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医師になって61年 ―昭和戦後期・平成期・令和期― 

公益財団法人 京都健康管理研究会 理事長 泉  孝 英 

昭和戦後期（1945～1989）: 私は昭和36年に医師免許を取得しました。 

在学当時、医者の生活は必ずしも楽なものではありませんでした。戦地からの軍医の引き揚げ、

戦中に増設された医学校卒の医師が加わり医者の過剰が生じていたためです。 

昭和36年に、【フリーアクセス（どこの医療機関でも自由に行ける）、出来高払いの診療費】の

国民皆保険制度開始によって様相は一変しました。このような体制で国民医療費は維持しにくい

のではないかは新米医師にもわかりきったことでした。しかし、日本の高度経済成長（昭和29～

48年）は私の危惧を吹き飛ばしました。ところがそれは、１ドル360円、日本人の平均賃金は欧

米の10分の１という、現在の20～30倍の国際競争力に支えられていたことで、いつかは崩壊する

のは目に見えたことでした。やがて我が国の経済力は低下しはじめ、昭和45年以後、国家予算は

赤字となり国債依存性の財政となり、国債発行高は増大する一方です。 

平成期（1989～2019）：この時期、日本経済の活性化を目指してたびたびの莫大な財政出動が

行われましたが、成果に乏しく、国債残額は増加するばかりでした。 

令和期（2019～）：日本経済は最悪の事態の中でコロナ禍にみまわれました。正直言って、日

本の財政は破綻していると思います（国債残高／GDP＝2.3）。 

もはや、フリーアクセス、出来高払いの医療は夢物語となりました。しかし、改革が起こる気

配が全く見えないことは残念なことです。              （京都大学名誉教授） 
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［留学］ 

英国と私（その２） 

英国における２年間の臨床体験 

山下純宏 

National Health Service (NHS) 

私が２年間の滞英生活を送ったのはサッチ

ャー以前の1970～1972年です。1970年は大 

阪万博が開催された年です。しかし、BREXIT

を果たした50年後の現在でも、基本的には英

国においては医療を税金によって賄う医療制

度 National Health Service (NHS) は今も変

わっていません。英国では医療は、教育と並

んで国家の重要なインフラとして位置付けら

れており、患者負担はゼロです。そもそも「診

療報酬」という概念が存在しません。その代

わり消費税は約20%でした。患者転送時にも

治療費の精算という業務がないため Ambu- 

lance に患者本人とメディカルレコード（カ

ルテ）とレントゲンフィルムをセットとして

送ればそれでお仕舞いです。重いストレッチ

ャーや車椅子での患者運搬は、か弱い看護師

の仕事ではなく、専用の肉体労働専門のポー

ター（雑役夫）が各病棟に常に２～３人待機

していました。 

英国では、学生は６年間の医学部を卒業後、

２年間の卒後臨床研修を受け、その後約40％

が一般開業医 General Practitioner（GP）に

なります。GPのみならず他の診療科も含めて

医師および医療関係者は全て国家公務員です

から、定員と定年があります。勿論、勝手に

自由に開業することはできません。GP以外は

それぞれの診療科の大学または大病院で専門

医 Consultant を目指して trainee として数年

間勤務します。GPの数も専門医の数も各地区

ごとに定員数が決まっています。何年先にど

の診療科を選べばその地区で顧問医師 Con- 

sultant の職を見付けやすいか、何年先にどの

地区の GPの席に空席が出るかといった情報

が医学部学生時代に与えられ、それぞれが方

策を練っているようです。日本のように大学

教授が関連病院の人事に関わりを持つことは

あり得ないことです。国民全員が NHS に登

録されており、初期治療は必ず自分が登録し

たGP を受診せねばなりません。自分の登録

GP を変更することは可能ですが、自分の登録 

GP以外のGPを受診することはできません。

これをいわゆる「公的かかりつけ医制度」と

言います。GP の側からも不都合な言動のあ

る患者を断ることができます。いわゆる「応

召の義務」はありません。誤解しないように

したいのは、日本にはこの制度はまだありま

せん。「医者のハシゴ」ができる日本の「フリ

ーアクセス」は医療資源の無駄遣いに繋がり、

決して効率の良い方法とは思えません。現在、

日本では歳出の３割を社会保障費が占めると

いわれています。今後更に人口の高齢化によ

り社会保障費の増加が見込まれる中で、「医者

のハシゴ」による無駄遣いは許せません。ロ

ンドンのハーレイ・ストリートのような例外

以外は、英国では原則として自由開業は認め

られていません。 
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FRCS（Fellow of the Royal College of Sur- 

geons）とその意義 

私が英国へ留学した1970年頃は、日本は欧

米先進国に対して、経済的に追いつけ追い越

せと頑張っていた時代でした。戦後の占領軍

マッカーサー司令官は、天皇制を廃止しなか

ったので、日本と同じような君主制を持つ議

院内閣制を取っている英国には見習うべきと

ころが多かったと思われます。同じく島国で

ありながら、英国は世界に先駆けて産業革命

を起こし、七つの海を支配し、大英帝国を築

きました。かつての植民地即ち、インド、パ

キスタン、マレーシア、シンガポール、エジ

プト、オーストラリア、ニュージーランド、

カナダ、南アフリカなどは第二次世界大戦後

にことごとく独立しましたが、これらの国で

は英語が公用語として使用され、文化的には

依然として英国の強い影響下にあり、英国連

邦British Commonwealthを形成しています。 

これらの新興国の若者にとっては、どのよ

うな分野へ進むにせよ、青年時代に一度は英

国に渡り、英国の高等教育を受けて英国の資

格を取得することが、キャリアプランという

意味で極めて重要なことのようでした。医学

界でいえば、外科系は FRCS（Fellow of the 

Royal College of Surgeons）、内科系は FRCP 

（Fellow of the Royal College of Physicians）と

いう資格試験を受けるために英国に留学中の

外国人医師、あるいは資格取得後の臨床研修

中の外国人医師が驚くほど多くいました。英

国の主要病院の働き手である若手医師の大半

は、順繰りにやって来る30歳前後の外国人医

師でした。逆の見方をすれば、外国人若手医

師が英国の医療を支えているという印象すら

抱かせました。FRCS には、Edinburgh の FR 

CSEd と、London の FRCSEng の２つがメイ

ンであり、ロンドンで取得すれば FRCSEng

ですが、エディンバラで資格を取れば FRCS 

Edとなります。人によっては両方の資格を取

り、FRCS（Ed & Eng）という肩書を使います。

英国は伝統的に肩書を重視するお国柄です。

仕事としては時間的に比較的余裕のあるリハ

ビリテーション病院に研修医 House Officer

として籍を置いて、生活費を稼ぎながら FRC 

SEd の資格取得のための受験準備をしている

何人かの外国人ドクターにも会いました。 

脳神経外科関係で Edinbugh 出身の有名人

と言えば、先ず挙げられるのが Foramen of 

Monro の Monro です。17～18世紀に Edin- 

burgh大学の３代続いた解剖学のMonro教授

の中で、２代目の Alexander Monro が初めて

Foramen of Monro を記載しました。他には、

黴毒の瞳孔異常を発見した Argyll Robertson、

水頭症の破壺音を記載した William McEwen

（発音はマキューウェン）、石炭酸消毒法を導

入し「外科学の父」と呼ばれる Joseph Lister

などが挙げられます。 

The Royal College of Surgeons of Edinburgh

の学術情報誌によれば、最新のデータではあ

りませんが、2017年度の Edinburgh Univer- 

sity 医学部の入学試験では、190名の受け入れ

定員に対して17倍の競争率であったとのこ

とです。英国では医療が国営であり、すべて

の医療職が国家公務員なので、医師は大した

高給取りではないけれども、安定した魅力的

な職業なのでしょう。 

 

エディンバラ大学脳神経外科 

スコットランドの Edinburgh を含む人口約

100万の行政区では、脳神経外科のある総合

的な大病院はエディンバラ大学のみでした。

主な附属病院は街の中心部にあるクラシック

な建物の Royal Infirmary Edinburgh（RIE）

（図１）と西の町外れにある近代的な Western 
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表１ １年間の入院患者数と外来患者数、手術件数、検査件数（文献１より引用） 

表２ 脳神経外科における医師数、コメディカルのマンパワー（文献１より引用） 

図１ Royal Infirmary Edinburgh（RIE）、1970年当時 

General Hospital（WGH）でした。所属する

チームのスケジュールに合わせて私もこの２

つの病院を主に行き来して仕事をしました。

他にも関連する病院として市内には、回復期

リハビリのためのAstrie-Ainsley Hospitalや、

小児病院（Royal Hospital for Sick Children）

があり、郊外には脊損の患者をケアするため

の Edenhall Hospital などがありました。自分

たちが治療後に送り込んだ術後患者のフォロ

ーのために、これらの病院を時々訪れました。 

エディンバラ行政区の Consultant Neuro- 

s u rg e on の定員数は４名でした。P rof . 

Gillingham、准教授に相当する Senior Lec- 

turer の Mr. Hitchcock，Mr. Harris，Mr. Show

の計４名でした。米国式に言えば、Prof. 

Gillingham が主任教授で、その他の３名はヒ

ラの教授でした。臨床面では４名の Consul- 

tant Neurosurgeon はほぼ同等の立場で数名

の若手医師 trainee を従えてチームを編成し

独立して臨床活動を行っていました。３～６

ヶ月毎に行われる trainee の配置換えは主任

教授 Prof. Gillingham の専権事項でした。事

務的なこと、いわゆる Administration は教授

と教授付きの秘書がやっていました（表１、

２）。 
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図２ 同時期に同じ施設で学んだ３人のBC奨学生。 

左から、山下、杉浦、Prof. Gillingham、塚本。 
教授室にて（文献１より引用） 

チームは一人の Consultant の下に通常は

Senior Registrar（１名）、Registrar（２～３名）

を加えて編成され、当直当番、外来当番、救

急当番などを担当します。私は Clinical Assis- 

tant として、ほぼ Registrar と同等の任務が課

せられました。Senior Registrar としては、

Mr. Klug（オーストラリア）、Mr. Whatmore

（英国）、Mr. Gupal Baratham（シンガポール）、

Mr. Hauglie-Hansen（スウェーデン）、Mr. 

Strong（英国）などの方々の指導を受けまし

た。Registrar としては、Mr. Devadiga（イン

ド）、Mr. Kahn（パキスタン）、Mr. Christos

（ギリシャ）、Mr. Chung（香港）、Mr. Krishnan

（インド）、Mr. Vira（タイ）、Mr. Al-Rub（ク

ーウェイト）などの懐かしい人達と入り乱れ

て働きました。Senior Registrar の多くは１年

位で他の地方の Consultant として栄転しま

したし、Registrar の多くは FRCS の資格試験

に合格した後の人達であり、数年間腕を磨い

てから母国での要職に就くために帰国して行

きました。英語が得手でない私に対して、暖

かく接してくれました。これらの好意的で友

情溢れる先輩や友人達には感謝の念で一杯で

す。私より少し遅れて、日本医科大学の杉浦

和朗さん（1964卒）と東京大学の塚本泰さん

（1963卒）が BC（British Council）留学生と

して、同じ Prof. Gillingham のもとへ留学し

て来ました。私のその後の留学生活はより楽

しく充実したものとなりました。同じBC 留

学生ではありましたが、彼らは臨床には直接

関わらず、杉浦さんは意識障害の研究に、塚

本さんは定位脳手術の研究に従事しました

（図２）。その頃には、私の妻と生後１歳の長

女が Edinburgh に到着していましたので、単

身で来ている彼らを時々私の自宅に招いて和

食で息抜きをしました。彼らとは現在に至る

まで同窓の親友として交流を続けています。 

Royal Infirmary Edinburgh (RIE) における

業務 

救急部 Accident & Emergency Department

のある RIE には脳神経外科（Department of 

Surgical Neurology, DSN）の外傷部門が 

Ward 20として18床存在し、その他の非外傷

性脳神経外科部門はWGHに60床ありました。

通常の外来診療は全てRIEにおいて行われま

した。1967年のデータによれば、RIE Ward 20

の頭部外傷症例は年間約1,130例の入院患者

があり、962例が直接 Accident & Emergency 

Department 経由でした。他院からの転院が

147例、院内他科からの紹介が４例、GP から

の紹介が17例でした。 

自分のチームが Ward 20での当直日で、私

が夜間オンコールのときに、救急部に意識障

害のある頭部外傷患者が搬入されると真っ先

にコールを受けます。カルテの情報が少ない

ときに、“I beg your pardon.”, “Pardon me.” 

と何回も繰り返しながら本人に問診し、強い

スコッティッシュ・アクセントの患者から病

状を聞き取ります。メモをとり、自分の治療

計画をまとめた上で、自宅で待機している上

司の Consultant に電話で伺いを立てます。身

体所見のみを報告をすると、必ず「君ならど

うするか」と厳しく聞かれるので、オプショ
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ンをいくつか考えて、「私はこれが良いと思い

ます」という自分の方針を報告します。間違

っていなければ、Go ahead！と言われて、少

しずつ自信が付いて行きます。できるだけ正

しい情報を的確に素早く把握し、その上でど

のような治療方針を出せるか。これが臨床ト

レーニングの肝（きも）であろうと思います。 

オンコールの時に同じ行政区内の遠隔の中

小病院から、コンサルテーションとして電話

の問合せが入ることもありました。先ずメモ

を用意して、情報を聴き取ります。要するに、

相手はこちらへ転院させるべきか否かを聞い

てきているのです。必ず相手の電話番号をメ

モしてから、一旦電話を切ります。この場合

にも、自宅で待機している上司の Consultant

に伺いを立てて、転院 OK の承諾を得ます。

この手順を踏んでいないと、翌朝「こんな患

者を入院させたのは誰だ？」というクレーム

を受けたりすることになります。 

救急部では色んな患者を診ました。アル中

患者で、金曜日には貰ったばかりの給料でし

こたま吞み、路上に転がっておれば、救急車

が拾って病院へ運んでくれるので、一夜の宿

と朝食にありつけるという、Bed & Breakfast 

代わりに病院を利用している質（たち）の悪

い常習犯もいました。そういう患者の中には

過去２年間に一度も風呂に入っていないとい

う輩もいました。救急部の当直では、この国

の医療ネットワークの実際を体験できました

し、社会の底辺の庶民の暮らしの実態も垣間

見ることができました。 

 

Western General Hospital（WGH）におけ

る業務 

WGHのDepartment of Surgical Neurology 

（DSN）は５階建ての独立棟を専用病棟とし

て使用していました。WGH には複数の診療

科がそれぞれ独立棟を持ち全体として病院複

合体を形成していました。１階に手術室、準

備室、麻酔室、教授室、秘書室、スタッフ室

があり、２～５階は入院患者ベッドがありま

した。他の診療科の病棟へは廊下で繋がって

いました。４名の Consultant が60床をほぼ均

等に分け合いワンフロアずつを担当していま

した。各フロアに２名の専属の理学療法士 

（PT）がいたことに驚きました。なぜなら、

PT が病棟で活躍するのをその頃の日本では

見たことがなかったからです。肺炎疑いの熱

発者がいれば抗生剤を投与する前に PT が急

行して、患者を側臥位にして側胸部をバタバ

タとタッピングしていました。人足がいたか

らこそできたことです。日本に比べると、院

内に働く、医師以外のコメディカルのマンパ

ワーが豊かであるという印象を持ちました。

患者の容態が急変したときには家族を呼び出

して Consultant が説明していましたが、家族

の付き添いはありませんでした。また、臨終

が近い患者の枕元に牧師さんが来て説教とお

祈りをしていました。日本では見られない風

景なので私には異様に感じました。 

面白いことに、外科系医師の場合、英国で

は医学部を卒業して医師免許証を取れば、Dr 

と呼び、外科のトレーニング後に FRCS の試

験に合格すれば、Mrと呼ぶ風習がありました。

病棟で勤務しいるとナースから「先生は Mr. 

Yamashita ですか、Dr. Yamashita ですか」と

妙なことを聞かれることがよくありました。

FRCS 資格を持っている人に Dr と呼びかけ

ることは相手に対して失礼なことのようでし

た。周囲の人達から「君は FRCS 試験を何故

受けないのか」と聞かれたこともありました

が、すでに日本脳神経外科学会の専門医資格

を持っている自分にとって、今更一般外科や

整形外科を一から学び直すことに時間を費や
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すよりは、脳神経外科の医師として臨床能力

を習得したいという気持の方がが強かったの

で、Mr のための試験は受けないことにしま

した。 

英国では、医学部学生時代までは Mr と呼

ばれ、医師免許を取れば Dr と呼ばれるよう

になり、FRCS 試験に合格すれば再び Mr と

呼ばれるようになるのです。外科系病棟では

Dr よりも Mr の方が高く評価されるのです。

そもそも私は、学園紛争中の日本を離れたた

め、在職中ではなく帰国後の復帰先が決まっ

ていませんでした。BC 奨学生として、旅費・

滞在費は英国の国費で賄われ、その期間中は

英国内の好きな場所で「自分にとって好きな

勉強を好きなようにやりなさい」という身分

でしたので、現場で雇われているわけでもな

く、見学して見聞を広めているだけでも良か

ったのです。 

しかし、私は Prof. Gillingham の下で、研

究よりも「一流の脳神経外科医の下で臨床能

力を身につけること」を第一に選択しました

ので、病棟での私の身分は Clinical Assistant

でした。 

臨床面では、私は手術では最初の内は第２

助手として付いてましたが、その内、第１助

手としても使って貰えるようになり、たまに

は、標準的なディスクヘルニアなどは術者を

任されることもありました。その場合には当

然のこととして手術記事も自分で作成せねば

なりません。この場合も例によって家に持ち

帰って夜鍋仕事でした。翌日上司に目を通し

て貰ってから、タイプ用原稿として秘書に渡

しました。自分にとっては大変辛い作業でし

たが振返ってみるとかなり教育的な効果があ

ったようです。そうする内に「Dr. Yamashita

の英語は話すよりも、書く方が旨い」という

同僚や秘書達からの評価を得ることができま

した。 

Prof. Gillingham は脳血管障害、特に破裂

脳動脈瘤の手術と定位的機能的外科で有名で

した。クモ膜下出血の「警告発作」の存在を

世界に先駆けて注目した方です。その頃は、

破裂脳動脈瘤は血管攣縮の時期を避けて、発

作後２週間以後の待機手術が普通でした。超

急性期手術はまだ一般的ではありませんでし

た。優位脳半球の高血圧性脳内出血の場合に

は、術後に右麻痺と言語障害の改善が見込め

ないので、手術適応なしとされました。頭部

外傷の場合でも、60歳以上の高齢者の急性硬

膜下血腫は手術の適応外でした。いくら努力

しても術後の機能予後が悪すぎるからです。 

パーキンソン病に対する L-Dopa がそろそ

ろ市場に出回り始めた頃でしたが、Prof. 

Gillinghamは定位的視床破壊術を盛んに行っ

ていました。手術用フレームはパリのGuiot

式フレームを用いていました。Guiot と Prof. 

Gillingham は仲良しでお互いに行き来して

いたようです。経鼻的下垂体腺腫手術は 

Cushing が始めて、合併症が多いので途中で

開頭術に鞍替えしたのに、Norman Dott が 

Cushing の所で習ってきた経鼻的下垂体腺腫

手術を Edinburgh で引き続き行っていました。

パリのGuiot の下にモントリオールから留学

していた Julis Hardy が Edinburgh から帰っ

た Guiot の経鼻的下垂体腺腫手術を見て、折

から急速に広がってきた手術用顕微鏡を使用

して、いわゆる「Hardy の手術」を確立させ、

世界的に普及させて行きました（文献２）。 

 

Prof. Norman Dott 

月に一回、４つのチームが合同で WGH の

DSN で、Clinical Conference が開催され、

guestや visitorによる lectureと共に症例検討

が行われました。私も当番に当たって「Spinal 
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図４ 1964 年型フォードのコルチナ 1200cc。ロッホ・
ローモンドにて妻と共に 

図３ Prof. Norman Dott 

bronchogenic cyst の１例」を症例報告したこ

とがあります。この Clinical Conference には

既に退官しているDepartmentの創始者Prof. 

Norman Dott（図３）も必ず出席していました。

他にこの Department に所属する神経麻酔科

医 Dr. Donaldson、Dr. Child、神経内科医

Dr. Hermann、神経病理医 Dr. Gordon など

が出席しました。Cyst の内容物を「tenacious

粘っこい」と表現したところ、一同大爆笑で

した。相応しくない表現だったのか、いまだ

に大爆笑の原因が不明です。Prof. Norman 

Dott は Dr. Harvey Cushing の約20名位の直

弟子の一人で脳

血管撮影がまだ

ない頃に頭蓋内

脳動脈瘤の手術

（筋肉片ラッピ

ング）を初めて

行ったことで有

名な方です。私

が帰国した翌年

の1973年に逝去

されました。「脳神経外科」の診療科は英語で

は普通は、Neurosurgery と言いますが、Edin- 

burgh では “Department of Surgical Neuro- 

logy”と呼んでいました。こういうところにも

Prof. Norman Dott の面目とこだわりがあっ

たように思われます。 

 

中古自家用車の購入 

二つの病院、すなわち Edinburgh Royal 

Infirmary（RIE）と Western General Hospital

（WGH）は同じ市内でもかなり離れていまし

た。車なら片道30分位で行けますが、いわゆ

る二階建てバスを乗り継いで行き来すると、

半日仕事になります。勤務場所が２カ所あり、

午前中はWGHで仕事をして午後はRIEで外

来診察となると、なかなか大変でした。日中

の移動が頻繁にありましたので、遂に中古の

1964年型フォードのコルチナ1200㏄を自家

用車として265ポンドで購入することを決心

しました（図４）。英国では日本と同じく右ハ

ンドル通行なのでラッキーでした。私のコル

チナは白とコバルトのツートンカラーで、よ

く見れば運転席の床に直径10㎝位の穴が開

いており、そこから地面が見えていました。

冬期にはしばしばバッテリーが上がってしま

いました。こちらは緯度が高いので冬の日の

昼間の短さは驚くべきものでした。夜明けは

午前10時頃で日没は午後３時頃でした。出勤

時にも帰宅時にも車のライトを点けていまし

たので、バッテリーがたちまち消耗してしま

いました。近くの Inverleith Terrace の小高

いところに駐車してある車を、杉浦さんと塚

本さんに来て貰い、人力で押して貰い、エン

ジンを始動させたことは、一度や二度ではあ

りませんでした。 

 

Gentleman のお国柄 

Mr. Hitchcock のチームにいた時のことで

す。日曜日に自分の患者を病棟で白衣を着け

ずに一人で回診していたときに、「Dr. Yama- 

shita、ここは日本ではない。この国では病棟
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で患者を回診する時には、例え日曜日であっ

ても医師はネクタイを付けて、白衣を着るか、

上着を着るかどちらかにし給え。それが患者

に対するエチケットだ」と諭されました。そ

ういえばここは夏でも日本のように蒸し暑く

はないので、gentleman としての嗜みが抵抗

なく守れるのだと納得しました。 

 

GP との情報交換 

1970年頃のことですから、パソコンも電子

カルテもありません。外来や病棟のドクター

室には「ディクタフォーン」というテープレ

コーダーが其処此処に置かれ、医師が吹き込

んだものを、その日の内に数名の秘書達がブ

ライドタッチで忙しく打ち込んでいました。

外来で手にする GP から紹介状の約半分はタ

イプライターで打ったカーボンコピーでした

が、残りの半分は手書きでした。癖のある手

書き英文の解読に、私がどれほど苦労したか

は同じ経験した人にしか判らないと思います。

特に左利きの人の手書き英文の解読には時間

を要しました。お蔭で手書き文章解読能力に

は私は自信があります。外来で担当した患者

について、GP からの紹介状を解読し、型ど

おり問診、視診、触診、打診、聴診、神経学

的検査を行い、その結果について、「入院して

精査の上、必要であれば手術しましょう」と

か、「消炎鎮痛剤を投与して、自宅安静で症状

が改善しなければ２ヶ月後に当外来を再受診

させて下さい」とか、自分の考えと今後の治

療方針を頭の中でまとめてから、隣室で診察

している上司である Consultant に「このよう

な診断と治療方針でよろしいか？」と伺いを

立てて OK が出れば、GP 宛の返事を作成し

ます。ディクタフォーンに即座に直接まとも

な文章を吹き込むことは、私にとっては容易

ではなかったので、宿題として持ち帰り、夜

鍋で文章を手書きで作成・推敲し、清書して

翌日秘書に提出することにしていました。古

いカルテから定型文を借用して、文頭、文尾

の挨拶言葉など書き方を学びました。手術記

事も同じでした。定型的な見本を見てパター

ンを憶えて、固有名詞を書き換えて清書して、

翌日秘書にタイプして貰いました。 

 

脳神経外科臨床における英国と日本との違い  

脳神経外科臨床の現場では、日本と英国と

はどのような違いがあったでしょうか。その

頃の日本の脳神経外科では、鞭打ち症患者が

外来に溢れ、大後頭神経ブロックが盛んに行

われ、アリナミンに代表される各種ビタミン

剤が大量に投与されていました。しかしこち

らでは、鞭打ち症患者を脳神経外科外来で診

ることはありませんでした。薬の処方をする

のは GP の仕事でしたので、病院内で製薬会

社のMPに出会うことは全くありませんでし

た。鞭打ち症は psychosocial disease として

GPの守備範囲でした。逆に多くて驚いたのは

腰椎ディスクヘルニアでした。日本では腰椎

ディスクヘルニアは専ら整形外科で行われて

いましたが、英国では脳神経外科の手術症例

全体の25％は腰椎ディスクヘルニアでした。

腰椎ディスクヘルニアは無経験であった自分

は、最初は同僚から馬鹿にされました。実は

腰椎ディスクヘルニアの手術は脳神経外科初

心者にとって最初に任される手術なのでした。 

医育制度について言えば、日本では大学の

教授選こそは全国公募制を取っていますが、

教授を中心とした医局講座制度が、依然とし

て主要病院の勤務医の人事を左右しているの

に対して、英国では大学の関連病院があるわ

けではなく、教育・研究以外の医療界の人事

の采配は全て行政に委ねられていました。

WGH のトップ Hospital Commander も医師
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ではなくて行政官でした。 

 

Ambulance の役目 

日本では救急車 Ambulance は交通事故現

場とか緊急時にしか呼びませんが、英国では

足の不自由な患者とか、自宅療養中の患者で

月に１回自宅から病院の外来に通院するよう

な場合にでも、前もって手配しておけば、無

料で Ambulance が自宅まで迎えに来てくれ

ました。病院には診察が終わった後に自宅へ

患者を運ぶために10台以上の Ambulance が

玄関前の駐車場に待機していました。診療所

から病院へ患者を Ambulance で転送する場

合にも、自己負担なしの国費医療なので、治

療費を計算する必要もなく、必要なのは患者

自身とカルテと診断用Ｘ線フィルムのみでし

た。 

 

製薬会社のプロパーを見かけない 

最も大きな違いと言えるのは、２年間の滞

在中、病院内で製薬会社のプロパーに一度も

出逢ったことはありませんでした。処方箋を

書くのは病院の医師よりも GP であったから

かも知れません。日本に比べて、薬の使用の

少ないことは驚きに値します。術後の抗生物

質は、術中に明らかな contamination の機会

があった場合、および手術時間が６時間以上

に及んだ場合以外、予防的には使用しません。

止血剤は全く使用しません。脳賦活剤、血管

拡張剤は一切使いません。これらの薬を何故

使わないのかと聞くと、十分な evidence のな

い薬を国費を使って使用する意味がないとい

う答えが返ってきました。英国で医師として

勤務中に、製薬会社のプロパーと思われる人

に面談を求められたことは一度もありません

でした。病院内にはクスリの宣伝資料らしき

ものも見たことがありませんでした。ビタミ

ン剤はその欠乏が疑われる時にのみ用いられ

ました。脳神経外科の臨床で使用されるクス

リは、その頻度の順に挙げれば、鎮痛剤、催

眠剤、ステロイド、抗てんかん薬ということ

になります。 

 

コスパを考慮した治療 

入院待ちリストは緊急性に応じてドンドン

やりくりされていました。緊急症例でも、１

時間を争う緊急と、１日を争う緊急と、１週

間は待てないという緊急があります。RIE の

Accident & Emergency Department 経由の意

識障害のある患者は即刻入院ですが、腰椎デ

ィスクヘルニア関連の、いわゆる failed back 

syndrome のような患者はどんどんウェイテ

ィングリストの後に回されて行く傾向があり

ました。WGH において、私が受け持った症

例の疾患別内訳は、脳腫瘍25％、脊椎25％、

脳血管障害15％、定位脳手術15％、頭部外傷

15%、その他水頭症など５％位の比率でした。

脳腫瘍は髄膜腫を始めとする良性腫瘍は見逃

さずに確実に摘出するが最重要とされました。

術中迅速検査で転移性腫瘍と判れば摘出は最

小限に留められました。摘出が目的ではなく

て、確定診断を得ることが目的の手術でした。

膠芽腫に対しては手術と放射線治療のみが行

われており、化学療法は有効性が不十分とい

う理由で全く行われていませんでした。 

Mr. Hitchcockチームにいた時のことです。

単発性転移性腫瘍の疑いで入院した患者が脳

シンチで病変が多発性と判ったので、手術す

ることなく翌朝に元の病院へ返送される予定

でした。その患者が深夜に頭痛と嘔吐が激し

いとのことで、その日のオンコールの私に連

絡がありました。私は直ぐに自分で診察して、

頭蓋内圧亢進の症状を緩和するために、マニ

トールの点滴静注と、ステロイドの筋注を指
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図５ Surgeon’s Hall Edinburgh における FRCSEd ad 
hominem 授与式。中央で私について紹介してく

れているのが、恩師の Prof. Gillingham、右で立
っているのが当時の President Sir Robert Shields 

 

 
 
図６ Diploma of FRCSEd ad hominem（名誉会員証） 

示しました。ところが翌朝の回診時に Mr. 

Hitchcock から、マニトールは可として、「ス

テロイドを処方したのは誰か！Dr.Yamashita

か？」と大声で注意を受けました。要するに、

回復不能な患者には高価な薬剤の使用はでき

る限り控えなさい。限りある医療資源を使っ

て、コスパを考慮して治療せよと言うことで

す。家族の付添いはなく、臨終が近いと判断

されれば家族を呼び出して、説明して面会し

て貰いました。Consultant の治療方針に対し

て家族は極めて従順で、治療に対する不満は

耳にしませんでした。しかし、当時オランダ

やベルギーで認められている様な安楽死は英

国では認められていませんでした。 

 

Fellowship of Royal College of Surgeons 

of Edinburgh (FRCSEd) 授与式の顛末 

The Royal College of Surgeons of Edinburgh

（エディンバラ王立外科学会）が英国ならびに

英国連邦諸国の医学・医療の発展に貢献して

きたことは異論のないところです。 

帰国して23年後、私が金沢大学に在職中の

1995年に、招聘されて来日した恩師 Prof. 

Gillingham に「ジュンコー、君は FRCSEd を

貰う気はないかね」と聞かれました。「あんな

難しい試験を今さら受けても通るはずがない

でしょう」と答えると「試験なしに取る方法

があるのだ。取りあえず履歴書と業績リスト

を私まで送っておきなさい」とのこと。 

Prof. Gillingham は退官後数年間たまたま 

Royal College of Surgeons of Edinburgh のト

ップである President を勤めていたので、色

んな情報に通じていたのでしょう。かくして

1997年に私は FRCSEd ad hominem（名誉会

員証）が授与され、Surgeon’s Hall Edinburgh 

において執り行われた、古式に則った盛大な

セレモニーに家族同伴で招待されたことは忘

れられない思い出です（図５～８）。恩師の暖

かい配慮に感謝すると共に、自分が異国で苦

労しながら必死で努力していたことが評価さ

れていたことが判り、胸が熱くなる思いでし

た。このようにして私の名刺の肩書に、MD, 
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図８ Prof. Gillingham 夫妻と共に。授与式会場にて 

妻と二人の娘達と 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

図９ ２種類のRoyal College of Surgeons of Edinburgh 

の定期的学会情報誌 

図７ Surgeon’s Hall Edinburgh。正面玄関風景のリトグ 
グラフ。左手には手書きで ”To Professor Junkoh 
Yamashita with the regards of John Gillingham. 

President 1977-82 15th Sept 1995”との記載がある 

PhD に加えて FRCSEd を書き加えられるよ

うになりました。この時に前後して色んなハ

プニングがありましたので後程またご紹介す

る予定です。 

The Royal College of Surgeons of Edinburgh

は1505年に創立された、Edinburgh Univer- 

sity よりも古い、500年の歴史と伝統を誇る組

織です（文献３）。Royal College とは日本で

いうところのカレッジ（単科大学）ではなく

て、ある特定の専門分野の職業人のギルドの

ようなもので、自分たちの集会所を持ち、技

術レベルの維持、発展を図ることを目的とす

る組織です。2005年には盛大な創立500年祭

が開かれて、私にも招待状が届きましたが、

私は時間が取れず出席できませんでした。因

みに1505年はレオナルド・ダ・ヴィンチがモ

ナリザを描いたとされる年に当たります。有

り難いことに、FRCSEd のフェロウの資格を

有していると、25年後の現在でもなお、年会

費無料で“SURGEON’S NEWS”と“THE 

SURGEON”という２種類の RCSEd の定期学 

術情報誌（図９）が自宅に届けられています。 

 

・次回はエディンバラでの下宿先の GP との

交流についてお話します。 

（金沢大学名誉教授） 
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The Royal College of Surgeons of Edinburgh 1505- 

2005. 336pp. Edinburgh University Press, 2005 
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［学会交流記］ 

Ulrich Costabel 先生の思い出： 

米国、欧州、そして日本 
長井苑子 

写真１ 平田健雄先生（左から２人め） 

 誰かにやとわれて留学し、成果をだすため

に日夜、研究室で努力して日々をつなぎ、

Peer review のある学術誌に論文を掲載して、

日本にもどり、うまくいけば一定の地位を得

られるし、タイミングが悪ければ、留学の思

い出だけが小さな自負として残る。あるいは、

実際に世界を生きていくための眼力や見識を

蓄積してそれなりに生きる。それでも、井の

中の蛙よりは、若いうちにはできれば世界を

観察し、種々の人たちに会える機会はあった

ほうがよい。 

 私は、たまたま、留学の古典的概念をとり

はらって学会などへの参加や訪問の蓄積から

世界を見続けようという発想と、京都という

土地で臨床経験を蓄積できるという泉孝英先

生のアドバイスに従い、36歳くらいから海外

の学会参加を継続してきた。加えて京都大学

胸部疾患研究所に泉先生が招聘された多くの

欧米人、アジア人の医師、研究者との交流が

できたのであった。履歴書に留学とは書けな

い代わりに、これらの貴重な見聞により多く

を学ばせていただいたことの記憶をいい形で

文章化してみたいと思うにいたったのは、単

に年のせいかもしれないが。師である泉先生

への感謝も、こうして文書として書きとめて

おきたいと考えた。 

最初に小さな学術会議「気管支肺胞洗浄」

に参加したのは、1984年５月であった。ワシ

ントン郊外、アメリカ国立衛生試験所（NIH：

National Institute of Health）の近くで数日に

わたり開催された。ちょうど、この研究方法

の直接の指導者であった平田健雄先生がNIH

留学中でもあり、米国胸部学会参加を兼ねて

の旅であった（写真１）。ちなみに、当時私は、

大学では日雇いの医員であったので、10日ち

かい旅の結果、手渡された給料袋の５月分は

２万円をきっていたし、アルバイト代はゼロ

となったこともなつかしい思い出である。母

は半ばあきれて「お前にも老後はあるのだか

らね」との名言を吐いた。 

 

Ulrich Costabel 先生との出会い 

 お金に換えられないお土産をいっぱい得ら

れたことの一つが、ともに成績発表をして、

下手な英語で討論した Ulrich Costabel 先生

との出会いである。私より５歳くらい若いド

イツ人で、EssenのRuhrlandklinik, University 

Medicine Essen からの参加であった。新しい

知見などを討論していると、本当に声をはり
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写真２ 藤村直樹先生（中央）、Costabel 夫人（中央後方）、 

Costabel 先生（右端）。 

あげて上気して熱く討論がはじまり、気持ち

よく笑う先生であった。一般会話でも、日本

にも、種々のことに好奇心いっぱいの人であ

った。 

 毎年、米国胸部学会、国際サルコイドーシ

ス学会、気管支肺胞洗浄会議などでお会いす

るようになり、奥様もスペインバスク出身の

病理学者であり、大の日本贔屓であることも

知った。 

泉先生が、欧米のまだ地位を確立していな

い若手の医師、研究者をエコノミークラスの

運賃で京都に招聘して、京都シンポジウムを

年２回開催しようと企画され、第１回は1989

年に開催された。当時、疾患概念が定まって

いなかった特発性器質化肺炎（BOOP：Bron- 

chiolitis obliterans organizing pneumonia）あ

るいは（COP：Cryptogenic organizing pneu- 

monia）の臨床画像病理的にみた疾患概念に

ついて、疾患概念を提唱された米国の Gary 

R. Epler 先生（呼吸器科医）、Thomas Colby

先生（病理医）も参加しての熱い検討がなさ

れたのであった。 

 この京都シンポジウムと並行して、泉先生

は半年から一年の胸部研への招聘をされるよ

うになり、Costabel 先生夫妻も半年にわたり

京都に滞在されたのであった。 

 京都シンポジウムは、森とも思える種々の

疾患のあつまりである、「びまん性肺疾患、間

質性肺疾患」の症例をひとつひとつ臨床画像

病理的に討議して診断する会で、海外からの

招聘ゲストは常にそこに共におられるという

空間であった。京都は「びまん性肺疾患のメ

ッカ」といわれ、泉先生を教室外で師とあお

ぐ医師たちが全国から集ってこられた。この

中から、多くの指導的な医師が育ったことは

確かな事実である。 

 

京都での滞在（1997年） 

 成田から京都駅までこられた Costabel 先生

ご夫妻をお迎えに行ったのは、もう夕暮れ時

であった。日本食がいいといわれたから、駅

の近くのごくごく普通の居酒屋にお連れした。

私と藤村直樹先生という呼吸器内科医とでお

もてなしをしたように記憶している（写真２）。

ビールで乾杯というよりも、すぐに日本酒を

飲みたい、酒の肴というものを食べたいとの

好奇心いっぱいで、なんと、イナゴを箸でつ

まんで口に入れられたのでびっくりした。 

 ドイツ語なまりの英語はわかりやすく、な

んにでも、笑いながら感心したり、喜ばれる

様をみて、この人は、どこの土地でも対応し

ようと努力されるけなげさがあるなと、まだ、

多くの外人と交流していない時期にも感じた

ものである。 

 

米国胸部学会での交流を中心に 

 米国胸部学会参加では、必ず、質問をしよ

うと仲間と決めていたので、自分の領域のセ

ッションでは、どこが新しいか、どこが疑問

か、私の経験から考えるとこう思うとか、文

献的なエビデンスも紹介しながら、勇をこし

て、会場のマイクまで歩いていって、名乗り、

質問することを毎年心がけた。 
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写真３ Costabel 先生（向かって左）、筆者（中）。 

 Costabel 先生も、同じ姿勢で、本当に熱っ

ぽく質問されていた。やがて、質問をして、

自身の成績も発表する人には、visible attend- 

ants だとの評価がつけられて、chairman や小

さいセミナーでの講演、やがては、シンポジ

ウムでのシンポジストなどの機会を与えてく

ださった。これは米国の学会ならではの経験

であった。 

同じ時代に、同じ領域で、それなりに認め

られていったというとおこがましいが、間質

性肺炎分類会議やサルコイドーシスの臨床型

の合宿や、ガイドライン作成委員会への参加

など、ともに時間を共有することができた 

（写真３）。もちろん、欧米人の Costabel 先生

は、英語の上達も、機会のゲットも、私をど

んどん追い抜いて、びまん性肺疾患やサルコ

イドーシスでは、中枢的な委員として活躍さ

れるようになった。 

 私は、症例の蓄積があるので、自分の臨床

経験にある意味の自信と、それが欧米参加で

の切り札にもなると自覚していたが、Costabel

先生は、決して蓄積症例が多いわけではなく、

その中で、熱意ある討議力、諦めないアプロ

ーチを、継続されたわけであり、途中で、も

ういいか、見るべきものは見たかなとかいう

「ふるさと日本への定着」を試みた私とは、後

半の軌道は大きく異なっていった。 

 

Costabel 先生との思い出素描 

 ３年前に横浜でサルコイドーシスの国際会

議が開催されたときに、久しぶりに先生と会

えた。関節リウマチを患われて、脚の関節が

痛むと、ややおぼつかない歩き方をされてお

り、スウェーデンのウメオという小さな町で

カヌー下りをしてサウナ小屋に飛び込んで楽

し気にトナカイの肉をかじりながら、美味し

そうにビールを飲みほしていた先生と重ねて、

時間の流れをしみじみと実感したものであっ

た。日本贔屓の妻と二人で、時々、日本に来

られて、奈良をあるいたり、アルプスを歩い

たりされていたことも、エッセンの自宅でも

日本の箸をつかい、みそ汁を飲むという夫妻

の生活など、走馬灯のように思い出された。 

 中でも、私が、エッセンでのサルコイドー

シス国際会議のあとに、先生のクリニックと

エッセン大学を訪問して、カンファレンスや

回診に参加させてもらったことも懐かしい思

い出である。このときに、先生から、左右の

肺の透過性があまりにも違う胸部写真を示し

て、これは間質性肺炎の進行症例に片肺移植

をしたあとの写真だと教えてくださったこと

を印象的に覚えている。 

先生の部屋はファイルの整理があまりにも

行き届いており、びっくりしたことも。回診

は、イギリスの王立ブロンプトン病院とは異

なり、教授と医局員が多くはないが集まって

歩くものであったが、ひとりひとりの患者の

コメントは、先生がピンマイクに口述して、

それを秘書がタイプ打ちしているようであっ

た。 

 エッセンの郊外の森の中にある小さなホテ

ルに泊めてもらったが、屋根裏部屋のようで、

天井のガラス窓から星がみえたのであった。

夜明け４時におきて、朝食をたっぷりととり、
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写真４ モノグラフ誌 

欧州呼吸器学会（ERS: European Respiratory Society） 
そのパンやヨーグルトやハムの美味しかった

こと！ 

 真っ暗な中をタクシーで森を抜けて空港に

向かうこととなったが、さすがに、このまま

森の奥に誘拐でもされかねない状況だなと、

いささか不安も感じたものであった。空港で

は、フランクフルト行きの便を待つ部屋は、

ロックされて、突然、ターミナルの変更をア

ナウンスされたときには、どうしようかと心

配になった。思えば、フランクフルト空港は、

ルフトハンザを使うことが多かったので、何

度立ち寄ったことだろう。ドイツ人気質？ で

厳格なキャビンアテンダントには、時に、こ

れくらい許してよとか心の中でいいながらの

エコノミークラスの旅を重ねたわけであった。 

 

 海外の学会参加、タスクグループ参加は、

40歳をすぎての一人旅が多かったが、不安な

経験や疲れもあったが、それ以上の好奇心、

刺激されるものがあったのだろうと思う。

Costabel 先生との交流は、間質性肺炎の新し

い疾患概念を症例のまとめを中心に論文化す

るときにも、厳しすぎる peer reviewer への返

答の仕方などを教えてもらったり、肺胞上皮

細胞培養系を確立して、肺胞上皮細胞障害に

一番のキーポイントがあるかもしれないとい

う特発性肺線維症への病態研究での協力など、

継続して交流できたのである。 

 

 米国、フランス、イギリスなどの同じ分野

の先生たちと、ドイツ、イタリア、メキシコ、

韓国などとの先生たちとの集中合宿などでは、

メッテルニヒのウイーンでの会議は踊るでは

ないが、それぞれのお国柄が表れて、ミーハ

ーな私などは、肝心の課題よりも、それを観

察することが大変興味深い機会でもあった。

そういう中で、一人で、Costabel 先生は、よ

くぞご健闘されたと、今となっては思うとこ

ろが多い。 

 私はといえば、間質性肺炎分類委員会、サ

ルコイドーシス病型分類会議などの論点を今

でも昨日のことのように思い出しながら、

日々の外来で症例を眺めることができること

は、ありがたいことである。加えて、ガイド

ラインを標準的としてすべての症例にステレ

オタイプに適用せず、年齢や性別、患者の日

常的背景などを総合的に考慮して妥当な治療

を導入することに多少なりとも自信がついて

きている部分があることは本当にありがたい

ことである。 

 最後になるが、Costabel 先生から最近、提

案があり、サルコイドーシスのモノグラフに、

定義と歴史についての総説を二人で書こうと

いうことになった。良い記念となった（写真

４）。         （中央診療所所長） 
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［研究］ 

強心配糖体は細胞をストレスから守る 

武智昌幸  

 図1A ストレスが無い時 植物由来の生理活性物質である強心

配糖体は以前には心不全の治療に必須

の薬であったが、現在では使用法の難

しい強心薬として臨床的にほとんど用

いられていない。ここでは強心配糖体

の強心作用でなく抗ストレス作用につ

いて述べるが、その作用機序が実は生

命科学の根本と大いに関係していると

思われたので専門家のみならず、一般

の人たちにも知っていただければと筆

をとることにした。 

 

はじめに 

私は京都大学大学院薬学研究科の生物化学

研究室でインドコブラ毒中の細胞毒タンパク

質の精製、構造決定、構造活性相関などを研

究した後、近畿大学薬学部の生薬学研究室に

就職して天然物からの抗ヘルペスウイルス活

性物質のスクリーニングを行い、1990年頃に

ジギタリスの葉のメタノールエキスにその活

性を見出すことができた。光学顕微鏡で観察

するとウイルスをかけたヒト羊膜細胞はボロ

ボロに破壊されているのに対し、ジギタリス

エキスを加えたウイルス感染細胞は表面が輝

いているようでウイルスをかけていない細胞

より元気そうだったのを今でも鮮明に覚えて

いる。この時の感動が以後の研究の原動力と

なった。このようにして強心配糖体の抗ウイ

ルス作用機序を解明する研究がスタートした

が、2005年頃にフローサイトメーターで細胞

毒性と細胞内 K+濃度を同時に測定できるよう

になってから以下に述べるような成果をあげ

ることができた。 

 

生命活動における膜電位と ATP の重要性 

まず、予備知識として生物学で最も重要な

膜電位と ATP について確認しておきたい。

ここで膜電位とは細胞膜と細胞内膜を含めた

細胞全体において発生する電位のことで、細

胞膜電位とは細胞膜において発生する電位と

する。動物細胞が生きていく上で ATP が必

要なことは自明のことであるが、ヒトの場合、

全 ATP の約３割を消費しているのが細胞膜

に存在している酵素タンパクである Na+, K+ 

-ATPaseでATPを消費して図1Aのように細

胞内の Na+を外へ排出し、細胞外の K+を内へ

取り入れている。 
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図2A ストレスが無い時 

その結果、細胞内の K+濃度は外に比べて約

30倍高くなっている。この細胞内外の K+の濃

度差を利用して K+リークチャネルを通り K+

が細胞の内側から外に流れる。主にこの流れ

により細胞膜電位が発生する。この細胞膜電

位は運動制御、筋収縮、神経伝達、感覚受容、

受精、免疫、細胞分化など様々な細胞活動に

おいて重要な役割を果たしている。ところで、

この細胞膜電位発生のために必要な ATP は

主にミトコンドリアにおいて内膜を通過する

プロトンの流れ、つまり膜電位を利用して産

生される。このようにあらゆる細胞活動にと

って膜電位と ATP は必要不可欠なものであ

る。 

K+リークチャネルを細胞の内から外に向

かって流れる K+の流れが細胞膜電位を発生

させていること、また、細胞にとって細胞膜

電位は生きていくのに基本的、かつ必須のも

のであることを高校や大学の生物の教科書で

あまり取り上げられていないので細胞活動の

基礎として詳しく解説して欲しいと思う。 

なお、Na+, K+-ATPase が存在していない植

物や微生物の細胞膜電位については動物と同

列には論じられないが、膜電位そのものの重

要性は全細胞に共通のものである。 

 

ウワバインの抗ストレス作用と細胞内 K+濃

度変化 

きっかけは前述したように抗ヘルペスウイ

ルス活性物質を天然物からスクリーニングし

ている時にジギタリスの葉のメタノールエキ

スに強い抗ウイルス活性を見つけたことであ

る。ついで、市販の種々の強心配糖体につい

て試験したところ全て低濃度で活性が見られ

たので強心配糖体の共通の作用としての Na+, 

K+-ATPase の阻害が抗ヘルペスウイルス活

性の原因ではないかと推測された。そうだと

すれば強心配糖体は他のウイルスに対しても

抗ウイルス活性を示す可能性がある。さらに

拡大してウイルスは細胞にとって生物的スト

レスと考えてウイルス以外の種々のストレス

を細胞にかけた時に強心配糖体の代表として

ウワバインはどのような機序で抗ストレス作

用を示すのかを検討するために以下の実験を

行った。 

まず、化学的ストレスとして抗癌剤をヒト

白血病細胞に作用させて43nM のウワバイン

存在下あるいは非存在下で細胞内 K+濃度や

細胞毒性がどのように変化するのかをフロー

サイトメーターを使って調べた。具体的には

細胞をウワバイン存在下あるいは非存在下、

抗癌剤で24時間処理した後、PBFI と PI で染

色した。ここで、PBFI は細胞内の K+と結合

して蛍光を発する試薬で PIは死細胞のDNA

と結合して蛍光を発する試薬であるが、両者

の蛍光波長は互いに異なっている。その後、

フローサイトメーターにて PI で染色されて

いない細胞、つまり生細胞の約１万個につい

て PBFI の蛍光強度を測定してそれらの細胞

内の平均 K+濃度を算出した。 

図2A、2B、2C の○は生細胞、〇に×の付

いたものは死細胞を示し、生細胞内の赤色は
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図2B ストレスがある時 図2C ウワバイン存在下でストレスがある時 

K+を表し濃度が高いほど濃い色で示した。図

2A のストレスの無い時はすべての細胞が生

きており、細胞内が外に比べて K+濃度が高い。 

図2B のように細胞にストレスがかかって

全細胞数の50%が死細胞となった場合、生き

残った細胞内の K+濃度は図2A のストレスの

無い時に比べて高くなった。ついで、図2C

のようにウワバインが存在する状態で同じス

トレスがかかった場合、全細胞数の75%が生

き残ったが、それらの細胞内 K+濃度は図2B

のウワバインが存在しない時に比べて低くな

った。 

さらに、薬剤の種類を10種類、細胞の種類

を５種類に増やしても同様の結果が得られた。

また、細胞を貧栄養状態にした時や物理的ス

トレスとして紫外線照射をした後でも同様の

結果になった。 

このことからストレスにより細胞内 K+濃

度が上昇し、ウワバインはその上昇を抑制す

ると同時にストレスによる細胞毒性も抑制す

ることが判明した。 

なお、詳しい実験方法については私達の論

文（J.Pharm.Pharmacol.2015 Jan.67⑴,126- 

132）やホームページ（https://ouabain.info）

を参照してください。ホームページには前記

の論文の PDF ファイルも掲載しています。 

 

ストレスがかかると細胞内 K+濃度が上昇す

るのは何故か？ 

一般にストレスで細胞が弱ってくると膜電

位が減少するつまりゼロに近づくと考えられ

る。細胞膜電位が減少する原因はストレスで

細胞内ATP量が減少してNa+, K+-ATPaseの

機能が低下し細胞内 K+濃度が低下して細胞

内外の K+濃度勾配が小さくなるので K+リー

クチャネルを通過する K+の流れが弱くなる

ためと思われたが、前述の実験においてスト

レスで弱った細胞は細胞内 K+濃度が上昇し

たので図1B（次頁）のようにストレスにより

K+リークチャネルが阻害されるのではないか

と考えた。 

従来、K+リークチャネルは常に全開されて

いると考えられているが、阻害される場合も

あると思われる。但し、ストレスが直接 K+

リークチャネルに作用して阻害するのかある

いは間接的に阻害するのかは現在のところ不

明で今後の研究に待ちたい。なお、傍証とは

なるが、Liu らは2005年に K+リークチャネル

を過剰発現した細胞はストレスに対する抵抗

性が元の細胞より高まることを報告している。
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図1B ストレスがある時 図1C ウワバイン存在下でストレスがある時 

K+リークチャネルは K+チャネルの中で最も

重要なチャネルであるにもかかわらず研究が

最も遅れているのでストレスとの関連も含め

て今後の研究の進展を期待したい。 

 

ウワバインがストレスによる細胞毒性を抑制

するのは何故か？ 

図1C のようにウワバイン存在下で細胞に

ストレスがかかった場合、ストレスにより K+

リークチャネルが阻害されて細胞内から外へ

の K+流出量が低下するが、ウワバインにより

Na+, K+-ATPase が阻害されて細胞外から内

への K+の輸送量が低下する。細胞膜電位は前

述したように主に細胞内から外へ流れる K+

の流れの大きさによって決まるのでストレス

によって減少した細胞膜電位をウワバインが

回復したとも考えられる。 

ところで、ストレスが細胞にかかると細胞

内の ATP の産生が低下し、細胞内 ATP 量が

減少すると思われる。しかし、ウワバインに

よりNa+, K+-ATPaseのATP消費が減るとス

トレスによる細胞内 ATP 量の減少は抑えら

れると考えられる。 

このようにウワバインはストレスによる細

胞膜電位や細胞内 ATP 量の減少を抑えるこ

とにより抗ストレス作用を示すものと思われ

る。 

 

臨床応用への展望 

ウワバインは上記のように研究室の実験で

よく使われるが、日本薬局方に掲載されてい

ないので臨床では使われていない。一方、ジ

ゴキシンなどの強心配糖体が日本薬局方に掲

載されているが、臨床では主にその蓄積性や

安全域の狭さなどによりほとんど使用されて

いない。しかし、2010年頃に DIG（digitalis 

investigation group）トライアルとしてアメリ

カで心不全患者約7000人に対して強心作用

を示す量の約半量のジゴキシン投与の有無に

よる約３年間の経過観察を行ったところジゴ

キシンは患者の QOL を改善する可能性が報

告された。 

ところで、漢方薬の六神丸や救心製薬の救

心に含まれる生薬のセンソ（シナヒキガエル

の耳腺分泌物を乾燥させたもの、いわゆるガ

マの油）は強心配糖体と同じ作用機序を示す
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強心ステロイドの抱合体などを含有するが、

ジゴキシンより排泄が早く比較的安全である。

センソは DIG トライアルの結果から考えて

通常の強心作用を示す量の半分位で抗ストレ

ス作用が期待できるのではないかと思われる。 

まず、具体的な抗ストレス作用としては発

癌予防効果が考えられる。正常細胞が種々の

ストレス、たとえば紫外線照射や刺激物暴露、

ウイルス感染などを繰り返し受けた場合に癌

化すると考えられているのでセンソを飲んで

いれば発癌を予防できるかもしれない。また、

コロナウイルスをはじめとするウイルス感染

予防にワクチンが投与されているが、センソ

を飲むことによりウイルスに感染しなくてす

むかもしれない。さらに、京大の垣塚先生の

グループは種々のストレスが細胞内の ATP

量を減少させてアルツハイマー型認知症など

を発症させる可能性があるので ATPase を阻

害することによりそれらを防止する試みを行

っているが、ATPase 阻害作用をもつ薬物と

してセンソを服用すれば認知症になるのを防

ぐことができるかもしれない。 

つまり、アスピリンが解熱鎮痛薬としてだ

けでなく少量で血栓予防に利用されているよ

うにセンソも強心薬としてだけでなく少量で

アンチエイジング薬として利用できる可能性

がある。しかし、センソは高価で手に入りに

くいという欠点があり、安全で安価な Na+, 

K+-ATPase 阻害薬たとえばセンソの有効成

分である強心ステロイドの抱合体の合成研究

などに期待したい。 

 

私のメッセージ 

前述したようにミトコンドリアでは膜電位

を利用して ATP が産生されており、細胞膜 

では ATP を利用して細胞膜電位が形成され

ている。いわば膜電位と ATP は細胞つまり

生命の両輪と言っても過言ではない。細胞に

かかるストレスはこの両輪を損傷させるが、

少なくともヒトの場合は強心配糖体がそれら

の損傷を予防すると考えられる。その意味で

私の研究は細胞生物学と予防医学の分野に一

石を投じたものと思っている。今後の課題と

して細胞生物学の分野では細胞膜電位の主役

の K+リークチャネルがストレスによって阻

害されるかどうかを確認しなければならない。

また、予防医学の分野では抗ストレス作用の

ターゲットである Na+, K+-ATPase の阻害薬

の開発研究を行うことが必要と思われる。 

最後に2014年の日本薬学会で発表した仮

説を以下の様に改訂する。 

１．死細胞の膜電位とATP量はゼロだからス

トレスによって弱った細胞の膜電位と ATP

量はゼロに近づく。 

２．種々のストレス（例えば刺激物質、UV 照

射、ウイルス感染など）は細胞膜の K+リー

クチャネルを阻害して細胞膜電位を減少さ

せる一方、細胞内 ATP 量も減少させる。 

３．センソは Na+, K+-ATPase を阻害してス

トレスによる細胞膜電位や細胞内 ATP 量

の減少を抑制することにより発癌予防、認

知症予防やウイルス感染予防などのアンチ

エイジング効果を示す。 

４．内因性のウワバイン様物質は抗ストレス

物質である。 

 

以上の拙文に対するコメント、感想、質問

などを mt471019@gmail.com の武智昌幸に

お寄せください。お待ちしています。 

（元近畿大学薬学部教授） 
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［エッセイ］ 

CO2排出量の削減に寄与 

する炭素繊維（カーボン・ 

ファイバー） 
平松 徹 

図１ 炭素繊維の形態 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
単繊維24,000本からなる 
繊維束を巻いたボビン はじめに 

私は、東レ㈱に在職中に、炭素繊維の研究・

開発に長年従事してきました。 

炭素繊維の市場は大きく拡大してきていま

す。それは、炭素繊維が軽量で強度および弾

性率が大きいため、飛行機などの構造材料に

使用されて、機体の軽量化による燃費の大幅

な向上により、CO2排出量の削減に役立って

いることが大きな理由の一つと考えられます。 

本エッセイでは、炭素繊維について、どの

様な繊維で、どの様にして作られるのか、さ

らに、どの様な形でどの様な用途に使用され

て役立っているのかについて、順を追って紹

介したいと考えます。その後で、炭素繊維の

研究・開発に長年従事したことや、特に、強

度の向上に取り取り組んだことについて、考

え方や感想を述べたいと考えます。 

 

炭素繊維（カーボン・ファイバー）とは 

炭素繊維は、釣り竿・ゴルフクラブのシャ

フト・テニスラケットのフレームなどのスポ

ーツ用具、CT天板・Ｘ線フィルムカセッテ

などの医療機器、大型風力発電機の羽根、飛

行機の胴体や主翼・尾翼、ロケットの胴体な

ど多くの用途に活用されています。炭素繊維

は一体どのような繊維なのでしょうか。 

木綿やナイロン等の繊維は、炭素原子だけ

でなく水素や窒素などの原子が含まれた分子

構造をしていますが、炭素繊維は、言葉通り、

基本的には、炭素原子だけからなる分子構造

を持つ黒色の繊維です。炭素繊維は、種類に

よって、直径が５～15㎛（１㎛＝1000分の１

㎜）と髪の毛の1／10ぐらいの太さの単繊維

が1000本から60,000本ぐらい束ねられた繊

維束の形をしています。図１に、単繊維の断

面形状と、24,000本の単繊維が束ねられた繊

維束を紙管の上に巻き取ったボビンを示しま

した。 

炭素繊維の最大の特長は、軽くて強い（強

度が高い）、軽くて硬い（弾性率が高い）こと

です。炭素繊維は、比重が鉄の約1/4、アル

ミ合金の約2/3と軽く、しかも、鉄やアルミ

合金に比較して、比強度（重さ当たりの強さ）

が10倍以上、比弾性率（重さ当たりの硬さ）

が５倍以上と非常に高い力学的特性を有しま

す。図２に、炭素繊維の比強度・比弾性率を

他の素材と比較して示しました。なお、炭素

繊維については、多くの品種の炭素繊維を、

高強度タイプと高弾性率タイプに分けて、範

囲で示しました。 

 

炭素繊維の発明・開発・工業化の歩み 

19世紀末に、米国の発明王エジソンが、木

綿や竹の繊維を炭素化して、白熱電球の炭素

フィラメントに用いたのが、炭素繊維の始ま

りとされています。エジソンは、600種類も

の材料を炭素化して実験を行う中、たまたま

机の上にあった扇子の竹を炭素化して用いた
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図２ 炭素繊維と他素材の力学的特性比較 ところ白熱電灯の

200時間連続照明

に成功しました。

そこで竹に目を付

けて、日本や中国

などに人を派遣し

て竹の調査をしま

した。日本に派遣

された調査員が、

伊藤博文総理大臣

や槇村正直京都府

知事から助言を得

て、京都府八幡市

の石清水八幡宮付

近の真竹にたどり

着きました。エジ

ソンはその真竹を用いた炭素フィラメントで

2000時間以上の連続照明を達成することが

出来ました。八幡の竹は、後に高融点金属の

フィラメントが開発されるまで、十数年に渡

り米国のエジソン電灯会社へ輸出され、毎年

300万個ぐらいの白熱電灯が世界各国へ輸出

され、パリやロンドンなどの各地で電灯照明

のある社会づくりに貢献したとのことです。

なお、石清水八幡宮には、1929年に電灯発明

50周年を記念して世界各地で電灯黄金祭が

催された際に、エジソンの功績を讃えて建立

された「エジソン記念碑」があります。 

その後、ソ連が1957年に世界最初の人工衛

星スプートニク１号の打ち上げに成功し、米

国とソ連の両国間でのロケットなど宇宙技術

開発の競争の激化に伴って、耐熱性に優れた

炭素繊維への関心が高まりました。米国のユ

ニオン・カーバイド（UCC）社が1959年にレ

ーヨン繊維を炭素化したレーヨン系炭素繊維

の生産を開始しました。 

米国での動向に刺激を受けて、大阪工業試

験所の進藤昭男博士は、種々の繊維について

炭素化の検討を行い、1959年にポリアクリロ

ニトリル（PAN）繊維を炭素化することによ

り性能の高い炭素繊維が得られることを見出

し、ポリアクリロニトリル（PAN）系炭素繊

維の発明に成功しました。 

東レ㈱は、炭素繊維の製造に適したポリア

クリロニトリル（PAN）繊維の開発を行い、

1971年にポリアクリロニトリル（PAN）系炭

素繊維の生産を開始しました。引き続いて、

1972年に米国ハーキュレス社（後にヘクセル

社に炭素繊維事業をを売却）、1975年に東邦

テナックス㈱（後に帝人㈱に統合された）、

1981年に三菱レイヨン㈱（後に、３社統合に

より三菱ケミカル㈱）が PAN 系炭素繊維の生

産を開始しています。 

なお、現在生産されている炭素繊維には、

ポリアクリロニトリル（PAN）系炭素繊維の

他にピッチ系炭素繊維があります。ピッチ繊

維を原料とするピッチ系炭素繊維は、1963年

に群馬大学の大谷杉郎博士により発明され、
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1970年にクレハ㈱、1976年に米国ユニオン・

カーバイド（UCC）社により生産が開始され

ています。 

 

世界における炭素繊維事業の現状 

世界におけるポリアクリロニトリル（PAN）

系炭素繊維の生産能力は年産約13万トンま

で拡大してきています。その内、日本の炭素

繊維メーカーの生産能力は60％程度を占め

ています。60％程度の内訳は、日本国内での

生産能力が20％程度で、海外での生産能力が

40％程度となっています。なお、東レ㈱が世

界最大の炭素繊維メーカーで、日本だけでな

く、フランス、米国、韓国、メキシコ、ハン

ガリーと世界の６ヵ国で生産を行っています。 

世界におけるピッチ系炭素繊維の生産能力

は年産約４千トン程度と PAN 系炭素繊維に

比較すると少量ですが、その内でも、日本の

メーカーが95％程度を占めています。この様

に、炭素繊維の生産に関しては、日本のメー

カーのお家芸になっています。 

 

炭素繊維の作り方 

炭素繊維は、繊維を炭素化することにより

作られます。その炭素化をポリアクリロニト

リル（PAN）系炭素繊維の場合を例にとって

説明します。炭素化は耐炎化と炭化の２つの

工程から成り立ちます。最初の耐炎化工程で

は、ポリアクリロニトリル（PAN）繊維を空

気雰囲気中で250℃程度の温度で１時間程度

加熱して高温度でも融解しない耐熱性繊維に

変換します。耐炎化工程においては、ポリア

クリロニトリル（PAN）繊維の分子構造が耐

熱性の高い分子構造に変化します。次の炭化

工程では、耐炎化繊維を窒素雰囲気中で1000

～2000℃の高温度で加熱処理して炭素繊維に

変換します。炭化工程においては、耐炎化繊

維の分子構造から、水素原子、窒素原子、酸

素原子などがガスとなって飛び去って、ほぼ

炭素原子だけからなる分子構造に変化します。

なお、炭化工程では、多くの原子がガス分子

となって飛び去るため、繊維の重量が1/2程

度に減少します。通常の炭素繊維より弾性率

の高い高弾性率炭素繊維を作る場合は、炭素

繊維をさらに、黒鉛化工程で、窒素雰囲気中

で2000～3000℃の高温度で加熱処理をしま

す。 

 

炭素繊維の使われ方／複合材料（コンポジッ

ト） 

炭素繊維は繊維単独の状態で使用されるこ

とはほとんどなく、複合材料（コンポジット）

の状態で使われます。複合材料とは、二つ以

上の素材を組み合わせて得られる材料です。

例えば、鉄筋コンクリートは、セメントと鉄

筋が組み合わせられた複合材料であり、セメ

ントの様に全体を一体化する役割の素材を母

材（マトリックス）と言い、鉄筋の様にセメ

ントを補強してコンクリートを強くする素材

を補強材と言います。 

ほとんどの炭素繊維は、炭素繊維を補強材

としてプラスチック（樹脂）を母材（マトリ

ックス）とした複合材である炭素繊維強化プ

ラスチック（Carbon Fiber Reinforced Plas- 

tics：CFRP）として使用されています。マト

リックス樹脂としては、エポキシ樹脂やフェ

ノール樹脂のような熱硬化性樹脂やナイロン、

ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレ

ンのような熱可塑性樹脂が用いられます。マ

トリックスにエポキシ樹脂のような熱硬化性

樹脂を使う場合は、低分子量で粘性の低い液

体状態の樹脂を炭素繊維束に含浸した後、加

熱による重合反応により樹脂を高分子量化し

て個体のコンポジットに成形します。マトリ
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ックスにナイロン樹脂のような熱可塑性樹脂

を使う場合は、加熱により溶融して液体状態

にした樹脂を炭素繊維束に含浸した後、冷却

固化してコンポジットに成形します。熱硬化

性樹脂の場合は、炭素繊維束への含浸は容易

ですが、加熱による重合反応に時間が掛かり

ます。熱可塑性樹脂の場合は、加熱溶融して

も粘度が高いため炭素繊維束への含浸が容易

でなく工夫が必要ですが、後は冷却するだけ

ですので、成形時間は短くて済みます。目的

とする成形品の形状や要求特性などに応じて

樹脂が選択されます。 

炭素繊維と樹脂を組み合わせて部品を作る

成形方法には多くの方法がありますが、代表

的な成形方法として４種類の方法について説

明します。フィラメントワインディング成形

法は、ボビンから引き出した炭素繊維束を、

エポキシ樹脂など液体状の樹脂の入った漕を

通して樹脂を含浸し、マンドレル（筒状の容

器）の上に巻き付ける方法です、樹脂含浸炭

素繊維束が表面に巻き付けられたマンドレル

をオーブンに入れて加熱硬化して、高圧ボン

ベなどを作製します。 

一旦、中間基材を作製した後、その中間基

材を使って成形する方法が幾つかあります。

多数の炭素繊維束を引きそろえて広げてシー

ト状にしたものにエポキシ樹脂など液体状の

樹脂を含侵した後、少しだけ加熱して、樹脂

の分子量を少しだけ高くして糊状態にしたも

のをプリプレグと呼び、中間基材として用い

ます。オートクレイブ成形法は、シート状の

プリプレグを何枚も重ねたものをフィルムの

袋に入れて、真空に引いたものを、加圧加熱

窯（オートクレイブ）に入れて、加圧下で加

熱して、板状の部品を作ります。飛行機の主

翼や尾翼などがこの方法で作製されています。

シートワインディング成形法は、シート状の

プリプレグを円筒状の筒（マンドレル）の上

に数層巻き付けたものを、オーブンに入れて

加熱硬化した後、マンドレルを抜き取って、

筒状の部品を作ります。ゴルフクラブのシャ

フトなどがこの方法で作製されます。 

射出成形法では、中間基材であるペレット

を用います。ペレットは、ボビンから引き出

した炭素繊維束を加熱溶融したナイロンなど

の熱可塑性樹脂の入った漕を通して含浸し、

冷却した後、数ミリの長さにカットして作ら

れます。このペレットを射出成型機のスクリ

ュー押し出し機内で加熱溶融して金型内へ押

し込み、冷却して部品を作製します。ノート

パソコンの筐体（外箱）などがこの方法で作

製されます。 

 

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の用途 

炭素繊維について、一番の特長は軽くて強

く且つ硬いこと、プラスチックと組み合わせ

た複合材料（CFRP）として用いられること、

さらには、炭素繊維補強プラスチック部品の

成形の仕方について説明してきました。ここ

では、炭素繊維で補強された部品はどのよう

な用途に使われているのかを説明したいと考

えます。表１に、代表的な用途例を示しまし

た。 

航空宇宙分野では、飛行機の胴体・主翼・

尾翼等に使われており、ボーイング787やエ

アバス A350においては機体構造重量の50％

まで CFRP が使われており、軽量化による燃

費の大幅な向上（約20％の向上）に寄与して

います。他に、ロケットの胴体や人工衛星の

構体やアンテナなどにも使われて軽量化に寄

与しています。 

産業分野では、大型の風力発電機の羽根に

使われて、軽量化と高剛性化により羽根の大

型化を可能とするとともに、発電効率アップ



 26 

表１ 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の用途 

分野 用途 具体的用途例 

航空宇宙 飛行機 主翼、尾翼、胴体 

  ロケット 胴体 

 人工衛星 構体、アンテナ 

産業 自動車 車体、プロペラシャフト 

 ドローン、空飛ぶクルマ 機体、プロペラの羽根 

 風力発電機 風車の羽根 

 圧力容器 水素タンク、CNG タンク 

 土木建築 コンクリート補強材 

 機械部品 ロボットアーム 

 医療機器 ＣＴ天板、Ｘ線フィルムカセッテ 

スポーツおよび
日常生活用品 

ゴルフ用具 ゴルフクラブシャフト 

釣り具 釣り竿 

ラケット テニス、バトミントン、卓球 

和弓､洋弓 弓、矢、ボウ、アロー 

モータサイクル フレーム、ホイール 

介護用具 車椅子、義足、杖 

その他 洋傘の骨、ヘルメット、カバン 

 

に役立っていま

す。今後、洋上

風力発電など羽

根の大型化（現

状最大の羽根の

長さは約90ｍ）

に伴い、炭素繊

維の需要の大幅

増が期待されて

います。自動車

に関しては、高

級乗用車の車体

やプロペラシャ

フトなどに使わ

れていますが、

特にレーシング

カーの車体はほ

とんど全体が

CFRP で作られ

ており、軽量化

による速度アッ

プと事故でクラッシュした際の破壊エネルギ

ーを複合材料自身の破壊により吸収すること

で操縦者を保護することに役立っています。

さらに、今後の発展が期待されるドローンや

空飛ぶクルマの軽量化に活用されています。

圧力容器用途では、燃料電池車用の高圧水素

タンクに用いられています。土木建築用途で

は、高速道路のコンクリート製橋脚の耐震補

強材に用いられています。医療機器用途とし

ては、CFRP のⅩ線透過率が他の素材に比較

し大幅に高いため（アルミ合金の約５倍の透

過率）Ⅹ線源を低くできることから、Ⅹ線撮

影のフィルムを入れるカセッテに使われてい

ます。加えて、CFRP は強度が高いことから

Ⅹ線断層撮影装置の人体を乗せるＣＴ天板に

活用されています。 

スポーツおよび日常生活用品分野では、ゴ

ルフクラブのシャフト、釣り竿、テニスやバ

トミントンなどのラケット、和弓の弓や矢、

アーチェリーのボウやアロー、スキーの板や

ストックなど、多くのスポーツ用具に活用さ

れています。炭素繊維使用のメリットについ

て一例を示しますと、鮎竿は長さが10ｍ程度

と非常に長いため、長時間釣りを続けるため

には軽量化が強く求められますが、ガラス繊

維強化プラスチック製の竿の重量が約1000ｇ

であるのに対して、炭素繊維強化プラスチッ

ク製だと約200ｇと大幅な軽量化が達成され

ています。他に、スポーツサイクルのフレー

ムやホイールにも使われています。 

日常生活用品としては、洋傘の骨、ヘルメ

ット、カバンなどに使われています。介護用
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品としては、車椅子、義足、杖などに使われ

ています。パラリンピックでは、CFRP 製の

陸上競技用車いすレーサーや義足用ブレード

を用いた選手が活躍されているのが見られま

す。 

 

炭素繊維の研究・開発に長年従事 

1968年に東レ㈱に入社して、最初に、大津

市の滋賀事業場にある中央研究所の物性研究

室に配属されました。物性研究室は、社内の

研究・開発部署等からの依頼を受けて化学・

物理分析を行う部署で、私はⅩ線を用いた構

造解析を担当することになり、２年間は他部

署の研究者が研究・開発中のサンプルのⅩ線

構造解析を行っていました。しかしながら、

私が東レ㈱に就職を希望したのは、新しい物

つくりをやりたかったからだったので、他の

人が作った物の分析をしているのは自分の希

望に合っていないと感じていて、所長との面

接の際に、その旨の希望を伝えていました。

丁度タイミング良く、その時期に、炭素繊維

の研究が基礎研究の段階を卒業して、開発研

究に発展することになり、炭素繊維の研究グ

ループが鎌倉市の基礎研究所から大津市の中

央研究所に移動してきたので、炭素繊維の研

究グループへ転属してもらうことが出来まし

た。1970年から1972年まで、中央研究所で炭

素繊維の開発研究を行いました。1973年初め

に、愛媛県の松山市に隣接した松前町にある

愛媛工場で炭素繊維の本格生産を始めること

となり、私も、炭素繊維の研究を続けるため

繊維研究所／愛媛研究室へ転勤することにな

りました。この時も、所長から、炭素繊維の

研究を続けたかったら愛媛に転勤をしてもら

います、もし、中央研究所に留まることを希

望するなら、その当時開発研究に力を入れ始

めた別のプロジェクトに入ってもらうことに

なるが、どちらを希望するかと聞かれました。

炭素繊維の研究は遣り甲斐がありましたし、

将来有望な素材ではないかと思っていたので、

即座に、炭素繊維の研究の継続を希望しまし

た。その結果、1973年初めから1991年末まで

愛媛研究室で炭素繊維の研究に取り組み、

1992年から2000年末までは炭素繊維技術部

で開発・生産に取り組み、最後は、2000年初

めから2004年末まで東京本社の先進複合材

料技術部で炭素繊維の技術マーケティングに

取り組むこととなり、都合34年間に渡って炭

素繊維の研究・開発に従事することが出来ま

した。 

 

世界最高強度の炭素繊維の研究・開発 

1973年から1991年まで約18年間、愛媛研究

室で、炭素繊維の性能向上に取り組みました。

その中で、1980年ごろから競合他社との炭素

繊維の強度向上の競争が激しくなってきたの

で、他社に大きく水を空ける大幅な強度向上

を狙った研究・開発をチームを組んで推進し、

1986年に世界最高強度の炭素繊維を開発す

ることに成功し、世界の炭素繊維業界から大

きな注目を得ることが出来ました。 

炭素繊維の強度向上を目的とした研究・開

発で、最初に取り組んだのは、強度支配因子

の検討でした。私が最初に配属されていた物

性研究室の研究者と共同で検討することによ

り、単繊維の表層の小さな傷や内部の小さな

ボイド（空洞）など幾つかの種類の欠陥から

単繊維の切断が開始していることが分かり、

欠陥の大きさと単繊維の強度には高い相関性

があることが認められました（図３)。それら

の欠陥の大きさを小さくしたり無くしたりす

る検討を進めた結果、世界最高強度に到達す

ることが出来ています。なお、本成果に対し

て、高分子学会から、1993年度の高分子学会
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図３ 構造欠陥の大きさと単繊維強度の関係 賞（技術）「超強度炭素繊維の開発」が授与さ

れています。 

 

おわりに 

炭素繊維の市場は大幅に拡大して来ました。

それは、炭素繊維が軽くて強く且つ硬いため、

構造材料に炭素繊維強化プラスチック

（CFRP）を用いた際に大幅な軽量化が可能と

なり、燃費の大幅な向上につながったことが

大きいと考えられます。時代の要請である

CO2 排出量の削減にも合致しており、今後も

さらに拡大することが期待されています。 

その意味で、炭素繊維と言う素晴らしい素

材に巡り合い、その研究・開発に34年間と長

期に渡って従事できたことは、ラッキーだっ

たと感じています。若いころ、学会で炭素繊

維について発表した際に、炭素繊維以外の補

強繊維について発表した他社の研究者から

「炭素繊維は将来有望でいいな」と羨ましがら

れたことが何度かあったのを思い出します。 

炭素繊維の性能向上の研究・開発では、性

能の支配因子の解析が役に立ちました。私が

最初に物性研究室に配属されて化学的・物理

的分析に従事したことは、解析に対する知見

を得たことや多くの解析担当者と交流できた

ことから、性能を向上するためにはまず支配

因子の解析をしようと思い立ったことおよび

実際に解析を依頼する際に大きく役立ったと

考えます。何事も、経験は、後々役立つもの 

だと思いました。 

（平松先端材料事務所所長） 

〈参考文献〉 

平松徹：トコトンやさしい炭素繊維の本、2012、日刊工

業新聞社 

平松徹：よくわかる炭素繊維コンポジット入門、2015、

日刊工業新聞社 

訃 報 

2022年1月15日発行（通巻第16号）の健康塾通信に「米国医学体験記」をご寄稿頂きました

北村和人様におかれましては、本年５月２日ご逝去されました。慎んでお悔やみを申し上げ

ご冥福をお祈り致します。 

公益財団法人 京都健康管理研究会 
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［エッセイ］ 

画文帖の挿絵から 

本庄 巌  

 私には今年で９冊目になる慈眼洞画文帖と

名付ける冊子と、10冊の僻地旅行の小冊子と

があって、それぞれに旅先でのスケッチを入

れている。そのいくつかをご紹介いたしたい。 

 

その１：新疆ウイグル・クチャのスバシ古城 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄砂にくもる北京で飛行機を乗り換え、新

疆ウイグル自治区のウルムチに着いた。博物

館では「楼蘭の美女」のミイラに対面した。

ここから更に飛行機で天山山脈を越え、コル

ラからはバスで砂礫の大地を４時間余り走っ

て、シルクロードの要所クチャに着いた。 

クチャは古くは亀茲国と呼ばれ、玄奘三蔵

法師も訪れている。仏教大いに栄え、周辺に

はキジル千仏洞をはじめ、多くの石窟寺院が

残っている。 

天山山脈の麓に広がるスバシ古城をたずね

た。亀茲国最大の仏教寺院の址である。イン

ド求法の旅の途中、三蔵法師はここでしばら

く滞在し、仏法を講じたことが知られている。 

今は日干し煉瓦を高く積み上げた仏塔や城

壁が、なだらかな緑の丘の随所に残っている。

かつてはここに百余りの仏教寺院と五千の僧

侶がいたという。あたりはしんと静まりかえ

り、天山山脈の峰々を背にした広大な廃墟が

広がり、大唐期の仏教の繁栄がしのばれた

（2007年７月）。 

 

その２：ヨルダン・ペトラ遺跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本を発って25時間後に、シリアの首都ダ

マスカスに着き、北東の砂漠のなかのオアシ

ス、パルミラ遺跡を訪ねた。遺跡の記念門か

ら列柱道路を進み、円形劇場やアゴラを見た

後、厳しい国境の検問を経て、ヨルダンに入

国する。 

ペトラ遺跡を訪ねた朝、晴れ渡った空の下、

シークとよばれる岩山の裂け目を進むと、突

然シークの向こうに朝日を浴びてバラ色に輝

く神殿、エル・ハズネが姿を現し、思わず歓

声をあげる。ナバタイ人が巨大な岩壁から彫
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り出した神殿で、神殿前にたむろする人々か

ら、この神殿の巨大さが分かる。建物を支え

る六本の円柱はギリシア風で上部はエジプト

風と文化の流れをうかがわせる。 

紀元前からギリシアの影響で高い文化を誇

ったナバタイ人が咲かせた大輪の花がこのエ

ルハズネであり、奥へ進むとローマ風の円形

劇場や列柱道路が残されており、この地がロ

ーマ人に取って代わられたことが分かる

（2008年３月）。 

 

その３：ネパール・エベレスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気の澄んだ冬の日、ヒマラヤを見るべく

ネパールを目指す旅に出た。香港で乗り継ぎ、

カトマンズ空港に着く。カトマンズ東の古都

バクタブルの世界遺産のヒンズー寺院を巡り、

ナガルコットからは夕陽に浮かぶヒマラヤ連

山を見て感激する。更に東のポカラに飛び、

朝日を浴びた優美なマチャプチャレとアンナ

プルナ連峰を飽かず眺めた。 

朝９時に16人乗りの小型プロペラ機がカト

マンズ空港を飛び立つと、間もなく前方に七

千メートル級の白銀のヒマラヤの峰々がみえ

てくる。雲ひとつない見事な快晴で、キャビ

ンアテンダントが次々と山々の名前を教えて

くれる。 

コックピットからの広い視野でヒマラヤを

見せてもらう。やがて重なる険しい山々の向

こうに、ひときわ抜きんでたエベレストが見

えて来る。純白の峰々を圧して聳えるエベレ

ストの黒い南壁である。機上からではあるが、

世界最高峰を目にしたことで満足する。プロ

ペラ機は大きく旋回して、カトマンズへ向か

った（2009年１月）。 

 

その４：イラン・ペルセポリスのクセルクセ

ス門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わが家を発って23時間後に、北京を経由し

てイランの首都テヘランに着いた。週一便の

みの空路であった。テヘランの北には白雪の

山並が望まれ、イランの真珠と呼ばれる古都

エスファハンでは、世界の半分といわれる壮

麗なエマーム広場に嘆声をあげた。日を重ね

てあこがれの地、かつてのペルシャ帝国の遺

跡ペルセポリスに着いた。 

雲一つない青空の下、百十一段の石段を上

り詰めた先に、巨大なクセルクセス門が立ち

はだかっていた。門の両脇を守る人面有翼獣

神像を見上げて門をくぐると、天を衝く円柱

が随所に残され。かつてここにあった豪壮な

宮殿をしのばせる。 

謁見の間へのゆるやかな階段の壁には、大
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王への献上品をもつ23の属国からの使者の見

事なレリーフが続く。ここから見晴るかす広

大な敷地の中には、双頭の鷲や馬の石像が見

え、かつての華麗な宮殿の様子がしのばれた。

紀元前４世紀、東進のアレキサンダー大王に

よって破壊された栄華の跡であった（2010年

５月）。 

 

その５：ウズベキスタン・レギスタン広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソウルで乗り継いだ飛行機は、天山山脈を

眼下に見てタクラマカン砂漠を横切り、ウズ

ベキスタンの首都タシケントに着く。日本を

出て21時間後の深夜であった。 

古都サマルカンドは青の都とも呼ばれ、か

つてのシルクロードの要所で、チムール帝国

の首都でもあった。夕陽の傾く頃に念願のレ

ギスタン広場に立った。巨大な三つの神学

校・マドラサに囲まれた壮麗な広場である。

左手の神学校は星を表すタイルで飾られ、右

手の神学校は向かい合う二匹の金色の虎が人

面の太陽を背負って白鹿を負うデザインにな

っている。そして正面の神学校の内部は金が

ふんだんに使われより華麗な装いである。神

学校では神学だけでなく、哲学、天文学、医

学、数学などが教えられ、今日の大学の役目

を果たしていた。 

翌朝再び広場に行くと、朝日を受けて神学

校や塔・ミナレットの上の青い屋根が美しく

輝いていた（2011年６月）。 

 

その６：タジキスタン・ザラフシャン河 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ながく国を閉ざしていたタジキスタンにや

っと入国ができた。辺境のこの国を訪ねたの

は、シルクロードの交易の主役を果たしたソ

グド族の故郷がこの地にあり、また彼らが描

いた見事な壁画がこの地に残されていたから

である。 

雪の天山山脈を越え、日本からは19時間の

飛行でウズベキスタンのタシケント空港に着

く。その後、銃を持つ兵士のいる厳しい通関

を経てタジキスタンに入り、四駆のジープで

一路山岳地帯を南下する。キルギス山脈中腹

のトンネルを抜け、ザラフシャン河沿いにペ

ンジケントに向かう。この川はパミール高原

に発し西へ流れ、ウズベキスタンに入り周辺

を潤した後、砂漠に消える運命を持つ。ジー

プは濁流渦巻く断崖の悪路を砂埃を上げてひ

た走る。彼方には今越えて来たキルギス山脈

が望まれた。 

やっと着いたドウシャンベの博物館では、

よく保存された女人像や戦う兵士のソグドの

壁画に出会えて、今回の旅の目的は果たされ

た（2013年６月）。  （京都大学名誉教授） 
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［エッセイ］ 

手塚治虫と私 

田中 昭 

 前号に引き続き、私の趣味について書かせ

て頂く。今回は、漫画家の手塚治虫関連であ

る。昭和の子供の例外ではなく、私も小学校

後半から中学校にかけて漫画の大ファンだっ

た。中でも手塚治虫は抜きん出て面白かっ 

た。“漫画少年”連載の「ジャングル大帝」や

“少年”連載の「鉄腕アトム」は待ち遠しかっ

た。友達と相談しあって購入する雑誌を決め

て、貸しっこをした。また沢山あった貸本屋

で借りた本も回し読みをし合った。今と異な

りすべての少年・少女向け雑誌が月刊だった

ので、連載の続きは１か月待たねば読めなか

った。その待ち遠しかった事。手塚作品は（他

の漫画家と違って）ストーリーの斬新さ、映

画感覚の絵のうまさ、啓蒙的内容などの点で

際立っていた。考えてみると漫画家という職

業は大変だ。原作者・台本作家・脚本家・演

出家・作画家（手塚治虫は作中で出演までし

ている）としての役割をたった一人でこなさ

ねばならないのだ。これは大変なことで、よ

ほど多彩（多才）な才能に恵まれなければ一

流の漫画家にはなれないと思う。多くの漫画

家が数年で消えていく中で、手塚治虫は18歳

の医学生時代のデビューから60歳の死去(若

い。42年間睡眠時間３～４時間という生活を

続けていた。医者の不養生の典型だった）ま

で一流漫画家の地位を保ち続けた。幼い日の

私の眼に狂いはなかったのである、と自慢し

たい。手塚治虫の作品については、講談社の

全集（全400巻‼）をはじめとして大量の出版

物がある。これらの作品群を説明していては

いくら紙数があっても足りない。なにせ42年

間の漫画家生活で描いた作品が700作以上、

描いたページ数の総計が15万枚以上、さらに

アニメ作品が60作以上と言われている人で

ある。そこで今回は、私と手塚治虫の個人的

「縁」について書いてみたい。私の一方的思い

込みもあろうが、その点はご容赦願いたい。

また記録が手元にあるわけではなく、思い出

しながら書いているので話があちこち飛ぶこ

ともあると思う。その点もお許し頂きたいと

思う。では「手塚治虫と私との縁」を中心に

以下に列記してゆきたい。 

 

１．北野中学・北野高校 

 1960年に大阪府立北野高校に入学して、手

塚治虫が先輩であることを初めて知った。そ

の瞬間は合格した時よりも嬉しかった。私は

兵庫県の某有名私立の中高一貫校の入試に失

敗していた。そこで中学は寄留・越境通学（国

鉄の甲子園口／塚本間）して北野を目指した。

大好きな手塚治虫が北野の大先輩と知って以

来、私を落としたその私立中高一貫校には感

謝している。落としてくれたので、手塚治虫

の後輩になれたからである。手塚氏の在学は

1941～45年であり、私は1960～1963年在学

なので入学時で19年、卒業時で18年後輩に当

たるわけである。私の入学は戦後15年目なの

で、北野には手塚治虫に教えたという先生が

まだ在職されていた。体育のＨ先生は、ニッ

クネームが“ビンタ”で戦時中は体罰で有名

だったそうだ（私の頃はさすがにビンタを取

ることはなかった）。Ｈ先生は夏は水泳ばかり

教えていた。数ある大阪府内のプールで、日

本水泳連盟の公式プール（記録が公式なもの

と認められる）は大阪市営の扇町プールと我

が校の二つだけだと何度も聞かされた。そう
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いえば北野のプールではしょっちゅう他校や

府・市の大会が開かれていた。さらに我が校

のプールは戦時中に全校生徒の勤労奉仕で作

られた、とも聞かされた。手塚自身も自伝の

中でプール作りに触れていた。その後このプ

ールの更新工事が同級生の勤めるゼネコンの

手でおこなわれたが、解体中にプールが「竹

筋コンクリート」であることが判明した。戦

時中で金属供出が行なわれ鉄筋が手に入らな

かったので、鉄の代用品としてよく乾燥させ

た竹にコンクリートをかぶせて作っていたの

である。手塚自伝にはそこまでは書いてなか

った。美術の岡島先生は手塚を可愛がったこ

とで名高い先生だった。座学の時に誰かが「あ

の手塚治虫はどんな生徒だったんですか？」

と持ち掛けると相好を崩して滔々と説明して

下さった。本当はモネ・セザンヌ・ゴッホ・

ピカソなどの授業の筈だったのだが…。 

 

 余談になるが私はナマの手塚治虫は一度し

か見たことがない。それは1973年の北野創立

百年記念祭だった。場所は大阪中之島のフェ

スティバルホールだった。この祝祭の主役は、

OB の森繁久彌と手塚治虫だった。手塚は即

興で見事な漫画を描いて見せた（あの原画は

いまどこにあるのだろうか？ 大変な価値が

あると思うのだが）。私の同期のあいだでは、

来年の創立百五十年祭は誰が主役かという話

題が時々出る。私の予想では、橋下徹と有働

由美子が司会者で締めはノーベル賞の吉野彰

氏だと思うが果たして誰になるのだろう。 

 

 余談ついでに書くと、私の学年は“悲劇の

学年”と前後の期の人たちから呼ばれている

らしい。同期生の中で一番最初に亡くなった

のは、例の連合赤軍事件の森恒夫君である。

彼は在学中剣道部主将の硬派学生だった。私

は今でも彼が大阪市大に進学しなければあん

な結果にはならなかっただろうと思っている。

（よど号事件の犯人の大部分は大阪市大の関

係者だった。それ程当時の大阪市大の文科系

学部は赤かった。森君はそんなことは全く知

らずに同大学に進んだと思う）。もう一人は、

JR 福知山線事故の時の JR 西日本の社長だっ

た垣内剛君である。彼は国鉄民営化を推進し

た旧・国鉄の経理屋で、事故には殆ど責任は

無い筈だが運悪く事故の時の社長であったの

で責任を取らされた。気の毒としか言いよう

がない。社長になった時に同期のお祝い会で

「国鉄総裁ならたいしたものかも知れないが、

８～９社に分社後の一社の社長やからウン分

の一の価値や」と謙虚に語っていたのが忘れ

られない。 

 

２．昆虫＆クラシック音楽好き 

 私は高校在学の３年間、生物研究部に所属

していた。主に蝶の採集のためである。手塚

治虫も昆虫が大好きで北野中学在学中に、友

人と共に「昆虫同好会」を創設して会報や自

作の図鑑を作ったりしている。それらの出来

栄えは素人離れしている。そもそも手塚の本

名は手塚治である。甲虫の一種に、オサムシ

という肉食の真っ黒な虫がいる。手塚はそれ

を知って自分のペンネームを治虫（オサムと

いう本名と同じ読みにした）としたわけであ

る。初期にはわざわざオサムシとフリガナを

書いているサインもある。図鑑の蝶の絵など

は写真と見紛うばかりの出来である。戦時中

で赤い絵の具がどうしても手に入らず、指を

切って出た血で彩色したという話も伝わって

いるが、これは眉唾だと思う。読者の皆様な

らよくご存知だと思うが、血液はすぐ凝固す

るし凝固すれば色はまっ黒になる。今宝塚市

立の手塚治虫記念館で展示されている図鑑の
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赤色は今でも鮮やかである。血を使ったとい

うのは、神格化を狙ったデマだと思う。手塚

は仕事人間で趣味は映画やクラシック音楽鑑

賞くらいだった。クラシックはかなり巧みに

ピアノが弾けた。レコードも沢山所有してい

た。執筆中に大音量で LP をかけていたのは

有名である。フルトヴェングラーが好きで「ブ

ラームス交響曲第１番」や「チャイコフスキ

ー交響曲第６番：悲愴」は、フルトヴェング

ラー指揮の LP ばかり聴いていたという。そ

の点でも私は「縁」を感じている。 

 

３．父親の会社が同じ 

 これも「縁」の一つだと思うのが、手塚の

父親と私の父の勤務先が同じ会社であった事

である。大阪に本社があった大手製鉄会社・

住友金属工業（現・日本製鉄）がそれである。

手塚の父親は経理部、私の父は総務部だった

からおそらく二人は同じフロアーで働く顔見

知りだったと思う。しかし不思議なことに私

の父は手塚氏の父親が同じ会社に勤務してい

る、とは家で一度も言わなかった。私の父が、

同僚の経理部の手塚氏の息子が有名な漫画家

である事実を知らなかったのか、息子（私の

こと）にそれを言って色紙でも頼まれるのが

煩わしかったのか。あるいは手塚氏の父親が、

息子が有名な漫画家であるのを会社では決し

て口にしなかったのか？ 二人の父親がとっ

くに亡くなっているので今となっては確かめ

ようがない。 

ことのついでに手塚治虫の生い立ちについ

て書いてみたい。大阪弁で一言でいうと「え

えしのぼんぼん」である。名家の出と言って

よいと思う。父方から調べてみると、治虫の

曽祖父は手塚良仙という医者である。緒方洪

庵の適塾でオランダ医学を学び、のちに西南

戦争に従軍中に戦病死している。治虫はこの

曽祖父の良仙を主人公に「陽だまりの樹」と

いう作品を書いている。祖父は手塚太郎とい

って裁判官で長崎控訴院（現在の高等裁判所）

を最後に退官し、隠居所として宝塚に家を建

てて住んだ。５歳の治虫が豊中から移り住ん

で、大学を卒業するまで約20年間過ごしたの

はこの家である。父の手塚燦（ゆたかと読む）

は前述のように住友金属で働くサラリーマン

だった。中央大学卒で趣味豊かな人だった。

写真は相当な腕前で、ドイツ製のライカを使

い関西では有名なアマチュア写真家であった。

当時手塚家に遊びに行った小・中学校の友人

によると応接間には、縦型ピアノ・電蓄が置

かれ、本棚には“岡本一平全集”、“北沢楽天

全集”、“のらくろ単行本”などがズラッと並

んでいたという。新し物好きな父は、フラン

ス製のパティベビーの映画撮影機（小型でポ

ータブル）をもっていて、治虫や学友を撮っ

てくれたという。今でも治虫の追悼番組など

で手塚家の庭のブランコに乗る治虫の姿が放

映されることがある。とにかく戦前の生活で

は考えられないくらい文化的・経済的に非常

に恵まれた環境で治虫は育てられたようだ。

一方母方を見てみよう。母は手塚文子で、文

子の父は陸軍少将・服部英男である。最終的

に陸軍・輜重兵監を勤めていた。文子はピア

ノが上手で治虫に教えていた。家の近所に宝

塚少女歌劇の大スターだった天津乙女や春日

野八千代が住んでいたせいもあって、母は幼

い治虫の手をひいて宝塚歌劇場に日参してい

たらしい。後年治虫が「リボンの騎士」など

の少女もの漫画を描くことが出来たのはその

基盤があったせいである。 

 

４．近くにトキワ荘 

マンガ好きの方の間では「トキワ荘」は有

名なアパートである。1952年から1982年まで
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東京都豊島区に建っていた。私の家から歩い

て10分位の所である。木造２階建てで２階の

10室が賃貸だった。１室は４畳半で風呂・ト

イレなし（共用）だった。戦後の典型的な安

普請アパートである。現在トキワ荘の跡地に

は、豊島区立の立派な「トキワ荘マンガミュ

ージアム」が建っていて、トキワ荘が忠実に

復元されている。ここでは手塚治虫の原画や

作品、さらにかってここに住んだ有名漫画家

の作品を見ることが出来る。このアパートが

なぜそんなに知られているのか？ 

それはまず手塚治虫が1953年に入居した

あと、後世有名になる漫画家が続々とこのア

パートに住んだからである。名を挙げると、

藤子不二雄・赤塚不二夫・石ノ森章太郎・寺

田ヒロオ・つのだじろう・長谷邦夫・水野英

子たちである。今やトキワ荘は“日本漫画の

聖地”と呼ばれている。 

 

５．大学の親友 

 大学の一番の親友に鹿子木（かのこぎ）昭

一君がいた。京都の生まれ育ちで京都府立洛

北高校ＯＢだった。大学で比較的数少ない、

同じ関西出身なので口をききはじめたのが交

際開始の端緒だった。有名な画家の孫で、南 

極越冬隊長の故・西堀栄三郎氏の甥(?)だった

と記憶する。とにかく面白い男だった。その

彼が小学館に入社して少年サンデー編集部に

配属され、何と手塚治虫担当になったのであ

る。この奇縁にわたしは驚き狂喜した。今は

どうか知らないが、我々の頃のマスコミの入

社試験は指定校・成績足切りなしの「全員入

社受験 OK」の時代だった。鹿子木君は同世

代の例外ではなく“マンガ大好き人間”で、

落ちてもともとで小学館を受けたわけである。 

５人の合格枠に受験者が1,000人以上という

難関だったが、彼は見事に合格して小学館に

入社した。そして手塚治虫を担当することに

なったのである。通称“手塚番”といわれる

仕事で、とにかく仕事の取り込み過ぎで原稿 

が遅れがちな手塚から原稿を取るのが仕事だ

った。私はしめしめ鹿子木君経由で手塚治虫

と会えるかも、などと夢想したがとんでもな

い話だった。同君は手塚の仕事場に泊まり込

んで手塚を監視し、隙あらばと自社の原稿を

先に書かせようと狙っている競合他社の“手

塚番”をも監視するのが仕事だった。私に手

塚を紹介するなんてとんでもない話だった。

結局同君に手塚の単行本数冊を送ってサイン

をもらうのが精々だった。 

残念ながら鹿子木君は30歳ちょっとで早逝

してしまった。同君が元気でいたら、今頃二

人で手塚治虫談議に花を咲かせることが出来

ただろうに残念でたまらない。 

 

６．その他 

 ここからは「縁」を離れて、ちょっとブラ

ックな面を含めて手塚治虫について書いてみ

たい。 

①年齢・学歴詐称 

 手塚は見栄っ張りなところがあった。1955

年前後まで、手塚は1925年生まれと自称して

いた。本当は1928年生まれなので３歳サバを

読んでいたのだ。理由はいくつかあったよう

だ。まず編集者や同業漫画家に”若輩者”と馬

鹿にされたくない、という理由。もう一つは

北野中学卒業後、旧制・浪速高校に進み３年

後に大阪大学医学部に進学したと詐称するた

め。実際は1945年に北野中学を卒業し、旧

制・浪速高校の入試に失敗し、代わりに大阪

帝国大学付属医学専門部（略称・医専）に進

学している。この医専というのは急増する軍

医を急速養成するために1939年に設置され

たものである。本来なら終戦と共に廃止され
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る運命にあったのだが、医学部の教授たちの

努力で終戦後も存続した。従って手塚の正式

な学歴は「大阪大学付属医学専門部卒業」と

いうことになる。なお医学博士号は1961年に

奈良県立医大で取得している。博士論文は「異

型精子細胞における膜構造の電子顕微鏡的研

究（タニシの精虫の研究）」だった。 

②舌禍事件、筆禍事件 

 手塚は見栄っ張りと同時に、嫉妬心が強か

った。同業漫画家への高評価や、評論家の自

作品への酷評などに対して過剰反応を示して

喧嘩・絶交事件をよく起こしていた。私は具

体的な事件の内容も相手も知っているが、余

り愉快な話ではないのでこれ以上は書かない

ことにする。 

③思い込みの激しさ 

 北野の校章は、中学の中の字を図案化した

６つの稜をもった星形で表現されており、こ

れを「六稜」（りくりょうと読む）と称してい

る。土井晩翠作詞の校歌は「六稜の星のしる

しを～」で始まっている。第２章で述べた手

塚が創設した昆虫同好会も、正式には「六稜

昆虫同好会」と称している。そんな六稜だが

何故か手塚は稜の字を必ず「陵」と誤記して

いた。たぶん周囲から何度も注意された筈だ

が、この誤記は終生治らなかった。 

 またスタジオという英語のスペルを必ず

STADIO（正しくは STUDIO）と作中で書い

ていた。手塚にはこのように一旦脳中にしま

い込まれると直せないという性癖があった。 

 上記の性癖を指摘した漫画評論家・読者は

皆無である。 

 

７．コレクション 

 私は当初フルトヴェングラーと同様に全手

塚治虫関連品の蒐集を目指しかけた。しかし

すぐに諦めた。700作品はいかにも多過ぎる。

しかも手塚は単行本化に当たって書き直しを

行っているのだ。時代にそぐわなくなったセ

リフのみではなく、気に入らなくなったスト

ーリー（ページ全体）の書き直しもざらであ

る。これらをすべて揃えるのは到底無理だ、

と悟ったのだ。そこで私は考えた。その結果

は原画の蒐集である。原画は当然のことだが

「世界に１枚」しかない。今では考えられない

が、以前は著作権に関する意識・関心が薄く、

漫画家はファンレターの返礼として原画をプ

レゼントするのが普通に行われていた。手塚

治虫も例外ではなく、古い作品の原画が市場

に出ることが多い。そこに目をつけて今私の

手元には10数枚の原画がある。しかしパソコ

ンが普及し、ネットオークションが盛んにな

ってからの原画の値段上昇は著しい。カラー

原画１枚が百万円を超える落札も多くなった。

もう私の財力の限界をとっくに超えている。

従ってこれ以上コレクションが増えることは

ないだろう。15万枚の原稿・原画中の10数枚

を所有していることで満足せざるを得まいと

考えている。 

 

〈略歴〉 

1944年大阪府生まれ。府立北野高校、慶応義

塾大学卒業。住友重機械工業㈱に42年間勤務

し、主に鉄鋼プラントの輸出業務に従事。退

職後青山学院大及び関西学院大で非常勤講師。 
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［エッセイ］ 

囲碁雑記： 

技倆と哲学とAI 

渡辺貞一  

 １．囲碁：習い始めのころ 

碁を覚えたのは中学生のころである。実家

の近くに、先代の本因坊秀哉の弟子で、すで

に引退されていたが、専門棋士の鹿間千代治

七段が住んでおられた。この先生に一年近く

碁を教えていただいたことがある。 

碁を習うといっても、月に２回自宅へ伺い、

打っていただくだけであるが、碁の面白さが

少し分かりかけていたころで、熱心に通った。

当時、先生は、すでに高齢であったが、まだ

まだかくしゃくとされており、碁は若々しく

かつ厳しかった。 

自分なりに勉強して出かけていき、一局打

ってもらって、その後手直しをしていただく

わけであるが、悪い手を打つと扇子が飛んで

くることがあり、ピンと張りつめた空気のな

かで、一局一局を工夫しながら真剣に打ち、

基本を教わった。 

一年足らずの短い期間であったが、碁の基

礎を習い、型を知り、急速に置石が少なくな

っていった。そして強くなるにつれて、プロ

の恐ろしさ、深い読みに裏づけされた強さを

骨身にしみて知るようになった。 

碁のルールは極めて簡単である。単純な 

「石の生き死」のルールに立脚して、地を取り

合い、一目でも多ければ勝つ。習い始めの頃

は、自分の打った碁が頭に入らないが、少し

強くなると不思議に頭に残り、後で並べられ

るようになる。そして石の姿や形ができてく

る。 

専門家の碁は美しい。自然な石の流れと姿

があり、それに個性が色濃く滲みでている。 

多くの専門家は、生来、才能豊かであり、

その上、院生や内弟子時代を通じて技術を磨

き、厳しい生存をかけた修行を重ねている。 

このプロと呼ばれる人達の技倆は、我々か

ら見るとほとんど差がなく同じに見える。部

分的な型、手筋などは一目見れば分かり、多

くの場合、数十手先を瞬時に読むことができ

る。自分が打った碁はもちろん、他人の碁も

忘れずに何年も覚えている人が多い。 

プロとアマの差も、ほとんどこの基本の差

にあるといえる。プロの碁は、基本がしっか

りしている上に、試合を通じて筋金、泣きが

入っているため、容易に崩れないのである。

アマからみるとプロの壁は厚く、技倆の差は

歴然としている。 

 

しかし、碁は広く深いもので、卓越した技

術をもつ専門家でも、技倆だけでは、一流に

なれないのである。一流といわれる専門家の

碁には、思想があり個性豊かな構想があると

思う。碁はこの構想の戦いであり、思想の大

きさ、考えの深さが、一流になれるか否かを

決めているように思う。 

彼らは、構想、石の一貫性、そしてリズム

を大切にする。石の姿、形が美しいだけでな

く、石の連なりを通して、考えを主張し、問

いかけてくる。強くなれば、微妙な彼らの声

がよく聞こえ、その思いに反応し、共鳴でき

るところが多くなるように思う。 

囲碁は、高い技倆を競うゲームであるが、

同時に思想や哲学を深め人間性を高める修行

の場でもある。鹿間先生に教わった頃は、修

行としての “道” の意味合いが、強くあった

ように思う。 
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２．大枝雄介９段を知る 

それ以降囲碁には、長らく疎遠であった。 

関心はあったが、時間がなく、テレビの囲

碁番組や新聞の囲碁欄を見る程度であった。

それがふとした縁で、日本棋院のプロ棋士の

大枝雄介９段と知り合い、個人指導を受ける

ことになった。 

囲碁の好きな仲間４人を誘って、月１回、

休日に都内の個人宅で、打っていただくこと

になった。 

大枝先生は、当時はまだ７段であったが、

才能豊かな正統派の棋士で、日本棋院の役員

もされていた。 

囲碁は、２面打ち、３面打ちで、教えてい

ただいた。レッスンを重ねるうちに、少しず

つ碁の考え方や構想、型、技倆を学び、置き

石が少なくなり、形ができてきたように思っ

た。碁は、型ができてくると、石の働きが良

くなり容易に崩れなくなる。 

置き石が、少しずつ減って、３子になった

が、３子ではきつく、逆コミを３～５目もら

って打っていた。あるとき、対で打とうと言

われ、対戦したが、50手ほどで潰された記憶

がある。 

 

先生は、その頃から、内弟子を取り始めて

いた。自宅に行くと、棋士になる前の院生や

低段者の少年が大勢いた。外国からの若者も

大勢いた。後に活躍する、マイケル・レドモ

ンド、柳時薫、楊嘉源などや、女性棋士の万

波佳奈、奈穂姉妹もいた。彼らと、ときどき

打ったが、若いので、すぐに石を取りにくる

のに閉口した。しかし早打ち、石の死活や戦

い方の訓練になったように思う。 

四谷にある木谷道場にも誘われて出かけた。

大竹名人を塾頭に若い石田、加藤、趙、小林、

武宮など、後に名人や本因坊などになる有名

棋士が大勢いた。 

木谷實９段の長女で棋士の木谷禮子（後の

小林禮子）７段もいた。 

躾は厳しく、人間形成の修行の場でもあっ

た。生来才能の豊かな棋士の卵が切磋琢磨し、

ここからタイトルを取る世界のトップ棋士が

生まれていった。 

しかし、時代と共に、このような内弟子制

度は少なくなった。 

プロのトップ棋士になるには、10代でタイ

トル戦に出られるようでないと難しいと云わ

れている。今は、毎日の研究会とAIを使った

研究が勉強の主流となっている。 

 

日本棋院には、外国から囲碁愛好者が、毎

年勉強のため大勢やってくる。プロの棋士に

直接教わるため、また日本文化に触れるため

に休みを利用してやってくる。 

その中で、ニューヨークから夏休みに来て

１ヶ月あまり滞在していた弁護士がいた。先

生たちの紹介で、この人と打つことになった。

打ち始めると、先生たちが棋譜をとり始めた。

日本棋院が発行する囲碁雑誌「棋道」に載せ

るためという。ただし、米国人が勝ったとき

ということであった。 

棋力は互角のようで、形の綺麗な強い打ち

手であった。 

 

大枝先生を通して、多くのプロ棋士と知り

合いになって、ときどき打っていただいた。

プロ棋士と打つと、いろいろ学ぶことが多い。

石の死活や型や手筋は具体的で有益であるが、

その他に、無形の感覚も大切であると思った。 

プロと打つと次の一手はここで、ここ以外

はないと感じる大局的な感覚である。この感

覚は、多くの棋士に共通していて、これを体

得できると、棋力は一段と向上するように思
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う。これはプロと打つと少しずつ身に付くよ

うで、見えにくいプロの強さの源泉のように

思った。 

試合の後は、問題の手の指摘や石の方向な

どを手直ししてもらった。 

ただ、帰り道などで、碁盤のない記憶の中、

あの局面では、キリを入れた方がよいとか、

伸びるとよかったなどと指摘されると、つい

ていくのが大変であった。 

先生は、頭の中に碁盤があり、打った局面

がすらすらと出てくるようで、プロの凄さを、

身をもって感じることが多かった。 

プロ棋士は、負けることが生来嫌いである。

指導碁でも、形勢が悪くなると、読みを外し

た勝負手を打ってくる。手はいろいろあるよ

うで、これを乗り越えないと、アマの高段者

になれないように思う。 

 

３．囲碁 AI 

人工知能AIが進化して、社会も囲碁も大き

く変わった。 

囲碁は、最も奥が深く、長らく攻略は難し

いと考えられてきたが、2016年に、それを変

える大きな出来事があった。 

米国のGoogle系のDeep Mind社が開発し

た「アルファ碁（AlphaGo）」が、世界のトッ

プ棋士 “李世ドル氏” に、４勝１敗で勝ち、

またその翌年、世界最強といわれた棋士 “柯

潔氏” に３連勝して、囲碁 AI が人間のトップ

プロを超えたと、見なされるようになったこ

とである。 

囲碁AIには、人間の考えや価値観に近いと

ころと、遠く超えたところ、理解を超えた不

思議なところがある。 

囲碁AIは、技術の観点から見ると、３つの

中心となる技術があると思う。 

１つは、直感力に相当するディープラーニ

ング技術、２つ目は経験に学ぶ強化学習技術、

３つ目は先読みをするモンテカルロ木探索技

術である。 

アルファ碁で見ると、１つ目のディープラ

ーニング技術は、大脳の構造を模擬した “畳

み込みニューラルネットワーク：CNN” が使

われている。この CNN は、２種類あり、“次

の１手”（場所）を確率で表す “ポリシーネッ

トワーク” と局面の良さを評価する “バリュ

ーネットワーク” がある。いずれも、10数層

の階層からなるネットワークから構成された

ニューラルネットワーク（NN）である。 

２つ目の強化学習技術は、 “次の１手” タ

スクを行うポリシーネットワークを強化する

学習で、少しずつパラメータを方策勾配法に

より更新する強化学習である。自己対戦を繰

り返し強化学習する。 

３つ目のモンテカルロ木探索技術は、打つ

手を先読みする技術である。候補となる木を

深く探索する場合、勝率の高い枝を選ぶが、

試行回数が少ないときは幅を広げて低い枝も

加えるという手法を用いて、子ノードを選択

して終局まで手を進める方法である。 

アルファ碁は、これらの３種の技術を統合

して、全体を制御する囲碁AIを作り上げてい

る。 

 

最初は、強い打ち手の膨大な棋譜を学習す

る。 

使用した棋譜データは、高段者（６段以上）

の棋譜16万局分で、局面に直すと、一局の手

数は200手程度なので、3000万個の学習デー

タである。これに棋譜の対称性（回転や反転）

を考慮して、この８倍の２億４千万個の学習

データを得ている。学習は、ニューラルネッ

トワークの出力と人間の手が、できるだけ一

致するように、各層のフィルターの重みを、
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誤差逆伝播法を用いて修正している。 

その後は自己対局を繰り返し、強いアルフ

ァ碁AIを作り上げていて、囲碁対局サイトで、

60勝０敗と人間を圧倒する成績を上げた。 

コンピュターによる計算は、1202個のCPU

と176個の GPU（Graphics Processing Unit）

が協調して行なっている。 

強さを表す指標に、イロレーティング（Elo 

rating）がある。ハンガリーの数学者（Elo）

が考案した指標で、勝敗比を対数に変換した

ものである。 

アルファ碁が最初に対戦したヨーロッパチ

ャンピオンのフイ２段が、2908点（固定）で、

それを基準にレーティングが決められている。

囲碁の高段者は、3000点台前半で、世界ラン

ク１位の囲碁棋士、柯潔氏は3600～3700点程

度と言われている。 

アルファ碁は、当初は3000点程度であった

が、現在は4000点を超える水準にあると考え

られている。 

アルファ碁 AI 技術の詳細は、2016年１月

に Nature に発表された論文 “Mastering the 

game of Go with deep neural networks and 

tree search” に詳しく記載されている。 

 

このアルファ碁は、その後大きく改良され、

人間の知識を用いない、教師なしの「アルフ

ァ碁ゼロ（AlphaGoZero）」を開発した。 

アルファ碁ゼロは、囲碁の基本ルール、す

なわち、碁盤の交点に黒番、白番が順番に石

を置いていく、相手の石を囲ったら取れる、

地が多い方が勝ちなどのルールのみから、自

己対局を始め、強化学習を繰り返し、イロレ

ーティングがマイナスのレベルから、１日後

には、プロレベル3000点に到達し、３日後に

は、従来のアルファ碁を超える高いレベル

4000点に到達したと報告されている。 

この研究は、学術論文として、Nature に掲

載された（2017年）。 

 

このアルファ碁は、目標を達成したとして

開発を終了したが、囲碁AIとして、いろいろ

な囲碁ソフトウエアが開発され普及している。 

この中には、打った手を評価し、より良い

手を見つける検討用のソフトがあり、専門棋

士はこれを研究用に使って棋力の向上を図っ

ている。従来の勉強法とは大きく異なり、新

手や新しい考え方、戦略が次々と登場し、囲

碁は大きな変革期を迎えている。 

 

４．まとめ 

長い年月をかけて築き上げてきた “人間の

囲碁” と人工知能AIと結びついた “囲碁AI”

について、体験を交えて触れてみた。 

趣味としての囲碁は、奥が深く、道を探究

するという哲学的な一面を持ち魅力がある。 

市ヶ谷の日本棋院に行くと、最上階の対局

室に、「深奥幽玄」という揮毫が掲げられてい

る。 

タイトル戦が行われる、棋士の憧れの幽玄

の間である。 

AI は、このアルゴリズムがはっきりしない

囲碁の分野に挑戦を続けてきた。そして３つ

の基本技術と強力な計算力で、攻略の糸口を

つかみ、人間を凌駕するようになった。これ

は AI としても大きな進歩である。 

囲碁 AI の研究には、Google や Facebook、

中国の Tencent などの大手企業も参加し、AI

研究の一つの応用分野として力を入れてきた。 

彼らは、ここで開発した深層学習や強化学

習、探索などのAIの基本技術は、ロボットや

自動運転、ヘルスケア、宇宙産業などの広い

分野に活かせると考え参加している。 

しかし同時に、AI 技術は危険な要素をはら
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んでいるので、研究や活用には、十分なコン

トロールが必要であると思う。 

AI が、常に人類に益をもたらし、害を及ぼ

さないような仕組みとその構築も必要である。 

これには、人間の叡智を集結した集合知で

達成できればよいが、おそらく十分でないだ

ろう。AI の進歩を踏まえ、高いレーティング

を持つ親和性のあるAIを開発し、これを協力

者として実効性のある枠組みを作り上げる工

夫も、また同時に必要になると考えている。 

AI は、諸刃の刃であるが、高度な AI から

人智を超えた優れた案が出てくるかもしれな

い。地球規模の難題や人類の存続に関わる課

題の解決に、高度で良質なAIが役立つことを

願っている。 

 

（補記） 

本因坊家は、囲碁の家元の一つで、京都に

ある寂光寺（法華宗）の住職、日海上人、後

の本因坊算砂（1558~1623）が開祖と言われ

ている。 

江戸時代、家康に仕え、50石５人扶持で、

御城碁を担当する名人碁所になった。 

本因坊家は、門弟によって代々世襲され、

21世本因坊秀哉まで、約400年続いた。その

間、道策、道知、丈和、秀策、秀哉などの優

れた囲碁名人を輩出し、多くの棋譜を残して

いる。 

本因坊秀哉は、木谷實と引退碁を打ち、

1938年に引退した。 

その様子は、川端康成の小説「名人」（新潮

文庫）に観戦記の様式で書かれている。 

これ以降は、本因坊の名跡は、日本棋院に 

 

寄贈され、囲碁選手権戦の名誉あるタイトル

の一つになっている。 

 

寂光寺は、もと寺町にあったが宝永の大火

（1708年）で焼失し、今は東山仁王門に再建

されている。 

ここには本因坊名人の墓碑やゆかりの品々

があり、本因坊タイトル保持者や多くの棋士

や愛好家が、参拝に訪れている。 

 

囲碁の歴史は古い。奈良時代に中国から伝

わったとされていて、正倉院に紫檀の碁盤や

碁石などが残されているが、平安時代に貴族

の嗜みとして広がった。囲碁を打つ様子は、

源氏物語や枕草子、また源氏物語絵巻に多く

描写されている。 

室町時代、戦国時代に入ると、武家や僧侶

に広がった。信長、秀吉、家康は囲碁を好み、

算哲の指導を受けたという。さらに、江戸時

代には庶民階級にも広く普及した。 

我々が日常使う言葉に、囲碁に由来する言

葉が多く見られる。 

「一目置く」、「駄目」、「布石」、「死活問題」、

「白黒付ける」、「傍目八目」などが、よく使わ

れている。 

 

江戸時代、本因坊家などの家元制度が登場

して、厳しい競争を通して、囲碁のレベルが

大きく向上し、近代囲碁の基礎を築いたよう

に思う（2022年７月）。 

（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］ 

ケニア・ナイロビそして 

花の都パリで“Bon Dance” 

民間外交 
岡村邦彦 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

図１ 放浪の頃の私 
私は昭和22年（1947年）７月に京都で生ま

れました。東山区の新道小学校（京都市東山

区大和大路通四条下る）から弥栄中学校（京

都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側）

の出身です。ふたつの母校は既に廃校となっ

てしまい、思い出しかありません。母校の住

所でわかるように、祇園町が校区の一部です。

私も祇園町の生まれ、男女併せて20人ほどが

祇園町から通っていました。中学になると私

立の中学に行く女の子もいましたが、小学校

の同学年から５人の舞妓はんが出ました。そ

んなに不思議なことだと思っていませんでし

たけれど、みなさんにお話ししたら驚かれま

す。祇園町のことは、機会があったら書いて

みたいと思いますが、きょうは別のことを書

こうと思います。 

大学卒業してから、養母が見つけてくれて

いた会社には行かずに、世界を巡りました。

小田実の「何でも見てやろう」、五木寛之の 

「青年は荒野をめざす」が若者たちのバイブ 

ルの時代でした。本の主人公のようにナホト

カ航路で西へ西へと旅を続け、気づけばヨー

ロッパからアメリカへ、そして中米に、更に

オーストラリアと放浪していました。就労に

うるさくない頃でしたから、皿洗いなどのア

ルバイトをしながら、日々を過ごしていまし

た。オーストラリアでは「スパイホース」と

いうテレビ映画に日本兵役のエキストラ出演

もしました。この仕事を持ってきたのは、遠

洋漁業ではるばる現地まで来ている日本人船

員に、女性を世話する手配師の日本人。いろ

んな仕事があるもんだなあと感心しました。

日本兵エキストラ五人全員、わたしのような

日本人の若者。みんな当時流行りの長髪で、

監督からの髪の毛を切ってくれという要求は

「髪の毛は男の命だ」と屁理屈を言って断固拒

否し、スタイリストがピンで留めて帽子を被

り軍服を着て、ゲートルを巻いて、銃身に菊

の紋章が彫られた三八銃を持って演じました。 

そして帰国。もともと、じっとしているの

が苦手な質でしたから、戻って仕事に選んだ

のは小さな旅行会社でした。この放浪の旅の

経験が大いに役に立ちました。そして、よい

お客さんにも恵まれました。なかでも「女性

会」（京都市地域女性連合会）の方々との思い

出は尽きません。 

昭和60年（1985年）ケニヤのナイロビで、

国際連合主催の第３回世界女性会議（World 

Conference on Women）があり、「女性会」

の方々と日本から南アフリカのヨハネスブル

ク経由の長旅をしました。南アフリカはまだ

アパルトヘイトの時代でしたから、ガイドブ

ックが皆目ありません。専門誌トラベラー・

ジャーナルの添乗員手帳の「マサイ族に決し

てカメラを向けてはいけない。槍が飛んで来

る」に震えあがってしまい、エクスカーショ

ンのサファリツアーでは、駐在経験のある商

社員が書いていた「砂の粒子が細かいので、
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図２ ナイロビ・盆踊り (1985年) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

図３ パリ時代祭り 

マスクが必要」との記述をそのまま皆さんに

お伝えしました。サビサビ（南アフリカ）の

サファリーはジープに５～６人が乗り、ドラ

イバーとボンネットに銃を持ったガイド。総

勢30人を超える女性会の方々は、マスクにサ

ングラス、頭からスカーフを頰かむり、７台

隊列を組み、動物が活動する夕方に出かけま

した。行違う欧米人のグループが、いでたち

の異様さに驚きの声を上げて笑っていました。

もちろん彼らは誰もマスクなどしていません。 

そして本番のナイロビへ。当時、税関で袖

の下を渡さないとスムーズに入国できないと

いうことを聞いていましたが、世界女性会議

（World Conference on Women）参加 NGO

（「女性会」はその資格で参加したのです）と

しての外交ビザ効果か問題なく入国できまし

た。会議ではレクチャーをする部屋を当てが

われ、集まった聴衆に発表することになって

いました。その聴衆は自分達で集めなければ

なりません。「プリーズ カム ツウ ザ レク

チャー」と言って「女性会」の皆さんが強引

に引っ張り込みます。その甲斐があり、会場

は立ち見も出る満員の盛況でした。京都市役

所外事課女性職員の方が通訳として同行され

ていましたが、その方が汗だくになるくらい

意見や質問が活発に交わされました。余談で

すがこの方、後に上京区の区長になっておら

れました。さて、ここからが「女性会」会員

の面目躍如。セッション終了後、広場に出て

持参した浴衣姿で「炭坑節」など盆踊りのパ

フォーマンス！ 私の役目はカセットテープ

を回して、大音量で流すことでした。盆踊り

の賑やかな音色に多くの参加者が周りを取り

囲んで大いに盛り上がりました。日本文化の

紹介と民間外交に貢献したのは間違いありま

せん。 

当時のナイロビはまだまだホテルが少なく、

私たちのツアーは「女性会」の権勢もあって

か、政府関係者が滞在するようなホテルに宿

泊できましたが、大手の旅行会社が企画した

ツアーの方々はテントでの宿泊でした。京都

の「女性会」には、それだけのパワーがあっ

たのです。 

後に「京都パリ友好都市40周年記念」行事

のイベントで パリで時代祭りの行列が行わ

れたことがあります。ここにも「女性会」80

人が参加しました。大音響の車を先頭に、編

み笠を被った着物姿の「女性会」のみなさん

の艶姿はパリっ子を魅了したと思います。こ

れはナイロビの会議から13年後の平成10年

（1998年）の事です。  

「女性会」のみなさんが力みもてらいもなく、

自分たちの地元の盆踊り大会のように自然体

で踊られるのを拝見して、民間外交の極みを

実感しました。     

懐かしい思い出です。（京都祇園町在住） 
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［エッセイ］ 

医学書作り53年 

七尾 清  

 大学では文学部で西洋美術史を学びながら

畑違いの医学系出版社に入社して53年、半世

紀にわたり、さまざまな書籍の出版に携わっ

てきました。ここでは、医療・医学や看護に

全くの素人が、何をどう考え、医学書院とい

う専門出版社で企画を立て、本づくりをして

きたかをご紹介したいと思います。 

 

■学力不足を痛感 

入社後配属されたのは、医学雑誌部。専門

性の高い医学雑誌は、テーマの選択も執筆者

の選定も外部の編集委員であるDr.に依存し

ており、担当者の仕事は、編集事務。ここで

は、主に著者との付き合い方や仕事上のマナ

ーを学びました。７年後、書籍の企画部門に

異動。自分の頭で考え、何を作るかを企画・

編集する立場になりました。 

しかし、働き始めて先ず痛感したのは、基

本的な学力不足。最初に与えられたのは、既

に企画成立している本の原稿整理でしたが、

読んでも内容を理解することができません。

自分なりに考えた勉強方法は、まず看護学生

向けの教科書を読むことでした。特に、（系統

看護学講座）の「解剖・生理学」（日野原重明・

阿部正和著）は、何度も何度も読んで、医学

の基本を理解するよう努めました。併せて 

『日本医事新報』を購読し、読者対象となる医

師を取り巻く状況やトピックスを探ろうとし

ました。特に毎年新年度から始まる「臨床医

学の展望」という特集は、領域ごとにその領

域を代表する執筆者が、現在の問題点や最近

の進歩を解説しており、何年か通して読むと

各領域の概要が少しずつ理解できるようにな

りました。苦労したのは、分子生物学。最先

端の研究は、分子生物学が分からないと理解

するのが困難な時代になりつつありました。

ワトソンとクリックが二重らせん構造を発見

したのは、私が中学生の頃。原形質には、訳

のわからない点々が描かれていた時代です。

DNA や RNA、細胞内小器官の構造と機能の

解明まで進んだ分子生物学には、まったく歯

が立ちませんでした。仕方なく高校の生物学

の参考書や講談社のブルーバックスで基礎的

知識を学び、高卒程度の知識を得るところか

ら始めました。ワトソンの「細胞の分子生物

学」を読み終えたときは、新しい言語をマス

ターしたような不思議な達成感を感じたのを

覚えています。その後、背伸びして、New 

England Journal of Medicine を購読しました

が、労力の割には企画に結びつきそうな実感

がもてず、１年程で断念しました。  

マーケティングに関しては、異動後に業務

命令で1年以上続けた社の販売データの累計

作業が随分役にたちました。累計機能のなか

ったコンピュータが打ち出す月々の売上デー

タを前月までの累計データに手計算で加える

作業です。どのようなテーマが売れるのか、

医書の寿命はテーマによってどう違うのかを

理解したのは、この作業のおかげです。上司

が私にアルバイトでもできそうな単純作業を

敢えてさせたのは、社の出版物の全貌を理解

させるためだったのかも知れません。一方、

他社出版物の動向は、社のすぐ近くにあった

文光堂書店に足しげく通い、競合他社がどん

な新刊を出しているのか、売れ筋の書籍はど

のようなものかを把握するようつとめました。

おかげで、文光堂の店員さんとは随分仲良く
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ナースに必要な診断の   君と白血病 
知識と技術 

なりました。 

社の内科系総合誌である『medicina』の数

年分の特集テーマと売れ行きを調べ、書籍と

雑誌の違いを理解したのも単行本のテーマ選

びには大いに参考になりました。 

幸運だったのは、担当した「PO 内科診断

マニュアル」（1977年２月刊）で日野原重明

先生と、「内科治療マニュアル」（後に MEDSi

で「ワシントンマニュアル」と改題）（1977

年８月刊）、「〈NIM〉血液病学」（1978年４月

刊）で高久史麿先生と、更には「新臨床内科

学」（３版）（1980年９月刊）で、阿部正和先

生と面識を得たことです。今思えば、右も左

もわからない駆け出しの編集者に、大事な企

画をよく任せてくれたものだと思います。こ

の３先生には、折に触れて示唆を頂くと同時

に、多くの執筆者を紹介していただきました。 

 

■印象に残っている企画の数々 

今回、この原稿を執筆するにあたり、改め

て自分の企画・編集した書籍をリストアップ

したところ、53年間で約150点近い書籍を刊

行したことが分かりました。以下、いろいろ

な意味で記憶に残っている書籍を具体的に取

り上げ、背景にあるストーリーを紹介してみ

たいと思います。 

◎社内で反対意見の多かった企画 

「ナースに必要な診断の知識と技術」（1978

年5月刊）：既に企画成立した医学書の編集に

関わりながら、オリジナルで発想したのが本

書でした。聖路加病院の看護師（当時は看護

婦）さんを取材していると、医師の診察技術

とされている視診・触診・聴診を看護に生か

すような本が是非欲しいという意見を聞きま

した。 

また、米国には Barbara Bates という著者

の Physical Examination の定番書籍があり、

廣川書店から医師向けに訳書が出版されてい

ました。デスクでの検討を経て企画会議に提

出したところ看護出版部から猛反対をうけま

した。看護婦の業務は保助看法で療養上の世

話と診療の補助に限定されており、企画内容

は、それを大きく逸脱しているというのが反

対の理由でした。弱り果てて編集予定の日野

原先生に相談すると、「患者さんの状態把握の

ために医師の用いる診察技術を用いることは、

とても有効です。法律や制度は後からついて

来るんですよ」との返答。先生は、いつも穏

やかな口調でラジカルな言葉を発する人でし

た。その言葉に意を強くし、紆余曲折はあっ

たものの、無事発行にこぎつけました。 

現在、看護基礎教育の基礎看護技術の中に

フィジカルアセスメントという技術の習得が

強調されているのを考えると隔世の感があり

ますが、当時としては看護界に一石を投じる

本だったのではないかと思います。 

「君と白血病」（1982年4月刊）：企画会議で

大反対されたという意味で、同じく印象に残

っているのが本書です。原書は、Lynn Baker

さんという女医さんが、担当した白血病の患

児のために書き下ろしたもの。聖路加の細谷

亮太先生が、米国留学の前に手書きで訳して

置いていったノートを、知り合いの看護婦さ

んから出版できないかと打診されました。当
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臨床薬理学レクチャー   輸液を学ぶ人のために 

時は、成人の癌でも本人には告知をしない時

代。ましてや白血病の患児に読ませる本など

論外という雰囲気でした。ただ内容は、専門

的な知識を子供や素人にもわかるよう工夫さ

れた表現に溢れており、俳人でもある細谷先

生の名訳で、是非出版したいと思わせるもの

でした。反対の理由は、わが国の実情に合わ

ないだけでなく、素人向けの本を専門出版社

が出すのかという、いわば社のポリシーに関

わるものでした。継続審議を重ね、結局、実

験的な企画ということで、何とかゴーサイン

を貰いました。 

幸運だったのは、発行時に評論家の柳田邦

夫さんが米国の癌を取り巻く医療事情を「文

芸春秋」にレポートしており、その中に本書

が取り上げられていたことでした。そこで支

援をお願いする手紙と訳本をお送りしたとこ

ろ、さまざまな形で本書を広報し、販売促進

に協力してくれました。 

◎臨床薬理学との出会い 

「臨床薬理学レクチャー」（1980年5月刊）：

「内科治療マニュアル」という訳書を担当しな

がら気になっていたのは  “薬物血中濃度

blood concentration” という言葉でした。ど

うやら投与した薬物の効果を示す指標として

使われている様子。自分なりに調べた結果、

それは臨床薬理学Clinical pharmacologyとい

う学問、特に人体を two-compartment model

として扱う数学モデルをベースとする薬物動

態学という新しい学問であることが分かりま

した。米国留学から帰国した石崎高志という

先生が国立医療センターの研究部長として赴

任しており、わが国では第一人者であるとの

こと。早速、アポイントを取り部屋に伺いま

したが、日本の出版社には用はないとけんも

ほろろ。何とか頼み込んで月に一度勉強会に

顔を出す許可を得ました。ここでの先生の講

義は刺激に溢れ、さまざまな大学から若いDr.

が勉強に来ていました（後々この研究室から

は何人もの大学教授が輩出しました）。たま

たま先生が看護婦さん向けに行った連続講義

を勝手に速記録起こしして図を添えて書籍化

しましょうと提案した頃から先生の信頼が得

られ〔「ナースのための新しい臨床薬理の知

識」（1979年９月刊）〕、以後、薬物治療に関

する企画の相談にのって頂くようになりまし

た。研究室での勉強会の資料をもとに雑誌

『medicina』に連載したものをまとめたのが

この「臨床薬理学レクチャー」です。その後、

先生には循環器系の薬剤の一部が血中濃度測

定の保険適用になったとき、「循環器系薬剤の

選び方・使い方」（1983年４月刊）という企

画にも参画していただきました。今では一般

的になった t1/2や Tmax、bioavailability など

の概念を広める先駆けになった本ではないか

と思います。 

◎水・電解質と輸液 

「輸液を学ぶ人のために」（1981年3月刊）：

文光堂通いをしている中で、目にとまったの

が「プログラム演習 輸液の基礎知識」（医歯

薬出版）という本でした。著者は慶應大学の

和田孝雄先生。立ち読みしただけで、読者を

引き付ける文章力に魅了されました。雑誌

『medicina』で、水・電解質や輸液の特集号
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は、常に良く売れるテーマだとは聞いていた

のですが、どうしたらこの領域の執筆者を見

つけられるか苦慮していた時でした。研究室

に伺い内諾を得てからは、執筆資料の収集や

下相談のために定期的に研究室に通うことに

なりました。ある時、「骨折した友人の見舞い

に行ったら、口から食べられるのに点滴して

いたんですが、あれって何なんでしょう」と

質問したところ、「面白いね。それ看護婦さん

交えて対談か鼎談してみようよ」ということ

になり、和田先生と看護学生・婦長さんの鼎

談を速記録に起こし『看護学雑誌』に連載す

ることになりました。 

連載は好評で、書籍化のゴーサインが出た

のですが、書籍化にあたって先生にお願いし

たのは雑誌連載時のイラスト案は破棄し、全

部自分のアイディアで作り直させてもらうこ

と。理由は、傍聴していた鼎談時の面白さが、

連載原稿では視覚的に実現できていないと感

じたためです。仕上がった本は、むしろ研修

医に好評で、Amazon の「30年以上前の本が、

未だに売れ続けていることを考えれば、本書

がいかに本質的なことを平易に解き明かして

いるかが分かるだろう」という書き込みを読

んだときは、苦労が報われた気分でした。 

なお、一旦休止していた企画の大元になっ

た「臨床家のための水と電解質」（1984年９

月刊）は、本書発行から数年後に無事刊行に

漕ぎつけました。 

◎CT の出現と US の進歩 

「腹部血管のⅩ線解剖図譜」（1982年7月）：

放射線診断においてⅩ線 CT は、まさに画期

的な発明で、わが国で最初の１台が東京女子

医大に導入されたのは、1975年８月でした。

この導入に前後して、社でも脳や腹部の横断

解剖図や読影のための解説書が次々と企画さ

れました。似たような企画を立てたくなかっ

た私は、むしろ、Ⅹ線 CT 導入の後、生き残る

のは何かを探っていました。その結果、目を

つけたのが、血管造影の分野。どんなに診断

のためのモダリティーが進歩しようとも手術

前には必ず血管造影が必要になるということ

でした。その分野で実績のある慶應の平松京

一先生に相談したところ、教室のデータをも

とに血管造影の正常解剖と normal variation

のタイプと頻度を提示すれば、今までにない

有用な書籍ができるのではないかとの意見。

教室の主要スタッフ全員で取り組んでくれる

ことになりました。 

本書での思い出の一つは、想定外に膨らん

だイラスト代を浮かせるため、挿入図の80％

近くを自分自身で描いたことです。他の書籍

でイラストレーターがどんな道具や紙を使っ

ているかを熟知していたことが、思わぬとこ

ろで役に立ちました。活版印刷で作成した本

書は、増刷できないながらも、今なお根強い

需要があるため、PDF 化した電子版が今年の

４月25日から isho.jp というサイトで購入可

能となりました。 

「腹部エコーの ABC」（1987年６月刊）：日

本医師会の生涯教育を主導していた阿部正和

先生の紹介で、日本医師会の生涯教育シリー

ズを何冊か担当させて貰いました。 

中でも最も印象に残っているのが、本書で

す。当時は、日医の生涯教育シリーズは、今

のような入札制（値引き合戦）ではなく、ど

のようなアイディアで本づくりをしようとし

ているかを担当理事と生涯教育課長が各社と

面談しつつ、発注先を決定する仕組みでした。

事前に何冊もの超音波診断の本を読んで勉強

したのですが、Ⅹ線像のようには読影できま

せん。結局、透過像と反射像の違いだけでは

なく、肝臓を斜め下から切って裏側から見た

時の解剖図が理解できないと超音波画像は読
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腹部血管のＸ線解剖図譜  腹部エコーのABC AIDSの臨床        フォローアップのための 

臨床検査マニュル 

めないのだということが分かりました。そこ

で、腹部の超音波解剖が分かる本づくりに徹

する案を提示し、社が担当することになりま

した。イラストレーターには、リアルな像を

描ける人を選抜。毎回、編集会議に出席して

直接著者から説明を受け、図に反映するよう

求めました。竹原靖明・秋本伸・木村邦夫の

三人の編集責任者も非常に熱心に取り組んで

下さり、53年の編集者生活で、唯一、夜明け

のコーヒーを一緒に飲んだ編集会議を経験し

ました。 

 

■想定外の大敗 

企画・編集に携わるようになってからは、

常に一歩先を見据えながら、読者の求める知

識は何かを考え本づくりに携わってきた積り

です。しかし、時には想定通りには行かず、

結果として社に迷惑をかけたことも一度や二

度ではありません。ここでは、闇に葬りたい

大敗の例を２つご紹介したいと思います。 

「AIDSの臨床－一般医のための診療指針」

（1987年７月刊）：米国でAIDSの初感染が確

認されたのは1981年。４年後には、わが国で

も感染者が確認され、週刊誌や夕刊紙では、

毎日のように不安をあおる記事が掲載されて

いました。第一線の臨床医に、どうすれば最

新の知識を早く届けられるか。考えたのは基

礎の研究者（感染研の北村敬先生）と臨床医

（都立駒込病院の南谷幹夫先生）の専門家に 

よる対談形式で素早くまとめることでした。

企画会議に提案すると、何時も辛口の販売担

当役員の口からは「もっと大部数が期待でき

る」。しかし、勇んで作った本は、想定を大き

く下回り、結果は完敗でした。対談中「怪し

い患者が来たら、Ｂ型肝炎患者と同様な注意

を払えば問題ない」という発言に覚えた不安

が、現実となりました。騒いでいたのは大衆

メディアで、臨床医は自分のところに AIDS

患者が来るとは全く思っていなかったのです。

実用に役立たない本は、安くても買わないこ

とを痛感させられた企画となりました。 

「フォローアップのための臨床検査マニュ

アル」（1993年８月刊）：ある雑誌の臨床検査

の総説に、臨床検査は、単に診断を付けるた

めだけではない、疾患の重篤度の判定や治療

効果の判定、更には全身状態の把握や合併症

の早期発見のためにも役立つのだという文章

に出会いました。それにも拘わらず在来の臨

床検査の本は、診断に関するものばかり。研

修医向けの本を幾つかお願いしていた慈恵医

大の橋本信也先生と天理よろず相談所病院の

今中孝信先生に相談したところ、趣旨には大

賛成とのこと。お二人に編集をお願いし、診

断確定後の患者状態を把握するために検査を
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ポケット医学英和辞典（左：外箱、右：本体） 

どう役立てるかという趣旨で企画・立案した

のが、本書でした。しかし、思うように売上

は伸びず、初版で絶版。 

今思えば、「フォローアップのための―」と

いうタイトルが臨床医向けに魅力的でなかっ

たこと。欲張りすぎて大冊になってしまった

こと。更に言えば、診断後の患者状態の把握

も診断のための検査と概ね重複しており、臨

床医は、そもそもそういう類の本を求めてい

なかったのかも知れません。 

 

■辞書・事典作り 

53年の編集者生活で、私が事典・辞書の実

務に関わったのは、「ポケット医学英和辞典」

「看護大事典」「看護・医学事典」の３冊です。

３冊の中では泉先生にお願いした「ポケット

医学英和辞典」が、最も思い出深い仕事にな

りました。 

「ポケット医学英和辞典」（2002年6月刊）：

医学書籍部に在籍していた時、部長から直接

言い渡されたのが、1967年２月に出版された

「ポケット医学英和辞典」の改訂でした。社で

は、取材カードという帳票に企画成立後の経

緯を担当者が書き込むことになっています。

渡された分厚い取材カードを読むと、初版の

渡辺良孝先生とのやり取りが記されているだ

け。実質、30年近く放置状態だということが

分かりました。社内の信頼する編集者に相談

したところ、Ｙ氏が「もしかしたら京大の泉

先生が相談に乗ってくれるかも」との意見。

藁にもすがる思いで京大に伺いました。先生

に問われるままに改訂の趣旨を「最新の

Medical Journal が読めるような簡便な辞書

にしたい」とお伝えすると、「それなら、京大

の医学部図書館が購読している主要な洋雑誌

の総索引号を何年分かコピーして、用語を選

択すればできそうだね」との好感触。まさに

地獄で仏の思いでした。 

担当者の私は、先生の新語を挿入するため

のスペース作り。新語によるスペースを 1/6

～1/5と想定し、初版のコピーから不要と思え

る用語・解説を削除する作業を行いました。

始発駅から座って通勤していた私は、常に10

頁ほどの拡大コピーを携行し、毎朝50分弱の

通勤時間をこの作業にあてました。印象深か

ったのは、結核、梅毒、ステロイドに関する

記述が実に詳細で（呼吸音でいかに結核の進

行状況を知るかという記述までありました）、

はからずも初版発行時の医学的な状況を垣間

見ることができたことです。 

泉先生に執筆していただいた新語と、先生

に校閲・修正して頂いた初版の削除すみ原稿

を合わせ、第２版を発行することができたの

は、2002年６月。初版発行から実に35年振り

のことでした。 

 

泉先生には「ポケット医学英和辞典」での

献身的なお仕事に感謝申し上げるとともに、

53年の編集者生活を振返る貴重な場を与え

て下さったことに改めて感謝申し上げる次第

です。 

（元医学書院編集長） 



 50 

 

新刊紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斎藤清明 著 

玉川大学出版部 2022年 

定価 2,750円（本体2,500円＋税10％） 

 

斎藤清明氏は、『今西錦司伝：「すみわ

け」から自然学」ミネルヴァ書房、2014』

の著者として知られた方です。 

今回、斎藤氏が今西錦司先生になって

自伝をまとめられました。「今西錦司伝」

は硬い本でしたが。この本は、大変楽し

い本となってなり、一気に読破できまし

た。斎藤氏の筆力に敬意を表しておきた

いと思います。以下に目次を記して内容

の紹介を省きさせていただくことにしま

した。 

 

１ 昆虫少年 6歳〜13歳のころ 

西陣の織元「錦屋」一家のくらし／自然 

 

 

 

のなかの未知の世界に 

２ 山を見つける 13歳〜18歳のころ 

学校帰りに北山を発見／仲間と「青葉］

と「山城三十山」 

３ 登山に熱中 19歳〜22歳のころ 

日本の登山界と学生たち／山岳部をつ

くるが遭難事故も 

４ 山も学問も 23歳〜30歳のころ 

昆虫学研究と生態学／ヒマラヤに行こ

う／山岳学をめざす 

５「すみわけ」発見 31歳のころ 

『生物の世界』と戦争のころ／カゲロウ

から「群れ」へ 

６ 登山から探検へ 32歳〜45歳のころ 

アジア各地への挑戦／モンゴルへ出発 

７ サルとともに 45歳〜50歳のころ 

都井岬のウマ、幸島のサル／京大人文研 

８ ヒマラヤへの夢をかなえる 50歳〜55歳の 

ころ 

いざ、探検も登山も／若者をはげます 

９ アフリカで人類の起源をさぐる 56歳〜66 

歳のころ 

日本モンキーセンターをつくる／人類

の誕生を書く 

10 登った1500山と自然学 晩年のころ 

進化論への登山／生きている限り山へ 

 

［著者紹介］斎藤清明：1945年和歌山県

生まれ。京大農学部農林生物学科、教育

学部卒（京大学士山岳会）。毎日新聞記者 

（ヒマラヤ、チベット、南極、北極圏取材）、

国立総合地球環境学研究所教授（研究推

進センター長）、著書多数。 

（泉 孝英記） 
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新刊紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大堀 聰 著 

銀河書籍 2022年 

定価 1,320円（本体1,200円＋税10％） 

 

著者の大堀 聰氏は、精密機器メーカ

ーの欧州駐在員として長年活躍された方

である。 

昨年2021年10月４日、日本経済新聞の

文化欄に『戦火の欧州を生きた日本人◇

第２次大戦を独・スイスなどで経験した

邦人の姿30年かけ調査◇』と題して紹介

された。また、本誌「健康塾通信」2022

年４月15日号に「欧州駐在の今昔」を執

筆いただいている。 

日経記事をもう少し紹介させていただ

きたい。『1941年12月８日。真珠湾攻撃

を皮切りに日本は米英など連合国との全

面戦争に突入、欧州に滞在していた日本

人は実質的に閉じ込められてしまう。そ 

 

 

の数、最大で900人程度。彼らはいかに

して戦火を逃れ、引き揚げたのか。一人

ひとりの軌跡を追い続けてもう30年ほど

になる』。『調査の基礎資料は当時の在留

邦人の住所録や人名録。45年１月の在独

邦人名簿には542人が記載されて入る。

外に中立国などに300人程度がいた。各

国の図書館や公文書館を巡り、存命する

関係者や遺族に話を聞いた』。 

こうして調べた情報は、2000年に立ち

上げられたホームページ『日瑞関係のペ

ージ』に掲載・公開され、戦時下の日欧

関係を調べている研究者に重要な資料と

して注目されてきていた。 

また、2020年以降は、単行本としての

刊行が開始され、『日本郵船 欧州航路を

利用した邦人の記録（'20年）』、『第二次

世界大戦下の欧州邦人（イタリア編）（'21

年）』、『第二次世界大戦下の欧州邦人（ド

イツ。スイス）（'21年）』と続き、今回、

『第二次世界大戦下の欧州邦人（フランス

編）』が刊行された。 

本書「フランス編」には、戦時下のパ

リの日本人、パリの日本料理店、関口俊

吾―特務艦で帰国した日本人画家、の３

編が収録されている。なかでも、私が楽

しく読まさせていただいたのはパリの日

本料理店「牡丹屋」である。昭和の戦前、

戦後を通じて、邦人、特に文化人はベル

リンよりパリに多数滞在していた。また、

旅行者も多かった。「牡丹屋」の名は、滞

在記・旅行記にしばしば登場していた料

理店名であっただけに、牡丹屋の動静

（1928／昭和3～1958／昭和33）を知るこ

とができた、大変有り難いことであった。 

（泉 孝英記） 
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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〉 
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 

１～４の2023年度の公募期間は2022年10月1日～11月30日。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）：申請は随時 

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．市民健康講座：2022年11月13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 

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

2022年７月21日  助成選考委員会（書面）  学術集会運営費助成（１件） 

2022年８月23日  理事会（書面）      決算科目の変更 

2022年８月31日  助成選考委員会（書面）  公開講座運営費助成（１件） 

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

■市民健康講座：2022年11月 

みんなで学ぶ健康学〜呼吸器編〜 

呼吸器の多くの病気にみられて、 

続くと消耗してしまう咳について学ぼう 
講師：長井苑子（一般財団法人大和松寿会 中央診療所所長） 

日時：2022年11月13日(日) 13:30～15:45 

会場：TKP京都四条駅前カンファレンスセンター ８階 

（地下鉄13番出入口直結／四条堺町北東角） 

〒600-8006 下京区立売中之町100-1 四条KMビル 

主催：大阪よみうり文化センター 

新型コロナウイルス感染拡大時期には、咳をするとい 

やがられるという訴えが一杯でした。もっと昔は、結核 

ではないかと、今でも、すぐに咳は肺がんか結核といわ 

れる人もいます。慢性の咳で体重が10㎏も減ったり、咳 

が続くと体は消耗するのです。 

外来診察の40％以上は咳への対応といわれています。 

咳への偏見を解いてあげるには、よく問診して科学的に 

咳の原因を鑑別したうえでの治療が必要です。 

 

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。 


