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社会保障国家とは 

公益財団法人京都健康管理研究会 理事長 泉  孝 英 

50年ばかり前の1971年、ニューヨーク留学後、ストックホルムに留学しました。当時、驚いた

ことは、ストックホルムの街にはスラムが見当たらなかったことでした。人々はみな質素な同じ

ような服装をしていました。 

同一労働、同一賃金：ボーナスなし、ベースアップなし、退職金なしには驚きました。より高

い給与を得るには様々な国家資格を得て高い給与の職場に移らねばならず、それだけに、大方の

若者は18歳で大学に進学するよりも一度は働き、その中で自分の職業適性を見定めて、改めて大

学に入ることが多かったようです。ストックホルム大学生の平均年齢34歳には驚きました。 

大学の学費は無料：大学は国立、小中高は公立。小中高は当然、大学も学費は無料でした。 

医療・介護：いずれも公営化されており、ランスティング（都道府県）が医療に責任をもち、

病院と診療所は完全に区別され、住民は全て登録されたかかりつけ医の紹介がなければ病院に受

診できない仕組みでした。介護はカウンティ（市町村）の責任でした。 

私どもの国とは大きな社会体制の違いがあると思いましたが、社会保障国家体制だから当然と

いうのが人々の返事でした。社会保障国家とは、政府が全ての国民の情報、資産を含めて把握し、

格差を生まないために富の配分をはかり、国民全体に一定の豊かな暮らしができるようにする国

家のことでした。わが国はまだ普及していないマイナンバー制度も1947年に法制化（強制）され

ており、マイナンバーがなければ生活ができない社会になっていました。（京都大学名誉教授）
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［留学記］ 

英国と私（その３） 

GP宅に下宿して ―Dr. Lamb家の人々― 

山下純宏 

GP 宅に下宿して  

最初に Edinburgh に住むに当たって、Brit- 

ish Council（BC）から紹介された内の一つが

General Practitioner（GP）、Dr. Lamb 宅の半

地下のフラット flat でした。そこは街の中心

から北に向かってバスで10分位の閑静な住宅

街にありました。折角英国に来たのだから、

脳神経外科のみならず、英国の医療制度の実

態を見ることができれば、物怪（もっけ）の幸

いという気持で Dr. Lamb 宅を選択しました。 

Dr. Lamb 夫妻は大変親切で温厚な方でし

た。三人娘がみんな嫁いだ後の夫婦二人暮ら

しで、家が淋しくなったので、裏庭の付いた

半地下ベースメントの台所付き二部屋を flat 

として貸し出すことにしたそうです。徒歩５

分のすぐ近くに美しい王立植物園 Royal Bo- 

tanic Garden がありました。 

ここで述べる私の体験は、半世紀前のもの

なので、多少の記憶違いや、現在に適わない

ところがあるかも知れませんが、その雰囲気

を感じて頂ければ幸いです。 

Dr. Lamb は60歳前後の長身の紳士で、若

い頃は自宅で診療をしていましたが、最近は

同じ町内で、自宅から数百メートル離れた所

で、数名の GP と共に診療所を開いていまし

た。グループ診療の利点は、循環器系、消化

器系、呼吸器系など、ある程度の専門性が確

保出来ることと、お互に融通しあって夏季休

暇などが取り易いことが挙げられます。私達

の National Health Service（NHS）への登録

手続は、Dr. Lamb が全部滞りなく済ませて

くれました。自分でやる場合には、郵便局へ

行き、その地域の GP のリストの中から一人

を選んで登録します。初期診療は必ず登録し

た GP に掛からなければなりません。日本医

師会などの論調では、登録 GP と気が合わな

い場合どうするのかとか、旅行中とか、急な

時にどうするのか、フリーアクセスが出来な

いのではないかという不安を強調しますが、

それはまず問題ありません。昔は「不幸な医

者に当たると一生不幸なまま」といわれまし

たが、実際は郵便局で登録 GP を変えること

は簡単です。現在では患者はオンラインでも

自分の登録 GP を変えることができます（文

献１）。ただ変更すればその後は新しい登録

GP以外のGPを受診することはできません。

GP の方でも不快な患者は断ることができま

す。｢応召の義務」を明記しているのは日本の

医療法のみのようで、英国でも米国でも、こ

れは明記されていないようです。急病の時と

か、交通事故の場合には、救急車を呼んで大

病院のAccident & Emergency Departmentへ

運んで貰えば無料で急性期医療を受けること

ができます。このようないわゆる「公的かか

りつけ医制度」によって、無駄の少ない効率

的な初期医療が行えます。要するに GP がゲ

ートキーパーとなって、「医者のハシゴ」のよ

うな、国家にとって無駄な医療出費を防止し

ています。 

お蔭で英国の医療について多くのことを、
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写真１ Dr. Lambの cottage にて。妻と共に（1970） 

Dr. Lamb から学びました。GP も実質上国家

公務員であり定員と定年があること。病気の

治療も大事だがその予防がもっと大事である

こと。英国では医療従事者が医業で富を築く

ことはできない、等々。今となってみれば、Dr. 

LambのGPとしての診療活動やNHSの仕組

みについてもっと詳しく見聞しておくべきだ

ったと悔やまれますが、当時は自分の本業即

ち、脳神経外科の臨床に自分のエネルギーを

注いでいたのでその余裕がありませんでした。 

 

Dr. Lamb Family 

Dr. Lamb 夫妻は実に親切な人達で私達を

本当の家族同様に扱ってくれました。最初の

間借り人がたまたま私となったようです。２

年間思いのほか快適な住居を提供して頂き感

謝しています。長女のRuthは、セントアンド

リュースに近いDundee に嫁いでいました。

次女の Louise はすぐ前の通りの向かい側、

５分以内の所に住んでいて、夫の Ronnie は

スコッチウィスキーの鑑定所に勤めていまし

た。スコッチは５年以上寝かしたものしかス

コッチとは認定しない規則になっているそう

です。10年以上のものは年数によってそれほ

ど味が変わるものでもないとのことです。三

女のMarjorieは近郊の BordersのMelroseと

いう町に嫁いでいました。 

Dr. Lamb 夫妻は北の Aberdeenshire の 

Braemar に cottage を持っていて、週末には

よく出掛けていました。お世話になって間も

無くの頃、一度 Dr. Lamb の Volkswagen で 

cottage へ招待されたことがありました（写真

１）。一旦 Aberdeen まで行ってから、西南の

方向に１時間位入った Dee 川沿いにありま

した。その cottage は、エリザベス女王が2022

年夏ご滞在中に崩御された、Balmoral Castle

よりも少しばかり川上に位置していました。

周囲の風景は大変鄙びた「釣魚大全」のよう

な長閑な世界でした。 

たまたま私が滞英中に、昭和天皇がヨーロ

ッパを訪問され、ロンドンにも来られました。

その時、祝賀行列でエリザベス女王と昭和天

皇を乗せた車がバッキンガム宮殿の前の大通

りを通過中に、最前列の英国退役軍人の一団

が一斉に回れ右をして、昭和天皇にお尻を向

けて抗議するという事件がありました。昭和

天皇は「鬼畜米英」と呼んで敵視して戦った

相手国を訪問しながら、ただ「過去に不幸な

時代があった」というだけで何も敗戦国とし

ての責任を取らないことに対する不満を表現

しているようでした。ガーディアン紙は「大

戦から四分の一世紀を経た今でも、日本軍の

いまわしい行為を許しはしても、忘れること

のできないイギリス人は多い。天皇は国家の

象徴として、現在ばかりでなく過去にも責任

がある」と、社説で述べていました。 

スコットランドとイングランドの境界部に

当たる、Edinburgh の南の郊外の地方を Bor- 

ders と呼んでいました。Dr. Lamb に誘われ

て Borders の Melrose に住んでいる彼の三女

の Marjorie を訪ねたことがありました。

Tweed 織で有名な Tweed 川に沿って車で２

時間位の所にありました。Marjorie に会い、

近くに住む Dr. Lamb の古い友人宅でお茶を
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ご馳走になりました。その友人は昔ビルマ戦

線で戦った退役軍人の一人でした。日本人の

私に言葉の端々に何かわだかまりがあるよう

に感じられました。後になって「戦場にかけ

る橋」や「戦場のメリークリスマス」などの

映画を見た後に、英国人といえども皆が皆、

日本に対して好感を持っているわけではない

ということがよく理解できました。日本では

「過去のことは水に流して忘れましょう」とい

いますが、英国流に言えば「過去のことは許

すけれども、忘れずに記憶に残しましょう」

となります。私の滞英中に三島由紀夫のハラ

キリ事件が起こりました。ニュースで報道さ

れたので、私の職場でもかなり話題になりま

した。「日本人の考えは解らない」というのが

大方の見方でした。 

Mrs. Lamb の英語はスコットランド訛り 

scottish accent が強くて分かり難かったので

すが、とても心優しくて、大変面倒見の良い

方でした。私の所にお客があると、お皿を貸

してくれたりしました。また毎週水曜日には

魚を売りに来るから買っておいて上げると言

ってくれて、妻が英会話学校から帰って、貰

いに行き、料理の作り方も教わって来ること

もありました。Dr. Lamb は自分が購読して

いる British Medical Journal（BMJ）などの医

学雑誌をみせてくれたり、中古車購入の相談

に乗ってくれたりしました。  

 

Christmas 休暇 

BC から海外からの留学生向けに、年末の 

Christmas 休暇に合わせて割安国内旅行の案

内が送られてきました。イングランドの南の

方へ行ってみたいという気持ちがあったので、

デボン地方のTorquayヘ行くことにしました。

この事を伝えると、何と Dr. Lamb 夫妻が新

婚旅行に行った所だそうで、とっても良いと

ころとのことでした。夜行電車の寝台車は二

等が既に満員で仕方なく一等を買いました。

二人で片道25ポンド18シリングで、一ヶ月の

家賃とほぼ同じ位でした。当時は１ポンド＝

20シリング、１シリング＝12ペンス、１ポン

ド＝240ペンスでしたが、間も無く、私達の

滞英中に10進法に変わりました。 

年末には職場では、Mr. Hitchcock が同じ

チームの人達を招待してくれました。Mr. 

Hitchcock は面白い人で、皆の食べ終わった

お皿を片付けたり、ワインをサービスしたり、

一人で動き回っていました。子供が４人いて

出たり入ったり賑やかな家でした。29日の晩

に Prof. Gillingham が我々をワインとチーズ

に招待して下さったのですが、27日から

Torquay への旅行に出てしまうので、残念な

がら伺うことが出来ませんでした。 

 

Burns’ Night 

Christmas、New Year’s Day と並んで、スコ

ットランドの国民的詩人であるRobert Burns

（1759～1796）の誕生日１月25日に彼を偲ん

で祝う Burns’ Night があります。家族、友人

が集って、スコッチで乾杯し、伝統料理ハギ

スを食べて、Robert Burnsの詩を朗読します。

写真２は1971年の Dr. Lamb 宅での Burns’ 

Night の模様を示します。最後に全員で手を

繋ぎ、日本では明治時代から卒業式の歌とし

て慣れ親しんだ Auld Lang Syne（蛍の光）を

歌って散会します（写真２）。 

スコットランド民謡といえば、他にも「ア

ニーローリー」、「庭の千草」、「故郷の空」、 

「ロッホ・ローモンド」など沢山の歌が明治以

来広く日本人に親しまれて来ました。懐かし

さ、やるせなさ、切なさ、悲しさ、優しさに

溢れた名曲の数々です。Auld Lang Syne をは

じめとして多くの優れた詩や歌謡を残した 
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写真２ Dr. Lamb宅での Burns’ Night（1971） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

写真３ 長女エディンバラ着。Dr. Lamb 宅の二階居間 

にて（1971） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

写真４ Royal Botanic Garden にて（1972） 

Robert Bursnはスコットランド南西部の出身

です。  

 

長女の渡英 

Dr. Lamb 宅にお世話になったのは約２年

間ですが、我が家の大きな出来事としては、

長女未穂子の渡英合流と次女恵以子の誕生で

した。1971年７月に義母が生後１歳半の長女

を我々の許に届けてくれました（写真３）。

Dr. Lamb 夫妻は長女を大歓迎してくれまし

た。写真３はその時の Dr. Lamb 宅の二階居

間の様子を示しています。この時、私は夏休

みを取って義母を二泊三日でHighlandと Isle 

of Skye へ案内しました。 

 

次女の誕生 

渡英一年半の1971年 2月に次女が誕生しま

した。慣れない異国での妊娠、出産は妻にと

っては不安で一杯でしたが、Dr. Lamb 夫妻

に守られて、お陰様で安心して無事に過ごせ

ました（写真４）。もう一つ強調したいのは、

BC を介して妻の出産に伴う入院期間中には、

エディンバラの Social Cervice から無料で家

政婦を派遣してくれたことです。また、上の

長女は無料でNursery Schoolに預かってくれ

ました。「英国病」に罹っていると言われた

英国ですが、実際の市民レベルでの社会福祉

サービスは、日本の数歩先を行っていると感

じました。 

 

Louise の大活躍 

話は大分跳びますが、Dr. Lamb family の

人々にまつわるエピソードとして紹介したい

話があります。前回ご紹介しましたように、

1997年に Royal College of Surgeons of Edin- 

burgh（RCSEd）から Fellowship ad hominem

の授与式のため、家族共々招待されました。

25年振りの渡英でした。晩餐会用の私の

dinner jacket を含めて家族全員のドレスも揃

えて意気揚々と出掛けました。ところが、

Heathrow Airportでの職員のストライキに遭

遇して、私達のスーツケースは乗り継ぎの 

Heathrow Airportに全部置去りにされてしま

いました。体だけは予定通りにエディンバラ

の Sheraton Grand Hotel に到着しましたが、
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写真５ RCSEd 晩餐会にて。時の President Sir Robert 
Shields と共に（1997） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
写真６ ホテルに参集してくれた Dr. Lamb family。 

左から 2 人目が Louise（1997） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

写真７ かつて過ごした Dr. Lamb 家の玄関前にて 

（1997） 

機内に持ち込んだもの以外は何もありません。

急遽Dr. Lambの次女 Louiseに連絡を取り窮

状を訴えて助けを求めました。式典と晩餐会

は翌日の午後１時からに予定されていました

ので、午前中をフルに活用して、Louise に連

れられてエディンバラ市内の貸衣装屋さんを

駆け巡り、間一髪、私達親子四人の衣装と靴

を用意することができました（写真５）。街を

知り尽くしている Louise がいなければ、どう

なっていたことか判りません。この時の

Louise は、本当に地獄で仏にあったような存

在でした。Dr. Lamb 夫妻は共に既に他界さ

れていましたが、Dr. Lamb family の暖かい心

情は引き継がれていると感じました。 

晩餐会の翌日、Dr. Lamb family の人達が私

達のためにホテルに集まってくれました。25

年振りの再会だったので、懐かしい気持が一

杯で楽しい一時を過ごすことができました

（写真６）。かつて住まった 築200年を超える

石作りの３Inverleith Raw の家は昔と変わり

ませんでした（写真７）。Dr. Lamb family と

の交流は懐かしい思い出として、私達の心の

中に生き続けています。 

  

イギリスの医療制度の変遷 

英国は連合王国として、イングランド、ス

コットランド、ウェールズ、北アイルランド

の４つの国から成り立っているので、NHS の

仕組みの大枠は定まってはいるものの、詳細

については各地の NHS トラストという公的

機構 が決めているようでした（文献２）。英

国の NHS の先進的な公的かかりつけ医制度

（GP）は既に70年以上の歴史を持ち国民生活

に根付いているので、簡単には変わりようが

ありません。BREXIT 以後、国際政治におけ

る英国の相対的パワーが低下したという見方

がありますが、新たに就任した若いスナク首

相のリーダーシップに期待したいところです。 

        （金沢大学名誉教授） 

 

《文献》 

１）小磯 明：イギリスの医療制度改革 同時代社、 

2019、pp141 

２）森 宏一郎：イギリスの医療制度（NHS）改革 

―サッチャー政権からブレア政権および現在― 

https://www.jmari.med.or.jp/download/WP140.pdf 

2007（日本医師会総合政策研究機構） 
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写真１  Prof. Carroll 夫妻、上羽康夫、伊藤鐡夫教授。 

［研究会］ 

京都大学手外科の設立と発展 

上羽康夫 

はじめに 

1960年３月に京都大学医学部を卒業し、横

須賀米国海軍病院インターンを修了した後1)に

京都大学整形外科無給副手になったが、1962

年１月１日に近藤鋭矢教授・赤星義彦講師お

よび親族に見送られて京都駅から米国ボスト

ン市に向かった。２年後、米国で修行中の私

宛に赤星義彦助教授から「近藤鋭矢教授が定

年退職され、新しく伊藤鐡夫教授が就任され

た。手外科を習得してから帰国しなさい」と

の助言手紙が届いた。帰国予定を延長してニ

ューヨーク市ブルックリン慢性疾患病院整形

外科レジデントを修了し、コロンビア大学

Robert E. Carroll 教授の手外科フェロー勤務

を始めた。コロンビア大学病院では Carroll

教授の外来補佐と手術助手を務め、ハーレム

医療センターでは手外科外来・手術の全般を

任された。ハーレム勤務では、病棟回診や手

術時には手外科専門医 Dr. Garnes AL とコロ

ンビア大学形成外科助教授Dr. Symonds F.が

常に指導して下さった。 

 

京都大学手外科の設立 

1966年に伊藤鐡夫教授とヨーロッパ視察

旅行をして帰国した2)。二人の恩師：Prof. 

Carroll と伊藤鐡夫教授のご指導を得て手外

科を京都大学に導入した（写真１）。当時の京

大整形外科教室では脊椎外科が中心であり、

他の整形外科分野は相対的にひ弱かった。田

島達也教授（新潟大）、津下健哉教授（広島大）

など他大学では既に手外科が普及し、手外科

医を目指す整形外科医も多数居られた。京大

整形に手外科や上肢整形外科に興味を持つ整

形外科医は居られず、私が手外科・上肢外科

分野を引き受けることになった。当時の京大

病院では講師以上の医師のみが執刀を許され、

助手以下の医師達は大学以外の病院で手術を

した。だが、整形外科医局の寛大なご理解に

より、助手の私は大学病院での執刀が許され

た。それは大いなる喜びであると同時に厳し

い試練でもあった。先ず、手術方式が大きく

異なった。①以前の整形外科手術は術者もア

シスタントも立位で手術したが、手外科では

術者とアシスタントは椅子に向かい合って座

り、手術した。②手の神経や血管は微細なの

で正確な識別には無血視野が必要であり、上

腕にニューモ（注気式）・ターニケット装着が

必要だった。③繊細な組織修復には拡大眼鏡

と洗練された手技も必要であった。④手術は
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写真２ 左から小原安喜子、須藤容章、研修医、上羽。 

繊細なので手術時間は長かった。それらの理

由で手術室の評判は当初余り良くなかった。

外来診察でも患者を多く診察したので午前９

時から午後６時頃まで休みなく診察した日も

在り、外来看護婦にも最初は不評であった。

しかし、術後の手機能改善を喜ぶ患者さんの

姿を見て、手外科への信頼は次第に高まった。 

また、1967年３月に伊藤鐡夫教授が第10回日

本手の外科学会を京都で開催され、手外科の

国際的リーダー：Dr. Boyes JH が高位橈骨神

経麻痺症例に複数腱移行術を行い、公開上映

された。その公開手術が大好評を博し、京大

手外科は一挙に注目された。公開手術に無名

の私が助手として登場したので日本の手外科

医たちは大いに驚いたそうである。Dr. Boyes

からは彼のサイン入り著書「Hand Surgery」

を記念に戴いた。手外科に興味を持つ整形外

科医も次第に京大に集まり、最初は須藤容章

（京大 S.41年卒）、小原安喜子（千葉大 S.39年

卒）と研修医で始まった手外科グループであ

ったが（写真２）、やがて藤川重尚（京大 S.37

年卒）、梁瀬義章（京大 S.43年卒）、Thavorn 

Ratanasiri（京大S.43年卒）らの優秀な先生ら

が加わって京大手外科グループは急速に充実

した。その頃に京大胸部疾患研究所に医用高

分子研究所が併設され、私も工学部の研究員

と連絡を取りながら人工腱の研究を始めた。

また、1970年には初版「手その機能と解剖」

が出版され、その後に幾度も改版された3)。

1973年には世界初の血管柄付き遊離腓骨移植

術を行ったが、その手術についての論文報告

をせず、長年に亘り放置していた4)。手術直後

に豪州の形成外科医 Mr. Taylor GI が京大病

院に来訪したので一緒に回診を行い、術後患

者を見せて藤川君の英文手術記録を読ませ、

写真も撮らせた。豪州へ帰国した彼は早速に

血管柄付き遊離腓骨移植術を行い、論文5)を

書いたので、この手術が国際的に注目される

ようになった。それ故に、当初は彼が最初の

術者であると考えられていた。ただ、多くの

偶然が重なってその術式は次第に世界中に広

まり、最初に血管柄付き遊離腓骨移植術を行

ったのは京大手外科であると認識されたので

ある6), 7), 8)。更に我が国では光嶋勲教授（東大

形成外科）がそれらの経緯を理解し、後援し

て頂いたのである。手外科グループの真摯な

努力と関係者の温かい支援によって京大手外

科は極めて順調に発展すると思われた。だが、

当時の研究した業績を英語論文として発表す

る余裕は全く無いままに予期せぬ時代変化が

起こり、事態は急変した。 

 

大学紛争による京大手外科の衰退 

1960年代後半に大学紛争が始まり、青医連

運動が1967（昭和42）年末期に京大医学部に

広がり、学生ばかりでなく精神科・内科・外

科の医師にも徐々に浸透した。大学内に警察

官は導入されなかったので医学部研究棟は学

生たちに占拠され、実験研究が不能となった。

1968（昭和43）年には青医連による診療妨害

が始まり、外来診療を妨害するばかりでなく、

患者の入院も妨げられた。不運にも筆頭助手

の私が医局長に指名された。それが、苦い運

命の始まりであった。シンパ学生・青医連に

対する病院管理職・教授会の間に立たされた
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写真３ 外来診察―Thavorn R、学生２人、上羽、 

小児患者。 

私は両者のいずれにも加担できず、孤独に陥

った。シンパ学生自身が講義を拒否するだけ

でなく、学生運動に反対するノンポリ学生が

授業を受けるのを妨害した。ある時には次期

卒業予定の学生に整形外科講義をするため教

室に入ると、学生らしき一人の男性が「この

講義時間は団交時間に変更すべきだ！」と叫

んだ。「お前は現在の医局を改善するために俺

達と共に戦うか？」と詰問したので、「それは

今後話し合おう。今日は君達に整形外科の講

義をするために来たのだよ」と答えた。「お前

は俺達に協力するのか？」と同じ質問をする

ので、「今日は講義をする」と答えると、その

学生は手に持っていた酒瓶を机の角に叩きつ

け、ギザギザに割れた酒瓶を私の顔面に突き

付けながら「俺達の仲間に入れ‼」と威嚇し

た。返事はせずに、私は無言で殺気に満ちた

相手の顔を見続けた。心の中では「このよう

な卑劣な脅しで人の心は動かせないぞ！」と

叫び、その野蛮な行動を強く非難していた。

無言のまま時間が経ち、講義終了のベルが鳴

って多くの学生は席を離れて出口に向かって

歩き始めた。５～６人の学生が私に向かって

来たが、彼らを睨みつけながら私も出口に向

かって歩いた。その後、青医連を全く信用で

きなくなったのである。1969年になると大学

紛争は更に激化した。医学部卒業予定者の大

半は１年間留年し、医師国家試験は翌年に延

期された。 

1970（昭和45）年秋に外科系病棟の移転が

準備された。その頃の整形外科病棟は地上４

階、地下１階の独立した建物であり、比較的

ゆったりとした病棟であった。他方、新しい

病棟の敷地面積は広くて７階建ではあったが、

外科系７科の総てがそこに集約移転したので

各科への配分面積は少なかった。整形外科に

は２階全域が与えられた。移転日には旧病棟

２階から新病棟２階へと屋上回廊を用いて移

動したが、伊藤鐡夫教授が片手に小旗を握っ

て先導され、４人の入院患者がベッドや車椅

子に乗ってそれに続き、その後に看護婦と護

衛職員が粛々と新病棟へと移動した。周辺か

ら多くの青医連や全共闘が罵声・怒号を浴び

せかけた。医局長であった私の両腕は２人の

精神科医に抱え込まれ、周囲は青医連・全共

闘・革マル派の面々に囲まれ、ただ怒号の中

に埋もれていた。整形外科のほぼ全分野にわ

たる診療が拒否されたが、他の病院で治療が

受けられぬ先天奇形の医療だけは強い患者親

族と世論の要望によって大学での治療が継続

された。手外科外来では先天異常手のみが診

察対象とされ、入院患者も先天異常手を持つ

小児に限られた。Thavorn 君は当時から熱心

に先天異常手の原因や治療の勉強をしていた

（写真３）。彼はやがてタイ国チェンマイ大学

に帰り、タイ国における四肢の先天異常につ

いての研究を継続し、チェンマイ大学整形外

科教授となった。京大で医学教育を受けた彼

がタイ国整形外科に貢献した功績は日本にと

っても大きな歓びである。招待を受けた私は

手の外科について講演し、タイ国整形外科医

との交流を深めた（写真４）。 

整形外科医であり、認定麻酔医であった須
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写真４ チェンマイ大学整形外科医、Prof. Thavorn、 
上羽。 

藤容章君は自分自身で小児に麻酔を行い、造

影剤を上腕動脈に注入して先天奇形手アンギ

オグラフィー撮影を行い、先天異常手におけ

る動脈の走行異常の発見に大きく寄与した。

私はアンギオグラフィーを参考にしながら

種々な先天異常手の手術、取り分け典型的裂

手の早期手術法を模索・開発した。だが、大

学紛争時代にそれらの研究成果を発表する余

裕はなく、論文発表は10年近く遅れた。後年

にその研究が海外でも評価されたのは幸運で

あった。それらについては再度後述する。 

 

整形外科教授交代に伴う手外科の変革 

激しかった学生運動も1977年になるとやや

下火となり、私は再接着不能な切断手指を使

って指運動バイオメカニクスを研究した9)。

学生たちも再び大学に戻り、学問に専念する

ようになった。だが、この年に京大整形外科

学教室に山室教授が就任するなど様々な人事

異動が行われた。私は助教授・リハビリテー

ション部副部長になった。助教授として学生

指導、京整会および中部日本整形外科事務局

の任務が加わり、手外科の診療はやや手薄に

なったが、須藤容章君と梁瀬義章君が講師に

昇格したので一時は手外科が整形外科内で最

も充実した部門となった。医用高分子研究所

で私は長年に亘り人工腱の研究をして居たが、

山室教授の意向で人工骨研究が主体となり山

本潔（京大 S.36年卒）が研究員になった。手

外科グループの活動も徐々に復活し、手の外

科は整形外科教室ばかりでなく形成外科教室

にも広がり始めていた。1979年初頭には東京

大学における安田講堂事件および入学試験の

取り止めにより学生運動は急速に沈静化した。 

1980年４月須藤容章君は京大から大津日赤

病院の整形外科部長として赴任したので京大

手外科グループの活動は半減したが、滋賀県

の本格的な手外科活動が始まった。1980年５

月に関西医大の森益太教授が第23回日手外科

学会を京都市で開催され、翌年には奈良医大

の増原建二教授が第24回日手会を奈良市で

開催されると決定した。この時期に近畿地区

の手外科を発展させようと各大学の若き助教

授・講師が考えて手外科症例検討会の設立を

検討した。各大学の整形外科教授の協力を得

て近畿手外科症例検討会が発足した。発足当

時の幹事12名は京大（上羽康夫、須藤容章）、

大阪医大（富永道裕、阿部宗昭）、奈良医大 

（玉井進）、阪大（江川常一）、関西医大（小川

亮恵）、京府医大（立沢喜和）、大阪市大（豊

島泰）、兵庫医大（畑中生稔）、神戸大（藤原

朗）、神戸中央（田村清）であった。そして、

近畿地区での第23回および24回日本手外科

学会は大盛会裡に終った。 

 

指運動バイオメカニクス研究 

1981年に西島直城（京大 S.43年卒）が京大

整形に戻り、手外科グループの中心として活

躍し始めた。その頃から小原安喜子先生と私

が大学紛争時代におこなった指運動バイオメ

カニクス研究10)が漸く国内外で知られ始め、

Mayo Clinic Biomechanics Lab の Prof. 
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写真５ セラミック・インプラント研究会にて。 
奥村英雄、上羽康夫、Chao ED、山室隆夫教授。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

写真６ Mayo Clinic hand conference 
右から３番目で机の前に一人で座っているのは Dr.  
Dobyns、右から５人目の黄色の上着を着ているのは Dr. 

Linscheid、更に左へ２人目は上羽、それの更に２人目で
下を向いて右手を操作しているのが Dr. Wood です。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

写真７ Third IFSSH 京都学会の世話人会 

Edmund YS Chaoから特別企画研究員として

研究しないかとの勧誘を受けたので、1981年

６月から家族と共に米国ミネソタ州に移り住

み、当時 Biomechanics Lab の副長であった

An KYの指導をうけながら指バイオメカ研究

に従事した11, 12)。Prof. Chao は中国南京市の

出身であったが米国へ移民し、バイオメカニ

クスを学び、整形外科にバイオメカを導入し

たパイオニアの一人である。彼は1985年に山

室隆夫教授が主催されたセラミック・インプ

ラント研究会に招待されて京都に来た（写真

５）。 

Mayo Clinic 留学中には手外科グループ早

朝カンファレンスにも出席し、当時は未だ十

分に知られていなかった手根不安定症 carpal 

instability について Dr. Dobyns JH と Dr. 

Linscheid M から直接に詳しく教わった（写

真６）。また、Dr. Wood M が Mayo Clinic で

開催した講演会「血管柄付き遊離骨移植」で

は、アジアでの血管柄付き骨移植術経験者と

してシンガポールの Dr. Pho R と私が講演し

た。それ以後は Dr. Pho と仲良くなり、京都

やシンガポールで再会した。Mayo Clinic か

ら帰国して、間もなく山内裕雄教授（順天大）

から電話があり、Mayo で学んだ手根不安定

症の講演をするようにとの要請を受け、1982

年３月に日手会研修教育講演「手根不安定症」

をさせて頂いた13)。 

1983年秋に三浦隆行助教授（名大）と上羽

康夫助教授（京大）は中部日本地区に新たな

手外科研究会が必要だと話し合い、最初の中

部日本手外科研究会は1984年に中国・四国地

区の広島大学 津下健也教授に依頼し、その後

の主催地は中部日本地区・近畿地区の順番で

行うよう提案した。各地区の手外科専門医の

同意を得た私は1986年第３回中部日本手外

科研究会を京都で開催した。 

1986年11月には第３回 IFSSH 国際手外科

連合学会を田島達也教授が開催され、ポスト

コングレスは京都で開催するようにと要請を

受けた。近畿手外科研究会メンバーにその旨

を伝えると全員が賛同し、主要メンバーが集

まった（写真７）。多くの国外参加者を募り、



 12 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

写真８ 第35回日手会と第４回日本ハンドセラピィ学会 
の合同開催。左より阿部宗昭、椎名喜美子、 
上羽康夫、小野敏子、貝田英二。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

写真９  At the IFSSH meeting in Sydney： 
西村誠次、上羽康夫、Robert Pho。 

経済効果を高めるために呼称を「IFSSH京都

学会」とした。学会は論文発表と共に討論を

行うよう４主題：①先天異常手の原因と分類

法、②神経縫合術と知覚回復、③手外科にお

ける人工物移植、④キーンベック病に絞り、

２室に分けた。座長には著名な手外科アメリ

カ医と日本医にお願いして討論が潤滑に行え

るよう配慮した。学会では Prof. Carroll RE、 

田島達也教授、山内裕雄教授, Prof. An KN に

参加して頂き、アメリカでの友人である Dr. 

Hunter, Dr. Dobyns に座長を頼んだ。京大手

外科グループの須藤容章君が世話役を引き受

てくれた。其の後、日本手外科学会と他国の

手外科学会との交流が更に良好となり、国際

交流に役立ったようである。京大手外科グル

ープが大学紛争時代に取り組んだ先天異常手

の研究も国際的に注目され始めた14, 15, 16, 17, 18)。 

 

作業療法学への関与 

1987年３月に京大医療技術短期大学部作

業療法学科教授に任じられた。作業療法学は

上肢・手の機能と密接に関係するので非常に

興味深い研究テーマであったので日本ハンド

セラピィ学会顧問も引き受けた。 

1992（平成４）年、私は第35回日本手の外

科学会を京都国際会議場にて開催した。学会

では京大整形外科医員と医療短大作業療法学

科教員が学会場に来て援助して呉れた。この

第35回日本手外科学会は第４回日本ハンドセ

ラピィ学会（会長 椎名喜美子 HT）と同時期・

同会場で開催され、我国で初めての日手会と

日本ハンドセラピィ学会の合同学会となった

のである（写真８）。 

1993年には玉井進教授（奈良医大）と共同

企画した著書「手 その損傷と治療」19)が発刊

され、京大手外科グループの梁瀬義章君と西

島直城君は夫々が研究した神経と腱の修復法

について執筆した。1994年から2000年までの

６年間は石井清一教授（札幌医大）と共に

Year Book of Hand Surgery, Mosby Co.

（Editor: Dr. Amadio）の International Assis- 

tant Editor として出来るだけ多くの日本論文

を外国に紹介するよう努力した。 

1995年（平成７年）京都大学短期大学を退

官し、土佐市の白菊園病院長となった。1997

（平成９）年、国際手外科連合学会（IFSSH）に

参加すべくシドニーに向かった。私は Pioneer 

of Hand Surgery の称号を学会総会場で授与

され、その後の晩餐会ではシンガポールの

Dr. Pho 夫妻や彼の同僚たちと同じテーブル

に座り、日本からのハンドセラピスト西村誠



 13 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

写真10  京大手外科グループ懇親会 

次 HT（金沢大）が加わって受賞を祝って頂い

た（写真９）。翌日はオーストラリア最初の

IFSSH 受賞者である Dr. Conolly 夫妻と昼食

を共にした。 

 

21世紀初頭の京都大学手の外科グループ 

IFSSH Pioneer of Hand Surgery の栄誉を

受けてから暫くして、Prof. Carroll から「最

近は日本から手外科を学びに来る医師が少な

い。優秀な日本手外科医をコロンビア大学に

留学させなさい！」とのお達しを受けた。日

手会理事長：中村蓼吾教授（名大）と相談し

たが、日手会にはその様な人事を決議する会

は無いので相談には乗れないとの返事を受け

た。それ故、上羽宏明（滋賀医大 H.14年卒）、

松岡英明（京大 H.1年卒）、松本泰一（愛媛大

H.4年卒）、 藤尾圭司（大阪医大 S.60年卒）

が夫々１年交代でニューヨークへ留学した。 

2009年８月に Prof. Carroll は他界され、当

時留学中の藤尾圭司君が花束を届け、葬儀に

出席して呉れた。それに付けても心残りなの

は、Prof. Carroll から引き継いだキーンベッ

ク病に対する手術法を確立できなかったこと

である。私自身は若年者にチタン・シリコン

などの人工物を挿入するのは反対なので、キ

ーンベック病で壊死変形した月状骨を切除し

た後には足底筋と長掌筋を用いて作る腱球を

切除後スペースに挿入した。術後４週間の局

所牽引により腱球に強い圧迫力が加わらぬよ

うにすれば、腱球内部は壊死に陥っても腱球

表面の腱層が生き続けて、腱球は次第に月状

骨の形態に成り、強度を持つようになると考

えるからである20)。実際、腱球手術後に強い

痛みを訴えて以前の仕事を続けられない症例

は無かったのである。彼らの術後期間は既に

約30～40年経つから其の症例の長期 follow- 

up 成績を調査したいと願うが、現在の私には

それが叶わず非常に残念である。 

ただし、2018年に Prof. Carroll の手外科を

学んだ京大手外科グループ諸氏が柿木良介君

と協力して拙著「手 その機能と解剖」を英訳

し、“The Hand its function and anatomy”21)

を出版したので Prof. Carroll は天上で祝福し

て下さっているだろう。 

 

終わりに 

2022年（令和４年）はコロナ禍、地球温暖

化による酷暑、ウクライナ戦争による過酷な

一年であった。昨年12月柿木良介教授がつく

ば市で第４回アジア太平洋マイクロサージャ

リ学会（＝APFMS）をハイブリット形式で開

催し、今年４月には池口良輔君が日手会理事

（日手会誌担当）に就任し、８月には藤尾圭司

君が第14回日本手関節学会を大阪国際会議

場で主催された。更に、過去７年間に日手会

ニュース連載の手外科温故知新Ⅰ～Ｘが纏め

られ、日手会会員ページ「手外科温故知新」

として収録して頂いた。現在の京大手外科グ

ループは毎週火曜日にオンライン勉強会を開

催し、互いに切磋琢磨している。そして、手

外科学会が国内外で開催される折には懇親会

を開いて親交を深めている22)（写真10）。 

現代社会では IT や AI が広く使用され、最

近の小学候では１年生にもプログラミング授

業が課せられる時代になっている。文明の発

達に伴って人間の手は益々重要になる。京大
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手外科グループが新時代に対応して、更に貢

献できるよう期待している。 

（京都大学名誉教授・日本手外科学会名誉 

会員） 
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［交流記］ 

Colby 先生との交流 

北市正則 

写真１ In the office of Dr. Colby at the University of 
Utah in May 1986 (Dr. Colby and MK). 

Thomas Colby, MD.は1948年生まれの医

師です。Dr. ColbyはTulane University, Stan- 

ford University と University of Michigan で

教育を受け、1974年に Michigan 大学で MD

の学位を受けました。Residency は Stanford

大学で経験し、Assistant Professor として

1983年まで勤務しました。その後、University 

of Utah に異動し、Associate Professor として

３年半勤務しました。1986年11月に Mayo 

Clinic in Rochester, Minnesota に招かれ、

1989年に Professor of Pathology になりまし

た。1993年に Mayo Clinic in Arizona に異動

しました。2007年から2016年まで The Ger- 

aldine C. Zeiler Professor of Cytopathology

でした。Dr. Colby は Stanford 大学の時期に

Dr. Charles B. Carrington と一緒に働かれま

した。Dr. Carrington teaching collection を引

き継ぎ、24,000例の肺病理標本を研修できる

ようにされました。2015年に米国・カナダ病

理学会（USCAP）から “Pathologist of the 

Year” の名誉を受けられました。 

筆者は1986年に京都大学創立75周年事業

として留学の機会を与えられ、1986/4/15か

ら1986/10/14まで留学しました。留学の課題

はびまん性汎細気管支炎（DPB）の疾患独立

性を検討することと、間質性肺炎の病理標本

をできるだけ多数検討することでした。 

Dr. Colby から1986年4～8月の期間に

Utah 大学で指導を受けました。以下は Dr. 

Colby との交流で経験した課題に従って記載

しました（Table1)1-18）。 

(1)びまん性汎細気管支炎（diffuse panbron- 

chiolitis)(DPB) 

DPB は1983年に英文として報告されまし

た（Homma H et al. Chest 1983）。Utah 大学

は Utah 州での cystic fibrosis（CF）の診療セ

ンターでした。Utah 大学と British Columbia

大学の CF 剖検例を検討しました。炎症性気

道疾患について気管支拡張の手術例を含めて、

日本、米国、カナダ、台湾、イギリスでの炎

症性気道疾患を検討しました。Unit lesion of 

panbronchiolitisの所見を含めて DPBの疾患

独立性を確認しました2,5,6)。 

(2)usual interstitial pneumonia(UIP)(通常

型間質性肺炎), 

1967年、Dr. Liebow によって Usual inter- 

stitial pneumonia (UIP) (通常型間質性肺炎)

の病変名が報告されました。1985年に Epler

先生らによって BOOP が発表されました

（NEJM, 1985)1)。1986年に Colby 先生の研究
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室で約2,000例のびまん性肺疾患診断のため

の外科的肺生検症例を検討しました。 

これらの症例検討からUIP症例の外科的肺

生検検体に young connective tissue (YCT) 

formationの所見があることに気付きました。

その後、YCT は fibroblastic focus (FF)(線維

芽細胞巣）形成として、usual interstitial pneu- 

Monia（UIP）診断のための確認項目に入り

ました。1987年1月に国立京都病院で acute 

respiratory distress syndrome（ARDS）で死

亡した剖検例を検討する機会が与えられまし

た。硝子膜形成を特徴とする diffuse alveolar 

damage（DAD）と、慢性経過を示す UIP 病

変とは別過程の肺病変であることに気付きま

した。Dr. LiebowのUIPの説明（1967～1975）

とは少し異なる考え方となったため、患者様

が歩くことができる状態での肺病変を外科的

肺生検で確認することが必要になりました。

約10年間、外科的肺生検について病理検体を

郵送し、Dr. Colby に病理診断の確認を依頼

しました。1983～1989年に外科的肺生検が

106例経験できた段階で、特発性間質性肺炎

は52例でした。そのうち UIP は42例、BOOP 

7例、LIP 1例、unclassified IP 2例との成績と

なりました4)。米国では1998年まで idiopathic 

pulmonary fibrosis（IPF）は特発性間質性肺

炎の意味で用いられました（Bjoraker JA et al. 

AJRCCM,1998）。NIH からは IPF は UIP あ

るいはDIPであり、DIPはUIP の初期病変で

あるとの考えが提出されました（Crystal RG 

et al. Ann Intern Med 1976）。1994年に線維

化肺病変の時相が一様であることを意識した

NSIP の発表が行われました（Katzenstein AL 

et al. AJSP, 1994）。1998年に特発性 NSIP 31

例について IPF/UIP, BOOP と比較した報告

がされました（Nagai S et al. 1998)9). アメリ

カ胸部学会（ATS）で IPF を特発性 UIP の意

味で用いるべきであるとの考えが泉孝英先生

から提唱されました。2000～2002年に、この

考えが国際文書として刊行され、特発性肺線

維症（IPF/UIP）との表記が行われるように

なりました 10-11)。 

(3)unclassifiable interstitial pneumonia

（分類不能の間質性肺炎）と nonspecific in- 

terstitial pneumonia (NSIP)（非特異性間質

性肺炎） 

1980年代後半にはUIP, OP,DAD,RB,DIP, 

LIP の間質性肺炎分類では分類できない間質

性肺炎症例があることに気付きました4)。Dr. 

Colby は unclassifiable interstitial pneumonia

との名称を提出されました。1994年に Dr. 

Katzenstein は non-specific interstitial pneu- 

monia/fibrosis（NSIP）の病名で外科的肺生

検症例を報告しました。NCIP と NSIP のい

づれの病名が適切かの問いを含めて、1998年

まで議論の多い症例検討が行われました。

NSIP（1994）には肺線維化病変の時相には

UIPに比べて一様であるとの主張が入ってい

たため NSIP の病変概念が残されました9-11)。 

(4)idiopathic interstitial pneumonias（IIPs）

(特発性間質性肺炎群）の国際文書作成、 

1998年、Dr. Travis の呼びかけで、idiopa- 

thic interstitial pneumonias（IIPs）（特発性間

質性肺炎群）の国際文書作成が始まりました。

この文書作成の根底には、idiopathic intersti- 

tial pneumonias（IIPs）の各病型が、どのよ

うな診断根拠で、どのように患者様が存在す

るのかとの問いがありました9-11)。 

(5)日本への招待 

肺疾患の（1～4）の問いに答えるために、

日本の症例について、病理所見を含む確認作

業が必要でした。このために Dr. Colby に日

本に来て頂き、具体的な症例での検討を共同

で行うことが必要でした2,4,7,9-11,13)。 
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写真２ At a supper after the 10th Osaka Diffuse Lung 
Diseases Forum on 2016/12/17, Saturday.  
(Dr. Colby and MK). 

2016/12/17 の第10回びまん性肺疾患フォ

ーラムで Colby先生の約１時間の講演が行わ

れました。筆者には Colby 先生が40年以上の

肺病理医の活動後もUIPの用語を使用してお

られることが新鮮な驚きでした。 

(6)combined pulmonary fibrosis and em- 

physema)(CPFE)（肺気腫合併肺線維症）と

airspace enlargement with fibrosis (AEF) 

The definition of emphysema は NIH の活

動として1985年に発表されました（Snider G 

et al. Am Rev Respir Dis 1985). CPFEは2005

年の発表でした(Cottin V et al. ERJ 2005)。

CPFE は臨床所見と画像所見から提唱されま

した。AEF は2008年の発表でした（Kawabata 

Y, Colby TV et al. Histopathology 2008)。

AEF は肺癌手術例について肺組織検体を水

平方向にスライスして検討した過程で生まれ

た考えでした。 

2019年5月にCottin先生の呼びかけでCPFE

の国際文書作成の作業が始まりました。2019

年9月に埼玉県立循環器呼吸器センター病理

診断科の河端美則先生に御願いして AEF 病

変と診断された11症例のガラス製標本を送

って頂きました。肺気腫病理を知る観点から

南和歌山医療センターでの約600例の肺手術

例の検討が必要でした。南和医セでの肺気腫

症例では細葉中心性肺気腫(CAE)が多く、細

葉辺縁性肺肺気腫（DAE）が次に多く、汎細

葉性肺気腫（PAE）を下葉の底部に２例で観

察しました。CAE-associated peripheral type 

fibrosis を観察しました。CAE-associated cen- 

tral type fibrosis は２例で観察しました。AEF

の小葉中心部での空隙形成は合流型細葉中心

性肺気腫（confluent CAE）であり、その壁に

は軽度の線維化病変が観察できること、胸膜

下の数㎜の範囲では usual interstitial pneu- 

monia(UIP) pattern(ATS, 2002)10)の線維化

病変が観察されたため、AEF 症例は CPFE 症

候群の一つであるとの理解に至りました 17)。 

(7)経気管支クライオ肺生検（Transbronchi- 

al lung cryobiopsy）(TBLC） 

2016/12/17の大阪でのDr. Colbyの特別講

演の後半は間質性肺疾患診断のための Cryo

生検（TBLC）について語られました。経気

管支肺生検(TBLB)では２㎜径の肺組織検体

が得られること、Cryo 生検(TBLC)では５㎜

径の肺組織検体が得られること、Cryo 生検 

（TBLC）での死亡率は0.1%であり、外科的

肺生検での死亡率は1.7%であることから、 

Cryo 生検（TBLC）の有用性が説明されまし

た 12) 。 2017/5月からの特発性肺線維症

（IPF/UIP）の診断のための国際文書作成では 

Cryo 生検（TBLC）の位置づけが問題でした。

このため Raghu 委員会の前に Mayo Clinic 

Scottsdale の Colby 先生を訪ねました。Cryo

肺生検（TBLC）検体は、ここには無いこと、 

Cryo 肺生検（TBLC）検体を観察するには

Forli, Italy を訪ねなさいとの助言を受けまし
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た。 

G.B. Morgagni Hospital の呼吸器内科

Venerino Poletti 教授の了解を得た後、2017/ 

9/11(月)、同院の病理診断科で Allesandra 

Dubini 教授と17例の Cryo 肺生検（TBLC）

検体を顕微鏡で検討できました。Cryo 肺生検 

（TBLC）検体では臓側胸膜が含まれないため、

特発性肺線維症（IPF/UIP）と線維性過敏性

肺臓炎(fibrotic hypersensitivity pneumonitis)

の正確な病理診断には不適であるとの病理委

員の合意があったため、2019/11/3-4(Sun- 

Mon)（Boston）までの Raghu 委員会では 

Cryo 肺生検（TBLC）の役割は議論の対象に

なりませんでした14-16)。 

2020/1/13(月)、日本呼吸器学会（JRS）企

画の肺胞蛋白症（PAP）診療ガイドライン作

成の委員会で、「CQ6：肺胞蛋白症（PAP）

の診断に経気管支クライオ肺生検（Trans- 

bronchial lung cryobiopsy）を行うべきです

か？」の CQ（clinical question）が提出され

ました。日本では1984年の総説以来（曽根祐

輔編集、呼吸器疾患の画像診断、東京：南江

堂, 1984, p.141-156)、PAP の病理診断は主に

経気管支生検（TBB）で行われてきました。

この CQのため間質性肺疾患症例の病理診断

のための生検方法について論文を調べること

になりました。 

間質性肺疾患の病理診断のための Cryo 肺

生検（TBLC）では2,916例施行で、死亡例が

14例（0.48%）であることを知りました(Rentz 

RJ et al. J Thorac Dis 2017; Lodhi T et al. 

Adv Ther2019; Ravaglia C et al. BMC Pulm 

Med 2019)。手術予定日を定めた胸腔鏡下の

外科的肺生検(elective surgery; VATS-SLB)

では116例の集計では手術後30日での死亡率

は０％でした（Han Q et al. J Thorac Cradio- 

vascular Surg 2015）（Miller JD et al. 2000; 

Yamaguchi M et al. 2004; Luo Q et al. 2013; 

Sonobe M et al. 2014)18)。2010年に日本国内

で施行された経気管支生検(TBB)103,978例

での死亡は４例（0.004%）でした（Asano F et 

al. Respirology 2010)18)．このような経緯から

筆者は間質性肺疾患症例に対して、日本での

Cryo 肺生検（TBLC）施行の安全性について

懸念をもつようになりました。 

（国立病院機構南和歌山医療センター・臨床

検査科医師／臨床検査科・病理診断科） 
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2．研究会抄録：第5回京都呼吸器疾患シンポジウム―

Thomas V. Colby 博士を迎えて―．呼吸1986；5巻8

号. 938-939. 

3．Flint A, Colby TV. Surgical Pathology of Diffuse 

Infiltrative Lung Disease. Grune & Stratton, Inc., 

Orlando, 1987. 

4．Kitaichi M. Pathologic features and the classification 

of interstitial pneumonia of unknown etiology. Bull 

Chest Dis Res Inst, Kyoto Univ, 23; 1-18, 1990.  

5．Colby TV, Lombard C, Yousem SA, Kitaichi M. Atlas 

of Pulmonary Surgical Pathology. W.B. Saunders 

Company, Philadelphia, 1991.  
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14．Raghu G et al. Diagnosis of idiopathic pulmonary 
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15．Raghu, G et al. Diagnosis of hypersensitivity 
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2022.(印刷中)。 

 

Table 1.  A record of the communications with Dr. Thomas Colby and Masanori Kitaichi, MD.    

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

1980/6/22(Sun)-6/29(Sun): Postgraduate Lung Pathology Course at the University of California, San Diego (UCSD) 

(Faculty members: Dr. CB Carrington and Dr. Colby et al.) 

1985/7/20(Sat)-21(Sun): The fifth Kyoto Symposium on Respiratory Diseases (Kyoto City) 

(discussion of 10 cases and a special lecture of Dr. Colby). 

1986/4/15(Tue)-1986/10/14(Tue): A project of sending doctors abroad as a memorial action for the 75th birth year of 

Kyoto University); (Dr. Colby wrote recommendation letters for MK to Dr. Hochholzer at AFIP and Professor Bryan 

Corrin at the Royal Brompton Hospital in United Kingdom). 

1986/4/16(Wed)-: Lung Pathology Course (San Francisco) (Faculty members: Dr. WM Thurlbeck, Dr. Colby et al.) 

1986/4/21(Mon)-8/22(Fri): Department of Pathology at the University of Utah (Office of Dr. Colby) 

1986/5/10(Sat)-14(Wed): American Thoracic Society (ATS) annual meeting (Kansas City) .  

1986/7/13(Sun)-19 (Sat): University of British Columbia (UBC), Vancouver, Canada. 

1986/8/25(Mon): visited Dr. David M. Spain at the Roosevelt Hospital, New York, NY.  

1986/8/27(Wed)-9/6(Sat): International Academy of Pathology (IAP) meeting, Vienna, Austria.  

1986/9/7(Sun)-9/19 (Fri): Medical School and Pathology Institutes in West Germany (Frankfurt am Main, Freiburg, 

Bochum, Dortmund).  

1986/9/20(Sat)-10/10(Fri): Royal Brompton Hospital, London, United Kingdom, (Professor Bryan Corrin).  

1988/11/6(Sun)-11/13 (Sun): Case discussion of IPF cases at Kyoto University. 

1989/1/23(Mon)-2/12 (Sun): Mayo Clinic Rochester, Minnesota(Office of Dr. Colby). 

1989/2/7(Tue)-2/9(Thurs): Case discussion of IPF cases at Mayo Clinic Rochester. 

1990/11/28(Wed)-12/1(Sat): Dr. Colby visited Kyoto City to attend the BOOP meeting.  

1990/11/29(Thurs)-12/1(Sat): an International Congress on BOOP.  

1998/4/27(Mon): Dr. Travis committee meeting (IIPs), ATS (Chicago). 

1998/7/27(Mon)-7/29(Wed): Dr. Travis committee meeting (IIPs) at AFIP, Washington DC.  

2005/8/25(Thus-8/26(Fri): A Study Meeting (Workshop) on Chronic Hypersensitivity Pneumonitis (Sakai City) 

2005/8/27(Sat): the 110th Osaka Meeting on Diffuse Infiltrative Lung Diseases (Osaka City), (Special lecture of Dr. 

Colby), 

2010/9/18(Sat): Dr. Travis committee meeting (IIPs)(Barcelona, Spain). 

2011/4/1(Fri)-4/3(Sun): Dr. Travis committee meeting (IIPs) (Modena, Italy). 

2011/5/13(Fri)-5/14(Sat): Dr. Travis committee meeting (IIPs)(Denver, USA). 

2011/9/23(Fri)-9/24(Sat): Dr. Travis committee meeting (IIPs)(Amsterdam, Netherland). 

2016/12/17(Sat): the 10th Osaka Diffuse Lung Diseases Forum (Osaka City), (Special lecture of Dr. Colby). 

2017/5/16(Tue)-5/19 (Fri): Mayo Clinic Scottsdale, Arizona (Office of Dr. Colby). 

2022/10/4(Tue): E-mails to confirm the usage of the two photos for this article.  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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［研究］ 

“システム制御”の周辺を歩いて 
―わが研究の軌跡― 

大住 晃 

本研究会の理事長の泉孝英先生より、これ

まで研究してきた話を書けとの下命を受けた

が、筆者は工学分野で仕事をしてきた者であ

り、さて医学を志す若い人達に理解してもら

えるような記事が書けるかどうか悩んだ。そ

れは、数式を使わずに書くのが至難の業のよ

うに思えたからである。 

筆者は、昭和44(1969)年に京都工芸繊維大

学大学院生産機械工学専攻を修了し、同年同

大学の助手となり、助教授を経て平成元年機

械システム工学科教授となり、同19(2007)年

定年退職。その後２年間宮崎大学工学部情報

システム工学科教授を勤めた。本年傘寿を迎

える年齢になった。が、いまだ研究を続けて

いる。 

長年にわたって、システム制御工学分野に

おいて数理工学的見地から研究を進めてきた。

「システム制御工学」とは、例えば、小惑星に

探査機を到達させその土壌サンプルを持ち帰

るミッションを考えればわかるように、探査

機をいかに使用する燃料（エネルギー）消費

を少なく、かつ決められた時間内に正確に目

標に到達させ、帰還させるように探査機の観

測データに基づいて制御（コントロール/con- 

trol）すればよいか、に対する方策を数理工

学的に解決する学問であると要約されよう。

このようにある目標とする関数（評価関数と

いう）の値を最大あるいは最小になるように

動的システム（その動特性が微分方程式によ

って記述される対象物）に入力を加えて目的

を達成することを“最適制御（optimal con- 

trol）”といい、コンピュータを用いてすべて

自動的に実施される、いわゆる自動制御

（automatic control）である。宇宙開発といわ

ず、自動車のエンジンを自動的に制御するオ

ートマ車、家庭内においては冷蔵庫やエアコ

ンの自動温度制御など、われわれの身のまわ

りに自動制御の技術が用いられていないもの

はないほど身近でかつ重要な技術である。 

最適制御の根本思想は、米国の数理工学者

R.ベルマンが唱えた「最適性の原理」（Prin- 

ciple of Optimality）である。それは、わかり

やすくいえば 

“ある目標を達成しようとすれば、現時点

において（過去に捉われることなく）残り

の期間において目標を達成するよう最大限

の努力をすること” 

である。酒席である外科医の先生は手術の手

際をこういった。患部を一つ切ればそのつぎ

をどうするかを常に考えながら手術を行って

ゆく、と。当然といえばまったく当り前のこ

とである。患者の命がかかっているのだから。

このように今さら「最適性の原理」ともった

いぶっていう程でもないと思われるが、ベル

マンがいうように、それを「原理」と認識す

ることによって、その本質がより明確になり、

それを数式化できるのである。 

動的システムの制御に対しては基本的につ

ぎの３つの問題がある。 

（ⅰ）モデリング/システム同定：制御対象
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となる動的システムに対する入力と出力のデ

ータが与えられたとき、その構造（ダイナミ

クス＝微分方程式）を求める問題 

（ⅱ）動的システムの解析・安定性：ダイナ

ミクスと入力を与えたとき、どのような出力

が得られるのか？ どのような入力に対して

出力が安定になるのか？ 

（ⅲ）制御システムの設計：システムの動的

特性と出力の望ましい性質を決めたとき、そ

の出力がその望ましいものになるようにする

にはどのような入力を生成すればよいのか？ 

 

筆者の研究は、不規則雑音（外乱）が介入

する動的システム（これを“確率システム”

と呼ぶ）に対するシステムの状態の推定や制

御、システムに付随する未知パラメータの観

測データからの同定、あるいは入出力データ

のみからシステムの数学モデルを構築するシ

ステムモデリング、さらに不規則雑音中に埋

もれた信号の検出などの種々の問題を数理工

学的に解決することである。このほかにも研

究テーマはあるが、煩雑になるので主なもの

のみを以下に述べよう。 

 

（1）確率システムの状態推定と制御：航空

機を例にとると、その運動は風などの外乱を

受ける。その運動を地上の観測ステーション

でレーダーなどで位置や速度などを観測する

とそれらにまた観測雑音が介入する。このよ

うに不規則データから航空機の真の位置、速

度、さらに加速度などを推定する問題を（動

的システムの）状態推定問題という。筆者は

ダイナミクスに非線形特性を有するシステム

や、偏微分方程式で記述される分布定数シス

テムに対する推定問題を解決するコンピュー

タアルゴリズムの研究を行った。さらに、シ

ステムに含まれる未知なパラメータを同定す

る研究も行い、これらの研究は以下のほとん

どすべての問題に深くかかわってきている。 

 

（2）不規則雑音に埋もれた信号の検出およ

び未知パラメータの同定：このテーマは京都

の某企業からもち込まれた問題が発端で行っ

たものである。1970年代当時、毎日のように

わが国沿岸を旧ソ連の潜水艦が秘かに周回し

ていた。その海中を秘かに潜航するターゲッ

トを海底に敷設された磁気センサーにより得

られる雑音にまぎれた不規則観測データから、

潜水艦の航行を探知するにはどうすればよい

のか、という問題に対して始めた研究である。

アプローチは通信工学で用いられている信号

検定法、すなわち（潜水艦がセンサーの上を

通っているという）信号の有無に対して得ら

れる不規則データの確率密度関数の比を求め、

これを時々刻々検知するためのオンラインア

ルゴリズムを開発した。この方法は非常にう

まく行ったが、センサー上を通過してしまっ

た後で潜水艦が通ったとわかったのでは遅く、

もっと早く、つまり現在それが通過しつつあ

る、というように検知できないかとの要望が

あり、これに対してすばやく検知する早期検

出法の開発にも成功した。その一連の研究に

対して、計測自動制御学会より学会論文賞を

受賞した（1982）。このコンピュータアルゴ

リズムは現在も稼働中であると聞いている。

わが国の防衛産業に貢献した研究であり、思

い出深い。 

その延長線上の研究として、検出すべき信

号に付随する未知パラメータの同定をも含め

た信号検出法を時間-周波数解析で有力な手

法であるウィグナー分布関数を用いた新方法

を開発し、某自動車メーカーにおいて車の後

退時衝突防止支援システムとして実用化され

ている。この場合は、車から発信した超音波
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の反射信号を雑音中から検出する問題である。 

 

（3）不規則移動体のトラッキング：海上を

航行する船舶（ターゲット）のトラッキング

（追尾）問題である。不規則に航行する（不審

船のような）ターゲットをトラッキングする

際に得られる情報は、地上の観測基地との相

互連絡がないとの状況下では、ターゲットま

での距離と方位角の２つのみである。ターゲ

ットはその針路や速度を緩やかに変更すると

は限らず、その位置や速度、あるいは加速度、

針路方向などの急激な変化にも対処できるよ

うにトラッキングしなければならず、従来の

推定法であるカルマンフィルタでは上述の２

つの情報だけでは十分な精度は得られない。

そこで、擬似観測データというアイデアを用

いた新方法を案出し、不規則に移動するター

ゲットの精度よいトラッキングアルゴリズム

を開発した。この研究も上述の京都の企業か

らの依頼で行ったものである。 

この新しく提案した擬似観測データという

考えを用いて、システムダイナミクスに含ま

れる未知パラメータの同定問題に応用した論

文によってシステム制御情報学会論文賞を受

賞した（2009）。 

 

（4）部分空間システム同定：部分空間シス

テム同定というのは、多入力・多出力不規則

データから線形状態空間モデルを数学的に構

築する問題であり、この問題が出てからまだ

十数年にしかならない新しい研究テーマであ

った。離散時間システムに対する同定アルゴ

リズムは特に欧州で精力的に研究されていた

が、筆者はシステムに介入する白色雑音の高

次微分を数学的に定義するために超関数の概

念を導入し、微分方程式によって記述できる

連続時間確率システムに対する同定法を確立

した。この研究に対して、この方法は合理的

で優れた方法であるとして、システム制御情

報学会論文賞を受賞した（2001）。 

 

（5）環境問題へのシステム制御理論の応

用：地球規模で環境に対する関心が高まって

きているところから、システム制御工学的見

地から何か貢献できないかと考えて始めた研

究テーマである。具体的には、河川の汚染問

題を念頭に、水質の汚染状態を表す２つの指

標である生物化学的酸素要求量（BOD）と溶

存酸素量（DO）に対する新しい数学モデルを

提案し、さらに適当な地点で測定されたそれ

らのデータから、河川全域にわたって汚染状

況がどのようになっているのかを推定するコ

ンピュータアルゴリズムを構築した。BOD

と DO に対する従来の数学モデルとしては

Streeter-Phelps モデルが知られているが、そ

の古典的なモデルでは河川の流れの拡散項は

無視されており、さらに不規則外乱による項

は考慮されていない。そこで移流拡散方程式

に基づいた数学モデルを導出したが、その解

は不安定となって現実の河川の状況を反映し

ない。筆者は自然境界条件を考察することに

よって安定な水質方程式を構築し、それに基

づいて汚染河川の自然浄化の解析と BOD、

DO の推定、さらに汚染源（不法投棄などの

場所）の特定と、汚染負荷の大きさの同定問

題を解決した。この研究に対しても、計測自

動制御学会論文賞を受賞した（2007）。 

 

（6）確率場の推定：気圧データなどのよう

に場所によって異なる不規則性をもつ物理量

を確率場といい、それを２次元平面上の有限

個の限られた地点で取得される計測データか

ら領域全体にわたって推定する問題を考察し、

バリオグラムという統計量の導入によって推
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定するアルゴリズムを提案した。応用例とし

て、天気図の気圧等高線の作図を試みた。こ

の延長線の研究に対して㈶島津科学技術振興

財団より（1987）、また地層分布推定に応用し

て㈳日本下水道管渠推進技術協会より第２回

黒瀬賞を受賞し（1991）、それぞれ研究開発助

成を受けた。 

 

（7）柔軟構造物のアクティブ制御とその物

理パラメータの同定：超高層ビルや宇宙ステ

ーションなどのように軽量で柔軟な材質で構

築された構造物を柔軟構造物といい、これら

はわずかな外乱によっても振動が誘起されや

すく、制御の対象として盛んに研究されてい

る。超高層ビルでは長周期地震動によって大

きなゆれが生じる。そこで、これの制御問題

として、構造物が風および地震波などの不規

則外乱を受けるとき、それぞれの外乱に対し

て発生する不規則振動を抑制するアクティブ

制御信号を生成するように機能を分担させた

方式を提案した。また、同定問題に関しては、

構造物の減衰係数や剛性率などの物理パラメ

ータを振動データから非接触・非破壊で自動

的に求めるコンピュータアルゴリズムを導出

し、この方法を直接的に計測する方法に対し

てソフトセンサーと名付けた。 

 

以上は筆者が大学人として現役の時に進め

た研究テーマの一部である。研究室には毎年

優秀な学生が大学院に進学し、アイデアを出

し、コンピュータシミュレーションを実施し

て筆者の研究を手助けしてくれた。したがっ

て、これらの研究は学生諸君と筆者が日夜奮

闘した結果得られた成果である。主任指導教

授として、博士課程８人、修士課程91人の学

生を修了させ、さらに研究室の技官１人に学

位を取得させることができて満足している。

京都での定年の後、宮崎大学では在職期間が

２年間だったため大学院の担当はなかったが、

博士課程学生１人を実質的に研究指導し、共

著論文によって(3)の項で触れたようにシス

テム制御情報学会論文賞を受賞した。その傍

ら、システム制御工学に志す後進のために４

冊のテキスト（『確率システム入門』（2002）、

『線形システム制御理論』（2003）、『構造物の

システム制御』（2013）、『カルマンフィルタ

とシステムの同定―動的逆問題へのアプロー

チ』（2016））を著わし、そのうちの２冊に対

して、それぞれ平成17年と同30年に計測自動

制御学会から著述賞を受賞した。宮崎大学を

定年退職してからは、もっぱら自宅で研究を

続けている（ほかに何も趣味がないので…）。 

 

（8）物理学の種々の基礎方程式の最適制御

理論からの導出：自然法則を表す方程式―例

えば、ニュートンの運動方程式、電磁気学の

マクスウェル方程式、量子力学のシュレーデ

ィンガー方程式など―は、物理学では作用積

分と呼ばれる量（これは［エネルギー］×［時

間］の次元をもつ）の変分が零となるという

最小作用の原理によって導出されているが、

それは位置ｘと速度ｘのそれぞれの変分に基

づいた計算によって導かれている。しかし筆

者は、制御理論の観点から、運動エネルギー

を表す元となる速度ｘによって作用積分が最

小になっているに違いない―すなわちこのｘ

が制御量であり、作用積分が制御の評価関数

に当たる、と確信して研究を進め、原子レベ

ルのメカニズムを記述する量子力学の基礎方

程式であるシュレーディンガー方程式を確率

システム理論を用いて導出し、権威ある国際

学術誌に掲載した。コロナ禍の始まる2019年

１月のことである。さらに、この考えに基づ

いて、マクスウェル電磁場方程式やアインシ

・ 

・ 

・ 
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ュタインが初めて一般相対性理論から導出し

た重力場中の粒子の運動方程式（測地線とい

う）も制御理論からの導出にも成功し、コロ

ナ禍中の学会で発表している。 

 

（9）感染症の最適制御：彼のニュートンも

黒死病の大流行で大学が閉鎖になり、故郷の

ウールズソープ村に退避して２年間数学的思

索にふけり、果たして目の前にリンゴの実が

木から落ちるのをみて万有引力を発見した。

別にニュートンにあやかるつもりはなかった

が、筆者もこのコロナ禍中に何か医業に関連

したことができないかと思い、感染症の数理

モデルである SIR モデル（SIR=Susceptible- 

Infectious-Recovered）に基づいてワクチン投

与の最適問題や感染症が拡散するかどうかの

しきい値である基本再生産数R0や実効再生産

数Rtを求めるために必要なモデル中に含まれ

る複数のパラメータの推定法を考え、一応成

果も得て学会発表した。感染拡大を防ぐには、

SIR モデル中の S(t)と I(t)の接触を表す項β

S(t)I(t)のパラメータβを零にすれば、後は自

然的に S(t)は減少する。これが中国のとる零

コロナ政策であるが、わが国はそのようなこ

とは出来ない。感染者数 I(t)を減らし、快復者

数 R(t)が増加するように、またワクチン投与

（=費用）をできるだけ低く抑えるように評価

関数を設定した最適制御問題を考察し、学会

発表した。その際他大学の教授が質問した。

「なぜワクチン投与（＝制御）を低く抑えるよ

うにするのか？ 国民全員にワクチン投与す

ればよいのではないか？」と。確かにその通

りである。国は全国民にワクチン接種を勧め

ていたのだから…。しかし、当時ワクチンの

確保が十分でないのと、例えそれが確保でき

て無償だとしてもその費用はやがて税金とし

てわれわれに跳ね返ってくる。だから最適ワ

クチン投与問題は意味があるのである。その

後、モルヌピルヴィルなどの飲み薬などもで

てきたので、ワクチン接種と飲み薬の２つの

制御による最適制御問題も考察し､学会発表

した。このコロナ禍の自粛生活はそれなりに

充実している。 

 

本稿を終えるにあたり、医学を志す若い

方々に少しアドバイスさせてもらいたい。筆

者は1983年に文部省の在外研究員（長期）と

して10ケ月間米国ハーバード大学応用科学

科に留学する機会を得た。それまで、後輩た

ちが米国へ留学するのを羨ましく眺めていた。

筆者の家庭はそれほど裕福ではなかったので、

留学したい、海外で研究発表したいと思って

はいたが、実現できなかったのがやっと実を

結んだのである。家族連れで初めて外国へ行

ったのである。彼の地で40歳を迎えた。１ド

ル＝235円の時代である。もうあれから40年

になる。本研究会には、海外留学（最大２年

間）と海外での国際会議参加への助成制度が

あるとのこと。ぜひともそれらを利用して、

若い間に海外での経験を積んでいただきたい。 

 

本格的な研究生活を始めた助手の時から傘

寿を迎えた今日まで54年間、楽しく研究生活

を送れたのも、今や一流企業で活躍している

元学生諸君のお蔭でもあると感謝している毎

日である。さて、これからどのような研究を

しようか…。 

 

強学不倦  学に強（つと）めて倦まず 

問道未終  道を問うこと未だ終らざる 

（遣唐留学生井真成の墓誌） 

 

研究者としては斯くありたい。 

（京都工芸繊維大学名誉教授） 
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［研究］ 

我が国の新型コロナウイルスによる感染と死亡の特徴 
―対策大成功？ 欧米諸国と比べて小さい累積感染者数と死亡者数― 

平野洋一 

１．始めに 

私は大学卒業から定年退職まで40年間程

実験物理学の研究に従事してきました。私の

研究分野である人工太陽（制御熱核融合）の

研究では、１立方センチメーターあたり数百

兆個もの荷電粒子（水素イオンと電子）から

なる数百万度の超高温の流体（プラズマと呼

びます）の振る舞いを知る必要があります。

実験では、多数の計測装置を用いて、ある領

域に閉じ込めたプラズマを計測して、大量の

時間変化する数値データを取得し、それを解

析してプラズマの振る舞いを推測します。 

しかし、実験条件を色々変えた時、それに

よって変化する実験データをどう選択して、

どのように解析すれば、意味のある結果が出

せるのかを見出すことが難しく、大量のデー

タと格闘する日々でした。懲りずに実験と解

析を続けていると、２～３年に一度ぐらいは

面白い結果を得て論文を書くことが出来ます。 

60歳で産業技術総合研究所（産総研）を定

年退職するまでは、この様な研究を続けてい

ましたが、定年後は日本大学の理工学部の教

授と産総研の非常勤スタッフとして、学生の

教育と実験研究を続けておりました。70歳で

日大を定年となった後に、新型コロナの流行

で、産総研でも非常勤のスタッフは必要不可

欠な場合を除き出勤しなくて良いと言うこと

になり自宅に閉じ籠る羽目になりました。 

暇を持て余していましたが、中央診療所所

長の長井先生の主催されるリモートミーティ

ングで、新型コロナの流行についてお話をう

かがっている内に、新型コロナの感染者数と

死亡者数のデータを集めて、自分なりの解析

をすれば、少し毛色の変わった結果を出すこ

とが出来るのではないかと思いつきました。 

ここでは、新型コロナ感染症の感染者数と

死亡者数という基本的な数値の変化に注目し

て、私が従事してきた大量の数値データを解

析する手法を用いると、何が見えてくるかを

述べてみたいと思います。 

先ず上記のやり方により見えてきた、新型

コロナ感染の始まりから現在までの全体的な

描像をまとめたいと思います。それ以降では、

上記のまとめの中で私の興味を引いたことに

ついて、少し詳しく解析した結果を述べます。 

ここで用いた新型コロナのデータは、世界

と日本における感染者数と死亡者の変化は

NHK のウェブサイト（https://www3.nhk. 

or.jp/news/）から取得しました。また、日本

の各年代の感染数と死亡数は東洋経済新聞 

(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19 

/）のウェブサイトから取得しました。 

なお、次の文章からは、字数を減らすため、

論文形式の文体で記述することにします。 

 

２．明瞭な７つの波がある日本の感染拡大 

日本の新型コロナの感染の推移を振り返っ

てみるため、感染の最初のころから現在に至

る（2020/1/16～2022/11/2）までの、人口10

万人当たりの、新型コロナによる感染者と死
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図１ 10万人当たりの死亡者と感染者の日毎の増加 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

図２ 感染者死亡率(緑線)と死亡者/日/10万 

(赤線は図１と同じもの) 

亡者の、日毎の増加数の経時変化を図１に示

す。赤線が死亡者増、青線が感染者増である。

これらの値は日毎の変動が激しいので、14日

間の移動平均を求めて図示している。また、

感染者死亡率の変化（緑線%）を図２に示し

た。 

W1～W7は第１波から第７波の感染ピー

クを示しており、図１の各ピークの位置に示

した数字は、各波の死亡者ピークの日付であ

る。 

図から、感染数と死亡数が、それぞれがピ

ークを持つ孤立した７つの波に、綺麗に分か

れており、ピーク値が第１波から第７波まで

急激に増加していることが分かる。これは日

本だけの特徴で、後に示す様に欧米ではこの

様な綺麗に分離したピークは見えない。 

図１では、感染者のピーク値は第１波の小

さな値（感染者増加数は510人/日）から急速

に増大し続け、最後の第７波では420倍の値

（感染者増加数は213,500人/日）となる。第３

波の6,300人/日と比較しても34倍である。こ

こで重要なのは、増加が単調増加で、次のピ

ークでは数倍ずつ増加する急激なものである

ということである。 

一方、第７波の死亡者増加数は289人/日で、

第１波の21人/日の14倍、第３波の96人/日の

３倍と、増加傾向は変わらないが、感染者の

増加ほど急激ではない。これは図２に示した

感染者死亡率の低減によるもので、第１波の

～6.5%から第３波～2.1%、第５波～0.37%、

第７波～0.15％へと大きく減少している。 

第７波の感染者死亡率の値は通常のインフ

ルエンザの感染者死亡率～0.1％と較べて、そ

れ程大きくはない。また、第５波で死亡者数

が一度は減少しているが、これについては後

で詳しく触れる。 

残念ながら、死亡率の低減よりも感染者数

の増加が急激であるため、死亡者数は増大し、

日本の感染増加/日と死亡増加/日の最大値は

第７波という最近のピークに現れている。 

図１を見る限りは、日本では感染拡大の抑

制に成功しているとは言い難いであろう。 

 

３．様相の異なる西欧諸国の変化 

それでは西欧諸外国の場合はどうであろう

か。図３にその代表としてイタリアの、2020

年４月10日から2022年11月３日までの、人口

10万人当たりの、死亡者（赤線）と感染者（青
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図３ イタリアと日本の10万人当たりの、死亡者の増加/ 
日(赤線、緑線)と感染者の増加/日(青線、空色線) 

線）の、１日ごとの増加数の経時変化を示す。

図１と同様に14日間の移動平均を用いてい

る。比較のため日本の同じ値を、死亡増を緑

線、感染増を空色線、で示した。図３では日

本の値も含めて、感染が始まって暫らくたっ

た後の、2020年４月10日からの値を示してい

る。これは日本の第１波のピークが始まる頃

である。 

 イタリア以外の欧米各国の変化の様子が

皆同じというわけではないが、初期に大きな

死亡者のピークがあり、その後変動はあるも

のの減少傾向となる点では大同小異である。

また、感染者は日本の第６波付近で大きなピ

ークを持ち、感染の最大値となっている。そ

の後、死亡者のピークは第７波に対応すると

ころで再度現れるが、初期のピーク値よりは

十分小さく、減少傾向は変わらない。 

各国の最後のピーク値は、日本の最後の第

７波の最大ピーク値とだいたい同じぐらいで

ある。西欧では全体を見れば、初期の最大値

から減少傾向を続けてこの値に到達するが、

日本では最初の小さな値から始まって、各波

のピーク値が増加を続けた結果、最後に西欧

と同じような値の最大ピークが現れる。この

違いが何を意味するか、大変興味深い。 

ここで強調したいことは、感染者と死亡者

の両方で、日本の値が欧米と比較して非常に

小さいことである。日本の図１と比べると、

図３では、縦軸の最大値が大きくなっている

ことに注意して欲しい（死亡者が0.25⇒２人

と８倍に、感染者が250⇒400人と1.6倍に）。 

日本と欧米諸国の、感染の初めから2022年

11月３日までの累積の感染者数と死亡者数

を、最後の表１に示した。欧米の感染者数は

日本の２～３倍程であるが、死亡者数は５～

10倍前後と大きくなっている。何故このよう

な違いが出ているのかは、未だはっきりとし

ていないと思う。今後のパンデミック対策を

考える上で非常に重要なことなので、その原

因の解明が待たれるところである。 

何はともあれ、表題の後に「大成功？」と

書いたのは、理由はハッキリしないものの、

現在のところ、日本は新型コロナによる死亡

者数の抑制に成功して、その値を小さく抑え

ていることを強調するためである。今後、も

し第８波が襲来した場合に、この状態を維持

できるかどうかが問題である。 

 

４．東京五輪による感染拡大の可能性 

図１で示したように、日本の第５波のピー

ク値は、感染者数がそれまでのピーク値より

３倍程も大きくなっている。欧米諸国の変化

では、オミクロン以前の感染者の最大値は、

日本の第３波に対応する辺りにあるピーク値

であり、日本の第５波付近のピーク値は日本

ほど大きくはない。このことから、第５波は

日本に特有な原因で起こったと考えられる。 

第５波の感染者のピークは2021年８月23

日、死亡者のピークは９月９日にある。８月

23日の２週間程前には、東京オリンピックの

閉会式が行われており、オリンピック期間中
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図４ 第４波(点線)と第５波(実線)の年代別の死亡者 
(赤線)と感染者(青線)の増加数 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

図５ 年代別の死亡者増と感染者増の割合(％)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

図６ 年代別の感染者死亡率(％) 

は外国人も含めた人の移動が激しく、感染拡

大を防げなかった可能性が高い。 

 

５．ワクチン接種の効果、高齢者の感染減少 

幸運なことにワクチンの接種、特に高齢者

への十分な接種（接種率90%以上）が大きな

効果を発揮し、第５波の総感染者は843,141

人と、第４波の342,770人の2.5倍近くである

にもかかわらず、５波の総死亡者は4,920人で、

４波の死亡者3,849人からの増加は30%に過

ぎない。その結果、感染者死亡率は～1.12%

から～0.58%へと大きく低下している。 

第５波で何が起こったかを見るため、４波

と５波ごとの、感染者増と死亡者増の年代別

変化の違いを示す。図４は感染者増と死亡者

増の年代による変化を、図５は各波ごとの総

感染者増と総死亡者増の中で、各年代が占め

る割合の変化を、図６は年代別の感染者死亡

率＝ (死亡者増を感染者増で割った値) の年

代による変化を示す。年代は、10歳未満、10

歳代、…70歳代、80歳以上と９段階に分割し

た。 

図４から、４波と５波の感染増加数の年代

変化は60歳未満では良く似ているが、値は５

波が４波のおおよそ2.5倍である。一方、60

歳以上では感染者数はほぼ同じとなる。 

また、図５に示すように、５波では感染者

増に占める高齢者の割合は大きく減少する。

年代別の割合は４波と５波の両者とも20歳

代でピークとなるが、70歳以上では、４波は

20歳代の1/3程度であるのに対して、５波は

1/10以下にまで大きく減少する。 

即ち、ワクチン接種がなかった４波と比べ

て、高齢者の接種率が90%以上であった５波

では、高齢者の感染割合が大きく減少し、そ

の結果死亡者の割合も小さくなったと考えら

れる。70歳未満の死亡者数は５波の方が大き
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図７ 京都の死亡増/日/10万と感染増/日/10万 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

図８ 大阪の死亡増/日/10万と感染増/日/10万 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

図９ 東京の死亡増/日/10万と感染増/日/10万 

いが、70歳以上の死亡者数が多いので、その

減少の効果が大きく、全体として死亡者は少

しの増加にとどまる。 

図６の年代別の感染者死亡率では、５波 

（赤線）と４波 (青線) の値は殆ど同じで、同

じ年代依存性を持っている。死亡率が同じと

いうことは、５波の死亡者が減ったのは、新

型コロナが弱毒化したためではなく、また、

重症者への治療効果が向上したためでもない

ことを示している。５波の死亡者数が抑えら

れたのは、死亡率の高い高齢者の感染が抑え

られたのが原因で、それには高齢者の高いワ

クチン接種率が有効であったと考えられる。 

 

６．京都、大阪の第６、７波の大きな死亡数 

図７、８、９に、京都、大阪、東京の10万

人当たりの、日毎の死亡者増（赤線）と感染

者増（青線）の、経時変化を示した。第６と

７波の感染者増/日/10万人の値は、京都、大

阪、東京で大きな差は無い。しかし、６波の

死亡者増/日/10万人の値は、大阪0.42人/日、

京都0.34人/日となり、東京の0.17人/日と比

べて２倍以上大きい。第７波でも京都と大阪

の値は40%ほど大きめである。 

どうして死亡者増にこのような違いが出た

のか。京都、大阪とも古い町なので、高齢者

の人口が大きいと予想し、高齢者の死亡率が

高い新型コロナでは、死亡者数が増えたので

はないかと考えたが、年代別の人口分布、感

染者数割合と死亡者数割合の年代依存性を調

べたところでは、全日本と京都では大きな違

いは見られなかったので、それが原因ではな

いと考えられる。 

東京周辺の神奈川、千葉、埼玉、茨城、少

し離れた宮城などでも第６波の10万人当た

りの死亡者数は小さく、逆に、奈良、兵庫、

福岡などでは大きい。東と西で医療体制に何
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表１  国別10万人当たりの累積死亡者と感染者数、感染者死亡率（2022/11/3現在） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
国名     累積死亡者数   累積感染者数   累積感染者死亡率(％) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
日本 36 17,235 0.21 

イタリア 311 40,097 0.78 

ドイツ 191 43,307 0.44 

フランス 243 55,433 0.44 

英国 313 34,793 0.90 

米国 333 30,552 1.10 

韓国 59 51,198 0.12 

台湾 55 32,558 0.17 

オーストラリア 104 40,687 0.26 

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

か違いがあるのか、住人の遺伝子に違いがあ

るのか、この違いの原因の解明が望まれる。 

 

７．まとめ 

日本の感染者数と死亡者数の経時変化の図

１を見ると、７つのピークが綺麗に分離して

連続的に連なる変化をしていることが分かる。

しかも、ピークの値は時とともに増大し、現

在までのところ、感染者も死亡者も、頭を打

っている様には見えない。一方、西欧では初

期のころに最大の死亡者のピークがあり、次

第に減少して現在の値になっている。そのよ

うに経時変化が全く異なる両者の値が、現在

のところ同じような値になっていることが面

白い。偶然にそうなっているのか、何か理由

があるのかは良く分からないが、日本の綺麗

な７つのピークの分離は世界的に見て、大変

特異なものなので、日本としては何故そうな

ったかを明らかにする務めがあると思う。日

本人の、皆と合わせて行動する性格、皆がマ

スクをすれば自分もするという性質が、効い

ているのは確かだとは思うが。 

表１に示す様に、現在の日本の10万人当た

りの累積死亡者数は西欧に比べて大変小さい。

これがこの先も維持できるかが問題である。 

累積死亡者数が西欧と比べて小さいのは、

日本だけでなく、韓国、台湾、オーストラリ

アなどの東アジア付近にあるいくつかの国で

もみられるが、何故そうなるかは今のところ

不明である。総人口に対する累積感染者の割

合は、日本では16%と低く、西欧では30～

50%と高いので、その影響も考えられるが、

その割合は韓国では51%、オーストラリアで

は41%と高いので、それだけが原因ではない

であろう。 

この原稿は2022年11月中旬にまとめたが、

その頃から新型コロナの感染者数が再度上昇

を始め、11月10日には日本の感染者増が８万

7000人/日と、第７波のピーク値26万人/日の

1/3に達した。死亡者数は遅れて増加するの

で、まだ値は小さく、これまでのデータとの

比較はできないが、この報告が出版され、皆

さんがお読みになる頃には、第８波のピーク

が来ている可能性がある。その大きさが第７

波と匹敵するような場合には、この報告の内

容を再検討することが必要であろう。  

（元日本大学理工学部物理学科教授） 
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［エッセイ］ 

厚労省にもの申す 
～三位一体ではなく１つずつ～ 

（医師の４大偏在解消が１丁目１番地） 

邉見公雄 

 厚労省は2024年 4月から勤務医の働き方改

革を始める。前世紀からお題目だけで医師の

偏在は解消せず、医師の総数は増え銀座の美

容外科や９時５時のビル診の心療内科など増

えているのに、地方や外科、産科などは殆ど

増えていない。 

先日、国連から我国に「出入国在留管理所

の医療や食餌などの処遇を改善せよ」との勧

告がなされた。スリランカ人女性ウィシュ

マ・サンダマリさんの死亡が契機と思われる

が、以前にもカメルーン人男性が死亡した件

で国に賠償命令も出されていた。少年院や刑

務所の医療も充実せずお寒い限り、とは実際

に勤務している関係者の談。これらを解消せ

ずに勤務医の働き方改革を強行すれば、田舎

の救急医療は持たないと危惧している。 

プロフェッショナルオートノミーでは“百

年河清を俟つ”ようなもので、もう50年経っ

てしまった。医療界以外の方からは、プロフ

ェッショナルエゴイズムとか警察官等のよう

にある程度国や自治体が管理すべきとの意見

もある。現に諸外国では地方が定員等を定め

ている所も多い。私は10数年前に引退した元

外科医であるが、保険医指定の手続きを取り

明日から銀座で物忘れ外来や皮膚科の診療所

を開いても誰も止められない。 

地域医療構想も本当にお粗末極まりなかっ

た。データが旧く、私が統合の座長を務め、

丹波医療センターとなった柏原赤十字病院な

ども含まれていた。統合相手は当時の舛添厚

労相や野田首相も視察され小児科を守る会で

有名になった兵庫県立柏原病院である。また、

私の中高の同級生が院長をして既に統合した

阿南市医師会病院なども含まれていた。デー

タも６月のみと感染症や脳血管障害、心筋梗

塞が少ない時期というのもバイアスが混じる。

地域完結医療を唱える総元締めの厚労省が、

病院完結とも言える指標を出してきたのは矛

盾も甚だしく、やはり局あって省なしか?! 

私の弟が院長を務めている徳島県鳴門病院

は県内でも５指に入る手術数を誇り、徳島大

学の教授も輩出する病院にもかかわらず対象

となっていることには驚愕した。さすがにこ

れはデータミスと訂正されたが、これによる

研修医や採用予定のコメディカルへの風評被

害もあったようである。 

当時、地域医療構想に関係する若い技官に

「貴君は424病院に行ったことがある？」と尋

ねた。長い沈黙のみ。私はそれまでに半数以

上の病院、230位は訪れた筈である。行って

初めて判ることも多い。距離は近くとも間に

山や川、深い入り江があったりする。データ

だけでは判らないことは一杯ある。 

やはりここは現
．
場に出て、現

．
物を見て、現

．
 

実的に考える、という京都大学の“３現主義”

を見習ってほしい。医系技官や文系技官に京

大卒が少なく、慶応や千葉などの後塵を拝し

ているのは残念至極である。今回のコロナパ

ンデミックでは指定された病院の半数以上が

対応し、その地域の住民を守った。警察や消

防と同じく、やる時はやるのである。 

私は中医協委員だった時に次のような主張

をした。「病院の日当直は出来高ではなく、

まるめで１日幾ら、１晩幾ら、というように

してほしい。例えば医師や看護師、薬剤師、

放射線技師、臨床検査技師を配置していれば、

外来患者がゼロでも〇〇点に。逆にいくら多
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くの患者が来ても断らず、その点数でいいか

ら」と。今まで一度も戦ってなくとも自衛隊

は国のために逃げ出さないから評価されてい

る。自衛隊が出来高算定ならゼロか災害出動

時のみの点数となる。国民の生命・財産を守

ることと住民の健康と生命を守ることは同じ

筈なのに、この意見は採用されず、議事録に

も載せてくれないのがこの国の現状であった。 

公的病院不要論や聖域なき改革など新自由

主義的な考えをお持ちの方々には、是非とも

この現実を見て頂きたい。岸田首相は自民党

総裁選で新しい資本主義を唱えられた。しか

し、今年の国家予算や診療報酬改定にはそれ

が全く反映されていない。そもそも彼の主張

は人にやさしい社会を目指すことではなかっ

たのか？ 新しい資本主義の主流、中核は医

療・介護と保育・教育という人に投資する部

門、更に加えるなら農林水産業など地球にや

さしく医食同源、SDGsにも合致する一次産業

ではないかと愚考する。 

実は４年前、終活、恩送りにとささやかな

NPO を立ち上げた。コンセプトは、医療・

介護と保育・教育、そして労賃の安い発展途

上国へ逃げていく工場ではなく逃げない地面、

水面を利用する農林水産業こそが地域生き残

りの必要十分条件との考えである。地域医

療・介護研究会 JAPAN（LMC：Local Medical 

Care）と名付けた。コロナ禍の中でも会員は

徐々に増え、現在1,000人を超える会に育った。 

京都健康管理研究会の支援も頂き、第８回

研究会が９月11日に京都リサーチパークでハ

イブリッドにより開催された。テーマは「ウ

イズコロナの医・歯・薬・看・介」で基調講

演は門田守人日本医学会会長と山本信夫日本

薬剤師会会長に御登壇頂いた。各界の代表や

国会議員４名、前議員も３名御参加頂いたが、

予定していた国会議員のお一方は不祥事で欠

席。信頼していた方だけに心が痛んだ。また、

研究会後の意見交換会もコロナパンデミック

７回の影響でここ数回は開催できず、「アフ

ターファイブこそ本当の会」といつも唱えて

いた私にとっては痛恨の極みである。 

次回は2023年１月21日に開催予定。尾身茂

氏から「コロナの今までとこれから(仮題)」

の演題で御講演頂く予定だ。これでコロナを

締め括って頂ければ幸い?! また、２月25日に

は２年延びた第３回現地交流会が小澤幸弘三

浦市病院管理者のお世話で神奈川県三浦市で

開催され、第４回は10月15日に岩手県八幡平

において望月泉八幡平市病院事業管理者のお

世話で開催予定である。これらの会がウィズ

コロナでも開催されることを熱望している。 

読者諸賢の御参加をお待ちするとともに、

私の主張に対して辛口のコメントをいただけ

れば幸甚である。（特定非営利活動法人 地域

医療・介護研究会 JAPAN 会長） 
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［エッセイ］ 

ガイドライン20年 

細川洋志 

「ガイドライン外来診療」という医書が、

2001～2020年の20年間にわたって日経メデ

ィカル開発から毎年改訂・刊行されていまし

た。「診療ガイドラインを“使いこなす”ため

の座右の書」と銘打ったこの書籍は、日本に

おける診療ガイドライン（以下、ガイドライ

ン）発展の黎明期から成長期に少なからず関

わってきました。 

この医書は、“適切な医療と妥当な医療費”

を常に念頭に置いていた泉 孝英先生（京都大

学名誉教授、公益財団法人京都健康管理研究

会理事長）と、日経メディカル開発という医

療メディアが交叉した書物でもありました。 

ガイドラインの発展とともに歩んできたこ

の医書が、どのような経緯で生み出され、ど

のような役割を担ったのかなど、刊行した一

編集者の立場から振り返ってみたいと思いま

す。 

 

ガイドラインの黎明 

今でこそガイドラインは医師の日常診療に

欠かせない重要な指針となっていますが、四

半世紀以上前の日本では、その基盤をなす

「根拠に基づく医療」（EBM：evidence-based 

medicine）という考え方への理解はまだ覚束

ないものでした。 

そうした中、ガイドラインの根底にあるEBM

という考え方、そしてガイドラインそのもの

を日本にも普及・定着させようと誰よりも早

く臨床の現場から尽力されてこられたのが泉

先生でした。 

泉先生は、ご専門の呼吸器領域を舞台に

1990年代より欧米のガイドラインを多数監

訳され、その一端を挙げれば、米国 NIH（国

立衛生研究所）の「気管支喘息の診断と治療

のためのガイドライン」（1993，医学書院）、

「ERS（欧州呼吸器学会）COPD ガイドライ

ン COPD（慢性閉塞性肺疾患）の適切な評

価と管理」（1996，ライフサイエンス出版）、

米国胸部学会の「COPD（慢性閉塞性肺疾患）

の診断・管理基準」（1996，ライフサイエン

ス出版）、「喘息の診断・管理 NIH ガイドラ

イン 第２版」（1999，医学書院）、「米国胸部

学会ガイドライン 結核・非結核性抗酸菌症診

療ガイドライン」（2002，医学書院）など、

精力的に日本に紹介されてきたのでした。 

喘息治療については、今でこそ吸入ステロ

イドがガイドラインに則り第１選択薬として

周知されていますが、当時日本では抗アレル

ギー薬などが治療薬の主流でした。そうした

なか、泉先生をはじめごく一握りの先生方が

欧米の知見をいち早く取り入れ、吸入ステロ

イドに基づく喘息治療を実践し大きな波紋を

呼んでいたのでした。米国 NIH の喘息ガイ

ドラインを携え、吸入ステロイドの有効性や

有用性を果敢に提唱する先生方の姿は、前職

で喘息治療に関する定期刊行誌を編集してい

た者にとっては瞠目すべきことでした。とき

を経て、吸入ステロイドは日本の喘息治療に

定着し、喘息死が激減したのでした。EBM に

基づくガイドラインというものは、治療を根

底から変えうる存在でもあるのだなと思った

ものでした。 

ちなみに、このような黎明期には行政もガ

イドラインの支援を行うようになり、1999年

度から厚生科学研究費（現・厚生労働科学研

究費）補助金事業として糖尿病、急性心筋梗



 34 

塞、高血圧などのガイドラインが作成されま

した。また、国立公衆衛生院（現・国立保健

医療科学院）にガイドラインに関するデータ

ベースの整備が計画され、紆余曲折を経て

2004年に日本医療機能評価機構において医

療情報サービス事業「Minds」（Medical In- 

formation Network Distribution System）の運

営が始まり、ガイドラインが収録されウェブ

サイトで公開されるようになりました。 

 

新たな「柱」 

総合出版社の日経 BP は、月刊医療情報誌

「日経メディカル」（1972～2021）を発行し、

数多くの第一線の臨床の先生方に愛読されて

いました（現在は日経メディカル Online）。

1996年、日経メディカル開発が日経 BP の子

会社として設立され、北野貞雄・初代社長の

もと「日経メディカル」同封別冊の編集・制

作、医療セミナーの運営、患者向け病医院広

報誌の編集・発行などを経営の柱として展開

していました。 

事業の拡大とともに新たな「柱」が求めら

れ、できたての組織よろしく自由な雰囲気の

なか、ガイドラインが医療の大きなトレンド

になりつつあることから、かつて喘息治療で

お世話になった泉先生にガイドラインをテー

マとした企画について相談しようと思い立っ

たのでした。 

泉先生は、月刊医学雑誌「最新醫學」（1946

～2019，最新医学社）において、1999年４月

から毎月にわたって、市中肺炎、褥瘡、高血

圧、高脂血症、糖尿病など当時公表されて間

もないガイドラインの編集責任の先生方と対

談シリーズを行っており、ガイドラインの啓

発に心を砕いておられたのでした。 

2000年５月下旬、種々のガイドラインのエ

ッセンスを１冊にまとめた本造り――これを

テーマに泉先生のもとへ相談に伺いました。

はたして泉先生は快く賛同され、すぐにでも

着手しようとの力強い言葉をいただきました。

喜び勇んで東京に戻り、泉先生と話し合った

内容をもとに提案書を作成し、北野社長を交

えた経営会議で発表したのでした。もちろん

泉先生との相談に先立ち幹部らと協議を重ね、

泉先生から編集の諒解をいただいたことを彼

らに報告したうえでの会議でした。 

その日の経営会議は、地ならしを終えて半

ば形式的なものと考えていましたが、いざ始

まってみるとどうも様子が違う。今まで俎上

に載らなかった「ガイドラインを扱うのは時

期尚早ではないか」「多くの執筆者からなる

医書造りは当社にとって荷が重いのではない

か」などといった慎重論が出てきたのでした。 

想定と異なる展開に些か戸惑いつつも、前

者の考えの底流にある「ガイドラインという

存在自体が医師の裁量権の観点から反発を招

くのではないか」といった懸念に対しては、

「様子見するのではなく医療メディアの私た

ちこそがガイドラインとの関わり方に先鞭を

着け、その普及の一端を担うべきではないか」

と述べ、後者については「確かに事業の拡大

とともに今の陣容では心許ないものがあるが、

信頼できる外部スタッフと縦横に連携をとれ

ば成しうること」などと力説したのでした。

事前に協議を重ねた幹部らから“援護射撃”

があるものと思っていましたが、なぜか沈黙

のままでした。しばらく議論が続き多勢に無

勢の感がありましたが、それまでずっと議論

を聞き入り沈黙を保っていた北野社長が口を

開きました――「リスクをとらないことには

新しいことは拓けない。まずはやってみては

どうかね」。この一言によって議論は決着し、

新たな「柱」作りが始まったのでした。 
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徹底的にわかりやすく 

種々のガイドラインのエッセンスを１冊に

まとめた本造りを、どのような切り口で編集

するのか――。まず泉先生が言われたことは、

一般臨床家のための“虎の巻”、ということで

した。虎の巻とは秘伝の書であり参考書。そ

れは、大学教授を停年退官され、「町医者」を

標榜し市井の診療所の所長として活躍されて

いた泉先生の、「多忙を極める実地医家にと

っては多くの分厚いガイドラインを読みこな

すことはそう簡単なことではない」との実感

から滲み出たものでした。 

一般臨床医に真に役立つ医書として、まず

診療所外来で遭遇することの多い疾患につい

て、最新のガイドラインを基にわかりやすく

解説する――。そのための具体的な構成とし

て、各項を「解説編」と「要約編」の二部立

てにしたのでした。一度「解説編」に目を通

しておくと、次からは「要約編」だけでも役

に立つことを期待してのものでした。 

この構成は、おそらく当時のアカデミック

な医書の世界にはみられなかった斬新なもの

で、それに加えて「患者・家族への説明のポ

イント」「どのような場合に専門医に紹介す

べきか」といった項目も立て、まさに実地診

療のプロセスに則したものでした。 

「解説編」では、図表を多く取り入れた診

断、治療の解説、さらに冒頭には国内外のガ

イドラインの公表状況を記載する欄が設けら

れました。欧米のガイドラインの動向の記載

は、常に欧米と日本の医療を比較してきた泉

先生ならではのものでした。「要約編」では、

「解説編」に記載された診断、治療のポイント

を簡潔にまとめ上げ、加えて詳細な処方例を

提示するというものでした。もちろん当時は

まだガイドラインが公表されていない疾患が

それなりにあることから、これらについては

最新の知見に基づく適切な対応を意識しての

執筆を専門家各位に依頼したのでした。 

泉先生と編集方針について協議していた際、

にっこり笑いながら「徹底的にわかりやすい

本造りは楽しいことやな」と言われ、それま

での学術的な装いの医書の枠組みを易々と乗

り越える自在な編集方針に、ずいぶん心を動

かされたものでした。それは、その後の様々

な仕事の礎になったことでもありました。 

 

本物 

翌年（2001年）３月下旬の刊行を目指して

作業は急ピッチで進められました。スタート

が遅かった分、一刻の猶予もありませんでし

た。編集・制作態勢が整い、編集の様々な事

務作業は牧野奏美さんが、制作作業は外部ス

タッフの朝日メディアインターナショナル大

町昌昭さんのチームが全面的に引き受けてく

れました。この両名は、その後20年にわたっ

て本書の実務に誠実に向き合ってくれました。

20年間一度も遅滞なく刊行できたのは、泉先

生をはじめ彼らの尽力のお蔭と言っても過言

ではありませんでした。のちに、泉先生が「一

つの医書プロジェクトで、20年もメンバーが

変わらず毎年刊行できたことは希有なこと」

と言われ、心に沁みました。 

10月を迎えて依頼原稿が次々に集まり、急

ぎ原稿整理、レイアウト、泉先生の査読、校

正などの作業を進めました。特に本書の特色

である「要約編」をはじめとしたデザイン・

レイアウトの制作には時間をかけ、外部デザ

イナーの浅川 明さんと毎夜遅くまで協議を

重ねたものでした。 

販売部も動き出しました。当時、日経 BP

では直販が主流で、読者にダイレクトメール

（DM）を送り、また「日経メディカル」「日経

ヘルスケア」といった自社情報誌に広告出稿
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し直接注文を取り付けるのでした。書籍の広

告制作は従来、販売部の担当でしたが、上が

ってくるデザイン案はまるでスーパーのチラ

シのようで、何度ダメ出しをしても改善され

ず、とうとう浅川さんと共に広告を作ること

にしたのでした。 

年が明け、作業はピークを迎え連日突貫工

事の様相を帯びていました。黙々と作業を続

けていたある日のこと、販売部の辺りがなに

やら騒がしい。聞くと年明けに発送した DM

の予約注文の数が日増しに多くなり、この一

両日は300、400あったとのこと。それがどれ

ほどのことなのかよくわからず、とにかく目

の前の作業をこなすことに精一杯でした。し

ばらくして、ふと横を見ると北野社長が立っ

ていました。手に DM の資料を持ち、ぼそっ

と言われたのでした。「この本は本物だな。し

っかり造りたまえ」。その言葉を聞いて疲れ

が吹き飛び、静かに奮い立ったものでした。 

３月下旬、予定通り「ガイドライン 外来診

療2001」が刊行されました。当初想定した部

数を超え、結果的に２倍以上の販売部数にな

ったのでした。反響もそれなりにあり、「日経

メディカル」のモニターの某大学教授から、

「広告を見て興味津々、序文を読むと泉先生

の編集方針が明快です。要約もすばらしいア

イデア。そろそろわが国の臨床医学に科学が

導入されてもよい頃ですので、以後の改訂版

も期待します。人の真似をしないオリジナル

に富んだ名著をありがとうございました」と

いったコメントが編集担当役員のもとに寄せ

られたのでした。 

以後、2001年版を土台に毎年改訂作業を行

い、日常診療で遭遇することの多い疾患を

「外来のガイドライン診療」の章として本書の

中心に据え、ほかに「専門医の管理・治療が

必要なガイドライン」「がん診療の現状」「医

学・医療をめぐる話題」などの章が構成され

ました。また、医療費や画像診断に関する別

冊付録を同封するなど、読者に有益な情報を

様々な角度から提供したのでした。 

 

おわりに 

この20年、多くのガイドラインが学会など

から公表されるようになりました。最新の標

準治療を提示するものとして、エビデンス・

レベル、推奨グレードの明確化が進み、従来

の教科書的な記述法のほかに、治療法の疑問

など種々のクリニカルクエスチョン（CQ；臨

床的課題）が設定され、それに対して回答す

る形式の記述法が主流になってきました。ガ

イドラインは３～５年を目処に改訂が行われ

ますが、急速なデジタル化の発展に伴い、ガ

イドラインによっては年に１回以上の改訂が

行われるものもあり、学会などのホームペー

ジから容易に閲覧できるようにもなりました。 

“適切な医療”は進展し“妥当な医療費”と

いう観点は置き去りされたままですが、日常

診療に欠かすことのできない指針として、ガ

イドラインは確かに浸透してきたのでした。 

 

忘れることで前を向いてきたような人生で、

20年を振り返ることは、ほのかに光る記憶の

断片を拾い集めることでもありました。思い

出すのは本造りが始まった頃のことであり泉

先生との編集会議のこと。それなりに20年の

記録はあるものの、その後の改訂作業に勤し

んだ日々の記憶は朧気なものでした。 

新たな扉が開くときは必ず他者との出会い

があり、人生を形作るのはこの出会いにほか

なりません。泉先生、北野元社長、そして本

書に関わった方々との奇跡にも似た出会いに

心より感謝いたします。 

（元日経メディカル開発編集長） 
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［エッセイ］ 

友人の介護に想うこと 

栗林治代 

［エッセイ］ 

友人の介護に想うこと 

栗林治代 

「あけましておめでとう。今年も笑ってい

こな」私が奈良県の宇陀の村に嫁いで50数回

繰り返した、お隣のＡ子さんとの年始の挨拶

です。 

Ａ子さんは、83歳となる今まで、病院に行

ったのは50年まえの出産の時だけという元

気が売り物の女性です。その彼女に異変が起

きたのは、今年の梅雨頃でした。胃の大半を

切除することとなり、その後の生活が一変し

たのです。退院後の日中は、１人での在宅療

養の生活となってしまいました。 

家族は、お勤めに出ている娘さんとの２人

で、娘さんは早朝に出勤し帰宅は午後10時頃

でした。それでも、母親の食事の準備や身の

回りの世話に努め、夜は母親のベッドの横に

座布団を敷き、ほぼ仮眠しかしていない状態

で献身的に介護されていました。 

そんな様子を知った私は、これまでご縁が

あってお隣に住まいをさせていただいてきた

のだから、少しでも力になりたいとの思いが

強く湧き、毎日様子を見に行き、顔色を見な

がら食事を考える生活を始めたのでした。ず

っと食欲のない状態が続いたＡ子さんですが、

真夏にソーダ味のアイスクリームを「すっと

して、おいしい」と言って食べてくれた時に

は、ほっとすると同時にとてもうれしく思い

ました。このサイクルが私の生活リズムとな

り、Ａ子さんの笑顔が私の元気の素となって、

さらに２人の関係が強くなったと感じました。

ところが、Ａ子さん宅を訪ねた時に、Ａ子さ

んが意識朦朧となっており、あわてて救急車

を呼ぶ、こういうことを何度繰り返したでし

ょうか。ご近所さんの繋がりがなければ、誰

にも助けてもらえず最悪の結果となる事態が

いつ起こっても不思議ではありません。救急

車を呼ぶたびにそれを痛感させられます。 

私の住む山村は、ご近所さんと言ってもお

互いの家は離れ、何かがあっても歩いて助け

を求めに行くことは困難です。過疎化が進み、

子どもたちの声はなく鹿や鳥たちの声が聞こ

えるこの地域では、高齢者の１人か２人世帯

が多くなり、行った先のお宅も高齢者のこと

が大半で、地域で支え合うという気持ちがあ

っても、それが不可能となる日がそう遠くな

い将来に来ることを考えると、やはり不安な

ことばかりです。 

自然は豊かで、四季折々の花にうっとりし、

万葉集で『東の野に炎（かぎろひ）の立つ見

えてかへり見すれば月傾きぬ』と読まれるほ

ど厳しく冷え込む夜明け前の幻想的なひと時

や、冴えわたる寒空のもとで見る星の美しさ

等は素晴らしいです。また、幾重にも重なる

山々と里の季節ごとに変化する風景は何物に

も代えがたい一方、年齢を重ねるごとに生活

面での大変さが強く体にこたえてきます。 

「人は人の為に生きてこそ人と申す」。これ

は私のモットーで、毎朝目覚めた時に声を出

して読み、一日の終わりには、今日の一日を

無駄に過ごさなかったか、人の為に何かをさ

せていただいたか、ありがとうを何度言った

か、…いろいろ思って床に就いています。 

友人の介護を通し、私もいつか人様のお世

話になる日が来ることを実感します。その日

を迎えることに不安を感じながらも、一日で

も長く周囲の人と寄り添い、この自然が豊か

な宇陀の地で生きていきたいものです。 

（中央診療所の外来患者） 
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［エッセイ］ 

わが音楽人生 

荒井雅至  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
写真１ ソロコンサート(2022年7月3日メルパルク京都) 

2022年７月３日メルパルク京都で開催され

た市民健康講座（第18号裏表紙）のリラック

スタイムで、会場におこし下さった満員の受

講生の皆様に、2020年東京銀座・日本弦楽器

より貸与を受けた Guarneri（グァルネリ）家

の始祖アンドレア1650年の銘器と、併せて昨

年より1800年初期作現代弓の原型 N.Tourte

（トルテ）で弾く、私のソロコンサート（写真

１）を聴いて頂きました。 

実はその２週間ほど前の６月15日私は武蔵

野日赤病院で計画的でありますが先進医療心

房細動カテーテルアブレーション手術を受け、

何年ぶりに深呼吸の心地良さを味わえました。

そして術後最初のコンサートが京都市民健康

講座でのステージと言う、何ともドラマチッ

クなご縁を感じておりました。 

このレクチャーコンサートでお会いし、私

の音楽家としての生き様に目を向けて下さい

ました公益財団法人京都健康管理研究会理事

長の泉孝英先生から直接のご連絡で、私のか

つて留学先であったウイーン時代の事、又帰

国後此の日本の色々な意味で厳しい音楽の世

界をどの様に生き抜いてきたか等、エッセイ

「わが音楽人生」のご依頼をいただき大変光

栄に思います。普段の五線譜ではなく今原稿

用紙に向かい、いつもとは違う緊張感を感じ

ながら、医療関係の皆様に音楽家のバックス

テージの情景等をご披露出来ればと考えてい

ます。 

 

音楽との出会いからプロへの道 

私の音楽との出会いは小学２年生の秋に故

郷信州・更級郡篠ノ井町立通明小学校の体育

館で聴いたヴァイオリンの音色でした。短歌

誌アララギの発行に携わり歌人として選者も

務め生涯現役を通した父親の影響を受け、気

が付けば父が敷いたレールに乗り中学２年で

上京、ヴァイオリニストへの道を目指してい

ました。当初描いた夢がプロのオーケストラ

に入ってベートーヴェンの第九を演奏する事

でした。 

入団オーデイションはかなり厳しい状況下

でしたが、兎に角遮二無二食らいつき音大卒

業した年の夏前には読売日本交響楽団（通称

読響又は読売日響）の正団員に成れた事は快

挙でした。因みに現在、在京メジャーオケの

入団オーデイション一次審査に時には100名

近い秀英がしのぎを削ると言った厳しい現状

です。入団当時はハープ奏者以外は全て男性

で、質実剛健の雰囲気を感じました。小田急

線読売ランド前駅より団専用の送迎バスで大

観覧車が迎えてくれる遊園地内の奥に位置す

るプレハブ作りの建物が練習場で（現在はリ

ニューアル）隣にはプロ野球読売巨人軍２軍

選手寮があり我々も昼休み等気分転換にその

隣でキャッチボールをしたものです。 
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写真２ 日本大使館の外交官 Herr Yamagishi 氏宅で 

バリリ先生と（1977年秋） 

さて目標であったプロオケで弾く第九の凄

さは実に感動的でした（最初のマエストロは

オランダの巨匠 W.V.オッテルロー）。今でも

第３楽章の朗々と流れる弦楽アンサンブルの

響きを聴く度に、夢を追い胸に血湧き上がる

当時の感動を思い出します。余談ですが…コ

ーラスの中の素敵な黒髪の女性と目が合った

時の高揚感、これぞ正しく喜びの歌也。 

第九追伸；丁度在京オーケストラに労組問

題が噴き出した頃で、日本フイル支援の為本

番前燕尾服に赤色の腕章を巻いてお客様にビ

ラ配りをした時代でもありました。 

 

ウイーン留学・ウイーン便り其の１ 

読響には６年弱在籍しました。此の間世界

的な指揮者・ソリストとの共演を多数経験出

来た事はその後に大きな糧となっています。

（時にはモーリス・ジャンドロン、セルジュ・

ボド等の巨匠にリハーサル後居残りをして私

の演奏を聴いて貰いヨーロッパ留学への夢を

膨らませたのである）とても条件の良いオー

ケストラでしたので在籍したままで留学を等

多少の迷いはありましたが、今考えると若気

の至り…読響を退団しウイーンに留学。ウイ

ーン市立コンセルバトリウムで、かつてウイ

ーンフイルの名コンサートマスターで楽団長

も務めたマエストロ、ワルター・バリリに師

事しました（写真２）。兎に角存在感抜群、上

品な紳士で日本人以上の繊細さがあり、私流

に言わせて頂けるなら大きな賢いカラスの様

な眼差しの持ち主で、彼と向き合うときは無

心になる事の必要性を感じました。音楽留学

生が実りある時間を如何に過ごせるか、その

最も大切な条件の一つが、師事する教師と何

処まで良い信頼関係を築けるかだと思います。 

私がコンセルに入学後バリリ先生自ら奨学

金の手配を事務局に申請して下さり、後に入

学金より相当多い額を貯金したり、一度御夫

妻で私のヴォーヌングを訪ねられ（いわゆる

戦火を逃れた５、６階建てのアパート・市内

には此の様な古い集合住宅群が軒を連ねてい

る）私の個人的な相談にのって下さったりと、

公私にわたりお世話になれた事はじつに幸せ

でした。９月のコンセルバトリウムの入学試

験の前にウイーン第Ⅲ区のヴェルヴェデーレ

宮殿に続いているお住まいに伺いベートーヴ

ェンの協奏曲を聴いて頂きました。多分相当

気負っていたのだと思う私に「Bitte leise」（ど

うぞ気持ちを楽に）とのお言葉をかけて下さ

り、終了後は隣の宮殿のレストランでお食事

もご馳走になりました。その時のアペリティ

ーフ（食前酒）の味は忘れられません。 

ウイーン留学で得たもう一つの収穫がシュ

ターツオーパー（国立歌劇場）での連夜のオ

ペラ鑑賞です。コンセルの受付で学生が貰え

るシュテープラッツ（立見席）のオーケスト

ラピットが良く見えるバルコン席から、憧れ

の第一コンサートマスター、ゲルハルト・ヘ

ッツエルの演奏する姿を目に焼付たものです

（当時ウイーンフイルメンバーから全幅の信

頼を得、巨匠カールベーム等合わせが難しい

指揮者の時には必ずコンマスはヘッツエルで

した）。話題が前後しますが、後にヘッツエル
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写真３ ゲルハルト・ヘッツエル日本公演の  写真４ ワルター・バリリ回想録 

ポスター 

が日本公演（写真３）した時のピアノ伴奏は、

私が神とも崇拝する小林道夫先生でした。そ

の東京文化会館での合わせを地下の大きなリ

ハーサル室で何と私たった１人で聴かせて頂

けたんです（小林道夫先生から25年間に及び

薫陶を受けた事は何れお話させて頂きます）。

又、バリリ先生の奥様はシュターツオーパー

合唱団アルトのリーダーでした。 

私が帰国後催されたシュターツオーパー日

本公演の際には、私の運転で鎌倉・江ノ島を

ご案内し、都心に戻った後ドライブの御礼に

と当時ウイーンフイルの方々のお気に入りと

か、赤坂にあったインド料理店「タージュ」

でシュピナート（ほうれん草）カレーをご馳

走して頂きました。 

バリリ先生は今年の春100才でお亡くなり

になりましたが、数年前音楽之友社から回想

録が出版されています。其の表紙（写真４）

には先生の最もお気に入りの写真を選ばれた

と思いますが、丁度私が師事していた頃のお

写真なんです。 

私は日本で読

売日響の正団員

として活動後ウ

イーンに留学し

ましたが、この

選択はある意味

で正解でした。

既に社会人であ

るとの事から大

使館主催の種々

の催しに参加さ

せて頂けたり、

様々な職種の現

地滞在の方々と

お付き合い出来

た事はとても良

い経験になりました。 

この縁を含め夏のザルツブルク音楽祭を聴

いた時、隣の席が何と昨年亡くなったメトロ

ポリタン歌劇場の巨匠Ｊ. レヴァインでした。

興味のある皆様から羨ましがられるかも知れ

ませんが、カラヤン、バーンスタインのウイ

ーン最後のステージ姿、オペラカルメンのカ

ルロス・クライバーによるプレミア公演、そ

して驚異のソプラノ、エディタ・グルべロー

バによるルチア（写真５）、夜の女王、アリア

ドネ… 等々ウイーン我が夢の町・想い出話

は尽きません。 

 

ウイーン便り・其の２ 

ウイーンシュターツオーパーからシュテフ

ァン寺院に向かうケルントナー通りを進み、

寺院の先を左折してペストの記念碑からお菓

子のデーメル辺り・グラーベン界隈の外国人

観光客で賑わいを見せるリンク内側の中心街

に対して、私の住んだウイーン第Ⅴ区 Anzen- 

grubergasse（赤白のツートンカラーの市電62
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写真５ ウイーン国立歌劇 オペラ・ルチアプログラム 

（グルベローバ主演）1978. 3/28 

番でシュターツオーパーから４つ目）辺りは、

私が初めてウイーンに到着した８月半ば頃、

ウアラウプ、いわゆる７月から９月迄夏季休

暇で、皆さん郊外に避暑にでかけひっそりと

していました。９月に入るとコンサート・オ

ペラも新しいシーズンを迎え、街全体、観光

都市としての華やかさは保ちつつ古都本来の

伝統ある落ち着きを感じられる姿に戻ります。 

沢山の夢を持って臨んだ私のウイーン留学

も１、２ヶ月過ぎると当初の緊張感も少しず

つほぐれる。日常生活に大分余裕が出てきた

頃東京と比べ秋が短く日暮れがとても早いと

言う印象を持ちました。午後早い時間から重

苦しい鉛色の空、寒く厳しい冬に向かうその

季節感を自分の中で如何に受け止めるかも大

切でした。しかし携帯電話片手にライン通信

等格安で即座に日本との連絡が取れ、しかも

画面で相手の顔を見ながらの通話が可能と言

う超便利な現在とは違い、当時は日本と８時

間の時差を考慮して先ずは国際電話が可能な

郵便局に行き窓口で日本への通話を申込む。

回線が空き次第オペレーターが日本に繋いで

くれ漸く通話開始。そして時間を気にしなが

らの通話終了後料金を会計で支払うとの一幕

は、45年程前の事とは言え今思い出しても正

に隔世（かくせい）の思いです。 

 

ウイーンでの逸話・ブリーフマルケン（郵便

記念切手のお話） 

秋も深まる頃、子供達だけでなく大人も皆

楽しみにしているクリスマスを迎える準備が

始まります。彼方此方の広場にはクリスマス

用品の出店が立ち並びます。リンク沿いウイ

ーンラートハウスのクリスマスマーケット

（ウイーン市庁舎前のクリスマス市）の大きな

ツリーに輝くおとぎの国の様な沢山の星の光

を忘れられません。 

初めてウイーンに着いて間もなくの事、私

のヴォーヌングの道路を隔て反対側に住む老

夫婦と知り合いになりました。お互い３階同

士で窓越しに身振り手振りの挨拶をしたもの

です（自分の部屋の窓辺に両肘を付け外を眺

め楽しむ老人達の姿を数多く目にした）。一度

彼らが散歩中出会った時、日本のブリーフマ

ルケン（郵便切手）が欲しいと頼まれた事が

有ります。こんな事も有ると思い日本の風景

等の使用済記念切手、かなりの枚数を持参し

ていたので「今度時間がある時に持って伺い

ますね」と約束をしたまま時が過ぎてしまい

ました。 

レッスンやオペラ鑑賞中心の毎日の為、例

えば豪華なシェーンブルン宮殿やクリムト等

名画の美術館めぐりも早く実現したいと願っ

ていたクリスマス前のある日の明け方、楽し

みの一つである楽聖達が眠るウイーン共同墓

地にどうしても直ぐに行って来たいとの強い

胸騒ぎにかられました。早朝市電等乗継、薄

氷の張る広大な墓地内、例えるなら朝靄でけ

ぶる白と黒の世界を暫し１人で歩き、無作為

で十字架に手を合わせました。何故かほっと
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写真６ 2016年1月 バリリ先生からの新年のお便り  

肩の荷が下りたような気持ちでした。帰路、

中々約束を果せないでいた老夫婦宅に切手を

持って訪問。ドアが開きお祖母ちゃんがいつ

もとはどこか少し違う表情で私を招き入れて

くれたが…何とお爺ちゃんのお葬式を終了し

たばかりの所でした。明け方のあの胸騒ぎは

～此れ決して偶然の思いつきとか不思議な事

ではなく全世界いつの世でも皆何かの心で結

ばれているんだと言う強い思いを感じたもの

です。 

 

私のヨーロッパ・ウイーンへの留学は楽友

協会の金色のステージ・ムジークフェライン

と双璧の音楽ホール、ウイーンコンツエルト

ハウスの近くに McDonald's ウイーン第１号

店がオープンした時でもありました。Servus! 

わが音楽人生・続編は又お話させて頂きま

す。        （ヴァイオリニスト） 

〈資料〉 

拙文冒頭の、京都での市民健康講座で聴いて頂

きましたグァルネリ家始祖 Andrea Guarneri 1650

年作の銘器についてとても興味深いコラムをご紹

介します。所有者の東京銀座日本弦楽器佐藤輝彦

氏著‘本物を見極める’の第３章内の１節＊タイ

ムマシンに乗れたら…（抜粋・引用します）「もし

も、タイムマシンで1600～1700年代のイタリアへ

行けるなら。私が会ってみたいのはアンドレア・

グァルネリです。何度も言いますがヴァイオリン

の歴史を開始し多くの弟子を育てた人格者がニコ

ロ・アマテイであり彼の作品が素晴らしいだけで

なく楽器を作る上での原理を構築しそして伝授し

た。天才肌でありつつ、理論派であったと言える。

又大親分で懐も深かったが、師匠としての厳しさ

も併せて持っていたと思う。此の様なアマテイで

あるがそれ以上に私が惹かれるのがアマテイの下

で長く修業しあのストラディバリの兄弟子にもあ

たるアンドレア・グァルネリなのです。ヴァイオ

リンに優美さを求めたアマテイに対しアンドレ

ア・グァルネリの作風は時に荒々しく独創的かつ

素朴さと温かみも感じます（中略）私はアンドレ

アの作風に惹かれそれと同時に人間としても魅了

されているのです。私が思うに、 

彼は大らかで面白い人だった 

はずです。細かい事には拘ら 

ず自分の信じた道を闊歩して 

いく様な。そういう気質が孫の 

天才グァルネリ・デル・ジェス 

に遺伝したのではないでしょ 

うか。勿論真実はわかりま 

せん。しかしこんなふう 

に作家の人柄や作品の背 

景を想像してみるのは本 

当に面白い。勿論こうし 

た事を書いている専門書 

はなく、あくまで私個 

人の想像です（後略） 

＊抜粋引用掲載につい 

て著者佐藤輝彦氏の承 

諾を得ています。 
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［エッセイ］ 

東京探訪記⑽ 

“お茶の水”を流れる 
神田川 

四元秀毅 

図１ 御茶ノ水駅の横を流れる神田川 

早稲田から東に流れを変えた“神田川”は飯田橋・水道 

橋を経て JR中央・総武線の“御茶ノ水駅”近傍に至る。 

“お茶の水橋”から東（河下）の“聖橋”の方向をみた図

で、右手（南側）が駅舎であり、停車しているのは総武

線の車両である（現在工事中なので公開写真で代用）。 

かつての学生時代、下宿先のご主人は“憂

国の士”風のお年寄りだった。ある時彼曰く、

「若者には革新派が多いが年をとると皆だん

だん保守化する」と。そんなものかと思って

聞いたが年をとり思い当たる節も出て来る。

その保守心理には古への郷愁がありそうで、

すると保守派は昭和より明治の世をさらには

江戸時代を好む、ということになろうか。そ

してこれをどんどん押し進めると、古墳時代

さらには弥生・縄文時代を好むのが筋金入り

の保守派、ということになるかも知れない。 

太古の昔のことは記録がなくよくは判らな

いが、縄文・弥生時代の土器・土偶は時代の

特色を伝え、遺骨は生活状態の一端を教えて

くれる。後者によると、弥生時代の遺骨では

眉間には穴が大腿骨には割創がみられたりす

るが縄文時代のものではそれらは少ないとい

う。文明が進みわが先祖は縄張り争いに熱中

し出したようで、古き佳き文化が廃れ気味に

なったのは遺憾なことである。一方、世界の

歴史はというと蛮行の繰り返しで、最近、こ

れが嵩じ地球は好戦派の巣窟になった。ヒト

はあまり進化しない生き物なのだろうか。 

本連載では、前回、神田川の水源地を産み

出す東京の地形の特徴を紹介し、武蔵野から

早稲田界隈を巡った。今回はさらに東に向い

“お茶の水”の周辺を眺めてみたい。 

 

“御茶ノ水駅”近傍の“神田川”  

早稲田の辺りで北から東に向きをかえた神

田川は飯田橋・水道橋を経て“お茶の水”に

至る。“御茶ノ水駅”は JR 総武線と中央線の

分岐点になっており、ここから前者は東に向

い秋葉原などを経由し隅田川を渡って千葉に

至り、後者は西南方向に彎曲し神田を経て東

京駅に至る（図１）。一方、神田川はここから

昌平橋・万世橋などを潜り隅田川に注ぐ。 

図には神田川を渡る地下鉄“丸の内線”も

みえる。東京で地下鉄が地上に現れる所とい

えば渋谷や四谷などが思い浮かぶ。渋谷駅は

すり鉢状地形の底にあるのでわかるが、“お茶

の水”はもともと丘地だったところである。

この地で地下鉄が地上に登場するようになる

のはここが「人工渓谷」になっていたからで、

そこに至るには以下の経緯があった。 

 

“神田山”を切り開いた“仙台掘”  

神田川の前身の“平川”はより南側の地域

（現在の千代田区）を日比谷の方向に流れ江戸

湾に注いでいた。流れは江戸時代前に東に変

わり川は隅田川に向かったが、これは江戸城

を築いた太田道灌の事業によるものなどとさ

れる。そして二代将軍秀忠の時代、天下普請

でこの地に「仙台堀」と呼ばれる“人工渓谷”
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図２ 掘割で南北に分離された神田山 

関東ローム層の赤土でなる“神田山”は掘割で北の“湯

島台”と南の“駿河台”に分離された。丘の標高は20m

弱で、後に崖の中腹に鉄道が敷設された（☆）。 

図３ 幕末期の本駒込の部分図 

本駒込は、明暦の大火で焼け出され江戸中心部から移

ってきた寺などの多い地域である。〈1〉が“高林寺”でそ

の左上に“養源寺”が見え、〈2〉は吉祥寺である。左(西)

には鷹匠屋敷もあり、ここは「一富士、二鷹、三茄子」

の由来の地でもある(第8回で示した図の部分拡大図）。 

が造られた。これは本郷台地の南端にして江

戸城の北東（鬼門）に位置する“神田山”を

南北に分離する城の外堀で、この北への備え

の難工事を担当したのは外ならぬ北の仙台藩

であった。堀は神田川の原型となり、その後、

氾濫に対する拡幅工事が繰り返され現在の神

田川になった。川は水運にも貢献し、一方、

水道橋の上流で分かれる日本橋川（こちらが

本流の説もある）は神田上水が武蔵野から運

ぶ水を江戸の町に届けた。両者相携えて町の

発展に寄与したのである。 

こうして造られた“渓谷”は江戸名所の一

つになり、一方、掘割で分けられた丘陵地（北

の“湯島台”と南の“駿河台”）は屋敷町にな

った。現在、前者（文京区）には東京医科歯

科大学や湯島天神などが、後者（千代田区）

には「白雲なびく駿河台」の明治大学やニコ

ライ堂などがあり、これら台地は学校や宗教

施設などもある街になった。一方、人工窪地

の南壁には鉄道が敷かれ（図２）、地下鉄が川

の上を渡るようになったのである。 

ところで“御茶の水”の名の由来はという

と、これには神田山の禅寺“高林寺”庭から

の湧き水が関与した。あるとき寺に立ち寄っ

た秀忠はお茶のため献上されたその水を大い

に気に入り、爾来これがお茶用の水として用

いられるようになった。そしてそれがこの地

域の通称になったのである。 

 

本駒込の“高林寺”と“養源寺” 

その高林寺は本郷を火元とする“明暦の大 

火”（1657年）で焼け出され現在の文京区に 

移ったが、同様の焼け出され組に湯島の“養 

源寺”があった。本連載第８回に示した図２ 

の〈1〉が高林寺でその左上に小さくあるのが

養源寺である（図３）。小日向と呼ばれるこの

地の養源寺は夏目漱石の「坊ちゃん」に登場

し、井上ひさしが称賛した巻末の文章を飾る

ことになる。 

ところで、この小説の終章には主人公が先

輩教師と組み意地悪な上司達を手荒く懲らし

める場面がある。最後に“坊ちゃん”は思わ

ず袂にあった卵を取り出して相手の顔面に投

げつけ日頃の鬱憤をはらす。卵は宿での数日

間の籠城用のものであった。乱暴狼藉はよろ

しくないがこのシーンには漱石が好んだ落語

の“オチ”に通じるものがあるようにみえる。

そしてこのくだりに関連して感じるのは、明

治維新には関ケ原負け組の復讐戦の側面があ

ったが、この活劇には戊辰戦争敗者の意趣返

しの趣があるのでは、ということである。 

（国立病院機構東京病院名誉院長） 
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［エッセイ］ 

日本学校保健会と 

『日本学校保健会百年史』 

瀧澤利行 

１．日本の学校保健史における日本学校保健

会の役割 

公益財団法人日本学校保健会は、文部科学

省と緊密な関係を保ちながら、独自に日本に

おける学校保健の発展に寄与する公益財団法

人として組織、活動している公益法人である。

日本全体の学校保健に関わってその推進に関

わる全国法人とともに各都道府県および政令

指定都市にそれぞれ学校保健会が組織されて

いる。日本学校保健会も各都道府県の学校保

健会も日本医師会、日本歯科医師会、日本薬

剤師会等の関連団体からその代表者が理事や

評議員として選出され、その運営を担ってい

る。 

この日本学校保健会は、大正９(1920)年12

月５日に「帝国学校衛生会」として発足した。

この帝国学校衛生会の発起人会を起算日とす

ると、令和２(2020)年12月５日に創立満100

年を迎えた。設立以後、日本学校衛生会、財

団法人日本学校保健会、公益財団法人日本学

校保健会と名称や組織形態は変更したものの、

その組織と運営主体は一貫して継続して今日

に至っている。 

日本学校保健会の主な役割は、以下のよう

な点に集約される。 

①文部科学省との緊密な連携によって学校保

健行政の施策に関する全国的な普及指導を図

る。 

②日本医師会、日本眼科医会、日本耳鼻咽喉

科学会、日本学校歯科医会、日本薬剤師会、

全国学校保健主事会、全国養護教諭連絡協議

会、全国学校栄養士会などの学校保健関係団

体の連絡調整にもとづき、学校保健に関する

多様な調査研究活動を実施する。 

③学校保健に関する専門的、啓発的な図書、

印刷物、情報媒体等を作成、活用することに

より、学校保健に関する総合的な情報発信を

行う。 

④先進的な学校保健、健康教育等の実践を広

く把握し、これを顕彰することを通じて、全

国に優れた学校保健活動を紹介・普及する。 

こうした役割は、日本学校保健会が日本の

学校保健に果たしてきた役割を象徴している

とともに、それが本会の歴史的使命であった

ことが、100年の歴史を繙くことによって容

易に窺うことができる。本稿では、日本学校

保健会創立100年を期して編纂された『日本

学校保健会百年史』の紹介を兼ねて、同会の

軌跡をたどりつつ、日本の学校保健に果たし

てきた役割を考えてみたい。 

発行・編纂：公益財団法人日本学校保健会, 2021年 
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２．近代日本学校保健の黎明 

日本の学校保健は、明治維新以降の近代学

校教育制度の成立と近代西洋医学の普及にと

もなって、学校の児童生徒等の衛生状態を改

善して、国民教育としての学校教育を拡充す

ることを目的として、明治初年から種痘や伝

染病予防対策が地域的・散発的に行われるこ

とから始まった。 

明治24(1891)年に三島通良が文部省学校

衛生事項取調嘱託に任じられ、全国の小学校

の学校衛生状況を調査し、これを報告したこ

とと、明治26(1893)年の井上毅文部大臣によ

る「体育及衛生ニ関スル訓令」を期に学校衛

生に対する関心が高まり、明治29(1896)年に

学校衛生顧問会議及び学校衛生主事の制度が

整えられ、文部省における学校衛生の推進が

本格化し、明治30年代に学校衛生に関する

数々の法令・制度が具体化されることになる。

日露戦争後の財政緊縮の折には、学校衛生に

関する部門は縮小を余儀なくされ、三島が課

長を務めた学校衛生課も廃止されるにいたる。

その後しばらくは学校衛生取調嘱託がおかれ

るにとどまっていたが、大正期に入ると、折

からの社会政策や社会衛生思想への関心の高

まりに影響を受けながら、再び学校衛生充実

の気運が高まってくる。 

 

３．帝国学校衛生会の発足と発展 

⑴発会までの経緯 

大正３(1914)年に文部省主催の第１回学校

衛生講習会が開催された折に、その出席者を

対象として大日本学校衛生協会主催の学校衛

生協議会が開催されたが、その時に文部省か

ら同協議会に対して、「学校ニ於ケルトラホー

ム予防ニ於ケル適切ナル方法如何」との諮問

が出された。これらの会議を通して、出席し

た関係者を中心として、学校衛生の研究およ

び普及に関する全国的組織を確立する必要性

が認識されるようになった。明治中期から大

正期にかけての学校衛生（学校保健）の課題

は、義務教育の拡張（1908年に小学校就学義

務が４年から６年に延長される）にともない

顕在化してきたトラホームなどの児童におけ

る感染症対策や慣れない西洋式の机や椅子の

使用による姿勢の問題が焦点となっていた。 

大正５(1916)年には、群馬県学校医会、栃

木県学校医会、熊本県学校衛生会、山形県学

校衛生会など学校医の連絡組織や学校衛生に

関する協議組織が全国組織に先立って設立さ

れ、大正７(1918)年には、茨城県学校衛生会

が設立されるなど、各府県では次第に学校医

会や学校衛生会が結成されるようになった。

そのような民間の学校衛生の研究・普及活動

が活発になるにつれて、中央においても文部

省と意を同じくして学校衛生の研究・普及を

おこなうとともに、各府県における学校衛生

活動を統括するような組織の必要性が生じて

きた。 

大正９(1920)年６月、文部省において府県

学校衛生主事会議が開かれた際に、神奈川県

主事であった岩原拓が、上述のような組織と

しての「学校衛生研究会」の設立を提唱し、

満場一致の賛同を得た。そして創立準備委員

として、軽部修一（東京）、岩原拓（神奈川）、

渡辺豊次（京都）、皆吉質（大阪）、平山茂樹

（福岡）を選び、当時緒方正規の後を襲って東

京帝国大学医学部衛生学第二講座の教授の座

にあった石原喜久太郎と学校衛生取調嘱託で

あった北豊吉にも参加を要請することを決議

した。 

その後、新たな全国組織の創立準備委員は、

頻繁に会合を開き、会の名称を正式に「帝国

学校衛生会」と決めると同時に設立の方針を

決定し、設立総会の開催準備を開始した。12



 47 

月５日には文部省内の修文館において発起人

会を開き、東京帝国大学医科大学（医学部）

長を務め、名誉教授となり、当時貴族院議員

であった三宅秀を座長とし、会則案について

討議した。同月17日には理事会を開き、会

長・副会長の選出が行われた。副会長として

は東京帝国大学衛生学教授であって横手千代

之助、文部省普通学務局長の赤司鷹一郎が選

ばれたが、会長は一時空席であり、設立総会

にあたって座長をつとめた三宅秀が初代会長

に就任したのは後年のことである。翌大正10 

(1921)年５月22日、東京帝国大学医学部生理

医化学教室講堂において、第１回帝国学校衛

生会総会が開催された。開会にあたって、内

務大臣床次竹二郎、文部大臣中橋徳五郎、陸

軍大臣田中義一、東京帝国大学総長古在由直、

東京府知事阿部浩、東京市長後藤新平、大日

本医師会長北里柴三郎、帝国教育会長澤柳政

太郎ら錚々たる政界、医界、教育界の要人が

祝辞を述べた。 

⑵組織と事業 

帝国学校衛生会は、会則において「第一条

本会ハ帝国学校衛生会ト称ス」とし「第二条

本会ハ学校衛生ノ進歩発達ヲ図ルヲ目的ト

ス」ることを定めた。ここから、日本の学校

衛生に関する最大の民間の研究・推進団体の

活動が展開することになった。第三条の事業

内容をみると「一、雑誌図書ノ刊行二、研究

会ノ開会三、講演会及講習会ノ開設四、其ノ

他ノ学校衛生ニ関スル事業」となっており「雑

誌図書の刊行」「研究会の開催」 

「講演会及講習会の開設」「その他の学校衛

生に関する事業」という事業内容は、形態は

変化したものの、基本的には公益財団法人化

した日本学校保健会の事業内容にも継承され

ている。 

なかでも雑誌「学校衛生」は、帝国学校衛

生会における主要事業であり、その刊行期間

からみても、掲載された内容からみても、戦

前期日本における学校衛生専門雑誌として代

表的な雑誌であり、近代日本学校衛生史研究

における第一級史料である。雑誌「学校衛生」

第１巻第１号は、大正10(1921)年５月19日印

刷、同22日発行され、昭和19(1944)年までに

24巻が発行された。また、昭和３(1928)年に

は、帝国学校衛生会に学校看護部が設置され、

全国に設置が展開されていた学校看護婦（後

に現在の養護教諭となる）の全国組織となっ

た。これにあわせて、その機関誌として、同

年11月に雑誌「養護」が月刊で発刊された。

学校看護婦の読者層拡大のために、昭和８

(1933)年１月発行の第６巻第１号より「学童

養護」と名称を変更したが、昭和13(1938)年

に、第11巻をもって「学校衛生」に吸収合併

されることになる。 

さらに、大正11(1922)年から毎年、帝国学

校衛生会と各地の学校医会その他の学校衛生

団体との共同主催の下に全国連合学校衛生会

が開催されることとなった。文部大臣諮問事

項、各衛生団体提出の問題を熱心に討議研究

し、学校衛生の思想普及に大きく寄与するこ

ととなった。 

昭和10(1935)年２月23日、帝国学校衛生会

は財団法人としての認可をうけ、財団法人帝

国学校衛生会となった。そして、昭和13(1938)

年には、常務理事制とともに、「第十四条」に

「本会ハ理事会ノ決議二依リ学校衛生ノ振興

ニ関シ本会ト連絡提携ヲ保ツ為地方学校衛生

団体ヲ団体会員ニ推薦スルコトヲ得」との条

文を定め、地方学校衛生団体（各府県学校衛

生会など）を団体会員として組織化すること

とした。この寄付行為改正は、昭和14(1939)

年１月24日に認可され、団体会員制度が確立

した。これが現在47都道府県と20政令指定都
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市に設置されている学校保健会の母体を系統

化する契機となった。昭和18(1943)前後から、

戦時の状況下にあって、各種団体の統廃合が

すすめられ、帝国学校衛生会においても、新

団体設立へ向けての検討が行われるようにな

るが、結果として終戦時点まで本会は存続す

る。 

この間に、帝国学校衛生会は、機関誌「学

校衛生」の刊行、文部省編纂『学校衛生叢書』

全６巻の発行などを始めとする学校保健（学

校衛生）に関する幾つもの重要な施策の実施

や支援をめざましく実施するとともに、多く

の建議、陳情、諮問、意見具申を文部省に対

して実施している。ここには単に学校衛生（学

校保健）の啓発団体としての役割にとどまら

ず、実質的な学校保健行政の実施機関として

の役割すら負っているかのような観があった。 

 

４．日本学校衛生会から日本学校保健会へ 

⑴戦後改革と日本学校保健会 

第２次世界大戦の終結によって、日本が連

合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）

のもとで占領政治が実施されることになると、

戦前の官製団体や政府と深いつながりのあっ

た団体は解散もしくは組織変更を求められた

が、帝国学校衛生会は組織や基本資産をその

まま継続することが認められ、昭和21(1946)

年１月28日に日本聯合学校歯科医会と合併

して、財団法人日本学校衛生会として認可さ

れる。その事業内容は「一、保健衛生の文教

施策に対する協力」「二、保健衛生思想の普及

啓発」「三、学校衛生に関する調査研究」「四、

学校衛生に関する事業の企画及び実践」「五、

学校衛生関係者の指導及び研修」「六、学校衛

生施設の経営助成」「七、学校衛生資材の斡旋」

「八、その他目的達成に必要な事業」であり、

こんにちの日本学校保健会における事業内容

の骨格がすでに示されている。会長は、終戦

前に引き続き三宅鑛一が就任した。そして、

翌昭和22(1947)年11月に東京で第一回全国

学校衛生大会が東京都で開催される。さらに、

昭和23(1948)年11月には、戦前の帝国学校衛

生会看護護部の流れを受けた日本学校衛生会

養護部会が設置される。 

こうして戦後の混乱期を乗り切った日本学

校衛生会は、新たな戦後教育政策のもとでの

学校保健の推進に深く関与することになる。

昭和24(1949)年に文部省から中学校保健計

画実施要領（試案）、昭和26(1951)年に中学

校保健計画実施要領（試案）が示されると、

学校衛生から学校保健への概念の転換が促さ

れるようになった。 

日本学校衛生会は、こうした動向に対応す

るために、次第に学校保健の概念を意識的に

啓発するようになっていく。昭和24(1949)年

２月１日に日本学校衛生会の啓発誌として刊

行された会報は、『学校保健』と題され、以後、

こんにちまで日本学校保健会が学校保健に関

するさまざまな情報の発信を行う媒体として、

本会事業の中核に位置している。 

そして、昭和26(1951)年10月には、従来の

全国学校衛生大会を第１回全国学校保健大会

として福岡県で開催した。これがこんにちま

で続く全国学校保健研究大会の初回とされる。

この大会では、第1号議案として、折からの

世界保健機関（WHO）による世界保健憲章

の制定、日本の厚生省を中心とした「児童憲

章」の制定に影響を受けて、「学校保健の憲法」

とすべく「学校保健憲章」の制定が提議され

た。この学校保健憲章は、翌昭和27(1952)年

の宮城県仙台市で開催された第２回全国学校

保健大会で採択された。同時に全体協議会で

は前大会から引き続き「学校保健法」単独立

法を促進することが審議・採択された。 



 49 

⑵高度経済成長期の日本学校保健会 

昭和29(1954)年７月16日に日本学校衛生

会は日本学校保健会として改称し、財団法人

として活動することになる。この過程で、日

本学校保健会が成立に向けて働きかけてきた

学校保健に関する単独立法が実現し、昭和33 

(1958)年４月10日に法律第56号として「学校

保健法」が公布された。 

以後、日本学校保健会は、文部省事業であ

る昭和48(1973)年刊行の『学校保健百年史』

編纂の編集を主管したり、文部省の学校保健

事業を推進する「学校保健センター事業」を

受託したりと、名実ともに日本の学校保健の

推進を担う団体として事業展開していくこと

になる。 

特に学校保健センター事業は、全国の学校

保健に関する活動を科学的知見に基づいてこ

れを実践的に普及・展開していく役割を期待

されたものであった。これによって、日本学

校保健会の事業内容はさらに拡大・充実し、

「健康度評価方法委員会」「児童生徒健康調査

委員会」「学校保健管理システム委員会」「学

校環境衛生委員会」「歯口腔委員会」など数え

上げれば20を優に超える学校保健管理、保健

指導の調査研究に関する委員会が設置され、

日本における学校保健の科学的・実践的指針

の形成に努めることになる。 

 

５．学校保健センターとしての日本学校保健

会 

平成時代に入り、日本学校保健会の期待さ

れる主要事業は、学校保健センター的事業と

なっていった。本事業は、「普及指導事業（学

校保健情報の収集並びに成果の普及啓発に関

する事業、センター的事業の報告、成果の刊

行、内外資料の収集等）」「調査研究事業（当

面する学校保健の重要課題を採りあげ、課題

ごとに専門委員会を設け調査研究を重ね、そ

れぞれの成果をまとめ学校現場に提供）」「委

託事業（健康増進事業）（学校保健上の特定の

課題について、加盟団体に委託して現場実施

による研究）」の３つの領域に分かれて実施さ

れた。 

財団法人日本学校保健会は、平成20(2008)

年の公益法人制度改革関連三法により、新公

益法人へと移行しなければならなくなった。

平成24(2012)年１月19日に「最初の評議員選

定委員会」が開催され、同日、新公益法人移

行後の評議員が選定され、事務局から同年１

月25日付で内閣府へ新公益法人への申請を

行った。以後、公益財団法人日本学校保健会

は、より公益性の高い法人として、学校保健

の推進に一層の努力を傾注するに至っている。 

 

６．『日本学校保健会百年史』の発刊 

令和２(2020)年12月５日、公益財団法人日

本学校保健会は、その前身である帝国学校衛

生会の発起人会が開催された大正９(1920)年

12月５日から数えてちょうど100年目に100

周年記念式典および記念行事を挙行した。『日

本学校保健会百年史』は、その式典の開催に

あわせて日本学校保健会の100年の歴史を綴

ることを期して編纂がはじめられた。 

『日本学校保健会百年史』は、これを記念し

て、創立以降100年の変遷を記述するととも

に、日本の学校保健に関する150年の歴史を

通観することを特徴としている。これは、編

纂計画の初期の段階で、既に入手が難しくな

っている同会編集の『学校保健百年史』に代

わる内容につき、今回の年史にその骨格を移

植することを意図したことによる。したがっ

て、帝国学校衛生会の創立年である1920年以

前の50年ほどの学校保健の歴史的展開につ

いて、100頁近い紙幅を割いて論じている。
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また、1920年以降、2020年までの歴史を学校

保健はもとより、学校教育や衛生・公衆衛生

の歴史的展開を論述しながら、そこでの日本

学校保健会の役割をパラレルに記述している

ことに特徴がある。 

そして、その編纂の基本的姿勢は次の言葉

に端的に示されている。 

「過去を正しく記録することの意義は、それ

ぞれの時代を生きぬいた人々の生き方を、考

え方を、感じ方等を活字に示すことにより、

その時代の状況を伝え後世に残すことであ

る。」 

この一節は、『日本学校保健会八十年史』の

編纂委員会代表であり、『日本学校保健会百年

史』においても記念誌部会顧問を務めた髙石

昌弘元国立公衆衛生院長（現、公益財団法人

日本学校保健会顧問）が、『八十年史』の編纂

後記に記されたものである。これは、私ども

のようないくばくかでも歴史と関わりをもつ

仕事をしている人間が常に聞かされてきたエ

ドワード・ハレット・カー（Edward Hallett 

Carr：1892～1982年）が『歴史とは何か』（原

題は What is History）において示した「歴史

とは現在と過去との絶え間ない対話である

(An unending dialogue between the present 

and the past.)」という言明そのものである。

そして、私たち『日本学校保健会百年史』の

編集に関わった者が共通に抱いた思いもまた

この言葉に表わされている。『日本学校保健会

百年史』に、日本の学校保健の150年史とし

ての性格をもたせることを意図し、本会の発

足以前の学校保健の歴史叙述に100頁近くを

割いたことは、E・H・カーがいう「現在と過

去との絶え間ない対話」の意図を具体化する

ことを試みたからである。このことひとつに

しても本書を学校保健の関心ある方々の座右

に備えていただく価値があると考えている。 

本書の構成は「はじめに」（「子どもの健康

と学校保健の役割」「学校保健と学校教育 こ

の150年」）に次いで、「1．学校衛生の胎動と

進展」「2．学校衛生の確立と展開」「3．帝国

学校衛生会の設立と発展」「4．戦時下改革と

学校衛生」「5．戦後教育改革と日本学校衛生

会の設立」「6．学校保健法の成立と日本学校

保健会」「7．日本学校保健会の発展」「8．新

時代の学校保健」の８編からなる通史と、「9．

関連団体」「10．加盟学校保健会の推移と現

状」「附録（歴代会長・歴代理事、会則の変遷、

年表、関連答申）」となっている。第１編と第

２編は日本学校保健会（帝国学校衛生会）前

史として、大正時代末までの日本の学校保健

史の概史として『学校保健百年史』を引き継

ぎながら、第３編以降では日本学校保健会の

変遷と日本の学校保健史を有機的に関連させ

ながら類書にない詳細な歴史が記述されてい

る。また、八十年史と同様に2020年までの学

校保健・学校教育関連年表が七木田准教授の

手によって作成されている。これもまた本書

の価値を一層高めているものと考える。 

本書を改めて読み通すと、日本の学校保健

が明治の学校教育草創以来、常に社会の変化

との関わりの中でそのあり方を模索し、子ど

もと社会の健康に向けてさまざまな努力を重

ねてきたことがわかる。そして、1920年以降

こんにちにいたるまで、常にその中で多くの

営みを生み出してきたのが日本学校保健会で

あったことが手に取るようにわかる。本書を、

学校保健関係者の座右必携の書として、刊行

の報告を兼ねて自薦したい。 

 

日本学校保健会100周年記念行事記念誌部会

部会長 

（公益財団法人日本学校保健会評議員） 

（茨城大学教育学部教授・茨城大学評議員） 



 51 

［書評］ 

司馬遼太郎・山村雄一 

対談「人間について」 

江塚 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和58年７月発行、平凡社 

 

私事で恐縮だが、昨年は妻の実家の後始末

に追われた１年だった。その中で最も大変だ

った一つが、残された家財その他、なかでも

多量の書物の整理だった。何も考えず処分し

てしまえばそれまでだが、書名や著者に目が

行くと、どうしてもちょっと手に取ってみた

くなる。本書もそのうちの１冊だった。 

出版は昭和58年、今からおよそ40年前のも

のである。山村雄一氏64歳、司馬遼太郎氏59

歳の時の対談だ。 

司馬遼太郎氏については、ここで評するま

でもなかろうが、残された対談録だけで優に

100を超えると聞く。それも各分野の一級の

相手ばかりで今更ながらに驚かされる。享年

72歳であるから、その年齢を既に超えてしま

った我が身には何とも複雑な想いが宿る。 

さて、山村雄一氏（ここでは山村先生と呼

ぼう）である。医学関係者の多い読者諸氏に

はこちらも説明不要と思うが、高名な臨床免

疫学者で文化功労者、対談当時は大阪大学総

長を務められていた。読み進むにつれ、山村

先生が身に付けられた専門のみならず、あら

ゆる分野に通じた該博な知識に舌を巻く。こ

の対談の最初と最後の発言には「哲学」と言

う語が登場するのだが、対談と言う形を借り

た哲学書と言っても良いのかも知れない。 

哲学とは、アカデミズムにのみ籠るもので

なく、私たちの日常においては身近で、皆で

生き生きと語り合うもの、格調高い談論風発

と言っては言い過ぎか。生と死、生きものの

こと、宗教、ナショナリズム、メディア論、

未来社会と話されているテーマは幅広く、中

には大学者と春画の関わりなどと言うところ

にまでご両所の話は広がってゆく。自由奔放

に話題の展開していく様は、読む側にとって

も頗る心地よい。それこそが生きた哲学と言

うものではなかろうか。40年近く前の本であ

るのに、内容にあまり古さを感じさせないの

もそこにある。 

大学教育などから、教養が重視されなくな

って久しい感じがする。ご両所のような旧制

教育世代は、文系、理系を問わず、幅広い教

養に磨きをかけることに、自ら大きな価値を

置いていたと思うのだが、この対談などはそ

れを良く証明するものだろう。人格の厚みと

言うか凄みのようなものは、そうした中で生

まれ、分野の枠を超えた思考回路からこそ、

新たな発想や発見もなされるものに違いない。

是非一読をお奨めしたい。因みに、現在でも

文庫化された中古本なら入手可能なようであ

る。           （本財団理事） 
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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（本誌バックナンバー掲載） 

 

〈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2024年度の公募期間は2023年10月1日～11月30日とします。 

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：年２回、2022年は７月３日(日)、11月13日(日)に開催 

８．医療相談事業、医療教育講座事業 

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

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

2022年９月13日  理事会（書面） 代表理事代行者選任 

2022年12月２日  理事会 令和４年上期事業報告並びに決算報告 

 助成金50万円超に関する承認 

 特定費用準備資金取扱規程策定並びに定款の一部変更 

飯島 健氏、平松 徹氏、野村一枝氏、近藤美佐子氏、戎野久子氏より本財団活動支援の御寄付を 

いただきました。 

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

■市民健康講座：2022年11月〈協賛開催報告〉 

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 

健康塾通信をお読みいただける方は、「郵便番号、住所、氏名」をご記載のうえ、 

財団FAX 075-746-2092あるいはE-mail: info@kyoto-f.comにてご連絡ください。 

郵送させていただきます。本誌のバックナンバーはウェブサイトをご覧ください。 

講師：長井苑子（本財団理事・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 

主催：大阪よみうり文化センター（参加 113名） 


