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公的かかりつけ医制度の確立を
―新型コロナウイルス感染症を教訓として―
公益財団法人 京都健康管理研究会

理事長

泉

孝 英

公的かかりつけ医制度とは、住民は地域の診療所医師（General Physician：GP）に登録し、地
方自治体は、登録数に応じて、一定の金額をかかりつけ医に支払い、健康管理に責任を持っても
らう制度で、北欧を中心に、欧州では、古くから確立している医療体制である。
今回の新型コロナウイルス感染症のように、感染者は多くても発病者は少ない場合、かかりつ
け医制度があれば、感染者の施設（ホテル／病院）収容は必要なく、自宅にパルスオキシメータ
ーと酸素マスク・ボンベを配置しておけば、多くの感染者は、かかりつけ医の監視のもとに在宅
管理が可能なことでした。大きな財政負担を避けることができた筈でした。
しかし、GP の育成には、医学部卒業後、７年程度と専門医と同等以上の年月と経費が必要です。
講習会で済ませられることではありません。今回のコロナ感染症を教訓として、国家百年の計と
して、公的かかりつけ医制度の確立を期待したいものです。
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［研修・留学］

横須賀米国海軍病院でのインターン・
フルブライト医学奨学生としての渡米
藤野豊美

はじめに

ぞ生涯の生業にしようと決心した。産婦人科

学生の頃、斬新なアメリカ医学を学ぶため

の開業医の父は、家業は継がなくても良い、

に多くの先輩が留学した。まずは英会話が堪

好きな道へ進め、と合意してくれた。

能でなければと教会の小グループ教室に通い

米国本土で形成外科を学びたいと Black 大

始めた。喋れる人は喋り、喋れない人には全

尉に相談したところ、出身校であるウイスコ

く順番は回ってこない現実から個人教育に切

ンシン大学病院へ推薦され、surgical major

り替えた。幸い横須賀在住の後藤忠雄君・同

rotating intern に採用が決定。フルブライト

級生が横須賀米国海軍基地の通訳の女性を紹

医学奨学生試験にも合格できたので往復の渡

介してくれたので、医学部３年の時に横須賀

航費用も確保でき、両親にはさらなる経済的

に転住した。

負担をかける心配は無くなり安堵した（一般
の奨学生は全額支給される。医師は勤務先病

横須賀米国海軍病院 Y-USNH でインターン

院で有給になるので、往復の渡航費と滞米中

（1957〜58）

の身分保障が付与される）。

海軍は子供の頃からの憧れの的。慶應２名、

３月31日には Y-USNH 院長からは、終了

神戸・信州・千葉・東北各１名の６名が採用

証書が授与され、終了祝賀会を将校クラブで

され将校用宿舎の部屋が充てがわれた。救急

開催してもらえた（写真１と２）。

患者用 Sick call は宿舎出入り口の目前の病棟
の先端にあり、戦場からの負傷兵が到着する
度に夜半でも召集された。扶養家族病棟への
出入りは許可されなかった。
食事は将校用食堂で摂れた。当時の日本の
食糧事情に慣れた植物性体質の胃には、米国
食は重すぎて胃下垂も加担してか嘔吐と下痢
を繰り返した。肉食的体質への改善には２年
を要した。
８月に米国本土からの教授10名が訪日し、
将校の再教育用講演会を開催した。その中で
Harold Griffith 教授（ノースウエスタン大）
の日本にはない新しい形成外科の講演には目

写真１ Y-USNH 院長からインターン終了証書を
授与される（1959年3月31日）

から鱗が落ちるほどのショックを受け、これ
2

写真２ 将校クラブでのインターン終了祝賀宴 1 山鳥崇(神戸)、2 大沼尚夫(東北)、3 藤野豊美(慶應)、
4 谷川久一(千葉)、5 関口進(慶應)、6 下條貞友(信州)、7 Black 大尉(Y-USNH)

母校の整形外科学教室へ入室（1958年4月）

あるのは、口頭試験のうち胸部レントゲン写

直接留学では帰属する場所はない。留学か

真の所見を質問されたことだけ。しかし、病

ら帰国直後の整形外科の小暮巽先輩に相談し

変を見つけ出せなかった。試験官から胸部上

たところ、手の外科は米国では形成外科でも

部にある小さい斑点は epituberculosis だよ、

整形外科でも取り扱うから、と整形外科学教

と説明された。Y-USNH の患者は健康そのも

室入りを勧められた。

のの若い軍人ばかりで、そうした症例に遭遇

主任教授は遊学中で、留守役の池田亀夫助

する事はありませんでした、と答えたところ

教授に４月からの入室を承認された。間も無

頷かれた。７月には合格通知を受領した。

く帰国された岩原寅猪主任教授にウイスコン
シン大学への留学をお伝えしたところ、日本

フルブライト医学奨学生として渡米（1958）

形成外科学会が発足したばかりで教授は発起

６月19日に医学奨学生総員20名は、プレジ

人の一人に就任されていた。教室内に形成外

デント・ウイルソン号に乗船し、一路ハワイ

科学教室を創立するから２年後（形成外科は

に向けて横浜港を出帆した（写真３)。

２年で十分が理由だった）に帰国するように、

１週間後の早朝にアロハ塔を右目にホノル

と一転して教室から派遣される幸運に恵まれ

ル港に入港した。初めての渡米で、夕方の出

た。

航まで出迎えの先輩の案内でハワイを満喫。

５月には医師国家試験が行われた。記憶に

４日後の28日早朝にサンフランシスコ湾に
3

で、２年後の帰国では
形成外科を研修できな
い旨も快諾された。
一般外科レジデント
は４年で終了する。採
用人数は施設によって
異なるがウイスコンシ
ン大では年に４名、合
計 16 名 の 採 用 に な る
（上級になるほどピラ
ミッド方式で採用人数
は減少する施設もあ
写真３

1959年度フルブライト医学奨学生総勢20名 1 関口、2 藤野、3 三方
プレジデント・ウイルソン号甲板で横浜港出発前（1959年6月19日）

る）。３年生は教授の患
者の主治医となり１年

入港したとの船内放送時には五里霧中で何も

生は補佐役である。教授の第一助手をして外

見えなかった。暫くすると突然霧は晴れ渡り

科手術のコツを学ぶ。４年生と２年生が組む。

丁度金門橋下を通過寸前だった。遂に目的の

４年生は３年生の時に教授から教わったコツ

地、米国本土に到着したのだなあ、と感激を

を自分の患者（州が経費負担し１病棟に約50

胸に同行の同級生（関口進君と三方淳男君）

名の患者。男女別の病棟を各々担当）に実施

に声を掛け、記念写真を撮った（写真 4)。第７

して、来るべき専門医試験の症例数に備える。

番埠頭に接岸後は、希望に胸を含ませながら

２年生は４年生の助手を務める。短期間で終

三々五々に各自の目的地に向かって離散した。

了できる非常に合理的で分かり易い研修方法
だと感じた。

米国での臨床研修レジデント（1958〜65）
米国の臨床研修は、日本と違って７月
１日に始まり６月30日に終るサイクル
である。
１．ウイスコンシン大学病院でのイン
ターンは最初の月が選択科目だったので
渡米目的の形成外科を選んだ。
FD Bernard 主任教授から形成外科一
般について懇切丁寧に実地指導を受けた。
早速臨床研修の詳細を岩原教授に具申し
たところ、米国の形成外科の実情を初め
て十分に理解できたとの返事を頂いた。
また形成外科の臨床研修は、一般外科レ
ジデント２年の研修後に始める制度なの

写真４ 写真を元に藤野の自我流油絵 金門橋下通過時
1 藤野、2 関口、3 三方（1959年6月28日）
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米国形成外科学会が規定した一般外科レジ

介患者なので、退院時には紹介医に入院中の

デント２年を終了し形成外科１年目のレジデ

詳細を記録した書類を作成して郵送する。月

ント時に、米国形成外科学会が予想外に事前

１回は４年のレジデントの退院した術後患者

必修の一般外科を２年から３年に延長した。

のファローアップ日。

３年目の一般外科は研修できたが、すでに２

インターン、レジデントには病院勤務以外

年目の形成外科レジデントの空席はなく（定

の雑務はないので、日本に比べると時間的余

員は１年と２年の各１名）他施設での研修を

裕がある。事務的な雑務は教授秘書室で全て

余儀無くされた。

が処理される（60年前の事項なので記憶間違

米国で臨床研修を受けるためには ECFMG

いがあれば高齢に免じで容赦願いたい）。

(Educational Commission for Foreign Medi-

大学は州都（４つの湖に囲まれた全米で最

cal Graduates) に合格していることが必須と

も美しい街で別称 Four Lakes City）マディソ

なった（臨床力の低い外国人医師が大挙渡米

ンにある。Bernard 教授の自宅は市内で一番

して臨床に従事したので、米国患者が米国並

大きいメンドータ湖畔の東岸にあり石を積み

みの高さの要求を出し、それに答えた制度）
。

上げた瀟洒な家。夏には湖に沈む夕日を眺め

毎朝６時には学６とインターンは担当病棟

ながらの夕食バーベキューは格別だった。

で担当患者の採血、点滴を行い、レジデント

母校の神経内科教授が訪問された折に通訳

は簡単に回診を済ます。７時から大講堂での

をして知り合った Hans Rees 神経内科教授は、

外科系総合ミーテングに教授を含め全員が参

単身での滞米ではと、アメリカの父親となっ

加して前日以来の患者の状態と、夜間に救急

て下さり、クリスマスやハロウィーンなどの

患者があれば、その報告を行う。８時から教

時期には小高い山の中腹にある村の自宅に招

授と４年のレジデントの手術が開始する。大

待を受け家族ぐるみでもてなしを受けた（米

体２時頃までには終了する。手術の合間に重

国では、社会的地位の高い人は、街ではなく

症患者を教授と一緒に回診する。教授の患者

村に、ペントハウスに居を構える風習がある)。

の手術は10時頃には終了する。術後は各担当

２．バッファロにある Roswell Park Memo-

病棟へ戻り、術前の手術予定を組み、術後の

rial Cancer Institute (RPMCI) の頭頸部外科

患者の回診と処置、必要な諸検査を処方する。

再建外科でレジデントを開始した。SF Hoff-

５時頃には勤務から解放され、病院外に居住

meister 部長はキール大学出身で日本のドイ

するレジデントは帰宅する。

ツ流医学にも精通しておられたようで、レジ

５時以降は当直医の担当となる。来院した

デントを終了した半年後に研究もやってみな

救急患者の治療は徹夜でも翌朝までに完了す

いかと勧められた。帰国すれば医学博士号取

る決まりなので、翌日の予定には全く影響を

得研究に多くの時間を割かれる。幸い主任レ

及ばさない。インターンとレジデントは少数

ジデントに指名され時間的余裕が見込めたの

なので隔日くらいの頻度で当直になる。当直

で二つ返事で了承した。部長が取得した研究

明けの日も通常通りの勤務体制に入る。米国

助成金で雇用した助手が動物実験の前後の世

的体質に改善されたためか日中の居眠りも疲

話を全部してくれたので主題「皮弁の主軸血

れもなく勤務は続けられた。手術日は月、水、

管と穿通枝血管の循環に果たす役割」は僅か

金で、病棟勤務は火、木。入院患者は全て紹

３ヶ月間で終了できた。研究内容は帰国後の
5

医学博士の主論文になり、また米国形成外科

の半円形の先端にある薄暗い小部屋（中央祭

学会の論文賞も受賞した。現実は RPCMI の

壇の裏）で結婚式を挙げた。Converse 主任教

臨床研修期間は米国形成外科学会により半年

授（奥様は Gary Cooper 未亡人）に５番街に

の認可のため、専門医資格取得のためには、

あるペントハウスの自宅で家族ぐるみでの祝

さらなる半年の臨床研修の追加が必要となっ

賀会を催して頂き、お祝いに JM Converse 編

た。

集の大書 Reconstructive Plastic Surgery 全５

手術指導に関しては、例えば頸部郭清術な

巻のご恵贈に与った。

ら、解剖学的に皮膚の切開から始まり、次は

レジデントの採用数は、どの施設でも少数

皮下脂肪を、筋膜を、と組織の全摘までの解

定員制（有給）である。ポジション獲得は米

剖学的手順を淀みなくで暗唱出来るようにな

国人に伍しての競争で厳しかった。

って初めて術者になることが許可されるとい
整形外科学教室に帰室（1965年8月）

う極めて厳しい Hoffmeister 方式の教育を受
けた。

長年の滞米者の中にはアメリカ風で日本の

副部長の V Bakamjian にはガン術後の再建

習慣に馴染めず問題を起こす人が少なくから

外科の実際を教えて頂き、帰国後の日本形成

ず居たせいか、日本の生活に早く慣れるよう

外科学会の発展に大きく寄与した。

にとの配慮で、とくに何らの義務も与えられ

３．二ューヨーク大学に併設の Institute of

ず、時々形成外科学教室を表敬訪問する日々

Reconstructive Plastic Surgery (IRPS) では

を過ごした。

臨床フェローとして臨床研修できた。IRPS

医学博士取得のために、語学筆記試験（英

に併設の Foundation of the Facial Disfigured

語とドイツ語）の合格が必須とわかり、その

は先天性頭蓋奇形の治療を取り扱うが、こん

準備に追われることになった。英語は長年滞

なによくなりました、と治療結果をニューヨ

米したので全く問題なかったが、ドイツ語は

ーク市の富裕層に供覧して多くの寄付金を募

卒業以来全く縁がなく最初からやり直す必要

る社会奉仕団体である。

があった。まずは学生時代の文法の本を引っ

JM Conversi 主任教授は、野球ボールが眼

張り出しで勉強を始めた。３月の語学試験に

窩周縁に衝突すると、眼球を損傷することな

合格し、４月の教授会で医学博士号授与が認

く眼窩床が円状に骨折する発生機序として眼

められたので、1966年５月１日付で形成外科

窩内圧上昇説 Increased hydraulic pressue of

学教室講師（有給）として転室した。

the orbital flow を提唱した。
形成外科学教室へ（1966年5月）

ある朝、奇遇にも病院のエレベータ前で
Y-USNH の Dr. Black に出会った。あの時お

手術に関しては Hoffmeister 方式を、教育

世話になり、いま此処でフェローをしてます

内容は米国での研修内容を伝授した。片や第

よ。横須賀で会った日本の女性と結婚してね

１期と第２期入室者７名が Converse の著書

え。今はニューヨークに住んでいるよ、と暫

Reconstructive Plastic Surgry の各章を輪番制

し７年前の思い出から近況へと話が弾んだ。

で抄読会を週１回の頻度で開催し読破した。

５月には米国形成外科専門医試験に合格。

形成外科学全般についての知識を獲得できた

７月５日に St John’s the Devines 聖公会教会

ので教室全体のレベルは日本のトップに上昇
6

写真５

Simulation and Computer Aided Surgery
1994 (John Wiley and Sons)

写真６ コンピュータシミュレーション外科
1996（南山堂）

し、日本形成外科学会でも指導的立場に立て

ることできた。

るようになった。

1991年には The Japan Society for Simula-

恩師 Converse 教授の眼窩内圧上昇説を検

tion Surgery (JSSiS)を、1992 年に The Inter-

証するために眼球を伴わないサラシ骨の下縁

national Society for Simulation Surgery

に野球ボールを落下させる実験を行った結果、

(ISSiS)（イスラムの団体との誤認を回避する

典型的な眼窩床骨折が発生し、新しく座屈骨

ために 2018 年に World Society for Simula-

折説 Bending stress を提唱した。1973年に塾

tion Surgery (WSSS)と改名）を各々創立した。

工学部の佐藤教授とのコンピュータを応用し

学会・教室関係者に支えられて今年は第30回

た研究で発生機序を理論解析できた（学会で

JSSiS、第13回 WSSS を迎える。

は両説ともありとされている）
。

1994年には、第１回 ISSiS を中心に、英国の

当時のコンピュータは大型で性能も悪く臨

John Wiley and Sons から RG Calderhead の

床応用はできなかったが、工学部的手法を形

協力を得て Simulation and Computer Aided

成外科に導入すれば、さらなる発展が望まれ

Surgery を刊行できた（写真５、６）
。

るのでは、との考えは掴んだ。
時代は変遷進歩し NASA によるコンピュー

おわりに

タ応用の臨床 surgical simulation が報告され、

１．ドイツ医学とアメリカ医学

続いて教室員が追試研究業績をあげ、1989年

米国形成外科学会は2022に創立100周年を

には「シミュレーシン外科の概念」を提唱す

迎える（本来は2021年だがコロナのため記念
7

式典が１年延期された)。

外科学会を創立できた。また、英書を刊行で

ドイツ医学から築き上げた日本医学は、形

きた。この場を借りて関係者各位に深甚の感

成外科では半世紀以上の遅れで発足したが、

謝の意を表する。

米国での臨床研修内容を教室員と共に日本形
まとめ

成外科学会に反映できたので、現在は世界に
伍するレベルに到達し、留学の初期の目的は

総じて、アメリカ医学の恩恵を受けたとこ

果すことができた。

ろ大である。

２．人と時代との出会い

米国形成外科学会が一般外科研修を予想外

人生を振り返ってみる時、後藤、通訳、小

に１年延長したために同一施設での形成外科

暮、池田、岩原、Black、Griffith、Bernard、

研修が不可能となり、寄り道（他施設）した

Rees、Hoffmeister、Bakamjian、Converse、

結果、想定外に研修したガン術後の再建外科

佐藤（敬称略）らの幸運の女神に出会えて、

と先天性頭蓋奇形再建術を習得する幸運を結

目的を達成できるとともに充実した歳月を過

実し、図らずも日本形成外科学会の充実と発

ごせた。

展に大きく寄与することができた。

学生時代も、Y-USNH 時代も日本の学会と

定年後四半世紀を越える１人の老人の経験

は無縁で、日本形成外科学会の発足の推移は

（過去の遺産 Legend）が、果たして現在に通

知る由もなかった。

じるのだろうか。Y-USNH、フルブライト奨

Y-USNH の時代に、Griffith 教授の形成外

学生は、現代に適した道があるのではなかろ

科講演に接し、Black 大尉とフルブライト医

うか。諸君の健闘を祈念して擱筆する。

学奨学生としての支援で米国で最新の形成外

（慶應義塾名誉教授、日本形成外科学会名誉

科を習得できて、日本形成外科学会に大きく

会員、日本シミュレーション外科学会名誉会

寄与することができた。

長、The American Association of Plastic

NASA のコンピュータ応用の臨床報告に呼

Surgeons Life Fellow, The World Society for

応して佐藤教授（慶応大工学部)、教室員の協

Simulation Surgery Honorary President)

力も得て日本発・慶應発のシミュレーション
………………………………………………………………………………………………………………

日本の形成外科の歴史
1955年に第１回国際形成外科学会がストッ

般標榜科として認められた。77年第２回国際

クホルムで開催されたことを契機として、56

形成外科学会アジア太平洋地区会議、95年第

年に三木威勇治教授（東大整形外科）によっ

11回国際形成外科学会、2009年第10回国際形

て整形外科内に形成外科診療班が発足、57年

成外科学会アジア太平洋地区会議がいずれ

６月に第１回研究会が開催され、58年11月の

も東京で開催された。

第２回研究会で、日本形成外科学会との改称

藤野豊美教授は、第32回（1989年）日本形

が行われた。72年には日本医学会の分科会と

成外科学会会長、1995年～97年日本形成外科

なり、75年には、形成外科は医療法による一

学会理事長を務められている。
（泉
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孝英記）

［留学］

Harvard Medical 留学記
齋藤春雄

１．憧れ

芦屋にある Seido-Institute が日本人に適応し

ただ漠然とした憧れではなく、具体的な憧

ようとしていて京都にも分室をつくっていた。

れでありたい。私の場合は父の Berlin 留学

natural speed の会話を即座に natural speed

（Charitee：王立病院、大学、現 Humboldt 大

で返答する訓練をする。これに参加して狂っ

学院医学部）時代のヨーロッパ文明の話から

たように訓練した（米国人が言葉の上手下手

ヨーロッパへ留学して文化に触れたいと思っ

でその人の生活レベルを判断しているかは

た。私が留学を希望した頃はヨーロッパには

Steinbeck の短編 “Travel with Charly” に見

grant を出すところがほとんどなかった。米

事に描かれている）。

国に切り替えた。
３．基礎知識
２．語学力

＠“Neural Mechanisms of Audiotory & Vesti-

父親：私は幼少時身体が弱く、ほとんど学

bular System” ：２年上の牧本一男先生が輪読

校に通えず床にふしていた。その私に「これ

会をしてくれていた。

からの時代は同盟国のドイツ語ではない、敵

＠「神経の変性と再生セミナー」
：組織培養を

国の英語だ！」と、朝日新聞社発行の「接頭

解剖学教室でしていたが、岡本道雄教授は実

語と接尾語」と若草物語を書いた Walcott の

験室を借りに来ている者も教室員と区別する

Little Lord Fauntleroy を渡してくれた。

ことなくセミナーに参加させて下さった。

接頭語と接尾語には、接頭語と接尾語の意
味を覚えておけば、間にある言葉は前後の文

４．幸運

章から想像すれば自ずと出てくる、と書いて

臨床、研究に宿舎や帰りの車中で昏睡する

あった。例えば con-cen-trate = con-(toge-

ほど頑張ったため、幼少時を棒に振った結核

ther)-centre-(中心)-ratee = 名刺の語尾（一

が再発してしまい、１年間の自宅休養を命じ

点に集中する）。 お陰で全ての単語を記憶す

られた。何もすることがない!!

る必要がなくなり、ぐっと気楽になった。京

Neural mechanisms of auditory and vestibular

大受験の英語でも知らない単語が多数あった

system. 英語の手術書：Schambaugh: Surgery

が、カッと上がることなく前後の文章から想

of the Ear、耳鼻咽喉科教科書：Jackson &

像して書いた単語が全て合っていた。

Jackson、内科教科書：Cecil & Lobe、Text of

Rasmussen:

Medicine、科学雑誌：Comparative Neurology、

Seido-Institute：米国に流入する Spain 系
の人達に如何にして米語を早く修得させるか

J Physiology、New England J Medicine、等を

を研究した Michigan System がある。それを

読みまくった。
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５．留学先

rant Ganglion-cells in the Facial Nerve を X

病休明けから７ヶ月、Harvard Medical の

World Congress of Oto-Rhino-Laryngology,

Shucknecht 教授から森本教授に側頭骨病理

1973, Venice で発表した。

の Fellow が欲しいとの手紙が来た。解剖学教
室に出入りしていたので私に話が来た。側頭

７．注意 kick-out

骨病理はやったこともなかったが留学したい

Harvard は入学試験がない。高校の先生と

一心で行くことにした。

他の活動（例えば piano）の先生の推薦で入

Massachusetts Eye & Ear Infirmary (MEEI)

学する（米国の他の大学も同じだと思うが）
。

は Harvard Medical 基幹病院の一つ MGH

毎週金曜日までの成績が合格点に達していな

(Massachusetts General Hospital の一部にあ

い学生は kick-out（放学）を食らう。

り、clinic の他に、３研究所、図書館を備え
ていた。私は側頭骨病理研究部門に所属し、

８．North Eastern 大学の講義

MEEI 所属の staff、世界各国からの留学生、

留学４か月目に North Eastern 大学の大学

標本作成 technicians で構成されていた。まず、

院、聴覚言語学コースの講義を２年間担当す

電話の受話器をとって話せる日本人 Fellow が

るように命じられた。１時間の講義、20分間

来た、と驚かれた。居室に出向いて要件を伝

の休憩を挟んで１時間の討論をする。日本か

えなくて済むので重宝された。

らの留学生も居たが、討論に加わることがで

側頭骨標本から臨床に役立つ症例を選び出

きない。世界各国は「他人の前で自分の意見

し、書庫のカルテ（病歴記載）からその症例

を述べることができる」教育をしているが、

の病歴を記録し、日曜日も含めて毎日朝７時

日本では「今までにやられたことを間違いな

から午前中いっぱい行われる側頭骨病理セミ

く行う」教育をしている。それに縛られて新

ナーの準備をする。MEEI 所属 staff（医師、

しい知見に発言できない。発言を基にした討

看護師、秘書等）全てが参加する。Neural

論で思考を練り上げることはない。２年目に

Mechanisms of Auditory & Vestibular System

は kick-out 寸前の状態になっていた。

を書いた Rasmussen の一番弟子 Gaceck が助
９．留学浪人

教授として在籍していたが、本を読んでいる

留学したものの定職もなく、帰国する費用

ことを知り、屡々側頭骨病理セミナーでの討

もなくなり日本人の留学生にたかって生活し

論に誘ってくれた。

ている留学浪人がいる。私の時も現れた。出
国前に先輩から聞いていた本人だった。

６．成果
留学中にUndiagnosed Intra-temporal Neu-

10．帰国

rilemomas を Arch Oto-Rhino-Laryngology に
投稿して掲載された。後で知ったが Research

他国の文化に触れたいことが留学の一つの

Fellow の在籍中に論文を掲載したのは私だけ

目的だったので、KLM が出版した “Europe

だった。留学中の研究成果 Undiagnosed Fa-

on 5 dollars a day” に準じた貧乏旅行をして

cial Nerve Neuroma を III-International Fa-

ヨーロッパ文明の一端に触れて帰国した。
（高知大学名誉教授）

cialnerve Symposium, 1970, Osaka で、Aber10

［留学］

若き日のアメリカ留学
塩田憲作

この度、図らずも46年前のアメリカ留学に
ついて寄稿する機会を頂き、28歳の若者が好
奇心いっぱいで過ごした一年余りの体験を綴
ってみた。
【思いがけない留学】
昭和47年大阪ガス入社当時はのんびりした
毎日で、仕事以外の事も学ぼうと、給料の３
倍もするブリタニカ英会話教材を月賦で買い
勉強を始めた。その後、会社帰りに教室に通

阪桜橋の「アメリカ文化センター」が情報源

っていたのが上司の目に留まり「海外留学制

で、入学要領など基本的な事から勉強した。

度」に応募するよう勧められた。井の中の蛙

出願に際しては TOEFL と GRE のスコア

になりがちな企業風土を変革する為に、数年

は勿論、出身大学の成績証明と３人の教授の

前から「世界に目を広げ、国際感覚を身に着

推薦状も必要だった。英国も含めて10大学に

けよ」と、毎年１名を大学院に派遣する制度

申し込み、結果的には全て合格したが、大学

が始まっていたのをその時知った。試しに研

の家族用アパートの手配を急がねばならず、

究テーマの概要を提出し、語学試験を受けた

４月に最初に通知が来た1798年設立の Ken-

処思いがけない合格で、喜びよりも呆然とし

tucky 州立 University of Louisville に決めた。

たのを覚えている。昭和49年秋のことである。

さて、いよいよ出発。

留学先は自由、期間は１年、但し翌年７月

昭和50年７月７日米国到着。サンフランシ

迄に決まらなければ資格はなくなる。往復の

スコ、ロス経由でケンタッキー州ルイヴィル

交通費、授業料等は全て会社が負担。その上

に向かった。この街はボクサーのムハマド・

生活費として月450ドル（妻帯者には更に給

アリの出身地で、野球のバットやバーボンウ

与の80％）が支給され、妻の同行も可という

ィスキーの製造、そして有名なケンタッキー

恵まれた待遇である。義務と言えば定期的に

ダービーのチャーチルダウンズ競馬場やケン

成績と近況を報告する事のみ。ただ全てを自

タッキー・フライド・チキンの本拠地等で知

分で行う必要が有り、最初は途方に暮れたが、

られている。

この経験がアメリカでの生活に大変役立った。 【大学】
因みに当時は１ドル308円で、ドル持出し規

ケンタッキーは「ブルーグラスステート」

制が厳しく１回につき500ドル迄と今とは隔

の愛称で呼ばれている様に、思い描いていた

世の感がある。インターネット等はなく、大

通りの緑滴る州だった。ルイヴィルは州最大
11

の都市だが、それでも緑が多く、とりわけ森

る教授が助け舟を出してくれた。学期の最後

の中にいる様な美しいキャンパスではリスが

には学生が教授を採点する制度が有り、どの

走り回っていた。

教授も真剣である。翌年になって授業にも随

語学力を見た上でとの条件付き合格だった

分慣れた頃、私の研究テーマである「土中の

ので 、 最初 に留 学 生の 窓 口「 International

ガス管挙動」の相談をしていた Shell Analysis

Center」で教授と面接した結果、無事９月か

講座の教授から突然、
「会社を辞めて私の助手

らの大学院入学が認められた。少しでも授業

にならないか」との誘いを受け、これには驚

に慣れておこうと夏期講座を聴講してみると、

いた。過去に同様に留学した先輩がアメリカ

英語のスピードについて行けず

で転職を決めて帰国しなかった例が有り、出

新学期を控

え少々不安になった。

発前に人事部から「必ず帰って来るように」

いよいよ９月から Civil Engineering 専攻の

と何度も言われた理由がよく分かった。
【生活】

授業が始まった。読み書きに問題は無かった
のだが、最初の頃は案の定リスニングに苦労

11階建ての家族用アパートはキャンパス

した。特に Matrix Analysis 講座はチリ人教授

内に有り、ベランダ付きの広い居間と寝室、

で、強いスペイン語訛の為講義が十分に理解

そして大型冷蔵庫やオーブンの備わった台所

出来ない。親しくなっていたアメリカ人の友

に加えて地下に共用の勉強部屋まで用意され

人にその悩みを話すと、彼でも解かり難いと

ていた。勿論家具付きで家賃は冷暖房・光熱

の事で少しは気が楽になったが、教科書を徹

費込みで月126ドルは安かったと思う。食料

底的に読み込んでこれを補った。Soil Mecha-

品のまとめ買いには一番近いスーパーまで

nics 講座では教授と学生は向かい合って座り、

30分近く歩かねばならず、少し慣れてきた頃

議論をしながら進める授業だった。内容は理

に中古車を探し始めた。程なくして1068ドル

解していたのだが暫く全く発言が出来ずにい

で VW ビートルを購入し、近くのガソリンス

ると、その内に教授から無視されているのに

タンドで車検を受けると、ライト、方向指示

気づいた。勇気を出して漸く質問をした処、

器などの基本的な作動確認だけで合格。代金

教授はそれを待っていたかの様に嬉しそうな

は何とたったの２ドル！ この州の「車検」で

顔をして答えてくれた。ここでは積極的に自

は、性能は「自己責任」で走行に必要な最低

分の意見を言わなければ受け容れて貰えない

限の確認しかしない。ただ、翌年ニューオー

のだとつくづく感じた。Earth Pressure & Re-

リンズ迄往復3000㎞の旅行をした時に何度

taining Wall 講座の期末試験は提出時刻さえ

もトラブルを経験する羽目になったが、これ

守れば教科書を持ち込んでも図書館へ行って

もやはり「自己責任」である。国際運転免許

も構わないという初めての経験だったが、記

証は持っていたが、滞在が一年を超える為改

述式ばかりでかなり難しかった。構造設計演

めて現地で取り直した。筆記テストでは一回

習講座では、各自に与えられていたテーマに

目は不合格、二回目も同じ黒人女性試験官で、

ついて30分間プレゼンをした後、口頭試問を

今度はニヤニヤしながら間違っている個所を

受けることが期末試験だった。試験官は外部

指摘してくれた。その場で訂正して合格出来

のエンジニア３人で、次々に鋭い質問を投げ

たが、日本では考えられない事だ。

かけられ、答えに詰まると後ろで見守ってい

10月になってホストファミリーを紹介さ
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れた。大学からは図書館司書と美術教授を

も引っ張り出され、少々得意になっていた。

夫々リタイアしたグリーンさん姉妹、妻が通

しかしながら自国を紹介する留学生の祭典に

っていた教会からは、ご主人がフォード工場

出席した折、各国の学生は民族衣装を身に着

電気技師のキーリンさん夫妻だ。この二家族

け伝統的な踊りや歌等で自国を誇り高くアピ

には大変お世話になった。とりわけ後者は敬

ールしたのに、私はせいぜい妻が着物姿で舞

虔なプロテスタントで、特別裕福と言う訳で

台を歩き国旗を見せる事しか出来なかった。

はなかったと思うが何度も食事に招かれた。

「日本代表」を自負していた当時の私は、他国

私たちが初めて行った日のメニューは、パン

の学生の様に「自分の国」について熱く訴え

ケーキ、豆煮込み料理、紅茶等思いの外質素

る程のものを持っていなかった事を思い知ら

なものだった。畏まってスーツ姿で訪れた私

された。
【人種差別】

に「これからは自分の家だと思って気楽にジ
ーンズでおいで」と言われ、それ以来ずっと

ケンタッキーは南部そのものではないが境

家族同様の扱いをして下さった。しかしクリ

界州なので黒人差別はある程度予想していた。

スマスパーティの時には「今度だけはドレス

だが、都市計画の講義で「交通の便が良いダ

アップして来なさい」との言葉通り、多くの

ウンタウンに貧しい黒人が増えると、車を持

正装した客が招かれ、華やかに飾り付けられ

つ裕福な白人は郊外へ逃げ出す。郊外もまた

た部屋に御馳走が並び、これが思い描いてい

然り、この繰り返しでルイヴィルの街はスプ

た「本場アメリカ」だと感激した。この夫妻

ロール化が進んだ」と白人の工学部長が平然

からは妻が体調を崩した時や、大きな竜巻が

と言い放ったのには驚いた。
「BUSING」（強

襲来した時などにも適切なアドバイスを貰い

制バス通学）問題は既に数年前から全国的に

大変心強かった。帰国間際にはアパートに招

広がっておりテレビや新聞でも連日報道され

き、すき焼きなどでもてなし心許りのお返し

ていた。人種差別撤廃の為、公立学校の生徒

をした。

は白人も黒人も同じスクールバスで通学させ

この街に住み慣れてくると、人々との交流

ると言う政策に対し、ここルイヴィルでも白

から見えて来た事や、直接肌で感じた事が有

人は連日反対キャンペーンを張っていた。

った。アメリカと言う国が持つ他所者を受け

アパートの同じ階に黒人学生がおりその妻

入れる「懐の深さ」と「人種差別」との同居、

は日本人の元看護婦で、生活は貧しく奨学金

多様な価値観を許す「大らかさ」
、ふとした会

と Food Stamp（低所得者向け食料限定金券）

話から垣間見える「愛国心」や、豊かさから

で暮らしている様だった。一度誘われて彼の

来る「自信」等である。

実家を訪問したが、薄暗い散らかった部屋で

ルイヴィルの学校では世界地理を学ばない

子供達がマリファナを吸っていたのには肝を

との事で、その為かアメリカ以外の国への関

潰した。そんな驚きは有ったものの、互いの

心が薄く、自国が世界の中心だと思っている

部屋を行き来して、時には酒を飲む等親しく

節が有る。日本についての知識もここでは

していたが、白人と結婚している何人かの日

「フジヤマ、ゲイシャ、パールハーバー」位の

本人女性からは忠告された。曰く「短い滞在

時代で、お陰で唯一の日本人学生だった私は、

で帰るあなた達には分からないだろうが、日

本の紹介や通訳、果ては日本刀の鑑定にまで

本人の立場は難しい、アメリカで暮らしてい
13

くには常に白人の立つ位置にいなければなら

た街の20年の変遷を感じた。既に彼女等は住

ない」と。幸い留学中に白人から差別された

まいを処分して、二人でホテルの様な高層の

経験は無かったが、ニューオーリンズへの旅

老人ホームに入居していた。２、３階は介助

行中に車が故障した時、黒人のトラック運転

の必要な人が、４階以上は自立した人が住ん

手に大変親切にして貰った反面、同じ旅行中

でいるとの事で、彼女らは用意された様々な

にガソリンスタンドで黒人店員から「お前た

プログラムに参加し元気に老後を楽しんでい

ちには給油しない！」と言われショックを受

る様子で安心した。翌日はキーリンさん夫妻

けた。確かにイエローの日本人は複雑だなと

が、ルイヴィルの街や大学を車で案内してく

実感した。

れた後、懐かしい彼らの家で20年ぶりに食事

《南部訛》ルイヴィルの人達の話し言葉は鼻

をご馳走になった。まるで親元に帰った様な

にかかったフワフワした発音で間延びして聞

気分で近況報告や思い出話をしていると、こ

こえ、日本で習った英語とは随分違う。俗に

の長い空白が瞬く間に埋まった気がした。そ

いう南部訛だ。アパート入居後、早速街に買

してその昔、留学帰国時にも見送って貰った

い物に出かけたが、店員の話すことが殆ど分

同じ空港で、二度目の別れを告げルイヴィル

からない。後日ボストンへ旅行した時には、

を後にした。

ここにも特有の訛が有るそうだが私には奇麗

今回彼らに改めて感謝の気持ちを伝える事

な発音に聞こえ「これがアメリカ英語だ！」

が出来、やっと私の留学が「完結」した。そ

と思ったものだ。しかし一年余りの南部生活

の後彼らは次々に亡くなり、Xmas カードの

で訓練されたのか、帰国後ロンドンへ出張の

遣り取りも絶えて久しい。
【留学を終えて】

折、親しい英国人から「お前の発音には南部
訛が有るぞ」と冷やかされる程私の「南部英

振り返って見ると、社会人として未熟なま

語（？）
」は上達していた。

まで渡米して、ケンタッキーの田舎に僅か一

【再会】

年余り住んだだけの経験が、その後の人生に

昭和51年8月18日、様々な経験と「肉中心

何程の影響を与えたのかは分からない。しか

の食事（？）」により、心も「体」も一回り大

し当時の私にとっては全てが新鮮だったし、

きくなって無事帰国。お世話になったホスト

何よりも日本を離れて俯瞰的に「日本」を見

ファミリーとは、その後も子供の写真を送る

たり考えたり、また「日本人」である事を強

等ずっと手紙の遣り取りをしていたが、いつ

く自覚したこと、それが最大の収穫だったと

かもう一度会いたいと思い続けていた。月日

思っている。

は過ぎて20年近く経った平成７年にヨーロ

帰国後暫くガス導管の技術開発に携わって

ッパからアメリカ東部へ回る出張があり、こ

いた関係で、大事故の裁判サポートメンバー

れを逃せばもう会う機会は無いだろうと、休

になった。まさに留学時の研究テーマである

日を利用してルイヴィルへ立寄った。初日は

「土中のガス管挙動」そのものが大きな争点

グリーンさん姉妹の姉が空港で、
「ハーイ、ケ

の一つになり、責任者として改めて再現実験

ン」と懐かしい笑顔で迎えてくれた。彼女の

による検証を行い、無罪を勝ち取る重要な役

運転でダウンタウンに入るや否や、危ないか

割が果たせた。少しは会社に恩返しが出来た

ら直ぐにドアロックせよと言われ、長閑だっ

と思っている。
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（元大阪ガス理事）

［研究］

今や思い出の中にある私の研究生活
桂 義元

私の研究のほとんどは、京都大学胸部疾患

の発言が無かったら、私の人生はずいぶんと

研究所（最後は改組により再生科学研究所と

異なる道をたどったに違いない。

なった）で行った。35年間もお世話になった

上坂先生の専門は真菌や放線菌の分類で、

にしては、若い研究者が多く集まったわけで

真菌感染の研究へ手を伸ばそうと考えておら

もなく、こぢんまりとした研究室であったが、

れた。面接で言われたのは、
「真菌感染の研究

この場所で一通りのことはできたと思ってい

を少し手伝ってほしい。それ以外は自分の望

る。また、私の研究室で仕事をした人たちの

む研究をやってください。
」という一言であっ

多くが、京大やその他の大学等で指導者とし

た。とんでもなく鷹揚な話である。私は、
「胸

て活躍している（12人が教授に）ことも、望

部研としては結核の研究をする義務もあるで

外の喜びである。驚くべきことに、医学部長

しょうから、結核に関連する免疫学をやりま

をしていた湊長博君は京大総長になった。ま

しょう」と発言したと思う。実際に遅延型過

た、岩井一宏君は現医学部長である。紙芝居

敏症にかかわる T 細胞の研究をやったわけだ

でも見ているようで、ただ笑って眺めている。

から、約束は守ったと言える。

胸部研の助手として採用されたいきさつ

研究協力者たちについて

理学部の物理学科と動物学科に橋を架けた

研究のことは後回しにして、私のところで

感じで新しくつくられた放射線生物学教室の

研究を行った人たちのことを少し書いておこ

大学院生として、村松繁先生の下で免疫学の

う。実験研究は人手を要する。協力者は多い

研究を行っていた。そこへ、改組によって生

ほど良いのだが、医学系研究所の基礎部門に

まれ変わろうとしていた結核胸部疾患研究所

は大学院生など若い人はほとんど来てくれな

（胸部研）の細菌血清学部門〈注記１〉の上坂

い。医学部学生の大多数は臨床講座に進み、

一郎先生から、助手を募集している旨の話し

その一部は医学部の基礎講座に派遣される。

が舞い込んできた（1967年）。この話に乗っ

研究所の基礎部門に来てくれるなどは、よほ

たことで、その後35年間に及ぶ研究生活が始

どの例外である。ともかく、若い協力者を集

まった。じつは、上坂先生が理学部出身者を

めることは大変であった。ある程度の期間（２

採用しようという気になられたのは、泉孝英

～４年）私のところに居てくれた人は20人ほ

先生（京大名誉教授）の御意見によるものだ

どであり、短期間の人を含めても40人ほどで

ったらしい。当時から声が大きかった泉先生

あった。そのうちの10人ほどが、医学部の大

は、
「医学部にこだわっていたのでは研究所の

学院生または医局員であった。ほとんどは臨

将来はない」と言い続けておられたとか。こ

床講座の所属で、言ってみれば派遣社員的に
15

来てくれていたのである。

の成功をおさめていて、さらに発展させよう

他学部あるいは製薬会社から来た人は、私

という時期であった。私の研究の一部を担っ

の研究の一端を担うことを前提としていたの

たというより、研究全体を引き継いでそれを

で、与えたテーマで実験を担当してもらうこ

もっと先へ進めてくれた人である。この件に

とになる。一方、医学部出身者は自分がやり

ついては、後ほど詳しく書く。

たいテーマを持っている人が多く、そういう
研究について

人には自由にやってもらった。これら２群の
人たちの研究成果をふり返ってみると、それ

胸部研の助手になるにあたって、結核に関

なりに興味深い。私の仕事の延長線上で仕事

連する免疫学の研究をすることで上坂先生と

をすれば確実に成果が出る面があり、論文も

合意していた。結核にかかわる免疫反応は少

まとめやすい。その後に大きく成長した人も

しややこしいのだが、単純化して言えば遅延

いるので、一応のトレーニング効果はあった

型過敏反応（DTH）という細胞性の免疫が重

ものと思っている。一方、自分のテーマで研

要であることが、すでに知られていた。1968

究をやる人は基礎的な実験からすべて独力で

年頃には、抗体をつくる細胞（Ｂ細胞）が抗

やる必要があるので、スムーズに進まない面

体をつくるようになるには胸腺由来の細胞

がある。英語で書く論文も、書きなれた文脈

（Ｔ細胞）の助けを必要とすることが明らかに

を利用するというわけにはいかないので、少

された。追って、DTH もＴ細胞による反応で

し多めの苦労がある。ではこの人たちは失敗

あることが知られた。そういう状況で私が選

だったのかと問われれば、それは全く違う。

んだ研究テーマは、抗体産生を助けるＴ細胞

臨床医に戻った人もいるが、基礎研究を続け

（Th）と DTH を媒介するＴ細胞（Td）は異

た人の多くは大きく育って、それぞれが一家

なるものか、あるいは同じ細胞の異なる機能

をなすに至っている。自分で研究テーマを見

の発現なのかということであった。

つける人はもともと優秀なのだが、その研究

現在なら、Ｔ細胞を取り出してフローサイ

を若いうちに実際に行ったという経験が良い

トメーターで分離して調べれば簡単に分かる

結果に結びついたものと、私は思っている。

ことかもしれない。しかし当時は、そんな機

医学部出身者にも、例外はある。その一人

器があるわけがない。免疫方法を変えつつ、

は湊長博君（現総長）で、彼が私の所に来た

抗体応答と DTH 応答の偏りを調べるという

のは学部２回生の時であった。私も駆け出し

大変な作業を続けたのである。３年にもわた

の研究者（助手）で、指導するという立場で

る一連の実験で、Th と Td は別の細胞である

はなかったのだが、私がやってみたいテーマ

らしいと推測できるところまでこぎ着けた。

があったので一緒にやることにした。彼はい

これらの細胞を明確に区別あるいは分離する

つ講義に出ているのだろうと心配になるほど

ことができれば、免疫学研究に新たな展開を

実験に集中して、卒業までに研究をまとめて

もたらすはずだと考えられた。ちょうどこの

しまった。３篇の論文はいずれも最高レベル

頃、Ｔ細胞を培養系で無限に増殖させる方法

の雑誌に掲載された。あと一人は河本宏君

が開発されて、１個のＴ細胞に由来するクロ

（現京大ウイルス再生医科学研究所教授）であ

ーンが得られるようになった。この方法を取

る。彼が来たのは1994年で、私の研究が一応

り入れて、ある１つの抗原に特異的な Th ク
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ローンと Td クローンを得ることに成功した。

た。その後の研究で、胸腺でつくられる未成

私自身は、この研究成果は免疫学研究の歴

熟なＴ細胞が胸腺内で成熟する過程で、正の

史に残るほどの価値が有るかもしれないと思

選択と負の選択を受けるプロセスも明らかに

った。しかしながら、免疫学会で発表しても

なっていた。しかし、もう少し前のプロセス、

さほどの反響は無く、論文もまともな雑誌に

すなわち胸腺外から移行してくるＴ細胞をつ

は受け入れられなかった。研究をさらに進め

くりだす前駆細胞とはどんなものか、その前

るための研究費を受けることもできなかった。

駆細胞に対して胸腺環境はどんな作用を与え

「学会」と言っても、学問だけで動いているわ

てＴ細胞へと進ませるのか、前駆細胞が未成

けではない。人間の感情や打算で動く面もあ

熟Ｔ細胞になるまでにどのようなプロセスを

る。有力なグループの一員であれば、シンポ

たどるのか、さらには、それぞれのプロセス

ジウムなどで取り上げてもらって道が開ける

において細胞内でどのようなことが起ってい

こともあろう。などなどと思い悩んだすえに、

るのかなどという問題がある。研究の方向と

この研究を捨てることにした（少々軽率だっ

しては２つに大別できる。１つは胸腺環境の

たとは思っている）。しかし、医学関連の人が

働きで、あと１つは前駆細胞の分化のメカニ

あまり注目しないような領域で再出発したい

ズムである。私が選んだのは、後者である

という気分が強くなっていた。

（前者については、後にスイスの H. R. Mac-

私が Td クローン、Th クローンを発表して

Donald のグループが Notch-Delta の関与を

３年ほど後に、米国のグループが Th1、Th2

明らかにした）
。これは、免疫学を離れても発

の名称で私と同様の発表をした。すると、わ

生あるいは細胞分化のメカニズムを明らかに

が国の研究者も含めて、雪崩を打ったごとく

する研究としての価値が有ると考えられた。

に Th1、Th2と騒ぎ始めた。そしてこの仕事

研究の最初の段階は、主に私自身がやった。

をきっかけに、免疫細胞の研究は格段に発展

数年かかった実験で、胸腺内にある前駆細胞

した。私としては、少し残念でもあった。わ

は造血幹細胞とは明らかに異なっていること

が国民は相も変わらず西洋崇拝から抜けられ

が明らかになり、さらに造血幹細胞と胸腺内

ないのだと、思い知らされたものである。

の前駆細胞との中間レベルの細胞も存在する

研究分野を変える方向で動き始めたのは、

可能性が示された。この時点で、研究を幅広

1981年の頃だったと思う。まだ40歳を過ぎた

く展開することが可能と考え、国内的だけで

ばかりであり、新たな分野に挑戦する力も時

なく国際的にも協力してこの研究領域を活性

間も有ると判断した。

化するための活動を始めた。具体的には、胸
腺または T 細胞分化を研究している国内外の

新しい挑戦

研究者達と交友関係を築き、国際的な研究ネ

10年以上にわたって研究してきたＴ細胞を

ットワークをつくっていった。この努力が、

捨てたわけではない。この T 細胞がどのよう

1991年には KTCC（Kyoto T Cell Conference、

につくられるのか、そのメカニズムの解明を

注2）の設立として結実し、国内的、国際的

新たな研究テーマとして選んだのである。Ｔ

な交流が飛躍的に高まった。

細胞が胸腺でつくられることは、オーストラ

私たちの研究に話を戻そう。Ｔ細胞初期分

リアの J. Miller らによって明らかにされてい

化に関する研究の新しい展開を可能にした原
17

動力は、以下の３つである。

によって、Ｔ、Ｂ、ミエロイド３系列への分化

①前記のごとく、胸腺内の前駆細胞は骨髄

能を調べることが可能な実験系になると考え

の前駆細胞よりは分化が進んでいる。したが

た。この培養系で前駆細胞を１個ずつ培養し

って胸腺内では分化の多様性が限定されて行

て、そこから分化増殖した細胞を解析すれば、

く過程が見られる可能性があると考えた。

各前駆細胞の分化能を確実に知ることができ

②Ｔ細胞分化のための培養法の画期的な改

るはずである。この方法は、おそらく確実に

良ができた。これは、日本たばこ（JT）から

成功すると私は考えた。方法が確立されれば、

来ていた渡部良広君（現金沢大学教授）が行

従来法ではとてつもなく難しかった分化能の

ったものである。当時はＴ細胞分化誘導には

解明がいとも簡単にできるはずである。

胸腺環境が不可欠であった。具体的には、胸

この実験を私自身がやるのは無理である。

腺環境としてマウス胎児胸腺中のＴ系列細胞

HOS 培養もフローサイトメーターによる細

を除いたもの（dGuo-FT）を用いていた。し

胞の解析も、私にはできない。この実験を誰

かも、培養は培養液と空気の境界領域で行う

にやらせるかによって、研究室の将来が大き

必要があり、細胞分化のプロセスを解明する

く左右されるにちがいないと思った。当時、

には困難が伴うものであった。渡部君は、こ

私の研究室に４人ほど仕事ができそうな若者

の培養を液中で行えるように改良した（HOS

がいたのだが、私が選んだのは河本君であっ

培養）
。この改良で、下記③の実験システムの

た。河本君は来て間もなかったのだが、この

開発が可能になったのである。

人の潜在力は高そうだと判断した。

③MLP アッセイのアイデアを思いつく。こ

この実験法は、Multi-Lineage Progenitor

のアイデアを得たいきさつについては私の

Assay（MLP アッセイ）と名付けた。実験を

HP に詳しく書いているので省略して、重要

始めて２か月ほどで、個々の前駆細胞のＴ、

な点を略記しよう。血液系にしろＴ、Ｂリン

Ｂ、ミエロイド系列への分可能を明らかにす

パ球系にしろ、前駆細胞の実験研究では多数

ることができることが分かった。ここからは、

（10 個レベル）の細胞を培養して行われてき

Ｔ系列に限らず造血系列の多様な前駆細胞の

た。これでは、分化能を解明することはほと

分可能に関するデータが次々に得られて、造

んどできない。前駆細胞を含む細胞分画を得

血における細胞分化のプロセスの全体像を明

たら、そこに含まれる細胞を１個ずつ培養し

らかにすることができた。そしてこの研究成

て、その分化能を明らかにすることが必要で

果は、国内外で広く受け入れられた（注3）。

あると考えた。培養条件として重要なことと

KTCC などで人脈を築いてきたことも、国際

は、Ｔ細胞への分化誘導だけでなくＢ細胞へ

的に認められることにポジティブに作用した

もミエロイド細胞へも分化誘導できるように

と思う。2002年には、創刊まもない Nature

培養条件を設定する必要がある。実は胸腺環

Rev. Immunol. 誌の依頼で “Opinion” として

境は、Ｂ細胞分化もミエロイド細胞分化もあ

私たちの成果を紹介する機会を得たことで、

る程度はサポートできる。したがって、上記

より広く知られるとともに、単一細胞培養実

の HOS 培養にＢ系列細胞の増殖をサポート

験の重要性が広く認識されるようになった。

するサイトカインとミエロイド系列細胞の増

私の京都大学での最後の数年間は、データ

殖をサポートするサイトカインを加えること

を論文として発表することに専念することが

6
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できた。研究は河本君が引き継いで、もっと

できたし、それなりの成果を得ることもでき

詳しく調べるとともに、分子レベルでの仕事

たと思っている。KTCC をつくったことで、

へと進めている。定年後もしばらくは、河本

国内外の多くの人達と交流することもできた。

君の理研の研究室で勉強させてもらった。有

定年後に、自分が望んでいた本を書くことも

意義で幸福な時間であった。研究成果を詳し

できた。というわけで、感謝以外に言うべき

く説明するのは無理なので、日本語で書いた

ことがない。

総説などをいくつか引用しておく（文献1-4）。

2016年に最後の本を書いた時点で私の研
究生活は終わりということにした。それゆえ、

無反応のグループもあった

この拙文のタイトルの通り、研究は「思い出

当時、血液細胞分化の研究は、国際的にも

の中」のものとなった。現在は、かねてから

進んでいない状況であった。とくにわが国で

興味を持っていた近現代の歴史の裏話などを

は “ストカスティックモデル” などと言って、

勉強している。それを話題に友人達とお酒を

ほとんど無意味な理屈がはびこっていた。そ

飲むのを楽しみに、行きかう日々を過ごして

ういう状況の中で私たちは、MLP アッセイを

いる。

（京都大学名誉教授）

赤血球系列の分化を含めて解析できるように
〈文献〉
１．河本 宏, 桂 義元：Ｔ細胞系列を含む造血に
ド、赤血球の各系列への分化プロセスを明ら
おける分化決定に関する考察 臨床免疫，33(1)6575, 2000.
かにすることができた（ミエロイドベースモ
２．河本 宏, 桂 義元：造血幹細胞からのリンパ
デル）。
球分化 医学のあゆみ194(14), 1057-1064, 2000.
一連の仕事で、ストカスティックモデルな
３．河本 宏, 桂 義元： “リンパ球系列” という既
成概念からの解放―血液細胞分化研究におけるパ
んてものは無意味なことが分かったとも言え
ラダイムシフト 科学 79(6)605-614, 2009.
る。日本の血液学者としては、われわれに戦
４．Yoshimoto Katsura: Redefinition of lymphoid Proいを挑んでくるか特別講演を依頼してくるか、
genitors. Nature Rev. Immunol. 2 127-132, 2002.

改良して、造血幹細胞からＴ、Ｂ、ミエロイ

いずれかしかないだろうと考えていた。しか
〈注記〉

し実際には、ほとんど全く動きが無かった。
２年ほど後に、ややマイナーな血液系の学会

１．細菌血清学：この時期の大学には、免疫

からシンポジウムへの招待が来た。たしか司

学教室または免疫学部門というのは無かった。

会者が日本の血液学の指導的立場にある１人

細菌血清学部門というのが京大と東大につく

だったと思う。面白い議論ができると期待し

られていて、これが免疫学研究を行う場所と

て話に行った。しかしながら、講演終了後に

いう意味だった。1967 年当時には世界的に免

何人かと話す機会があったのだが、本質から

疫学研究が活発化していて、その流れを汲ん

ずれた会話に始終した。
「学会」とはこんなも

でわが国の大学でも研究が始まっていたのだ

のかと、考え込んでしまった。

が、細菌血清学部門はほとんど機能していな
かった。研究は主に、各大学に存在していた
細菌学教室で行われていた。

おわりに

２．KTCC (Kyoto T Cell Conference)

長年にわたって大学で自由に仕事をさせて

Ｔ細胞研究を中心に免疫学の発展を目指し

もらったので、自分が望む研究をすることが
19

て、日本発の国際的に通用する研究会をつく

Ｔ、Ｂ両系列に分化し得る前駆細胞として実

ることを目指した研究会として1991年に設立。

際に存在するのは p-MTB で、p-MTB からつ

泉先生には資金面で助けてもらった。現在は、

くられるのは p-MT と p-MB であり、p-TB

ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカの類

はつくられない。この成果に基づいて「ミエ

似の研究会と連携して大きなネットワークを

ロイドベースモデル」を提唱したのである。

つくって活動している。

これに対して、p-TB が存在すると主張して

３．私たちの造血プロセスの研究成果が示し

いたアメリカの I. Weissman グループが強く

たことの一つに、
「Ｔ、Ｂ系列に特化した段階

反対した。例によって、日本人の一部もこれ

（p-TB）は存在しない」ということがある。

に同調した（HP 参照）。

新刊紹介
手には、高度な医療・看護の技術だけで
なく患者や家族の心と向き合い、その尊
厳を保障するために高い人権意識と倫理
観が求められます。
本書は、そのための人権や倫理とその
実践のノウハウを平易に解説します。人
権や医療・看護の倫理の修得は、患者の
権利擁護や自己決定の手助けになり、質
の高い医療サービスの提供にもつながり
ます。
本書は、まず①人権の意義・内容につ
いて述べ、②患者―医療者の関係をどう
最善にできるかという、医療・看護の現
場で役立つ倫理のアプローチの基本や
「患者の権利章典」を紹介します。また③
村岡 潔、山本克司 編著

医療現場で問われる「老い」と「認知症」

医療・看護に携わる人のための人権・

や、④医療の倫理的課題に対する様々な

倫理読本

解決法も挙げています。さらに⑤看護倫

法律文化社 2021

理や、⑦医事法学から観た医療事故や医

（定価 本体 2,300 円＋税）

療訴訟、最後に⑧応用練習としてケース・
スタディ（事例研究）もついています。

本書は、医療現場で働く人々や、それ

本書は、人権や倫理を医療・看護の現

を目指す医学生・看護学生、さらには介

場で実践的具体的に展開する指針とし

護者や社会福祉士のような医療・看護の

て、多くの人に活用されることが望まれ

現場に携わる人々向けに編まれた人権・

ます。

倫理の手引書です。こうしたケアの担い

（村岡
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潔：佛教大学名誉教授）

［研究］

吸入ステロイドと私
石原享介

第一線から退き、原稿書きという世界から

このような中、過去数年間に意識を失った

しばらく遠ざかっていましたので、投稿依頼

り、気管内挿管を受けたいわゆる致死的大発

には、しばし当惑しましたが、記憶を辿り過

作経験例の予後を調べたのです。このような

去の拙文も参考にしながら振り返ってみたい

例はたとえ生還してもその後の発作での死亡

と思います。

率が高いことが経験的に知られていました。
ところが大発作後に吸入ステロイドが処方さ

呼吸器内科医の仕事は多岐にわたりますが、

れた例とそうではない例とでの予後を比べる

昭和50年代後半、喘息診療は大きなウェイト

と明らかに前者が優れていたのです。いや死

を占めていました。卒後10年、喘息診療に自

亡例もほんとんど見られず、後者では多くの

信を失っていく自分を意識しはじめていまし

死亡が見られたのです。吸入ステロイドが喘

た。外来処置室での点滴、減らない発作入院、

息患者の予後を改善する。これは喘息治療で

そして喘息死亡。教科書的記載と現実との大

悪戦苦闘してきた臨床医としての直感でした。

きな乖離を知るにつけ、言われるほどの喘息

吸入ステロイドを加えた吸入指導を徹底して

診療の進歩を実感できなかったのです。学会

みると、その手応えが全く従来の治療法と異

での議論は何処か別世界でのようなところで

なっているのに気づくのに時間はかかりませ

した。

んでした。『今までの生活は何だったんだろ

昭和62年頃であったでしょうか、当時、β2

う』です。喘息発作が激減し、外来処置室の

刺激薬の定期吸入療法が言われている時代が

風景が一変しました。何より喘息死亡を経験

ありました。気管支拡張薬中心の多剤内服療

することが無くなったのです。

法を止め、β2 刺激薬定期吸入療法に変更する

しかし、喘息という疾患を真の意味で教え

ことにしまた。吸入をうまく行わせるために

てくれたのはピークフロー自己測定であった

吸入指導にはとくに力をいれました。これは

かもしれません。喘息が変動の多い濃淡のあ

予想外の効果をあげました。つまり、吸入指

る病態であるにもかかわらず、いかに濃淡の

導を通じて患者の QOL を常に意識しはじめ

ない治療を行なってきたことか。病態の変動

たということです。いままでの内服薬処方を

に合わせて吸入ステロイド量を増減する必要

中心とした時代とは大きな違いでした。しか

性に気づきました。その時代、喘息の病態解

し、β2 刺激薬定期吸入の時代も長くは続きま

明の最大の進歩が「喘息が好酸球を中心とし

せんでした。つまり、自覚症状を完全にコン

た慢性炎症である」という認識への到達とい

トロールするのは困難であり、その限界は気

うことを知らなかったわけではありません。

管支拡張薬内服と同様明らかでした。

しかし、吸入ステロイドを使用して初めて、
21

その効果を実際に知り、喘息の病態を理解し

験も多様であるゆえに、喘息治療は個々の場

たのです。実は、われわれはステロイドが喘

合に応じて設計されるべき、いわゆる私の治

息に一番効果があることを知っていたのです。

療『さじ加減』をわが国の伝統的美徳ととら

どうしようもなくなればステロイドを使って

え、ガイドラインは日常臨床のあくまで参考

きたのです。全身投与でしたが。

にすぎないとする考えが色濃く残っていまし

これら臨床経験を学会で発表し、講演など

た。

で発言の機会を得ましたが、冷ややかな受け

ガイドラインのコンセプトは、はっきりと

止めがある一方、若手臨床医を中心に熱烈な

医療の標準化を目指したものであるべきと考

支持を得たのです。海外の学会での評価も高

えます。大方の患者を誰でもが、効率的に安

かったと思いますが、それを一流英文雑誌に

価で治療しようというものであり、特殊な難

載せる力量を欠いていました。しかし吸入ス

治例は別途に考慮するというものです。多く

テロイド中心治療がわが国において標準化す

の科学的に理にかなった新薬が登場した現代

るのに時間を必要とはしませんでした。NHK

でもそれは変わらないと思います。吸入ステ

の長寿番組「今日の健康」にも出演しました。

ロイドを主役とする治療は当分続くでしょう。

喘息死亡はその後目に見えて減少しました。

何れより使い易く、強力かつ安全で安価な薬

その当時、欧米ではピークフローを客観的

剤が登場するのでしょうが、それは何時にな

指標としそれを吸入ステロイドの増減でコン

ることでしょうか。

トロールしようというガイドライン時代に入
りつつあったのです。わが国でも日本アレル

稿を終えるにあたり医師人生での最後にな

ギー学会が平成５年にガイドラインを発表し

るであろう機会を与えていただいた泉名誉教

ました。基本コンセプトは同じであるのです

授に心より御礼を申し上げます。

が、いわゆる国内の伝統的治療である各種の

（元神戸市立中央市民病院副院長・呼吸器内

内服薬の併用も同列に記載されていました。

科部長）

とくに、喘息の病態は多様であり、医師の経
［付記］1987年12月、久しぶりに北欧の病
院を訪れて、吸入ステロイド療法の普及によ
って、喘息発作による入院患者は皆無になっ
ていることに驚きました。帰国してみて知っ
たことは、すでにわが国でも石原享介（神戸
中央市民病院）
、中島明雄（済生会下関病院、
故人）、藤村直樹（国療比良病院、故人）と在
野の先生方によって吸入ステロイド療法の導
入が行われていることでした。1994年11月、
「喘息治療の革命」を目指して、小林節雄（群
馬大教授、故人）
、石原先生と共に「対話 喘
息の治療」を刊行しました（泉

孝英）。
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［研究］

ポンペイ遺跡の『外科医の家』出土の外科器具
坂井 聰

筆者は、ローマ考古学を専門としている。

ラーノ門ほど近くの

メインフィールドであるポンペイ遺跡で発見

『外科医の家』と呼ば

された外科器具について拙文を書かせていた

れる家屋である（地

だいた。

図）。石灰岩の大きな

イタリア半島南部、ナポリ付近に位置する

切り石を積み上げて

図２『外科医の家』外観

ポンペイ遺跡は、西暦79年のヴェスヴィオ火

構築された家（写真）

山の噴火によって埋没した、世界的に著名な

は、古色蒼然とした風合いを醸し出しており、

ローマ時代の遺跡である。他の多くの遺跡と

実際この家はポンペイ遺跡の中でも最も古い

は異なり、極めて短時間に埋没し、またその

家の一つといわれている。

火山堆積物が遺構や遺物の保存には適した環

ポンペイ遺跡の公的な発掘調査は1748年に

境を提供したので、西暦79年というローマ文

始まったが、鉄製及び青銅製の外科器具は

明最盛期の都市生活が保存されることになっ

1770年にこの家の一角から、約40点出土した。

た。

ローマ時代の外科器具には木材や獣骨などの

この町から出土した数々の遺物や壁画は、

有機材料が多く使われていたため、完形品の

ローマ文明の水準が如何に高かったかを物語

遺物として現存するのはほとんどこの家から

っている。ここで紹介する外科器具も目を引

の出土品に限られる。どのような器具が出土

く遺物である。これらの道具が出土した場所

したか、以下順番に見ていきたい。なお（

は、ポンペイ遺跡西北端にある城門、エルコ

内にはラテン語あるいはギリシア語の名称を

）

記す。
外科医の家
エルコラーノ門

１．メス（scalpelum：ラ）
ローマ時代には鉄器が広
く普及していたので、刃先
の部分は鉄でできている。
一方、握り手の部分は、錆
が出ないよう青銅が使われ
る。刃の長さは様々であり、
長いもの（刃先17～18㎝）
は患部が深い傷に、短いも
図１ ポンペイ遺跡と『外科医の家』の位置
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の（刃先12～13㎝）は、患

５．骨用のピンセット（ostagra：ギ）

部が微細なものに使われたと思われる。また
両端に異なる形状の刃が付いたものもある。

頭蓋骨手術の際に骨片を取り除くためのも

一端は鋭く平らであ

の。２本の刃は、梃の支点を支えつつ、つま

り、反対側には匙や

む部分の力を増加させ、しっかりと挟み込め

削りナイフ、あるい

るよう、弓なりになっている。刃の内側はの

はヘラ状のものが付

こぎり状になってい

いている。

る。抜歯にも用いら
図３ メス（スカルペル）

れた。

２．鈎針（acutus：ラ）

図７ 骨用のピンセット

今日の外科道具と同じ機能を持つものがこ
の鈎針である。材質は青銅あるいは鋼である。

６．腹部用ピンセット（volsella abdominis：

基本的には二つの形態がある。角のない形状

ラ）

のものは、解剖のためのゾンデ、あるいは毛

様々な組織をつまむためのもの。先端部は

細血管等を持ち上げるためのもの。鋭くとが

つまむ力が強くなるよう内側にカーブし、解

った形状のものは、筋繊維をひっつけたり、

剖にあたって患部を

傷口を広げたりする

拡げたり、除去した

ためのものである。

りするために用いら
図４ 鈎針

れる。
図８ 腹部用ピンセット

３．携帯用ゾンデ収納器（theca vulneraria：

７．骨用の梃（mochiskos：ギ）

ラ）
円筒形のこの筒は、ゾンデや掻爬器など繊

骨用の梃は折れた骨を持ち上げたり、陥没

細な道具を収納するために用いられた。ヒポ

したりした骨をもとの状態に戻すため、必要

クラテスは往診の際

不可欠である。一番上のものは、２つの器具

にそのような道具を

を上下があべこべになるように接合したもの
である。当時の文献には「頭蓋手術中に、骨

使うと述べている。
図５ 携帯用ゾンデ収納器

片が患部以外のとこ
ろに落ち込んでしま

４．ピンセット（volsella：ラ）
ピンセットは骨片や矢尻のような物体を取

ったとき、患部以外

り除くものであり、鋼あるいは青銅で鍛造さ

の骨を持ち上げると

れる。長さは20㎝ほどで、外科医の手が滑り

きにも必要」とある。
図９ 骨用の梃

にくくなるように、握手に装飾が施されてい

８．焼灼器（ferrum candens：ラ）

る。かなりの数が見
つかっているので、

患部の焼灼に用

外科用だけでなく毛

いられ、一方の先端

抜きのような用途に

は尖り、もう一方に

も使われていたもの

は平たいへら状のものが付いている。へら状

と思われる。

図10 焼灼器

の部分を熱し、患部やその周辺を炎症から守

図６ ピンセット
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ったり、止血のために用いられる。癌にも用

患部に塗るときに使

いられた。新組織生成が熱により損傷する危

われた。医療以外に

険もある。

も、絵画など全く違
う用途に使われるこ

９．導管（plumbea fistula：ラ）

ともあった。

鼻や膣などに挿入し、器官収縮あるいは固

図13 ヘラ

着を防いだり、薬品を注入するための鉛ある
12．吸盤（吸い玉）（cucurbitula：ラ）

いは青銅製の大きさ
様々な導管である。

吸盤は痛みや病を体から吸い出すことがで

さらに器官内部に治

きるという想定で用いられた。初期のものは

療あるいは洗浄のた

吸い口を皮膚につけ、導管を介して人の息で

め液体を導入したり、

吸い出すものであったが、後には空気を熱し

逆に血液や胆汁、膿

膨張させることで吸引するタイプのものが現

汁を排出するために

れた。大きなものは体幹部、臀部や腿、小さ

も用いられる。

なものは腕に用いられた。また古代ローマで

図11 導管

は瀉血が広く行われていた。ガレノスは、血
10．外科用鋏（forfex：ラ）

液が最も重要な分泌液と考え、そのためその

長さや頑丈さ、刃

管理を厳格にする必

の角度などは様々で

要があると考えた。

あるが、日本の伝統

そのため、
「余分」と

的な裁ち挟と同じ形
状をしている。用法

考えられた血液を瀉
図12 外科用鋏

血したのである。

には不明な点が多いが、皮膚や筋肉、導管あ

図14 吸盤（吸い玉）

13．男性用カテーテル（catheter：ラ）

るいは臓器を解剖したり、縫合糸を切ること
に使われたと思われる。下のほうに切刃がつ

青銅製の細い管で、小さな穴が開いている。

けられており、上側は握り手の部分を輪状に
折り曲げて形作る。親指と薬指で握り、人差
し指は裁ち方をうまくコントロールできるよ
う下側の刃に添えられていた。切開する部分

図15 男性用カテーテル

14．浣腸器（enema：ギ）

がよく見えるよう、刃先を垂直方向にして使
われた。

ケルススは腸の液体による洗浄の必要性を
認識し、それを処方

11．へら（spathomele：ギ）

し実践していた。エ

オリーブの葉状の形をしたへら。棒の両端

フェソスのルーフォ

にへらを付けたタイプもある。牽引子として

スなる者は、多くの

使用された可能性もある。外科器具というよ

症例に浣腸を治療法

りは薬品用である。薬品を掻き混ぜ、薬品を

として適用するため
25

図16 浣腸器

の小冊子を書き、中には腎臓病による腸の圧

する」とある。またとくに肛門を見る器具を

迫を防ぐため、小容量の浣腸を勧めている。

katopter という器具名で呼んでいる。ポンペ

後２世紀の伝記作家スウェトニウスは、皇帝

イ埋没後の後２世紀には、ローマ世界で広く

ネロが「張りのあるよく通る声」を出すため

用いられる器具となり、当時の高名な医師ア

に、浣腸を多用していたと伝える。

ルキゲネスは子宮頸部の観察に、この器具を
推奨している。

15．口蓋垂用鉗子（staphylagra：ギ）
古代では口蓋垂を切除する際に出血を防止

以上が、
『外科医の家』出土の外科器具の概

するために、鉗子でつまみ、切除するという

要である。しかしこのような器具を通して気

ことが行われていた。ヒポクラテスは鉗子を

になることは、当時の手術や外科治療で果た

外科医の必需道具として挙げている。口腔や

して麻酔のようなものが使われていたのかど

鼻腔などから排出す

うかということである。もちろん近代的な麻

るものに対して、強

酔薬は存在しなかったが、古代エジプトでは

くしっかりと充てる

すでに大麻が知られており、ローマ時代にも

ということが必要で

使用されていたとされるが、これらはイタリ
図17 鉗子

あった。

アでは自生せず、東方から輸入しなければな
らなかった。より一般的であったのは芥子や

16．膣鏡（speclum uteris：ラ）

マンダラケ（紫華鬘）を粉にして、ワインに

ローマ時代の外科道具で最も目を引くのは、

溶かしたものであった。マンダラケはイタリ

膣鏡である。２つ（３つあるいは４つのタイ

ア半島に自生していた。ヒヨス（henbane）

プもある）の弁を先端につけた、弓なりにな

の種なども使われていたとされる。いずれに

った挿入肢が、ねじの力で開閉されるように

せよそれほど強い効き目は期待できず、外科

なっている。ヨーロッパでは同タイプのもの

処置はできるだけ早く終わらせることが必要

が18世紀くらいまで使われていた。ローマ時

であった。また術後の処置としては、出血が

代の産婦人科に関する記述では、診断や、至

激しい場合は、鉄分を多く含む食材を与え、

急ないしは膣の損傷

炎症を鎮めるには傷跡にターメリックを処方

治療のため、この器

したが、これもまた東方から輸入しなければ

具を推奨している。

ならない高価なものだったので、代わりによ

しかし現存する物は
極めて少数である。

く使われたのは広く自生するローズマリーで
図18 膣鏡

あった。また鎮静剤には古くから柳の樹皮
（salix）を粉にしたものを塗った湿布が使われ、

17．直腸鏡（hedrodiastoleus：ギ）

術後の消化不良や便秘にはタンニンを含む植

直腸鏡は、早くもヒポクラテスが痔瘻の治

物（樫の樹皮）や亜麻仁が用いられた。

療で用いると言及し

ローマ時代の医学書に関しては、２世紀の

ている。
「患者を仰向

ガレノスがよく知られているが、ポンペイ遺

きに横たえ、腸内潰

跡が埋没した後１世紀に活躍した人物として、

瘍部を直腸鏡で検査

アウルス・ケルソス（Aulus Cornelius Celsus

図19 直腸鏡
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前25年頃～後50年頃）が挙げられる。『医学
論』De Medicina という浩瀚な医学書を著し
たが、自身は医学者ではなく『博物誌』で知
られる大プリニウス（Gaius Plinius Secundus、
後27年頃～79年、ポンペイ遺跡を埋没させた
79年のヴェスヴィオ火山噴火により落命する）
と同様の該博な知識を持つ人物であり、おそ

7．下顎骨の骨折について 8．鎖骨の骨折 9．肋骨
の骨折 10．上腕骨、大腿骨、その他の骨折 11．
脱臼について 12．下顎骨の脱臼 13．頭部の脱臼
14．脊椎の脱臼 15．肩の骨（上腕骨）の脱臼 16．
肘の脱臼 17．手首の脱臼 18．てのひらにおける
脱臼 19．手の指の脱臼 20．大腿骨（股関節）の
脱臼 21．膝の脱臼 22．足首の脱臼 23．足の骨
の脱臼 24．足の指の脱臼 25．傷を伴う脱臼につ
いて

らくこの『医学論』は百科事典的な著作の一

以上が『医学論』の中の外科に関する記述

部であったと考えられている。本書は８巻か

の梗概であるが、改めて多岐にわたる診察内

ら構成されており、第１巻は医学の歴史、第

容の豊富さに驚かされる。ポンペイ遺跡から

２巻は病理学全般、第３巻は個々の病例、第

出土した外科器具は間違いなくこのような治

４巻は人体組成、第５巻および６巻は薬学、

療に使われていたであろう。

第７巻は外科、そして第８巻は骨整形外科を

当時の外科的処置の様相を描写していると

扱っている。この度、拙文をまとめる中で改

思われるフレスコ画（下図）が、ポンペイの

めて文献を捜索したところ、すでに本書が岩

「シリコの家」から出土している。敵の矢によ

手医科大学の『医事学研究』紙上に（第１巻

り傷を受けたアエネーアス（トロイの落ち武

1986年～第16巻、2001年まで16回にわたり

者で、後にイタリアに逃れローマ建国の祖と

連載されている）
、石渡隆司、小林晶子両先生

なる）を鉗子で手当てする医師ヤピュクスを

により日本語訳がされていることを発見した。

描いている。ウェルギリウスの叙事詩『アエ

外科にかかわる第７巻と第８巻の目次内容を

ネーイス』の最後に登場するエピソードであ

転載させていただく。

る。左上の女神はアエネーアスの母であるウ
ェヌス女神である。これを最後に紹介し、拙

第７巻 1．打撲傷 2．皮膜を持つ膿症 3．外科
治療における良い兆候・悪い兆候 4．瘻 5．飛び
道具の摘出 6．頭部に生じるトゥベルクルム（皮様
嚢腫） 7．眼の障害 8．耳の治療 9．耳（詰まり
による難聴、ピアス）の治療 10．鼻のポリープ 11.
オザエナ 12. 口の障害 13. 頸部～甲状腺の腫れ
（ブロンコケレ） 14．へそ～へそヘルニア 15．水
腫における水の排出 16．怪我等による腸の体外へ
の脱出 17．腹膜の破裂による腸の脱出 18．精巣
の構造と病気（障害）の種類 19．精巣の治療～鼠
蹊部、陰嚢の切開および各種皮膜の切除 20．精巣
への腸の脱出 21．精巣への大網の脱出 22．精巣
における脈瘤 23．皮膜の間に肉が増殖した場合
24．鼠蹊部の脈瘤 25．陰茎の治療 26．尿道結石
および膀胱結石 27．結石手術の後にできる癌 28．
女性性器（膣の入り口）の癒着 29．死亡胎児の摘
出 30．肛門の病気 31．足の脈瘤 32．指の癒着
33．ガングレネ（壊疽）
第８巻 1．全身の骨の形や仕組について 2．骨に
共通の治療法 3．骨の切除 4．頭蓋骨の骨折につ
いて 5．鼻の骨折について 6．耳の骨折について

文を結ばせていただく。（同志社大学講師）

図20 傷の手当てを受けるアエネーアス
（ポンペイ出土のフレスコ画）
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［研究］

地下を診る最先端技術
芦田 讓

はじめに

約1.7倍の大陸棚が国連で認められました。日

私は1967年に京都大学理学部地球物理学

本の国土は世界で61番目ですが、大陸棚を含

科応用地球物理学講座を卒業し、石油資源開

めた国土は世界で５番目です。この意味では

発㈱に入社し、当時石油開発分野でアナログ

日本は島国ではありますが海洋国家でもあり

からディジタルへの変革に対応する研究開発

ます。

分野に配属され、その後中国の渤海湾や新潟

以下に私が生業としてきた物理探査につい

県の岩船沖油・ガス田の発見に貢献しました。

て、医療診断分野との類似点を中心に述べさ

それらを纏めて東京大学工学博士を取得した

せていただきます。

ところ、1986年に京都大学工学部資源工学科
１. 物理探査とは

に招聘されました。これらの過程で、①地球
の回転速度が遅くなり、一日の時間が長くな

物理探査とは、物理特性を用いて地上、海

っていること、②月が毎年約２㎝地球から遠

上あるいは空中から地下構造形態や物性値を

ざかっていること、③世界の油田が枯渇する

求めて、地球内部構造の解明や石油・天然ガ

こと等から、
「この世の中のものはすべて有限

ス、石炭、各種金属、地熱等の資源の開発、

である」との認識を抱くようになりました。

断層の存否を調べその断層が動いた場合の揺

石油の枯渇に関しては、世界の石油の可採

れの程度を予測する技術です。物理探査技術

年数（現在の確認埋蔵量を現在の年間生産量

の種類と用いる物性値を表１に示します。

で割った年数）は40年とされています。有限

どの技術を用いるかは、対象とする分野に

なものを生産する場合、必ず生産のピークが

より異なります。その際に考慮すべき事項と

あります。石油の場合はオイルピークと呼ば

して透過深度、信号対雑音比、分解能があり

れています。ピークとかバブルはその渦中に

ます。

いるときはそれと気付かず、過ぎてからピー

透過深度とは、どれ位の深度からの情報が

クだった、バブルだったと認識します。した

得られるかということで、主として信号を発

がって、先を見越して対策を立てるリスクマ

信する装置の出力規模により規定されます。

ネージメントが必要です。私はその対策とし

透過深度は地下数㎞に達する場合もあります。

て、エネルギーと食料の自給自足を目指す持

信号対雑音比とは、ノイズを抑制し信号を

続可能・地方分散型社会の構築の必要性を訴

強調して高品質の記録をとるための技術です。

えてきました。また、地下探査の専門家とし

そのために多くのデータをたし合わせるとか、

て、国連の海洋法条約による大陸棚画定にも

各種のフィルター操作が提案されています。

関係しました。2012年4月に国土 (37万㎢)の

分解能とは、どれ位薄い地層まで識別でき
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表１ 物理探査と利用する物理現象
探査法の名称
弾性波探査法
(地震探査法)

電気探査法

電磁探査法

代表的な手法
直接法
屈折法
反射法
直流比抵抗法
誘導分極法(IP法)
複素比抵抗法
(CR法またはSIP法)
自然電位法
電磁法(EM法)
地磁気地電流法
(MT法)
CSMT法
VLF法

地中レーダ探査法
重力探査法
磁気探査法
放射能探査法
地温探査法
リモートセンシング

図２に示す地下構造図ができあがり
着目する物理量

ます。これは原理的には、医療診断

弾性波速度(P波・S波)
音響インピーダンス

分野の超音波検査法に相当すること
です。

比抵抗
比抵抗
充電率
時定数
周波数依存性
電位分布異常

図２(a)は東北地方の金華山沖の
記録です。左側が日本列島、右側が
太平洋です。
「A」の水深は1,500m/s
×10s/2=7,500m です。
「B」は太平
洋プレートの日本列島への沈み込み

比抵抗

です。
「C」はモホロビッチ不連続面
電磁波速度(誘導率)
反射係数(比抵抗・誘導率)
密度
磁化率
γ線強度
温度，熱伝導率
電磁波の反射・散乱

るかということです。

と呼ばれる地球内部の地殻とマント
ルとの境界です。
図２(b)は京都市内の堀川通の北
山通から淀の三川合流地点までの地
下構造断面です。京都市内の基盤構

図２(a) 太平洋プレートの日本列島への沈み込み

透過深度、信号対雑音比、分解能等の観点
から、地下を診る技術として最も多用されて

A

いるのは反射法地震探査です。
B
２. 反射法地震探査とは
図１ 反射法地震探査の原理

C
10sec

図２(b) 京都市内の地下構造図

反射法地震探査の原理を図１に示します。
震源で人工的に弾性波を発生させ、地中を
伝播して地中の密度と弾性波伝播速度の異な
る地層境界で屈折、反射し、地上に返ってく

A

る反射波を受振器で受振し、記録装置で録音
し、コンピューターで処理を行い、最終的に
29

造とともに、
「A」に示す地表では確認できな

図３ 二次元探査法と三次元探査法の震源と受振
点配置

い伏在断層の存在が明らかになりました。
図２(c)は私が主導して発見した新潟県岩
船沖の試油テストの光景です。

(a) 二次元調査法

図２(c) 岩船沖油田における試油テストの光景

(c) 三次元調査の
反射点分布
(b) 三次元調査法

震源と受振器を直線状に設置する二次元調査
でした。波動は実際には三次元的に伝播する
ので、周囲からの波も直下からのデータとし
て取り扱うことから正確な地下構造は求まり
ません。その後、1960年代からエレクトロニ
地下で石油・天然ガスが生成されるための

クス分野の技術革新を背景としてアナログか

条件としては、①根源岩：有機物を多く含む

らディジタル技術への変換がなされました。

1/16mm 以下の粒の小さい泥岩、②貯留岩：

それにより、現場での計測機器の小型・高精

石油・天然ガスを貯留する粒径が1/16～2mm

度化が進むとともに、コンピューターによる

の砂岩や石灰岩、③トラップ：石油・天然ガ

データ処理の多様化、高速度化が進みました。

スを閉じ込める背斜、尖滅等の地下構造、④

現在では図3(b)に示す三次元調査が常態化し

シール：トラップを構成する貯留岩の上部を

ています。三次元調査では調査地域を取り囲

密閉する緻密な地層、⑤熱：石油根源物質で
図 4 海上の三次元物理探査船

ある有機物を還元状態で熟成するための熱、
⑥石油・天然ガスを根源岩からトラップに移
動させる力が必要です。物理探査データを解
釈して、地史を復元する作業を行い上記の条
件が満たされているかを検討します。
３. 最新の反射法地震探査技術
反射法地震探査は主に石油・天然ガスの探
査技術として、1930年代から欧米の会社が主
体となって行われ、中東を中心に多くの油田
が発見されてきました。当時は図3(a)に示す
30

むように震源と受振器を配置することにより、

元調査のデータのうち、三枚の鉛直断面と二

調査地域全域からのデータが得られます。

枚の水平断面とを組み合わせたチェア表示で

海上での三次元調査では図４に示すように、

あります。これによると、鉛直断面で確認さ

物理探査船に震源、記録装置および、発振点

れた断層の水平方向の拡がりがわかります。

の位置を測定するナビゲーションシステムを

中央構造線は鉛直方向の変位のない横ずれ断

搭載するとともに、10ｍ間隔で受振器を100

層であり、鉛直断面では判別できません。図

個程度内蔵したストリーマーケーブルを10～

5(b)の時間55.8m と99.2ms の水平断面で、図

12本曳航して調査します。

中の断層 A と B の横ずれ断層の水平方向の変

図5(a)は2016年4月に発生した熊本地震の

位を確認しました。図5(c)は昔の川の流れを

後に中央構造線の調査で八代湾で行った三次

解明した水平断面です。

図５(a) 鉛直と水平断面によるチェア表示

図５(c) 昔の川の流れがわかった水平断面

図５(b) 横ずれ断層の水平方向の変位を確認した水平断面
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４. 物理探査技術と医療診断との類似性

時を計算し、観測走時との誤差を、誤差が収

地下の石油・天然ガスの探査から開発に至

束するように各格子の速度を修正するという

るプロセスは、①調査地域の既往の文献、調

繰り返し計算を行い、地下構造と弾性波速度

査資料を収集して石油・天然ガス胚胎の可能

を決定する必要があります。

性の検討、②地質技術者により地表地質調査

これらのデータを図６に示す三次元可視化

の実施、③物理探査を実施し、取得した三次

システムを用いて、あたかも地下に潜ってい

元データを処理、解釈し詳細な地下構造形態、

るかのような仮想現実（Virtual Reality）とし

物性値を求め、④最も有望な地点を選定しボ

て立体的にとらえて地下構造を解釈すること

ーリングを掘削するという手順です。

ができます。

調査費用については、物理探査には陸上か

図６ 仮想現実 (Virtual Reality) による地下構造
解釈

海上、調査面積により異なりますが、概略１
～数億円で、ボーリング掘削には陸上か海上、
掘削深度、およびかかる掘削日数によります
が、10～30億円です、さらに石油・天然ガス
が発見され、それを生産する施設の建設に数
百億円かかります。
医療診断分野との比較では、地表地質調査
は問診、物理探査の二次元調査はレントゲン
診察や超音波検査法、三次元探査は CT スキ
ャン、MRI に、ボーリング掘削は手術に相当
すると思われます。
物理探査の対象は地球あるいは地下構造で
あり、医療診断は人体です。人体は個人差は
ありますが、内部構造自体はほぼわかってお

医療診断分野では、PET 検査で癌の直接診

り、物性値は水の値で対応できます。一方、

断が可能ですが、物理探査による資源の探査

地下構造および物性値はこれから調査する訳

では、探す資源が直接賦存するかがわかるの

で未知です。また、データ取得では各種のノ

ではなく、資源が賦存する可能性がある状態

イズの干渉があります。さらに、データ処理

を求める間接探査です。

においては CT スキャンではＸ線は発信子か
ら受信子まで直進するので経路は既知です。

付記：泉孝英先生には、ある会合で同じテー

したがって、画像の構成において、迅速に鮮

ブルに着席する機会を得てから懇意にさせて

明な X 線の吸収係数を示す断面図が得られま

いただき、体調に異常があった際には相談に

す。一方、地震探査の場合には、弾性波は地

のっていただいております。また、今回本文

層境界で屈折することから、震源と受振点ま

を執筆する機会を与えていただいたことに謝

での経路を求める必要があります。そのため

意を表します。

に地下を格子に分割し、弾性波速度の初期値

（京都大学名誉教授）

を与えて屈折を考慮した経路に対する理論走
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［研究］

機械が手書きの数字を、手書きの漢字を読む
― 郵便番号、郵便あて名読み取り装置の研究開発 ―
渡辺貞一

１．文字認識の研究を始めたころ

いなかったのです。その場限りの自分の方法

私は、企業の研究所や大学で、パターン認

で考えて、それで読んでみてうまくいったも

識や画像処理、AI（人工知能）などの研究開

のを発表するというような状況だったのです。

発をしてきました。その中から、文字認識、

文字を読み取る装置自体もなかったので、

特に、
「郵便番号の読み取り装置と郵便あて名

手作りです。光電素子などで文字をスキャン

読み取り装置」の開発について、個人的な体

して、その信号をコンピュータに入れて、読

験を含めて紹介してみたいと思います。

んでみるわけです。コンピュータもパソコン
はありませんから、大型の計算機に、ちょっ

私は、大学を卒業後、1962年に企業（東芝）
に入社し、当時、新しくできた中央研究所の

と工夫してフォートランでプログラムを書い

第一期生になりました。何を研究したいか聞

て、読んでみるというようなことを続けてい

かれて、それほど深く考えたわけではないの

ました。
欧米でも、IEEE や IBM のジャーナルなど

ですが、関心のあった「パターン認識」の研

に、たまに論文が載ることがありましたが、

究をしたいと希望しました。

欧米は、文字はタイプで打つことが多いので、

パターン認識の中では、文字認識を考えて
いました。当時、文字を読むという研究はほ

活字体の読み取りが研究の対象でした。日本

とんどなく、だれもやっていないからという

でもほとんどが活字の読み取りが研究対象で、

ことも理由のひとつだったかもしれません。

私のように手書きの文字を研究している人は

当時の日本は、文字といえばほとんど手書き

ほとんどいませんでした。手書き文字の認識

でしたから、手書きの文字の読み取りを研究

は難しいからやめておこう、まず活字を読め

テーマにしたのです。

るようにして、それから手書き文字にとりか

最初は、郵便番号読み取りの話などはまっ

かった方が実用的にもいいし、技術的にも可

たくありません。当時、コンピュータのプロ

能なのではないかと考えられていたのです。

グラムは、フォートランとかコボルなどで書

文字認識の方法としては、概念として、重
ね合わせ法と構造解析法がありました。

いてカードにパンチしていましたから、人が
書いたプログラムを自動的に読み取って、パ

重ね合わせ法（マッチング法）

ンチカードをつくるというようなことを技術
的な応用としてイメージしていました。当時

重ね合わせ法（マッチング法）は活字の認

は学会でも文字認識を研究している先生は数

識には適した方法です。機械の中に標準的な

えるほどしかいませんでした。文字認識の技

文字を用意しておいて、読もうとする文字を

術は、まだ、基本的な学問の枠組みができて

それに重ね合わせて、合うか合わないかで判
33

２．郵便物の急増と機械化の動き

断しようという方法です。分かりやすい考え
方で、入ってきた文字が標準パターンに合う

郵便番号の読み取り装置の開発の話が来た

か合わないかを調べればいいのですから、な

のは、３年後の1965年です。世界の郵便を統

んとなく、できそうだという感じがします。

括している万国郵便聨合（UPU）が、世界の

ただ、活字も一筋縄ではいかないのです。

郵便物が爆発的に増加して、人で仕分けする

活字の書体の種類はたくさんあり大きさも太

ことにいずれは限界がくるので、機械化しよ

さも違います。印刷によっては、にじみ、か

うと動きはじめたのです。そこで、各国とも

すれなどノイズがたくさん出てくるので、そ

国内のみならず外国郵便もふえてくるので、

れほど簡単に読めるわけではないのです。手

郵便物の国際的な規格をきめようということ

書きの文字を読むにしても、大きさを揃える

になったのです。1966年に郵便物の長さ、幅、

と、重ね合わせ法である程度は読めますから、

重さなどを決めた「定型郵便物制度」が発足

試行錯誤をしていました。

します。当時、日本の郵便物は、年間約100
億通で、毎年７％ずつ郵便物がふえていまし

構造解析法（特徴抽出法）

た。しかし郵便物の仕分けは全て人手で、機

もう一つは、文字の特徴をとらえて、判断

械化は全くできていなかったのです。増えて

するという方法です。文字のどういう特徴を

いく郵便物を正確に仕分けするには、単純に

とらえるかが、重要になります。たとえば、

は、毎年７％ずつ人を増やさなくてはならな

文字は基本的には線分からできていて、縦だ

いわけで、機械化は避けられない道でした。

ったり横だったり、あるいは長かったり短か

そして、機械化するなら少し進んだ技術を導

ったり、真っ直ぐだったり曲がったり、交差

入しようということで、機械で読み取れるよ

したり、それを判断すれば読めるはずだと、

うに「郵便番号制度」をつくろうということ

皆、普通に考えるわけです。こちらは構造解

になったのです。

析法とか特徴抽出法とよんでいます。この方

世界中の郵便番号制度が決まったのは、少

法も、手書きの文字などは変形がいくらでも

し後の1968年です。どのように機械化するか

ありますから、できるだけ変形の影響を受け

は、各国の事情があるだろうから、それぞれ

ない普遍的な特徴を取り出す必要があります

で考えて進めてくださいということになりま

が、複雑な変形やノイズがあると簡単ではあ

した。

りません。
活字も手書きも両方読む必要がある

文字認識の難しさは、自分自身がどう読ん
でいるのか、分からないことです。文字を見

今から考えてみると、郵便番号を読み取る

ればすぐに答えは分かりますが、なぜそう認

機械を開発するというのは、日本は一番厳し

識したか、何を根拠にそう判断したかが、分

い状況でした。欧米の郵便物は、ほとんど活

からないことです。

字ですから基本的に活字が読めれば、ほとん

最初の３年間は、暗中模索の段階で、重ね

どの郵便物は処理できるわけです。

合わせ法も構造解析法も自分なりにこうやれ

ところが、日本は、ほとんどが手書きです。

ばいいのではないかと、いろいろ考えながら、

加えて活字が印刷された郵便物もありました。

実験をくりかえしていました。

日本でも大型コンピュータが普及し始めた頃
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で、電気やガス,水道料金、あるいは役所の通

字と文字がつながって書かれることが少ない

知などの公共関係、デパートのダイレクトメ

ので、機械にとって好都合であることが分か

ールなどがラインプリンターで印刷されはじ

ったからです。

めたころです。つまり、日本の郵便番号読み

枠の色は赤になりました。最初は水色が候

取り装置は、手書き、活字、両方読めなくて

補でしたが、インクの均質化、機械の読みや

はいけないということです。

すさ等から赤になったのです。当時、郵便ポ

日本では、1968年７月１日に郵便番号制度

ストが赤色だったからという話もありました。

を発足させる計画になっていましたから、そ

しかし、赤枠は、最初、小規模の印刷屋さ

れに間に合わせなければなりませんが、その

んからは猛烈に反対されました。赤は祝い事

前に、膨大な手書きの郵便番号を読み取るよ

の色だとか、二色刷になるからコストがあが

うな装置を開発することができるかを実証し

るとか、そこで、制度発足当初の猶予期間は、

なくてはなりません。この研究開発と試作機

必ずしも赤枠でなくても黒枠でもいいという

の開発期間が１年で、その締め切りが66年３

ことになったのです。

月31日でした。
全国から30万字を集める

まず、機械が読み取りやすいように、郵便
番号の記入に、どういう制約ならつけられる

数字の書き方は人によっていろいろありま

かを、実際に1200人分、４万字、を集めて検

すから、手書きの数字を読めるようにするた

討しました。たとえば、ハガキや封書の、上

めに、まずどんな変形があるか３～４カ月か

か下かどこに郵便番号を書いてもらうかです。

けて調査しました。年齢層も職業もある程度

最初から完全に読めるわけがないので、人が

ばらつくようにして、郵便局の家族の方に協

仕分けするときはハガキや封書の下を持つと

力してもらい、全国から30万字集めました。

いうことから、下になると読めなくなるので、

模擬書状に４桁の枠を作って、普段使ってい

枠は上になりました。つぎに、できるだけ正

る筆記用具でそこに数字を書きこんでもらう

確に記入してもらうために、ガイドラインを

のです。

機械には見えない色（ドロップアウトカラー）

30万字も集めたのは、それくらい集めない

で、田の字型とか点を打つとか、なぞり書き

と母集団の変形の様子を反映しないだろうと

で書いてもらうとか、いろいろ検討しました。

考えたからです。その内、10万字を使って読

ガイドラインがあった方が認識率は上がるこ

み取り装置を設計し、残りの20万字を試作機

とは分かっていたのですが、まず、守っても

のテストに使いました。

らえないだろうとあきらめ、最終的に枠だけ
部分的な特徴の抽出

になりました。

認識方法は、文字を分割して、特徴を機械
郵便番号の枠の大きさと色

的に取り出す構造解析法にしました。

枠の大きさも随分、気をつかって、最終的

数字の８だったらループが二つある、１だ

に、9ミリ×6.5ミリとちょっと縦長にして、

ったら縦棒が一本あるという幾何学的な特徴

枠と枠の間を１ミリ空けました。いろいろ調

が、分かりやすいと考えたのです。

べてみると、その方が文字は崩れず、また文

郵便番号の数字をスキャンして、光電変換
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して、イチゼロのパターンになおすわけです

夜、使わしてもらいました。

が、いきなり全部を見るということをしない

プログラムをつくって、そのモデルに手書

で、３×３という小さな領域に分割して見て

きの数字を入れてみるわけです。コンピュー

いくのです。その小さな領域に数字の線分の

タが少しずつ読み込んで、当時は磁気テープ

一部が出て来るわけです。

ですが、読めた数字、間違った数字、わから

それを７種類の特徴にふりわけました。何

ない数字をそれぞれ別のテープに書くように

にもない空白、縦に棒、右上がりの線分、右

したのです。ちょっと難しい変形のはげしい

下がりの線分、上の横棒、下の横棒、最後は

数字になると、コンピュータが考えて、時間

なんともいえない、分からない、です。これ

がかかるのです。読めたテープが動いてくれ

で書かれた数字の情報が単純化されて、判断

るとほっとするわけです。

するときに使うデータの量が大きく圧縮され

このシミュレーション実験では、よく徹夜

ます。

をしましたが、明け方になると窓際にハトが
きて、クッククックとよく鳴いていました。

決定グラフによる認識

順調に実験が進んでいるときはいいですが、

そこから、こういう系列が出てきたときに

プログラムミスがあると、夜が明ける時間が

は、
“８”と答えなさいということを機械に教

ないよというハト時計に焦った記憶がありま

えるわけです。その教え方を、文字読み取り

す。

のデシジョン（決定）グラフと呼んでいます。

当時はデジタル IC が出始めたころで、デ

“８”にもいろいろな変形があります。ループ

ジタル回路もないので、本を買ってきて、デ

がきれいに出ている場合もあるし、ひげが出

ジタル回路も勉強しました。基本的にはマイ

ているようなケースもあるし、かすれて一部

クロプログラムで動くデジタル回路の装置を

切れているとか、たくさんあります。そうい

つくるわけですから、いわば専用のコンピュ

うものがでてきても判断できるように、この

ータシステムをつくったわけです。機械語で

決定グラフをつくりました。

動くところのプログラムを、自分たちでつく
らなければならないのですが、64ステップに

コンピュータシミュレーション

収めないと動かないのです。最初は、無理か

郵便番号読み取り装置は、大きく分ければ

なと思いましたが、なんとかおさまりました。

郵便物を動かす機構部、全体を制御する制御
部、文字を判断する認識部にわかれています。

３．郵便番号読み取り装置の開発

私は、この認識の部分を担当していましたが、

ソフトウエアとハードウエアを分ける

まだ試作機もありませんから、動作確認の、

この郵便番号読取装置のソフトとハードを

しようがないのです。それで、機械と同じ動

分けたところも工夫点です。機械を作って納

作をして、本当に読めるかどうかを検証する

めても、読めない郵便物がどんどん出てくる

シミュレーションモデルをコンピュータの中

だろうと予想していました。その度に、装置

につくりました。当時、会社の計算機室にあ

をとめて、ハンダゴテで装置の回路をなおし

った大型コンピュータは、シングルユーザー

ているようでは、使い物になりませんから、

で一人しか使えず、昼間は使えませんから、

それをどう吸収していくかを考えて、ハード
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ウエアとソフトウエアを分けたのです。当時

すから、少し落ちて95％の認識率でした。第

としては、新しい考えでした。スキャナで読

一号機を東京の中央郵便局に納入し、1968年

み取ったデータを高速に処理して答えを出す

７月１日（郵便番号記念日）に郵政大臣がテ

部分と、それを認識するソフトウエア、特に

ープカットして、装置が動きはじめました。

認識辞書は、学習させてどんどん変更できる

最初の認識率は50％で、いろいろいわれまし

ようにしました。ハードウエアは変えなくて

た。無理もないのです。ひとつは郵便番号を

いいわけです。つまり、だんだん賢くなるよ

書かない人がいる、もうひとつは、集めた30

うに作ったのです。ただし、賢くするのは、

万字というデータは多いようですが、文字の

まだ自動ではできなくて、人間が認識ソフト

変形の母集団のほんの一部しかないのです。

ウエアを修正する必要がありました。

何億、何十億という変形があるわけです。こ
の装置にはそんな変形があることは教えてい

１年で試作機を開発

ないわけです。逆にそれを教え込んでいけば、

1966年に最初につくった試作機は、読み終

認識率は上がるという確信がありました。読

わった郵便物を受けるポケットが13あって、

めない字を磁気テープにとっておいて、私た

判断できたのは12個に分け、残りの１個に、

ちが解析していくわけです。その結果、認識

判断できないのを素通りで入れてしまいます。

率は上がり、最終的には90％近くまで上がり

１秒間に６通読むようにつくりました。その

ました。

後、製品として納めたのも、６通／秒ですか

機械の学習ですが、われわれがなおすので、

ら、試作機ですが、中身は本格的につくって

自動的になおすことはできません。まだ手が

いるのです。はじめてから１年でつくってし

かかる半自動の装置でした。

まったのですから、研究所や近くの旅館に泊
数字の読み取りから漢字の読み取りへ

り込む日が続くハードなスケジュールです。
当時は大変だと思いながらも、楽しんで仕事

ちょうど、手書きの数字の読み取り技術の

していたという記憶があります。

開発が終わったころに、通産省の高性能大型

認識の方式を考えるのと、ハードウエアを

計算機の開発プロジェクトが69年からはじ

つくるのとを、並行して進めました。ハード

まり、活字の英数字を読むというテーマがあ

ウエアは、長期間にわたって稼動するように

り参加しました。活字の読み取りですから、

つくらなければならないので、われわれだけ

認識は重ね合わせ法です。プロジェクトが終

ではとてもできませんから、研究所の中でも

わった後も、文字認識の研究会を続けて、そ

強い人に参加してもらい、工場の全面的な協

こから出てきたのが、複合類似度法です。

力をあおいで、数十人という体制でつくりま

複合類似度法というのは、重ね合わせ法と

した。企業の研究開発というのは、やはりグ

いうより、部分空間法と呼んだ方がいいと思

ループの総合力がものをいいます。

います。パターン空間の中に文字の部分空間
をつくり、入ってきた未知の文字との距離を

郵便番号読み取り装置１号機の納入

類似度とするという考え方です。対象のパタ

１号機のテストは手持ちの20万の数字を使

ーンデータを多数集めて部分空間を作れば、

いました。数字一つ一つは99％、３桁ありま

パターンの変形や統計的なバラツキを含んだ
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認識辞書をつくることができます。この認識

当時、手書きの漢字の読み取りとなれば、

方法を開発したことにより、見通しがよくな

一般に、構造解析法が研究されていました。

り、認識辞書を自動的に作ることができるよ

私たちは、この手書き・活字あて名読み取り

うになりました。また、数字のみならず英字、

装置には、重ね合わせ法を工夫拡張して、手

かな文字、記号まで認識できるようになり、

書き漢字の読み取りに使いました。まず、重

文字認識の範囲が広がりました。

ね合わせ法で読んでみて、読めればそれを答

これに引き続いて71年から、国の大型プロ

えとしますが、類似した文字、例えば門構え

ジェクト「パターン情報処理システムの研究

や国構えの漢字のように、部分的な違いしか

開発」が開始され、この一環として、活字漢

ない似た文字がいくつか答として出てくる場

字の読み取りがありました。当時は、まだ漢

合は、部分的な違いを構造解析法で判断する

字を読むのは難しいと考えられていましたか

という、二段構えにしたのです。これで、認

ら、１秒間に１字、２千字種が読めるように

識率が向上しました。

するという目標でした。そこで、いきなり２

次に、郵便物のあて名を読み取る区分機の

千字種を対象に漢字認識させるのは大変だか

開発にとりかかりました。

ら、漢字を前処理していくつかに分類してか

郵便番号読み取り装置が第一世代、手書

らならば、漢字の認識も重ね合わせ法でいけ

き・活字文字認識装置を第二世代とすると、

るのではないかと考え、研究が進められまし

あて名読み取りは第三世代の文字認識装置と

た。最終的には、７年後に、その目標は達成

いうことになります。

されました。
郵便あて名住所の複雑さ読み取りの難しさ
４．郵便物あて名住所読み取り装置の開発

住所の読み取りは一般的な手書き文字認識

手書き漢字の読み取り

よりも難しい点がいくつもありました。

郵便物は、まずポストから集配局に集めら

例えば、ハガキや封書のどこにどのように

れ、次に各県や都市の中央郵便局や本局別に

宛名が書いてあるかを認識することです。住

分けられます。これを差立て区分といい、こ

所の記入方法に規約はありません。郵便番号

の分類に郵便番号が使われたのです。

と違って枠がないので、どこに宛名があるか

他県から送られてきた郵便物は、各県や都

を見つけるのが大変なのです。

市の本局で、さらにその地域の住所に分けて

縦封筒に縦に書く人も、横に書く人もいる

いきます。これを配達区分といっています。

し、縦に書いてきて、番地だけ横に書く人も

配達区分も郵便番号であらわそうとすると

います。これだけ書き方が多様なのは日本だ

10桁も必要になります。10桁はとても書いて

けです。また郵便物は大きさがある程度きま

もらえないだろうということで、あて名の手

っているといっても、ラベルが貼ってある、

書きの漢字も読まなくてはならないというこ

窓付きもある、宛名と紛らわしい差出人の住

とになったのです。もちろん、活字も入って

所がある、宣伝文が入っている、写真が貼っ

いますから、活字も読めなくてはなりません。

てある、封筒でも真っ赤、銀色、透明と、い

次の大きなテーマは、この郵便物あて名住所

ろいろ出てきます。あて名の文字を読む前に、

読み取り区分機の開発になりました。

まず、そちらの前処理が大変なのです。
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そこで、どこに住所が書いてあって、どこを

として納入しました。足立局でテストしても

読めば一番信頼性が高いか、統計調査しまし

らって、改良を加え、今は全国で、この読み

た。そして、縦か横かわからない場合は、縦

取り装置が使われています。当初の読み取り

も横も読んでみることにしました。宛名の読

率は、手書き、活字ならして６割くらいだっ

み取りは、こうした人工知能的な要素が多く

たと思います。企業や銀行、デパート、公共

て、全体からすれば文字を読むというのはウ

料金などの郵便物の宛名は大半が活字で、活

エイトが小さくなっています。

字はよく読めました。
昔は、紫色のインクやガリ版で刷ったもの

AI 処理、住所の知識を使う

もありましたので、活字も読めない字があり

あて名から一文字ずつ切り出して読むので

ましたが、今は印刷もよくなりましたから、

すが、読めない字はたくさん出てきます。認

成績は上がっていると思います。また、最近

識の方法は、複合類似度法を使いました。こ

は個人の年賀状もプリンターで印刷されるこ

の方法のいいところは、一番よくあっている

とが多くなりましたから、認識率は飛躍的に

のはこれ、二番目はこれだと候補の文字がで

上がっています。今、この機械がないと年賀

てくることです。たとえば、東という字を書

状の配達はできないと思います。

くと、よく似ているのは、京都の京とか束と

開発の過程で、実際にどのようにして配達

いう字です。それらの類似度が、１、２、３

しているのか知るために、郵便局から配達ま

位と順番がつけられます。それを全部使いま

で配達する人についていったことがあります。

す。そうすると、候補の組み合わせがたくさ

配達には道順があって、その順番通りに郵便

んでてきます。

物をあらかじめ揃えるのです。今は、機械が

そこで、住所と合う字を選びだします。人

全部区分けして、配達順路通りに並んで出て

間も、頭の中でやっていることですが、この

きます。ですから、大きな省力化になってい

方法で認識率が飛躍的にあがりました。住所

ると思います。現在、全国の郵便局で活躍し

と合う字を選び出すために、住所の知識を使

ている郵便あて名読取り装置は、文字読取り

うのです。東京都の下であれば、千代田区と

だけでなく、大変インテリジェントな装置に

か港区とか、区の名前が書いてありますから、

なっています。

出て来る漢字は決まっています。その知識を

日本は、手書きと活字が混在し、字の種類

使って、読めない字が出てきてもその前後か

も数字から漢字まで多数使われています。ま

ら、判断するのです。こうした認識の方法と、

た、書き方も縦書きや横書きが複雑に混在す

人工知能的な方法を組み合わせて、手書きの

る社会です。これは、開発には厳しい環境で

あて名を読むことができるようになったので

すが、逆に、これを克服すると、極めて競争

す。

力の高い技術と製品が生まれてきます。この
郵便装置は、幸い世界で広く活躍しています。

手書きも活字も読む郵便あて名読み取り装置
の実用化

５．大学と企業の研究の違い

1988年に、手書きの漢字が読めるあて名読

わたしは東芝を定年退職後、大学に移り研

み取り装置を、東京の足立局に足立局対応機

究を続けました。大学と企業の研究が違うと
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ころは、企業の研究開発には、新しい種を見

って勉強してはじめて身につくものだと思い

いだし育てるだけでなく、製品に仕上げると

ます。

いう明確な目標があることです。
研究者に必要な好奇心と哲学

研究の規模の違いもあると思います。たと
えば、30万字ものデータを集めることは大学

研究者には、好奇心と挑戦する強い気持や

では難しいと思います。読み取り試験一回で、

哲学が大切です。多くの研究者や技術者は、

すくなくとも100万字くらい読まなければ評

物事を学問の力で見ようとしています。学問

価試験にならないのです。そういう研究は、

の基礎を習い、その合理的な体系の上に、物

ある程度の規模がある会社でないとできませ

事を見、理解しようとしています。物事は、

ん。こういう大がかりな装置の開発には、そ

この基礎学力がしっかりしていないと、本質

れぞれの分野の能力のある人が集まってグル

が見えないようにできています。

ープをつくることも必要ですから、そういう

しかし、研究開発は、それだけでは不十分

環境が必要です。

です。科学技術に立脚した学問は、没個性的

また、製造技術がしっかりしていることも

ですが、その研究の見方、理解のしかたには、

重要です。実際に長期間にわたって使える製

研究者の個性が色濃く反映しています。優れ

品を開発しなければならないわけですから、

た研究には、研究者の持つ思想や哲学があり、

壊れないように、またコストや後のメンテナ

それが一つの指導原理となって、物の見方や

ンスも考えてつくらなければなりません。表

考えを決めているように思います。一流の研

からは見えませんが、大切な技術です。

究者は、十分訓練された技量に加え、個性豊
かな独自の思想や哲学があり、その両者が相

具体化する能力、抽象化、普遍化する能力

まって、未知の事柄や体系を予見し、物事を

具体的に新しい技術や製品を開発するには、

深く見ていると思います。

もうひとつ重要なことがあります。それは、

研究への取り組み方、対象の見方、理解の

具体的な研究と実証ができることと同時に、

しかたなどが、自分の思想で述べられている

その結果を抽象化、普遍化させる研究者の能

研究には、独特の大きな魅力があります。こ

力です。この両方の能力がないと独創的な研

の個性豊かな思想や構想が、茫漠としてよく

究は生まれないと思います。そのキャッチボ

見えない真実を見いだすのではないでしょう

ール、相互作用で新しい研究開発ができるの

か。研究開発は、大きなエネルギーを必要と

だと思います。その訓練はなかなか難しいの

し、常に研究者の全ての能力を要求するもの

ですが、成功するグループに入って、一緒に

と考えています。

体験した人は、なんとなく身につきます。た

（NPO 法人広域連携医療福祉システム支援機

だし、成功体験というのは、単に入っていた

構

だけで身につくわけではなくて、好奇心をも
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副理事長）

［時論］

わが国におけるインフルエンザ流行に関する認識と
“スペインかぜ”流行に対する衛生行政の対応
逢見憲一

１．はじめに

年間には１件であり、その後も件数は微増す

2020（令和2）年、新型コロナウイルス

るに留まり、19世紀に至っても1800年から

（COVID-19）が世界的に流行した。この流行

1849年の50年間でも８件、年あたり0.16件に

にも関連し、100年前の世界的流行である“ス

留まっていた。ところが、いわゆる鎖国の時

ペインかぜ”流行と衛生行政の関わりから、

代が終わり日本で明治時代が始まる1850年

現代への知見を得ることができるものと期待

から1868年までの19年間には、インフルエン

される。そこで、本稿では、わが国における

ザの記載はヨーロッパと同じ５件、年あたり

“スペインかぜ”を含むインフルエンザ流行の

では0.26件とその頻度はヨーロッパとは反対

歴史を追い、わが国におけるインフルエンザ

に増大していた（図１）
。

流行に関する認識を検討した上で、
“スペイン

図１ 文献によって確認されるインフルエンザ流行の
記載

かぜ”流行へのわが国の行政、専門家、住民
の認識とわが国の衛生行政の問題点を検討し
た。
２．わが国におけるインフルエンザ流行の歴
史とインフルエンザに関する認識
富士川游は日本における医学史・疾病史の
泰斗であり、膨大な文献をもとに古代から近
代にいたるわが国の疾病の歴史を「日本疾病

出典：富士川(1912)

史」に著している（1912）。富士川の記述す
る件数を数えてみると、ヨーロッパでは文献

もちろん、これらは文献によって確認され

によって確認されるインフルエンザ流行の記

る、インフルエンザと推測される記述の件数

載が1600年から1649年の50年間に３件であ

であり、文献の量と質に左右される。しかし、

ったものが、その後増加し、1800年から1849

ヨーロッパで19世紀後半に文献の量が減少

年の50年間に32件、年あたり0.64件となって

するかあるいは質が低下することなどは考え

いた。1850年から日本で明治時代が始まる

にくく、ヨーロッパにおいては、19世紀前半

1868年までの19年間には５件であり、年あた

が、コレラと同じく、世界的流行（パンデミ

りでは0.26件とその頻度は半分以下になって

ック）のピークであったと考えられる。一方

いた。一方、日本ではインフルエンザと考え

で、日本においては、特に18世紀以降の江戸

られる流行の記載が1600年から1649年の50

社会においては識字率も高く日記などの文献
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図２ はやり風用心 1890(明治23)年

出典：内藤記念くすり博物館 (2001)

が豊富に残されていること

メリカからの外国人の来訪と結びつけて考え

を考えると、1700年以降の

られていたのではないかと考えられる（表１）。

時期にインフルエンザの記

さて、1889～91年にロシアで始まり、わが

載が不当に少なかったとは

国に1890（明治23）年春にもたらされたイン

考えにくい。日本には持ち

フルエンザの流行は、その強力な感染力から

込まれなかったインフルエ

“お染風”の別名を持ち恐れられた。 お染と

ンザの流行が、開国と明治

は、当時流行していた不義の恋を描いた芝居

維新により、流入するよう

のヒロインである。当時その恋の相手であっ

になったと考えても良いよ

た丁稚久松が留守である、という張札を家の

うに思われる。

門前に貼って疫病除けとすることが流行した
（図２）
。

さて、日本において「インフルエンザ」を

表１ わが国におけるインフルエンザ流行と名前
（1700年以降）

意味する「流行性感冒」の言葉は、1889～91
年の世界的流行（パンデミック）の際に造語
されたもので、それ以前は、単に「かぜ（風、
風邪）
」と呼ばれていた。ただ、大きな流行が
あった場合には、その時に流行していた芝居、
風俗、髪型、相撲取り、あるいは原因と考え
られた神仏の祟りや流行源と考えられた地域
の名などから取った名前がつけられていた。
しかし、1831～32年の流行は「琉球風」
、1854
年の流行は「アメリカ風」と名前づけられて
おり、漠然とではあるが、それぞれ沖縄、ア

出典：逢見（2009），富士川（1912）
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また、
“スペインかぜ”流行時にも、「この

え、「政府は各地方長官に對し豫防の方法を

頃（ごろ）至る所の軒並みに変な貼札（はり

訓示せり要は各自の豫防自覺を促すにあり」

ふだ）を発見する。最も種類の多いのは『お

「豫防に就ては、病の性質上、個人間の警戒注

七留守』というので、そのよって来たる所は、

意最も肝要」と述べ、予防法の訓示と住民各

今度の感冒を『小姓風』と命名して、その相

自の予防自覚を強調していた（感冒問答．大

手のお七を持ち出したもの」という「大阪毎

日本私立衛生会雑誌1919）。また、
「或は集會

日新聞」の記事があった（毎日新聞2009）
。

を禁止せんとも考へたるも之をなすためには
電車をも禁ぜざるべからざるものにして實行

３．
“スペインかぜ”流行に関するわが国の行

し難し」と述べ、上述の与謝野晶子の述べた

政、専門家、住民の認識

集会の禁止は、検討はしたものの、電車を禁

速水融は、2006年の著書、『日本を襲った

止しなければならないので実行しがたい、と

スペイン・インフルエンザ』で、与謝野晶子

述べていた（感冒問答．大日本私立衛生会雑

が“スペインかぜ”流行初期の1918（大正７）

誌1919）
。

年11月10日の横浜防疫新報に寄せた「感冒の

また、同じ記事で、衛生局長杉山四五郎は、

床から」と題した文章を挙げている。速水に

「今囘の感冒には飮酒家多く之に與らざるが

よれば、与謝野は、
「その伝染性の強さから説

如し是れ大岡議長も云はれ杉山衞生局長も亦

き起こし、自分の一人の子供が小学校で感染

同樣の辭を洩らされしが飮酒に依りて感冒の

したら家族全員に伝染したことを述べ、つい

感染を避け得べしとせば是れ豈に便法に非ず

で、日本の対応の遅さに怒りをぶつけている。

や敢て感冒と飲酒の關係を問ふ」と、杉山衛

政府はなぜ早くから、伝染防止のため、
『大呉

生局長自身が、飲酒家は“スペインかぜ”に

服店、学校、興行物、大工場、大展覧会等、

罹患しない、との俗言を漏らしていたことが

多くの人間の密集する場所の一時的休業を命

指摘されていた。

じなかったのでせうか』
。

一方で、同じ大日本私立衛生会雑誌1919

一方では、警視庁の衛生係ではなるべく人ご

（大正８）年２月号で、専門家である東京市衛

みに出るなと警告していることを挙げている。

生連合会は、
「國民（市民）の大危難を目視し

このような政府における意志の不統一は多く

ながら官民共に極めて靜粛手を束ねて自然の

の国民を危険にさらしているのだ、と気焔を

消長に一任するが如きの狀あるは誠に遺憾の

あげている。彼女が我慢ならなかったのは、

極みに有之」と官民ともに手を拱いている状

『日本人に共通した目前主義や便宜主義の性

況を憂い、
「最近に至り當局は僅に一片の注意

癖』であった」という。

書を發したりと雖這般猛惡無比の傳染病に對

このような意見に対し、わが国の行政にお

しては宛も大火に灌く一滴の水にも似て斯る

ける認識はどうだったのであろうか？ 与謝

緩和の方法を以て果して所期の効果を收め得

野の文章の翌年、
“スペインかぜ”の前流行の

べきや覺覚なく候」と、衛生当局が一片の注

渦中であった1919（大正８）年の年頭の大日

意書きを発したに過ぎないこと、そのような

本私立衛生会雑誌1919（大正８）年２月号に

微温的な方法では効果が覚束ないことに警鐘

掲載された「感冒問答」で、当時の内務省衛

を鳴らし、内務大臣に「閣下速に大英斷を行

生局長杉山四五郎は、国会における質問に答

ひ完全有力なる豫防法を實行せられ」ること
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を建議していた（市衛生聯合會建議。大日本

提に、国民に責任を負わせる行政の姿勢を否

私立衛生会雑誌1919）
。

認していた（潮恵之輔。大日本私立衛生会雑

なお、上記の衛生局長杉山四五郎は、同じ

誌1919）
。

大日本私立衛生会雑誌1919（大正８）年２月

一方、当時は、インフルエンザを「かぜ」

号から５月号にわたって、
「衛生の本義」と題

として軽く考える見方があったことに対して、

した文章を掲載しているが、そこでは、「緒

高野六郎（1912）は、一般向けの著書「悪性

言」「第一章

個

感冒」の中で、流行性感冒は「かぜ」ではな

食糧

く、より悪性の伝染病であると述べている。

國民疾病保險問題」におい

そこでは、
「流行性感冒」の訳語について、
「イ

て、
“スペインかぜ”流行についての論及はな

ンフルエンザの特性の一部だけを字面に顯は

く、「第六章

國際衞生」において、「今囘の

したので却て窮屈である」とし、
「インフルエ

流行性感冒の如きは、世界を風靡した最も手

ンザは世界的流行を來し、且多數の死亡者を

近かな例である。自分の國に是が流行れば、

作る所からいへば惡性感冒の方が寧ろ當って

それが他の國にも傳はるのであるから、之を

いる。」と述べて、かえって「悪性感冒」の語

防遏しなければならぬ」と、国際衛生の観点

の方が当たっているとまで述べている。

衞生とは何ぞや」
「第二章

人衞生」
「第三章
問題」「第五章

民族衞生」「第四章

で、論及していたに過ぎなかった（杉山四五
４．
“スペインかぜ”流行に対してのわが国衛

郎．大日本私立衛生会雑誌1919）。

生行政の問題点

また、衛生局長杉山四五郎の後任の潮恵之
輔は、大日本私立衛生会雑誌1919（大正８）

逢見（2021）は、日本医史学会2020（令和

年６月号に掲載された、新任「所感」におい

２）年11月例会で、スペインかぜ当時のわが

て、
“スペインかぜ”流行についての直接の論

国衛生行政の問題点の生まれた背景として、

及はほとんどなく、
「近頃或る地方の人が見え

（1）「明治19年の頓挫」により、地方の衛生

たときの話に極く東京に近い所で流行性感冒

行政は警察の所管となって取締行政の性格が

が流行つたときに村の者が鐵砲を持出して空

強くなり、住民との乖離が大きくなっていた

砲を天に向つて打つたといふことで、風の神

こと、
（2）大正３（1914）年の「伝染病研究

を拂ふには之に限るといふことであつたとい

所移管事件」によって、感染症研究の世界情

ふことであります」
「世間一般の醫事衞生とい

勢に通じた北里柴三郎一門が、内務省所管の

ふことに關する思想は進みながらも非常の幼

伝染病研究所から一斉に下野してしまってい

稚な所があるのではないかと思ひます」と、

たこと、などが考えられることを述べた。ま

迷信深く愚かな民衆の例示に用いられていた。

た、当時の伝染病予防法は、コレラ対策を基

その上で、
「倂し私が斯う申すからと言つて政

準としており、感染源の特定や感染経路の追

府の者が何もせずに居つて國民の衞生思想が

跡、感染者の隔離といった、現代でいう“ハ

普及せぬ徹底せぬというて如何にも國民に責

イリスク・アプローチ”が有効であることを

任を負はせるやうに聞かれては私の趣旨と違

前提としていたのに対して、スペインかぜは

ひます、國民が假りに幼稚であるならばそれ

それらの対策が無効で、人々の理解と行動と

だけ其局に當るものが一層力を用ゐなければ

いう“ポピュレーション・アプローチ”が必

なりませぬ」と、国民が幼稚であることを前

要であったのに、当時の内務省衛生局は、そ
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れに適応できなかったのではなかろうか、と

（2021）が論じた、公衆衛生の専門家が衛生

述べた（逢見2021）。

行政に対するヘゲモニーを失っていたことに

本稿では、さらに、その背景として、わが

加え、衛生行政のヘゲモニーを握っていた衛

国におけるインフルエンザ流行に関する認識

生局長を始めとする非専門家の衛生行政担当

を検討した。わが国では、江戸時代を通じて、

者の認識が、江戸時代以来のわが国に一般的

インフルエンザと考えられる流行の記載数が、

であった、インフルエンザと通常の“風邪”

ヨーロッパと比較して少なかったと考えられ

と区別しないものであったことが挙げられよ

ること、また、通常の“風邪”とインフルエ

う。

ンザを区別せず、流行があった際に「～風」

現代へ活かされるべき知見としては、逢見

というよう呼び名をつけたように、通常の“風

（2021）が論じたことではあり、また、反面

邪”と区別しない認識であった。また、この

教師的ではあるが、古今東西を問わず、公衆

「～風」の呼び名は、1889～91年の旧“ロシ

衛生の基本中の基本である、

アかぜ”の際にも流行し、1918～20年の“ス

（1）行政、専門家と住民との信頼関係の維持、

ペインかぜ”の際にも、少なくとも一部の地

と、

域には存在していた。

（2）公正で科学的な情報の速やかな共有、が、

一方で、北里柴三郎の高弟で、専門家であ

なにより重要であることを、
“スペインかぜ”

る高野六郎は、流行性感冒は「かぜ」ではな

流行と衛生行政の関わりは示しているものと

く、より悪性の伝染病であることを強調して

考える。

おり、また、専門家の団体である大日本私立

（国立保健医療科学院生涯健康研究部）

衛生会『予防注意書』でも、同様に「たゞの
〈文献〉
1）富士川游．日本疾病史（東洋文庫133）．東京：平凡
社；1969（初版は明治45（1912）年）
2）高野六郎．悪性感冒．東京：三省堂，1921 p.1-11
3）速水融．日本を襲ったスペイン・インフルエンザ．
2006；藤原書店 p.335
4）感冒問答．大日本私立衛生会雑誌．1919；37(2)：
106-107
5）市衛生聯合會建議．大日本私立衛生会雑誌．1919；
37(2)：96-97
6）杉山四五郎．衛生の本義．1919；37(2):123～37（5）
249
7）潮恵之輔．所感．大日本私立衛生会雑誌．1919；37(6)：
340-342
8）逢見憲一．スペインかぜ流行とわが国の衛生行政―
内務省衛生局『流行性感冒予防心得』と大日本私立
衛生会『予防注意書』の比較を中心に―．日本医史
学雑誌2021；67(1)：113-114
9）毎日新聞．2009年5月19日 東京朝刊 1面

『かぜ』ではありません、怖ろしい傳染病で
す。
」ということを強く訴えていた。また、や
はり専門家団体の東京市衛生連合会も、官民
が「國民（市民）の大危難を目視しながら」
「極めて靜粛手を束ねて自然の消長に一任す
る」状況を慨嘆し、内務大臣に「大英斷」を
行うよう建議していた。
しかし、非専門家である当時の内務省衛生
局長の杉山四五郎あるいはその後任の潮恵之
輔の言動は、
“スペインかぜ”流行の最中にあ
っても、当事者意識の乏しいものであった。
今回論じた、
“スペインかぜ”流行に対して
のわが国衛生行政の問題点としては、逢見
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食事であった。英語を話す人が少なかった時

［エッセイ］

代の話である。

ある商社マンの半生

京大経済学部のゼミは金融論（中谷実ゼミ）
で教授からは銀行を勧められていたが海外に
出る機会が多い商社を選び、幸い希望通り住

古神子 健

友商事に入社出来た。当時の日本は外貨が極
めて少なく、海外出張も企業の役員や技術者、

最近の若い人は海外への関心が薄いようだ。

研究者等に限られ、使える外貨は一日何ドル

これは多分好奇心や探求心が薄い一方、海外

と決められていた。海外に事務所を設置して

情報が過多で、行かなくても分ると感じてい

いたのは商社と東京銀行位しかなかった時代

るからではと推測する。文字や映像で知る海

である。なお一般の人の渡航自由化は64年か

外と、実際に現地に存在し体感する海外とは

らで、持ち出し可能額は最高500ドル、渡航

異なる。私はこれからの日本を担う若い人に

費用は今の十倍以上かかった。59年に始まっ

出来るだけ、海外を体感し、日本を外から見

た TV 番組「兼高かおる世界の旅」は海外に

る眼を養って欲しいと思う。

行けなかった時代だけに余計多くの若人の関

小学４年で敗戦を迎えたが、戦前の国民学

心を世界に広げた。

校では外国は大東亞共栄圏がほぼ全てだった

最初の配属は海外部海外業務課であった。

ように記憶する。英語に触れたのは戦後近く

住友商事は主に住友グループ出身の復員者や

のカトリック教会のフランス人尼僧による英

多くの満州、朝鮮、台湾駐在社員の受け皿と

語教室であった。そこで世界の多くの国々の

して設立されていた。それだけに商いや言葉

情報を与えられ、子供心に死ぬまでに絶対に

に慣れない人が多く外大出身の種々の言葉の

どこか見知らぬ国へ行ってみるぞとの夢を抱

エキスパートがバーター取引やビルマやフィ

くようになり、英語習得に努めた。大阪の四

リッピンなどとの賠償取引など複雑な輸出入

條畷高校時代にはシンガポールから復員され

手続きや来日顧客などの世話を手伝っていた。

た先生の指導で、ESS（English Speaking So-

私も空港出迎え、来日顧客のメーカー案内な

ciety）を創設、学芸会でヴェニスの商人のシ

ど行っていたが、与えられたメインの仕事は

ャイロックを演じたりした。大学時代も ESS

海外事務所の新設、支店・法人化、増減員及

で他大学とのディベートコンテストなどをや

び輸出入の統計などであった。外貨が少なか

り、また WUS（World University Servise）

った時代とて、前者は大蔵住友・通産住友の

の星野温泉や神戸女学院での１～２週間の世

許認可事項でよく霞ヶ関に通ったものである。

界学生会議にも参加し、印パ両国学生の印パ

また後者はコンピューター登場以前とてタイ

紛争の論争に加わったりした。

ガー計算機を回していた。

ESS での楽しみは京都観光協会などから
●インド（1964〜66年）

ESS に来る社寺観光アテンダントのアルバイ
トであった。通常時代祭りなどのバイトは日

ニューデリー事務所の電機関係交代要員に

当500円にコッペパン一つであったが、こち

予定していた電機部の社員が都合で赴任出来

らは1500円で都ホテル、京都ホテルなどでの

なくなり、人事部と検討していたところ、何
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と自分にお鉢が回って来た。独り身で身軽だ

帯に入ること多く、遠くはアッサム地方迄寝

ったからか。交代要員派遣までの短期ではあ

袋を持って技術者と訪れた。
当時の通信は LT

るが、関係の日本電気、住友電工他でみっち

電報で一日に朝一度朝配達されるだけで、電

り研修を受け64年５月に気温40数度のニュ

話はインド国内ですら何時繋がるか分からな

ーデリーに赴任した。当時直行便は無く、キ

いので、まず使い物にならず、通信はプライ

ャセイで台北ワンストップ、香港で一泊、

ムプロジェクトであった。

BOAC に乗継ぎ１泊２日の日程だった。

赴任して間もなくコルカタ～ニューデリー

ニューデリーでは所長社宅に滞在した。ベ

間のパイプライン敷設現場に送油管を納入し

アラー、コックなど６名がおり、それに外国

ている住友金属の技術者と打ち合わせに行く

人居住区とて、運転手一家が近くに住んでい

機会があった。先にオールドデリーをこの目

た。１～２人でやれる仕事を数人で行うのは

で見てインドの人口密集、貧困・混沌に衝撃

雇用確保のためである。外国人居宅で働くコ

を受けていたが、コルカタのそれは更に酷か

ックは肉類の料理が要求されるので通常キリ

った。英国時代の瀟洒な建物が傷んでどす黒

スト教徒であった。

く、汚れた衣服を纏った、或は半裸の路上生

所長社宅の効用は大きい。当時のニューデ

活者がそこら中にあふれていた。早朝出発時

リーには日本他からの来客を案内出来るレス

は歩道に寝ている彼らを避けながら歩んだ。

トランがホテルのそれを除きインド料理で１

ある日一浮浪児にお金を与えたら、遠くで見

軒、中華料理で２軒しかなく、社宅で昼食、

ていた大勢の子供達が大声で叫びながら追い

夕食の接待をせねばならなかったからである。

かけて来た。辛うじて近くのホテルに逃げ込

所長夫人は、日本から来た人達はいいが、長

んだが、叫び声は「あいつにやって俺に呉れ

期滞在の技術者などには矢張り日本料理が好

ないのは何故だ。彼奴と俺とどう違うのか」

まれるので限られた材料で苦労されていた。

と云うことであった。

近くのジャムナ河の魚で造った蒲鉾などは来

現地への道路は幹線道路とて英国時代に植

客に好評だった。少人数の陣営とて、ニュー

えた並木が茂り、アスファルトや橋などが傷

デリーの案内は夫人にお願いするケースが多

んでいたが、よく出来ていた。牛、孔雀など

く、インドの歴史など詳しく勉強されていた。

を避けながら、酷暑の大平原をジープで走っ

住友商事はインドに他に３事務所を設けて

た。途中、死んだ動物を禿鷹が食べ、その周

いた。コルカタ、ムンバイ、チェンナイであ

りに野犬やカラスが待っている様を見た。地

る。これら事務所ではコマーシャルベースの

平線を見たのは初めてであった。また、同地

取引がメインであったが、ニューデリーは政

はモンスーンに入っており酷暑の中豪雨に会

府調達で、また入札形式が多かった。私の仕

い、ワイパーをフルにしても先が見えず、停

事はインドポストエンドテレグラフの全イン

車待機を余儀なくされた。

ドをカバーするマイクロウェーブ通信システ

敷設工事は米国ベクテル社が請け負ってお

ムやインド国鉄の同様システムや技術供与先

り、エンジニア米国人４～５名、イタリア人、

の軍工場への住友電工の荒引線納入、他に４

インド人、夫々10名ほどが、数十名のインド

事務所共通の管理業務であった。

人工夫を指揮し敷設作業をしていた。この工

マイクロの業務は中継地の選定など山岳地

事集団のインド人工夫の働き振りは通常街で
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見かけるインド人と異なり、見るからに懸命

果たした役割は大きかった。然し1970年４月

に働くインド人の姿で、インドの将来に希望

松村・周会談で周四原則（台湾及び韓国を援

を抱かせるものであった。当時インドの人口

助する或は投資を行っている企業との取引は

は５億であったが、これが大きな負荷となっ

これを拒否する）が出され、殆どの商社がこ

ていた、現在は13億余だが、有能な中間層が

れに該当するため、ソウル、台北では大問題

増加、失業率５～６％で人口構成などから見

となった。取引先は勿論、現地従業員の動揺

ると10年後位に GDP で日本を抜くと見られ

は大きくその対応には苦慮した。結局大半の

ている。米国人はキャンピングカー、イタリ

日本企業はこれを受け入れたが、そこは周恩

ア人インド人技術者は大型テント内に簡易組

来、年月を置いた大人の解決でソウル、台北

み立てベッドに蚊帳、他はマットレスに蚊帳

の閉鎖は免れた。当時は滞在許可が最長２年

でいわば野宿である。我々はキャンプ内に泊

とて70年11月帰国し中南米輸出の責任者と

めて貰った。65年８月第２次印パ紛争が勃発

なった。

し、政府調達は予算が戦費に回されたため原
●シンガポール・バングラデッシュ（1971〜

則ストップとなった。66年５月古巣の海外業

72年）

務課に帰任した。

シンガポール支店の増員枠、即ち長期滞在
●韓国（1968〜70年）

許可が降りないので鋼材担当は６ヶ月のビザ

当時韓国税務当局が在韓日本企業の出先事

で輪番で駐在していた。私が駐在していた71

務所に対し課税を通知して来ており、商社会

年12月本社よりダッカへ行けとの電話があ

で共同で対応していた。1965年の日韓基本条

った。その頃パキスタンからの独立戦争がイ

約締結で戦後初めて駐在員の派遣（最長２年）

ンド軍の介入（第３次印パ紛争）で71年12月

が許されたが事務所のステイタスが決まって

16日終了し、バングラデッシュが建国された。

いなかった。その折衝に輪番で２社から出張

独立戦争勃発の71年３月以降駐在員は事務

者を出すことになり、担当の自分が行くこと

所を閉鎖し一時帰国していた。新しくダッカ

になった。当時は韓国も漢字を使用していた

兼チッタゴン事務所長を発令するので新所長

ので税法他関連法規が大体理解出来、対応し

が赴任するまで両事務所長代行をせよとのこ

易かった。滞在中鉄鋼担当の駐在員が肝炎に

とであった。

罹り入院、その業務を臨時に担当したことか

カルカッタに新設されたバングラの領事館

ら、帰国後暫くして鋼材部に移動となり米国

は入国ヴィザ申請の人々でごった返しており、

向け輸出を担当した。68年ソウル支店（税金

フライトもインド航空のみとて超満員。伝手

問題から支店設置が許可された）へ転勤とな

を頼って何とか入手した。26日朝空港では英

った。

国等に出稼ぎに出ているバングラ僑の人々が

日韓基本条約には韓国国家予算の約３倍に

一時帰国するべく制限重量オーバーの荷物を

も昇る11億ドルもの有償無償の経済援助が

持ち、チェックインも喧嘩腰。やっと乗れた

謳われこれがダムや道路、地下鉄などのイン

と思ったら座席が無い。何とチケットを持た

フラや企業の投融資に使われ「漢江の奇跡」

ずに乗り込んでいた者が数名居り、何とまた

と呼ばれる成功を収めた。これに日本企業が

空港警備員に殴られて降ろされた。
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幸い事務所、社宅共無事で、現地雇用の人

送りするのが普通であった。

も新年には大半戻って来た。政府組織などは

75年４月サイゴン陥落で敗戦となったが、

取り敢えずは東パキスタン時代の儘であった

戦後の米国経済は大きな戦費で財政赤字、貿

が輸入許可等どうなるのか、顧客企業には戦

易赤字、インフレで、悪化し、一方日本はバ

火に会った所もあり何時復興出来るかなど、

ブル経済で「ジャパンアズ No.1」と言われる

種々調査を開始したが、相手も分らないとの

程であった。人々の生活は厳しく、過度な能

回答が大半であった。そうこうする内にまず

力主義もあって、経済的格差が拡大し、それ

動き出したのは欧米の多くのキリスト教団体

に従来の人種、宗教が絡み、ヘイトクライム

の買い付けである。当初すぐ必要な日常品が

や「分断」となった。違いを差別化するのは

多かったが、トタン屋根用の GI シートや井

人間の性のようである。

戸用モーターなどの買付が始まり仕事になっ

このような事情もあって、売りに出る企業

て来た。日本からは多くの政府機関や民間企

が増えて来た。その一つにカントリーエレベ

業団体が調査団を送って来るので、アテンド

ーター（巨大なエレベーターで穀物を出し入

に努めたが、相手側からは日本は報告書作成

れする貯蔵用サイロ。その穀物集配企業）が

のみか、ノーモアアポと冗談で冷やかされる

あった。東京から来た専門家と先方の自家用

こともあった。実際日本は JICA などを通じ

機でグレートプレーンズ及び西部にあるカン

て多額の援助をし、今もしている。バングラ

トリーエレベーターを数か所見て回ったが、

デシュ人には親日家が多い。国旗は日章旗を

上空から見る西部は超大型散水機で地下水を

真似て緑地に赤い日の丸である。

汲み上げ散水する円型の図形が印象的であっ

空港に出迎えに出ていると、ソ連の超大型

た。この穀倉地帯の地下水が何時枯渇するか、

輸送機がヘリコプターや大きな重機を何台も

地球規模の大問題だと知らされた。また広大

運んで来ていたが、ソ連は戦略的にベンガル

な農地に、農家の屋敷がお隣とはお互い数キ

湾の状況を調査するためにダッカ港の修復を

ロ離れて点在するのを見て、やはり自衛の為

していた。72年３月末帰国、特殊鋼輸出の責

の拳銃保持は必要と思われた。きめ細かな銃

任者となった。

刀管理が望まれた。
本社では大きな地図に各エレベーターの稼

●米国（1974〜80年）

働状況や搬送中のトラックの位置や積み荷な

74年５月米国法人の業務部門に赴任した。

どが示され、このサイズの企業でと米国のコ

投資先関係会社の新設、管理、撤退、シカゴ、

ンピューターレベルの高さに感心した。

ロスアンジェルス等在米６店舗共通業務など

NY で記憶に残る一つはボストン商工会議

で当時の米国はヴェトナム戦争末期で人心は

所から世界に類を見ない業態の日本商社につ

荒れていた。あちこちで若者が警官に両手を

いて講演して貰いたいとの依頼があり、同所

上げた姿勢で車に押し付けられているのが見

の総会後に話した。米国の経営者とて、遠慮

られた。私自身帰宅途次ビル陰でラリってい

のない質問もあったが、盛り上がった。今ま

た若者に腹を殴られたし，掏りにもあった。

で顧客から個別に聞かれたことはあったが講

従い折角顧客が NY に来られても夜の NY を

演は初めてであった。残念ながら商いには繋

ご案内出来ず食事のお供をし、ホテルまでお

がらなかった。
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●香港（1985〜89年）

72年２月米中共同声明が出され両国の貿
易が再開されることとなった。中国は輸出入

80年11月帰国。燃料部門関係会社の No.2

促進のため、春・秋広州で交易会を開いてお

として企業経営の経験を経て、85年11月香港

り、米国企業も参加可能となった。東京の中

現地法人のトップとして赴任した。当時在中

国部門からの慫慂もあり、時期尚早の感はあ

国の事務所は北京事務所初め法人／支店化が

ったが、75年秋米国法人として初参加を決め

出来ず、香港が契約に絡むことがあり、また

た。顧客に声を掛けたが、矢張り反応は鈍く、

小漁村の深圳が80年に中国初の経済特区と

航空機エンジンメーカーＰ社のトップだけが

なったことから事務所を設置、香港でカバー

中国に行けるだけでも結構と参加してくれた。

したので中国ビジネスも活発であった。また

香港を朝発ち羅湖下車、人民軍兵士の並列

当時広州交易会はもとより、中国に入るのに

する前を歩いて国境の深圳河を渡った時は緊

香港でビザを取り広州から中国各地へ飛ぶケ

張した。深圳で大混雑の入国手続き。昼食の

ース多く、香港は旅行会社の役目もしていた。

接待を受け夕方広州着。150㎞程の移動に１

特にミッション来港の場合、事前に土産の免

日かかった。広州トップの東邦賓館に通常の

税品を買って置いてくれとリストが入り、女

一人一室で投宿。ここは日本人と華僑以外用

子社員を店頭に並ばせ購入させたものである。

で共産圏の人が多かった。日本からの参加者

また私が出なけれなならない晩餐が重なり、

は広州賓館で人数が多いこともあり一室２～

３～４の晩餐を梯子するケースも少なからず

４名であった。Ｐ社のプレゼンテーションは

であった。

８ミリ映画とスライドを使い完璧なものであ

難航していた英中共同声明が鄧小平の「一

ったが、交易会に来ている中国の関係者は肩

国二制度」「港人治港」
（もともと台湾を対象

書は大層だが場違いの感あり、矢張りこれは

に考えていた制度と）を50年間認めるという

北京でないと無理と分った。米国企業とてブ

構想により進展、84年末署名され、過渡期を

ッシュ米中連絡事務所所長（後の大統領）主

置いて97年主権返還、2047年の「一国二制度」

催のパーティにも招かれ、数分日本商社に関

廃止が決定した。英国の大譲歩の裏には香港

し話すことが出来た。

の財政が当時大赤字で香港がお荷物であった

交易会の主催者は、来訪者に近くの農村へ

と囁かれていた。

のツアーや、中山大学での漢方による開腹手

中国に共産政権が誕生して以来、上海はじ

術（天井から見学）
、吉林省朝鮮族歌舞団のシ

め中国各地から、特に小資本家が移民して来

ョウなど用意しており、表向きではあるが中

ていたが、取引先の中にはカナダのバンクー

国を知る大きな契機となった。若い女性の服

バーや豪州のパース他に一定額を投資しビザ

装は殆ど張りの無いワイシャツにはげかけた

を取得家族を移住させ、自分は「金帰月来」

紺色のズボンであったが、後日ワシントンの

を始める人も結構居た。89年６月の天安門事

中国大使館で応対に出た中国人女性は化粧も

件は一般の人々の香港脱出を加速させた。尤

し、スーツ姿で印象は全く違っていた。広州

も外国籍、或は永住ビザを取得後香港に戻り

の中央を流れる珠江の畔は格好のデート場で、

活躍している人も多い。中国共産党は経済は

夜は若者で一杯であった。

市場経済で発展させるが、政治は一党独裁、
民主化には強硬路線で、民主化運動が起こる
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毎に締め付けを強め、この度の香港国家安全

リア」構想を推進し始めた。これを外国資本、

維持法の施行で、一国二制度が事実上終焉し

地場企業がどう読むか。経済面だけから見れ

た。香港は空港をはじめインフラが整いヒン

ば香港の将来は必ずしも暗闇では無いと思う。

ターランドに深圳・広州を中心とする華南を

89年大晦日に帰国した。

控え、中国がこれを利用しない手は無く、現

（元住友商事香港 ㈱ 社長、元住商情報 ㈱（現

に香港・マカオを基点に「グレーターベイエ

SCSK㈱）取締役、元日本文化大学教授）

新刊紹介
めまでに創設された施設を1994年から
2018年までに実際に訪れ、筆者が撮った
写真で紹介した。
フランス、イタリア、ドイツなどの病
院は中世に病人を含む困窮者（老人、貧
者、孤児、捨て子、狂人、売春婦、巡礼
者）に住と食を与えた修道院由来のもの
が大半で、19世紀中に中世以来の名称の
まま現在の病院に専門化した。ペスト・
ハウス（オランダ１施設）、レブラ・ハウ
ス（フランス１施設、ノルウェー１施設、
日本、韓国各１施設）も紹介した。
ヨーロッパの歴史ある病院は自身の醸
造所でワインやビールを醸造し、入所者、
石田純郎

修道士、運営者が嗜んだほか、市販し運

世界の美しい病院―その歴史

営費に充てた。ヨーロッパ大陸で歴史あ

吉備人出版 2021年５月

る病院を取材することは、その病院のビ

定価 本体 2,500円＋税

ールやワインを嗜むことを意味した。ど
の病院にもチャペルがあり、入所者の魂

吉備人出版より『世界の美しい病院―

の救済が優先したことが、機能だけを追

その歴史』（価2,750円）を刊行した。ヨ

求する現在の日本の病院と大いに異なる

ーロッパ、アメリカ、オセアニア、中東、

点である。

東南アジア、東アジアの23か国、88施設

（石田純郎：福山市中国労働衛生協会）

を収載した。紀元前４世紀から20世紀初

………………………………………………………………………………………………………………
健康塾通信
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浅本 仁：ウフイーチ会
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1997 → 2017

同園は江戸時代初期に水戸徳川家がその上

［エッセイ］

屋敷内に設けたもので、光圀の時代に改修さ

東京探訪記 ⑹

れて完成し“先憂後楽”の言葉に基づいて「後

本郷から西方向を望む

楽園」と命名された。園は明治初期の版籍奉
還時に政府に没収され、その東部分には“東

四元秀毅

京砲兵工廠”が建設され、西側が公園として
残った。こんな接収劇はピエール J プルード

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）

ンの警句を思い出させたりする。

が広まりつつあった昨年、
“これは戦争”と言
「神田川」とそこに架かる水道橋

いたてた大統領がいた。自らを指揮官に見立
てた選挙運動用言辞にみえたが、べつにこの

図の左端中央には“水道橋”の文字があり

スローガンが誤りだったわけではない。その

その左上に彎曲する川の流れがみえるが、後

後各国はこの見えない敵との戦いに難儀し、

者は「神田川」である。この川は東京西部の

わが国も苦戦を続けている。行き当たりばっ

“井之頭池”などを源流とし、新宿などを横切

たりの政策に終始し戦略的思考が窺えないの

って蛇行しながら「飯田橋」
、「水道橋」、
「御

は情けないが、脅しや詭弁が通用しないウィ

茶ノ水」を経て隅田川に注ぐ。初回に紹介し

ルス相手では勝手が違ってやり難いのだろう。

た日本橋の架かる「日本橋川」はその分流で、

そのような状況下での気楽な東京散策記は

図の左上あたりで発し、神田川の場合よりや

いささか気が引けるが、こんな時期だからこ

や下流地点で隅田川に流れ込む。

そ浮世離れの一節も悪くないような気がする。

ところでその神田川を描写した浮世絵に現

昨秋は本郷三丁目から上野を経て感染拡大の

在の水道橋近くで川を跨ぐ大きな“掛樋”を

舞台になった屋形船浮かぶ隅田川方面に向か

描いたものがあり、これは神田方面へ水を供

った。今回は気分をかえて逆方向の西の方角

給するための水道管すなわち水道橋（スイド

を訪ねてみたい。

ウキョウ）であった。徳川家はお城前の江戸
湾を埋め立てて町の拡張に努めたが、水の確

「水戸殿」と小石川後楽園

保にもおさおさ怠りなかったのである。

本連載の第３回で江戸初期の1657年に発
「傳通院」の近くにあった小石川保健所

生した明暦の大火の火元候補地“本妙寺”に
関連して本郷三丁目界隈の幕末期（19世紀半

図の中央から右上方向に斜走する春日通を

ば）の図を示した。中山道（国道17号線）は

西（上方）に進んだところに「伝通院（傳通

このあたりで“本郷通り”と呼ばれ尾根道と

院）
」の標識がみえ、そこは家康の母親の墓所

して南北に延び、三丁目で東西に走る春日通

であった。またまた思い出話で恐縮だがこの

りが交差する。既述のように漱石の「三四郎」

交差点を左（南方向）へ降る安藤坂の途中に

にはこの付近からの茜空の描写があるが、先

かつて“小石川保健所”があり、そこは前世

の地図ではその方角に広大な屋敷“水戸殿”

紀末頃に私が文京区の「結核診査会」で通っ

があり、現代の図でみるとそこは「小石川後

ていたところである。当時、文京区には二つ

楽園」とその周辺ということになる（図１）。

の保健所があり、今一つは千駄木の“本郷保
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など）および四類感染症（Ｑ熱やツ
ツガムシ病などの特異な感染症）が
あげられており、診査会ではこれら
各種疾病への対応が検討される。対
象疾患の主体は今でも結核症だが、
他の各種感染症の発生状況も報告さ
れる。
私は、最近、他の地域でこの会に
関与しているが、会に出ると地域に
おけるCOVID-19の発生状況がわか
り、保健師さん達の奮闘ぶりも垣間
見られて大いに参考になる。
一方、この間、保険所活動は規模
縮小の流れの中にあり、文京区でも
小石川保健所は廃止されその業務は
区役所内の担当課に吸収された。効
率偏重政策による変化だったが、あ
に諮らんや最近のCOVID-19の拡が
りの結果保健業務の重要性が見直さ
れることになっている。保健所は対
図１ 後楽園周辺の地図
下部中央の本郷３丁目から西方向（上方）に水戸徳川家の屋敷
に設けられた“小石川後楽園”などがある。この周辺には寺院
も数多く残されている。
（江戸楽編集部「古地図で歩く江戸・東
京；メイツ出版㈱〈東京〉; 2018年）

策現場の要として当てにされ重宝さ
れているのだが、こんなご都合主義
の行き着く先はどこだろうか。

早稲田と「漱石山房」

健所”であった（第４回で紹介）。
1990年当時診査会は「結核予防法」に基づ

安藤坂を南へ降ると神田川に出るが、これ

いて行われたが、世紀末頃に同法は「感染症

を少し上流へ向かうと早稲田に至る。大学校

法」に改訂され会は「感染症診査会」に変身

歌にあるようにこの地は都心部からみて西北

した。敗戦後の半世紀間本邦の感染症では結

の方角にあり、江戸時代には文字通り水田広

核の比重が大きくわが国は「結核予防法」で

がる農村地帯であった。この低地の東側はや

これに対処してきたのだが、世紀の変わり目

や高地になっておりそこには山手線域内で最

頃に“広く感染症一般を対象にすべし”とい

も高い「箱根山」
（築山）があり、この高低両

うことになりこの変更に至ったのである。

地域間に漱石生家のあった“夏目坂通り”と

「感染症法」では一類感染症（エボラ出血熱

いう坂道がある。近傍には彼が“三四郎”な

やペストなどの重篤な急性感染症）
、二類感染

どを執筆した「漱石山房」もあり、その跡地

症（結核、SARS・MERS コロナウィルス感

は新宿区立の「漱石公園」になっている。

染症など）
、三類感染症（コレラ・細菌性赤痢

（国立病院機構 東京病院名誉院長）
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とを「叔父子」と呼んでいたと伝える。これ

［エッセイ］

は「形の上では我が子となっているが、実は

不倫と戦乱と秘恋と

叔父に当たる」ということを意味しているの
である。奇妙なのは白河法皇、璋子、鳥羽天
皇の異様な三角関係が破綻せず、白河法皇の

大田高祐

崩御まで続いたことである。
その璋子が晩年を過ごし、死を迎えたのが

前回は公益財団法人京都健康管理研究会の

この場所にあった邸宅なのである。実は私が

所在地周辺には強盗貴族・藤原保輔の屋敷が

勤務する中央診療所はこの邸宅跡に立ってい

あったことを話したが、この屋敷の隣にも話

る。それゆえ私は時々ここで、当時から「奇

題性のある人物が住んでいなかったか調べて

怪な」とか「乱行の」と形容されていた璋子

みた。すると南隣や西隣にも気になる人物が

の「高貴にして不可解な不倫」に想いを馳せ

住んでいたのであり、今回はそれらの邸宅を

ることがあるのである。

訪問してみたい。

さて次は、保輔の強盗屋敷とは高倉小路

まず三条大路（現・三条通り）を介した南

（現・高倉通り）を介した西隣の邸宅を訪問し

隣の邸宅である。ここには待賢門院藤原璋子

てみよう。京都文化博物館がある辺りである。

（たいけんもんいん・ふじわらのたまこ、1101

ここには後白河天皇の皇子の以仁（もちひと、

～1145年）が晩年を過ごした屋敷があった。

1151～1180年）が住んでいた。彼は皇子なの

彼女は独裁君主の白河法皇の養女で、幼い頃

に諸事情で親王になれず、以仁王のままであ

から法皇に掌中の珠の如く可愛がられて育っ

った。不遇の彼は、当時専横を極めていた平

たが、彼女が年頃になった頃、法皇はこの養

家に対して武力蜂起を企んでおり、各地の源

女に手を出して愛人にしてしまったのである。

氏等に与同を誘っていた。しかしこの密謀は

法皇は相当に好色であったし、一方の璋子の

平家側の知るところとなり、平家は以仁王逮

方も十代半ばから数人の男性との醜聞が聞こ

捕のため、この屋敷に軍勢を向かわせたので

えており、なかなか隅に置けないその方面で

あった。この動きを知った以仁王は逸早く屋

活発な娘であったのである。しかしやがて結

敷から脱出したが、屋敷に残った配下の武士

婚適齢期になった愛しい璋子をこのままの状

と、到着した平家の軍勢との間で小競り合い

態にしておく訳にもいかず、法皇は彼女を何

が起こった。脱出に成功した以仁王であった

と自分の孫の鳥羽天皇に嫁がせたのである。

が、その後は利あらず、結局、南山城で戦死

この時点で二人の関係が清算されれば良かっ

してしまったのであった。

たのであるが、そうはならず二人は白河法皇

以仁王は無念であったろうが、ここ三条高

が崩御するまで熱愛を続けたのであった。

倉は、いわゆる「源平の戦い」の発火地点と

やがて璋子は後に崇徳天皇となる男児を産

なったのである。ここから発した火の粉はあ

むが、
『古事談』という本は、その父親は夫の

ちこちに飛び火し、日本各地に大火災を引き

鳥羽天皇ではなく、夫の祖父であり自分の養

起こし、平家政権を焼き尽くし、その大火の

父である白河法皇であったことを暴露してい

中から鎌倉幕府が立ち現れてくるのである。

る。同書によると、鳥羽天皇は崇徳天皇のこ

以仁王はこの火付け役としての歴史的に重大
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な役割を果たしたのであった。

我々が三条高倉交差点に立って周りを見渡

ところでこの以仁王の屋敷には、彼の姉も

すならば、そこは強盗、不倫、戦乱、秘恋に

住んでいた。その姉の名は式子内親王（1149

係わる人々が居住した、なかなかに「にぎや

～1201年）、あの『百人一首』にも取られた

かな」場所であったのである。

「玉の緒よ絶えなば絶えね」の絶唱で有名な才

ところで以仁王や式子内親王の屋敷の跡は、

女である。式子は「しきし」
、「しょくし」と

鎌倉時代には分割されて、その東半には源顕

もよまれるが、本来は「のりこ」が正しい。

兼（みなもとのあきかね）なる人物が住んで

彼女は賀茂の斎王を勤めたが、その前後はこ

いた。実はこの人は、前半の璋子の話で取り

の邸宅に居住していたのである。それは和歌

上げた『古事談』の作者であった。つまり璋

の天才を育みつつあった幼少女期と、物思う

子の秘事は、
「後世の隣人」によって暴露され

二十代の頃のことであった。彼女の恋歌は秀

てしまったのである。璋子にとって源顕兼は

逸なものが多いが、彼女は生涯独身であった。

「近所迷惑なお隣さん」であったろうか？ い

内親王である上に、前斎王でもあったから、

や、そうではあるまい。璋子は常識では計れ

結婚にもいろいろと制約があり、自由な恋愛

ない奔放な女性である。畢生の大作たる崇徳

は非常に困難であった。ゆえに彼女がその制

天皇の共同制作者が、夫ではなく偉大なる白

約を越えようとするのならば、それは秘密の

河法皇であることを誇りに思っていたと思う。

恋愛とならざるを得ないのであった。彼女の

あの世で璋子は、源顕兼の書物に対して、
「全

恋歌は、現実の恋を詠んだものではないとの

く迷惑な事を」と周りの人々には不快げな顔

意見もあるが、私にはこれらの秀歌は特定の

を見せながら、踵を返して背を向けた他人に

誰かを想って詠まれたと思われてならない。

は見せないその顔は、
「よくぞ書いてくれた」

しかしここでは折角の秘恋を詮索するような

と満足げにほくそ笑んでいたのではないか。

無粋はせず、邸宅跡の前に佇んで、彼女の歌

そしてその妖しい笑みを浮かべた顔は、やは

を口ずさむだけにしておきたい。彼女がここ

り魅惑的であったに違いない。

に住んでいた頃は、その恋はまだ種か芽の状

（中央診療所 健康管理部長）

態であったであろうから…。

待賢門院の邸宅跡（中央診療所はその一角を占める）
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平均より短命県と言う。

［エッセイ］

数字のレトリック

癌の特効薬という触れ込み、薬品としての
許認可の現場で出てくる数字は、余命の延長。
何も施薬しなかった人との比較、元通り元気

下前國弘

に治ると信じて飲む薬は、暇乞いの日数延長。
期限定めぬ執行猶予期限の様なもの。

人の一生は、数字で始まって数字で終わる
という一面が有ると思う。人に限らず全ての

コロナ禍でも日本人の総死亡者数が、昨年

事象に数字は付き纏う。医療・医学の世界で

は減少して大きな話題となった。高齢者は抵

も数字は一つの基準。平均値とか限界値、許

抗力が弱いと、徹底的な隔離生活が総死亡者

容量とか数字が物言う世界だ。しかし我々一

数の減少に繋がったのだろう。

般人が捉える数字と現実の数字とは少し違う

百年余り前に全世界を席巻したスペイン風

と思う事が有る。

邪（インフルエンザ）の当時、結核に依る死

肥満係数。これは人種とか民族の特性とか

亡者率がトップだったのが、スペイン風邪が

色々な条件で異なる。日本人の肥満度とアメ

終息して一・二年、結核死亡者数が激減した

リカ辺りの肥満、日本の尺度で測ると殆どの

という。スペイン風邪で死亡の数の内、流行

人が重度の肥満。痩せ・普通・肥満の占める

り病に罹らなくても本来結核で命尽きる人も

数値なども勘案しないと国際比較は意味を持

居た様だ。スペイン風邪は結核患者一掃と云

たないと思う。

う側面も有ったのだ。

高血圧。血栓が起こったら大変と、血がサ

数字には説得力が有るが、その背景や読み

ラサラ流れる薬の処方を受ける人は多い。高

切れない部分も有る事も知らねば真実は見え

血圧と断じる数値は全体の平均値。本態性。

てこない。

元々数値が高くても健康体と考えられる人も

我々は、病院や医院で支払う金額が医療費

居る。

と捉えるが、国庫負担分に心する人は少ない

平均寿命。日常普通に使う言葉でも、其の

と思う。一回の投薬注射などで何百万とか一

数値の出し方は、一度聞いただけでは判らな

千万という薬も有るという。そういう高価な

い複雑な計算式が有る。平均余命数という希

薬を使って貰っているという認識も希薄。又

望的数値だそうだ。平均寿命に達したからぼ

高額医療では一旦支払った金の戻ってくる制

ちぼち死ぬかと横見たら、知っていた人の多

度も有る。何時まで現行制度が続けられるか、

くが鬼籍の人。改めて平均寿命とは何？ と考

孫・子に大きな数字（金）の負担を掛けよう

えてしまうと年嵩の友人が言っていた。

と誰も思っていない。

沖縄は昔、泉重千代さんという当時世界一
長寿の人が居て、長寿県と言うイメージが固

世の爲人の爲と美辞麗句を都合よく発表さ

まったが、現実はそうでは無く、埋葬手続き

れ、都合よく使われる数字も沢山有る。又、

や死産の届け等、本土他府県とは異なる条件

数字が独り歩きしても居ると思うのだ。

が有って長生き県が定着した様だ。今は全国

（京都市中京区在住）
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舞台を踏みます。宝塚 OG が卒業（退団）後、

［エッセイ］

女優として新たな世界で活躍しているのは、

肝吸い食べて
思い出すこと

ご承知のとおりです。その先駆けは東榮子
（関守千鳥）という７期生。大正９年（1920
年）初舞台９期生の澤蘭子（泉蘭子）が続き

飯島

健

ます。無声映画で人気を呼んだ女優です。澤
蘭子のことを教えてくださったのは、当研究

私は30年以上も昔、阪急の異動で宝塚歌劇

会の泉理事長です。

団月組担当になった「なんちゃってプロデュ

舞台、映画、テレビで活躍してきた何人か

ーサー」です。異動前は宣伝課長でした。部

の名前をあげてみると、乙羽信子、越路吹雪、

下も20人くらいいたでしょうか。それが宝塚

淡島千景、新珠三千代、八千草薫、有馬稲子、

歌劇団にいくと部下はいませんし、阪急のト

扇千景、鳳蘭、麻実れい、黒木瞳、天海祐希、

ップや理事長、常務理事、制作部長と頭でっ

檀れいなど時代を彩った大女優がいます。

かちの組織。しかも、ほかにも気を遣う相手

私が異動したのは、昭和62年（1987年）。

はいっぱい。ちょっと悲しい思いをしたのを

その年に初舞台を踏んだ73期生の中に天海

想い出します。

祐希さんがいました。天海さんは、初舞台を
踏んだ時から光り輝くような天性の「華」を

宝塚には、演出家の先生方、照明デザイン、

持っていました。

舞台装置デザイン、衣裳デザイン、振付など
外部スタッフの先生方に加えて、舞台進行を

平成２年（1990年）４月、研四（＊）になっ

担っている阪急電鉄宝塚経営部舞台課（当時）

たばかりの天海祐希さんは初主演の「ロミオ

の多くの社員たちもいます。彼らと違ってプ

とジュリエット」リハーサル中に急性虫垂炎

ロデューサーだけが「スキル」を持っていな

で入院しました。下級生だから、演出家や上

い。だから「なんちゃって」なわけです。

級生に迷惑かけられないと、いやがるのを説
得して手術となりました。東京のお母さんが

宝塚では演じる人は「生徒」と呼ばれます。

着いたとき、
「天海祐希さんのご家族の方お越

宝塚の公演開始は大正３年（1913年）4月1日

しください」との連絡があり、みせてもらっ

のこと。当時、女性は殆ど義務教育が終ると、

た盲腸。医師曰く「体格のいい方の盲腸は大

花嫁修業に勤しんでいたらしいのですが、小

きいですね」
。なぜかうなぎの肝を連想してし

林一三は、花嫁学校として舞台人としての修

まいました。うなぎの肝吸いを食べるたびに、

業の中で、しつけを行うことを実践したので

天海祐希さんの盲腸を想い出します。もう31

す。あくまでも学校ということで、生徒とい

年も前のことです。

う呼び名が定着したのだと思います。舞台を
通じて花嫁修業をし、良縁を得て結婚すると

＊研四：研究科四年の略。初舞台を踏んで四

いうのが、宝塚の原点といえるかもしれませ

年目の生徒のこと。

ん。

（元宝塚歌劇団プロデューサー）

その第一期生は16人。今年は107期生が初
57

見つけることが教科書的には重要視されてき

［エッセイ］

たことであるが、患者が語ることによって気

猫の知恵、人の知恵 ④

分的に癒されたり、すこし解放されたりして、
これこそが、治療のひとつとなることもある。
うまく語れない患者に静かに耳を傾けること

長井苑子

も大変なことではあるが、医療の基本要素で
はあるだろう。これらに対して、妥当な対価

３匹の飼い猫と、近所の飼い猫や野良猫な

は得られていないが、医師の側にも、その力

どとの交流？ の中で、猫の直観と記憶力のよ

量を持たない、あるいは育てられていないと

さに感嘆したことは多々ある。高いところか

いう状況があることも現実である。

ら落ちても途中で姿勢を変えることができた

大体、猫に関心を持ち続けるくらいに、人

り、イナバウアーどころかの背中の伸ばし方

の個別の存在そのものに関心をもちつづける

に猫の神経筋肉系には勝てないと思う。

ことは案外とむつかしい。小説の世界では、

聴覚もすごい。ルパという３匹目のヒマラ

人間観察の力量とそれらの表現は、作家の評

ヤン猫は、大学構内で棲息中に、出張で雨の

価として語られる。向田邦子はふつうの人々

夜遅く帰り、車に行こうとすると私の足音を

の日常生活での機微を表現する力量がすごい

逃さず、雨の中、芝生の中央に待機して、カ

といわれているし、カズオイシグロは、人間

ンガルー飛びして迎えに来るのが常だった。

とクローン人間、あるいは AI との関係を描く。

でも、猫は人間に比べて、視細胞の中で、白

芹沢光治良の人間の運命は大河小説であるが、

黒を判別する杆状体は多いが、色判別する錐

実に精緻に、一人の主人公の生きざまと時代

状体は少ないらしい。暗闇でうごくものを瞬

の流れを語りつくして、歴史の中の個人、個

時に認識することが猫にとってはより重要な

人を通しての現代史がわかる。

のだろう。比較生物学の対象としての人と猫、

発想の転換ではなく医療の原点に帰る発想

なんてとらえ方しても、猫と人間の関係は特

の実行に力量を発揮できるリーダーとは、ど

別、進化を遂げるわけでもないよね。

こにおられるのかなあと、好き勝手に生きて

人の間での観察や多様性を認識することは、

いる猫に向かって嘆きつつ問いかけた。飼い

臨床という仕事の中の総合力にかかわってく

猫からは、
「餌をもらうためには、猫たちも好

るが、evidence-based medicine と対比して

き勝手でもないにゃん」との反応があったこ

narrative medicine という言葉で焦点をあて

とも付記しておく。

られたこともあった。看護師、介護士には好
まれているかもしれないが、どこかステレオ
タイプのまま情緒的に受け入れられているこ
とが多いかもしれない。
４月にはいつも医療費の報酬体系が変更さ
れるが、いつになっても、診療技術報酬はし
っかりとは俎上にのらない。 医師の問診は、
患者に語らせて、その中から診断のヒントを
58

（中央診療所 所長）

新刊紹介
年間において、わが国の医学・医療に携
わり、物故された人物3762名についての
記録集『日本近現代医学人名事典』を刊
行できたのは、平成24（2012）年12月で
ある。
今回、平成の時代が終わったことを機
に、医学書院の御助力を得て、平成24年
以降、令和に改元されるまでの31年４月
末日までに物故された564名に前版にお
いて収録すべきであった369名を加えて、
933名を収載した『日本近現代医学人名
事典別冊』を刊行することとした。前版
の3762名に本別冊で増補する933名を加
えて、4695名を収載することができた。
泉

孝英 編

日本近現代医学人名事典 別冊

本別冊を企画した理由は、
『事典』と同

医学書院 2021

様、これらの方々の足跡から、明治・大

定価 3,960 円
（本体 3,600 円＋税 10％）

正・昭和・平成（1868～2019年）の約
150年間におけるわが国の医学・医療の

わが国において西洋医学が公式に採用

進展をたどる資料になることへの期待で
ある。

された慶應４／明治元（1868）年３月か

（序より引用）

ら平成23（2011）年12月末までの約145

市民公開講座

みんなで学ぶ健康学 〜人工関節編〜 足腰を守り健康寿命を伸ばそう
今回の講座では骨粗鬆症の予防方法、最新の骨粗鬆症治療薬を紹介しつつ、同じく歩行能力への
影響の大きい変形性股関節症治療の最新のトレンドについてもお話します。
会場：メルパルク京都 7 階（JR 京都駅前）
講師：河井利之（京都大学大学院医学研究科 整形外科学助教）
日時：令和 3 年 11 月 21 日 (日) 13:00～15:30（受付 12:30）◎無料（定員 140 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

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 7 階へ。

59

公益財団法人 京都健康管理研究会
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

https://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
４．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

１. ２. ３. ４. の2022年度の公募は2021年11月1日～12月31日の予定。詳細はウェブサイトをご参照ください。

５．学会・研究会・運営経費の助成：受付は随時
６．医学・医療にかかわる書籍の刊行・刊行助成：申請は随時
５. ６. の詳細はウェブサイトをご参照ください。

７．市民公開講座：6月27日(日)開催予定のところ11月21日(日)に延期
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 10月15日発行予定
…………………………………………………………………………………………………………………………
2021年５月25日

理事会（書面）

令和２年度（第68期）事業報告並びに決算報告の件、
任期満了に伴う理事候補者推薦の件
定時評議員会開催日決定の件

2021年６月10日

評議員会（書面）

令和２年度（第68期）事業報告並びに決算報告の件、
任期満了に伴う理事選任の件
評議員選任の件
新任評議員

近藤久人（京都信用金庫理事）
海原

2021年６月24日

理事会（書面）

亮（住友資料館主席研究員）

代表理事選任の件
業務執行役員選任の件

竹内三枝子氏（京都市）より本財団活動支援の御寄付をいただきました。
…………………………………………………………………………………………………………………………

〈 役員 〉
［評議員］ 辻

周平、橋本弘藏、吉田奈々子、近藤幾雄、大藪正樹、長井

海原
［理事］

泉

孝英（理事長）
、髙嶋

江塚
［監事］

攝、近藤久人、

亮
彰（業務執行）
、堤

勉（業務執行）
、長井苑子（非常勤）
、

宏（非常勤）
、平井豊博（非常勤）

種田和雄

健康塾通信をお読みいただける方は、
「郵便番号、住所、氏名」を御記載の上、
財団 FAX 075-746-2092 あるいは E-mail : info@kyoto-f.com にて御連絡下さい。
郵送させていただきます。
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