聞とウェブの両方を熟知
しているだけに具体的、明示的、確信
的な内容に満ちていました。
　そんな中で私が最も共鳴した一つ
は、「誰でも発信できるネット時代だか
らこそ、情報を吟味して届ける専門記
者が必要」とのメッセージです。その心
は、「多数の医療者がいるSNSでは、常
に専門家の批判の目に晒されている。
大きな組織に胡坐をかいていられる
時代ではない」。ズバリそのものです。
　そんなアクティブな80分間講演の後
のGW課題は、「医師の働き方改革に関
する検討会」での医師過重労働見直し
論議が佳境に入っている中、一般向け
特集記事の企画案作成でした。
　 テーマ、取 材 相 手、見 出し、アイ
キャッチ（写真、イラスト）を緊急編集
会議でまとめる内容です。このGWの
時間枠はトータル70分間。比較的手ご
ろな感じのテーマとはいえ、あっという
間に時間が押す中、受講者の皆さんは
いくつもの候補が錯綜し、取捨選択の
難しさに胃が締め付けられる思いがし
たのではないでしょうか。

　1回目から3回目までの単回講座で
は、受講者全員に1分間以内の感想ス
ピーチをしてもらいました。6期、7期
でも試みた方式ですが、一方通行の授

業に終わらない、受講者本位の講座を
企図したものだからです。短くて要を得
ている —そんなスピーチばかりでした。

●最終回の講座第4回は3人による

　パネルディスカッション

 最終回4回目は、特別講座と銘打った
パネルディスカッションを3年続けて開
催しました。東京女子医大東医療セン
ター救命救急部門の赤星昴

こ う き

己医師、日
医総研主席研究員の上

か み や

家和子医師、
少子化ジャーナリストの白河桃

と う こ

子さん
の3名をパネリストに迎え、お一人20 ～
30分間のプレゼンの後、多方面にわた
る論議が展開されました。
　赤星さんは医学部卒業から丸4年に
なる後期研修医ですが、救命救急現
場の実戦力として当然、時間外労働も
こなしています。厚労省の「医師の働き
方改革に関する検討会」構成員として、
ギリギリの人数、個々の体力に支えら
れている救急医療現場の声を反映さ
せてきた力強い若手医師です。「医師
の勤務時間を減らしたから医療の質
が低下したなんて言わせたくない」「時
間外受診は患者、医師双方にとってお
互いに損」と非常に分かりやすい語り
口で、医療界全体が国民と一緒になっ
て取り組もうと訴え、フロアの共感を呼
びました。
　上家さんは脳外科医として8年間働
いてから厚生省（当時）に入り、医療行
政を担ってきました。官房審議官を経
て退官後、公募採用で大阪府健康医

療部長を務め、17年に日医総研入りし
て女性医師支援センター参与を兼務
しています。そのような経歴に基づき、
国内外の医師の働き方の現状と在り
方を踏まえ、女性医師にとっての「ガラ
スの天井」、「ハラスメントで職場を去る
医師」といった問題を提起。「組織的に
勤務継続支援を行うことで高率に常
勤復帰が可能になる」ことを強調しま
した。
　白河さんは、商社勤務などを経て
少子化ジャーナリスト、作家の道に。
2008年に「『婚活』時代」を上梓し、婚
活ブームの火付け役になった著名人で
す。女性のライフキャリア、ワークライフ
バランスなどの視点からパネリストを
お願いしました。プレゼンでは、今まさ
に世の中は市場原理が働いており、そ
れが機能していないのは医者とマスコ
ミの世界ではないかとの手厳しい指摘
をされました。「成果を出す働きをすれ
ば自分も変わる」、「企業、組織がジェン
ダー改革をすれば社会も変わる」とも。
　この後、フロアとの総合討論では、
多岐にわたる質疑応答、意見の発出
等々、活発なディスカッションがありま
した。当日の受講者には、第一線の新
聞記者やウェブ誌の編集長、様々な媒
体の編集者・ライター、労働経済学者、
何人もの医師の姿が見受けられ、プレ
ゼンを含め密度の濃い特別講座となり
ました。

（おおにし・まさお=人材育成委員長）

須田桃子さんがグループワークに参加 岩永道子さんのお題は「働き方改革」で4回目につながった中山祐次郎さんが発信の仕方を指南 第4回のパネリストの皆さん
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自らをインディアンと呼び、ネイティブ・
アメリカンとは言いません。
　全参加者が広いホールに集まる記
者講演ではウォールストリート・ジャー
ナルのジョン・カレイルー記者がシリコ
ンバレーの新興バイオテクノロジー企
業「セラノス」の不正を暴いた経緯を話
しました。
　セラノスは「指先の１滴の血液で多
くの病気の検査が出来る」という血液
検査機器を開発し投資家から大いに
注目され、その最高経営責任者のエリ
ザベス・ホームズ氏は時代の寵児でし
た。しかし、2015年にカレイルー記者
が血液検査の信頼性に疑問を投げか
けるスクープ記事を発表し、同社の信
頼は失墜しました。
　講演でカレイルー記者はスクープに
至った経緯や、セラノス社から訴えられ
ることに備えて弁護士と協議したこと
など取材の内幕を披露し、会場の記者
たちの鋭い質問にも丁寧に答えていま
した。取材のノウハウを惜しみなく共
有する姿勢には好感を持ちました。
　セラノス問題を詳しく書いたカレイ
ルー記者の著作『Bad Blood』は講演
直後の5月に刊行され、米国アマゾン
で全書籍の売り上げ週間ランキングで
7位に入るベストセラーになりました。

　米国でドナルド・トランプ大統領が

就任して以降、社会の分断が深刻にな

り、医療・健康分野でも大きな課題を

抱えている。全米の医療・健康ジャーナ

リストが集まる年次大会が、2018年

4月、アリゾナ州フェニックスで開催さ

れ、4日間にわたって医療政策や健康

格差問題などさまざまなテーマを議論

した。当協会の浅井理事が日本からの

唯一の参加者としてとして年次大会に

参加し、活発に発信し続けている医療

ジャーナリストたちと交流した。6月

例会では年次大会での論議内容を中

心に日本と米国の医療ジャーナリズム

の比較を含めて浅井氏が報告した。

✽
　2018年4月、全米の医療・健康分野
のジャーナリストが集まる大会「ヘルス
ジャーナリズム2018」に参加してきまし
た。
　「 ヘルスジャーナリズム2018」は
医 療・健 康ジャーナリストの 全 国
組 織、米国ヘルスケアジャーナリスト協
会（Association of Health Care 
Journalists, AHCJ）が年1回開いてい
る年次大会です。今年は4月12日から
15日まで4日間、アリゾナ州フェニック
スで開かれました。
　参加者は約725人。AHCJの会員数
約1500人ですので、その半分が集まっ
たことになります。ワシントン・ポストや
ウォールストリート・ジャーナルなどの
有名新聞、新しく生まれているネットメ
ディア、地方紙・ラジオ局、フリーランス
などの記者、ジャーナリズム専攻の大
学生などです。日本からの参加者は
私1人だけでした。香港から来た記者
と出会って、一緒に朝食を食べながら 

「アジアからは私たち2人だけかな」と
話していました。
　米国ではオバマ前大統領の医療保
険制度改革、いわゆる「オバマケア」に
対してトランプ大統領が見直しを表明
しました。見直しの是非は国民全体の
大きな争点になって、医療・健康問題に
関する関心は高まっています。新聞や
ネットメディアにとって医療・健康は大
きなテーマになっています。
　日本でも米国の新聞の経営難、廃
刊がしばしば報道されているように、
ジャーナリズムは転換期を迎えてい
ることは事実です。ただ、医療・健康報
道に関しては、これだけ多くの記者が
携わっていて、みんなの活気が伝わっ
てきました。この分野に対する読者の
ニーズが高く支持されていると受け止
めています。

●今年の大会では外部の専門家を

　招く記念講演がひとつ開かれた。

　講師として招かれたのはノースダコ
タ州立大学公衆衛生学部門教授で医
師のドナルド・ワーネさんです。アメリカ
インディアンがかかえる健康格差につ
いて語りました。ワーネさん自身がアメ
リカインディアンのひとり。長年、イン
ディアンの健康問題を研究してきた専
門家です。他のアメリカ人と比べて糖
尿病、アルコール依存、事故死、自殺
が多いという調査結果を報告し、イン
ディアンが置かれた過酷な状況の長い
歴史を踏まえて、どうやって格差をなく
していくのかを論じました。なお、日本
の新聞ではネイティブ・アメリカンとい
う言い方が一般的ですが、ワーネさん
は「差別の歴史を消し去らないために」

●2018年6月例会

「トランプ時代の米国医療報道の現状と
  日本が学ぶもの」

報告・浅井文和

　年次大会では1時間半程度のテーマ
ごとのパネル討論が同時並行で4日間
に合計60も開かれました。テーマはア
ルツハイマー病、遺伝子治療、幹細胞
研究など医学の最新情報から、ホーム
レスの健康、健康格差、医療政策など
医療と社会の問題まで幅広いもので
す。
　なんといっても最大の関心事は就
任2年目に入ったトランプ大統領でし
た。自らに批判的な記事を「フェイク
ニュースだ」と非難する大統領とマスメ
ディアとの対立が厳しくなっていること
を肌で感じました。
　「知る権利」に関するパネル討論の
会場は多くの記者が集まって席が埋ま
りました。ここで言われたことは「事実
を発掘しよう」。確実な事実をもってト
ランプ政権の問題点を指摘していこう
ということでした。
　たとえば、2017年9月、トランプ政権
の重要閣僚、プライス厚生長官が辞任
しました。理由はプライベートジェット
機を多用した高額の出張費が批判さ
れたためです。
　辞任に結びつくスクープを報じた記
者が登壇して経緯を語りました。公開
情報をもとに長官の日程を調べると、
各地の会合に出席しているものの移動
時間が異常に短かったのです。ジェッ
ト機を多用しているのではないかと察
し、空港に張り込んでジェット機の写
真を撮ったそうです。記者が丹念に事
実を積み上げていった結果、長官は辞
任に追い込まれました。
　医療を受けられない人を減らそうと
したオバマ前大統領の医療保険制度
改革「オバマケア」の改廃を訴えてき
たトランプ大統領の医療政策も大きな
テーマでした。
　たとえば、低所得者向けの医療制
度メディケイドに関してトランプ政権
は「加入条件の厳格化」の方針を示し
ています。州ごとに制度の違いはある
ものの、民主党は「低所得者が医療を
受けにくくなる」と批判しています。会場

では、大学、行政、医療保険組織など
の医療政策専門家とジャーナリストが
論議しました。政府の医療費負担が重
くなっている中でどうやって公平な医
療制度を維持するのか。「厳格化すれ
ば何百万人もの人が医療からこぼれ落
ちる」「でも、州政府の財政負担が大変
だ」。論議は白熱しました。

●米国社会の分断が注目されている

　なかで、健康格差問題への関心も

　高かった。

　あるパネル討論では、各州の地域
（郡）ごとの健康指標の違いを地図で
示してインターネットを通して公開して
いる研究グループが紹介されました。
たとえば、アリゾナ州ではインディアン
が暮らす地域は他に比べて健康寿命
などの健康指標が悪いのです。格差を
示すことで行政機関などに状況が悪
い地域の健康対策を促すというのが
狙いです。
　日本でも健康格差の問題は研究者
から指摘されています。地域ごとの格
差を示す研究が学会で報告されるこ
ともあるのですが、「地図で示すこと
で健康状態が悪い地域の住民への差
別・偏見につながらないか」と懸念する
意見も出ています。米国の会場ではそ
のような懸念の表明はなく、「格差の現
実を示すことで対策を前に進めるべき
だ」という意見が聞かれました。
　年次大会の会場では日本に関する
話題はほとんど耳にしなかったのです
が、例外は研究不正に関するパネル討
論でした。
　ここではAHCJ会長でジャーナリス
ト・医師のアイバン・オランスキーさんが
研究不正などで撤回された学術論文
の統計を紹介しました。なんと撤回論
文数の個人別世界最多記録（183本）
をつくったのは日本人でした。7位（39
本）にも日本人が入っています。
　ただ、日本だけが悪いわけではな
く、論文撤回が多くなっているのは世
界的な傾向のようです。撤回論文の

データベースを集計すると、出版論文
数のうちの撤回論文数の割合を示す
撤回率が2000年には0.004％だった
の が、2008年 に0.030 ％、2014年 に
0.050％、2016年には0.068％と増え
てきています。「サイエンス」や「ネイ
チャー」などの著名な科学誌で撤回が
多いという傾向があるといいます。撤
回の全てが捏造・改ざん・盗用という研
究不正によるとは限らないのですが、
不正が研究者にとっても、研究成果を
報道するジャーナリストにとっても深
刻な問題になってきていることは事実
です。
　オランスキーさんは「リトラクション・
ウォッチ」という撤回論文をまとめて掲
示し監視するサイトを2010年に立ち上
げた創設者のひとりで、長年、研究不
正問題に取り組んでいます。年次大会
前の3月には日本に招かれ、東京大学
安田講堂で研究不正に関して講演し
ています。研究不正という地道なテー
マに長年取り組むジャーナリストがい
るところが米国ジャーナリズムの奥が
深いところだと感じました。
　年次大会に参加して、日米で圧倒的
に違うと感じるのは医療ジャーナリス
トの層の厚さです。米国AHCJの会員
数が約1500人いるのに対して、日本医
学ジャーナリスト協会の会員数（個人）
は約280人。米国の人口が日本の2倍強
としてもかなりの開きがあります。会場
で出会ったジャーナリストには50代、
60代のベテランも多数いらっしゃいま
した。長年、医療・健康問題に携わり、
この年次大会のような場で交流して新
しい知識を学び、キャリアを積み上げ
てきています。

▲浅井文和さん
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●記者たちが関心を持つ分野も幅広い。

　AHCJは自分たちが取材する中心
的な8分野を決めています。医療改革、
高齢化、口腔の健康、医学研究、医療
保険、健康の社会的決定要因、健康
IT（情報技術）、感染症の8分野です。
日本の新聞では、高齢化、医学研究、
感染症についての記事はよく見かけま
すが、健康格差などを扱う記事はまだ
まだ少ないと思います。米国のパネル
討論で「健康の社会的決定要因」とい
う言葉が記者の間でしょっちゅう飛び
交っているのは、日本とかなり違う印
象がありました。
　日米の違いの背景には記者キャリ
アの違いもあると思います。日本の新
聞記者はひとつの新聞社で長年勤め
続けることが多いのですが、米国では
やりがいのある仕事を求めて新聞や、
雑誌、ネットメディアなどを移っていき

ます。大学院に入学して勉強し直してメ
ディアに戻る記者もいます。キャリアを
築きながら自らの専門性を高めていけ
ると感じました。
　年次大会で夕食をともにした50代
のベテラン記者は「ミシシッピ州で専
門分野ごとにどの病院の医師が優れ
ているか」「ミシシッピ州の医療で何が
問題か」と、とうとうと説明してくれまし
た。米国では長年にわたって深く取材
する医療ジャーナリストに活躍できる
場があると感じました。
　私は大学を卒業して朝日新聞の記
者になり、退職するまで同じ新聞社に
勤めました。幸運にも希望通り医療分
野の取材を担当できたのですが、記者
がやりたいという希望が必ずしも社内
で認められるとは限らないのが日本の
実情です。新聞社に勤務しながら医療
を深く長く取材することは容易ではあ

りません。
　私たちが質の高い医療・健康記事を
発信していくために、米国の年次大会
のような他のジャーナリストと一緒に
なって論議し学びあう場があることは
有意義なことだと思います。日本の記
者はえてして新聞社ごとに固まりがち
なのですが、米国の大会で見たのは他
のメディアの人たちと「どう取材すれ
ば良い記事が書けるか」というノウハ
ウをお互いに学びあい高めあう姿でし
た。私としては今後、日本で医療ジャー
ナリストがより高い専門性を身につけ
られる場や、若手記者向けの教育プロ
グラムを作っていきたいと考えていま
す。みなさん一緒に頑張りましょう。

（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）

は泥棒の始まり」という箴言を肝に銘
じておいていてほしい。
　2016年のオックスフォード辞書の
ワード・オブ・ザ・イヤーに「post-truth」
という言葉が選ばれた。これは「客観
的な事実やデータよりも、都合のよい
事実を、都合よく解釈・利用して大衆の
感情に訴えかける」という意味の形容
詞である。
　これが真実だ！というニュースがあ
ちらこちらから上がった時に、本物の
真実を見極めるのは容易ではない。
感情に訴えかけられれば、だれしも選
択を誤るかもしれない。現代は、正に
post-truthの時代に入っているといえ
るだろう。
　真偽のチェックが難しいゆえに、リ
スクを排除するために「規制」が入り
込み、その結果、表現の自由に影響を
及ぼすかもしれない。個人や組織の自
由、あるいは報道も規制されるように
なるかもしれない。
　このことはあまり取り上げられてい
ないが、大変重要な意味を持っていて、
2018年は歴史的転換点になるのでは
ないかと思っている。

●北朝鮮とアメリカの関係

　私は「世界には不良少年が２人いる」
と思った。金正恩委員長とトランプ大

のコピーが著作『科学者たちの自由な楽
園』の文庫本とともに告別式の参列者に
配られた（このエッセイはインターネット
で検索すれば読むことができます）。ご
遺族の方もそのパ・リーグ熱愛の文章中
に宮田さんのお人柄が出ていると思わ
れ、参列者に配られたのだと思う。晩年
はご病気のために十分にご自分の思い
を表現できなかったと伺った。宮田さん、
お疲れ様でした。心安らかにお眠りくだ
さい。 合掌

（龍）

　2018年通常総会の終了後、元中華

人民共和国大使であり、元伊藤忠商

事株式会社取締役会長の丹羽宇一郎

氏の特別講演があった。世界情勢や日

本の官僚社会の問題点、中国の現状

やこれから日本が何をなすべきかなど、

多岐にわたる話題について、ご自身の

経験を踏まえて率直にお話しいただい

た。大物講演者の登壇に会場内の聴

講者たちは熱心に耳を傾けていた。

✽
●真実を見極める目が必要

　最近のアメリカと北朝鮮をめぐる国
際情勢から思うことがある。いったい
何が真実なのか、何を信じていいの
か、と。トランプ大統領は本当に自分
が思っていることを話しているのか、あ
るいは外交上の駆け引きなのか。北朝
鮮の金正恩労働党委員長や中国の習
近平国家主席も同様である。お互い腹
の探り合いをしていて、一向に真意が
見えてこない。
　私は国のリーダーの言葉はもっと重
いものでなければならないと思う。とこ
ろが、最近のリーダーの言葉は軽い。ま
るでタオルで汗を拭うかのように、前言
をさっと翻したりする。フェイクニュー
スも世界を駆け巡る。真実がどこにあ
るのか、判断に迷う。それが現在の国
際情勢混乱の底流にあるといえる。
　政治家や官僚は、たとえ証拠を突き
付けられても、それは真実でないと言
い放つことができる。それはなぜか。
　私は自分が官僚だったこともある
し、今でも官僚とたくさんの付き合いが
ある。その経験から私は官僚には絶対
に守らなければならいことが２つある
と思う。
　その１つは前例主義である。大使時

　当協会の第3代会長・宮田親平さんが、
昨年12月18日、肺炎のため死去された。
享年87歳。伊藤正治第2代会長の後を受
けて、1998年から2001年まで会長を務
められた。略歴をご紹介すると、1954年
に東京大学薬学部を出て文藝春秋社に
入社、「週刊文春」編集長、「文藝春秋」編
集委員を経て1990年にフリーの科学・医
学ジャーナリストになられた。
　薬剤師の資格も持っておられ、その薬
学のバックグラウンドをもとに、さまざま
な科学・医学の著書を出された。主な著
書に、『科学者たちの自由な楽園 栄光の
理化学研究所』、『ガン特効薬魔法の弾
丸への道』、『だれが風を見たでしょう ボ
ランティアの原点・東大セツルメント物
語』、『異端のガン特効薬』などがあり、
2008年『毒ガス開発の父ハーバー　愛
国心を裏切られた科学者』で科学ジャー
ナリスト大賞を受賞されている。
　12月21日に中野区東中野の中野教会
で告別式があり参列したが、その時初

代、何か新しいことをやろうとすると、
側近は先例を引き合いに出し、たちま
ちなぜ新しい事をやるのかと引き留め
にかかる。人事評価も同じ。過去の評
価で長年プラスマイナス０だった人を、
プラス１にすることは、前例からすると、
余程の強い理由がいるようだ。前例主
義が何事にも優先するのが、官僚の世
界だ。
　もう１つは、法律違反は厳禁である。
当たり前のことだ。しかし、法律にはさ
まざまな解釈の仕方があるということ
を忘れてはならない。おかしいと思っ
たことも自分の都合に合わせて解釈す
れば、結果的には法律には違反してな
い、ということになる。
　最近国会をにぎわした文書の改ざ
んも然り。上司は決して「改ざんせよ」
とは命令してないが、「そんな発言はし
ていない」といえば、縦割り家父長主義
の社会では部下は上司が言ってないと
いうのなら、訂正しなければならない
のだと忖度する。これは彼らにとっては

「改ざん」ではなく、「上司の真実を記入
し直しただけ」になる。したがって、彼ら
にとっては法律にはなんら違反してな
いのである。
　どこの省庁も似たようなものだと思う
と、やはりこの点からも何が真実なのか、
わからなくなる。国会の審議もこの２点
から見てみると、なかなか興味深い。
　私が思うに、嘘をついてもだれにも
知られなければ、それは真実になる。
ひょっとすると、家庭内でのささいな嘘
はばれないかもしれない。しかし、組織
の中の嘘は、必ずやほころびが出て暴
かれるものなのだ。だから、嘘はついて
はいけない。ある意味真っ当なことを
いっているに過ぎないのだが、「嘘つき

めて宮田さんがクリスチャンであること
を知った。いつもまじめな顔をして冗談
を言う、あるいは韜晦する、皮肉とユー
モアたっぷりの宮田さんだったが、本質
は超真面目な方で、薬学から出版社に入
られたのにはそれなりの挫折とご苦労
があったのではないかと思う。ご実家が
戦前の星製薬の創業者だった星一につ
ながるホシチェーン薬局を営んでいて、
星一の没落とともにその影がご実家に
も落ちたのではないかと推察される。宮
田さんの親平というお名前は、星製薬の
標語だった「親切第一」と星一の尊敬し
ていた後藤新平からとって名づけられた
と、最相葉月が書いた星新一の伝記『星
新一　一〇〇一話をつくった人』に宮田
さんのインタビューとして出てくる。また
パ・リーグの熱烈なファンでも知られ、ス
ポーツ雑誌『ナンバー』（No.19 ／ 1981年
１月20日号）に寄せた、愛情と屈折に満
ちたエッセイ「我、パ・リーグを愛す──
３０年待って、熱パ時代がやってきた。」

●5月総会特別講演

「トランプ・習近平時代の到来と日本の進むべき道」
　　　丹羽宇一郎さん （元中国駐箚特命全権大使、伊藤忠商事㈱元取締役会長）

追悼 宮田親平さん

報告・鈴木優子

▲丹羽宇一郎さん  

▲故宮田親平さん（2008年）  


