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助成事業募集に当たって ―私の願い― 

公益財団法人 京都健康管理研究会 理事長 泉  孝 英 

私共の財団活動も２年目になってきました。しかし、何よりも残念なことは新型コロナ禍のた

めに、若い先生方が、海外の学会に参加していただけないことです。「行けば行ったで収穫がある」

が、私の持論です。1988年12月、ロンドンで開催された英国胸部学会冬季集会に参加しました。

Ｐバーンズ教授の特別講演「喘息の新しい概念」を拝聴、「喘息は末梢気道の慢性炎症であり、し

たがって、治療には吸入ステロイド薬の連続吸入が有効」、目から鱗がとれるどころではありませ

んでした。当時、日本の喘息関連学会では「吸入ステロイド薬療法」はほとんど知られていませ

んでした。私が喘息治療に関心を持つことになった契機でした。 

留学は、手続きに面倒さがあっても可能になってきたようです。コロナの時代・ポストコロナ

の時代の欧米の医学・医療を勉強することの意義は大きいことです。期待したいと思います。 

学会・研究会運営経費助成については、臨床情報交換の場としての活用を期待しております。 

昨年春以来のわが国の新型コロナ対策、二転三転、大きな経済損失を来していますが、「マイナ

ンバー制度と公的かかりつけ医制度」ができておれば、これほどの混乱が生じてはいなかったこ

とです。                             （京都大学名誉教授） 
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［研修］ 

米国空軍立川病院でのインターン 

山下純宏 

50数年前の記憶を辿った本稿が、一人でも

多くの若者たちが外国留学に興味を持つ縁 

(よすが) となれば望外の喜びである。 

 

私が京都大学医学部を卒業した昭和39年頃

には、まだ研修医制度がなく、国家試験の前

に１年間のインターンが義務付けられていた。

日本のインターンは一般に無給であった。「英

語の勉強になるよ」と先輩に勧められたこと

もあり、インターンが有給であることが知ら

れていた米軍基地の病院でのインターンに応

募することを学生の内から決めていた。 

第二次世界大戦の敗戦に打ちのめされた状

態から漸く立ち上がり、追い付け追い越せと

いう、戦後の復興の機運が高まって来た頃の

ことである。古参の教授連が教える戦前の古

いドイツ医学がやや光を失い、新しい米国流

の医学が主流となりつつあった。私が医学部

を卒業した頃には、日本人インターンを採用

している米軍病院は計３つあった。海軍横須

賀病院、空軍立川病院、陸軍座間病院の３つ

である。全国の医学部卒業生のうち希望者が

自由に応募した。書類選考、筆記試験、面接

試験を経て最終的に３病院合わせて約40名

位の合格者の中に私も入ることができた。か

なりの難関と聞いていたので、私も在学中か

ら学内の ESS に入部したり、native のいる民

間の英会話塾に通ったりして、それなりの準

備は怠らなかったつもりである。筆記試験、

面接試験は陸軍座間病院で行われた。筆記試

験と面接試験の間に、テープレコーダーを使

って、ヒアリングの聞き取りテストがあった

ことは、良く憶えている。試験成績のトップ

から順番に横須賀（海軍）、立川（空軍）、座

間（陸軍）と機械的に配属された。私が配属

された空軍立川病院でのインターン同期生は

17名であった。この17名は国内の異なる11の

大学医学部の卒業生であった。その内５名が

後に医学部教授職に就いている。空軍立川病

院でのインターン同期生は、インターン期間

中に全員が ECFMG（Educational Commis- 

sion for Foreign Medial Graduates）の試験に

合格した。 

 

もうとっくの昔に撤去されているが、立川

市緑町という所に周囲を頑丈な塀で取り囲ま

れた米軍の空軍基地があった。面積としては

かなりのもので、その中には、航空機が発着

できる１本の滑走路があり、それを囲むよう

に周遊道路があった。滑走路の両側には軍人、

軍属の住宅の他に小学校、中学校、体育館、

まだ日本には珍しかったボウリング場、運動

場、プール、PXと呼ばれる、今でいうコンビ

ニのような売店、将校用の Officers’ Club、

下士官用の Airmens’ Club などがあった。基

地内にはおそらくは数1000人以上が居住し

て１つの都市を形成していた。立川市内にあ

りながら、敷地内は治外法権下にあり、外国

と同じ扱いであった。全部で３カ所のゲート

があり、出入りに際しては身分証明書の厳重
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なチェックを受けた。PX でクリーネックス

というティッシュペーパーを初めて見た。キ

ャメル、マールボロなどの舶来のタバコや、

バドワイザーの缶ビールなど、目新しい品物

が格安で購入でき、大きなカルチャーショッ

クを受けた。 

病院の医師・看護師は初任時から将校待遇

である。ルテナント（少尉）からスタートし

て、キャプテン、コーネル、ジェネラルへと

昇格して行く。我々日本人インターンは将校

扱いで、病院内の独身将校用宿舎を充てがわ

れ、米国人将校と同道すれば Officers’ Club、

への出入りが許可されていた。時々本国から

有名な歌手とか、エンターテイナーとかが、

軍人慰問のために来日しオフィサーズクラブ

で演奏会が開催された。退院を間近に控えた

患者に招待されたことがある。 

 

コーマン（衛生兵）は元気な独身の若者が

多かった。彼らの中には将来医師を目指す優

秀な若者もいた。兵役としてコーマンを務め、

学費を貯蓄しながら、医学的知識も習得でき

るので、割合人気の高い仕事のようであった。

看護師は将校であり、コーマンは下士官なの

で、コーマンは職場では看護師に絶対服従す

る立場にあった。 

インターンは有給で衣食住は保障されてい

たが、その鍛え方はかなり厳しかった。ロー

テーティング・インターン制であったので、

内科、外科、産科が必須で、あとは整形外科、

泌尿器科、精神科、脳神経外科を短期間選択

科として回った。各診療科では、毎朝指導医

が病棟へ来る前に病棟へ赴き、各全ての受持

患者のその日の最新のバイタルと検査データ

を丸覚えして、指導医に報告できるように準

備しておくように要求された。その他どのよ

うな質問にもカルテを見ずに諳じて応答でき

るように指導された。 

 

インターンに対して、最も強く指導された

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 指導医とインターンの集合写真。前から２列目，左から４人目が筆者。 
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ことは、HISTORY TAKING（病歴聴取）と

PHYSICAL EXAMINATION（理学的初見）

が99%重要であること。聞き漏らしがないよ

うに SYSTEM REVIEW（臓器別問診）を必

ず行うこと。可能性のある病態を列挙して 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS（鑑別診断）

を行う。そのために、各々の病態の可能性を 

rule-out（除外）するためには何が必要かを

考えて、臨床検査をオーダーする。患者から

の採血などはコーマンがやってくれた。目的

がはっきりしない検査を漠然とオーダーして、

その結果が出てもそれをチェックしていない

ようなことがあれば厳しく注意された。しか

し例えそれが結果的に不要であった場合でも、

自分なりに理由があり、目的を持った検査で

あれば容認された。その頃のわが国では、イ

ンターンはまだ正式には医師の資格を持って

いなかったが、米軍病院でのインターンには、

医師の監督下での医療行為が大幅に許容され

ていた。静脈注射、動脈血採血、腰椎穿刺は

もとより、手術助手として結紮・縫合などの

医療行為を存分に行うことができた。 

最初に面食らったことは、院内の paging 

（呼び出し放送）であった。廊下を歩いている

ときや、病棟で仕事をしているときに、例えば、

“Dr. Yamashita, please call four nine three 

two.”と呼ばれた場合に、即座に“4932”と

数字をイメージすることは、慣れないうちは

結構難しいものであった。掛け算の九九を英

語でやれるようになればその人の英語力はか

なりのものである。 

空軍病院なので、患者は兵士か軍属かその

家族である。掃除の人達以外は、病院スタッ

フは全て米国人であった。その頃にはまだ国

内に多くの中小の米軍基地があり、診療所し

かなかった、千歳、板付、小牧などから患者

が立川病院へ運ばれて来た。兵士と結婚した

日本人妻にもかなり遭遇した。２ヶ月間の産

科へのローテーションで100例強の正常分娩

を経験した。正常分娩は病気ではないので殆

どが看護師とインターンの仕事であり、分娩

の瞬間にだけ上の医師を呼んだ。帝王切開の

場合には、インターンは手術助手を務めた。  

女性患者の診察に際して、医師あるいはイ

ンターンは単独で患者を診察してはいけない

ことを初めて知った。必ずシャペロン（chap- 

eron）として女性看護師を同席させねばなら

ない。これは医師のセクハラ疑惑を予防する

意味と同時に、異常患者からの根拠なきセク

ハラ訴訟を防ぐ意味もあるのだと、説明を受

けた。当時の日本の病院ではそこまでの配慮

はされていなかった。悔しかったことは、患

者の中にはたまには、かつての敵国日本に対

する敵愾心を強く持っている人がいた。敵国

人インターンの診察は受けたくないというの

である。受持を充てがわれたインターンとし

ては大変困ることである。そのような場合に

は、“History & Physical was refused by Pa- 

tient”とカルテの表紙に大きく書いてサイン

をしておくとことにした。 

 

インターン期間中の１年間に起こった大き

な出来事として、「東京オリンピック1964」

「東海道新幹線開通」「名神高速道路開通」「ベ

写真２ 病院カンファレンスルームで同僚インターン

達と。左端が筆者。 
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トナム戦争勃発」がある。最近、１年遅れの

「東京オリンピック2020」に際して、1964年

の開会式の古い映像をテレビで見て、当時を

思い出し感慨一入であった。日本選手団の威

風堂々とした入場行進は、その頃の日本人の

世界に向けた高揚した心意気を示すものであ

った。ベトナムのサイゴンの米国大使館が襲

撃されたのが、この戦争の始まりであった。

その時の負傷者が立川基地へ飛行機で運ばれ

て来た。軽傷者は回復次第、再度戦線へ復帰

して行ったが、重傷者は更にサンフランシス

コへと送還されて行った。 

精神科の医師は２名勤務していたが、前線

の戦闘で精神的に大きなトラウマを受けて神

経症になる若い兵士が少なくないという話を

聞いた。その頃、「沖縄返還」と「日米安保」

の問題はわが国の大きな政治的・外交的問題

であったが、兵役のない我々日本人は米軍に

守られて、経済的成長を続けていた。これで

いいのかと言う後ろめたさとともに、兵役が

なくて良かったという安堵の気持ちが錯綜し

た複雑な心境に陥ったものである。最近、長

年駐留していた米軍がアフガニスタンから撤

退した。将来のことを考えると、日本は米軍

の核の傘に守られているが、自国防衛の意思

をもう少し強く示さないと米軍も真剣に守っ

てくれないのではないかと、私は危惧してい

る。 

 

インターン期間中は自分の将来の進路を決

めなければいけない時期であった。この病院

には Dr. Whitehurst と Dr. Smith という２人

の脳神経外科医が勤務していた。２人とも上

背があり並んで胸を張って廊下を歩いていく 

姿に一種の憧れを抱いたものである。外来で

は finger-to-nose test などなどの神経学的検

査をてきぱきとかっこよく行う姿は、何かの

パフォーマンスを見ているようで魅力的であ

った。 

これが脳神経外科へ関心を持った１つの契

機であった。その頃テレビで放映されていた

｢ベン・ケーシー｣に憧れたのが、２番目の理

由と言える。京都大学では昭和40年２月に新

たに脳神経外科学講座が開設され、その初代

教授に半田肇先生が就任されたことを知り、

新しい教室ならば活躍のチャンスが大きいの

ではないかと考えたことが３番目の理由とし

て挙げられる。かくして、自分の進路を脳神

経外科に決めて、半田肇教授の主宰する脳神

経外科学講座の第一期生となった。 

 

振返ってみると、当時の米国空軍立川病院

は、若い有能な若者たちが切磋琢磨する熱気

に溢れた、exciting で challenging な場所であ

った。何よりも良かったことは、英会話を身

につけて、国際人として生きて行くための第

一段階の基礎を身に着けることができたこと

である。この米国空軍立川病院でのインター

ンの経験はその後の私のキャリアの上に、計

り知れない影響を及ぼした。その顕著な例と

しては British Council Scholarship（英国文化

協会奨学生）の試験に挑戦して、1970～1972

の２年間英国エディンバラ大学に留学して、

1997年には英国エディンバラ王立外科学会名

誉会員（FRCSEd, Fellowship ad Hominem of 

the Royal College of Surgeons of Edinburgh）

の栄誉に浴したことが挙げられる。 

（金沢大学名誉教授） 
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［留学］ 

バンクーバーの３年 

池添浩平 

2018年４月より３年間、カナダ、バンクー

バーの University of British Columbia、St. 

Paul’s Hospital 内にある Centre for Heart 

Lung Innovation という研究施設にて慢性閉

塞性肺疾患の研究で著名な Dr. James Hogg

のご指導のもと３年間、特発性肺線維症の画

像解析の研究に従事致しました。 

はじめに研究生活について、次に生活環境

や日本とカナダ（北米）の違いについて感じ

たことを、あくまで私見ではありますがざっ

くばらんに述べさせていただきます。 

 

研究生活について 

“借りてきた猫”の１年目 

私の留学先での研究は、特発性肺線維症患

者の、移植で切除した全肺を空気で膨らまし

て凍結させ、いくつかの手法でサンプリング

し、次に組織サンプルをマイクロ CT という

高精細画像が撮影できる機械で撮影し、末梢

気道や肺間質といった微細構造を三次元で評

価するというプロジェクトでした。１年目は

手はじめとして、同一患者の臨床 CT の画像

解析に多くの時間を費やしました。研究環境

と英語によるコミュニケーションに対する不

慣れのため、緊張感の高い毎日でしたが、ラ

ボの同僚は、皆親切に接して下さいました。

同じ日本人の留学生も他大学から４人来られ

ていて、ラボは違いましたが、彼らの存在も

心強く感じました。約10人で構成される同じ

ラボのメンバーとのミーティングでは当初か

ら数多くプレゼンテーションをしましたが、

特に質疑応答はままならず、いつも助け舟を

もらっていました。英語で主体的に発信でき

ないのでおとなしく、いわゆる“借りてきた

猫”の状態だったなと今から振り返って思い

ます。 

 

環境に慣れた２年目 

２年目になり、研究プロジェクトも大事な

局面に入ってきました。実際にシミュレーシ

ョンを経て組織サンプリングを行ない、組織

サンプルをマイクロ CT 撮影後、得られた画

像データを用いて、肺胞領域や気道の様々な

指標を解析、計測しました。特発性肺線維症

の肺は、肺胞、気道共に変形が大きく、解析

が一筋縄ではいかないことが多く、時に一サ

ンプルの解析にあまりに長時間かかり、途方

に暮れそうになりましたが、何とか根気だけ

は保つように努めました。細かい問題点をひ

とつひとつ、同僚と話し合い、解決策を検討

していく試行錯誤が続きました。徐々にです

スタンレーパークから臨むバンクーバーダウタウン 
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が、自分の意見を述べられるようになってき

ました。即興で何かを提示したり提案したり

するのは難しいので、なるべくパワーポイン

ト等で資料を作って提示することを心掛けま

した。また、他施設の研究者の往来が多く、

有名な研究者が来られるたびに、ディスカッ

ションのためのミーティングが行われ、時に

参加させていただきました。ボスである Dr. 

Hogg は高齢なのですが研究に対する衰えぬ

高い情熱には感心させられるばかりでした。

たびたび“Afternoon coffee”に私や同僚を誘

ってくださり、コーヒーを飲みながら研究の

ことから雑談まで、色々な話をさせていただ

けたのも貴重なひとときでした。 

 

新型コロナウイルス流行下の３年目 

当初２年の留学を予定していましたが、２

年では進捗が充分とは言えず、思い切って留

学期間を１年延長することにしました。しか

しその矢先、2020年３月よりカナダでも新型

コロナウイルスが流行し始め、２か月間ほど

研究施設には行くことができなくなってしま

いました。数か月後には許可を得て施設には

行けるようになりましたが、密を避けるため、

同僚に直接会うことはほとんどできなくなり、

ミーティング、カンファレンスは全て Zoom

を使ったリモート形式となりました。特殊な

環境での留学になってしまいましたが、私に

とって幸いだったのは、一つのプロジェクト

がまとめ段階に入っていたので、自宅でもで

きるデータ整理、論文作成に時間を使えたこ

とと、画像解析がメインの研究でしたので、

職場でパソコンに向かうことさえできれば、

コロナウイルス流行下でも研究を進めること

ができたことです。さらに、自宅にいる時間

が増えたことで、自分自身についてもう一度

見つめ直す時間もできました。 

生活環境について 

バンクーバーは、ダウンタウンは比較的こ

ぢんまりとしており、大都会といった感じで

はありませんが、必要なものは全て揃い、近

くにアジア系のスーパー等もあり便利です。

危険な地域に近づかなければ治安はいいです

が、ホームレスが多く、声をかけてくること

があります。ダウンタウンは海に面しており、

近辺に眺めの綺麗なビーチがたくさんありま

す。また車で１時間以内の距離にトレッキン

グできる山がたくさんあり、実際頻繁にトレ

ッキングをして楽しみました。カナダの人々

は、身近にある自然の中で、バーベキューを

したり、海や湖ではヨットや釣り、カヤック、

山ではトレッキングやスキー等のアクティビ

ティをしたりして楽しむのが定番の様です。

日本にもたくさん自然の美しい場所がありま

すが、カナダではそのダイナミックさと身近

さに驚きました。バンクーバーの夏は、日本

に比べて涼しく（今年は熱波が来ているよう

ですが…）、かつ湿度も低く過ごしやすい上、

日没が非常に遅くいつまでも明るく、快適に

過ごせます。バンクーバーから車で２時間程

行ったウィスラーは一大スキーリゾートで、

夏も涼しく過ごすことができます。私のお気

に入りはバンクーバーから車で４、５時間程

にある、ケロウナという小さな町で、ワイナ

リーがたくさんあり、美しい景色とワインと

食事をのんびりと楽しむことができました。

また、北米の都市では、シアトルが車で行け

る距離にあり、バンクーバーとはまた違った

雰囲気があり、メジャーリーグ観戦がてら、

何度か訪れました。バンクーバーの冬は逆に

雨ばかりで、日没も早いせいで毎日暗く、じ

めじめとしています。ある同僚は「冬は天気

が悪いから、研究に専念できる」と言ってい

ました。 
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Live and let live 

カナダは「移民の国」とも言われ、多種多

様な人種が一緒に生活しています。バンクー

バーは特に、Chinese を主としてアジア人の

人口が多いです。みんなが安心して暮らして

いけるように、多様性を認める意識が高いよ

うに感じました。私は特に差別を受けたと感

じたことはなかったですが、ニュース等を見

ていますと人種差別がないわけではないよう

です。しかし私の所属していた職場や大学、

地域のコミュニティでは、人種差別が起きな

いように細心の意識を払っているように感じ

ました。日本では、皆が前に倣え、で同じ行

動をとろうとし、「出る杭は打たれる」様な傾

向も時にありますが、カナダでは皆が他人を

尊重し、必要以上には干渉しない傾向がある

ように思います。LGBTQ の人々もしっかり

尊重されており、皆が「Live and let live (自

分は自分、他人は他人)」の意識を持っている

ように思いました。ラボのミーティングでは、

テクニシャンも含めてすべての参加者が、自

分の仕事に誇りを持ち、堂々と意見を述べて

いる印象を受けました。人種の多様性は食文

化にもつながっていて、色々な国の料理を楽

しむことができます。味はさておき、すし屋

は至るところにあり、ほぼファーストフード

化しています。また日本のラーメン屋も人気

で、行列ができていたりします。メキシコ料

理のタコス、ベトナム料理のフォー（米粉を

使ったヌードル）、バンミー（サンドイッチ）

などは私にとっては日本ではそれほど馴染み

がなかったのですが、カナダでは身近にあり、

美味しく楽しむことができました。 

 

Family first 

新型コロナウイルス流行前までは、日本に

は「飲み会文化」があり、歓迎会や忘年会を含

め、夜間に同僚と飲酒し交流する機会があっ

たかと思います。私の留学先では、飲み会は

時々ありましたが、夕方、非常に早い時間か

らの開始で、夜７時には終了（Medical doctor

が少ないからこそできることかもしれません

が）し、参加が強制されることはありません。

仕事が終わった後は家族と過ごすという意識

が高いせいかと思います。また職場で同僚に

会った時、しばしば挨拶の後に雑談タイムが

あるのですが、家庭であったことを事細かに

話して、盛り上がることがありました。ちな

みに皆さん自分の家族のことは、my son とか

my wife とか言わず、下の名前（First name）

で同僚に話すことの方が多いです。日本では

同僚に家族の細かいことを話すことはあまり

ないように思いますので、これも Family first

の一環なのかなと興味深く感じました。 

 

Discussion 

新しい問題が生じた場合には Discussion

をするのは日本も同じとは思いますが、指導

者やグループのリーダーのみが意見を述べて、

他の者は特に意見せず、盲目的に従うという

図式も時々見られるかとも思います。私の留

学先の研究施設では、かなり open で、皆が自

分の意見を述べられるような自由な雰囲気が

あったように思います。私が英語のせいで、

自分の言いたいことがまとまらず、黙ってい

年末にライトアップされる St Paul's Hospital の入り口 
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ると「Kohei はどう思う？」と聞かれること

もよくありました。特に異論がなかったとし

ても、何も言わないと、「意見がない」と思わ

れるのかもしれません。 

 

仕事の分業制 

日本では大学院に入って研究を行う際、い

ろんな実験を自分で一通り行なって、失敗し

たり試行錯誤したりしながら進めていく必要

があることも多いかと思います。経験として

貴重なことではありますが、私の留学先では、

フローサイトメトリー専門、PCR 専門、病理

組織ブロックの薄切専門、免疫染色専門、イ

メージング専門、などのテクニシャンが誇り

をもって仕事しており、それぞれの実験過程

については彼らに任せるか、少なくとも助言

を得ながら研究を進めていくことができ、徹

底した分業システムのおかげで、非常に効率

的に研究が進んでいく印象を受けました。 

 

Summer students 

夏季休暇の間、大学の学部生または高校生

が、Summer student として研究施設に来て、

一緒にプロジェクトに携わり、数か月間仕事

をします。ただ研究者の真似ごとをするとい

うことではなく、研究の一部を任されます。

彼らの仕事は実際、プロジェクトの進捗にと

って大変有用なこともあります。また、

Summer students の発表会もあるのですが、

必要以上に臆することなく堂々とプレゼンテ

ーションし、質疑応答に答えていました。若

い時期から学生に充分な時間を与えて、研究

に主体的に参加させることが、将来の研究の

下地になり、モチベーションにつながってい

るように思いました。日本でも学生の間に研 

究に触れられる期間があるとは思いますが、

より多くの学生に、主体的に研究に携わる機

会が与えられているように感じました。 

 

他施設とのコラボレーション 

私のラボはボスが著名ということもあると

は思いますが、他の研究施設とのコラボレー

ションが多いと感じました。例えば私のプロ

ジェクトで使用した肺は、フィラデルフィア

のUniversity of Pennsylvaniaで得られた検体

でした。他のプロジェクトでも北米や欧州の

施設との共同研究があり、それが多様で大規

模な研究につながっているのではないかと思

いました。 

 

総じて、日本で医師生活を続けるだけでは

得られない貴重な体験ができ、それを元に、

日本で今まで当たり前に思ってきたことを改

めて「考え直す」きっかけになりました。英

語でのコミュニケーションはおそらく多くの

日本人にとって高いハードルだと思います。

実際、困難さを痛感する場面も多々ありまし

たが、私の場合は「日本人研究者に慣れてい

る環境」で、周りの同僚がそれなりに私の存

在を尊重してくれたことで、何とか乗りきれ

たように思います。そういう意味では、日本

人の研究者が多く研究している施設に留学す

るのはアリかと思います。最近はオンライン

でほとんどのことが経験できてしまいますが、

全く異なる環境、考え方に「実際に触れ、肌

で感じた」ことが何よりの財産であったよう

に感じています。 

（京都大学医学部附属病院呼吸器内科 院内助

教） 
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［留学］ 

直君の米国留学期間の様々な出来事 

大澤 直 

これまであまり書いた事がなかったアメリ

カ留学の事について、この度京都・中ロータ

リークラブに入会してこられた泉先生に原稿

を書くように言われて、書き上げたのがこの

粗文です。 

ところがアメリカ行きの件はさて置き、泉

先生にはおやじの件や地区医師会でも色々お

世話になっておりますので、皆さまにご理解

頂けるように、少しばかり解説しておきます。 

【日本近現代医学人名事典】1868～2001の

発刊、医療の現場でも色々と教えていただい

たりして、本人の芯が粘り強いというか、い

つも学問を楽しまれている先生の姿を見せて

いただいております。京大の、というか人間

には偉くなって威張る人と自分を見つける方

がいらっしゃることを言わせて戴いている自

分に汗顔の至りです。 

 

世の中、狭いもので泉先生のご令嬢が現在

デンマークに在住のことは聞いていました。

小生の娘は同志社に通っていたのですが、在

学中からの仲良し３人組の一人が、会社を自

己退社され子育てのため京都に帰っておられ、

ありがたいことに時間が出来たので、小生の

クリニックへ手伝いにきてくれています。過

日、彼女に例の書籍の一部をコピーして貰っ

た際に【重たい】例の御本について「泉先生

ってあのリリコのお父様ですよね」、と確認を

とられたので後日かくかくしかじからしいで

すねと聞いてみたら流石に京都のせまさにび

っくりされていました。 

小生は、生後間もない昭和16年、父（大澤

達）に大連に連れて行かれました。この辺の

事情は本文の付記に「大澤達と宮様事件」と

題した原稿を、泉孝英、熊田馨先生に執筆し

ていただいていますので御高覧下さい。 

 

留学は、先にＭ先生のおられたアメリカの

ロードアイランド州プロビデンスの米国東海

岸を代表するアイビーリーガーのなかでも最

高に学費の高いブラウン大学のリサーチフェ

ロウ、なるシステムで行かして頂いたのです。

日本で例えて言わば、慶應義塾大学でありブ

ラウン大学にはまだ医学部はなかった。附属

病院であるミリアム病院はシメオネ教授のと

ころです。教授は毛細血管の輪切りの図講で

知られた先生ですが、これは当時出血性ショ

ックの文献等について話している間に解りま

した。ミリアム病院の看護師さんの年棒が３

万ドル（当時１ドル＝360円）でコロンビア

人やポーランド人、フィリピン人の医師は流

石にその半分程度、能力は低いらしく実際は

ほぼ当直室と外来を行ったり来たりで頼りに

ならない状況でした。ここで自分自身の背景

については、教授には、小生の研究内容につ

いて説明して、医学博士の資格あり、経済的

には親父が、京都の真ん中でプライベートホ

スピタルをやっているので、経営の勉強にも

来たのでもあると宣言しておきました。 

収入が少なくとも東洋食料品店での買い物
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をして、光熱費、家賃がただで、２～３か月

に一度、誰かが来て豊かになることで経済的

には全く問題はなく、早速当時のアメ車とし

ては最高にモダンなMercuryのホワイトの新

車をたのしみました。一方、妻の素子は京都

でインテリジェンスの高い外国人に対する案

内をアルバイトでやっていた関係で、英語や

外国生活には全く動じていなかったようです。

そこでよかったのかストレス等全く感じてい

る様子もなく、それまでに、女だけでも行け

るハワイやサンフランシスコなどに、岩倉の

同志社高校で一つ違いの姉である敦子【あっ

ちゃん】と二人で終始出かけていたようです。 

 

今になって、記憶に残っていることは

PANNAM のあの細長い３×２席の飛行機で

アラスカの北廻りで一番前の席に子供用の壁

掛けベッドを用意してくれたのが気に入った

のか、トラブルなしで旅をしていたことです。 

アンカレッジでのトランジットの間に、空

港の BAR でアイリッシュコーヒーを本で読

んだごとく楽しんでいたら、日本の方ですか、

と若い紳士に話しかけられた記憶がありまし

たが、それがなんと何十年もたってから、夜

の会でお会いした中央信用金庫の会長になっ

ておられたＭさんだったとわかり盛り上がっ

た記憶があります。海外旅行は船で行く時代

のおやじの船旅のはなしですが、小生の時代

にはもう大物になっておられた佐藤栄作さん

とはそのような経緯で旅の友人となっていた

ようです。 

 

さて、いよいよニューヨークのケネディ空

港に降りたのですが、荷物係のオッサンの言

うてはる言葉はエルサドル語混ざりの方言の

ようなもので、標準語と秋田弁に近いかわり

ようですが、実はいたずらで、ニューヨーク

でこんなことが一時流行った時があったので

す。 

NY からプロビデンスまでは、若気の至り

で、ハイウェイ95号線を一路北に向かって走

り出していました。ゲートごとに25セントの

コインを一個、洗面台のような受け器具に放

りこんでいく当時の便利さを感じつつ、日本

の淡路島程度の大きさの、ロードアイランド

州に向かいました。今、日本の高速道路を通

過中、ETC の有難さを感じているひとはほぼ

いないでしょうが、自動車が自動運転になり

つつあり、またどんどんと目に見えないコロ

ナ君に周辺がぼろぼろになっていく様を見て、

やはり神様の存在を信じずにはいられない気

分です。この頃は、毎日パソコンに、自分が

ぼけないうちに、記憶が正しいうちにいまま

で生きさせて下さった世界についての思い出

に感謝しつつ記録しております。 

 

プロビデンスは世界でも有名な、ダイヤモ

ンドのカッティング加工の街で、日本人は殆

どおらず、街の丘の上には病院・学校等があ

り、マサチューセッツ州のボストンまでは約

30分ぐらいでした。近くのニューポートは原

子力潜水艦基地としてアメリカにとっては重

要な地域である。また、近くのケープコッド

岬は米国の歴史にとっては忘れてはならない

地名であり、最初に英国のピルグリムの船が

新天地として上陸した場所であるが、【おじ

ちゃんきたで】と京都の姪っ子の由美チャン、

17歳が遊びに来た時に例のアメ車ホワイト

クーガーで行った思い出があります。 

最初の秋はサンクスギビングデイでこども

が夜中にやって来るから御菓子を買っておく

ようにいわれて用意しておいたり、クリスマ

スシーズンのイルミネーションに感激したり

日本と異なるメープル特有の黄色は、日本の
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赤い色と異なっておどろいたり、毎日やって

来る道路掃除のちんたら仕事ぶりは日本の日

雇い仕事の1/3にも満たない仕事ぶりであっ

た。 

 

ところが小生の留学中の仕事について、Ｉ

教授のくれた褒美と考えるべきか、リサーチ

フェロウとはこんなものなのかと思いつつ過

ごしていた内容だけ記録しておきます。 

病院は、一応学校に付属していたので、病

院の横の研究棟の１階の外科用実験室で毎回

犬を使っての学生相手に１回の講義には６～

８人が入室していました。出血性ショックの

実験の為にカテーテルを動脈と静脈のどちら

側にも装着して講義の最中に、可逆性ショッ

クについての実験が行われており、20キログ

ラム以上の体重のある犬が用いられており、

小生の出番は心電図の作動、脳波、電気ショ

ック装置を付けて、自由自在に量をコントロ

ールできる様にするのが仕事でしたが大体

30分くらいで実験の準備は終わってしまい、

暇な時間は研究室の連中と英語の練習を心が

けていました。その間に、助手の RAO 君が

結婚のため、二か月インドに帰るため、休暇

をくださいと言いましたので、もちろん OK。

お祝いに何をあげようかと考えていたところ、

日本から持参したアサヒペンタックスの一眼

レフカメラにしました。彼に伝えたときの喜

びように驚いたのですが、小生は手術標本を

記録しているために、キャノンやニコンなど

重いカメラより軽くて使いやすい自衛隊が採

用していたカメラを仲良くしていたプロカメ

ラマンが全て下さっていた関係で、良く持ち

歩いていました。カメラをお祝いにあげたの

は大成功でした。当時としては、インドの30

万人の小都市では年に２～３台のカメラが売

れたら凄いことで、１年間はもうゆっくりと

過ごせるぐらいの値打ちがあったとのことで

した。 

 

日本から連れて行った長女の享子は、どん

どんいたずらすきの悪ガキに成長して、２年

目のある夏の午後のプールサイドに座ってい

た身体だけ大きな男の子の水泳パンツにプー

ルの中からぶら下がっており、妻が気づくま

で皆が大笑いしていたのが記憶にのこってい

ます。 

（医療法人大澤会 会長） 

大澤直先生の父君、大澤達先生は日本外科

学史に残る名医であった。日本近現代医学人

名事典（泉孝英編：医学書院，2012年刊）に

以下の記載が行われている。 

――――――――――――――――――――――――― 

大澤 達 おおさわ・とおる 

明治25(1892)～昭和59(1984)年(92歳)、長野 

【外科】大正10年７月京都帝大卒。第１外科

入局（鳥潟隆三教授）、12年11月助手、15年

６月講師、昭和２年１月助教授、第１外科・

第２外科担当（４～６年、鳥潟隆三教授、磯

部喜右衛門教授外遊中）、独・伊・米留学（在

外研究員８年４月～10年６月）、14年３月（荻

原義雄教授就任）、15年11月大連医院外科部

長（～20年10月）、戦後、20年11月中国長春

鉄路公司大連総医院外科部長、21年５月中共

公安総局第１・第２療養院最高顧問、帰国、

25年１月河村病院副院長、26年１月大沢外科

診療所開設、院長・理事長、53年３月院長辞

任、理事長在任中、59年５月逝去。▽大正15 

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

付記：大澤達博士と宮様事件  熊田 馨 
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年特発性脱疽に対する腰部交感神経節切除術

の成功を報告（世界の血管外科の開拓者と評

価されている）。平圧開胸下における胸部外科

手術理論を確立、昭和４年、過圧、平圧開胸

開腹術の下、胸腔内食道消化管手術に世界で

初めて成功。大腸機能失調症に対する腰部交

感神経節切除術1100例の報告を行ったなどの

業績がある。▽夫人は鳥潟隆三（外科、京都

帝大教授）の姪。 

――――――――――――――――――――――――― 

私は、昭和29年、京都大学医学部に入学し

たが、当時、これだけの立派な業績を挙げた

先生がどうして教授になれなかったかは不思

議な物語として話題になっていたが詳細は不

明であった。しかし、先年（2014年）刊行さ

れた「京都大学外科学講座歴史書」において

熊田馨先生（昭和大名誉教授）が「宮様事件」

と題して寄稿されているので転載させて頂く

こととしたい（泉 孝英）。 

 

宮様事件 

 これは私たちが入局した頃、久山健先生 

（近畿大教授、昭26卒）から何度か聞かされ

た話しである。即ち「…むかし第一外科には、

世界ではじめて食道癌の切除再建生存例を発

表されるなど、すこぶる高名な大澤達（明治

25年生、大10卒）先生が助教授としておられ

た。だれもが鳥潟隆三教授の後を襲われるこ

とを疑わなかったが、昭和14年４月熊本医大

から萩原義雄教授（明治27年生、大８卒）が

着任された。まさに屋上屋を架する人事であ

った。昭和15年10月10日、伏見宮博英王殿下

が宮内省、海軍省から大澤助教授宛紹介で痔

瘻の病名で入院された。総回診に際し、警護

の兵士が扉の前に立っている個室に、宮様が

入院されているのを知った教授はさそかし驚

かれたであろう。病室を出られて“あの病巣

は banal のものだよ（又は tuberkulös といわ

れたのか不明）”とつぶやかれたという。その

あと結核か否か議論が重ねられた。結局、患

部からは結核菌が検出されたが、その菌につ

いて東京大学細菌学教授が呼びだされ、菌は

継代培養されたものであると判断された。 

この騒ぎが憲兵隊の耳に人り、万世一系の

皇統に結核病素因（tuberkulöse hereditäre 

Belastug）を負わせるのはけしからんときび

しく咎められた。」であった。 

その結果、大澤助教授は昭和15年11月満州

鉄道大連病院外科部長、萩原教授は昭和16年

２月退官、大阪高等女子医専、中国・北京病

院長に転じられた。また、村上治朗助手（昭

11卒）は昭和15年12月退官されたが、細菌学

教室に関係したといわれている。後任教授に

は荒木講師が昇進された。青柳一先生（昭29

卒）から聞かされたと記憶しているが、荒木

教授選任に当たっては第二外科青柳教授が京

都憲兵隊司令部に呼び出されて「敵国アメリ

カに留学したものを教授に選んでよいのか！ 

危険ではないか！」と訊問をうけて何度か殴

られもしたそうである。 

私がこの話しをきかされたときの外科教室

では、青栁、荒木教授、木村忠司助教授、学

外では石野琢二郎先生くらいしか当時を知る

方はおられず、若輩が訊ける訳もなかった。 

この騒ぎは今しらべる限り、当時の新聞に

は一行も取り上げられておらず、日本医事新

報が不祥事による退職を報じた後、昭和16年

４月に曖味な憶測を掲載しているのみである。

結核菌が見出されたら手術不可という考えか

ら萩原教授は毎日顕徴鏡をのぞいていたが、

あるとき誰かが結核菌を投入した。その菌を

発見した同教授は、専門教授に検査を依頼し

たところ継代培養と…。 

昭和12年９月10日に端を発した特診料収
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賄容疑事件では、医学部全教授から総長に及

ぶ引責も論じられる大騒ぎであったが、宮様

事件はそれに続く事件であり、当時の国家情

勢（昭和15年は初代神武天皇御即位から2600

年に当り、紀元2600年記念として祝典行事が

津々浦々で行われ、全国民が御稜威のもと国

威発揚の大使命を負う自覚に満ち充ちていた。

当時小学生だった私は、気分が高搨すると最

近まで「…♪紀元は2600年あゝ一億の胸は鳴

るゥ…」と唄っていた。）から当事者処分だけ

に留めたのであろうか。今となっては、事実

確認どころか推察さえも困難である（敗戦直

前、京都憲兵隊は中部憲兵隊司令部になって

いたが、当時の記録は搜していない）。しかし

当時の憲兵隊はmilitary policeとして以外に、

天皇陛下を頂点とした国家秩序破壊活動防止、

対米防諜が当時の主要な業務とされていたか

ら、今なら過剩とおもえることも憲兵業務対

象となったことは、充分あり得たことである。 

ところで伏見宮殿下は大正12年御誕生、昭

和11年臣籍降下され伯爵になられたので、当

時はすでに皇族ではないから、病室もとくに

警護はなされなかったのではないか。付記す

ればこの方は海軍大尉として昭和18年戦死し

ておられる。また大澤家にのこる大澤先生の

記録では「昭和15年９月10日、伏見宮殿下の

外科治療に関し、海軍省及び宮内省より京都

大学に依託診療の命あり、二ヶ月に亘り治療

を担当し10月全治帰京さる」と記されている。

また、村上先生の著書にみられる著者履歴で

は「昭和15年12月不慮の事件に会い母校教室

を辞任」とあり、先生の学位論文は「リンパ

球及びリンパ腫に関する研究」で、細菌学と

は縁が遠い。カルテが遺っていないのでわか

らないが、村上先生は主治医か病舎主任では

なかったかと想像している。時代とは云え、

いすれも先生方の無念が随所にうかがわれる

ところである。 

萩原義雄先生は石川県生まれ、県立広島中

学、第六高等学校の御出身である。日本医事

新報（昭14.4.15）によれば熱血の好漢で正直、

万事に一生懸命で稚気さえ感じられる。たい

へん酒豪で一日もアルコールを欠かせない。

友人によれば天真爛漫なエピソードに事欠か

ないとか。京都国立病院に残る履歴書では、

満州医大在籍の記録はなく北京病院を経て昭

和21年には帰国して、12月より10年間京都国

立病院々長を、その後は名誉院長をつとめら

れた（京都国立病院は昭和20年開設）。私は

同院麻酔科兵藤正義先生に、当時未だ珍しか

った硬膜外麻酔を習いに通っていたが、手術

室で新しい麻酔技術の工夫をこらしておられ

た兵藤先生に、熱心に付き合っておられた萩

原先生は、六尺豊かな偉丈夫で挙措もとても

魅力的な方であった。 

大澤達先生は長野県人。第八高等学校の御

出身である。日本医事新報（昭13.3.26）によ

れば興味のあることには熱中したが、決して

優等生ではなかった。性格は温厚で正直、と

評されている。昭和20年８月の敗戦時には中

共、ソ連に抑留され昭和24年末帰国が許され

るまで、中共政府公安総局第一、第二療養院

最高顧問で居られた。ある時、ドイツの高名

な外科教授が、青柳先生を訪ねられ大澤先生

に会いたいと云われた。国際外科学会（1940

創立）で昭和42年に大澤先生が日本人で初め

て同会特別会員（お２人目は青柳先生）にな

られたのはその頃だったかもしれない。青柳

先生やドイツの先生らを中心に菊水あたりで

夕席が催され私たちも陪席した。はるか窓際

に大澤先生の席があり、あんな凄い先生でも

教授に選ばれないと、こういう扱いを受ける

のか、と感じたことが想い出される。 

村上治朗先生は、明治42年愛媛生まれ、昭
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和７年第一外科人局、昭和11年助手、京大退

官後昭和16年８月就任された岐阜市民病院

で、30分で胃切再建をされる手練ぶりが評判

になった。２年後に開設された村上病院は名

声が余りに高いため、岐阜県病院（のちの県

立医大病院）は閑古鳥が嶋くとまでいわれて

いた（村上病院はその後朝日大学に寄付され

歯学部附属村上記念病院となっている）。 

教室内での患者の病態の議論は昔から常に 

あったであろうが、結核か否かの議論が恰も

皇族に対する不敬罪にあたるかのように外部

に向って誰が騒ぎ立てたのか知る由もないが、

御災難にめげることなく３先生ともその後が

末広がりの人生であったことは、後輩として

慶びたい。しかしこのせいで、京大は３名の

大きな人材を失ったのである。 

（昭和大名誉教授） 

医学・医療にかぎらず、すべての人々の仕事は先人の

仕事の上に成り立っているとの想いから、わが国におい

て西洋医学が公式に採用された慶応４／明治元（1868）

年３月から平成31 (2019）年５月までの151年間におい

て、わが国の医学・医療に携わり物故された4695名につ

いての記録集を「日本近現代医学人名事典（平成24年、

医学書院）」、「別冊（令和３年、医学書院）」として刊行

した。しかし、刊行後、未収録に気付いた先達も少なか

らずあり、また、令和の時代になって物故された先達も

あり、本誌の紙面を借りて収録を続けさせていただくこ

とにしたい。 

青柳卓雄 あおやぎ・たくお 

昭和11(1936)～令和２(2020)年(84歳)、新潟 

【医用工学】昭和33年新潟大卒（工学部電

気工学科）、33年４月島津製作所入社、46年

２月日本光電入社、50年９月第１生産事業部

第１技術部次長、54年８月開発室室長代理、

58年８月生体計測部担当副部長、平成２年４

月開発部担当部長、３年４月Ｒ＆Dセンタ青

柳研究室長、５年２月「生体組織透過光の脈

動に基づく血中吸光物質濃度の無侵襲測定

（脈波分光法）の研究」により東大より学位「博

士（工学）」受領、19年４月生体情報技術セ

ンタバイタルセンサ部青柳研究室長、在職中、

令和２年４月逝去 ▽パルスオキシメータの

開発者。昭和49年、岸道雄とともに「パルス

オキシメーター」の原理を発見、３月29日「光

電式血液測定装置」の特許出願が行われた。

４月24日にはミノルタカメラにより「オキシ

メーター」の特許出願がなされた。52年ミノ

ルタカメラの山西昭夫らによって、世界初の

指先測定タイプのパルスオキシメータが商品

化され、その後、米国のバイオクス社・ネル

コア社によって技術改良が行われ、麻酔中の

モニターとして、55年以降、米国で定着し、

平成時代、欧州で小型のハンドヘルプタイプ

が発売され、わが国で平成２年ミノルタカメ

ラによりハンドヘルプタイプが発売され、７

年コニカミノルタセンシングによって腕時計

タイプが商品化され、この時期以降、センサ

と本体を一体化して、手指につける超小型の

装置が主流となっている。パルスオキシメー

ターは、麻酔管理だけでなく、広く呼吸器疾

患管理のきわめて重要な機器として世界中で

汎用されており、最近ではコロナ感染者管理

の極めて重要な機器としての位置づけが与え

られている。また、パルスオキシメーターは

胃カメラと並ぶ日本発の医療技術の代表例と

しても知られる。［受賞歴］平成７年医科機械

学会功績賞（パルスオキシメータの開発）、12

年科学技術長官賞、14年日本麻酔科学会賞、

25年米国麻酔技術会議賞（Graven Lifetime 

Achievement Award)、27年米国電気電子工学

会賞（IEEE Medal For Innovations in Health- 

care Technology)       （泉 孝英） 

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

人と業績① 
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［学会］ 

学会見聞記・交流記 
―Dong Soon Kim 先生のこと― 

長井苑子 

公益財団法人京都健康管理研究会が研

究・留学・学会参加助成等の機関として再出

発して一年が経過した。応募書類の評価会議

での手ごたえ感、出版物を実際に手にしたと

きの充実感、季刊誌「健康塾通信」は、幅広

い世界を楽しめるブックレットになりつつあ

ることなどはうれしいことである。 

私も触発されて、京大病院から中央診療所

における30年近い欧米およびアジアの医師、

研究者との交流経験を思い出してみた。 

1984年のローザンヌ（スイス）の小さな会

議からはじまって、米国胸部学会、欧州呼吸

器学会、国際サルコイドーシス・肉芽腫性疾

患学会参加と欧米見聞、そして、中国、韓国、

台湾、インドなどでの見聞に恵まれた。京大

病院では、欧米、アジアからのゲストの引き

受け教官としての20年ちかい経験がある。 

これらの中から、交流の思い出のいくつか

を書いてみることにした。 

従来の呼吸器病学の手法は、胸部写真、肺

機能、血液データから肺病変を研究すること

だったが、1970年代後半から経気管支肺生検

で肺病変現場から得られた小さい肺の組織片、

気管支肺胞洗浄法で肺病変現場由来の細胞成

分、液性成分を用いての研究が可能となって

きた。 

私は、気管支肺胞洗浄法を用いて、びまん

性肺疾患、中でもサルコイドーシス、間質性

肺炎、膠原病肺などの臨床研究をはじめた。 

 

米国胸部学会への参加 

1984年にカンザスシティで開催された米

国胸部学会に初参加、ポスターシンポジウム

で発表した仕事は、肺胞Ｔリンパ球と末梢血

液中のそれとの比較の指標として CD4/CD8

比に着目し、間質性肺炎では、特発性に比べ

て膠原病が背景にある場合には肺胞洗浄液で

は比が１以下になるという所見が鑑別診断に

有用であるとの新知見の報告であった。マイ

クの前に質問者がならび、イギリス王立

Brompton 病院の Margaret Turner-Warwick

教授（女性、50歳代）と若手の医師たちの討

論が熱くかわされていたのが印象的だった。 

私は往路のフライトで風邪をひき高熱をだ

しながらの発表で、あとは、小さなホテルで

ダウンしていた。驚いたことに、カンザスシ

ティの「日本弁当」、戦争花嫁の手作り弁当を

同行の泉先生、茆原先生が探して下さった。

カンザスシティは1946年９月ミズーリ号で

降伏調印式がなされた時のトルーマン大統領

の故郷でミズーリ州の西部にある。1984年の

米国胸部学会参加の日本人は10名にも満た

ないという時代、2005年まで21年間参加でき

たこと、アメリカのフロンティアスピリット、

visible attendants（自分の意見を言う、質問

をする）には必ずより大きいチャンスをくれ

るなどは貴重な経験だった。今では、私の領

域での権威となっている人たちも、その頃は

駆け出しで、毎年お会いしていると、彼らの

成長物語がみれるのも楽しみだった。 
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Dong Soon Kim 先生のこと 

この学会で出会った韓国ソウル大学出身の

まじめで優秀な Dong Soon Kim 先生とは、

ほぼ年齢も同じで、以降、米国、韓国、日本、

欧州と継続した交流をすることとなった。領

域も同じ間質性肺炎、サルコイドーシスで、

彼女の勤勉な学会参加と、I would like to treat 

you with dinnerとの言葉からはじまる数時間

に及ぶディナーでの質問、問わず語りの自分

史など、韓国の上流階級の医師との交流であ

る。彼女はなんども韓国の学会、研究会に招

待してくれ、韓国文化にもふれることができ

た。絶えず胃痛を訴えながらも、欧米雑誌へ

の間質性肺炎の論文投稿／発表は継続してな

され、あっぱれなことだが、封建的と彼女が

いう韓国男性社会の中で奮闘されていた。ソ

ウル大学主席卒業生で、生真面目に学会見聞

をこなす彼女の姿勢には、当初、目を見張っ

たものである。 

私立延世大学に気管支肺胞洗浄法の技術指

導のために７日間ソウルに滞在した時（1988

年７月）にも、延世大学のゲストハウスに、

朝食を共にしようと出向いてくれた。そして、

彼女の研究室に連れられ、当時、私たちが報

告した間質性肺炎由来の肺線維芽細胞の収縮

能の実験系などを丁寧に質問された。日本で、

どのような実験、臨床がされているのか、そ

こまで聞くかというくらい質問攻めにあうこ

とは、彼女との交流では避けてはとおれない

ことの一つであった。とはいえ、そのあとに、

偽ブランド街に連れ出してくれ、うれしそう

に、スカーフやバッグなどをお土産にいかが

ともてなすようなところもあった。 

肺胞洗浄液細胞を用いた鑑別診断の集大成

を、彼女の招きで、国立ソウル大学の朝の合

同カンファレンスで発表させていただいたこ

とがある。病院の入口には、巨額な寄付の記

念にと寄付患者の顔のレリーフが壁に飾られ

ていた。研究棟の入口には、医聖ヒポクラテ

スの像（写真）があった。カンファレンスル

ームには、全科の教授を含めたスタッフが集

まり、私の発表に対する質問も、呼吸器科か

らだけではなく腎臓内科、免疫膠原病科、循

環器科など多彩であった。教授室はまとめて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立ソウル大学に建つ医聖ヒポクラテス像（筆者撮影） 
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配置されており、それぞれの科の研究室とは

離れていた。日本型医局講座制とは異なって

いると感じた。 

彼女とは、学術発表の場だけでなく、米国

胸部学会の国際交流委員として、カナダトロ

ントでの会議でもご一緒したことがある。カ

ナダと米国の胸部学会の合同活動を主要課題

として討議する会議で、私も彼女もほぼ沈黙

して拝聴していた。コーヒーブレイクとなり、

チェアマンが二人のところに来られた。お二

人はどこか具合がわるいのですか？ との質

問であった。会議でなにも話さないというこ

とは、このように映るのかと実感した。学会

でも、あなたは visible attendant ですから機

会をあげようといわれてポスター討論のチェ

アマンをする機会をもらえたことなどとも関

連することだなと感じた。会議は学術的では

ないことも討議され、弁護士などのトークは

流ちょうで英語のヒアリングには疲れた。会

議の疲れのあとで、彼女から空港まで一緒だ

から、その間、話したいといわれ応対して、

トロントの国際空港に着いて彼女と別れたあ

とは、疲労困憊して、待合の椅子に寝転んで

しまったこともなつかしい思い出である。 

 

彼女の立場が教授となり、国際的にも活躍

の礎が構築できてからは、数回、ソウルに招

待されて、彼女が主催する間質性肺炎国際会

議、あるいは、韓国呼吸器学会のシンポジウ

ムなどで発表する機会をいただいた。韓国宮

廷料理の上品な味を堪能したことも、韓流ド

ラマ「チャングムの誓い」を見て韓国宮廷料

理を知りたいと思わせたきっかけであった。 

 

間質性肺炎の臨床画像病理的分類を更新す

る国際合宿は合計２回開催されており、Kim

先生は第二回に参加された。最初は私と北市

先生（病理医）が Core panel members とし

ての参加であった（2000年）。ワシントンの

陸軍病院病理部の窓のない会議室で３日間の

合宿に参加することは、間質性肺炎を臨床画

像病理的に鑑別診断すべく努力してきた京都

大学胸部疾患研究所グループとしては重要な

ことであった。なによりも、外科的肺生検で

得られた病理組織標本と、臨床データ、CT

画像所見を持参しての、一例一例の検討作業

であった。Core panel members は20名で米

国、イギリス、フランス、日本という顔ぶれ

であった。この時点では、圧倒的に、京都グ

ループが一施設としては症例を蓄積していた。

この合宿の結果が、2002年の改定分類として

米国胸部学会雑誌に報告された。京都グルー

プが考えていた、特発性肺線維症は他の特発

性間質性肺炎とは病態が異なる疾患単位であ

り、線維増殖性疾患とでもいうべき病態の異

なる線維化がある可能性が認識された。おか

げで、帰国してからの学会発表や雑誌掲載の

依頼が増えて忙しい時期であった。 

特発性間質性肺炎のひとつで非特異的間質

性肺炎という疾患単位が、さらに認識されよ

うとしていた。京都グループからも、この疾

患単位についての論文を報告することができ、

症例を十分蓄積しているということで、再び、

非特異的間質性肺炎ワークショップに参加で

きた（2002年）。この時は Kim 先生も参加さ

れて、負けず劣らず症例を持参された。Kim

先生は、無症状の早期の患者を積極的に外科

的肺生検していたために、倫理的に問題にな

らないかと欧米側からの発言があった。われ

われも、彼女よりも10年以上前には、特発性

肺線維症の検診発見例にアプローチしていた

ので、内心ヒヤリとしたことであった。特発

性肺線維症の線維化の特異性を理解できたの

は、実は、ごく早期の線維化病変と進展期の
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線維化病変が変わらないということがポイン

トであったから、日本、韓国の無症状時期の

外科的肺生検組織標本の示唆した価値は大き

かったといえる。欧米では症状がでないと病

院にはいかないこと、疾患の natural history

を理解するには、患者が固定して長期間にわ

たり追跡できた京都という土地が果たした役

割があったように思う。 

Kim 先生とは、喫煙関連間質性肺疾患に関

する合宿（2005年12月）にもご一緒できて、

真冬のミシガン州Ann Arborのミシガン大学

医学部での合宿は震えながら高い椅子にちょ

こんと腰かけて病理や CT 画像をともにみて

意見を言い合うという合宿であった。喫煙関

連間質性肺疾患の評価は、複雑系でけっこう

議論が紛糾した。 

欧州では、国際サルコイドーシス学会では、

お互いに理事としても参加して、学術発表の

みならず、それこそ、会議での学会方針をめ

ぐっての討議にも参加した。 

イタリアはシチリア島カターニャで開催さ

れた間質性肺炎の会議（2008年）でも、彼女

と共に参加しホテルは別であったので、強い

日差しの中、ホテルまで歩き、シロッコの吹

くアフリカ側の地中海に突き出たレストラン

でディナーを共にしたのも懐かしい思い出で

ある。 

私が2004年に京都で日本サルコイドーシ

ス学会を主催した時には、まだ、会社からの

寄付金もそれなりに集まり、患者さんからも

寄付金をいただいたりする幸運もあり、思い

切ってイギリス、米国、ドイツ、韓国（Kim

先生）からゲストを招待してのシンポジウム

を企画できた。２日間、南禅寺国際交流会館

での交流を楽しんだ。 

 

最後に彼女と学会で出会ったのは、ソウル

での間質性肺炎の会議（2013年）で、私は、

中央診療所にきてから力を入れた肺高血圧に

ついて発表した。彼女の引退近い時期であり、

後継としていたスタッフにいわば裏切られた

かもしれないとの悩みまで打ち明けられた。

そして、米国でよくいわれたなつかしい科白、

I will treat you with dinner とのことで、スマ

ホのナビゲーターで交通混雑したソウル市内

を漢河を横切って小高い丘の上にあるヒルト

ンホテルまで連れて行ってくれたこと、その

ときの会話では、やり遂げたはずの彼女の、

今後への愚痴めいたものもあり、胃痛も相変

わらずでもあるようで、私は、いつものよく

聞いてあげる役をひたすら務めたことを覚え

ている。 

引退後、循環器科教授であるご夫君の岡山

での講演の折には、急に連絡があり、京都に

来られて、中央診療所に来ていただいた。診

療所のハウスツアをして、cosy clinic と微笑

みながら表現された。いつもとは反対に、私

が I would like to treat you with lunch と伝え

て、診療所の斜め角にある文化博物館の中の

カフェレストランで歓談した。チェロを練習

し、ダンスを習い、ご夫君の診療所を一部ヘ

ルプし、カトリック教徒でもあるので、貧し

い地域でのボランティア医師としても働いて

いることなどを話され、cosy clinic で私が専

門外来を継続していることを良かったねと話

された。韓国では、教授が退官すると、ほぼ、

研究室にいくことはなくなるとも話されてい

た。まだ、65歳くらいで、さぞかし残念だっ

たろうし、私も彼女の強い意思と能力を考え

ると残念に思う。 

韓国のはげしいまでの知識欲、国際的に活

動しようという意欲を、彼女を通じて、彼女

の進化をこの目でみながら実感できたことは

貴重な経験であった。 （中央診療所 所長） 
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［研究］ 

ウイルス性白血病・成人Ｔ細胞白血病からの 

白血病細胞株の樹立 

前田道之 

ウイルスが原因で癌が発生することは、動

物では1911年のラウス肉腫ウイルス（RSV）、

1914年の藤浪肉腫ウイルス（FSV）などの発

見により100年以上前から知られていたが、

ヒトの癌がウイルスにより生じることは、

1964年に初めて、バーキット・リンパ腫が

EBV（エプシュタイン・バールウイルス）に

より発症することが実証された。現在、ウイ

ルスが原因でヒトに生じる癌にはバーキッ

ト・リンパ腫、成人Ｔ細胞白血病、Ｂ型肝炎、

Ｃ型肝炎、子宮頸がん、エイズ患者のカポジ

肉腫、メルケル細胞癌が明らかになっている。

ヒト癌の約20％がウイルスを主とした微生

物感染が原因で発生すると推定されている。 

米国では1953年頃から癌ウイルスの研究

に重点が置かれており、米国 NCI（国立ガン

研究所）は1964年から Special leukemia virus 

program, special virus cancer program, virus- 

cancer program により、ヒト癌ウイルス探索

を中軸とした基礎研究に国家プロジェクトと

して大きな批判を受けながらも支援を拡大し、

大型研究費を投入してきた。研究支援期間中

に重要なヒト癌ウイルスの発見には至らなか

ったが、その成果として、生命科学、特に分

子生物学が飛躍的発展を遂げ、ヒト癌遺伝子

の発見など発癌の分子機構が明らかになって

きている。 

 

本稿では、ヒト・レトロウイルス学の門戸

を開き、エイズウイルス（HIV）発見へと繋

がったヒトＴ細胞白血病ウイルス（HTLV）

研究への個人的な関わりについて紹介するこ

ととしたい。 

成人Ｔ細胞白血病（ATL: adult T-cell leu- 

kemia）は1970年代に京都大学の高月、淀井、

内山らが発見・報告した。1981年に日沼、三

好、吉田らは ATL 患者由来細胞株から RNA

ウイルス（ATLV）を発見し、それが ATL の

原因ウイルスである有力な証拠を報告した。

一方、その前年の1980年に NCI のギャロらは、

カリブ海域出身の皮膚癌患者（後に ATL と

確認された）由来のＴ細胞株から RNA ウイ

ルスであるレトロウイルス（HTLV）を分離

し報告していた。後日 HTLV と ATLV は同

一ウイルスであることが判明し、このウイル

スにはHTLV-1の統一名が使われる事になっ

た。HTLV-1感染者は現在、全世界で400～

1000万人いると推定され、日本では九州南西

部に集中し、約110万人の無症状感染者がお

り、感染者の ATL 発症率は年間1,000人に0.6

～0.7人と推定されている。 

京都大学ウイルス研で癌ウイルスの研究に

従事していた私は、1979年９月にギャロ研に

加わった。当時 HTLV は発見されていたが、

論文投稿直前であった。私はＴ細胞性皮膚癌

の発生にHTLVが関与している可能性を細胞

培養により調べることになった。 

ギャロ研では癌ウイルスの研究に集中して

おり、1970年代に白血病患者末梢血からウイ

ルスを分離、報告した。しかし、それはヒト・
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ウイルスではなく３種のサル由来ウイルスの

混入によることが、その後明らかになった。

そんなこともあり、ギャロらは1979年にヒト

皮膚がん由来 T 細胞株から発見・分離したレ

トロウイルス（HTLV）がヒト由来だと発表

するのに非常に慎重であった。1980年 PNAS

誌に発表、それがヒト・レトロウイルスの最

初の報告となった。HTLV は２症例の皮膚関

連の癌から分離されていたが、病因との関係

は明らかでなかった。しかし、HTLV 発見は

エイズウイルス（HIV）発見、エイズ制圧へ

と繋がる非常に重要な発見だった。 

マウス白血病細胞培養に長く携わっていた

私は、ギャロ研で発見されたヒトＴ細胞増殖

因子（T-cell growth factor: TCGF/IL-2）を

加えてヒトＴ細胞性皮膚癌患者の末梢血から

Ｔ細胞を培養、HTLV-1を同定しＴ細胞性腫

瘍の発生にHTLV-1が関与しているかどうか

を調べた。米国各地から送られてくる多くの

Ｔ細胞性皮膚腫瘍患者の末梢血を培養したが、

Ｔ細胞は IL-2に依存して１ヶ月余り増殖・維

持できたが、そこからHTLV-1は同定できず、

IL-2依存性Ｔ細胞株の樹立もできなかった。

私が培養した末梢血にはHTLV-1に感染した

細胞が含まれていなかったのかも知れない。 

ATL は、誕生直後に主に母乳を介して

HTLV-1に感染したＴ細胞が40年以上経過し

て悪性化し発症すると考えられている。Ｔ細

胞の増殖には IL-2とその受容体（IL-2R）の

発現が必須であり、Ｔ細胞は抗原刺激で IL-2

受容体を一時的に発現し、IL-2を細胞外に産

生し増殖する。一方、ATL 細胞は IL-2R鎖

を常時発現していることが服部らにより報告

され、IL-2/IL-2R 系が ATL 細胞の増殖に関

与している可能性が示唆された。 

1981年９月に帰国した私は、ATL 細胞の増

殖機構を調べるため、10月にＮ先生から提供

された ATL 患者末梢血から IL-２依存性

HTLV-1(+)Ｔ細胞株（ATL-2）を樹立した。

ヒト IL-2遺伝子が1983年にクローニングさ

れ、遺伝子組み替え IL-2（rIL-2）が入手可能

になるまでは、ヒト脾臓細胞の培養上清液

（crude IL-2: cIL-2）を IL-2として使用してい

た。1984年には二階堂らによりヒト IL-2R

鎖遺伝子がクローニングされた。外科手術で

切除したヒト脾臓を医学部同級生のＳ君や京

大の外科医から提供を受け cIL-2を作製し培

養に使っていた。高い IL-2活性を持つ培養上

清の産生は容易でなく、脾細胞由来 cIL-2を

数十回作製した。 

ギャロ研で私はヒトT細胞株を樹立出来な

かったが、その培養経験が役立ち、ATL-2株

樹立により HTLV-1(+)Ｔ細胞培養株樹立の

“こつ”を掴み、その後、熊本大学病院はじめ

多くの医療機関から提供を受けた ATL 患者

末梢血からの細胞株樹立を試みた。競争の激

しい研究分野で大きな成果を出せる自信・能

力に乏しい私は、ATL 研究には白血病細胞株

が必要であり、そのためには時間、集中力、

継続力を要するが、研究費が十分無くとも個

人で実施出来る細胞培養に多くの時間を費や

した。その結果、IL-２依存性 T 細胞株 ATL- 

6、ATL-7、ATL-13株など多くの HTLV-1(+)

Ｔ細胞株を ATL 症例の半数以上で樹立でき

たが、樹立した細胞株は白血病細胞由来では

なかった。 

しかし、1984年５月から培養を始めた紅皮

症患者末梢血から ATL 由来の最初の IL-2依

存性白血病細胞株を樹立した。この患者は

HTLV-1抗体陽性だったので担当皮膚科医が

ATL を疑い、私が遺伝子検査で ATL である

ことを確認した。この慢性型 ATL 患者から

1984年から1987年に渡る３年間の経過中に

Ｕ先生から何度も少量の末梢血の提供を受け
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４株の白血病細胞株を樹立した。 

この患者は培養開始時には紅皮症（eryth- 

roderma: ED）と診断され治療を受けていた

ので、培養開始の日付（1984年5月15日）か

ら樹立株は ED-40515とした。それから３ヶ

月、７ヶ月、２年11ヶ月後に提供を受けた末

梢血からも白血病細胞株を樹立し、ED-40810、

ED-41214、ED-70423と命名した。この患者

の末梢血中には IL-2依存性増殖し得る白血

病細胞が３年間の治療中に持続的に存在して

いたことが確認された。 

その数年前の1980年に、ATL から IL-2を

使わず三好らは白血病細胞株（MT-1）を樹

立していたが、MT-1株は ATL の原因ウイル

スがHTLV-1である証明に非常に重要な役割

を果たした。 

ED-40515は IL-2存在下で樹立された最初

の ATL 由来の白血病細胞株であるが、さら

に私は４人の ATL 患者から白血病細胞株、

ATL-42、ATL-43、ATL-48、ATL-55を樹立

した。 

1981年から1998年の間に、私自身が60人以

上の ATL 患者や HTLV-1の無症状感染者末

梢血を IL-2存在下で培養し、50株以上の

HTLV-1(+)感染Ｔ細胞培養株を樹立した。表

１には26人の ATL 患者から樹立した細胞株

32株を表示した。そのうち５人の ATL 患者

からは８株の白血病細胞株、患者22人からは

24株の非白血病株を樹立した。 

一般的に、ヒト白血病細胞は体内で異常増

殖しているが、白血病細胞を培養により持続

的に増殖・維持する事は極めて困難である。

しかし、私以外の数人の研究者もATL 患者か

ら IL-2依存性白血病細胞株を樹立していた。

これらの結果は、ATL 細胞の発生・増殖に

IL-2/IL-2R系が関与している可能性を強く支

持するものと思われる。 

一見矛盾する様であるが、ATL 患者の白血 

病細胞は IL-2受容体を発現しているが、その

大半は IL-2に反応せず、患者末梢血から IL-2

存在下で増殖してきたのは HTLV-1(+)の非

白血病細胞であった。しかし、26人のATL患

者のうち５人からも白血病株が樹立されてお

り、IL-2に反応する白血病細胞が存在してい

ることも明らかとなった。何故、大半の患者

末梢血中の非白血病細胞が IL-2により増殖す

るのに白血病細胞は増え難いのだろうか？ 

表1．ATL患者26人から樹立されたHTLV-1感染T細胞株 

細胞株 患者 
番号 

IL-2 
依存性 

白血病株/ 
非白血病株 

T細胞の 
サブタイプ 
CD4/CD8 

ED-40515 

ED-40810S 

ED-41214T 

ED-70423C 

ED-50823 

ATL-42T 

ATL-43T 

ATL-48T 

ATL-55T 

ATL-2 

ATL-6 

ATL-7 

ATL-11-6 

ATL12A 

ATL-13 

ATL-14T 

ATL-16T 

ATL-17C 

ATL-17-2 

ATL-18T 

ATL-20 

ATL-21C 

ATL-23T 

ATL-26C 

ATL-35T 

ATL-40T 

ATL-41T 

ATL-45T 

ATL-62T 

ATL-67T 

ATL-72b 

ATL-72/2 

#1 

#1 

#1 

#1 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

#8 

#9 

#10 

#11 

#12 

#13 

#14 

#14 

#15 

#16 

#17 

#18 

#19 

#20 

#21 

#22 

#23 

#24 

#25 

#26 

#26 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

leukemic 

leukemic 

leukemic 

leukemic 

non-leukemic 

leukemic 

leukemic 

leukemic 

leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

non-leukemic 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4-/CD8- 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4-/CD8- 

CD4+ 

CD4-/CD8- 

CD4+ 

CD4-/CD8- 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

CD4+ 

26人のATL患者末梢血からIL-2依存性のHTLV-1(+)細
胞株が樹立された。うち５人の患者から８株の白血病細
胞株が、22人から24株の非白血病細胞株が樹立された。 
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患者末梢血中には ATL 細胞と共存する多

くのHTLV-1(+)で IL-2R(+)非白血病細胞が

存在していると推定され、非白血病細胞が

IL-2存在下で増殖、樹立されたと考えられる。

IL-2依存性細胞株は長期間培養中に IL-2依

存性を離脱して増殖する様になり、一部の非

白血病細胞株（ATL-16T(-)、ATL-35T(-)、

ATL-21C(-)）や白血病細胞株（ED-40515(-)、

ED-70423(-)、ATL-43Tb(-)）がさらに nude 

mouse や SCID mouse で造腫瘍能（悪性化増

殖）を獲得して来た。即ち、HTLV-1感染Ｔ

細胞は IL-2依存性増殖⇒IL-2非依存性増殖

⇒悪性化増殖（造腫瘍性）と段階的過程を経

て悪性化/白血病化すると考えられる。この過

程は、図１に示した様に、HTLV-1感染細胞

が（1⇒2⇒3⇒4）の過程を経て増殖進展し、

IL-2非依存性となり、さらに無制御に増殖す

る白血病細胞になりATLを発症すると考えら

れる。 

この様に、多くの研究者の協力を得て、

HTLV-1感染Ｔ細胞は長期間培養により、

HTLV-1感染細胞の増殖性が進展し、さらに

悪性化し白血病細胞が生じ得ることを実験的

に明らかにした。その詳細は論文（Front 

Microbiol. 2020; 11: 356. PMCID: PMC 

7067701）に記載している。 

細胞株は利用されることにより、その存在

価値がある。淀井らは ATL-2細胞から生命維

持において重要な役割を担っている酸化還元

制御タンパク質チオレドキシン遺伝子を単離

しこの方面での研究を発展させている。NCI

のワルドマンらは上記の白血病細胞株を利用

して ATLの新しい治療法の開発をしており、

松岡らは ATL 発症機構の研究で多数の論文

を発表している。 

私が樹立した細胞株は国内外の多くの研究

機関に分与しており、現在も細胞株の分与依

頼がしばしば来ている。大半の細胞株は米国

NIH、理化学研究所細胞バンクに正式に寄託

している。 

（本稿についての詳細には以下の論文を参照さ

れたい。J. Exp. Med., 162:2169-2173, 1985; Blood, 

70:1407-1411, 1987; Front Microbiol. 2020; 11: 

356. PMCID: PMC7067701） 

（京都大学ウイルス再生医科学研究所元・助教

授） 
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［研究］ 

インフルエンザウイルスの最も早期の報告者の 

一人である山内保とメチニコフ 

森田由紀 

はじめに 

今回、本文を寄稿する機会をいただき、こ

れもノーベル賞受賞者イリヤ・メチニコフ

（Ilya Mechnikov: 1845~1916）が下さったご

縁の一つと心から感謝しています。 

私は文系人間で、医学、動物学、発生学な

どに造詣の深いメチニコフの著書「長寿の研

究：楽観主義者の試論」のフランス語の和訳

を試みたのは、信州大学名誉教授細野明義先

生のお勧めによるものでした。そして中山人

間科学振興財団からの上梓が決定した後、パ

スツール研究所名誉教授のカヴァイヨン先生

のご質問をきっかけに山内保博士について学

ぶことになりました。 

 

メチニコフについて 

メチニコフは細胞性免疫の研究で1908年に

ノーベル生理学・医学賞を受賞した科学者で、

白血球の食作用を提唱した免疫学の先駆的研

究でよく知られた人物ですので、業績、彼の

人となりを簡単にご紹介したいと思います。

彼は現在のウクライナにあるハリコフ地方で

生まれ、映画「オブロモフ」の風景を彷彿さ

せる革命前のロシアで裕福な子供時代を送り

ました。幼少のころから植物学、地質学など

に興味を持ち、17歳でハリコフ大学に入学、

生理学を学び、４年の課程を２年で卒業、10

代ですでに論文を発表し、著名な生理学者の

辛辣な反駁を受けるなど、早熟な天才ぶりを

発揮しています。ロシア語、フランス語、ド

イツ語、英語に堪能で、論文は主にフランス

語、ドイツ語で発表しています。また、スラ

ブ系特有の情熱的で激しやすい性格だったと

いうことで、長身長髪の彼が身振り手振り豊

かに、完璧な独、仏、英語で「熱烈なる語勢」

で「滔々談論を試み」たという、同時代人の

描写も残っており、学界の論敵に恐れられて

いたとのことです。 

類まれな才能に裏打ちされた強烈な自負心、

感受性の並外れた強さから、キャリア面では

最初から順風満帆というわけではなかったよ

うです。オデッサ細菌学研究所教授の職を辞

職し、次の研究拠点を探していたメチニコフ

を温かく迎え入れたのは、ルイ・パスツール

でした。パスツール研究所はメチニコフが招

聘された翌年の1888年に開設され、メチニコ

フを含む５人の科学者がそれぞれ研究室を構

えました。パスツールが国際的視野の持ち主

であるとともに、基礎研究と臨床医学の融合

を重視し、上記の５人中医学者が２人いたこ

とは特記に値します。メチニコフはこの研究

所での28年間にわたる研究生活で、数々の輝

かしい業績を上げたのです。パスツール研究

所は現在までに10人のノーベル賞受賞者を

輩出し、世界に33の研究拠点を持つ一大ネッ

トワークになっています。 

 

メチニコフの思想 

今回翻訳した「長寿について」は、メチニ

コフが1903年の「人間性の研究」に続き、1907
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年に出版した哲学的な著作で、彼の人間観の

集大成といえます。彼はダーウィンの進化論

の熱烈な信奉者で、科学が人間の進歩と幸福

にいかに貢献できるかを進化論に基づいて探

求し、動物学、植物学、医学だけでなく人文

学、哲学、社会科学に関する膨大な知識を駆

使して、老化、生死、寿命の問題を考えまし

た。「人間性の研究」では「老年学(ジェロン

トロジー)」「死生学(タナトロジー)」という

言葉を創語し、この分野の研究の重要性を説

きました。彼が到達した結論は、「科学的知識

に基づき、衛生学の法則に従った正しい生活

（オルトビオーズ）を送ることで健康な老年期

を迎え、長い生の最後に睡眠への欲求に似た

死の本能が生まれて穏やかに天寿を全うでき

る」というものでした。また腸内細菌が健康

に与える影響に注目し、乳酸菌発酵乳の摂取

が健康維持にもつ重要性を説きました。 

 

パスツール研究所でのメチニコフ 

安住の地を得たメチニコフは、多くの協力

者と精力的に研究に取り組みました。1904年

に研究所長となったエミール・ルーは仲の良

い友人で、メチニコフを副所長に任命しまし

た。彼らは共同で梅毒予防薬カロメールを開

発し、性病予防は不道徳だと世間の猛烈な批

判にさらされたりもしました。コレラやペス

トのワクチンを開発したロシア人学者のワル

デマル・ハフキンや、1919年に液性免疫の研

究でノーベル賞を受賞したベルギー人学者の

ジュール・ボーデも、メチニコフに師事した

研究者でした。1908年のノーベル生理学・医

学賞は細胞免疫のメチニコフと液性免疫のパ

ウル・エルリッヒが同時に受賞していますが、

その後も細胞性免疫、液性免疫につきメチニ

コフとドイツ学派の間で激しい論争が続いた

とのことで、細胞性免疫の父と呼ばれるメチ

ニコフの元でボーデが液性免疫の研究を行い、

後にノーベル賞を受賞したことは興味深い事

実です。メチニコフを慕って欧州内外から研

修生が集まり、その数は28年間で100人を超

えたとのことで、その中に日本人、山内保博

士もおられたのです。 

 

山内保博士について知ることになったきっかけ 

訳本の出版に際し、パスツール研究所名誉

教授のジャン・マルク・カヴァイヨン先生に

序文執筆をお願いしました。先生は国際エン

ドトキシン自然免疫学会や欧州 Shock学会の

会長職を歴任された免疫学者で、メチニコフ

没後100年のシンポジウムで講演されたほか、

炎症の歴史に関する著作もあります。今回の

邦訳出版を喜んでくださり、執筆を快諾して

くださいました。序文の内容を思案中の先生

から「T. Yamanouchi についてわかることを

教えてほしい、姓とイニシャルはわかるが、

フルネームはわからない」とのご連絡をいた

だき、インターネットで検索したところ、山

内保博士だと判明、数年前に医学史研究発表

会でお会いした京都大学名誉教授の泉先生か

ら大変貴重な情報をいただくことができまし

た。さらにフルネームが判明すると、カヴァ

イヨン先生が写真その他の資料をお送りくだ

さり、山内保博士について知識を得ることが

できたのです。以下の報告は、これらの情報

をまとめたもので、私自身が一次資料にあた

ったわけではございません。このため情報の

洩れなどがあるかもしれませんが、その場合

にはご容赦ください。 

 

山内保博士について 

1880年東京に生まれ、1901年東京帝国大学

医科大学入学、1905年卒業、大学院に入学し

細菌学を専攻、1906年11月留学。1913年博士
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号取得。新聞記事や論文などの資料からはニ

ューヨークのロックフェラー研究所の野口博

士の研究室、ウィーン大学（Dr Ernst Pick）、

おそらくベルリンにも在留され、遅くとも

1907年にはパスツール研究所に入所してお

られたようです。また後述のドワイヨン博士

の研究所にも所属しておられたようです。

1918年11月27日号の読売新聞の記事では「メ

チニコフ博士の高弟」とされていますが、カ

ヴァイヨン先生の情報によると、パスツール

研究所ではメチニコフの研究室で行ったアナ

フラキシーや神経興奮性の研究の他にも、ル

ーマニア人研究者コンスタンチン・レヴァデ

ィティのもとでトリパノソーマ症の治療研究

や、ウサギ、マカクの梅毒実験モデルの研究

をしていたそうです。 

さらに1913年に野口英世博士のパスツー

ル研究所訪問を報じた Le Temps 紙の詳しい

記事(1913．09．14)に山内博士が登場します。

当時の野口博士はロックフェラー研究所に所

属し、飛ぶ鳥を落とす勢いでした。この記事

には研究所員たちが野口の話を聞こうと詰め

かけている様子や、チンパンジー解剖中に山

内博士が頭を切除される様子などを見学され

た野口博士が、カメラを持参していないこと

を残念がる様子などが描写されています。ま

た野口博士が、自分は会津若松出身だと語ら

れると、それをうけた山内博士が「野口博士

は典型的な北日本人だ」と説明し、日本の天

孫降臨説を交えながら「チベット高原に起源

をもつ人々が韓国、満州人と混血しながら日

本に到達し、おそらくマレイシアから来たと

思われる当時の日本の住人と一緒になった、」

などと日本人の起源につき、語っておられま

す。さらに同紙の別の記事（1913.09.12）に

よると、山内博士は、野口博士の出自や左手

に火傷を負うことになった事故について語り、

「彼はアメリカに残る方がよいだろう。アメリ

カや欧州は日本の研究者に幸運をもたらすよ

うだ、アメリカや欧州に渡るとすぐに有名に

なり、日本に帰ると研究の業績を上げるペー

スが落ち、すぐに枯渇してしまう」と微笑み

ながら言った、とのことです。 

また、1911年にメチニコフ夫妻とアレッサ

ンドロ・サリンベーニ、エティエンヌ・ビュ

ルネなどで構成されたロシア調査隊に参加さ

れ、フランスの新聞の第一面をかざった調査

団出発を報じる記事の挿絵（写真１）には車

写真１ ロシア調査隊の出発を報道する1911年3月14

日付 EXCELSIOR紙の第一面記事 

PICTUREDIT: Institut Pasteur/Musée Pasteur 
 

写真２ アストラカンにおけるパスツール研究所仏露

ミッション。前列左から山内保、メチニコフ義妹ペロ

コビトワ夫人、イリヤ・メチニコフ、夫人のオリガ・

メチニコフ、アレッサンドロ・サリンベーニ、エティ

エンヌ・ビュルネ 

PICTUREDIT: Institut Pasteur/Musée Pasteur 
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窓に立つメチニコフの隣に彼の姿が描かれて

おり、アストラカン（写真２）で撮影された

写真にも姿が見られます。この調査隊は、ロ

シア人科学者と共同で、結核とペストの研究

を行う目的で組織されたもので、前述の一流

の研究者たちとともに調査隊メンバーに抜擢

された事実は、山内博士がメチニコフに信頼

される優秀な研究者だったことを示している

と思われます。 

さらにユージェーン・ルイ・ドワイヨン博

士とも交流があり（写真３）、山内博士は彼に

同行して第一次世界大戦の戦場に赴き戦傷か

ら破傷風菌を同定しておられます。ドワイヨ

ン博士は、非常に優れた外科医であるととも

に、独自のがん治療法で医学界から批判され

たり、結合双生児の切断手術を執刀し、その

様子を撮影したり、マルセル・プルーストの

小説中の人物モデルになったりと何かと話題 

の多い有名人物だったようです。また野口博

士の訪問を報道した前述の記事(1913.09.14)

には、「山内博士は私［記者］の肩に親しげに

両腕を載せて、次のように語った」というく

だりがあり、立ち居振る舞いの面で当時の日

本人としてはかなりリラックスした方のよう

に思われます。 

 

帰国後の山内博士・インフルエンザウイルス

の報告 

山内保博士は父君が病気になられたため

1918年秋に帰国され、帰国後実施した研究が

ランセット誌に掲載されました（写真４）。現

在の基準からはかなり乱暴に思われる実験方

法や時代背景は東京大学名誉教授でウィルス

学者の山内一也教授が詳述されています。研

究論文の結論は「インフルエンザは細菌ろ過

機で除去されない濾過性ウィルスである、病

原体は粘膜を通して又は接種により感染する、

病原体はインフルエンザ患者の喀痰と血液中

に見つかる、プファイフェル菌、肺炎球菌な

どはインフルエンザの原因ではない、すでに

インフルエンザに罹った人、患者の喀痰乳剤

やその濾液を接種された人は免疫になってい

る」というものです。山内保博士は英国留学

から帰ったばかりの坂上弘蔵博士と、岩島十

三博士とともに、おそらく当時の星製薬細菌

部で研究を実施されたと山内一也教授は推測

しておられます。ご参考までに驚くほどシン

プルなランセット論文を貼付いたします。 

山内一也教授によると国際ウィルス学会長

などを歴任されたフレデリック・マーフィー

教授は1918年の（いわゆる）スペイン風邪の

際にインフルエンザウィルスを発見したとい

う複数の報告を精査され、山内博士の1919年

のランセット論文を「最初の発見とみなせる

もののうち最もすぐれたもの」とされ、山内

写真３ ドワイヨン博士の研究所でがん研究を行う山内

博士とドワイヨン博士。1914年28日付 EXCELSIOR紙 

PICTUR CEDIT: Institut Pasteur/Musée Pasteur 
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一也教授宛のメールに「私がこれまで、1933

年における Christopher Andrewes らをイン

フルエンザウィルスの発見者と書いてきたこ

とは、大きな誤りだった。私が調べた限り、

多くの書物は同じ誤りをおかしている」と書

いておられるとのことです。誰を発見者と呼

ぶべきかという議論はともかく、山内博士は

メチニコフの高弟の名に恥じない極めて優れ

た研究者だったと言えるでしょう。 

山内博士は、日本橋で医院を開業された後、

1922年から麹町に移られて糖尿病、動脈硬化

などの診療をされ、しばしば新聞に広告を掲

載されたとのことです。亡くなられたのは

1944年で、ちょうど第二次世界大戦の戦況が

厳しくなった時期にあたります。いわゆるベ

ル・エポックのパリ生活を経験された山内博

士の目に戦争末期の日本はどのように映った

のか、どうしても想像してしまいます。 

 

終わりに 

山内博士が海外留学されたのは1906～

1918年だと思われます。交通、通信手段が限

られ、外国に関する情報も少なかった当時、

言語も文化も生活習慣も異なるヨーロッパに

留学し、業績を上げられた山内博士の熱意と

勇気に心を打たれます。傑出した才能の持ち

主に違いなく、どこででも業績を上げられた

と思いますが、基礎研究と臨床医学を進歩の

両輪と考えたパスツールが官僚主義からの自

由を求めて開設した研究所で、自分自身も外

国人で、多くの優秀な研究者をフランス内外

から集めたメチニコフの研究室に入ったこと

も、博士の才能の開花に寄与したのではない

かと思います。 

最後に、カヴァイヨン先生に倣い、パスツ

ールの言葉を引用して本稿の結びに変えたい

と思います。「科学には国境がありません。な

ぜなら知識は人類の財産であり、世界を照ら

す松明だからです」。これからも日本の多くの

医学者、科学者の皆さんが海外で切磋琢磨さ

れ、業績を上げられることを心から祈ってや

みません。 
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の情報をいただいただけでなく、パリのパス

ツール研究所のアーカイブ責任者であるサン

ドラ・ルグー女史とカヴァイヨン先生からも
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【厚生官僚】昭和14年東京帝大卒。４月病

理入室、海軍２年現役（７月～20年９月軍医

少佐、10月復員）、11月鹿児島県霧島村国保

田口診療所長（～23年６月）、９月厚生省医

員、保険局国民健康保険局、24年10月厚生技

官、英国出張（WHO研究員29年２月～４月：

英国の社会保障制度・施設視察）、34年８月

官房参事官（科学技術）、10月北海道庁企画

室、36年７月医務局国立療養所課長、38年８

月外務事務官（国際連合局）、40年12月官房

参事官（科学技術）、42年10月辞職。退官後、

㈶厚生団常務理事（49年１月～58年11月）、

㈱病院システム開発研究所常務理事（58年12

月～）、在職中、62年３月逝去。▽昭和29年

「我が国社会保険における結核の統計的観察」

に対して、東大より医博受領、37年、医務局

国立療養所課長当時、リハビリテーション研

究会を主宰、「医学的リハビリテーションに関

する現状と対策」の中間報告を作成、機能療

法士・作業療法士養成の予算を獲得、リハビ

リテーション発展の基礎を作った。▽大村卓

一（鉄道官僚、満鉄総裁）の四男、大村英之

助（映画プロデューサー、実業家）は兄 

［著書］社會保険診療の栞（昭26）［共著］社

会保険と結核（昭25）、社会保障・社会福祉

（昭43）［共編］医学年鑑（昭37）［共訳］医

療制度の現状と将来（エヴァング：昭37）、

保健と医療の経済学（クラーマン：昭41） 

（泉 孝英） 

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

人と業績② 
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［エッセイ］ 

ある鉄屋人生 

江塚 宏 

１．はじめに 

「鉄について」と言うお題を編集者からいた

だいた。私自身が元々製鉄会社勤務であった

からなのだが、「鉄」をどんな切り口で紹介す

れば良いのか甚だ心許ない。ご承知のように

「鉄」ほど広く世の中で使われている素材はな

かろうし、古くはヒッタイトから始まる鉄の

文明は今なお続いている。使われ方では、ビ

ル・橋・車・鉄道・船・家電…と、思いつく

ものを数え挙げればキリがなく、求められる

特性も様々だ。一方、造り方に目を向けると、

高炉・転炉・電炉・連鋳（CC）・圧延・調質・

メッキ（表面処理）・加工・溶接と広く長く、

それぞれ専門技術者群が存在する。原材料・

エネルギーの調達は国際問題かつ環境問題と

深く関わってくる。同じ題目で中央診療所の

月例研修会でも話す機会をいただいたことが

ある。その時は、46億年の地球の歴史と鉄と

の関係を取り上げて私が話し、人類が関わり

出してからの歴史や最近のトピックスなどを、

たまたま近くにお住いの、大学・会社の先輩

にお願いして、何とか切り抜けたものだった。

これを文章に起こすとなると、とても私の筆

力のおよぶところでない。 

そこで、製鉄会社の技術者とは何をしてい

る人種なのかと言うことにつき、恥を承知で

私自身の元の会社人生をご紹介し、お茶を濁

させていただきたい。尤も、私はあまり標準

的な鉄鋼技術者ではなく、寧ろ一体何屋なの

か自分でも判らないモロモロ屋であることを

最初にお断りしておく。それでも企業が社員

をどのように育ててゆくのか、育ったとは言

い難い私が書くのも烏滸がましいが、一つの

例としてお読みいただけよう。また専門性の

希薄さゆえ、却って、製鉄会社の仕事だとか、

世の中が重厚長大から脱却してゆく中で、製

鉄業が翻弄されてゆく様子とかの一端は、ご

理解いただき易いかも知れない。 

 

２．駆け出しの頃 

昭和48年４月、新日本製鐵（鉄には金を失う

でなく、金の王なる哉と書く「鐵」を使っていた）

入社と同時に堺製鐵所に配属された。大学（＆

院）卒の全社新入社員120人の中、堺には事務

系３人、技術系４人で、その１人として会社

員生活が始まった。入社して最初に驚かされ

たのが、独身寮のエレベータに同乗した寮生

が、みな２メートルほどもある見たこともな

いノッポ揃いだったことだ。後に日本リーグ

を制覇することになるバレーボールの選手達

だ。 

当時の堺製鐵所は、全国に９箇所あるうち

の一つで、伝統ある大製鉄所なら数万人も珍

しくない中ではやや小ぶりに属したが、それ

でも直営社員4,000人弱、協力会社もほぼ同数

の総勢約8,000人を擁する高炉から圧延まで

揃った立派な銑鋼一貫製鉄所だった。当時の

広さは中京区の約1/3程度あったから、構内

には行き先別巡回バスや自社専用パトカーが

走っていた。ディーゼル機関車が動き、10万

トン超級鉱石船の入る専用岸壁も有していた。

年間の粗鋼生産量（製品になる前段階の鋼の量）

は入社の年がピークで400万トンを超え、全

社の概ね１割程度の役割を担っていた。通常

の製鉄所なら自前で保有する石炭を乾留する

コークス製造工程を、隣接して立地する大阪

ガスに委ね、同社は発生したガスを近畿一円
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に都市ガスとして供給する。一方、必要な電

力を得るべく、高炉や転炉などから発生する

副生ガスを利用して、関西電力と共同の火力

発電所（共同火力と称した）を運営するなど、

コンビナート方式によるところがユニークだ

った。 

私は父が40歳の時の子で兄妹２人の兄で

あったから、当然京都の両親の面倒を見ると

言うことが念頭にあって、堺勤務を希望し、

運よくそれが叶えられた形だった。ただ、配

属部門は自分としては少々意外なものだった。

私のように機械工学科出身者にとってのメジ

ャーは、圧延部門、堺では薄板部門（ストリ

ップ工場、Hot Strip Mill）か、形鋼部門（大形工

場）の操業（生産）ないしは設備（設計や整備）

部門なのだが、配属されたのは、上工程の設

備部門、それもずっと前工程の未だ金属の面

影にも乏しい原料・焼結設備（焼結とは紛鉱石

をカステラ状に焼き固めて、多孔質の人工の塊鉱

石とする設備）の担当だった。大学卒があまり

行かないところだったので、正直ガッカリし

たことを思い出す。 

けれども、貯槽の中の鉱石は石コロか土砂

そのものだし、大型機械の架台は鉄骨建物み

たいなものだから、お蔭で土木・建築工学の

端っこをかじると言うことにもなった。これ

を３年ほど担当して、次にプロセス開発のグ

ループに加わった。今度は転炉（炭素量が多い

ため強度に乏しく脆い銑鉄に、純酸素を吹き込み

炭素をとばし、強度に優れた鋼にする炉、堺では

一度に160トンを処理）から発生する高温ガス

顕熱を、化学反応により回収するテーマに携

わり、熱化学工学と向き合ったりもした。広

く捉えれば冶金反応もその一つだろうから、

幾らか鉄屋の本丸に近づけた訳だ。どの分野

でも同じだろうが、自分自身の仕事領域が、

こうして少しずつ“専門外”の方向にも広が

って行くのが、技術者、と言うよりは会社勤

めの面白みだと、無論、今ではよく分かるこ

とである。 

同じグループには、先に触れた転炉のガス

を「質量分析計」でリアルタイムに分析し、

これによって炉内の溶鋼反応を把握するとい

う技術に取り組んでいた同僚などもおり、こ

れは無機物対象だが、この技術を有機物のた

んぱく質に適応して後年ノーベル化学賞を受

賞された田中耕一氏の業績を知った時は何故

か妙に懐かしい気がした。 

 

３．管理者生活の始まり 

大学卒の場合は、概ね８年（私のように修士

では６年）ほどすると、管理職（非組合員）に昇

進した。私の場合も、まだ独身のまま、転炉

地区整備掛（係と同音、官営以来の呼称）とい

う設備管理集団の掛長を拝命した。いきなり

定年間際のベテランから入社数年の若手まで

の20人程度の上に立つことになった。良くも

悪くも官営の名残りを引きずっているからだ

ろうか、当時は（恐らく今も）珍しい人事でも

なかった。 

地区整備とは変った名前だが、転炉工場お

よびその周辺地域の設備点検の担当掛で修繕

計画と実行管理を担い、熟練技が必要な修繕

作業（溶接や機械組立・仕上げ等）は別の部署

の担当となっていた。巨大な機械といえども、

結局は部品の集合体だから、その一つ一つの

寿命管理や状態観察を基礎に修繕計画が決め

られる。丁度この頃に、これらの業務にコン

ピュータが駆使されるようになった。無論、

まだ大型コンピュータの時代、後には、パソ

コン上のパッケージソフト化され、こうした

整備手法自体とともに、やがて私が関わるこ

とになる分社会社の屋台骨を支えるものとな

ってゆく。 
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１年余りの後、製鉄所全体の技術管理部門

に移り、今度は丸３年間を過ごす。生産管理

や予算・収益管理、あるいは設備投資計画な

どの基礎となる、原料・高炉から圧延・輸送

など全行程にわたる能率（T/H 等）・歩留・原

単位・などの技術諸元と日々向き合うことと

なって、後に銑鋼一貫体制を失う製鉄所出身

者としては、貴重な経験だった。 

その頃の堺製鐵所の花形は、溶鋼熱をその

まま保持し、再加熱せず連鋳と薄板圧延を直

結する、世界唯一と自賛していた CC-DR 技

術だった。また古い伝統ある製鉄所では、少

し前まで「宿老」（堺には居ない）に頼っていた

高炉にも、花魁カンザシと揶揄されるほどセ

ンサー類が装備強化され出し、当時既に世界

を席巻していた日本の製鉄業の最前線に身を

置いている高揚感もあった。そんな中、国賓

級の訪問と言う事件で追い回された日も懐か

しい。今や昔の東ドイツのホーネッカー議長

の昭和56年の来日だ。パンフレットのドイツ

語版づくりだとか、工場見学の模擬練習だと

か大騒ぎであった。 

その後、ムバラク、胡耀邦などと続き、製

鉄所としては最も華やいだ時期でもあった。

これらから少し後の頃だったと思うが、「大地

の子」執筆取材のため、作家の山崎豊子さん

が頻繁に製鉄所にお越しになっていた。 

 

４．技術者から技術屋へ 

数年して今度も予想に反して下工程である

「大形工場」（大サイズのＨ形鋼や鋼矢板などの形

鋼製造工場の呼称）の圧延掛長に、やがてその

まま工場長（課長職）となったから、結局、６

年余り生産ラインの仕事にドップリと漬かっ

た。形鋼圧延では、上下（もしくは上下左右・

前後）組み合わされた巨大なロール同士に、

工夫を重ねた隙間（ロール隙・孔型）を作り、

次第に縮小しながら、その中に熱した鋼塊を

繰り返し通し、所定の断面形状の長い鋼材に

仕上げる。Ｈ形鋼の最大サイズは、当時は900

㎜×300㎜、現在では1,200㎜×500㎜にも達

している。圧延機は数台が直列に並び、最大

のものは、今では12,000㎾の出力を有する。

建屋は長さ1.2㎞もあったから、現場回りだけ

でも一仕事だった。 

この時には製造責任もさることながら、多

い時には500人（離任時には350人程度にまで合

理化）を超える組織を預かって、寧ろ労務管理

に汗を流す生活となった。自分自身の手で数

式を扱ったり、図面を引いたり、コンピュー

タを操ったりする技術者としての仕事からは

やや遠くなって、この頃から技術屋ではあっ

ても、技術者というシャープな響きには似つ

かわしくなくなった。三交代職場なので、真

夜中に生産事故や設備事故で呼び出されるこ

とはしばしばだし、けが人が出ようものなら、

その原因究明やら対策やらを一気呵成にまと

め上げる必要があって、数日間の徹夜状態と

言うのも珍しくはなかった。正月には、元日

から、工場や掛の面々が、社宅の部屋では溢

れかえるほど入れ替わり立ち代わりやってく

るので、酒と食べ物を切らさないように準備

せねばならず、ほぼ新婚に近い妻が一緒に向

き合ってくれたのには、今でも頭が下がる。 

 

５．合理化の大嵐に遭遇 

この工場暮らし時代、製鐵所は昭和36年の

発足以来の大嵐に見舞われていた。合理化な

いしは縮小均衡の流れ自体はこの時に始まっ

たわけではない。入社翌年の第一次オイルシ

ョックの時から、私自身は既に経験するとこ

ろではあった。昨年、コロナ禍により雇用調

整助成金と言う語がすっかり一般化したが、

昭和50年にはこの適用（当時は雇用調整給付金
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と称した）を受け、職場一斉に臨時教育訓練に

取り組んだりしたものだった。スタッフ部門

は、最新技術の勉強会などにも活用できたか

ら、案外ありがたい面もあったが、工場では

操業を止め、テトラポッド作りや構外遊休地

の整地に汗を流すなど、苦難の時の始まりで

もあった。 

これ以降、装置産業の骨格づくりに欠か

せない設備投資も、コスト切り下げ中心、特

に第二次オイルショック以降は省エネルギー

投資一辺倒に近く、そもそも大きな投資自体

が望みにくいものとなった。２基保有する高

炉は１基が予備の位置付けとなり、１基体勢

が定着したのもこの時だった。高炉には出銑

比と呼ばれる炉内容積（堺の場合は１基約2,800

㎥）の何倍が日産量かと言う生産性指標があ

って、2.0程度を目指すのが本来の姿であるの

に、1.0の低出銑比を目指すなどと言う、ある

意味本末転倒の目標が出来たりしていた。 

昭和50年代の後半から、この頃（昭和60年

代初頭）になると、プラザ合意による円高進

行のため、国内ではバブル経済が発生する一

方、輸出市場では苦戦を強いられると言う状

況であった。今では世界最大規模に成長した

中国鉄鋼業のまだ台頭前で、最大脅威は、国

際的には日本鉄鋼業の技術供与の帰結でもあ

る韓国のPOSCO（浦項製鉄）、国内では東京製

鉄を始めとして攻勢を強める電炉メーカーで

あった。そうした中で、多製鉄所体制で各所

の高炉が低出銑比を競うと言うことでは、そ

もそも勝ち目がある筈もない。このため全社

中期経営計画として、事業の８割を占める本

業の鉄鋼事業の徹底した生産性向上と、新た

な企業分野への進出・発展を期した複合経営

強化の方針が示されるに到った。製鉄所にお

ける大合理化の大嵐はまさにこれに当たる。

この時、社内全製鉄所の半数が自前の高炉を

失うこととなった。 

少し先走って、その後の動きにも簡単に触

れておく。鉄鋼業界は昭和45年の新日鐵誕生

以来、長らく高炉５社体制の下、安定した協

調関係を結んできたのだが、こうしたことを

契機に、協調から競争へと舵を切り直した。

更には、膨張し出した中国鉄鋼業に歯止めが

かからなくなったこと、ヨーロッパでは新興

のミッタルが次々と伝統企業を飲み込み（ア

ルセロール・ミッタルの誕生へ）、日本鉄鋼業も

同じ運命に遇うかも知れないと言う恐怖感が

支配的になったこと、やがて日産のゴーンシ

ョック（前例踏襲のシェア割調達から選択調達へ

の方針転換）が引き金を引き、JFE の誕生（日

本鋼管と川崎製鉄の合併）や、新日鐵・住金の

合併（当初は神戸製鋼を含む３社の緩やかなアラ

イアンス形成）などの業界再編へと繋がってゆ

く。尤もこの形に到るまでには、なお20年程

度の時間を要するのだが、日本鉄鋼業の今の

姿を凡そご理解いただけるかとは思う。 

 

６．製鉄所での複合経営に関わって 

何はともあれ、製鉄所の象徴とも言える高

炉を休止すると言うことは、昨今の呉製鉄所

の例でも明らかなように、やがては全撤退に

も繋がりかねない衝撃的な事態だった。従っ

て製鉄所としては、残った生産ラインに磐石

の競争力をもたせることと、製鉄所版の複合

経営を目指し新規事業を軌道に乗せるという

両面作戦が至上命題となった。 

先ずは、大形工場の２～３倍の生産能力が

あるストリップ工場の休止、やがて高炉・転

炉等の上工程の総てが休止して、銑鋼一貫製

鉄所の看板を降ろすこととなってしまった。

結果として、大変な余剰人員と遊休設備や土

地・建物が残るところとなって、後々の私の

仕事にも大きく関わってゆくことになる。 



 34 

この頃の様子に少し詳しく触れておきたい。

大合理化によって製鉄所としては、様々な新

規事業や雇用対策に乗り出した。余剰人員の

向け先のうち、製鉄所ないしは関連組織が事

業自体にも関わったものとしては、立駐の鉄

骨加工、薄板絞り加工による安全蚊取容器製

作、ペーパーハニカム工場（航空機内のパネル

素材）、受水池活用のテラピア養殖、シイタケ

栽培、布団丸洗い、特殊インクによる自習教

材販売などがあり、他企業への出向では、宅

配会社のドライバー、鋼材問屋、木材加工会

社、レンガ工場、ビル管理、業務用食洗器販

売、持ち帰り寿司チェーン等々…、多岐にわ

たり記憶に残るものだけでも枚挙に暇がない。

部下を送り込む場合には、事前に下調査に行

くことが多く、やや不謹慎だが個人的には得

難い勉強の場でもあった。 

後に携わる品質管理・保証時代には、試験

分析掛と言うライン部門も預かっていたため、

所属の部が進める新規事業オペレータの身元

引受先を務めるところとなり、労務管理を通

して関わりができた。温室群を新設してのバ

イオ事業（セントポーリアの育苗など）、セラミ

ック加工（鋼材への接着加工）、エンジンラボ（排

ガス処理装置開発研究に伴う耐久試験）などであ

る。結局、いずれも撤退や他社に委ねたりで、

今に残るものは殆どないが、雇用対策の観点

からすれば、首切りに依らず、社員の定年ま

でを支え続けたということになり、大いに評

価されても良い気がする。 

所内で担当分野を失った技術者達を集めて

始めたものの中には、AI 開発班と言うのもあ

った。品質設計（成分設計や製鋼・圧延の操業

条件設計）への AI 技術の応用に挑戦したが、

デバイス性能も充分でない時代、あまり成功

したとは言えなかった。しかし、先駆的な取

り組みではあった。同じ頃にシステム担当部

門の全社的新会社も発足し、製鉄所からも

次々多くの技術者が異動して行った。この会

社は、今では業界で確固たる地位を築いてい

るから、数少ない成功例と言える。同じく、

製鉄所の設備・整備部門も、外部向けエンジ

ニアリング事業に着手し始めた。この頃には、

まだ所内組織の一つだったが、数年先には全

機能を丸々切り出して分社独立することとな

る。 

 

７．形鋼技術部門のきりもり 

そんな時代であったが、私自身はと言えば、

今も操業継続する大形工場が、堺製鐵所（現

在は和歌山製鉄所の一部門として存続）唯一の収

益源として残ったから、大サイズ形鋼の世界

でもうしばらく歩みを続けることになる。 

ライン管理卒業後は、品質管理・品質保証

の部門に移り、２年後に今度は大形工場を支

える技術者集団を任されることとなった。特

に、製鉄所の命運をかけて開発された外のり

一定Ｈ形鋼（通常はロールによる成型の宿命から

Ｈ形鋼は内のりが一定であり、各部の厚みが変わ

ると外のりも変わるが、これを逆に内のりで変化

させて鉄骨組み立ての諸問題を解決しようとする

もの）の初期の技術課題に取り組むことがそ

の頃の一番大きなテーマだった。この時代に

は欧州の鉄鋼会社との技術交流ミッションに

参加したりもした。質疑の中で即答できない

質問が出ると、夜にホテルから日本のスタッ

フに FAX、翌朝には答えが戻ってきていると

言うやり取りを連日行った。メールなどがま

だ殆ど使われてない時代だった。 

そうこうしているうちに、本社で全社形鋼

技術の取りまとめをやることとなった。量が

もの言う世界では、形鋼は全社的にはマイナ

ーな存在で、工場も八幡と君津と堺に各１ラ

インずつしかないのだが、八幡のそれは軌条



 35 

工場と呼び、鉄道レールが主製品で、日本の

鉄道のシェア７割以上を占める有力工場だっ

たから、全く違った勉強の機会ともなった。 

この時代に阪神大震災が起きた。既に家族

ともども東京暮らしをしていたので、直接の

難を逃れた格好だが、震災翌々日には京都の

実家に戻り、次の日には大阪の自宅や豊中の

妻の実家、更には西宮の叔母の安否を確かめ

に行って惨状を目の当たりにした。更に１週

間後には、過去に納入したビル鉄骨の損傷状

況調査のため芦屋に入った。この震災を契機

に、新たな建築用鋼材の JIS、SN 規格が制定

されるのだが、その形鋼版の検討に、製造他

社を巻き込んで携わった。本社の重要業務の

一つと言えた。 

 

８．あと始末業に明け暮れる 

本社で３年を過ごし、部長辞令を受けて堺

に戻った。今度は鉄づくりを離れ、残されて

いた巨大な工場建屋や銑鋼一貫時のインフラ

設備など遊休資産活用のプロジェクト担当部

門を預かった。関連会社の新工場建設の調整

や IPP（独立系発電事業）入札参加が最初の大

仕事だった。IPP は持てる天然ガスインフラ

と土地・建屋を生かした GTCC（ガスタービ

ンコンバインドサイクル）方式で提案、２年連

続で臨んだが、同業の神戸製鋼所の大規模石

炭火力にあえなく蹴散らされてしまった。 

もっと大問題なのが、新たに埋立竣工させ

たり、銑鋼設備の撤去などにより生じた 233 

ha、70万坪と言う広大な空き地の利用計画づ

くりだった。何しろその固定資産税・地価税

だけで毎年30億円近い税負担があり、私の担

当時には累計が既に200億円ほどに達してい

たというトンでもないお荷物が相手だった。

数年間格闘した一番の成果は、都市再生特措

法の緊急整備地域の第１回指定になんとか漕

ぎつけたことだった。この政府決定を引き出

す最大の力となったのは、埋立地先端に16ha

の公共緑地とそこに到る公道を完成させ、市

に無償譲渡したことだった。緑地造成は、休

止工場（実際は廃止解体）の元のオペレータ達

の人材活用も担う分社会社が請け負い、外注

に殆ど頼らず、彼らが重機を操って自前でや

り遂げた。 

世界最大級の液晶工場の誘致を巡って、三

重県の某市に水面下で戦いを挑んだりもした

が、この時には実を結ばなかった。しかし、

私が離れて数年後に現実化したから全くの無

駄ではなかったかも知れない。因みに、それ

らの土地は、特措法の指定が弾みとなり、現

在では集客施設や工場・物流倉庫などでほぼ

埋め尽くされている。 

余禄もあって、米国の大型商業施設の調

査・見学ツァーや、欧州の街づくりの視察旅

行に参加したりと、通常の鉄鋼技術者人生だ

けではあまり得られない経験もした。 

これを最後に55歳を迎えた年に、新日本製

鐵本体を離れ、子会社に転出することになる。

制度上の定年は60歳だが、役員以外の部長ク

ラスは、概ね55歳での転籍が通例だった。 

転出先は、先に紹介した分社エンジニアリ

ング会社の社長業だった。この頃には、関連

会社の同様部門やその他の製鉄所新規事業の

うち、淘汰されて生き残った部門も併せてい

たので、総勢は250人程度、一時は年間売上

100億円近くを計上していた。しかし、分社

化せねばならないほど困窮していた製鉄所本

体部門の業績が回復すると、特に設備・整備

技術者集団を直ぐに活用できない不自由さが

本体側では顕著になり、また分社会社側も他

社との競合で徐々に収益性を落としつつあっ

たことから、これを整理して会社の主たる業

務を本体に戻すこととなった。会社整理の最
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初の経験である。既に多くの支持を獲得して

いた顧客に迷惑をかけないこと、分社会社の

プロパー社員の雇用を守ることが、最大のテ

ーマであった。本体部門が彼らの殆どを中途

採用の正社員として引き受けてくれたことな

どで救われ、どうにか乗り切ることができた

ものだった。因みに、先に触れた設備管理シ

ステムソフトは、まさにヒット商品だったが、

別な関連会社が引き継ぎ、当時の商品名のま

ま、今も、鉄鋼・自動車・化学などの各業界

大手に広く使われている。 

この会社整理後、暫くして全く異質な会社

経営を打診され、好奇心も手伝って二つ返事

で引き受けた。それが、宝塚にある高級有料

老人ホームの社長業だった。平成の初めに複

合経営の一環として設立されたものの、その

後介護保険法ができると、事業環境が一変し、

万年資金不足に苦しんでいた。いわゆる黒字

倒産の危機に直面しつつあった。しかし介護

保険法成立前に老後の安心に大金を投じて暮

らしている100人にも及ぶ入居者がおられる

のだから、もとよりドラスティックな改革も

難しい。資金事情改善のためには新規入居者

を得ることが必須で、そのためには評判を落

とすことは禁物。高級ホームに相応しい介護

職などの配置基準も疎かにはできない。こう

なると値下げも難しく、新規入居者獲得に難

渋し続けた。進出時の判断ミスと断じるのは

易しいが、同じようなルーツを持つ会社も多

く、進出後の介護事業の大衆化スピードまで

読めなかったと責めるのは、些か酷かも知れ

ない。結局、さる大手の会員制リゾート企業

が M＆A で引き受けてくれ、約５年を過ごし

た最後は、またしても幕引きの仕事に追われ

ることとなった。世の中のかつてのエリート

層が入居者の大半であるから、彼らの同意を 

取り付けることもなかなか厄介な仕事ではあ

った。 

 

９．振り返ってみて 

何はともあれ、こうして製鉄会社本体から

関連会社での約40年の技術屋・鉄屋生活が平

成25年に終了した。元々就職先を探すに当た

って、機械工学の専門性を追求して設備・装

置などの製造を専らとするメーカーとするか、

それらを駆使する生産技術中心の装置産業を

選ぶかなどを考え、よりジェネラルな道を目

指して後者を選んだ。実際のところは、当時

のリクルーターが自社のことより天下国家を

論じるような企業雰囲気に惹かれたようにも

思う。結果としては、ささやかながらも、ほ

ぼ目論見通りになった訳だ。とは言え、自分

自身の意思が強く働いたのは会社を選ぶ時と

勤務地の希望を述べた時、それに老人ホーム

を打診された時ぐらいだろうか。言ってみれ

ば最初と最後だけで、あとは殆ど廻り合わせ

に身を任せただけと言って良い。ではあって

も、それなりに面白く、恵まれた鉄屋人生だ

ったと思える。 

来年はいよいよ後期高齢者となるが、ここ

まで働いてこられたのも、人の縁であるとか

偶然の要素が大きいには違いないが、鉄屋と

しての諸々の仕事経験が、随所で役立ってい

ることもあるのかも知れない。家族形成です

ら、会社を抜きにしては語れないことをここ

で白状しておく。振り返ってみるにつけ、会

社生活、鉄屋生活、そして今の診療所と、色々

な場面・局面で、指導・支援・助力くださっ

た諸先輩、同僚、後輩の諸氏には、改めて感

謝の気持ちを捧げたいと強く思う。無論、家

族にもだ。 

（中央診療所 事務部長） 
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［エッセイ］ 

教育雑感 

渡辺貞一 

１．福井と教育 

地方には、特色ある文化と歴史が生きづく

街が多い。福井もその一つである。大学に奉

職して、しばらくすると、県や市、街の仕事

の依頼が多くなった。行政に関わる仕事から、

街の年中行事まで、いろいろあったが、地域

を知る良い機会なので、また、少し義務感も

あって、多くを引き受け参加した。 

 

福井は、旧松平家32万石の福井藩（親藩）

で、街の中心に、石垣やお堀の城跡が残る城

下町である。古くからの米所で、コシヒカリ

は福井の農業試験所で生まれ、全国に広まっ

たと言われている。 

この辺りは、浄土真宗（一向宗）の門徒が

多く、各家には立派な仏間があり、昔ながら

の広い家に、３世代が同居する家が多かった。

共働きが普通で主婦も車を持って働いている

人が多く、生活環境は穏やかで豊かに感じた。 

また、子供の教育に熱心な土地柄であった。

毎年行われる全国の学力テストでは、小学生、

中学生ともに、常に１位から３位に入る成績

で、それは今も続いている。体力テストも良

い成績で、こちらも常に全国トップ３に入る

成績で、教育環境は、文武ともに優れている

と思われた。 

 

地元の高校や、ときには中学から依頼され

て、大学の説明に行くことがあった。その中

で印象に残る伝統行事は、「立志式」である。 

昔の元服に相当する、数えで15歳のときに

行う行事で、ほぼ全ての中学で、２年生の冬

に行われていた。これは、福井藩の藩士で、

幕末に活躍した橋本左内が、15歳のときに書

いたとされる「啓発録」による。左内は人生

の目標として、５か条を書き、自己の啓発録

とした。 

５か条は簡潔に決意を述べたもので、 

１．雅心を去る 

２．志を立つ 

３．学を勉ぶ 

などが書かれている。 

これに倣って、中学校では２年になると、

「私の啓発録」を書き、誓いの言葉として皆の

前で発表することが行われていた。その多く

は、「自分の志」や「なりたい自分」を、大き

な紙に、箇条書きで書き、発表するとともに、

教室や廊下に張り出されていた。 

橋本左内は、藩医の家に生まれ、緒方洪庵

の適塾で蘭学と医学を学び、福井藩の松平春

嶽の側近として開国貿易、殖産の振興、軍備

強化などの藩政改革に努めたと言われている。 

攘夷に反対し、開国を勧め、日本の独立を

維持して、将来は国際連盟、同盟を進める構

想を提言していたという。しかし、安政の大

獄で断罪され、25歳で世を去った。若くして

亡くなったので、知名度は高くないが、地元

では「立志式」という形で、若者に引き継が

れている。 

昔の元服は、成人になる儀式として、名前

や、髪型、衣類も改めたが、立志式も大人に

なる大切な儀式として、今に続いている。 

 

私は、立志式のような経験はないが、それ

に近いものとして、郷里（京都）では、「十三

詣り」があった。13歳になると、嵐山にある

「法輪寺」にお参りして、志を漢字一文字で書
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き奉納する。帰り道に、渡月橋を渡るとき、

振り返ってはならないという古くからの仕き

たりがあり、お参りを終えると、少し背筋が

伸び、大人になったような気がした。その印

象は、今も強く残っている。 

このような儀式は、全国各地で見られるが、

若いころに将来を考え、自覚を促す行事は、

大きな意味を持つ大切な青春の儀式と思う。 

 

２．藩校 

地元の高校にも、大学の研究や授業の紹介

で出かけた。その中の一つに、県立藤島高校

があった。昔の藩校の「明道館」を受け継ぐ

高校で、進学校であった。ここの卒業生で、

ノーベル賞受賞者の南部陽一郎氏は、世界的

に著名な素粒子物理学者で、シカゴ大学の名

誉教授である。校内に記念碑があり、同校の

誇りとして大切に扱われていた。ここの卒業

生で社会で活躍している人は多いように思う。 

 

藩校は、江戸時代に各藩に作られたが、比

較的中小藩に名のある藩校が多いように思う。

最も古い岡山藩の花畑教場や、庶民の教育の

場として建てた閑谷学校が有名であるが、他

にもよく知られた水戸の弘道館、長州の明倫

館、薩摩の造士館、福山の誠之館などがある。 

特に、幕末から明治にかけて活躍した会津

藩の「日新館」は、多くの人材を輩出したこ

とで有名である。 

藩士の子弟は、数えの10歳になると入学し、

厳しく教育された。成績優秀者は、大学や江

戸、他藩に遊学させたという。また、10歳以

下の児童、男女全員に、教科書として、木版

印刷の「童子訓」を持たせている。そこには、

「什の掟」の７か条が書かれている。 

有名な、「ならぬものはならぬものです」、

「嘘を言ってはならぬのです」、「卑怯な振る

舞いをしてはならぬのです」、「弱いものをい

じめてはならぬのです」、などが書かれていて、

什、すなわち、児童10人のグループに分けて

教育されている。 

 

このような環境で育った“山本八重”は、

戊辰戦争のとき、砲術家の娘として、鶴ヶ城

に籠城し、スペンサー銃（７連発）で戦って

いる。会津のジャンヌ・ダルク、ハンサムウ

ーマンと言われ、その様子は、NHK の大河

ドラマ「八重の桜」で放映され、広く知られ

るようになった。 

後年、新島襄と結婚し、京都で同志社大学

や同志社女子大学を創設し、また、日本赤十

字の正社員として、日清戦争や日露戦争に従

軍し、看護に当たった。八重は、クリスチャ

ンで京都の平安教会に通っていた。私の祖母

は、若いころ、そこでよく見かけたと話して

いた。八重の兄は、幕末から明治にかけて活

躍した“山本覚馬”である。鳥羽伏見の戦い

で負傷し、薩摩藩に捕らわれ藩邸に幽閉され

た。そのとき、日本のあるべき姿を論じた「管

見」（建白書）を記し、薩摩藩主に献上した。 

これは、三権分立、二院制、郡県制、税制、

暦法、世襲制の廃止、西洋医学、条約、学校

教育、人材の育成など、22項目が詳細に論じ

られていて、藩を超えた大きな国家の構想は、

西郷や小松などに大きな影響を与えた。 

会津と敵対関係にあった薩摩や長州からも

尊敬、信頼されて、維新後の政治体制の確立

に大きく貢献した。明治維新の、隠れた敗者

側の貢献者である。 

 

３．寺子屋と私塾 

寺子屋は、庶民の子供の教育場所である。

手習指南所ともいわれ、５～６歳で入学し、

18歳ごろまで学んだ。 
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名前の通り、古くからの寺院の教育がルー

ツといわれるが、江戸時代に広く普及した。

19世紀中ごろの江戸の就学率は、80％以上と

いわれているが、これは、ロンドンやパリが、

当時、20％程度といわれているので、世界で

も突出して高い比率である。 

寺子屋では、読書や習字、算術、および地

理や人名、手紙の書き方を学習した。教科書

は、有名な「庭訓往来」（書簡形式）や「商売

往来」、「千字文」さらには、「四書五経」や

「徒然草」などが用いられたといわれている。 

寺子屋は、今日、世界の識字率向上運動と

して、ユネスコで取り上げられ、「ユネスコ世

界寺子屋運動（World Terakoya Movement）」

として、広く知られるようになった。 

子供たちは、勉強が好きである。先日、難

民の子供が、ノートと鉛筆をもらって胸に抱

えながら、勉強がしたい、学校に行きたいと

訴えていた。 

“国を興すは教育にあり”という。長岡藩の

“米百俵”ではないが、貧しくても子供に広く

教育を施し、教育水準をあげるのは国の基本

であり、為政者の努めだと思う。 

 

一般の成人向けの学びの場として、公の藩

校とは別に、多くの私塾があった。漢学塾や

蘭学塾、西洋医学塾、和算塾、天文学塾など

が、江戸や大阪、京都、九州各地に誕生し、

多くの人材を輩出した。有名な塾に、緒方洪

庵の適塾、広瀬淡窓の咸宜園、吉田松陰の松

下村塾、シーボルトの鳴滝塾、福沢諭吉の福

沢塾、後の慶應義塾などがある。 

松下村塾からは、幕末に活躍した高杉晋作

や久坂玄瑞、また明治新政府を作り中核とな

った伊藤博文、木戸孝允、山縣有朋らがいる。 

咸宜園は、大分県日田にある漢学を主とし、

天文や医学も教えた国内最大の私塾である。

門下生は４千人以上といわれ、塾には身分を

問わず入門できたが、毎月試験があり成績が

張り出され、また成績順に９クラスに分けら

れたという。 

理系の私塾としては、天文学や和算を教え

た麻田剛立の先事館（大阪）や本多利明の音

羽塾（江戸）がよく知られている。麻田剛立

は、惑星や月の観測を良くし、月面観測図を

作り、ケプラーの第３法則を独自に発見して

いる。また、官暦になかった日食を予言し、

的中させた。日本人として、唯一、月のクレ

ータにその名を残している。 

明治に入って、女性が興した塾に、津田梅

子の女子英学塾や吉岡弥生の東京女医学校ら

がある。今は、津田塾大学、及び、東京女子

医科大学となり、毎年、優れた女子卒業生を

輩出している。他に、共立女子大学や東京女

子大学などがある。神田神保町界隈には、私

立の大学や専門学校が、文明開化とともに、

湧き出るように次々とつくられ、学びの街に

なった。本屋も軒を連ねている。今も学校と

若者の街である。 

 

４．和算と算額 

和算は、古くから、土木や建築、財務、暦

などの実用と結びついて、使用されてきたが、

江戸期になって、より高度な算学として大き

く発展した。 

最初の和算家は、1627年に、「塵劫記」を

書いた吉田光由といわれている。光由は、京

都の角倉了以が外祖父という縁者らしい。塵

劫記は、数学の入門書で、基礎から応用まで

絵を用いて分かりやすく書かれた和算書であ

る。すぐに評判となり全国に広まった。海賊

版も多数出たようで、その後、改訂版が幾度

となく出版されている。 

この改訂版には、答えを載せない問題が掲
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載されていて、その挑戦に応じた人が、解答

とともに自分の問題を載せた本を出版すると

いうことが、各地で行われるようになった。

これが、日本人の数学力を大きく伸ばし、そ

の後の本格的な算学の発展に、大きく寄与す

ることになったといわれている。 

 

これと並んで、江戸期に、算額が広く行わ

れるようになった。算額は、額や絵馬に和算

の問題や解法を記して、神社や仏閣に奉納す

るもので、日本独自の習慣である。和算の問

題が解けたことを神仏に感謝し、以後も勉学

に励むことを祈念して奉納した。 

問題は、円や三角などの幾何図形が多いが、

代数の問題もある。 

現在、700面ほど残っていて、関東から東

北地方に多い。福島に103面あり、最も古い

ものは、栃木県の星宮神社に1683年に奉納さ

れたものとされている。しかし、ものの本に

よると、算額は、江戸の各地にあったようで、

京、大阪にはさらに古くからあったと言われ

ている。現存する京都八坂神社の算額は、重

要文化財に指定されている。 

和算家は、塾を開くと同時に、神社を巡拝

して、絵馬堂に算額を上げたようで、算額の

問題は、結構、難しい問題が多い。算額は、

昭和の初めごろまで続いたが、西洋数学の普

及とともに徐々に少なくなった。ただ、算額

を受け入れる神社が、今もあるという。 

 

天文観測に基づく暦の作成は、国の大切な

仕事である。 

江戸の前期に活躍した天文暦学者で、囲碁

棋士でもあった安井算哲、後の渋川春海は、

よく知られた人物である。幕府碁方の安井家

初代の長男で、御城碁に出仕し本因坊道策ら 

と対局して、17局の棋譜を残している。天体

の動きに習って、初手を中央の天元に打った

御城碁も残っている。 

彼は、囲碁と並んで、数学や天体観測とそ

れに基づく暦法に優れた業績を残した。 

当時、使われていた中国伝来の暦、宣明歴

が、季節とのズレや日食、月食の予報が外れ

るなどの不具合が多く、日本に合った経度を

考慮した大和歴を作成したことである。これ

は、貞享に入って「貞享歴」として採用され

た（1684年）。改暦は、800年ぶりで、大きな

話題になり、井原西鶴や近松門左衛門らが、

暦にまつわる話を残している。 

渋川はまた、日本で最初の地球儀（25㎝φ）

や星図、日時計なども作っている。この話は、

小説「天地明察」（冲方丁、角川書店、2009

年）に暦作りの物語として紹介されたので、

ご存知の人も多いと思う。 

 

和算は、関孝和や田中由真らによって、本

格的な数学に発展していった。代数を文字式

で解く方法を考案し、抽象的な数学の端緒を

開いたと思う。その後、関流として広まった

が、欧州のように、大学や教会、修道院など

で深化され、普遍化されることはなかった。 

教育は大切である。国にとって、家庭にと

って、また個人にとって、大切な教育がある

と思う。教育に王道はないが、常に、将来を

見た継承と改革が必要と思う。 

子供は、生来、学びが好きである。子供た

ちが、しっかりした教育を受け、楽しく可能

性を伸ばし、個性を伸ばし、立派に成長して

くれることを願っている。 

（NPO法人広域連携医療福祉システム支援機

構 副理事長） 
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［エッセイ］ 

健やかな老化と超越的心境で 

「人生の完結」をめざす 
―老年医学・老年社会科学に導かれて― 

奈倉道隆 

永遠のいのちをめざす原核生物と真核生物 

38億年前、地球上に最初に現れた生物は、

死を知らない「原核生物」である。これは遺

伝子を持ち、自分と全く同じ配列のコピーを

作って増殖する。栄養や酸素の状態などの環

境が変わらなければ、永遠に生き続ける。ア

メーバや大腸菌などはそれである。 

「いつまでも生きていたい、死ぬのがいや」

という人は、人間でなくアメーバに生まれる

と良かったであろう。しかし、自分と同じコ

ピーを作り続ける原核生物は、何億年生きて

もアメーバはアメーバのままである。果たし

てそれでも「死なない生きもの」に魅力が感

じられるだろうか。 

20億年前に現れた「真核生物」は、「生ま

れて、老いて、自己の生の完結（死）に至る

という寿命」を持つ。そして、有性生殖によ

り、多様な子孫を産むことができる。これは、

世代交代によって、いのちがリフレッシュさ

れると同時に、環境の変化に適応できるよう

に自己を変革する進化の可能性を持っている。 

原核生物は、個々のいのちが永遠に生きよ

うとする。これに対し、真核生物は、個々の

いのちは限られた寿命を持つが、「個」の元で

ある「種」のいのちは、永遠をめざし、環境

の変化にも対応して、柔軟に生きていく。 

 

人間はどのような生き方を選んだか 

人間は真核生物であり、個々のいのちは死

によって完結するが、種のいのちは新しいい

のちに受け継がれ、永遠をめざす。そして世

代交代の際、突然変異があれば、子にも受け

継ぐ。それが生存に有利な変異であれば、子

孫に継承される。 

真核生物20億年の歴史は、種の多様化と進

化をめざした。人類の発祥もその一つである。

類人猿の１種であった人類の祖先が、安穏に

暮らせる森の樹上生活から、猛獣が走り回る

平原に出て、これらと闘いながら人間に進化

した。その努力は、並大抵のものではなかっ

たであろう。 

２足歩行で前足を手に進化させ、道具を使

い、火を恐れないで炊事に使うなど、他の動

物がまねできない文明を持って、格段の進歩

を遂げてきた。 

長い氷河期などの不利な環境条件にも耐え、

強烈な感染症にも対抗して生き抜いた祖先に

学びたい。文明の活用でひ弱になった現代人

の弱点を反省し、今後の新しい環境問題にも

対抗していかねばならない。今日のコロナ禍

はその一つに過ぎない。 

人類は、医学や生活科学を発展させ、寿命

いっぱい生きられる道を開いてきた。これか

らは老化によって生ずる「老い」をいかに生

きるかが、大きな課題である。これらを追求

する老年学（老年医学・老年社会科学などか

らなる総合科学）が確立され、発展しようと

している。その一分野である老年医学につい

て、次章で述べたい。 

 

老年医学の始まりと、私の歩み 

1968年、京都大学医学部の臨床分野に老年

科が生まれた。私は、公衆衛生学教室で、高

齢者問題・医療問題と取り組んでいたが、教

授のすすめで老年科に移った。当時の医学は、

疾病治療が中心で、疾患別の診療・研究が盛

んであった。が、新しい医学を目指す老年科
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の医局は、内科の各分野と医化学・リハビリ

テーション医学・公衆衛生学の各分野から集

まった。これらを一つの科に組織する努力が

必要となり、また、他学科・他機関などが抱

える高齢者医療の課題と連携することも視野

に入れて、意見交換を活発にした。 

私の研究は公衆衛生学を基盤にし、社会科

学・社会福祉実践の領域へと拡大、さらに仏

教学にも及んだ。大学紛争のため、大学で研

究できない時間を活かし、佛教大学の通信教

育部の学生となって仏教学を学び文学部を卒

業した。これがのちの研究や社会的実践に役

立った。 

その際、老年科の診療で高齢者とかかわっ

たいろいろな経験が、高齢者問題の解決に多

くの示唆を与え、対策のよりどころとなった。

これらの成果が認められ、大阪府立大学が

1980年に開設した社会福祉学部の「老人福祉

論・社会医学」担当教授に就任した。 

その後は、文科系大学の新学部や大学院の

開設に協力することも任務となり、龍谷大学

社会学部、東海学園大学人文学部、四天王寺

国際仏教大学大学院､聖隷キリスト教大学大

学院それぞれの開設にかかわって、教授の任

務を果たしてきた。 

一方、京大病院では、週に１日「老年医学

カウンセリング」という名称の特殊外来を開

いてきた。これは、京大を転出した時から非

常勤講師の身分で、定年63歳まで続けること

ができた。高齢者の心身の健康相談を通して、

老いを健やかに生きる道を、一人一人の生き

方に即して探索した。87歳のいまもすこやか

な私の心身は、相談に来られた方々と共に探

索した健康の知恵の賜物であるように思われ

る。 

 

 

最近の老年医学は、老化への挑戦 

最近の老年医学では、老化の研究が進んで

いる。老化は、病気ではなく、高齢期に細胞

の増殖を停止させる働きで生命活動を終焉に

導く「いのちの仕組み」である。老化そのも

のをなくすことは不可能であっても、細胞に

様々なストレスがかかり、DNA 損傷が蓄積し

て生ずる老化のひずみを取ることはできよう。

これによって生ずる症状は、病気に似て病気

ではないので、治療は困難であった。しかし、

近年、遺伝子改変マウスを用いて、この病的

な老化細胞を生体から除去したモデルマウス

が作成された。その結果、寿命の延長と加齢

に伴う様々な症状が抑制できることも分かっ

た。老化そのものはいのちの仕組みで無くせ

なくとも、病的な老化細胞を取り去って、健

やかな老いに導くことが夢ではなくなった。

いま世界中で、老化細胞除去治療法が開発さ

れつつある。健やかに老いる道が開かれてい

くことを期待したい。 

100歳老人が急速に増えている今日、超高

齢期の心身の健康増進が求められている。こ

れからは、寿命の延びよりも、心身共に安ら

かに人生が完結できる老年社会学の課題が重

要となる。これについて次章で述べたい。 

 

Tornstam の調査研究による「老年の超越」 

従来の老年社会学では、老年期の健康で幸

福な生き方として「活動理論」と「離脱理論」

が重視された。前者は、高齢期になっても活

動をやめない積極的な生き方が衰退を防ぐと

いう理論。これに対し後者は、老化という避

けられない機能低下で不適応が起きないよう、

活動から離脱することを勧める理論である。

活動しない人に廃用症候群が起きやすいこと

は知られており、前者の妥当性は明らかであ

る。また、活動の過剰が健康障害を招くこと
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も経験から明らかである。結局、柔軟に調整

できる活動を継続しつつ、引退に向かうのが

賢明といえる。 

スウェーデンの社会学者 Tornstam は、100

歳に近い人、多数の面接調査から、超高齢期

の人々には特徴的な心境がみられることを見

出し注目された。それは、宇宙的意識の自覚、

自己中心的な傾向の弱まり、過去に持ってい

た社会的役割や地位に対するこだわりが無く

なること、対人関係が狭くなっても、深い関

係を結ぶようになること、経済面・社会面で

の社会一般の価値観を重視しなくなることな

どである。 

これが、他の国の超高齢者でもいえるかど

うか、世界各国で調査が行われ、どこの国で

もその傾向が認められると報告されている。

我が国でもほぼ同じ傾向にあることが立証さ

れたが、「宇宙的意識の自覚」は明確でない。

これを Tornstam は「自己の存在やいのちが、

過去から未来に向かう大きな流れの一部であ

り、過去や未来の世代とのつながりを強く感

ずるようになる」と説明している。今後の研

究に注目したい。 

 

超越的心境によって安らぎを得る 

重要なことは、超高齢期の超越的心境が、

生死の問題を含めて、ものごとの変動にこだ

わらなくなることである。「生きるもよし、死

ぬもよし」という超越的思考で人生の完結期

をうけとめ、生に執着しなくなることである。

この調査にたずさわった多くの調査員が、超

高齢者は、現実の生活では苦痛や不安があっ

ても、「今が一番幸せ」と、現実を肯定的に受

け止めていると報告している。一般に、死期

には苦痛や不安があるのでないかと案じられ

ているが、超高齢期に人生を完結していく人

は、それがないと知り、安らぎを感じる。 

高齢期に頑固になることが多いともいわれ

ているが、自分の主張や存在が認められず、

自己防衛せざるを得ない状況に置かれれば、

頑固にならざるを得ないであろう。生活上の

支援が必要となる超高齢期の高齢者の心境が、

超越的になる傾向があるのであれば、周囲の

人はこれを尊重し協調的に生きていくことが

できよう。人生の最後は、周囲の人と調和し、

安らかに生きたい。 

 

仏教思想の三法印が導く人生の完結 

仏教思想は、科学と矛盾しない考え方であ

り、「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静」の三

法印を基盤に置いて物事を考える。その内容

は「すべてのものごとは移り変わり、すべて

のものごとは関係性をもって成り立ち、すべ

てのものごとは調和したとき安定する」とい

う内容である。言い換えれば、ものごとの移

り変わりにとらわれず、自己中心的にならな

いで、他者との関係を重んじ、関係が調和し

たとき安定するということをいつも念頭に置

こうという考え方である。これは生命活動を

理解するのに役立ち、生活や人間関係を良好

に保つためにも役立とう。また医学ともなじ

むので、仏教思想を重視する医療が仏教の教

えと共に日本にも伝わり、我が国の伝統医学

にも影響を与えてきた。 

私は老年科医そして仏教者として、高齢者

医療や医学カウンセリングにこれを活用して

きた。老いや病に向き合う患者・医療従事者

の心のよりどころとしても有用である。人生

の完結のための心の整理にも大いに役立つ。 

人生の完結を間近かにひかえた私は、健や

かな老化と超越的心境が必要である。いのち

ある限り社会に役立ちたいと願いつつ、一日

一日を老年医学・老年社会科学・仏教と共に

生きていきたい。 （東海学園大学名誉教授） 
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［エッセイ］ 

医学がワインに 

繋がるとき 

星野勇馬 

写真１ 1997年米国胸部疾患学会参加時のナパバレーの 

ワイナリー巡り 

ワインブドウ栽培を目指した経緯 

私は現在長野県東御市で医師として地域医

療に携わる一方、ワインぶどうの栽培～オリ

ジナルブランドのワインの販売を行っており

ます。ワインも多様性の飲み物ですが、ライ

フスタイルにも多様性を求める私なりの試み

を僭越ながらご紹介させて頂きます。 

私が20数年前に入局した京都大学胸部疾

患研究所附属病院第二内科は、当時びまん性

肺疾患の臨床～研究の最先端をいく非常に魅

力的な医局でした。画像、病理の専門家と密

接に連携をとりながら臨床をすすめ、臨床か

ら湧き上がった疑問をそのまま研究で解明し

ていくということが自己完結する、まさに医

師として理想的な環境でした。私の研究テー

マは COPD をはじめとする喫煙関連肺疾患

でしたが、臨床研究では健診機関との連携に

より無症候喫煙者の段階から発症に至るまで

の縦断的な研究、基礎研究では細胞培養～マ

ウス疾患モデルを用いた病態解明～新規治療

薬の開発、最終的に iPS 細胞など再生医療に

繋がる大変幅広い研究の場を与えて頂き、充

実した研究活動を行うことができました。更

に京大病院探索医療センターで呼吸器疾患の

医師主導治験の立ち上げに参画できたことは、

基礎研究から育んできたシーズを臨床応用に

繋げる大変貴重な経験となりました。そして

何より毎年の国際学会への参加は、新たな知

見、刺激を得る絶好の機会でした。 

一方で国際学会での渡米は、学術的な刺激

だけでなく、ヴィンヤード・ワイナリー訪問

という別の面でも私の人生に大きな影響を与

えてくれました。そもそも私がブドウ栽培～

ワイン造りに興味をもったのは、御多分にも

れずワインという飲み物に強い魅力を感じた

からです。それまで酒類の一つに過ぎなかっ

たワインが、ある時から特別な存在に変わっ

たように思います。それはまさに1997年の米

国胸部疾患学会出張の際、ナパヴァレーのワ

イナリー巡りに遡ります（写真１）。作り手の

熱い主張を聞きながら杯を進めていくうちに

感じたことは、ワインも人間と同じで、若い

ものは果実味にあふれ、熟成すると時に妖艶

と思える程の奥行きを感じさせ、何れもその

時期にしかない良さを見せる、こういった一

期一会の出会いを期待させる芸術品だという

ことです。また飲み手の多様な価値観に見合

う極めて多彩なワインが世界中で作られてお

り、ある特定の産地の製品が絶対というわけ

でもありません。そして、他の農産品に比べ、

作り手の考え方がこれ程表に出るものも少な

いのではないかと思います。「こんなものを自

分で作ることができたら、なんと幸せだろう

か」というのが率直な印象でした。 

私にとって「興味をもつ」ということが「そ

れを分析し、創り出す」という欲求につなが

るのは至極自然な流れです。医療～医学にお
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図１ 信州ワインバレー 

いても、患者～疾患というものに向き合うう

ちに、「その原因を解明するために疾患モデル

を作るところから始める」という研究スタン

スでしたので、その対象がワインに変われば、

まずはブドウ栽培からとなるのは決して異質

なことではなかったのです。 

 

ブドウ栽培の立ち上げ 

ブドウ栽培を始めてみたいと具体的に考え

たのは2012～13年頃でした。私の作りたい品

種の一つであるピノ・ノワール種を地元京都

の丹波ワインが栽培していることを知り、突

然の申し出に、ご厚意で病院勤務の傍ら２年

間に渡りブドウ栽培を教えて頂きました。 

栽培研修と並行して、ぶどうを栽培する畑

を探しましたが、特に京都府下では十分な農

地を確保することが困難でした。それならよ

り栽培に適した地域に目を向けようと、北海

道、長野などで農地を探していたところ、長

野県東御市の新規就農者の募集が目に留まり

ました。長野県には千曲川ワインバレー、日

本アルプスワインバレー、桔梗ヶ原ワインバ

レー、天竜川ワインバレーという４つのワイ

ンぶどう栽培地域（ワインバレー）があり、

あわせて25のワイナリー、更に多数のヴィン

ヤードが存在します（図１）。千曲川ワインバ

レーに属する長野県東御市は、浅間山の南麓、

千曲川支流の扇状地で、生育期の日照時間が

長く、昼夜の寒暖差が大きく、水はけの良い

土壌と日本の中では有数のブドウ栽培の適地

です。新たな一歩を踏み出すにはまたとない

好条件でしたので、早速2015年より東御市で

農業研修を始めることとしました。私は信州

うえだファームという JA の子会社の農業研

修を通してブドウ栽培を開始しましたが、こ

の研修制度は就農希望者にも地域にもメリッ

トの大きい制度です。まず第一に、就農希望

者が独自に探すよりも農地の確保が容易であ

ること。農地は耕作放棄地ですが、一旦農協

が管理することで、（直接見知らぬ個人に借地

として提供するより）農地の所有者も安心し

て預けることができますし、担い手が決まれ

ば将来も荒廃地にならずに済むという安心も

あります。第二に農業研修を受けることで、

ブドウ栽培に偏らず幅広い農業の知識を得ら

れること。一方でうえだファームとしても、

研修生を雇うことで、借り受けた耕作放棄地

の担い手が見つかるまでの間、作物の栽培な

ど管理業務の人手を確保することができます。

そして研修中から将来ブドウを栽培する園地

を選定し、実際に植栽を開始することができ

るので、スムーズに独立就農に移行できます。

また長野県では、JA が農業だけでなく医療部

門（JA 長野厚生連）も持っており、地域医療

の中核を担っています。私のように農業中心

の生活を希望するものでも、非常勤医師とし

てフレキシブルに医療サービスに従事するこ

とで、地域の医療従事者不足の解消に貢献で

きるのは重要な点だと思います。このような

農業研修システムが普及し、地域の活性化に

繋がることを願っております。 

私は東御市内の標高約600mの畑1.4haを借
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写真２ スターダスト・ヴィンヤードの収穫間近のブドウ 

地契約し、「スターダスト・ヴィンヤード」と

命名して耕作を始めました。畑といっても基

本は耕作放棄地ですので、まずは草刈り、耕

耘など整地をし、土壌分析を行い、垣根栽培

の資材を設置するところから始めました。ま

た2015～16年当時は苗木供給不足の状況で

したので、接ぎ木苗も自家繁殖で用意しまし

た。2016年春より苗の植えつけを始め、畑に

は現在までに11品種、合計約4000本を植栽し

ております。その後ブドウ樹は順調に生育し、

2018年の秋に初収穫を迎えました（写真２）。

収穫したブドウは、アルカンヴィーニュとい

う同じ東御市の醸造所に持ち込み、ワインに

委託醸造して頂きました。そして2019年より

赤ワイン、白ワイン各一種を販売するに至り

ました。 

 

ブドウ栽培と診療の共通点 

ワインぶどうを栽培して感じたことは、ヒ

トもブドウも同じ生物であるということです。

ブドウは病害、虫害、鳥獣害など常に外敵の

脅威にさらされています。ブドウ樹は外来患

者さんのように自ら症状を訴えてはくれませ

んが、幹に虫が食入すれば、末梢の葉の色が

褪せたり、紅葉や実の色づきが早くなること

で異常を知らせてくれます。また実や葉に真

菌感染がおこれば、原因菌に特徴的な病斑や

枯れ方をします。自分では症状を訴えること

ができない寝たきりの患者さんを診ているよ

うな感覚に近いかもしれません。 

ブドウは根から吸い上げた水分と日光をも

とに、葉で光合成をして養分を蓄え実が熟し

ます。葉が病気で枯れると光合成ができず、

実が十分熟しませんし、果実自体が病気で枯

れてしまう場合もあります。幹に虫が入れば

水分の流れが止まり最悪の場合、樹が枯死し

てしまいます。 

そこで病害の対策として、主に抗菌剤（に

加え、私の畑では散布しませんが、場合によ

って殺虫剤）の散布を行います。ワインぶど

うの病原菌はある程度同定されており、その

病態もかなり解明されていますので、原因菌

の感染～繁殖前の定期的な予防散布を基本に、

必要に応じ治療投与を行うのが慣例です。日

本の高温多湿な気候は欧州系のワインぶどう

品種（ヴィニフェラ種）には過酷な環境であ

り、真菌感染が主な対象となります。抗菌剤

の多用・連用による耐性菌の問題などは、ヒ

トの感染症と何ら変わりありません。 

同じ病気でも患者さんによって症状や治癒

過程が様々であるように、畑で栽培するブド

ウ樹の状態も様々です。その年のブドウの出

来を見ながら、品種毎、畑単位、場合によっ

てはブドウ樹単位で翌年の対策を考える必要

があります。 

ブドウ栽培するということは、結局こうい

うことを毎日考えながら作業することであり、

言いかえれば毎日がブドウ樹の健康管理、ま

ったくもってヒトの診療業務と同じなのです。

（強いて言えば患者さんやご家族への病状説

明を考える必要はないですが）そして如何に

努力しようとも、年間を通して100%の健康

状態を保持できるということはありません。

どんな天候不良があろうとも、毎年秋にはブ

ドウを収穫し、翌年春にワインとして世に出
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すことになります。ブドウの出来に関わらず、

消費者の心を満たすものを作り上げねばなら

ないという点は、研究者として研究成果を定

期的に論文として形に残さねばならないこと

と類似しているように感じます。もどかしく

はありますが、ある程度の成果で妥協をする

ことも大事であると常に自分に言い聞かせて

います。そして出来上がったワインは、農作

物として、毎年の変化を嘆くのではなく楽し

むものなのです。 

 私にとってブドウ栽培や醸造に関しても研

究者の視点で見ることが自然です。単にプロ

トコールに沿って栽培するだけでなく、ブド

ウの生理や病気、ワインの風味などを科学的

に解明したいという欲求に駆られます。これ

まで米国～日本ブドウ・ワイン学会などいく

つかの学会・研究会に参加する機会がありま

したが、医学系と同様にほぼ分子生物学が基

盤ですので、大きな違和感なく馴染むことが

できました。こういった学術的な知見を参考

に、今後も医師～研究者の視点をもちつつブ

ドウ～ワイン造りを進めていきたいと思いま

す。当面できる試みとして、ワインが人体に

優しい飲み物となるよう、畑での除草剤の使

用や殺虫剤の散布を控えるなどの取り組みを

始めております。今後は自社のブドウ～ワイ

ンのもつ固有の特性、特に人体への利点など

に着目し、科学的なエビデンスを見出すよう

な検討が行えればと考えております。 

 

今後の展望 

私が作りたいワインはじわっと染み渡るよ

うな旨みを感じられるものであり、そこに投

影された作り手の生き様を感じてもらえる作

品となることが目標です。そのために、いず

れは自家醸造を手掛けていきたいですが、そ

こにはかなりの初期投資を伴い、時間的要求

も増えますので、慎重な判断が必要となりま

す。 

そして何よりブドウ栽培～ワイン醸造がサ

スティナブル（持続可能）であることが大事

だと思います。 

造り手の立場としては、私の場合、その時

点の体力、経済力に応じて、医療サービスと

農業の割合をフレキシブルに変えていくこと

が最もスムーズな対応と考えております。 

温暖化～気候変動への対応も重要です。一

般に植物は栽培適地の際（きわ）のほうが、

適度なストレスがかかり、表情豊かに育つと

言われます。しかしながら温暖化の影響か、

ここ数年は繊細な風味が特徴であったブルゴ

ーニュのワインですら、果実味が強く直線的

な質感のものが増えたように感じます。当然

生産者も対応を進めており、栽培の規格化に

厳格なボルドーですら、気候変動に対応する

ため新たに６品種を採用したと聞きます。日

本には品種の制限はありませんが、個人レベ

ルでも積極的に新たな品種の試験栽培など取

り組んでいく必要があると考えます。 

また酒類の需要が減っている現状、特に若

年層の飲酒離れに加え、コロナウイルス感染

症のまん延による外食敬遠が続く状態で、ど

のように安定したワインの消費を産み出すの

かも考えねばなりません。品質を高めること

は必須ですが、前述の科学的なエビデンスに

基づいた健康関連の付加価値の創出が、私な

りの独自性～商品力を高めることに繋がるこ

とを期待しております。 

末筆ですが、ブドウ栽培～ワイン造りとい

う新たな挑戦に理解を示しサポートしてくれ

ている家族に心より感謝の意を表したいと思

います。 

（鹿教湯三才山リハビリテーションセンター

非常勤医師） 
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［エッセイ］ 

ある有名老人の急死 

大田高祐 

 

設問 

76歳の男性。生来健康で特記すべき既

往歴なく、活動的。７月下旬の午前中、

所用で近所へ出かける。移動は乗り物で

送迎。用件を済ませ正午頃に帰宅。軽く

体を洗った後、食事を摂った。食後に昼

寝をし始めて間もなく、激しい嘔吐と下

痢が出現。意識はしばらくは清明であり

苦しみつつも会話は可能であったが、そ

の後も激しい嘔吐と下痢は改善せず、し

だいに意識は低下し、昏睡状態となる。

その後、夜間も下痢は止まらず、翌日午

前10時頃に死亡となる。 

 

問題：診断は何か 

 

 

上記のような設問は、医学系の各種試験問

題でよく見られるものであるが、どのように

解答すれば良いであろうか。血液検査等の結

果も提示されていないし、行われたであろう

治療についても記載がない。情報が不足して

おり確定診断は困難であろう。 

しかし、情報不足は仕方のないことなので

あって、なにしろこの人物の急死は、今から

900年近くも前の1129年に起こったことなの

である。それほど昔にもかかわらず割と詳細

に記録が残っているのは、この老人が有名な

人物であるからであって、当時日本中に巨大

な影響力をもっていた人間であるからである。 

その有名老人の名は白河法皇、院政で有名

なあの白河法皇である（1053～1129）。独裁

権力を振るった天皇であり、自分の思うまま

に政治を行い、当時の人々は皆、その強権に

ひれ伏していたのであった。多くの女性と関

係し、数多の子をもうけた精力絶倫の活力み

なぎる男性でもあった。 

この白河法皇の死因について、医師の間で

症例検討会が開かれたことがあるのである。

それは1982年３月６日のことで、京都府医師

会と京都医学史研究会の共催の講演会でのこ

とであった。この講演会では、平安博物館館

長で著名な古代学者の角田文衞博士が、「白河

法皇の死亡原因について」という題名の講演

を行った後に、角田博士の問いかけに応じる

形で出席医師からいろいろな意見の提出があ

り、時代を超えた「症例検討会」が開かれた

のである（詳しくは角田文衞『王朝の余薫』

［吉川弘文館、2020年］所収の「白河法皇の

死亡原因について」を参照）。角田博士は講演

で、嘔吐・下痢は実は吐血・下血を見誤った

もので、以前から進行していた胃潰瘍の大量

出血が死因ではないかと主張したのであった

が、参加医師の多くは同意しなかったようで、

いろいろと他の疾患が候補として検討された

のであった。一体、白河法皇の真実の死因は

何なのであろうか。 

まず普通に頭に浮かぶのは食中毒であろう。

季節は暑い７月下旬（新暦に換算）であるし、

食後に起こった嘔吐と下痢ということであれ

ば、その食事に原因菌等が繁殖していたと考

えるのが自然である。当然、参加医師からも

この診断が提起されていた。しかし症状出現

が少し早いようにも思われ、また高齢とは言

っても強健で元気な老人が、24時間もたたな

いうちに死去してしまうとは、これも経過が
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早くはないか（古人について年齢の割り増し

換算が行われがちであるが、平均寿命と個々

の寿命は別の話であり、私は換算不要論に立

つ）。もちろん知られざる基礎疾患があったの

かも知れないし、また点滴治療などあるはず

もないから、短時間での死亡もありえること

とは思う。しかしやはり腑に落ちないものが、

私には残ってしまうのである。他に原因は考

えられないのであろうか。 

正直に言って、この急死の経過をみて、私

が最初に思ったのは毒物による激烈な急性胃

腸障害であった。白河法皇が自殺するはずも

なく、つまりは何者かによる毒殺である。死

の数時間前まで矍鑠（かくしゃく）として精

力的に活動していた強壮な白河法皇を、76歳

（数え年で77歳）の高齢とはいえ、発症から

20時間程であの世に連れて行ったのは、恐ろ

しい毒物なのではないか。そもそも強力な独

裁君主の食事は、新鮮さや衛生に気を配られ

ており、食中毒など起こりにくいものである。

むしろ、それよりも権力者が襲われやすいの

は、悪意のある巧妙な毒物混入の方であろう。

毒殺された権力者は世界史に枚挙に暇なく、

日本史上でもその疑いのあるものは意外に多

いのである。特に平安時代のように剥き出し

の武力を用いた権力闘争の僅少な時代には、

毒殺という「平和な」手段が似つかわしいと

も言える。とんでもない話になってきたが、

前述の「症例検討会」の参加医師からも毒殺

説は提案されていたのであった。 

誤解のないように言っておくが、私は毒殺

説を主張しているのではない。その可能性も

一考の価値はあると思っているだけである。

毒殺説は当時の政治情勢も合わせて考察せね

ばならないことは勿論であり、軽々に主張す

べきものではないことは当然のことであろう。 

ところで急死した白河法皇は、鳥羽に葬ら

れた（伏見区竹田浄菩提院町）。現在もその陵

は宮内庁によって管理されている。現在治定

されている古代の陵墓については、ほとんど

が疑問の多いものであるが、白河天皇の陵は

確実なものの数少ない一つなのである。現在

の陵は小さな方形であり、東側に拝所があり

そこから参道も延び厳かに設えられている。 

このような天皇陵内に入ることなどできな

いと思われているが、なんと我々は白河天皇

陵の陵域内に簡単に侵入することができるの

である。実は白河天皇陵は、元来はもっと大

規模で現在の管理区域の周辺にも広がってい

たことが発掘調査で判っているのである。そ

れゆえ例えば、現陵域の西側の一般道を歩く

ならば、我々は本来の陵の内部（堀の内側） 

にすでに侵入していることになるのである。

確実に白河法皇が葬られている陵の中に自分

が立ち入っているとは何という感激であろう

か！ 高揚した私は、目の前の白河法皇に末期

についての問診を試みるが、侍医でも貴族で

もない私に御答えはあるはずもなかった。 

確かなことは、三つの「不如意」（鴨川の

水、双六の賽、山法師）以外は何でも思いの

ままの白河法皇にとっても、数え忘れた「不

如意」の一つに「死」があったことである。

その死の原因も、食中毒かその他の疾患か、

それとも毒殺か、私にははっきりしないまま

である。遠い昔のこととはいえ誤診は避けた

いので、この辺りで止めておきたいと思うが、

私が希求するのは、「空間の遠隔」だけでなく

「時間の遠隔」という至難を物ともせず、的確

に「遠隔診療」ができるという名医諸賢の御

教示なのである。 

（中央診療所 健康管理部長） 
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［エッセイ］ 

絶唱 絶叫 

そして絶笑?! 

飯島 健 

宝塚歌劇は「未婚の女性のみ」が舞台に立

つというユニークな劇団です。では関係者も

女性ばかりかというともちろんそんなことは

ありません。舞台作品を作るのに一番重要な

役割である演出家。最近は演出家にも女性が

進出していますが、多くは男です。その宝塚

に係る男たちを作家宮津大蔵は「ヅカメン」

というタイトルで小説にしました。 

 

創成期の演出家岸田辰彌は岸田劉生の弟で

すが、宝塚初のレビューといわれた「モンパ

リ」を作り、大ヒットさせました。♪麗しの

思い出 モンパリ 吾が巴里♪～～はご存じで

すよね。岸田に続いたのは「パリゼット」や

「虞美人」を作った白井鐵造。更に「ベルサイ

ユのばら」の植田紳爾、そして「エリザベー

ト」の小池修一郎、と100年以上の歴史の中

で次々とファンを魅了する作品を生み出す演

出家を輩出してきました。その中に内海重典

という演出家がいます。私が内海先生にお目

にかかったのは1975年（昭和50年）頃でしょ

うか。宝塚の演出家としても高名でしたが、

1970年（昭和45年）の大阪万博開会式の演出

などイベントの構成演出家としても名を馳せ

ておられました。その内海先生の宝塚におけ

る代表作は「南の哀愁」という作品です。初

演されたのは1947年（昭和22年）6月。主演

は永遠の貴公子と謳われた春日野八千代と後

の名女優乙羽信子。翌月には野花千代とこれ

も名女優淡島千景のコンビで続演されていま

す。その後再演が繰り返され、宝塚史上最大

のヒット作品といわれていました。初演から

41年目の1988年（昭和63年）に内海先生の受

勲（勲四等瑞宝章）記念の公演として、久し

ぶりに再演されることになりました。私がそ

の担当プロデューサーとなり、月組の剣幸と

こだま愛のコンビが主役のイギリス紳士ジョ

ンとタヒチの娘ナイヤを演じました。宝塚に

ぴったりの甘い恋物語ですが、最後は悲劇的

な結末で終わり、初演以来多くの女性が涙し

た作品です。タヒチにやってきたジョンは現

地の美しい娘ナイヤと恋に落ちますが、なぜ

かジョンは目を患い失明状態になってしまい、

ナイヤは眼病に効くというママタイの花を採

りに危険な崖に登りますが、崖から落ちて死

んでしまいます。♪南の島 魅惑の島 そは美

し 我がタヒチ♪～～主題歌が流れ、変わり果

てたナイヤを見つけたジョンは「ナイヤ!!」

と悲痛な叫びが響く中、幕が下ります。 

 

ある日の公演、崖から落ちたナイヤ。こと

切れたナイヤを抱きしめるジョン。なぜかブ

ーゲンビリアの花飾りがついた美しい“髪か

つら”だけが舞台中央に、そしてナイヤの頭

は地毛に… 

主役の剣幸さん、幕が下りるまでは「ナイ

ヤ!!」と叫んでいましたが、下り切ったとた

ん、その絶叫が絶笑になったとか。 

未だに語り継がれるおはなしです。 

（元宝塚歌劇団プロデューサー） 
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［エッセイ］ 

時刻表 

泉 孝英 

 子供の頃から汽車が大好きである。戦争中、

池谷という高徳本線と撫養線の分岐駅近くの

四国の田舎に住んでいた。正午前、正確には

池谷午前11時51分発の牟岐発高松棧橋行210

列車の５両客車がＣ58に牽引されて阿讃山脈

に向かって駆け上がって行くのを何時までも

眺めていたのも昨日のようである。大きくな

れば踏切番になるのが人生の夢であった。当

時とて受験地獄があったのは年今と同様で、

春が来れば叔父どもが実力不相応のところを

受けて、親族一同悲嘆に暮れるのを眺めて育

った。実力相応の学校に行った後、研究者（の

振り）をして過こすことにしたのは、研究を

すれば外国の学会に行ける、外国の汽車に乗

れるというのがかなりの理由であった。昨今

の豊かな時代の若者には理解して貰えない心

情である。 

最近では、年に５回ぐらいは外国へ行く。

しかし、皮肉なもので、本業の方が忙しくて

汽車に乗る暇がない。今までに乗った長距離

列車はワルシャワ（グタンスク）からパリ（オ

スト）、パリ（リヨン）からパレルモ、オーク

ランドからデンバーぐらいという情けない有

様である。止むを得ず外国の街に着くたびに

時刻表を買い求めてホテルで誌上旅行となる。

家に持ち帰ると馬鹿にされるので、止むを得

ず研究室に積み上げてある。ご披露したのは

こく一部である。 

早く停年になり、豊かな老人になって、世

界の汽車に乗って過ごしたいというのが現在

の夢である。心豊かな老人になる自信はある。

しかし、懐豊かな老人になるためには、今か

らでは遅いかもしれないが、悪知恵とか老獪

とかの単語を習得しなければならない。いさ

さか面倒であるが頑張らねばならないと考え

ている。 

付記：今年あたりはどうなっているか知ら

ないが、社会主義国では駅の窓口で時刻表を

買うのは困難である。“ない”の返事が返って

くる。こういう国では、駅の構内で、窓口で

なく、駅員らしい人にドルを手渡して頼むこ

とである。大抵の場合、入手できる。 

（臨床のあゆみ，1990年 5月号より転載） 
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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  https://www.kyoto-f.com 

 

〈事業案内・報告〉 

１．研究助成 １件 100万円まで 

２．海外留学助成 １件 120万円（／年、２年間まで） 

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

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（１件 50万円まで）：受付は随時 

６．医学・医療にかかわる書籍の刊行・刊行助成（１件 100万円まで）：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：11月21日(日)開催予定 

８．医療相談事業、医療教育講座事業 

９．季刊誌「健康塾通信」：1月15日、4月15日、7月15日、10月15日に発行予定 

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

2021年7月25日、9月28日  理事会（書面）  研究奨学助成細則一部改訂 

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

〈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 攝、近藤久人、海原 亮 

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

江塚 宏（非常勤）、平井豊博（非常勤）［監事］種田和雄 

公益財団法人 京都健康管理研究会 

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 

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。 

申込 
方法 

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。 


