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健康塾通信の再出発に際して 

公益財団法人 京都健康管理研究会 理事長 泉  孝 英 

 今般、2020年10月、公益財団法人京都健康管理研究会は、中央診療所事業を一般財団法人大和

松寿会に譲渡し、残余の資産をもって、広く医学・医療の発展向上を目指した研究助成、学会／

研究会助成、留学・海外での学会／研究会参加への助成、難病患者団体の活動助成などの公益活

動を主たる業務として再出発することになりました。 

 わが国の医学は明治の開国（1868年）以来、ドイツの医学、アメリカの医学を取り入れつつ発

展を遂げてきました。多くの留学生がドイツ、アメリカに学び、また、多くの研究者・医師が海

外の学会・研究会に参加しての見聞をわが国に取り入れる努力を重ねてきました。 

 この間、第一次世界大戦（1914～18年）、第二次世界大戦（1939～45年）と二度にわたって海

外との交流途絶があり、また、現在、新型コロナ感染症による三度目の途絶を余儀なくされてい

ます。 

 近年の IT による情報伝播、オンライン会議と目を見張る技術の進歩があり、海外との交流は

きわめて容易になってきています。しかし、直接、海外で学ぶ、三密のなかで議論を重ねるの意

義、重要性に変わりはないはずです。一日も早い交流再開を期待したいものです。 

 このような見地から、「健康塾通信」は、研修・留学・学会参加の意義を若い方々に伝える、

いわば「先輩が後輩に語りかける」記事と、若い方々に見聞を広げていただくためのエッセイ記

事を収載した季刊誌として、再出発することとしました。若い方々にお読みいただくとともに、

先輩諸氏からの「後輩に語りかける」記事の御投稿を期待しております。 

（京都大学名誉教授）
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［研修］ 

立川空軍病院の思い出 

中川雅夫 

 定年退職後のある昼食会の席で、京都大学

名誉教授泉 孝英先生から米軍病院のインタ

ーンについて資料収集を行っているので、立

川空軍病院での印象記等があればとの依頼が

あった。私の50年も前の薄れつつある記憶を

もとに、思いつくまま大学卒業後の医学実地

修練時の体験を書き出してみることにした 

（平成29年８月30日）。 

 

卒業を控えて 

 我国の医学教育は、明治時代以来、西洋医

学、ドイツ医学の影響を強く受けてきたせい

か、私の学生時代は、大学での教養課程の外

国語も英語よりドイツ語が必須の授業時間が

多かった。我々の大学ではアメリカ帰りの教

員もいたが、教授の中にはドイツ留学から帰

った人が多かった。我々当時の学生としては

特に不思議とも思わず、医学部というのはこ

んなものかと思っていた。 

 専門課程に進んでからも、解剖学から始ま

る基礎医学の講義も教科書も、また内科、外

科などの臨床過程の教育・実習さらには講義

からカルテの記載に至るまでドイツ語表現の

傾向が強かった。診断学はクレンペラー教科

書で勉強した。臨床実習の間にかいま見た病

院診療科の組織体制も医局講座の雰囲気も封

建的で、卒業後のことについても学生として

は色々と不安を感じていた。 

 当時（昭和30年代）は６年の医学部教育を

修了しても、卒業後すぐには医師免許が得ら

れるわけではなく、１年間の医学実地修練（イ

ンターン）が義務づけられており、インター

ンを終了しなければ国家試験が受けられない

時代であった。現在のような卒後の臨床研修

システムができていたわけではなく、卒後進

路については個人の選択にまかされると思っ

ていた。厚生省の臨床研修指定病院として聖

路加病院や国立東京第一病院など一部の病院

ではシステム化がなされようとしていたよう

であったが、情報不足で指定病院がどこの病

院で、どこにあるかも分からなかった。イン

ターン制度とはいえ、特に制度として病院内

での臨床実習のシステムは確立されていたわ

けではなく、学生の我々には大学の臨床実習

の延長線上にあり、自主的に各診療科を自由

に回るものと考えていた。同級生の間でも特

に話題になることもなかった。私は最終的に

は自分の卒業した大学の病院であれば母校の

府立医大でと考えていた。医局講座制のもと

教授以下数名の教員（講師、助手）はいたが、

多くの医局員は無給医局員（副手）であり、

インターンは邪魔者扱いの存在で、適当に先

輩から指導を受けるというのが当時の臨床研

修システムであったように思っている。医学

実地修練については基本的には病院であれば

どこの病院でやってもよかったし、日本全国

どこの病院でも研修はできると考えていた。 

 将来の進路については、内外の医師の伝記

を読んだり、友人やクラブの先輩達と話をす

る機会はあったが特に具体的には何も考えら
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れなかったが、シュバイヅアーの伝記を読ん

だ時には感激したのを覚えている．たまたま

大学５年生の夏休みに学生時代のクラブ

（ESS）の先輩で横須賀海軍病院でインターン

をしていた北村和人先生・立岩敏朗先生から

さそわれ、同級生の友人何人かと見学

（Extern）をかねて、三浦半島へ遊びに行った

ことがある。その他、大学６年のころ放映さ

れていたテレビ映画「ベン・ケーシー」を見

たりしているうちに、外国のドクターのかっ

こよさに憧れるようになり、大学卒業後は外

国へ行くことを考えるようになった。卒業試

験の準備も必要であったが、臨床で米国へ行

くためにはまず米国で医師として働く資格を

と考え、ECFMG（米国臨床医資格試験）を

受けねばならないことが分かり、同級生の友

人何人かと相談してECFMG問題集の海賊版

を買ってきて勉強した。 

このような経過から、在日米軍のそれぞれ

横須賀（海軍）、座間（陸軍）、立川（空軍）

の基地（キャンプ）の病院が日本の医学部卒

業生をインターンとして募集していること、

米軍病院のインターンの統括は横須賀の海軍

病院で行われていることを知った。米軍病院

でインターンをするとしたら、海軍、陸軍、

空軍のうち海軍がかっこいいと思っていた。 

 

インターン採用試験 

 在日米軍の司令部が神奈川県相模大野に置

かれていたこともあり、医学部６年生の晩秋

（昭和38年11月末）、インターン採用試験は座

間のキャンプで行われた。ベトナム戦争が始

まろうとしており、アメリカ大統領のケネデ

ィが暗殺されて間もない頃だったと思うが、

気楽にクラブの合宿にでも行くつもりで友人

４、５名と東海道線に乗って一緒に座間へ向

かった。友人の一人（柴田君）は親戚の家に

泊まるとのことで、横浜で別れた。残りが相

模大野の駅に着いたのは夕闇迫るころであっ

たが、宿の予約もしてなかったので駅前で探

していたところ、白タクが寄ってきて一晩だ

け宿泊するということで田んぼの中の連れ込

み旅館（？）に連れて行かれた。翌朝この運

転手に試験場まで送迎をしてもらうことを約

束して別れた。 

 翌日、待てど暮らせど昨日の車（白タク）

が来ない、試験開始時間は近づいているのに

と心配しているところにこの運転手が現れ、

途中で車のタイヤがパンクしたので遅れたと

のこと。座間のキャンプのメインゲートに到

着した時にはすでに試験の開始時間となって

いたが、開始後間もなかったことから試験場

には入れてくれた。全国の大学から約200名

ほどの受験生（医学部卒業予定者）がいた。

自分の座席についたが落着かなかった。 

 午前中は9時から12時までの筆記試験

（Multiple Choice、医学英語200問）があり、

終了後、昼食を食べさせてくれた。午後は、

３軍のドクターによるインタビュー（面接試

験）があり、個室で受験生一人ひとりに３名

の米軍のドクターから英語会話能力のテスト

を受けた。志願理由を聞かれたり、詳しくは

覚えてないが印刷された諺のようなものが書

かれた紙を読ませてその意味を問われたりし

た。 

 受験生全員の面接試験が終わり、講堂に全

員が集められ、前方の黒板に合格した者の受

験番号が書き出され、番号のないものは帰れ、

ということになった。一緒に受験した同級生

のうち私を含めて２人は残ったが、他の友人

とはここで分かれた。つづいて合格者候補者

の身体検査（Complete Physical Exam.）が行

われ、身体の隅々まで診察され、軍隊の入隊

検査とはこんなものかと驚いた。午後５時頃
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には、立川（空軍病院）、座間（陸軍病院）、

横須賀（海軍病院）への配置が通知された。

私は立川空軍病院へ、友人の秋沢（旧姓：柴

田）君は横須賀海軍への配属が決定した。そ

の後、「日米行政協定に反する行動はとって

いない」とかの書かれた誓約書に一人ひとり

サインを求められ、午後６時頃、全てが終了

した。同級生の柴田君と私は中央線経由で東

京駅へ出て、東海道線で京都に帰ってきた。 

 こうして大学卒業後のインターン先は決ま

ったことになったが、大学を卒業できなけれ

ばということになり、卒業試験の準備にとり

かかった。この間、空軍病院のことはあまり

考える余裕はなかったが、卒業試験を何とか

終えたと思っていた２月の半ば頃のこと、昭

和39年３月からインターンを開始するので

立川へ来るようにとの連絡を受け、卒業式を

前にして立川へ行くことになった。大学の卒

業式だけには出たかったので、休暇をもらっ

て卒業式前夜に京都に帰り、卒業式と謝恩会

を済ませて、翌日には立川に戻った。 

 

空軍病院 

 病院は広大な基地の中にあった空軍機等の

滑走路をはさんで基地の東部（East Side）に

あり、病床数は約300床で、各診療科のスタ

ッフの数は少なかったが、内科、外科をはじ

め、小児科から脳外科、泌尿器科、精神科に

いたるまで、ほぼ全診療科に及ぶ診療体系が

とられており、診療機器についても大学病院

並に整備されていた。在日米軍の軍人・軍属、

その家族を中心に診療する目的で設置されて

いたものと思われた。 

 病院に隣接したところに平屋建ての独身将

校宿舎（Bachelor Officers Quarter: BOQ）が

インターンの住居として与えられた。独身の

米国人医師も同じ宿舎に寝起きしていた。 

 病院内には一般患者や家族用とは別にスタ

ッフ専用の大きな食堂があり、１日４回（6:00, 

12:00，18:00，24:00）病院の食事の用意をし

てくれたので、食べることには苦労しなかっ

た。勿論、毎回定食料金を日本円（当時は１

ドル360円）で支払うことになっており、夕

食だけが180円でそれ以外は全て90円だった。

国内のどこの病院でインターンをしても無資

格医師には給料はでないことになっていたが、

米軍のインターンには月給がでており、誰か

らどのように渡されたかは記憶にないが、日

本円で月18,000円をもらって驚いた。日本の

大学病院には無給医局員がゴロゴロいていた

時代でもあり、日米行政協定に基づく日本人

労務者の平均的な給料だったのかも知れない。 

 我々は基地の中に居住していたことになる

が、身分証明書（パスポート）をもらってい

たせいか、基地の出入りは24時間、独歩でも

タクシーに乗ってでもどこのゲートからでも

自由に出入りできた。基地の中のいろんな娯

楽施設（将校クラブ、軍曹クラブ、図書館、

ボーリング場、水泳プール、PXなど）も利用

することができ、何ら不自由は感じなかった。 

 

臨床研修システム 

 ローテーティング・インターンであり、基

本的には診療全科をまわるローテーションの

プログラムが組まれており、臨床研修の開始

に先立って15名のインターン生が内科系希

望・外科系希望にもとづいて、くじ引きでロ

ーテーションが決定されたため、その内容は

人によって異なっていた。 

 私は内科系のローテーションを希望したの

で、内科３ヶ月、外科２ヶ月を中心とする９

診療科を回るプログラムを選択した。米軍病

院とはいえ厚生省の研修指定病院に指定され

ていたためか、基地から出て、立川市内の保



 5 

健所実習も一週間あった。基本的には日曜以

外は24時間勤務で指導管理体制も確立して

おり、全体を通して充実した研修カリキュラ

ムが組まれており、満足の一年間が過ごせた

と思っている。しかし、研修期間中の日常の

業務は結構厳しく、規則違反や勤務態度の悪

いインターンには退職勧告（タイ留学生・京

大医卒）がなされるということもあった。 

 

研修内容 

 週間スケジュールの中で内科の診療体系は

充実しており、専任医師は 5 名程度と少なか

ったが、レジデント(Flight statuses)や GP 以

外にも腎臓内科(Dr. Yamauchi、日系二世、カ

リフォルニア大学医学部卒、東京大学医学部

客員講師、退役後 UC Davis 内科教授）や神

経内科の専門医（Dr. Penry 退役後 NIH の責

任者）もいた。診療記録は手術入院サマリー、

退院サマリー、自分の関連した患者すべてに

ついて担当医が記録として残しており、外科

等での関連患者については主執刀のドクター

が手術場を出る前に手術記録を Dictaphone

に録音し、このテープを秘書がタイプ打ちす

ると言う極めて効率的な記録作成が行われて

いた。これらの診療記録のカーボンコピーは

インターンにも渡されたので自分の診療記録

として残すことができた。 

 夏頃だったと思われるが、青山学院大学で

行われたECFMG試験は受験できたが、厳し

かったのは東京で受けることになっていた日

本の医師国家試験が近づいていた最後の２ヶ

月に産科・婦人科のローテーションがあたっ

ていたことである。一ヶ月に自分が取り上げ

た出産の数は50人を越えたと記憶している

が、一晩に４、５人の出産が重なることもあり、

24時間 on → off 勤務体制では、自分の部屋

に戻って仮眠をとったり、勉強したりしてい

る時間もないほどのキツイ日もあった。週何

回か忘れたが、救急当番があった。寒い冬の

深夜にフィリピンから輸送機で病人が間もな

く到着するので飛行機の下まで来るようにと

の電話があり、救急車が部屋まで迎えに来る

ので起きなければならず、一旦入院させれば

病棟で朝までつきあわざるをえないこともあ

った。産科ローテーションの時など、勿論、

上司にあたるドクターは分娩室まで顔は出す

が、「Busy Night!」と言うだけで現場の対応

は我々インターンやナースにまかせて引っ込

んでしまうドクターもいた。信頼してまかせ

てくれているつもりかも知れないが、ドクタ

ー個人の倫理感にもよるのであろうが、眠た

いのはインターンやナースも同じで、どこの

世界にもありうる医療の現場での上下関係に

矛盾を感じることもあった。 

 

独身将校宿舎 

（BOQ: Bacherer Officer's Quarter）    

 我々は日本人であるとはいえ、インターン

は軍隊の中では将校待遇（キャプテン 

Captain：中尉）であることが分かった。BOQ

の建物の構造は個室４室のいわゆる4LDKの

区画が５、６個つながったものであり、男子

インターンは一人ずつ同一区画の個室に入り、

女性インターンは２名いたが我々の隣のブロ

ックにいた。それぞれの個室は約20平米程度

で狭かったが、ベッドと机、電気スタンド、

電話器のほか、タンス、半畳程度のクローゼ

ットが備わっていた。区画ごとに中央に４、

５人が談笑できるソファー、テーブル付きの

リビングスペースがあり、奥には共用のバ

ス・トイレ、キッチンがついていた。インタ

ーンの他、同じBOQには何人かの米国人の独

身医師も入居していたが、flight statusのドク

ターや転勤族将校の短期滞在用にも使われて
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いるようであった。 

 BOQ の家賃は無料だったが、基地の外か

ら毎日日本人のおばさん（メードさん：土岐

さん）がきてくれて、我々が病院で勤務して

いる間に各部屋の掃除やベッドメーク、洗濯

などをしてくれたので特に日常生活に苦労は

しなかった。立川の町に外出したりするには

歩いて行くのは困難でタクシー（Base Taxi）

を呼ばなければならなかった。 

私は小学校から中学校、高等学校、大学と

すべて自宅からの通学だったため始めての集

団生活、いわゆる寮生活みたいなもので、自

分には楽しい１年であった。 

 

将校クラブ（Officers Club） 

 将校の娯楽施設であるが、基地の中の将校

クラブは West Side にあったため我々の住ん

でいた East Side の BOQ からは Base Taxi を

呼んで滑走路を渡って行かなければならなか

ったのと、日常の業務が忙しかったため頻回

に通うことはできなかった。将校クラブは中

にナイトクラブもあればカジノもあり、軍曹

クラブや Airman's Club と異なり、結構楽し

める施設であった。将校だけのパーティには

当時の駐日大使ライシャワー夫妻が出席され

たり、時には常陸宮ご夫妻のほか、皇室関係

の顔を見ることもあった。将校クラブへの出

入りは自由にできたが、飲食の支払いはドル

払いで米ドルを持たない我々が行く時にはス

ポンサーのドクターのつけにしてチェックに

サインするだけで済ますことができた。 

 

富士山登山 

 富士山に登りたいと私のスポンサーのドク

ター（Dr. Ryan）から誘われ友人を誘ってあ

る夏の一日富士山に登った。インターン以外

はドクター３人（外科のDr. Ofsten、Dr. 

McLeod、内科のDr. Yamauchi日系二世）が

一緒に行くことになり、それぞれ奥さんを同

伴し、立川からドクターの３台の自動車に分

乗して富士山５合目まで行き、駐車場に車を

止めて登った。５合目からは登山用の杖と８

合目の山小屋に１泊することになっていたの

で、リュックサックに洗面用具をいれて歩き

だした。途中で気圧が低いせいか、呼吸困難

を覚え、休憩を余儀なくされたドクターもい

たが、当日夕方までには何とか８合目の山小

屋にたどり着けた。 

 翌日の朝早くに起きて、山頂でご来光を拝

むことができた。しばらく山頂付近の散策を

したのち下山することになり、帰りは登って

きた道だったので比較的楽におりることがで

きた。 

 

東京大学でのデモンストレーション 

 たまたま私が内科のローテーションの時期

に、東京大学医学部から依頼があったのか、

腎不全の患者に血液灌流を行うために空軍の

Kidney Team（腎臓内科医師、泌尿器科医師、

衛生兵、インターン）が東大付属病院の救急

室へ出張することがあった。立川から持って

行ったコルフ型の大きな透析装置で３時間ほ

ど透析した。私の役割は透析液を大きなシャ

モジで混ぜるだけであったが、日本で始めて

の人工透析ということで立会っていた東大内

科の３人の教授（？）も透析前後でBUN値が

見事に改善したのを目の当たりに感激してい

たのを覚えている。あとになって知ったこと

であるが、この腎不全患者の担当医は当時研

修医（副手）だった黒川 清先生であったと

のことである。 

 

東京オリンピック 

 昭和39年夏、東京でオリンピックが開催さ
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れた。私のスポンサーのドクター（Dr. Ryan：

放射線科・ハーバード大学医学部卒）が米国

水泳チームのチームドクターをしていたため、

幸いにも私だけが代々木の水泳競技場の特別

席（ロイヤルボックスの前）で観覧すること

ができた。忙しい日常業務のなかで、遊び歩

いている暇はなかったが、それでもたまに友

人やナース、衛生兵と東京見物にいったり、

奥多摩へ行ったり、後楽園へ野球を見に行た

りできたのであまり苦労は感じなかった。基

地の中の将校クラブ等での飲み食いは全てド

ル建てだったため、スポンサー（日本人イン

ターン一人に米国人ドクター夫婦が一年間面

倒を見てくれるシステム）につけができたの

は助かった。東京オリンピックの年でもあり、

私のスポンサーのドクターが入場券を入手し

て連れて行ってくれたのは貴重な体験であっ

た。 

 

その他 

 関東地方でインターンをしていた友人が訪

ねてきてくれたりしたこともあったが、外部

の人は基地の中に入れなかったのでメインゲ

ートから電話を受け、Base Taxi を呼んで出

て行ったり、たまには休日を利用して、東京

在住の親戚の家を訪ねてみたり、義兄（田中

康夫）が東京医科歯科大学に勤務していた関

係で、お茶の水の自宅まで行ったり、ナース

と東京へ映画や野球を見に行ったり、衛生兵

の車に乗せてもらって、北多摩にあった狭山

人口スキー場へスキーに行ったりもした。 

 

 BOQ の隣の部屋に住んでいた植田君（九

大）の兄さん（福岡の高等学校の教員）が修

学旅行の引率で東京に来ていることを聞き、

高校生に同行して日光までバスに一日同乗さ

せてらったこともある。 

 ある日曜日の午後のこと、私の部屋の前の

駐車スペースに美人の日本人女性が車を止め

ているのに気づき、ドアを開けて驚いたこと

がある。女優の淡路恵子であった。当時彼女

の夫であったビンボーダナウ（フィリピン人

歌手）が米軍キャンプ巡りをしていて倒れ、

入院していたので見舞いにきたらしい。 

 

 米国空軍基地は昭和52年にわが国に返還

され、東京都昭和記念公園となった。 

（京都府立医大名誉教授） 

 

【注記】第二次世界大戦後の昭和21(1946)年

８月、連合軍占領下のわが国では、国民医療

法施行令が改正され、「１年以上の診療および

公衆衛生に関する実地修練（インターン）を

経ること」が、医師国家試験の受験要件とさ

れた。この制度は、昭和22（1947）年３月の

医学部・医科大学・医学専門学校卒業生から

適用され、昭和43（1968）年のインターン制

度廃止まで続いた。 

インターンは厚生省の臨床研修指定病院で

行われたが、昭和29（1954）年からは、在日

米軍病院も指定病院に加わった。東京陸軍、

大阪陸軍、横須賀海軍、立川空軍の４病院に、

昭和42（1967）年までの14年間に、全国の医

学部・医科大学の卒業生約100名の俊英が集

まり、インターンを受け、米国の最新医学の

洗礼を浴びた。臨床研修修了生のほとんどは

米国に留学、帰国後、教授職に就いたものも

数多く、彼らによって伝えられたアメリカ医

学は、わが国のドイツ医学からアメリカ医学

への転換期に大きな役割を果たした。 

（泉 孝英） 
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［留学］ 

米国医師研修留学の思い出話 

酒井 章 

「米国留学の思い出話」となると半世紀前の

話、資料がなかなか出てこない。取り敢えず

の記憶を頼りに「来し方」を点描することに

する。 

当時、医学部医学科卒業後一年間のインタ

ーン修了が医師国家試験受験資格の条件であ

った。続いて大学院に入学し、同時に循環器

内科に入局した。患者直結の臨床医学の研

修・研究を希望し「心臓カテーテル検査」の

グループに配属された。 

当時の心臓カテーテル検査は、専ら右心カ

テーテル法で、1956 年ノーベル賞を受賞した

Cournand A の名を冠した「クールナンドの

カテーテル」を用いたものであった。Ⅹ線透

視も必要で、重いⅩ線保護服を着用しての暗

室での検査であった。イメージ・インテンシ

ファイヤーが1960年代に導入されて、はじめ

て明室での検査が可能となった。 

当時のアメリカ医学・医療事情には目を見

張るものがあり、その医療の実情を実地に経

験したいという思いが非常に大であった。米

国での実地臨床に携わる必須条件は、英語能

力と研修病院施設、奨学金ないしファンドの

確保であった。 

第一は ECFMG 試験である。この情報をど

のようにして得たか記憶にない。東京での二

日間の試験を受け合格した。 

現在、ECFMG 試験は極めてハードルの高

い試験のようである。ECFMG とは Educatio- 

nal Commission for Foreign Medical Gradu- 

ates の略で外国人医師の適性証明する団体で

ある。この ECFMG 試験の受験資格には米国

医師免許試験合格が必須条件である。私が受

験した頃の1960年代は、日本での英語の試験

のみで ECFMG Certificate が得られた良き時

代であった。 

現在の米国医師免許試験（United States 

Medical Licensing Examination）は、3 ステ

ップ構成で、臨床知識試験は日本での受験が

可能のようだが臨床技能の Step2 Clinical 

Skill試験は米国々内の 5カ所の試験場のみの

受験となっており、非常にハードルの高いも

のである。やはり50数年前は私にとって古き

よき時代であった。 

次に米国のファンドを探して受験したのが

米国公衆国立衛生研究所（National Institutes 

of Health: NIH）の Postdoctoral Research 

Fellowship Program であった。これに関する

情報を如何にして得たかも定かでない。かな

りの量の研修課題・目的等の書類の提出が必

要であった。面接試験のため上京したが不合

格であった。懲りもせず翌年も同様に申請書

類を提出したところ結果的に、なんと合格で

あった。 

京都駅で新幹線に乗る直前にNewsweekの

最新版を購入し、論説等を英語面接の練習と

して読んだ。驚いたことに試験官が手元から

雑誌を取り出し、「ここを読んで内容を要約し、

自分の意見を述べよ」という。なんと新幹線

車内で読んだ論説記事である。心の中でほく
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そ笑んだ。次いで右腕と左腕で血圧は同じか

との質問に「異なる」理由を詳細に答えた。

この面接が合格の理由とは思えず、面談の前、

既に合格が決まっていたという印象であった。

どなたかのご推挙があったのだろうと思うが、

未だ見当がついていない。 

一方、循環器領域での研修施設を探して 50

数カ所に応募書類等を送付した。採用可の返

事が数カ所あったが、ルイジアナ州ニューオ

リンズにあるトゥロ・インファーマリ病院

（TouroInfirmary）に決めた。Tulane 大学の

故 G. E. Burch 教授 1）の推挙によるものであ

った。1962 年だったかにアジア大洋州心臓病

学会が京都で開催され、そこで面識ができた

循環器学の大御所Burch教授にも応募書類を

送っていたのである。 

TouroInfirmary については、Tulane 大学の

関連病院であり、1852年に Touro という人が

創設した所謂 NPO 病院であること、1923 年

に既にインスリン治療が認可されていた病院

という程度の知識しかなかった。 

米国への旅は初めてで、単身ハワイ空港に

て入国、当時は胸部Ⅹ線写真やワクチン接種

証なども必要であった。サンフランシスコ空

港におりたったアメリカ大陸の第一印象は、

「ものすごく大きくて広い」、こういうのを

「gigantic」というのだろうと思った。長時間

をかけてニューオリンズ空港に着いた。変な

田舎の街に来たな、という印象であった。 

到着早々、多岐にわたる生まれて初めての

雑用で極めて多忙であった。病院事務所に着

き、直ぐ近くのインターン・クォータという

アパートビルに案内された。冷蔵庫、ベッド、

チェストなど所謂家具付きのアパートが用意

されていた。パーソナルチェックのために銀

行口座を開き、社会保険番号（Social Security 

Number）も取得した。地区の医師会事務所

に出頭して簡単な面接を受け「地区限定・期

限付き」の医師免許証を受けた。銀行ローン

でフォルクスワーゲンのビートル新車を

2000 ドルで購入した。運転免許証も日本で得

た国際免許の提示のみで発行された。 

Touro Infirmary では Clinical Cardiology 

Fellowとして心臓センター副部長という立場

であった。センター長の部屋の隣に一室が用

意されていた。有能な女性秘書がいて、秘書

の仕事のほかに、心電図検査とそのデータ管

理等を行っていた。レジデントは、フィリピ

ン、メキシコ、スイスから各 1 人、米国人の

2 人、計 5 名がいた。さらに Tulane 大学から

のインターンが数人、入れ替わりやってきた。

彼らの臨床評価表が臨床教育オフィスから私

に送られ、彼らを評価することも仕事であっ

た。 

病院はオープンシステムで、一般開業医が

attending physicians として患者の入院治療

に当たっていた。心臓センターには 20 床の

CCU(Coronary Care Unit)があり、ほぼ満床

であった。大部分が急性心筋梗塞症患者であ

った。 

私の任務は、①House Staff として Attend- 

ing 医師とともに CCU 患者の診療と管理、 

②心電図の診断レポート、③レジデントや

Attending Doctor からの対診依頼患者の診察

とレポート、④心臓カテーテル検査、⑤心臓

手術時の血圧・心電図等のモニター、⑥心臓

センターのオンコール、⑦各種のカンファレ

ンス出席、等々かなり忙しい仕事量であった。 

 病院への出入りには、その都度「Dr. Sakai 

signing in、Dr. Sakai signing out」とオペレ

ーターに告げることを教えられた。 

 昼前近くになるとデスク上に心電図と録音

機（Dictaphone）がおいてある。患者毎に、

当日の心電図記録と数年間の心電図とその診
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断所見がファイルされていた。この見事なフ

ァイリングには驚かされた。従前の所見記録

のお蔭で心電図所見の記載法が直ぐ理解でき

た。録音機は直ぐには使えず手書きをしてい

たが、数日後には秘書が口述メモしてくれた。

次に部屋に戻ると、私の診断所見がタイプ打

ちされており、自分のサインをすればよかっ

た。そのうちに録音機にも慣れた。 

 心電図カンファレンスは週に一度、朝 8 時、

10数名がコーヒーカップとサンドイッチ等を

もって集まった。朝食を兼ねてのミーティン

グである。部屋の前列には CCU で死亡した

患者数人の心臓が並べてある。指名された参

加者が心電図所見を述べ、心筋梗塞部位、冠

動脈狭窄部、弁膜症などの有無等を述べる。

病理医が心臓を観察し病理所見を述べる。極

めて重要なカンファレンスであった。当時、

心臓超音波検査は導入されていなかった。 

 心臓カテーテル検査室には有能な女性検査

技師が一人いて、全てを手伝っくれた。通常

はソーンズ法 2）による上腕動脈切開法の冠動

脈造影検査で、時にレジデントが手伝ってく

れた。特別な患者は、部長や Attending の主

治医が現れて検査を行い、後で検査請求額を

秘書に指示していた。 

 当時、既に大腿動脈からの経皮的カテーテ

ル挿入（セルジンガー法）によるジャドキン

ズ冠動脈造影法が開発されていたが、日常検

査には未だ取り入れられていなかった。 

 心臓手術のモニターについて、最も多い心

臓手術は「Vineberg の手術」3）であった。左

内胸動脈を分離しグラフトとして左心室心筋

の中に植え込むというもので、1950 年代台に

始まり 1960 年代の終わりまでに米国で 1 万

数千例が行われたが、現在の冠動脈バイパス

術の出現で過去の遺産となった。その最終ス

テージに立ち会えたことは極めて貴重な経験

であった。もう一つの印象深い手術は、急性

心筋梗塞亜急性期の心室瘤切除術で、非常に

リスクの高い手術であった。 

 心臓病外来の担当は週に 1 回で 2～3 人の

患者であった。言葉の面で極めて苦労した。

患者は祖母でその孫娘二人がついてくる。祖

母は Louisiana French を使い、それを孫娘が

強い南部訛り（southern drawl）で通訳、も

う一人が比較的解る米語で説明するというよ

うな例もあった。 

 私自身が Dr. Meyer 部長の家での食事に招

待された時、「Shakespeare が来た」と言われ

た。自己紹介の懸命な話し方が、古い所謂文

語体のように聞こえたからであった。 

 救急外来に直接呼び出されることは殆どな

かった。急性心筋梗塞等の患者は主治医であ

る Attending Doctor が対応していた。 

 興味あったのは若い患者の呼吸苦・胸痛で

あった。ニューヨーク等から自家用車で10 数

時間かけて一気にニューオリンズに帰ってき

た若者または同乗者であった。急性肺動脈塞

栓血栓症、今日の日本で言う「エコノミーク

ラス症候群」であった（この名称を筆者は好

まない）。一方、比較的若い女性の場合はピル

（避妊薬）の副作用による急性肺動脈塞栓血栓

症であった。 

 病院内で心停止などの緊急事態が発生する

と「Ａ病棟、コードⅢ」と院内一斉放送され

る。医師等は可能なかぎり駆けつける。その

場の最上位の医師が指揮をとる。それが私の

場合、レジデントに「Dr. Cohen, you take it 

over」と指示することもできた。場面の指揮

系統がその場で直ちに決められるのは軍隊式

訓練によるものと思われた。  

 当然、院内には宿直医がおり、加えてオン

コールがいる。心臓センターについては、部

長と私が交代して最終オンコール（last call）
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を受け持つ。当時既に繁用されていた「ポケ

ットベル」を携行する。これはニューオリン

ズ市内全体をカバーするものであった。コー

ドⅢの場合も当然ポケットベルが鳴る。 

「Code Three Ward B as in Bertha Second 

Floor」。最初これを聞いたとき、さっぱり理

解できなかった。「A as in Alice, B as in 

Bertha」、日本で言う「あさひのア、いろはの

イ」であった。 

 私は病院の直ぐ近くに住んでいたので、心

臓センターからしばしばコードⅢ以外でもコ

ールがかかった。「患者Ａが心房細動を起こし

た。ヴァイタルは云々…、Digoxin の 1 筒を

静注の指示は出ているが、承認してください」

「承認します。直ぐ行きます coming in soon」。

カルテにはナースの記事とサインがあって、

その直ぐ後に私の承認サインをすれば良かっ

た。当初は、直ぐに CCU に現れるので重宝

がられ、夕食の中断もしばしばであった。慣

れてからは口頭承認を行い、翌朝の回診時に

サインすれば良かった。 

 1968 年 12 月 31 日水曜日、自室で所用中、

強い倦怠感を覚えレジデントを呼んだ。104 

°F (40℃)の発熱があり、流行中の香港インフ

ルエンザであった。勿論当時は、抗原検査等

はなかった。直ぐに帰宅、追ってレジデント

がアスピリンと多量のオレンジジュースを持

ってきてくれた。「抗生物質は？」、「フルに効

くわけがないでしょう。4 日間休んでくださ

い。オフィスに伝えておきます」 

 翌 1 月 1 日、チュレーン・スタジアムで開

催されるシュガーボウル（Sugar Bowl）のカ

レッジ・フットボール・ゲームの予約席がだ

めになった。折角の貴重な予約チケットであ

った。年一回の大イベントで、極めて残念で

あった。  

 ここでコーヒー・ブレイクと思ったが、既

に予定の紙面がない。病院では、検査室や秘

書室、CCU の控え室にコーヒーメーカーが常

備されていた。アメリカ人はコーヒー好きで

ある。1700 年中頃からニューオリンズでコー

ヒー豆の荷下ろしが始まった。1800 年頃にコ

ーヒーが北米に広がった。一方、荷役人に休

息時間にコーヒーを出すと彼等は喜び、能率

が上がった。コーヒー・ブレイク（coffee 

break）の始まりという。 

 何はともあれ Touro Infirmary の医療の場

で忙しく働いたという印象であった。現在の

日本では珍しくもないことであるが、当時の

私にとっては極めて大きな経験であった。 

 ニューオリンズはミシシッピー河の河口の

地で、昔は港町・商業の中心地であった。ア

メリカ文化の故郷一つといえる。 

 スペイン風建物の多い French Quarter の

歓楽街 Bourbon Street の Maison Bourbon や

Pat O’Brien、高級レストラン Brennan’s や

Commander’s Palace、独特の Creole 料理、

Café Du MondeのCafé au lait、Gospelと Jazz

が聴ける Preservation Hall 等々、大いに楽し

むこともできた一年間であった。 

 続いての一年間は、NIH Research Fellow

としてシカゴで過ごすことになる。機会があ

れば New Orleans の続編などともに、

Chicago の古い思い出も記しておきたいと思

う。 

――――――――――――――――――――――――― 

1) George E. Burch(1910-1986)の A History of 

Electrocardiography 1964 は心電図学の古典的教

科書で有名である。1990 年に復刻版が出版された。 

2) Sones FM, et al: Cine-coronary Arteriography. 

Circulation 1959;20:773-4 

3) Katrapati P, et al: Vineberg Operation: A 

Review of the Birth and Impact of This Surgical 

Technique. Ann Thorac Surg 2008;86:1713-6 

（元関西電力病院内科主任部長） 
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［研究］ 

ウイルスの培養と保存 

前田道之 

ウイルスは天然痘、狂犬病、黄熱、ポリオ、

日本脳炎、インフルエンザ、麻疹、風疹、Ｂ

型・Ｃ型肝炎、成人Ｔ細胞白血病など重篤な

生命を脅かす感染症の原因ウイルスである。

ウイルス感染症の多くはワクチン接種で予防

可能である。 

1976年には死亡率が極めて高いエボラ出

血熱がアフリカで発生、1981年に米国で重篤

な免疫不全症を主徴とするエイズ（AIDS）が

出現している。2002年には重症急性呼吸器症

候群（SARS）が中国で、2012年に中近東で

中東呼吸器症候群(MERS)が発生し、2019年

末から新型コロナウイルス感染症（COVID- 

19）が中国で発生し全世界で流行している。

これらの新興ウイルスは高い感染性と死亡率

を示し、ワクチンも治療薬もなく世界に極め

て深刻な影響を与えている。 

ウイルス性疾患はＣ型肝炎やエイズなどを

除き治療薬はほとんど存在しない。ウイルス

感染症はワクチンにより抵抗性（免疫）を付

ける以外には効果的予防手段は存在しない。

ウイルス感染症に対処するには病態を再現で

きる実験系が必要であり、ワクチン製造研究

にはウイルスを大量に増やす必要がある。当

初、サル、マウス、発育鶏卵などの動物がそ

の目的で使用されてきた。しかし、膨大な費

用と労力を要し、より簡便で信頼性があり費

用のかからない研究方法の開発が強く望まれ

ていた。 

 エンダース（米）は1937年頃からハーバー

ド大学でウイルスを試験管内で増殖させる実

験を始めたが、第二次世界大戦従軍による研

究中断を経て、1947年に立ち上げた研究室で、

当時まだ医学部学生だったウエラー（米）と、

その後、彼の同級生ロビンス（米）が加わり、

自由な雰囲気の中で研究を始めた。流行性耳

下腺炎（mumps）ウイルス、麻疹（measles）

ウイルスなどを栄養液（培地）中に発育鶏卵

組織片を加え回転チューブ培養により増植さ

せ良い結果を得た。ウエラーは1948年ヒト胎

児皮膚・筋肉組織の回転チューブ培養で水痘

（varicella）ウイルスを増やす実験中に、余っ

た一本の培養試験管に手元にあったポリオウ

イルスLansing株（2型）加えて培養した。培

養上清の脳内接種によりマウスが斃死しウイ

ルスが増殖していることが示唆され、その培

養上清をサルに接種し、サルがポリオ特有の

弛緩麻痺を起こし、ポリオウイルスが培養細

胞中（in vitro）で増え続けることを確信した。

ポリオウイルスには１、２、３型があるが、

その全てがヒト胎児皮膚・筋肉組織中で増殖

し、ウイルス増殖はポリオウイルス抗体で特

異的に抑えられた。当時、ポリオウイルスは

神経細胞中でしか増植しないと考えられてい

たが、たまたま実施した非神経細胞培養によ

りポリオウイルスを増やす実験に成功した。 

次に、ポリオウイルスの定量法の開発を目

指した。ウイルス感染細胞は変性・死滅（細胞

変性効果：cytopathic/cytopathogenic effect）

し、培養液のpHや組織学的検査で増殖したウ
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イルス量を定量的に判定できるとの結果を得

て、それに基づくポリオウイルス定量法を確

立した。この細胞変性効果を利用してバクテ

リオファージのプラーク・アッセイ（plaque 

assay）や動物ウイルスが一個のウイルスによ

る細胞変性・破壊領域を生じるプラーク・ア

ッセイが考案されウイルスの定量やウイルス

のクローニングに応用されている。 

 ポリオウイルスは長期継代培養により毒性

が著明に低下・消失するという重要な発見を

し、後に生ワクチンの開発に繋がった。抗生

物質を細胞培養に加え細菌等の汚染を防止す

ることにより、ヒトの糞便などからコクサッ

キーウイルスなどが細胞培養で分離・増殖可

能となった。 

 ポリオウイルスはサルの腎臓細胞培養によ

り大量に産生され、ホルマリンで処理した死

菌ワクチンであるソーク・ワクチンや弱毒化

生ワクチンであるセービン・生ワクチンが製

造され、ポリオの防止に大きな力を発揮して

きた。WHOはこれらのワクチン接種により

天然痘に続いてポリオ撲滅計画を推進しポリ

オによる小児の四肢麻痺や死を予防できる様

になった。現在では野生型のポリオウイルス

感染症は世界で４カ国を除いて絶滅した。 

エンダースらは麻疹ウイルスのワクチン開

発も可能にした。小さな研究室で開発された

細胞培養によるポリオウイルスの増殖法はウ

イルス研究、ワクチン製造に大きな発展の糸

口を開き、1954年にエンダース、ウエラーと

ロビンソンはノーベル生理学・医学賞を授与

された。 

 ウイルス研究は細胞培養法・技術の発展と

共にさらに大きく進展し、ヒトを始め種々の

動物由来の細胞株の樹立により、ウイルスを

in vitroで増殖し、ワクチン作成に利用できる

様になってきた。1962年に安村美博博士（千

葉大学）がアフリカミドリサルの腎臓細胞か

ら樹立したVero（ベロ）細胞株はポリオウイ

ルスなど多くのウイルスの増殖に利用され、

ポリオウイルスや狂犬病ウイルスのワクチン

製造にも使われている。新型コロナウイルス 

（SARS-cov-2）はVero細胞で増やされ、ウイ

ルス遺伝子解析に貢献しPCR検査が可能と

なり、ワクチン製造への寄与も期待される。 

 インフルエンザワクチンは需要の膨大さも

あり発育鶏卵中で増やしたウイルスから製造

されているが、H5N1やH7N9など高病原性ウ

イルスが人に感染・流行する可能性が懸念さ

れている。ニワトリに病原性の強いウイルス

は発育鶏卵細胞を死滅させ、発育鶏卵ではウ

イルスを十分増やせない可能性も考えられる。

また、インフルエンザワクチンが短期間に大

量に必要とされても、それに応じるため発育

鶏卵の需要を満たすことが困難になることも

あり得る。すでに幾つかの細胞株でインフル

エンザウイルスがよく増殖することが確認さ

れている。 

 上記の新興ウイルスは野生動物中のウイル

スが環境破壊により人間に重篤な感染症を生

じ流行する様になった可能性が指摘されてお

り、今後も新たなウイルス感染症が出現し世

界的な流行をきたす可能性も小さくない。そ

のためにも培養細胞による研究環境を整備し

ておく必要がある。 

 培養細胞は液体窒素保管容器中（-140℃ 

～-196℃）で容易に長期間保存でき、緊急時

に直ぐに利用可能である。ウイルス・ウイル

ス感染細胞も原則として液体窒素中での保存

が必要である。一部のウイルスは凍結乾燥に

も耐えられる。絶滅宣言された天然痘ウイル

スもバイオテロ等に備え、ワクチン製造のた

め公的機関で厳重に管理されている。 

（元京大ウイルス研・再生医科学研） 
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図１ 隅田川の屋形船遊覧コースの 1 例 

中央付近の“厩橋”乗船場から南下し、お台場に出て旋回して北上し、 

“吾妻橋”などを潜って“桜橋”の先で転回するルート。 

施設の模式図は、川の東側の“スカイツリー”、“国技館” 

（「釣新」横）、“芭蕉記念館”（小名木川横）と、西側の 

“雷門”（吾妻橋横）および“東京タワー”  

（勝鬨橋の西）である。 

［エッセイ］ 

東京探訪記 

隅田川の屋形船 

四元秀毅 

 前回は本郷 3 丁目交差点を起点として北方

向の団子坂周辺と東方向の上野公園あたりを

描写した。今回は西方向を目指す予定だった

が、最近、新型コロナウィルス感染症に関連

して屋形船が話題になったので、その舞台の

隅田川方面を眺めてみたい。 

 

上野・浅草と隅田川 

上野は台東区の西端にあるが、同区は旧東

京市時代に下谷区と浅草区が合併してできた

区で、その面積は 23 区中で最小である。西隣

りの文京区とは不忍池の西側を走る不忍通り

で境されており、東側と南側はそれぞれ隅田

川・神田川で墨田区・千代田区と接している。

東京の東玄関である上野駅は旧下谷区内にあ

り、その東に浅草などの下町が拡がっている。

隅田川は浅草の東を南下するが、歴史的にみ

るとかつては入間川が東京湾に注ぐ下流部分

を指し、その後、荒川本流の時代を経て昭和

時代に荒川分流となって現在に至っている。 

 

隅田川と屋形船 

江戸の町に多くの川があったのを反映して

東京には多数の屋形船コースがある。経路と

しては隅田川の東を流れる荒川・江戸川を廻

るものもあるが、主流は隅田川を上下するも

のである。 

図 1 に示すのは隅田川を走る屋形船コース

の 1 例で、架かっている橋名を上流から列挙
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図２ “大橋あたけの夕立” 

「名所江戸百景」にあるこの図は夕立に出くわした江 

戸庶民の様子をよく伝えている(歌川広重1857年作)。 

すると白髭橋、桜橋、言問橋、吾妻橋、駒形

橋、厩橋、蔵前橋、両国橋、新大橋、清洲橋、

隅田川大橋、永代橋、中央大橋、佃大橋、勝

鬨橋、築地大橋となる。 

ところで、この図の中央に鉄路として蔵

前・両国橋間を走る“JR 中央線”が示されて

いるが、これは正しくは“JR 総武線”である。

“総武”は“下総－武蔵”を反映したもので、

それらは即ち“両国”である。ちなみに“中

央線”と“総武線”は御茶ノ水駅で分岐し、

前者は神田を経て東京駅に、後者は秋葉原・

浅草橋を経由して隅田川を渡り両国を経て千

葉駅に至るのである。 

初回で紹介したように“明暦の大火”(1657

年) 後に江戸では種々の復興事業が実施され、

隅田川に両国橋が渡されたのもその一環であ

った。この架橋は江戸防衛面における脅威低

下の反映でもあったが、江戸の安全面の強化

に役立つとともに、下総の国などからの物資

輸送量の増加にも貢献することになる。 

図 2 は江戸末期の安政年間に広重により描

かれた「新大橋」の夕立風景である。裸足で

駆ける職人風の三人組、むしろで体を被う男、

笠をかぶって腕まくりしている男と多様であ

る。一方、二人連れの女性はちゃんと傘をさ

し下駄を履いていてこちらは準備がよい。 

川面に浮かんでいるのは木材を運ぶための

筏で、材は現在の埼玉県あたりからのものか

も知れない。川向うの “安宅”には幕府貯蔵

庫の「御籾蔵」、「御船蔵」があり、右手の河

口部には材木置き場の“木場”があった。筏

を河口へ向かわせるには干潮期が好都合で、

その時刻、船頭は夕立をものともせず櫓を操

って目的地に急いでいるのである。 

 

屋形船での新型コロナ感染の拡がり 

本年 1 月18日の夕刻、その隅田川で屋形船

遊覧を楽しむグループがあった。ところが、

後にそこから COVID-19 感染者が続出し、屋

形船屋には予約取り消しの連絡が相次ぐこと

になる。 

その後の半年間、われわれはこの手ごわい

敵に攪乱され続けている。病原体はしばしば

社会の脆弱部位から侵入するが、このよく出

来たウィルスは “深く静かに潜航せよ”とい

うミッションを着実に達成しつつあるように

みえる。当分の間、われわれは感染の制御と

生活の維持という二兎を追わざるを得ないだ

ろう。そして、その行き着く先にあるのは 

“パラダイム・シフト”かもしれない。 

（国立病院機構 東京病院 名誉院長） 
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［エッセイ］ 

江戸時代の感染症～ 

３回の “コレラ”流行 

海原 亮 

 

新型コロナウイルスの感染拡大により、世

界中が未曾有の混乱に陥っている。医療現場

の最前線に立つ皆さんの奮闘には、最大限の

賛辞と敬意を表したい。 

感染症の流行は、国境・地域を容易にまた

ぐグローバルな課題であり、この特質は時代

を通じて変化することがない。よく知られて

いるように、わが国の江戸時代は、いわゆる

「鎖国」（近年の日本史学界では「海禁」と呼

ばれている）の体制下にあり、基本的に海外

との交易は限定されていた。ごく例外として、

中国沿岸地方を拠とする海商や、オランダ東

インド会社の貿易商が長崎出島へ来航するの

みだった。それでも江戸時代には数度、パン

デミック（感染症の世界的流行）の影響を受

けた。なかでも特筆すべき被害は、19世紀以

降のコレラ流行である。 

 

１．文政コレラ 

元来インド周辺の風土病と

いわれるコレラは、イギリス

船の航行による物資と人の移

動によって、全世界へ被害を

もたらすこととなった。わが

国で初のコレラ上陸は1822

年（文政５）の夏。これは、

第１次パンデミックと期を一

にする。 

このときオランダ商館長ブ

ロムホーフは、桂川甫賢・大

槻玄沢・佐々木中沢など、江戸の蘭学者にバ

タヴィアでのコレラ流行のことを知らせ、ま

もなく日本にも影響が及ぶだろう、と警告し

ている。実際、コレラは朝鮮半島を経由し８

月中旬、対馬から長州へ入り、九州・京坂、

東海道は江戸の手前まで、流行が拡大したと

いう。 

蘭学者たちは、西洋医書を紐といてコレラ

の治療法を考究したが、西洋でも病理・処方

が確立していない段階ゆえ、適切な対策をと

ることは出来なかった。 

 

２．安政コレラ 

次の流行は、1858年（安政５）から翌年に

かけてのことだ。これは、世界史的には1852

～60年の第３次パンデミックにあたる。７月

上旬、長崎へ入ったアメリカ軍艦がコレラ菌

を持ち運び、８月上旬に早くも江戸で大流行

をみせた。安政コレラの被害は甚大で、『安政

箇労痢流行記』という記録によると、１ケ月

ほどで３万人余の犠牲者を出した、と述べら

れている。 

京坂での流行は、江戸より後のことだった。

大坂では、８月半ばより患者が増え、たちま

図１『安政箇労痢流行記』（京都大学総合図書館「富士川文庫」） 
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図２ 緒方洪庵『虎狼痢治準』 
（京都大学総合図書館「富士川文庫」） 

ち医師の適切な対処が行き届かない状況に陥

った。この状況に接して、蘭方医緒方洪庵は、

自身の手もとにあったコンラジ  J.W.H. 

Conradi・モスト G.F.Most・カンスタット 

K.F.Canstattの著作から、コレラ治療に関す

る部分を抜粋・翻訳して、『虎狼痢治準』を緊

急出版した。この本で、当時、長崎の医学伝

習所でコレラ対策の前線に立ち活躍していた、

オランダ海軍医ポンペ  J.L.C. Pompe van 

Meerdervoortの療法について厳しく書いた

ところ、ポンペの弟子にあたる松本良順（明

治時代、初代陸軍軍医総監を務めた）から批

判をうけたという。だが洪庵は、蘭方医戸塚

静海宛て書簡で、同書が急な所業ゆえ、翻訳

が粗雑だったことを自戒しつつ、それでも刊

行にこぎつけたのは「唯々世の為めに苦辛仕

候赤心の程、御察観下さるべく候」と、社会

貢献に対する強い意思からだった、と述べて

いる。 

コレラは翌年にも流行したが、洪庵はその

間の治験を知己に披瀝するなど、臨床の経験

を蓄積して独自の考究をさらに深めていった。

このように安政コレラへの対処が文政期のそ

れと異なったのは、西洋の知識・技術が直接、

わが国へと伝わったこと、そしてそれを、蘭

方医たちが自身の力で咀嚼し、診療技術とし

て高めた点にある。 

 

３．文久コレラ 

３度目の大きな流行は、1862年（文久２）

である。このとき、幕府が設立した洋学研究

機関「洋書調所」の、杉田玄瑞・箕作阮甫・

坪井信良らが西洋の文献を博捜し、コレラの

予防法や治薬について『疫毒予防説』にまと

めた。この本で特筆すべきは、「検疫法」（キ

ュアランタイネ quarantaine）の紹介だった。

つまり、コレラの蔓延を防ぐためには、疫病

の流行地から来る船舶・旅客を隔離、貨物な

ども燻蒸すること。今ではごくあたりまえの、

最も初歩的な対策といえようが、当時として

は全く新しい考え方だった。ただし、残念な

がら、江戸時代のうちに「検疫」という概念

はついに実現されることがなかった。 

 

以上みてきたように、18世紀以降、幕末期

にかけての３度にわたるコレラ対処法の変遷

は、わが国に西洋の知識・技術が緩やかに、

かつ有効に導入された過程を顕著に示してい

るといえる。 

当初は、コレラの急症に為す術もなく、未

知の病ゆえに西洋の学問から全てを学ぶ必要

があった。鎖国の時代だったから、知識・技

術を移入しようにも、大きな困難がともなっ

たはずである。２回目の流行、安政期には既

に開国をしていたから、直接、西洋人から技

術を学ぶことも可能になった。３回目、よう

やく幕末期には、実現こそ出来なかったが、

検疫という新たな概念も広まった。すなわち、

感染症への対策が、現実の医療体制、社会構

造の変質を促す要因ともなった。そしてその

ような流れが、わが国における近代国家の衛

生政策を着実に準備したのである。 

（住友史料館 主席研究員） 
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［エッセイ］ 

古い記憶と今 

下前國弘 

60年以上前の未だ小学校に通っていた頃、

毎年夏休み明けはプールに日参の果て、中耳

炎を患うのが習いのようになっていて、近所

の耳鼻科に通っていた。「京都帝国大学卒業

生一同」と、贈られた鏡が待合室の壁面に掲

げてあった。先生がその当時何歳位だったか

の記憶は無いのだが、診察の順番が廻って来

ると『次、ぼうず、ここに座れ』と言って椅

子に座らされた。そういう物言いが当然の事

のように子供心に受け入れていたのだ。 

 

ある年の秋、例年の如く、ぼうずは先生の

治療を受けていた。其処へ地元の有力者、耳

鼻科の先生も一目置く人が入って来た。その

人とは父親が親しくよくお話を交わす間柄だ

った。 私の顔を見て『○○君、如何したの？

耳が痛くなったの？』と声掛けられた。事件

は其の直後に起こった。次、ぼうずと呼ばれ

て座った時には、診察が終わった事も告げず、

次の患者を呼びつけていた先生が『○○君、

終わりましたよ』と声掛けられた。 

 

当時晴天の霹靂という言葉は未だ知らなか

ったのだが、後から思いだすに、天地がひっ

くり返る様な衝撃だった。ぼうずが急に○○

君に出世した事よりも、ぼうずと呼びつける

先生よりももっと影響力のある人が居るのだ。

大人の世界を垣間見た様な感じがしたのだ。

神通力は一日に止まらず其の後ずっと君づけ。

其の後耳の患いも無くなって其の耳鼻科とも

御縁が切れた。 

今は多分孫の時代になっていると思われる

件の耳鼻科の医院前を通る毎、子供とはいえ

患者を『ぼうず』と呼び捨てた時代と、今の

時代との比較の様な事を考える。 

 

昔の医者が皆、ぼうずと呼ぶ尊大な医者ば

かりとは思わないが、世間が認めていた部分

もある。医師数や患者数、疾病の実勢という

のを何も知らずの門外漢が論ずるのは暴挙か

も知れないが、最近は、患者の事を患者様と

いう呼び方が結構増えてきていると聞く。今、

世の中は平等、偏りなく全てが一様で等しい

事を目指しているかの様に展開していると思

う。平等を徹底すればするほど不平等を大き

くするという矛盾も有る。努力する人としな

い人の差、生まれつきの差というのも大きい。

頭の出来不出来は個体差が有るのだから平等

という言葉に馴染まない。 

 

医療の世界は権威というのもある意味、人

に安心感を与える要素になり得ると考える。

近代医学に於ける一番の催眠術的効能は、白

衣、真っ白い作業着。白衣の先生だから自分

の弱い所、包み隠さず打ち明ける事が出来る

のだ。患者が白衣にどれだけ信頼感を持って

いるか、医療技術の前段の話だが重要な部分

だと考える。絶対権威が崩れる事の信じられ

ないが重要な要素は、生き残りを懸けた過当

競争、モノづくりを始めとした広く経済原理

の通用する世界と、同じように医療業界を置

いた事に対する反動が、今の時代大きく表に

出ているのだと思う。匠の世界は形を変えて

これからも残ることは確かな事。如何に変わ

るか見届ける程の余命は残念ながらない。 

（京都市中京区在住） 
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［エッセイ］ 

猫の知恵、ヒトの知恵 

長井苑子 

 けっこう長く生きてきたなあと、コロナ自

粛とやらの時代の中で、小さなうさぎ小屋で

棲息を続けながら、ふと、考えてみた。自分

の居場所というのが、いくつかあるが、どれ

も小さなもので、連綿と流れる日常の時間に

小さなめりはりを与えてくれるものだ。朝の

コーヒー屋の大テーブルでの半時間、診療所

の診察室での午前ときに午後の診察。医局の

一人空間、会議や打ち合わせも、一種の既得

権的な居場所だ。終われば、

静かにウサギ小屋に帰ること

が多くなった。 

 学生時代の試験、医師とな

ってからの学会発表や論文作

成という行動がおもしろかっ

た、あるいは義務として課さ

れていたころには、いつもウ

サギ小屋には猫がいた。三毛

猫、シャム、ヒマラヤンと３

匹と付き合ってきた。７年、13年、13年とい

う時間がそこに流れた。それぞれに、個性は

あったが、いずれも共通しているのは、猫た

ちは自分の好むようにしか生きない、行動し

ないということである。いつの間にか、私が

猫の好みによって束縛されていた。試験勉強

をしようと思うと、本の上に寝そべって勉強

させてくれない。出張する準備をしていると、

すねて頑として反応してくれないので、こち

らが出張をとりやめようかとさえ思って、一

度などは、上司にあほかと怒鳴られたことす

らあった。 

 起床するときにも、起きるなとすりよられ

ると、本当に困ってしまうという点で、猫好

きのヒトは猫知恵にやられっぱなしである。

三番目のヒマラヤンは、「るぱ物語」で出会い

を書いたように、京大胸部疾患研究所で出会

い、自転車小屋に猫小屋をつくってやり、４

年間、呼吸器内科の秘書さんたちと世話をし

て、山中先生の iPS研究所ができるときに、

追い出されるはめになった猫を自宅に連れ帰

ったのだった。それから、９年間、泰然自若

として棲息し、平成18年８月31日にこの世を

去り、翌日から、私は、中央診療所常勤とし

て勤務を開始した経緯がある。 

 臨床経験の蓄積は医師を育てるが、猫経験

の蓄積は一体何になるのと、なかばあきれ顔

で私はよく眺められているに

違いない。しかし、さらなる

時間の流れの中で、猫知恵、

猫の行動原理は、病めるヒト

への治療指針のひとつとして、

役にたつことがある。「そんな

に周囲に気を遣わずに、もっ

と自分に素直に生きてごら

ん」とか、「猫って、一日中、

好きなように動いているんで

すよ、そのように、すこしまねしてみません

か？」とか。やさしい、予期せぬたとえで、

治療方針を言うと、患者さんは、たいてい、

笑いだすか、びっくりする。こうなれば、あ

とに、若干、薬物やらが導入されてもうまく

いく。猫から教わった知恵にほかならない。 

「ヒト、犬に会う」とは、ローレンツの動物

行動学の本のタイトル。「ヒト、猫に教わる」

は、私がこれから書いていきたい、役にたつ

かもしれないつぶやきのタイトルである。 

（中央診療所 所長） 
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――――――――――――― 公益財団法人 京都健康管理研究会 ――――――――――――― 

住所：京都市中京区三条通高倉東入桝屋町57番地 京都三条ビル401A号 

電話：075-746-2123（火・水・木・金の10～15時） 

FAX：075-746-2092 E-mail: info@kyoto-f.com http://www.kyoto-f.com 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〈事業案内〉 

１．研究助成 １件100万円まで 

２．海外留学助成 120万円／年、２年間まで 

３．海外で開催される国際学会・研究会・シンポジウム等への出席経費の助成 １件25万円 

４．学会・研究会・運営経費の助成 １件50～100万円 

注：１. ２. ３. ４. の助成対象は、京都府下の医療機関（大学・公的病院・私立病院）に在籍する方、

あるいは、他の都道府県の医療機関に在籍する方で京都府下在住者に限ります。詳細について

は本財団にお問い合わせ下さい。 

５．難病患者団体（京都府下在住）の活動経費助成 １件50万円まで 

６．医学・医療にかかわる書籍の刊行・刊行助成 

７．市民公開講座の開催 

８．医療相談事業、医療教育講座事業 

９．季刊誌「健康塾通信」の刊行 

〈役員〉 

［評議員］ 辻 周平、橋本弘藏、吉田奈々子、近藤幾雄、丹波寛志、大藪正樹、長井 攝 

［理事］  泉 孝英（理事長）、髙嶋 彰（常勤）、堤 勉（常勤）、長井苑子（非常勤）、 

      江塚 宏（非常勤）、平井豊博（非常勤） 

［監事］  種田和雄 

 

 市民公開講座 

みんなで学ぶ健康学 新しい肺炎の時代を生きるために 
～肺炎、COVID19 感染症、インフルエンザ、風邪をめぐって～ 

日本は世界随一の超高齢化社会。ウィリアム・オスラー博士の名言「肺炎は老人の友」は100年

の間、少なくとも新型コロナウイルス肺炎が出現するまでは、真実であり続けました。高齢者は

肺炎をよく起こし、よく繰り返すため、肺炎はしばしば高齢者の終末期を形作ります。高齢者に

とって注意すべきは誤嚥性肺炎、予防可能な肺炎球菌肺炎、そして、友達にはなりたくない新型

コロナウイルス肺炎について、皆さんと考えます。 

会場：メルパルク京都 4 階（JR 京都駅前） 

講師：伊藤功朗（京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学講師） 

日時：令和 2 年 11 月 29 日（日）13:00～15:30（受付 12:30）◎無料（定員 70 人） 

主催：大阪よみうり文化センター 

協賛：公益財団法人 京都健康管理研究会 

後援：読売新聞大阪本社 

【申込方法】電話か FAX（075-353-7071）で郵便番号、氏名、年齢、参加人数を明記のうえ「市民健康

講座」係へ。はがきの場合は〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下ル メルパルク京都 3 階へ。 


