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新型コロナウイルス感染症の謎 

公益財団法人 京都健康管理研究会 理事長 泉  孝 英 

 第一次世界大戦（1914～18年）、第二次大戦（1939～45年）に次ぐ、第三次大戦（2019年～）

とも呼ぶべき新型コロナ感染症との戦いのなかで、世界は新年を迎えました。 

 2019年12月、中国・武漢での新型コロナ感染症勃発以来１年が経過して、新型コロナウイルス・

感染症についてさまざまの事実が知られてきました。なかでも世界的に話題となっていることは、

日本は、欧米に比較して感染者・死亡者ともに約 1/100と極端に少ないことです。 

 日本で普及し、欧米ではあまり行われていない「BCGの効果」ではないかと言うことについて

の議論があります。私の臨床経験から一つの話題を記しておきたいと思います。 

 私は、1980年代半ば頃から、タバコ病と呼ばれる肺の病気COPD（慢性閉塞性肺疾患）に取り

組んできました。当時、欧米では、数多い病気で、いずれ、世界の死因第２位になるとも言われ

ていました。英米に比較して20年遅れですが、80年代からわが国でもCOPDの患者がみられる

ようになり、推計患者520万人説まで現れました。しかし、私の外来では、大きな患者数の増加は

みられませんでした。そこで、COPDは喫煙開始から約40年後に発病することから、日本の1956

年から1974年までの喫煙者数を計算し、1996年から2017年までのCOPD患者数をみてみました。

毎年の発病率は0.5％～0.9％、欧米の５～15％の数字と較べますと大変な低さです。 

 日本人の肺は、タバコの煙にもコロナウイルスにもやられ難い人種的な特性があるのかも知れ

ません。                             （京都大学名誉教授）
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［研修］ 

私の駆け出し時代 
―横須賀米海軍病院でのインターン生活― 

小林陽之助 

 1962年に医学部を卒業した。そのころの医

学部は教養課程がたっぷり２年あり、医師国

家試験も今ほど難しくなく、それも１年のイ

ンターン生活を修了後のことであったので、

のびのびした時代であった。ほんの興味から

友人たちと語らって在日米軍の病院で実地研

修を受けてみようということになり、座間の

米陸軍病院で受験した。英語は中学時代から

好きな教科ではあったが、会話は特に得手で

あった訳ではない。正直なところ、今なお技

能の不揃いには悩まされている。 

往時の記憶は茫茫として定め難いところも

あり、どのような試験だったかも記憶にない

が、面接では「診断をつけるときに病歴

（history）や理学所見に何％の重きを置くか」

と尋ねられたことははっきり覚えている。ど

のように返答したかは記憶にない。しかし、

面接担当医が、Ninety-nine percent とゆっく

り区切って言ったのは覚えている。というこ

とは、こちらは低めの数値を述べたためであ

ろう。 

 

幸いにも横須賀米海軍病院でその機会に恵

まれて、全国からの総勢14人の一員として有

意義な 1年（1962～1963）を過ごした。  

sphygmomanometer、intussusception など

の小難しい医学英語は正しく綴れても、日常

な平易な英語を聴き取る能力は未熟であり、

また正しい英語を話そうと思っていたせいか

最初は時間もかかり、もどかしいことだった。

また、 問診ではつい医学用語を使ってしまい、

患者を当惑させた。このアンバランスが米人

スタッフにはさぞ奇異に思われたことであろ

う。そのうち堅苦しい学校英語に習い覚えた

俗語やくだけた表現が次第に混じり出したが、

このような英語が果たしてどのような響きを

持って相手方に伝わったのか気がかりなこと

であった。慣れれば慣れたで、そのレベルで

の苦労があり、最後まで苦労したというのが

正直なところである。しかし生活にも馴染ん

で肩肘の力が抜けてくると、すんなり予診が

取れたときなどには「君の英語は分かりやす

かった。お陰できちんと話が聴けた」と相手

の英語を褒める余裕すらでてきた。これには

いつも「ありがとう」という返事が返ってき

たから、考えようによっては妙な話である。

それがお互い妙でなくなったところがまたお

かしいことであった。 

 

 １年のインターン生活も修了近くになると

こちらの努力が認められることもあり、最後

に研修した科では回診前に指導医が小生の取

った病歴を一読して“You are a good histori- 

an”と褒めてくれたことがある。１年間の厳

しい修練の成果の一つがこの短いコメントに

凝集されているように感じられ、この賛辞を

最大の評価としてありがたく受け止めたこと

である。余談ながら、そのとき以来、並いる

衛生兵たちの態度が恭しくなり、残り短い期

間ではあったが、こちらもSir付けになった。
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どの科でも総じて軍医たちは教育熱心であり、

米国の医師教育の伝統を見た思いがしたもの

である。 

 

医育機関に在職中には「基本的臨床技能の

教育法」ワークショップがしばしば開催され、

また 2002年からは客観的臨床能力試験が導

入された。そして臨床実習前の第４学年の２

月に試験があり、それを目指して臨床技能の

基本学習をしている。現在の研修医や若い世

代の医師らはこれを最低限の基本として訓練

を受けている。History takingがどのように指

導され、具体的にどのように評価されている

か詳しくは知らないが、基本的な事柄を若い

時代に習得する重要性は変わらないと思う。 

 

同病院のインターン１期生は1952年のク

ラスであり、十年後の我々までで84名を数え

る。2015年から Internship Programから

Fellowship Programと正式に変わり、横須賀

米海軍病院 Alumni Clubの会員は2020年の

Fellowを含め482名である。当方のクラスは、

今でも夫婦単位で一泊の同期会を年一回開催

している。2018年の会では５月に同病院を訪

れた。我々の時代の建物は一部残るのみであ

り、すっかり様変わりしていた。管理棟廊下

の壁には歴代のインターンの写真が飾ってあ

り、修了前の記念写真では皆緊張した面持ち

で写っている。同行の夫人らも若いころの配

偶者の姿に驚いている様子だった。院内ツア

ーの折、nurse‘s stationで1962～3年クラスの

インターンである旨を告げると若いスタッフ

は一様に「ワーゥ」と、まるで異星人に出会

ったかのようであった。昼食時にはフェロー

と話す機会があったが、数年以上の臨床経験

を積んだ医師たち６名程度が研修しているよ

うであった。我々の時よりも遥かに実りの多

い成果が得られていることと思う。プログラ

ムの継続と後進たちの活躍を祈りたい。 

玄関近くの壁に大きなパネルがあり、十数

名の顔のイラストがあった。“Sacrificed their 

tomorrow for our today”とあり、一人一人の

説明には、いつ、どこで、どのようにして戦

死したとあったから、おそらく以前ここに在

籍していたスタッフなのだろうか。「軍」の病

院であることが再認識させられた。米国沿岸

警備隊の標語は「常に備えあり、羅：Semper 

paratus、英語：Always Ready」である。同病院

のモットーには“Always Ready to be Ready”

とあり、さらに念入りであった。なるほどと

感心させられ、また学習にもなった。 

 

海軍病院でのインターン生活で忘れられない

のはインターン委員会の Chair を務められた

Ralph E. Faucett 先生である。横須賀に 1962

～５年勤務された間、海軍病院のインターン

シップ計画の整備に尽力された。2009 年４月

（93 歳）にご夫妻で来日されたときには同期

生ともども相集い再会を喜び合ったものであ

る。長寿を全うされ 97 歳（2014 年１月）で

就眠中に永眠されたと追悼記事にある。その

中にはさらに「教えを受けたインターンから

は数週前まで敬愛されていた」と付記されて

いた。恩師と仰ぐ先生は多いが、その中でも

この Faucett 先生は長く心に残る方である。

今横須賀の思い出を記すに際し、改めてご冥

福をお祈りする次第である。 

 

拙稿は、1999 年３月の CLINIC magazine 

掲載「私の駆け出し時代―英語に苦労しつつ

も実りの多かった在日米軍病院での実地研

修」を加筆、改訂したものであることをお断

りしておく。 

（関西医科大学名誉教授） 
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［留学］ 

サンフランシスコ滞在の思い出 

谷澤公伸 

はじめに 

 2017 年 2 月より 6 ヶ月間、泉理事長、長井

所長、京都大学半田知宏先生、公立陶生病院

（愛知県瀬戸市）近藤康博先生の御支援を得て、

University of California, San Francisco （以下

UCSF）において、間質性肺疾患の 臨床研究

を学ぶ機会を得た。Visiting scholar（在外研

究員）という「見学者」としての短期滞在で

あり、あくまでも表面的な見聞にすぎないが、

思い出されるままにサンフランシスコ滞在を

振り返ってみたい。 

 

UCSF 間質性肺疾患グループのメンバー 

 私が 6 ヶ月間滞在したのは、UCSF の間質

性肺疾患グループである。Harold R. Collard

准教授（当時、現在は教授）が主導し、臨床

研究とトランスレーショナル研究を研究活動

の主軸としていた。Collard 先生のほか、テロ

メアなどのトランスレーショナル研究で知ら

れる Paul J. Wolters 教授、GAP スコア（特発

性肺線維症の予後予測スコア）の開発者とし

て知られる Brett Ley 助教がスタッフとして

在籍し、卒後 3～6 年の clinical fellow が、間

質性肺疾患の専門医および研究者としてトレ

ーニングを受けていた。私自身は Collard 先

生に師事したが、Wolters 先生、Ley 先生、

また呼吸器病理学の Kirk T. Jones 先生、放射

線診断学の Brett M. Elicker 先生、Travis S. 

Henry 先生、統計学者の Eric Vittinghoff 先生

からも様々な指導を受けた。 

 特にお世話になったのは、日本人の御母堂

を持つ clinical fellowの Robert Brownell先生

である。Brownell 先生は中学生の頃、投資銀

行に務める御尊父の赴任に伴って 2年間東京

で過ごしたことがあり、奥様は日系 2 世のバ

イリンガルでもあった。御本人は日本語を話

すことはなかったが、中学生の頃は少年ジャ

ンプを愛読していた、とも言っていた。私よ

り10 歳ほど年少だったはずだが、面倒見の良

い性格で、研究だけでなく生活面でも、本当

に親身になって助けてくれた。平日は他院で

の ICU 当直のアルバイト、休日はスキーなど

のアウトドアで飛び回っており、秀才タイプ

の多いグループ内ではやや異色の存在でもあ

ったが、人懐っこく溌剌とした人柄から、 

”Rob”の呼び名で可愛がられていた。UCSF

の clinical fellow はアカデミア志向が強いの

だが、fellow 修了後は大学に残らずすぐに一

般病院に移ったとのちに聞かされ、”Rob”ら

しい身の処し方と納得した。 

 

UCSF とサンフランシスコでの生活 

 UCSF は州立カリフォルニア大学群に属す

る、医歯薬看護学のみの教育研究機関であり、

研究、診療、教育のすべての面で、全米を代

表する機関として極めて高い評価を得てきた。

間質性肺疾患の診療、研究においても世界的

な拠点の一つである。 

 間質性肺疾患グループの研究室は Parnas- 

sus Heights という小高い丘の上に研究室が
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あり、隣接する附属病院外来棟で専門外来、

入院棟で臨床カンファレンスが行われていた。

Parnassus Heights は downtown から Muni 

Metro というライトレール（路面電車）で 20

分程の場所にあり、周囲は Inner Sunset Dis- 

trict という中産階級向けの住宅地である。ア

ジア系住民の多い閑静な地区で、サンフラン

シスコ市内でもとくに治安の良い場所であっ

た。 

 キャンパス付近の光景で思い出深いのは夕

暮れ時、太平洋への日没に伴う西日である。

Sunset District の名前にもあるように、20 時

頃の遅い日没の前には、西日があたり一面を

煌々と照らして壮観であった。帰宅前にスー

パーマーケットに立ち寄るべく、高低のある

通りを強い西日に照らされながらゆっくりと

下っていくと、いささか現実離れした明るさ

に、海の向こうに異界があると信じた「常世

の国」信仰や紀伊熊野の「補陀落渡海」が思

い起こされた。 

 キャンパス近くの Grandview Park は小高

い丘を利用した公園で、天気が良いと、太平

洋に至る Sunset Districtやキャンパスが一望

できた。太平洋からの吹きさらしの風で、巨

木が倒れたり形が変わったり、あるいは岩肌

がむき出しになっているところもあり、この

街の開発が決して容易いものではなかったと

思われた。年間を通じて雪が降らず、過ごし

やすいことで知られるサンフランシスコだが、

見通しの悪い霧の日も多く、雨が降ると、坂

の上から下へと水が急速に流れて、外出がは

ばかられるほどであった。1848 年のカリフォ

ルニア・ゴールドラッシュからわずか 170 年

で、これだけの街を作り上げた米国人の逞し

さを実感したひとときであった。 

 十数年ぶりの一人暮らしではあったが、大

学のカフェテリアのほか、徒歩圏内に地域密

着型のスーパーマーケット、手頃な価格の飲

食店も数多くあり、食事に困ることはなかっ

た。食事のなかで印象に残っているのがメキ

シコ料理である。サンフランシスコには

Mission District をはじめヒスパニック系住

民が多く、キャンパス周囲にもいくつかのメ

キシコ料理店があった。学内のファストフー

ド店や地元の安価な店では、しばしばサンフ

ランシスコ風ブリトーをテイクアウトした。

小麦粉の生地を薄く焼いたトルティーヤで、

メキシコ風ライス、肉、サルサ（唐辛子など

を使ったメキシコ風ソース）、いんげん豆、ワ

カモレ（アボガドのサルサ）、レタス、チーズ

などの具材を巻いたもので、炭水化物、肉、

アボガド、野菜の組み合わせに、辛味、酸味

がアクセントになって、十分な食べごたえが

あった。 

  

研究生活 

 大学院在学中より、もっぱら臨床研究に携

わってきたことから、当初より臨床研究を学

びたいとの希望であった。Collard 先生、Jones

先生の御厚意で、患者データベースを用いた

臨床研究のテーマを 2 ついただいた。臨床研

究を行う clinical fellow と似た立場で指導を

受けて、最終的に原著論文 1 報、monograph

共同執筆 1 章を残すことができた。不安定な

身分での短期滞在でやってきた、英語も不自

由な日本人に対して、この上なく寛大な受け

入れであったと、ただただ感謝の念ばかりで

ある。 

 研究生活では、ラボでの実験ではなく、デ

ータ収集と解析が主となる臨床研究であった

ため、比較的自由な時間をとることができた。

毎週月曜日は、朝から Collard 先生との面談

があり、研究の進捗状況を相談したのち、11

時から clinical fellow のための、1 時間の lab 
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meeting があった。複数のスタッフから、研

究に関する実際的な指導を受ける貴重な機会

であり、私も clinical fellow に交じって、複数

回発表を行った。英語でのままならない質疑

応答を補うために、いつも以上に入念にスラ

イドを準備するものの、限られた時間のなか

では、なかなか議論し尽くせないことが常だ

った。月曜日の午後は 14 時 30 分から呼吸器

内科全体の研究カンファレンスがあり、スタ

ッフまたはゲスト 1 名、clinical fellow1 名が

それぞれ 1 時間ほどの研究発表を行うため、

いつも聴講した。スタッフやゲストは各領域

のトップランナーばかりで、top journal に掲

載された成果を惜しげもなく呈示していた。

Clinical fellow の発表や質疑応答も完成度が

高く、圧倒されるばかりであった。火曜日～

木曜日はとくに予定はなく、他のメンバーも

他のキャンパスや関連病院で働いている日も

あり、研究室で終日誰にも会わないことが少

なくなかった。金曜日は”clinical day”と称し

て、午前中は専門外来に同席、午後は臨床カ

ンファレンスに参加した。完全に週休 2 日制

なので、土日の研究室には誰もおらず、カフ

ァテリアなども閉まっていた。独居だったの

で、土日のどちらかは外出し、もう 1 日は研

究室か下宿でデスクワークに勤しんだ。 

 

研究グループのメンバーのライフスタイル 

 古くから言い尽くされてきたが、米国人の

ライフスタイルには、驚くことばかりだった。

夜遅くまで、あるいは休日出勤で診療や研究

に勤しむメンバーは皆無で、オンとオフの切

替は極めてはっきりしていた。時期を問わず、

1 週間ほどの vacation を取るメンバーも多か

ったため、メンバー全員が揃わないミーティ

ングがほとんどだったが、とくに咎められる

ことはなく、むしろ研究の質と生産性を高め

ることが最優先だった。 

メンバーに共通していたのは、家族と過ご

す時間を大事にする姿勢で、ライフスタイル

の大前提と感じられた。また、個人差はある

ものの、ワークアウト（体力増進のための運

動）、アウトドアなどで体を動かす習慣が生活

に溶け込んでいた。加えて、サンフランシス

コ近郊から、さらに遠出することをあまり厭

わない様子でもあった。 

 Collard 先生は対岸のオークランド市から

Bay bridge を渡ってのマイカー出勤であった

が、交通渋滞を避けるために、毎朝 5 時に自

宅を出て、6 時にはオフィスに着いていた。

さすがに日中は睡魔に襲われることもあると

苦笑し、スタンディング・デスクを愛用され

ていたが、早朝から次々と仕事をこなされて

いた。その代わり、17 時前にはオフィスを後

にするのが常で、家族揃っての夕食を習慣と

伺った。他のスタッフも 17 時以降に残って

いるものはなく、平日の晩に家族を連れて野

球観戦に行ったり、当時大ヒットしていたミ

ュージカル「ハミルトン」を見に行ったり、

と自然に余暇を楽しむ姿は新鮮であった。 

 

日常診療か臨床研究か 

 研究室のメンバーにはしばしば、「日本での

主たる仕事は、clinical（日常診療）なのか

clinical research（臨床研究）なのか」と尋ね

られた。彼らは、自分たちの主たる仕事は日

常診療ではなく臨床研究、と明言しており、

臨床研究の専門家として強い矜持を持ってい

た。トップランナーとしての妥協のない姿勢

に接して、安易に日常診療と臨床研究の両立

を夢見ていた自分の考え方が甘いのではない

か、と考えさせられた。 

 臨床研究にとって診療経験が必要であるこ

とは論を俟たないが、専門診療や基礎研究と
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は異なる知識や技量、トレーニングが不可欠

である。UCSF では、臨床研究を専攻する

clinical fellowは 1年間の医療統計学のコース

を終了することが義務付けられており、修士

号を取得するものもいる。単なる日常診療の

延長ではなく、独立したサイエンスとして、

臨床研究を育み、保とうとする意思を感じさ

せる教育体制であった。 

 

米国医師のキャリア形成 

 最後に、日米における医師のキャリア形成

について触れてみたい。米国の医学部の大半

は 4 年制大学を卒業してから進学するため、

医師免許の取得は日本より 2年以上遅くなる。

しかし、呼吸器内科の場合、clinical fellow を

終える卒後 5～6年までに呼吸器/集中治療専

門医の資格を取得し、研究者としての基本的

なトレーニングも完了する。Top journal に

1st author として論文が掲載される fellow も

少なくない。ここで強みになるのが、4 年制

大学のうちに academic training を一度受け

ている点である。加えて、研究志向の大学で

あれば、医学部在学中にも再度 academic 

training を受けている。研究カンファレンス

で、卒後 3～6 年の clinical fellow が、並み居

るスタッフの前で臆することなく 1時間のプ

レゼンテーションができる所以である。結果

的に、UCSF の場合、clinical fellow を修了し

たのち、約半数が国内のいずれかで academic 

post もしくは educational post を得ている。 

 これは、アカデミアに限れば、早ければ 31

～32 歳を機に、日米の医師のキャリアが逆転

することにほかならない。米国では医学部入

学は遅くても、予め自然科学もしくは人文科

学の十分な「学習歴」があリ、その後10 年間

のうちにあらゆる選択の機会を与えて、医師

としての進路を決めさせている。翻って日本

では、医学部入学以降も、受験勉強に準じた

知識の伝授、習得に重きが置かれ、卒業後も

実際的なノウハウを総花的に学ぶことが主流

となりかねない。後期研修医（卒後 3～5 年）

や大学院生（卒後 5 年以降）のほとんどが、

大学院に入学するまで academic training を

受けたことがないのが実情である。「医学はサ

イエンスであり、かつアートである」（ウィリ

アム・オスラー）とは言い得て妙かもしれな

いが、サイエンスの学習歴という点で甚だ心

許ないのが、私を含めた日本人の標準的な医

師像ではあるまいか。加えて、殊にアカデミ

アや専門医療においては、然るべき若き日に

先延ばしすることなく、決然として進路を選

ぶことも能力のうちであると、暗示されてい

る気がしてならない。すべての若手医師に広

く浅く経験を積ませることが本当に有意義な

のか、卒後研修制度の整備が進むなかで、考

え直していくべきことかもしれない。 

（京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学講

座 病院特定助教） 
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［研究］ 

昔の内科学教室での研究 

森下玲児 

 私の自己紹介：昭和35年に京都大学医学部

を卒業し、附属病院で１年間のインターンを

経て、神戸の神鋼病院内科に赴任、その勤務

中に第一内科の大学院に入学しました。当時

の第一内科の教授は脇坂行一先生で、第二内

科の助教授から異動してこられた新進気鋭の

教授でした。前任の井上硬教授は、終戦後の

劣悪な食糧事情による栄養失調患者を治療す

ることから、栄養学、ことにビタミンを中心

に、消化管の消化・吸収などの研究がメイン

テーマでした。脇坂教授は血液学、消化器病

学や内分泌（甲状腺疾患）の研究を柱にされ

ました。赴任直後の脇坂先生は精力的に研究

と学会発表を奨励され、1962年（昭和37年）、

熊本市で開催された第24回日本血液学会総

会（会長・河北靖夫教授）で、「自己免疫の立

場より見た本態性血小板減少性紫斑病」とい

う宿題講演をされました。血小板研究の実績

もなくスタートし、新入大学院生を中心に一

年間で研究成果を上げ、立派にその責をはた

されました。無謀にも２年後（昭和39年）京

都で開催された第61回日本内科学会総会（会

長・前川孫二郎京大第三内科教授）で宿題報

告「貧血症ことに巨赤芽球性貧血について」

をなさいました。先輩医師、新入院生・医員

など約10数人態勢で、米国留学から帰国され

た内野治人講師(当時）を中心に、ビタミン

B12および葉酸欠乏を研究する体制で、それぞ

れ新しいテーマを与えられ、１年間に何らか

の研究成果を求められました。 

当時は研究費も乏しく、設備も不十分な中

で、気力と体力の勝負でもありました。私に

与えられたテーマは、「人の胃液中内因子の

分離・精製」というもので、当時はまだ珍し

かった放射性ビタミンB12を用い、やっと普及

し始めた SephadexG25～200、イオン交換樹

脂の DEAD セルローズによる分離精製を始

めました。病棟で早朝からゾンデで胃液を採

取し、Visking tube を用いて４℃で48時間、

蒸留水で透析後、自家製の凍結乾燥機を用い、

ドライアイスとアセトンで凍結乾燥しました。

（今の乾燥フルーツやみそ汁の製造原理と同

じです）。その粉末を溶かし、放射性ビタミン

B12を添加し、上記の分離用カラムにかけて、

フラクションコレクター（当時はヤジロベー

と呼んでいた分銅式のクラシックな代物）で、

夜遅くセットして帰り、翌朝には見事にオー

バーフローしているという失敗の連続であり

ました。分画した試料を Beckman type の分

光光度計で蛋白を、ウェル型シンチレーター

（NaI クリスタル）で放射能を測定して、内因

子とビタミンB12の分画を求めるものでした。 

 また、モルモットに欠乏食を投与してビタ

ミン B12欠乏動物を作成するという試みは、

ケージの掃除をこまめにしても糞食の問題を

解決できず、巨赤芽球性貧血モルモットの作

成は成功とはいえない生半可なものでした。

それでも同僚の尿中メチルマロン酸の検出法

確立、B12代謝で補酵素型B12研究の成果など

もあり、脇坂先生の手腕でそつなくまとめて
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いただき、その責務を果たすことができまし

た。 

 私は1968年から1970年にかけて、米国ウイ

スコンシン大学血液内科（ボスはシリングテ

ストで有名なシリング教授）に留学し、日本

とは設備や研究環境のあまりの違いにショッ

クを受けました。在米中はビタミン B12研究の

著名な学者、例えば内因子・外因子の提唱者

Castle教授、フィンランドのGräsbeck教授、

オランダの Abels 教授などとの交友や、同じ

研究室で仕事ができたことは幸せでありまし 

た。 

 現在の研究環境は当時と比べものにならな

いくらい恵まれているとは思いますが、研究

費の面では苦労が多いと思います。分子レベ

ルの研究になって、試薬や装置に費用がかか

り、世界的な研究成果を期待するのは酷な点

もあるかもしれません。しかし、資源の少な

い我が国は科学立国を標榜して頑張るしかな

いのも事実でしょう。若い研究者のサポート

が必要です。 

（元京都大学教授） 

井上 硬（いのうえ・かたし） 

明治27(1894)～昭和44(1969)年 75歳 

岡山県出身。大正８年京都帝大卒。第２内科

入局、14年助教授、昭和５年独・伊・米留学

（在外研究員、５年～７年、ミュンヘン大他）、

14年教授（第１内科）、附属病院長、ウイル

ス研究所長兼任を経て、32年停年退官。43年

神戸学院栄養学部長、在職中没。 

 昭和30年日本ビタミン学会賞（ビタミンＢ

群の臨床応用）。 

 

前川孫二郎（まえかわ・まごじろう） 

明治35(1902)～昭和46(1971)年 68歳 

香川県出身。旧姓秋山。大正15年京都帝大卒。

第３内科入局、昭和４年助手、講師、11年助

教授、21年教授、40年停年退官。 

 心電図の理論、神経症の原因について独自

の見解を展開した。 

 学生に対する講義はきわめて難解。聴講し

た沖中重雄東大教授が「誰に聴かしているの

か」と驚いたとの逸話がある。 

 秋山六郎兵衛（独文学、九大教授）が兄。 

 

脇坂行一（わきさか・ぎょういち） 

大正３(1914)～平成19(2007)年 92歳 

滋賀県出身。昭和12年京都帝大卒。第２内科

入局、17年助手、大学院特別研究生（18年～

20年）、21年助教授、英国留学（27年～29年、

オックスフォード大）、32年教授（第１内科）、

49年滋賀医大学長、62年退官。 

 原爆投下後の広島で、京都帝大原爆災害総

合調査班の一員として、被爆者医療に取り組

むとともに、放射能の影響について血液学の

観点から調査を進めている 

 

内野治人（うちの・はると） 

大正15(1926)～平成22(2010)年 83歳 

京都出身。昭和23年京大卒。第２内科入局、

特別大学院学生、31年京大講師、米国留学（フ

ルブライト奨学生、33年～34年、ニューヨー

ク医大）、40年広島大教授（原研内科）、50年

京大教授（第１内科）、附属病院長、医学部

長・医学研究科長を歴任、平成元年停年退官。

後、大阪日赤病院院長（元年～８年）。 

 内野仙治（京大教授・名市大学長）の長男。 

（泉 孝英 記） 

……………………………………………………………………………………………………………… 

昔の京大内科教授 
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［時論］ 

日本における新型コロナ考察 

中山昌彦 

 新型コロナについて、ワクチンや治療法の

開発に世界中がしのぎを削っていますが、安

全で確実なワクチンや治療法は当分できそう

にありません。しかし、なくても自然免疫の

強い人は死にません。弱い人は死にますがそ

れが寿命というものだと理解しています。コ

ロナでなくてもたいていの病気は高齢者が亡

くなりますので、高齢者の死亡は大問題と考

えなくても良いと思います。高齢者は余命が

少ないので自粛は自己責任でしてもしなくて

もよいと思います。自粛しているうちに何も

できずに寿命が来るのは残念です。 

 

 トランプ大統領の選択も正解です。大統領

の最終論戦にトランプ大統領がマスクなし、

バイデン候補はマスクありで登場、マスコミ

はトランプのマスクなしを問題視していまし

たが、その前に彼は新型コロナの抗体もあり、

感染することも他人にうつすリスクもないこ

とを説明すべきでした。感染者数の予測をい

ろいろ計算し対策を多くの学者が提案してい

ますが、感染そのものは自然現象で複雑系に

支配されており、天気予報と同様スーパーコ

ンピューターで計算しても３、４日先はあま

りあてになりません。そのかわり複雑系の現

象はスケールの違った相似形を繰り返す特徴

があることからスペイン風邪や新型インフル

エンザの経過が参考になるかもしれません。

特にスペイン風邪の時代はワクチンも治療薬

もない時代ですから、ほぼ自然経過とみなせ

ます。３年で収まっているのでコロナも３年

前後で普通の病気となるかもしれません。感

染症は地球の人口爆発を戦争より納得のしや

すい方法で多少コントロールしてくれている

ように思います。しかしワールドメーターで

時々刻々変化する数字をみると、おおよそ世

界人口は78億人、今年約１億人生まれ、5000

万人が死亡しています。コロナによる全世界

の死亡は先日100万人を超えましたが、世界

人口の増加にはほとんど影響ありません。日

本の新型コロナによる死亡数は1685人（10月

23日）、今年中に2000人にはなると考えられ

ますが、昨年１年の日本の死亡数137万6000

人に比較すれば0.15％に過ぎません。 

 

今後の新型コロナ患者の増減は国によって

も異なり、気候や人の往来、経済変動など多

くの疾患以外の因子で変動しますので、複雑

系の特徴である予測不可能性を含んでいると

覚悟の上で、日本の現状から新型コロナをど

の程度恐れるべき病気かを考えてみました。 

初めにインフルエンザによる死亡数の推移

（図１）をみますと、このグラフは男女別に出

ていますので、最近は全体で年間2000～3000

人が死亡しています（東京都健康安全研究セ

ンターより）。インフルエンザにはワクチンも

治療薬もあるにもかかわらず、新型コロナよ

り多い死亡数です。 

次に交通事故死のグラフを示します（図２、

交通事故総合分析センター）。最も多かった 
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図１ インフルエンザによる死亡数の推移 1970年の約16000人から昨年は3200人まで

減少しました。これも死亡数は新型コロナ

より大きいレベルです。 

自動車技術の進歩、エアバッグ、いろい

ろの安全装置、道路の整備、救急救命技術

の進歩、何より皆がシートベルトを付け、

交通規則を守って安全運転を心がけている

結果です。 

時々若い親子が歩道にいながら交通事故

死に見舞われるような悲惨なニュースを見

かけますが、だからと言って誰も交通事故

を恐れて自宅にこもる人はいません。 

図２ 交通事故死者数の推移（1948～2019年） 

図３ 母の年齢別出生数・子宮頸がん罹患率 
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子宮頸がんによる死亡は年間2800人、女性

は人口の半分ですから、女性にとっては新型

コロナの２～３倍恐ろしい病気です。しかも、

出産最多年代の30代前半の女性が最も多く

罹患しています（図３、厚生労働省平成27年

人口動態統計月報年計の概況・出生順位別出

生数の年次推移、 国立がん研究センターがん

対策情報センターがん登録・統計1975年～

2015年より）。 

子宮頸がんワクチンの接種率は１%未満で

先進国ではずば抜けて最低です。命が最も大

切と言いながら、命に係わるような副作用は

ないにもかかわらず、自分の命も、新しい命

をつくる権利も失っているのです。 

 

次に自粛生活と経済や社会的影響について

考えます。特に日本の労働者人口と自殺者に

ついて考えます。 

自殺者数と失業率には強い相関があり年間

約20000人が自殺に追い込まれています。新

型コロナの約10倍の死亡者数です。   

自殺者数と失業率のグラフ（図４）は驚く

ほど似ています。グラフから失業率と無関係

の自殺者が約１万人あり、失業率が１％上が

ると自殺者は約4000人増加することが分か

ります。７割が男性、最多年齢は40歳代です

ので、50歳の平均余命は男性33年、女性39年

から、失業率が１％上昇することで失われる

寿命の時間は、少なく見積もっても35年×

4000人＝14万年にもなります。 

それでは、新型コロナによる死亡で失った

時間は如何ほどでしょうか。70歳の平均余命

は男性16年、女性20年、80歳の平均余命は、

男性９年、女性12年です。死亡者の平均の余

命を15年として新型コロナで2000人の高齢

者が亡くなった場合に失う時間は約15年×

2000人＝３万年です。 

日本の労働人口は高齢者も含めると約6000

万人とされています。仮に新型コロナによる

自粛で労働者の１割が１カ月間自宅待機や失

業、無為に時間を過ごさざるを得ない状態に

なったとすると、失った時間は6000万×0.1

÷12＝50万年にもなります。自粛が長引けば

犠牲はさらに大きくなりますが、１割の労働

者の１カ月の自粛でも高齢者の失う３万年よ

り桁違いに犠牲が大きいことが分かります。

さらに経済が委縮し失業者が増えると自殺者

が増えます。新型コロナによる死亡よりはる

かに多くの自殺者が予想されます。 

インフルエンザや交通事故の死亡者におび

えて、活動を自粛する人はいません。新型コ

ロナを特別視して騒ぎすぎです。２類感染症

と同等としたことも大きな原因です。指定感

染症のランクを速やかに下げるべきです。経

済が停滞して失業者が増え、自殺

者が増える方がはるかに有害です。

暗い不幸な社会になります。 

 感染予防の要点は、 

１．マスク：鼻を出さない注意。

マスクなしでは２m以上の間隔確

保。マスクは自分を守るためでは

なく、感染しているかもしれない

自分のウイルスをまき散らさない

ためです。マスクがとらえる粒子

図４ 自殺者数 (千人)と失業率 (％) 
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は直径10μ以上のものが多く、ウイルスの量

は直径の３乗に比例しますので、空気中に漂

う飛沫の1000倍以上あり、環境汚染の大きな

防止効果が期待できます。但し、最近よく見

かける透明のフェースガードは飛沫拡散の予

防効果はほとんど無いとされており、使用す

べきではありません。 

２．食直前の手洗い：サンドイッチ、おにぎ

り、菓子、ストローなど手が触れる直前の手

洗いが重要です。直前に洗わなければ意味が

ありません。外科医は手術前に丁寧に手洗い

しますが、手術が終わるまで滅菌されたもの

しか触りません。手洗い後にスマホや鞄に触

ったら元の木阿弥です。 

３．会食時は他人の飛沫が自分の料理にかか

らない距離を保つことが重要です。ビュッフ

ェ形式の食事は他人の飛沫を食べることにな

り超危険です。飲食で口内のウイルスは減る

ので、危険も減ります。飲食しながら静かな

会話を楽しみましょう。飲食を伴わない会話

（ホステスや調理師）の方が要注意です。唾液

からのウイルス検査は術前30分以上絶飲食

しないと検出力が低下します。飲食はうがい

と同様に口腔内のウイルスを減らします。 

４．皮膚のウイルスは９時間感染力があるこ

とがわかりました。眼、口、鼻の粘膜から感

染しますので、外出中はとくに顔に手を触れ

ないことが大切です。痒みなどでやむを得ず

顔を掻くときは、私は右手の親指の爪を使っ

ています。手のひらより汚染し難い部位です。 

５．衣服のウイルスは３日で消えるので、上

着は３着用意して順番に着ています。特別な

消毒や洗濯は不要です。 

６．人込みで咳や叫び声があれば、息を止め

てその場を離れる。 

７．三密（密閉、密集、密接）を避ける、換気

に注意などは現状でかなり良くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は電車通勤も趣味のゴルフもコロナ前と

全く変更ありません。自粛してもしなくても

毎日１日ずつ、寿命が減ってゆきます。自粛

しているうちにお迎えが来るのは残念です。 

新型コロナの感染から治った人は感染の防波

堤になってくれますので歓迎しましょう。 

全身完全防御で鼻腔粘液の検査しているニ

ュースを見ますが、世間の日常は無症状の感

染源とたえず接近しているのに高々唾液や鼻

の検査で大げさすぎて世間を不安にさせるだ

けです。濃厚接触者の定義でガウンなしで診

た患者さんから新型コロナ PCR陽性が出る

と14日間自宅待機となる規定が災いしてい

ます。早急にやめるべきです。新型コロナ死

亡者は袋詰めにして、面会もできないことも

恐怖心を広げています。呼吸をしなくなった

ご遺体は消毒薬による清拭だけで十分感染予

防できるのに馬鹿げています。みんな新型コ

ロナより無責任なマスコミの袋叩きを恐れて

いるのです。 

 

コロナ対策を多くの人がしっかり守ってい

るためか、今年のインフルエンザは激減しそ

うです。歓迎すべき副産物です。結局、今年

の感染による死亡総数はあまり変わらないと

予想され、すみやかに普通の生活にもどるこ

とをお勧めします。 

（元京都第一赤十字病院呼吸器部長） 
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［時論］ 

神経難病、特に筋萎縮性側索硬化症(ALS)について 

浅沼光太郎 

今夏明らかになった京都市内で筋萎縮性側

索硬化症（ALS）の患者さんの尊厳死？／嘱

託殺人の件が大いに話題になっていたのは記

憶に比較的新しいところです。この ALS を中

心に「難病」、「神経難病」について考えてみ

たいと思います。 

 

「難病」が何かと言うと勿論治療が難しい病

気のことです。つまり原因が不明であり治療

困難な病気、あるいはなんと無く原因がわか

った気になっていても結局のところ漠然とし

ていてやはり治療困難な病気ということにな

ります。変性疾患（後述。件の ALS もこの一

種）では不明の原因・機序にて身体内の特定

の細胞が消滅していきますし、膠原病ではあ

る種の抗体が出来て自分の身体の組織を攻撃

することで一連の症状を呈します。後者につ

いてはステロイドや免疫抑制剤や分子標的薬

の進歩にてある程度は大雑把にコントロール

し得る確率も改善はしてきました。なお自己

免疫的な機序で障害されるのが神経組織であ

る場合は、つまり多発性硬化症や重症筋無力

症などは「膠原病」というより「神経免疫疾

患」と総称される習慣があります。 

 

具体的にどの病気が難病に当たるかは個々

人によって感覚は違うでしょうが、社会的・

政治的には厚生労働省に「難病」と認定され

ているかで医療助成や給付がなされますので

これが実用的には重要な定義にはなります。

その厚労省指定「難病リスト」は現在306番

までとなっています。 

 

勿論いまだに同定されてない疾患・漏れて

いる疾病・加入手続きが間に合ってないもの

も他にあるわけですが、もっぱら自己免疫疾

患、変性疾患、遺伝子異常による代謝異常や

先天奇形／形成不全が並んでいます。なお各

種のガンは「難治性」ではありますが数も多

いので「指定難病」とは別の箱に入れられま

す。ヒトが罹る疾患の中でマイノリティに属

するものというのが暗黙の定義の一つではあ

ると思います。実際に潰瘍性大腸炎やパーキ

ンソン病などは「患者数が多い」のでいかが

なものかということで、ある時点より重症例

だけを公費助成の対象にするという妥協がな

されています。厚生省の医療費助成対象とし

て括られるという前提があるので、ある程度

の慢性的な経過を取り継続して医療機関にか

かるというのも前提になります。すなわち急

性の一撃的なものは「指定難病」に基本的に

は該当しないです。具体的にいうと、神経免

疫疾患である CIDP（慢性炎症性脱髄性多発

神経炎）では抗ガングリオシド抗体と総称さ

れる自己抗体により末梢神経の慢性炎症を来

し筋萎縮・脱力や感覚障害を生じ難病に指定

されています。ところがギランバレ症候群は

同じような機序で末梢神経が侵されて同じよ

うな症状になり人工呼吸が必要なこともある

のに単発性（一回限り）なので指定されてい
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ません。後者の重症例にて後遺障害が残った

場合は「指定難病」としては救済されない（身

体障害「肢体不自由」などは適応し得ますが）

など困惑することはどうしてもあります。 

 

さて ALS は「難病」「指定難病」の中でも

変性疾患＝細胞や組織などが徐々に変質しつ

いには死滅・脱落して機能を失う疾患の総称、

に属するものです。変性疾患と言えば多くは

「神経変性疾患」になります。眼科領域になる

網膜色素変性症というのもありますが網膜も

視覚を担当する神経システムと言えます。専

ら一度細胞が死ぬと基本的に再生しない神経

細胞が壊れる病気というわけです。 

 

なぜ一部の細胞が壊れて消えていくのか？

は、逆にいうと「健康状態ならなぜ細胞が壊

れないのか？」ということになります。「汝、

塵なれば、また塵に戻るものなり（旧約聖書 

創世記３章19節）」が全ての生命の宿命です

が、一定の期間はこの塵に同ず戻るべき宿命

そのものであるところの仮借のない「熱力学

第２法則」すなわち「エントロピーの法則」

に抵抗して一定の秩序・個体情報を保ち地上

に「固有の存在」として居るわけです。部屋

の中や机の上を散らかしゴミ部屋を作るの

はエントロピーの法則の表層で、その本質は

「死」であり、また部屋の隅にいつの間にか

溜まっている埃は“mement mori（死を想起

せよ）”の不吉な呟きです。 

 

即ち、下記の如くです。 

生＝「固有の存在」としてエントロピーの

法則に（無駄な）抵抗をしてエネルギーをつ

ぎ込み続けて地上にしばし留まること； 

死＝組織的な抵抗が止んでエントロピーの

法則に屈すること、です。 

 ♪Dunkel ist das Leben, ist der Tod !＝生

は暗く、死もまた暗い（マーラー交響曲「大

地の歌」の歌詞の有名な一節、元は李白の詩

「悲歌行」を超訳したもの）。 

 

さてその組織的な抵抗をするためのシステ

ムにたまたま（遺伝子異常や偶発的なイベン

トにより）ちょっとしたバグがあることで、

特定のエネルギー管が詰まったり特定のバル

ブが壊れて充分なエネルギーがシステムの一

部に供給されなくなったり、あるいは特定の

下水管が詰まってそこでゴミ部屋が作成され

るような事態が生じて、これによって特定の

細胞群を維持できなくなって当初の予定より

早くその特定部分が壊れることがあります。

つまりこれが「変性疾患」であります。そし

て一部のシステムの不調から種々のルートで

全体のシステム＝固有の存在、の機能停止に

至るのが変性疾患による個体の死というわけ

です。 

 

バグの種類によって障害されるシステムは

異なるわけですが、筋萎縮性側索硬化症

（ALS）では「運動ニューロン」というシステ

ムが壊れます。特にこの場合の運動ニューロ

ンというのは皮質脊髄路（＝脊髄側索）によ

って接続される大脳皮質の中心前回は一次運

動野にあるベッツ細胞（Betz cell）と脊髄前

角細胞という２種類の神経細胞（ニューロン）

を指します。この経路はシナプス一つだけで

大脳から筋肉に繋がるいわば高速新幹線ルー

トであり進化の中で哺乳類に初めてインスト

ールされ霊長類で進化した系統発生的に新し

いシステムです。この高速な回路が霊長類特

有の手先を動かす器用さに大いに関与してい

るなどとも言われています。高性能な新機能

なのですが一定の確率でこの ALS という致



 16 

命的で未解決のエラーが生じます（これがコ

ンピュータの OS ならば「β版でないのだか

らなんとかしろ！」と非難されるところでし

ょう）。それで運動ニューロンで上肢・下肢な

どの何処を担当する部分がはじめにより強く

障害されるかで若干の病歴の違いは生じます

が、「筋萎縮性側索硬化症」という病名そのま

までシステミックに大脳ベッツ細胞が脊髄前

角細胞と共に脱落することでその神経線維で

ある皮質脊髄路すなわち脊髄側索が変性し

（病理では「硬化」像を呈し）全身の筋肉が痩

せ細り、手足が動かせず寝たきりになり呼吸

筋も障害されて早晩呼吸不全で死ぬか人工呼

吸器を付けるかの二択を迫られることになり

ます。眼球を動かす筋肉はシステムが別なの

で障害されず、感覚も別のシステムなので正

常、意識も保たれるわけです。 

 

この ALS について特筆すべきは「軽症の

ALS」なんてものは存在しない！ に尽きるか

と思います。各種の膠原病なら抗体／マーカ

ーでの診断精度の向上は痛し痒しで結果とし

て「軽症の SLE」、「軽症の強皮症」などもい

くらでも存在するわけですが、ALS について

は進行が比較的遅いケースはあるにせよ手足

が動かせない＆呼吸不全で死亡または人工呼

吸器に向かって一義的に進行していきます。

現時点ではそうならなかったものは結果的に

は「誤診」だったということになります（時々

私はナニソレで ALS を治したと主張するよ

うな考えられないトンデモさんも実在します

が）。 

 

また ALS は深刻な病気としては意外と頻

度が高いと言えるかもしれません。ちょっと

検索すると「人口10万あたり２～７人程度の

有病率で、発症率は10万あたり１～1.5人とさ

れています」などと出てきます（JaCALS= 

Japanese Consortium for Amyotrophic Lateral 

Sclerosis Research）が、具体的にいうと中年

になるくらいまで社会生活をしておれば「知

り合いの知り合い」という二次の関係で一人

や二人くらいはいる蓋然性が高いわけですで

す。これが100万人あたり１人前後の発症で

あるクロイツフェルトヤコブ病（CJD）なら

「周りでそんな病気になった人は寡聞にして

聞かない」ということが多かろうと思います。 

 

CJDについては約20年前の狂牛病騒動（変

異型クロイツフェルト・ヤコブ病／牛海綿状

脳症）の印象が強いと思いますが、この CJD

なり新しい変異型 CJD になったらどうする

か？ なんてのをシミレーションするのは単

に時間の無駄です（非常に少ない発症率であ

るし、百万が一発病したとしてキュブラー・

ロスのなんちゃら５段階もへったくれもなく

早々に意識手放して昏睡に至りますので心の

準備は必要ありません）。 

 

ALS の場合はやはり医師業しているとそ

れなりには診ますので「自分だったらどうす

るか？」について政治的に正しい（ポリコレ）

模範解答を横に置いておいて考えてしまうこ

ともあるわけです。京都の前述の事件につい

ては、寝たきりで目しか動かない状況で見事

に頭の悪い医師を捕まえてそいつらを使い潰

して本懐を遂げられたということには「是非

も無し」というか、私と同じ高校の近い学年

でスクールカースト最上位だった女子の光芒

を感じて個人的にはとりわけ感傷的にならざ

るを得ません。 

 

さて難病に指定されてない「難病」が多い

とも前述しましたが、例えばごく少数の「遺
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伝性ジストニア」以外の特発性のジストニア、

例えば頚部ジストニア＝痙性斜頸などは「指

定難病」には入っていません。私自身は脳神

経内科医の内科医のなかでも不随意運動・パ

ーキンソン病を診る種族に属していて、痙性

斜頸などもボツリヌス注射を用いて治療して

もいますが、この比較的高価な薬剤を使う際

に指定難病としての給付は下りないのは悩ま

しい問題です。 

 

なおジストニアを含む不随意運動は脳神経

内科医に取ってすらとっつきにくいところが

あり、痙性斜頸や、専ら字を書く時あるいは

楽器演奏時に特異的に手が使えなくなる手の

局所性ジストニア（それぞれ書痙・音楽家の

ジストニア）などは一世代前の教科書には「心

因性」とされていることが多いです。このこ

とだけとっても治療はなかなか難しいことが

自明です。だいたい・・そもそも「心因性」

とは何であるのか？ それから真に「自由意

志」なるものが存在するのか？ いわんや「潜

在意識なんて概念は結局のところ疑似科学で

は無いのか？」と言う話も勿論ありますが、

立ち入ると通常とめどなく話が散漫になりま

すのでやめておきます。いずれにしても誠心

誠意じっくり話を（誰が？）聞いて向き合い

葛藤の解決に努めれば自ずと改善していくな

どというお花畑は実在しません。ある意味で

は「難病中の難病」です。 

 

閑話休題。このジストニアという病気の、

まっすぐ前を向けない・デフォルトの姿勢に

ならない・特定の動作の時に手などがフリー

ズなどという現象は、昔は「心理的な葛藤」

に帰されがちだったかもしれませんが、21世

紀の現在ではこの瞬間にも皆さんが手元に持

っておられるスマートフォンやコンピュータ

での日々様々な悩ましい怪奇現象からの類推

で高次脳機能の「バグ」みたいなものという

のがむしろ納得し易い病態ではないでしょう

か。 

 

最後に政治的に党派抗争的な雰囲気もあっ

てちょっと危険な香りもする「子宮頸がんワ

クチンとその副反応」について簡単に私見を

述べたいと思います。強硬な反対派は「ワク

チンの副反応は非常に重大な薬害で云々」、原

理的な推進派は「副反応というのはすべから

く心因性で…」に与することが多い図式と認

識していますが・・。まあかなり重篤な副作

用が全く生じないワクチンというのはないと

思いますし、他方で「心因性」の診断は特に

不随意運動関係でははっきり言って非常に難

しいです。問題の「副作用」、「副反応」は未

同定の自己抗体による辺縁系脳炎と考えるの

はありえるとは思います。そして特に昨今で

は大勢の人が「心因性」と思っていたのに遺

伝子が同定されてグーの根も出ないことがま

まあります。例えば DYT12「急性発症ジス

トニア・パーキンソニズム」などは遺伝子診

断のない時代は「心因性の全身麻痺」などと

される可能性高かったかと思います。神経症

も不随意運動も診ない意識高い系の感染症や

ワクチンの専門家らが「天下り式」に心因性

であると言うのも循環論法的と思わなくもな

いです。 

 

「心因性」の診断が極めて難しい以上確定的

なこと言うのは原理的に難しいのですが「熱

性痙攣と側頭葉てんかん」の類推がある程度

妥当でないかなあと個人的には思っています。

（そういえば「てんかん」も薬剤でコントロー

ルが比較的容易なこともかなり難しいことも

ありますが「指定難病」に入っているのはご
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く一部ですね）。子供が熱性痙攣起こして心配

するお母さんには「熱性痙攣出たからって将

来てんかんや他の病気になるわけでない」と

医療機関などで言われるし、実際に熱性痙攣

出た子と出ない子で比較して将来のてんかん

発病率に統計学的有意差はありません。しか

し他方で逆に側頭葉てんかんからみれば幼少

時に熱性痙攣を経験したひとが一般より多い

と言う話もあります。子宮頸がんワクチンと

副反応（「辺縁系脳炎」など？）も同じような 

関係性があるのかもしれないと党派色の強い

(強すぎる)バトルを横目で見ながらふと思っ

たりもします。 

 

以上のように「難病」について、用語は多

少のとっちらかりがありまた疾患自体の認知

や難病認定や医療費給付を巡ってある種の分

断の存在も否めないとは思っております。 

（柳馬場武田クリニック所長） 
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［エッセイ］ 

雑感 

下前國弘 

フェニキア病という病名、多分ご存じない

と思う。先ずフェニキア人のことを書かねば

ならない。紀元前西アジアの地中海沿い、今

のレバノン辺りにフェニキアという海洋交易

で繁栄した国が在った。海洋術に長けて、地

中海・遠くアフリカにも版図を拡げていた。

アフリカは瘴癘（しょうれい）の地。色々な

病気をフェニキア人が撒き散らしたと考えら

れる。フェニキア人が近隣の国にもたらした

病気、それは癩病だった。病気は悪魔とか非

業の死を遂げた人の祟りと考えられ、悪魔退

散の祈祷が重要と考えられた時代、フェニキ

ア病と名付けられた病気は伝染病という概念

が出来上がって最初に付いた病名かと考えら

れる。明らかに体験智と考えられるのだが、

どれだけの年月を要して癩が伝染病であるこ

とを知ったのか？ 今更解明は出来ない事だ

が興味深い。 

 

歴史と呼ばれる、過去に起こったあらゆる

事象は、顕在として表に出ている部分と、深

く潜って人々の記憶から完全に忘れ去られて

いる事、その両極端の間の事だ。 

表に色濃く出ている事には、後の世に作ら

れたものや、見方によっては善にも悪にも見

えるものがある。よく似た事象でも比較する

と評価が正反対になる事もある。正史と裏面

史という分け方は、ボリュームの大きさを特

定・限定するようで相応しくない。歴史は必

然性に帰着するもの。因と果、双方等しく眼

を遣って初めて判る事も多いと考える。 

 

病から少し話が逸れるが、先の戦争を、日

本の領土的野心が東アジアの侵略云々と言う

人が居る。勿論その事を否定はしないが、そ

の当時の国内事情にも眼を配らねばならない。

人手の足りなくなった高度経済成長期には、

戦後の復興期以降の話で、農村の次男三男は

食い扶持を海外に求めた。日本が開拓すれば

其々の国も豊かになる、こういう発想が出て

も不思議はなかった。 

 

満州には未だ国内にはなかった広軌の鉄道、

南滿洲鐡道がアジア号を走らせていた。外地

に数多く開校された医学校は日本の占領地域 

全体で、官・公・私立合わせて43校を数える。 

大学と医専という専門学校が有り、又、軍医

を大量に作り出す必要も有って、速成教育で

現場に立った人も居た様だ。それでも、占領

した其々の国は近代医学の芽胞もなかった時

代、医学・衛生・医事教育に果たした影響は

頗る大きく、日本の作った医学校が其の侭、

其々の国の医学教育の要になっているケース

が多いという。日本は戦後、外地からの引揚

医のため、医師数過剰の一時的な国内事情も

招来したが、アジアの被占領国に実に大きな

功績、実績を示した。これは決して表面には

出ない、其々の国にとっては出されたくない

大きな事実である。 

 

国民皆保険制度が出来て、患う人が少なく

なり、日本の医師の仕事は看取りと長寿への

手助けという事に変わりつつある。皆保険制

度が出来るまでは、医者に掛かる事の出来る

人は蓄えの有る人限定だった。医師数も過剰

で国民も医師も救われる制度だったという。 

（京都市中京区在住） 
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［エッセイ］ 

「長生き」は「長～い息」 

飛鳥井雅和 

「隣の客はよく柿食う客だ」、「赤パジャマ

青パジャマ黄パジャマ」…、早朝のラジオか

ら時ならぬ“早口言葉”が流れてきました。

しばらく聞きますと、お医者様が「これはボ

ケ防止に効果がある…」との健康コーナーで

した。番組の二人のアナウンサーは100点満

点でした（流石我が同輩！）。若かりし頃、一

生懸命挑戦した60何年前を思い出しました。

正しい“発音”・正しい“発声”をマスターす

る為に、先輩方に随分仕込まれました。発音

＆滑舌のための「早口言葉」、発声のための「腹

式呼吸」。ウン十年前の先輩方のお蔭で、79

歳の今でも現役のアナウンサーとしてお仕事

をさせて頂いております。そしてお陰様にて

“ボケ”も来ておりません！ アナウンサー万

歳！ 

 

KBS京都の局アナウンサーとして38年、フ

リーアナウンサーとして19年。いまだに現役

であることは幸せの限りです。この間、一番

よく聞かれるのは「どうしたら上がらずに上

手くはなせますか？」です。確かに本屋さん

に行きますと、「人は話し方が９割」、「あなた

もスピーチの名人になれます！」、「これでも

う大丈夫 ! 上がらずに話せます」…等々。

色々なハウトゥー本がズラリと並んでいます。

そのいくつかを読ませて頂きましたが目新し

いものは在りませんでした（著者さん＆出版

社さんごめんなさい）。 

局アナウンサーのあと、フリーアナウンサ

ーと大学講師との二足の草鞋を履かせて頂き

ました。大学では、「現代社会と情報」「情報

リテラシー」、「日本語表現学」…といった講

座を持たせ頂きました。「日本語表現学」とは

早く言えば「話し方教室」です。なにをいま

さら大学生に…と、お思いでしょうが皆様お

感じのように今の若者、残念ながら正しい日

本語・正しい話し方が出来ていません（これ

は勿論、我々大人の責任と思います）。授業で

テーマにしたのは三つです。「正しい発音」、

「正しい発声」、「正しい話の組み立て」です。

正しい発音をマスターするための一つの教材

が“早口言葉”です。 

 

難しいことは抜きにして、簡単に言えば発

音の基本は「口の開け閉め」です。口の形で

す。口の形とその開け閉めがしっかり出来て

いないために、だらしのないメリハリの無い

話し方になってしまうのです。中途半端の開

閉のだらしのない話し方は、およそインテリ

ジェンスを感じさせないお喋りです。日本語

の発音の基本は、乱暴に言えばＡ・Ｉ・Ｕ・

Ｅ・Ｏの五つの母音です。これにＫがついて

カキクケコ、Ｓがついてサシスセソとなりま

す。つまり、五つの母音の口の形がしっかり

できてその開閉がスムーズに出来ればOKと

言えます。では、その「口の形」とは…。お

教えしましょう！ A→思いっきりまぁるく

大きく開ける、Ｉ→思いっきり横へ開ける、

Ｕ→口をすぼめる、Ｅ→アとイの中間、Ｏ→

アとウの中間です。これを思いっきりオーバ

ーにゆっくり＆早くやります。単純さを補う

ために早口言葉を教材として使います。一番

良い教材は、歌舞伎の「外郎売」です。また、

口の形でお手本となるのは歌手の「藤山一郎

さん」です。最近では、サトウキビ畑の「森

山良子さん」ですねえ。お二人とも、発音＆
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発声共に見事なお手本です。残念ながら、近

頃の若い歌手の皆さんは口の形といい発声と

いい酷いものです。とても“日本語”で歌っ

ているとは思えません（年寄りの耳＆僻みの

せいでしょうか？）。 

 

「正しい発声」これは「腹式呼吸」に尽きま

す。腹筋を精一杯使ってパワフルな空気で声

帯を振動させ、口の中で共鳴させて声として

出します。「長生き」とは我々の世界では「長

息」です。しかもそれは「吐く息」です。吐

く息は意識して出さないと長くなりません。

吸う息は苦しくなれば勝手に吸い込みます。

長～い吐く息ができれば、息が上がることな

くゆっくりと話すことが出来ます。腹式呼吸

がマスター出来れば、講演だろうがスピーチ

であろうがカラオケも…、なんでもござれで

す。本番前に、一・二回大きく腹式呼吸で整

える…、これによって“息”も“心”も上が

らずにスムーズに話しが出来ます。勿論、「長

息」は「長生」につながり「健康長寿」に貢

献するものと思います（勝手な思い込みです）。

そして、一番大事なのが「話の組み立て方」

です。結婚式はじめ色々な会で挨拶・スピー

チをする人の殆どが“急なご指名で…”、““何

も準備をしておりませんで…”と仰います。

しかし殆どがそんな失礼なことはありません。

主催者は必ず事前にお願いをしている筈です。

「何も準備をしておりませんで…」は、本当で

しょう。でも、これは主催者に大変失礼なこ

とです。依頼を受ければしっかり、テーマ・

内容・時間を考える、すなわち“話の組み立て”

をするべきだと思います。 

 

私はいつも、「話の組み立て」は「逆三角形」

でとお話します。まず“結論”次に“中身・

本論”そして“結び”。一番伝えたいこと・話

したいことを頭にビシッと決めて中身の話、

結びは結論の繰り返しでもOKです。むしろ

その方が聞く人にしっかり入っていきます。

そして大事なのが「時間」です。１分・３分・

10分・60分で全く変わります。この時間は頼

まれた時点でしっかり確認しておくべきとお

もいます。依頼する方も、時間をしっかりと

お願いするべきと存じそれがエチケットとお

もいます。実は、この“時間”が“曲者”で

す。大多数の人がこの時間で「失敗」をされ

ています。私は大学で学生に「一分間スピー

チ」をしてもらいます。初めは15秒や３分

等々、目茶苦茶でしたが５～６回あたりから

見事に60秒前後で話し終えます。「話の組み

立て」を考えた成果です。「私の通学方法」の

テーマでは、初めはしどろもどろの学生さん

も「私は自転車通学です」、「私は80分かけて

通学しています」と、結論から見事に展開し

終えます。どうしたら「上がらずに上手に話

せますか…？」。先ずは、「発音」、「発声」、「話

の組み立て」を考えて頂ければと存じます。 

 

では最後に，秘訣中の秘訣を…、それは“短

くやること！”です！（失礼＆無礼をお許し

ください）。 

（フリーアナウンサー） 

飛鳥井雅和の出演番組 

 

 

 

 

 

JAグループ京都提供   

毎月第４日曜日  正午～12:30 

再放送 翌月曜日 午前 9:00～9:30 

（１月は元日に放送済） 
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［エッセイ］ 

猫の知恵、人の知恵② 

長井苑子 

 2020年は予期せぬ日々の展開だったと人

間の友人 SNはいう。新型コロナウイルスに

挑戦状を突き付けられた年であったと。ウイ

ルスといえば、人間の誕生より以前から生物

とともにその種類を増やし、一部は平和共存、

一部は凶悪な殺し屋として、恐竜などを絶滅

させた要因ともいわれている。 

 2003年の SARSウイルスと類似している新

型ウイルス (SARS-Cov2)は、中国から現れて

世界中に拡大した。新型ウイルスへのシュミ

レーションを徹底的にしている米

国なら万全かと思うと、感染者数、

死者数の多さは一体どういうこと

かと不安が増す。Johns Hopkins

大学から発信される日々の情報を

みても、東アジアでの少なさは印

象的だ。 人種差、生活習慣の差異、

BCG接種歴の差、すでに普通のコ

ロナウイルス感染で作られている

抗体や自然免疫能が関与など、報告と考察も

満ち満ちている。ネアンデルタール人の遺伝

子保有民族の罹患しやすさという壮大な報告

まででてきた。日本人は体格も小さいし、ご

っつい顔のネアンデルタール人の遺伝子はも

らっていないと納得できる。 

 インフルエンザもこわいけれど、一錠のめ

ば一日でウイルス量がほぼなくなるという抗

ウイルス薬もあり、不安感はコロナとは違う。

でも、コロナも若い人には普通の風邪より悪

さしないようにも思える。新型コロナのこわ

いところは、呼吸にとって必須の肺胞をやっ

つけることだ。肺胞は、人知を超えた三次元

的構造と精緻なガス交換機能をもっているが、

脆弱だ。しかも、コロナウイルスがくっつい

て侵入するためのレセプター (ACE2)を一杯

持っている。 

 ウイルスの遺伝子、タンパクを用いて種々

のワクチンを創るべく世界中の製薬会社がし

のぎを削っている。勝てばドル箱満載。しか

し、敵もさるもの。ウイルスの抗原は複数あ

って、それに対する抗体がすべて中和抗体と

してウイルスをやっつけるわけではない。役

立たず抗体、悪玉抗体があるという。エイズ

ウイルスでは、ワクチンが未だにないのは、

作られる抗体はすべて役立たずらしい。猫の

コロナウイルスに対して抗体は悪玉で、これ

らは、ウイルスと結合するが、そのままマク

ロファージに食べられ、細胞の中

でウイルスは増殖してしまうとか。

なぜ、猫か？ 私、猫にきかれても

わからない。でも、人間のあくな

き知的好奇心と、ビジネスチャン

スへの熱望とに、はやる心で失敗

するなと、猫たちは教えてあげて

いるのかも。私（猫）にこの文章

を書かせようとしている人間の友

人 SNはワクチン願望のもつリスクに気が付

いたようだ。 

次に、猫である私にまで聞くのは、ワクチ

ンも薬もないまま、どうすればいいというこ

とだろう。猫は、ひげを肉球（梅鉢）のある

手でプルプルと清めて、素知らぬ顔をしてみ

せることとする。明日は明日の風が吹くとか、

神風が吹くとかはいわない。これからの地球

環境は試練の連続かもしれない。猫風のなぐ

さめをいうこととしている。猫には慌てふた

めく喜劇は似合わない。（中央診療所 所長） 
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［本の紹介］ 

ガリオア留学の回想 
1951～1952 

コリンズ会刊, 1960 

 明治３年、日本政府が近代化のために、ド

イツ医学を範とすることを決定して以来、数

多くの優秀な医学徒がドイツに留学、わが国

におけるドイツ医学の普及に大きな貢献を果

たしたことは周知の事実である。 

 第一次世界大戦（1914～18）後、世界の医

学の中心は、ドイツからアメリカへと移り始

めた。わが国では、第二次世界大戦の敗北

（1945）後、アメリカ占領下、ドイツ医学か

らアメリカ医学への転向が決定的になった。

この時期、アメリカ医学の導入に大きな役割

を果たしたのは、ガリオア（1849～52年）、

フルブライト（1952年以降）留学制度によっ

てアメリカに留学された先生方である。 

 ガリオア留学とは、戦後、アメリカ軍占領

地の疾病や飢餓による社会不安を防止し、占

領行政の円滑を図るため、当初は、陸軍省の

予算として出発したガリオア（GARIOA：

Government Appropriation for Relief in Oc- 

cupied Area）資金（占領地域救済政府資金）

の一部を用いて行われた留学制度である。留

学生の大学を選択する自由はなかったが、旅

費・学費・生活費のすべてが支給されるとい

う１年間の留学制度であった。 わが国では、

1,097人がこの制度によりアメリカに留学し

ている。 

 本書には、1951年から52年にかけて、ガリ

オア留学生としてアメリカ各地の大学で学ん

だ471名（応募者約7,000）の男女留学生の中、

162名の思い出の記が寄せられている。 

 思い出の記を寄せられた医学関係の４名の

先生の寄稿文を紹介しておきたい。 

 

島内武文（帰国後、東北大病院管理学教授） 

カリフォルニア大バークレー校留学。 

 オリエンテーション担当タブラー先生との

交流、帰国後、娘、孫さんを含めた交流話、

まさに「サンシャイン・カリフォルニア」と

題した寄稿文が寄せられている。 

本間日臣（帰国後、順天堂大呼吸器科教授） 

 「壁面の文字あれこれ」 と題された稿には、

留学先ニューヨーク・コロンビア大の宿舎の

玄関壁面の文字、ニューヨークのアメリカ自

然史博物館のザ・ハイデン・プラネタリウム

正面ホール壁面の文字、ボストン公立図書館

壁面の文字、に「高い理想を掲げ、国づくり

に燃えていた古き良き時代の一端を垣間みる

感じがする」と記載されている。 

吉野亀三郎（帰国後、東大伝研教授） 

 ペンシルベニア大学留学。題名「うちに帰

りたいよう」は、コリンズ号に乗船前、米軍

バスの中で長時間待たされていた間、バイオ

リンのケースを抱えて「ああ、俺はアメリカ

なんか行きたくねえ。カミさんのいるうちに

帰りてえよ」とわめき続けたことに由来。 

 留学の成果を活かして、ウイルス学者とし

て活躍、停年後は、「由良三郎」のペンネーム

でミステリー作家として活躍。 

佐野圭司（帰国後、東大脳神経外科教授） 

カリフォルニア大サンフランシスコ校留学。 

「40年近い昔のことで、すべてが茫々と霧

に包まれた景色のように思われる。その中か

ら、いくつか突き出した山や樹がある」に始

まる「往時茫々」と題した寄稿文である。 

初代の東大脳神経外科教授として、わが国

の脳神経外科の発展に大きく貢献した。 

（泉 孝英）
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住所：〒604-8111 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・報告〉 

１．研究助成 

２．海外留学助成 

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. ２. ３. の2020年度、2021年度の公募は2020年11月1日～12月31日の期間に行われました。 

４．学会・研究会・運営経費の助成：受付は随時 

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 

４. ５. の2021年度の公募は本年2月1日～3月31日の期間に行います。 

６．医学・医療にかかわる書籍の刊行・刊行助成：受付は随時 

７．市民公開講座：次回は6月27日(日)の予定 

８．医療相談事業、医療教育講座事業 

９．季刊誌「健康塾通信」：次回は4月15日発行予定 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2020年10月12日 理事会・臨時評議員会：定款変更の承認 

2020年12月18日 理事会：令和２年度上期事業報告の承認、財団諸規則の承認 

…………………………………………………………………………………………………………… 

第１回 市民京都公開講座 

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～ 

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) 

会場：メルパルク京都 

主催：大阪よみうり文化センター、来場者数：102名 

公益財団法人 京都健康管理研究会 


