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1 月 9 日放送 ガッテン！ 「新発見“寿命がわかる数値”！？1 分間で寿命点検 SP」
テレビ 1 月 9 日(水) 19 時 30 分～20 時 15 分/1ch NHK 総合
突然死を左右する謎の数値
テーマは「寿命」。ある論文を見れば自分が長生きに向かっているのか寿命を縮めているのかが
分かる。岩手県花巻市大迫町は健康に関わる世界的な基準を作り上げた。大迫町の人たちが持って
いるのが「血圧計」。町をあげて血圧測定を行い今年で 33 年目、およそ 1,900 人が測定と記録を
続けている。世界中で使われている高血圧の診断基準の 135／85 という数値は大迫町での研究をも
とに決められた。大迫町のみなさんは誰もが脈拍（心拍数）を測っていた。
脈拍が示す！？突然死のリスク
寿命の目安となることが判明したのが脈拍。いろんな動物の心臓の音を聞いて何の動物か当てる
クイズが出された。ゾウは 30 拍／分。ネズミは 500 拍／分。ネコは 130 拍／分。カピバラは 60 拍
／分。スタジオでゲストが脈拍を測った。大島さんは 93、木村さんは 84、はしのさんは 128 だっ
た。帝京大学の大久保孝義主任教授は「血圧が正常であっても脈拍が速い方は将来、脳卒中や心筋
梗塞などで亡くなる方が多いとわかってきた」と話した。脈拍 61～64 拍／分の突然死のリスクを
1 とすると、74 以上は 2.61 となり脈拍が 5 上昇すると突然死のリスクは 17％上昇する。
実はスタジオで測った数値は寿命とは関係ない。重要なのはある瞬間の脈拍数。ガッテンボーイ
の 2 人が調べた結果、突然死のリスクに差があった。ガッテンボーイの 2 人が 24 時間脈拍測定大
実験を行った。2 人は 1 日共同生活をしてリラックスした環境で脈拍数の変化を記録し続けた。突
然死のリスクが高かったのは宮森くん。起床時の脈拍が宮森くんは 73、池田くんは 53 だった。大
迫町でみなさんが調べていたのは起床時の脈拍数。古川哲史教授が解説。安静時の脈拍が寿命と関
係する。安静時の脈拍が高いと良くない。安静時は 60～69 拍／分が多い。アドレナリンというホ
ルモンが脈を決めていて安静時にもアドレナリン濃度が高くなっていることが寿命と関係してい
る。アドレナリンは副腎から分泌され心臓の鼓動を速める働きがある。今回の実験で 2 人のアドレ
ナリン濃度を比較すると宮森くんは池田くんの 3 倍近くアドレナリンが出ていることがわかった。
血管は脈拍数が高くなると傷みやすくなる。これが長期間続くと動脈硬化を引き起こす。さらに脈
拍数が高い状態が続くと心臓から炎症を引き起こす物質が出るとわかった。
炎症物質は感染症やガンにつながることさえあると考えられている。朝の脈拍を上げるリスクは
タバコ、酒、ストレス、運動不足、睡眠不足、疲労。宮森くんは全てに当てはまった。古川教授は
「寝ている間が一番、アドレナリンが低くなるとき、夜中に目が覚めるのはアドレナリンが高いサ
インだ」と話した。
安静時脈拍のはかり方は、朝起きて 1 時間以内・トイレの後・朝食はとらない・座って姿勢よ
く・手は心臓の高さに。大迫町の梅村仁志さんは朝の脈拍をはかることで飲酒により脈拍が上がる
と発見した。妻の幸子さんも疲れや寝不足で脈拍が上がると話した。仁志さんは健康管理のバロメ
ーターになるので非常にいいと話した。
急に数値が下がって 45 以下になったら病院へ相談を。安静時の脈拍が高いと突然死のリスク
に。毎朝測ってストレス・体調の管理を！
脈拍ダウン スゴ技大連発！
ノーベル賞で有名なスウェーデンを訪れた。スウェーデン国立カロリンスカ研究所で脈拍を下げ
るための技が発見された。スウェーデン流の「寝るだけ脈落とし」。マリア・ヴァールストルム博
1 / 51

士の研究の結果、心臓病の人でも安静時の脈拍が平均で 3 以上下がった。ポイントは呼吸、リラッ
クスしながら深い呼吸を続けると交感神経の働きを抑えられアドレナリンも減少する。スウェーデ
ンでは 300 近い病院でリハビリに取り入れられている。宮森くんにこの方法を 1 週間行い脈拍が
10 も下がった。寝転がって目を閉じて手はお腹の上。鼻からゆっくり息をすい、いったん止め
る。口をすぼめてゆっくり吐く。吸う時はおなか→胸→肩に空気を意識。吸う時は胸で大きな花が
開くイメージ。寝る前に行うのが良い。脈落としワザその 2 はお風呂。10 分間肩までしっかりつ
かる。シャワーだけと比べて平均 9.1 も下がっていた。温度は 38～41℃がおすすめ。冬は脱衣所
や洗い場を温めておく。
脈拍ダウン スゴ技大連発！
脈拍が急激に下る不思議な現象がある。海女の中山茂代さんが潜る前の心拍数は 89。水の中に
入って 30 秒ほどすると脈拍数が 20 以上も下がった。水泳インストラクターの女性たちも水に潜る
だけで 40 台にまで低下。これは潜水反射と呼ばれ、人や一部の動物が生まれつき持っている能
力。でもアドレナリンを減らす効果は期待できませんのでご注意ください。

m3.com では、2018 年 12 月に医師会員 1000 人を対象に、医療界の「2018 年の十大
ニュース」を調査しました。
2018 年十大ニュース
1 位 本庶佑・京大特別教授がノーベル医学・生理学賞受賞(10 月)
2 位 東京医大で女性差別など不正入試発覚、前理事長と前学長は贈賄罪で起訴
(7 月)
3 位 医師の働き方改革に向けた議論進む(時間外労働、応召義務など)
4 位 AI、医療分野での実用化検討が進む
5 位 複数の大学医学部で不適切入試の可能性、文科省調査中間まとめ(10 月)
6 位 順大、医学部入試で女性を不利に(12 月）
7 位 昨年に続き、大学病院などに労働基準監督署の指導相次ぐ
8 位 東京医大、44 人を追加合格、女性 5 人は再度不合格(12 月)
9 位 ゲノム医療や再生医療など、最先端医療の推進
10 位 医師の地域偏在・診療科偏在対策をめぐる動き
医療ニュース
ホリエモンらと進める「予防医療」の普及 - 鈴木英雄・筑波大学附属病院つくば予防医学研究セ
ンター副部長に聞く
ピロリ菌啓発のクラウドファンディングに 1400 万円
2019 年 1 月 5 日 聞き手・まとめ：高橋直純（m3.com 編集部）
知ることで、行動することで、防げる病気があります――。医師と実業家の堀江貴文さん（ホリ
エモン）、クリエーターらで作る一般社団法人「予防医療普及協会」が IT を駆使して、一般人向
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けに予防医療の普及活動をしている。メンバーで、立ち上げ人の一人、筑波大学附属病院つくば予
防医学研究センター副部長の鈴木英雄氏に取り組みの内容や、「予防医療」の意義などを聞いた
（2018 年 11 月 28 日にインタビュー）。
――そもそもですが、予防医療普及協会とはどのような団体なのでしょうか。
予防医療に関する正しい知識の普及を目的として実業家の堀江貴文さん（ホリエモン）らと我々
が発起人となって、2016 年 9 月に設立しました。
堀江さんはもともと医療や健康に興味があり、2015 年にご自身のポータルサイト「ホリエモン
ドットコム」で、ピロリ菌研究の第一人者である上村直実先生（国立国際医療研究センター理事、
国府台病院長）と対談しました。そこで、「胃がんは感染症であり、防げるがん」ということを知
って衝撃を受けたそうです。
ピロリ菌が胃がんの原因というのは医師の間では常識ですけど、堀江さんも初めて知ったぐらい
で一般の人には伝わっていない。この対談がきっかけとなって古くからの友人である現協会代表理
事の提橋由幾氏を介して私に話が参りました。お互いが声を掛け合って医療関係者や、IT 企業の
人達が集まり、予防医療という考え方を広く伝えていこうという活動が始まりました。
『健康の結論』の表紙＝予防医療普及協会提供
大手 IT 企業「グリー」役員の荒木英士
氏も初期のメンバーで、彼のオフィスで議
論をする中で、最初に「ピロリ菌が胃がん
の原因になる」ことを広める活動すること
になりました。元電通クリエーターであ
り、「PARTY」クリエイティブディレクタ
ー/ファウンダーの中村洋基氏の意見もあ
り、クラウドファンディングをすることに
しました。最初は予防医療普及委員会とし
て、ピロリ菌啓発プロジェクト「ピ」を始
めました。一般の方はまずは自分が感染し
ているかどうかが気になると思うのです
が、症状がない人や医療機関のハードルが
高い人向けに、郵送で尿検査をしてくれる
会社に交渉して安い金額で検査ができるよ
うにしました。
クラウドファンディングを盛り上げるた
めに六本木のバンカラというお店を貸し切
って開催した「ピロリナイト」というイベ
ントでは、たくさんの方に参加していただ
き、多くのメディアにも取り上げていただ
きました。クラウドファンディングでは
4000 円の寄付で検査キットを提供すると
いうリターンを設定し、目標金額は 1000 万円でしたが、最終的に 1400 万円近くが集まりました。
金額よりも 1422 人という当時最多の方に支援していただき、運営元の Readyfor から後に表彰して
もらったことが大きいですね。
――その後に団体を立ち上げたのですね。
クラウドファンディングで集まったお金は検査キットのリターンの他、一般社団法人の設立資金
としても有効に活用させていただきました。器ができたことで、その後は『むだ死にしない技術』
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という本をマガジンハウスさんから出しました。堀江さんと協会の医師達で一緒にまとめた本で、
ピロリ菌だけでなく歯周病などの予防について紹介するものです。ちょっと攻撃的なタイトルでも
あり、ご批判もありましたが。そのあと、書籍第二弾として『健康の結論』をカドカワから出しま
した。これには突然死や自殺、子宮頸がんなどを扱っています。ピロリ菌に関しては『ピロリ菌や
ばい』という検査キット付き
のものも出しました。
出版イベントの様子＝予防
医療普及協会提供
「ピ」が成功したので、パ
行で展開していこうというこ
とになり、次に大腸がん予防
のための便潜血検査を広める
「プ」のプロジェクトを経
て、婦人科の先生たちと
「パ」のプロジェクトとし
て、HPV 検査を広めるクラウ
ドファンディングを行いまし
た。集まった資金は、ほとん
ど検査キットのリターン費用として使用させていただきました。検査だけではなく、今は HPV ワク
チンの積極的な接種勧奨 の再開を求める署名活動も行っています。
―本を出すだけでなく、インターネット上で専門家として積極的に情報発信もされています。
協会のウェブサイトで、新聞の医療記事や当協会の書籍に対するブログ記事、アマゾンレビュー
などについて、意見、反論を掲載しています。やはり運動を起こすと反作用は生じます。堀江さん
が参画しているということで注目もされるので、きちんと医学的な見解を表明していこうとしてい
ます。発表する際には協会内部でチェックします。
――協会の活動資金はどうされているのでしょうか。
この活動に参画しているメンバー（理事・顧問）は堀江さん含め、みんな無償、無報酬です。協
会監修の堀江さんの本の印税も、この活動の経費に充てています。
――堀江さんはどのようなモチベーションで活動されているのでしょうか。
堀江さんは世の中を合理化したという思いが強く、その一つが予防医療なんだと思います。我々
も発信力のある堀江さんの力を借りて、予防医療の正しい知識を発信していければと思っていま
す。
――鈴木先生は消化器内科がご専門ですが、どのような経緯で予防医療に関心を持つようになっ
たのでしょうか。
胃がん、食道がん、大腸がんの患者さんを大勢診てきましたが、我々のところに来る方の多くは
症状が進行している方です。手術ができればいいですが、一定の方は手術ができないような状態で
来ます。そういう方を何人も見たり、お看取りをしたりしていると、やはり病気が進行する前の状
態で見つけることができなかったのかと考えます。
ピロリ菌が胃がんの原因ということは我々の中では常識ですが、まだまだ一般の方にはリーチでき
ていない。マスコミもあんまり取り上げませんし、逆にマスコミで目立つのは「がん検診は受ける
な」「医者からもらった薬は捨てなさい」というようなセンセーショナルなフレーズばかりです。
自分としても自治体のがん検診に携わったり、学会の市民公開講座のお手伝いをしていたが、そ
うしたところに来ている方は大体がリピーターで、検診もきちんと受けてくれる方です。
その背後にいる多くの人には、我々の情報は全然届いていない。そういう思いを抱えていたところ
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でしたので、この話が来たときは運命的なものを感じました。
鈴木英雄氏
――鈴木先生の現在のご所属は、筑波大学附属病院に設置された「つく
ば予防医学研究センター」ですね。
人間ドックをするセンターです。大学病院は症状が進行した人が来る
ところですが、これからは地域にも軸足を持たなくてはいけないという
当時の院長先生のご意向もあり、私がお手伝いすることになりました。
予防医療普及協会の活動とは直接的なつながりはありません。
「研究」とあるように本センターには研究目的もあり、同意の上に健
康な方のサンプルを集めることも行っています。学内外の研究に使っていただくことで、予防医療
の発展にも寄与できればと考えています。
――鈴木先生は大学に籍を置いていらっしゃいますが、医学教育の中で、「予防医療」という視
点はあるのでしょうか。
私は医学教育もやっていますが、2016 年度の医学教育モデル・コア・カリキュラムを見ても
「疫学と予防医学」という項目はありますが、十分とは言えません。私も、医師になってから治せ
ない患者さんをたくさん診るようになって、予防医療の大切さを実感しました。そのためには、医
療者が病院の外に出るしかないと思います。
――医療現場に予防医療の視点が浸透しないのはなぜでしょうか。
現場が多忙なのと発信する方法が限られているからだと思います。もちろん、目の前に来た患者
さん治すこともとても大事ですが、個人的にはそれだけでは不十分と思っていました。本当はなく
せるがんでの死亡はゼロにしたい。すい臓がんなどではまだ難しいでしょうが、胃がんや子宮頸が
んは原因さえなくなれば、限りなくゼロに近づけられるはずです。芸能人の方などが胃がんで亡く
なったというニュース見るたびに、もしかしたら除菌してればまた違う経過があったのかなと思う
と、残念な気がします。
――医師、医療従事者は予防医療に対してどう向き合うべきでしょうか。 興味がある人は多い
と思いますが、そこからさらに一歩踏み出そうとしたときの受け皿がないという状況だったので、
我々は協会を作りました。そこではオンラインサロンもやっていて、交流会を開いています。この
前、面白かったのは、美容院を経営している方が、「うちの美容院に予防医療関係のキットを置き
ますよ」と提案してくれました。待ち時間に関心を持っていただけるかもしれない。サロンではい
ろんな人と交流したり、堀江さんと話したりすることで、アイデアが実行できる可能性があると思
います。
協会としても現在は HPV ワクチンに関する活動をしつつ、次は歯周病について取り組もうとして
います。あらゆる手段を通じて、国民の方に「自分の健康は自分で守る、予防できるものは予防す
る」と思ってもらえるように働きかけて、健康長寿の社会を実現するお手伝いをしていきたいと考
えています。
東大病院、画像診断書「未開封」４割…主治医の確認形骸化
2018 年 12 月 28 日
東京大学病院で、ＣＴ（コンピューター断層撮影法）などの画像を専門医が診断して作成した報
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告書の４割を主治医が「未開封」だったことが、病院関係者への取材でわかった。
今年１０月に実施された１～８月作成分に対する院内調査で判明した。画像診断報告書の確認不
足によるがんの見落とし発覚が相次ぐなか、確認システムの形骸化が浮き彫りになった。
関係者によると、この８か月間に作成された報告書は約５万２０００件。各診療科の主治医は、
パソコン画面で報告書の「開封」ボタンを押して内容を確認するシステムになっている。しかし、
そのうち約１万９５００件が１０月２５日時点で「未開封」だった。調査後、病院が呼びかける
と、約２週間後に「未開封」は約７５００件に急減した。
報告書は、主治医の依頼を受けて放射線科の専門医が画像すべてを詳しく見て作成し、電子デー
タで提出する。千葉大や横浜市大などで発覚したがんの見落としは、主治医が報告書を十分確認し
ていなかったことが主な原因だった。
病院によると、報告書は「開封」ボタンを押さなくても読める。このため、広報担当者は「『未
開封』でも見ているケースもあるし、『開封』しても確認が不十分なケースもあるだろう」とし、
主治医が本当に内容を認識しているかどうかははっきりしていない。
日本医学放射線学会は今年７月、報告書を必ずチェックする仕組みづくりを求める見解を出して
いる。
同学会理事の蒲田敏文・金沢大学病院長は「報告書をよく確認せず、主治医が自分で画像を見る
だけで診断するのが常態化している病院は多く、このケースも、問題になって慌てて開封ボタンを
押したのではないか。報告書を確認したうえで患者に説明することを徹底すべきだ」としている。
医療維新
CT 画像見落とし、「対策なし」3 割超 「電カルにアラート」が最多
2018 年 6 月 24 日 水谷悠（m3.com 編集部）
千葉大学医学部附属病院で、X 線 CT の画像診断報告書の確認ミスが 9 件あり、うち患者 4 人の
治療結果に影響が出て 2 人が死亡したことが明らかになった。同病院は記者会見で、担当医が、放
射線診断専門医の報告書を十分に確認していなかったり、自分の専門領域以外の所見に注目しなか
ったりしたこと、また電子カルテシステムに、報告書の未読を知らせるアラート機能がないことな
どが原因と説明した。
「担当医が読むか否か」に頼らず、組織として見落としを防ぐ対策について m3.com 会員に聞いた
ところ、「電子カルテに未読のアラート」が最も多く、開業医 19.3％、勤務医 28.0％が実施
と回答した。一方で、「対策なし」も開業医 35.9％、勤務医 33.4％に上った。
Q1：X 線 CT の画像診断報告書について、どのような見落とし対策を講じていますか。









Q2: Q1 で「その他」を選んだ場合はその内容を、それ以外にも対策やお考えがあればご自由にお
書きください。
【選択肢以外の対策】
読影ができ次第、放射線科から担当 Dr.に直接メールが来ます。【勤務医】
読影レポート（外注）をチェックする担当医を決めている。【勤務医】
読影委員会で画像検討会を行う。【勤務医】
電子カルテへのレポート以外に、プリントアウトされたものを依頼医のレターボックスに配布。
【勤務医】
自分自身で診断後、放射線科医師の所見との整合性を確認。【勤務医】
CT を指示した医師の報告書確認、患者への説明確認のため、それぞれ押印が必要。【勤務医】
普段から異なる科の医師間の良好なる関係を構築すること。【勤務医】
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重要所見は赤字にして必ず見落としが無いよう、他者の目を介入させる。クラークのチェックと
か。【勤務医】
科の中で、その科がオーダーした全ての 1 週間分の画像のカンファレンスを行って、その結果をカ
ルテに記載している科があるようです。あとは、レポートが付いたものは全て印刷して、当直医が
確認する体制もあります。医師だけでなく、安全管理部にも関わってもらっています。【勤務医】
他院の放射線専門医の診断結果とのダブルチェックを行っている。【勤務医】
自分の見方が正しいと言う先入観を捨てること。【勤務医】
未読レポート一覧が医局に張り出され、該当医師に警告が行きます。既読したことを報告書で提出
しなければなりません。【勤務医】
報告書を読む、画像は報告書と照らし合わせて自分で見るという習慣を初期研修医時代から刷り込
む。また、報告書は見るという姿勢を研修医に示し続ける。【勤務医】
レポート確認済ボタンが存在し、押さずに放置した場合は情報システム課から部門長にアラートが
行く。重要事項が存在する場合、アラートに対する確認ボタンをクリックしない限り、レポート確
認済ボタンを押せないようになっている。緊急事項の場合、医師または技師から担当医に直接電話
連絡の上、緊急連絡した事を電子カルテに記載する。【勤務医】
正常報告と異常報告を全く違う方法で主治医に送る。【開業医】
読影レポートで重要所見に必ず目が行くような書式の工夫が必要。【開業医】
放射線技師が読影結果を確認し、検査指示医に電子カルテから結果到着の個別アラートを送信して
いる。【その他医療従事者】
電話の他に、がん疑いの場合は緊急メールで知らせる（ログイン時に必ず伝わる）。【その他医療
従事者】




【体制、仕組み、意識が不十分】
院内で統一したものがない。個人の力量に任されているところが怖い。【勤務医】
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自分で気を付けるしかない。【勤務医】
本来は電子カルテがするべきこと。コスパの悪い、ただの高額なワープロですから。【勤務医】
検査をオーダーした医師が放射線診断専門医の報告書を十分に確認していないことが論外。報告書
が完成したら即座に目を通し、必要に応じて他科の医師にも判断を仰ぐべき。【勤務医】
放射線科です。前回のレポートに指摘していても、検査されないで、数カ月後に症状が出てから、
また CT というケースもあります。読んでないのか内容を信じていないのか、分からないですけ
ど。【勤務医】
【しつこく確認を！】
本当にヤバい所見は、放射線医師が電子カルテ(コンピュータ)上で主科医師が確認したかをチェッ
クし、ウザいと言われようが安全のために連絡をするくらいでないとダメだろうな。【勤務医】
 【調査の概要】調査期間：2018 年 6 月 12～18 日 対象：m3.com 会員 回答者数：1998 人
 回答結果画面：X 線 CT の画像診断報告書見落とし、どうやって防ぐ?
 AI の医療診断のメリットと課題とは？総務省が AI 利活用原則を公開 2018 年 6 月 18 日

総務省は 6 月 12 日、AI 利活用に関する専門家会議の報告書を公開した。
 AI を巡る最近の動向、社会や経済にもたらす影響をまとめた上で、AI 利活用の原則を提案
している。報告書は総務省のウェブサイトで公開しており、
6 月 26 日までパブリックコメントを募集している。
公開したのは、総務省の「AI ネットワーク社会推進会議」
（議長：須藤修・東京大学大学院情報学環教授）がまとめた
「報告書 2018（案）―AI の利活用の促進及び AI ネットワー
ク化の健全な進展に向けて―」。AI 利活用の社会や経済への
影響や具体的なケーススタディをまとめた上で、AI 利活用に当たり留意すべき「AI 利活用原則」
として①適正利用の原則、②適正学習の原則、③連携の原則、④安全の原則、⑤セキュリティの原
則、⑥プライバシーの原則、⑦尊厳・自律の原則、⑧公平性の原則、⑨透明性の原則、⑩アカウン
タビリティの 10 項目を挙げた。
報告書では、ケース別に AI 利用のメリットと課題をまとめた。たとえば、ケースとして「医療
診断」では、想定される便益として以下が挙げられた。
画像診断により、病気の早期発見、見落としの改善につながるとともに、医師の負担が軽減される
ようになる。
遠隔診断により、専門医がいない地域（特に地方部）でも適切な診断を受けることができるととも
に、医師不足・偏在などの問題の解決に貢献することができるようになる。
遠隔診断により、自宅でかかりつけ医や専門医などの診断・診療を受けることができるようにな
る。
体内に埋めた AI チップが身体に関する情報を集め、分析することにより、異常や病気を早期に発
見することができるようになる。
一方で、想定される課題として以下が挙げられた。
AI の診断の精度、人々の AI に対する信頼等を踏まえると、診断を AI の判断のみに委ねる場合、
患者の理解が得られないおそれがある。
AI が誤診した結果、適切な治療が行われずに患者の症状が悪化してしまった場合、なぜ誤診した
のか、AI がどのような判断をしたのか説明ができないと、患者や家族などの理解が得られないお
それがある。
AI システムがハッキング等され、患者の医療データが流出した場合、ネットワークを介して次々
と他の AI システムにデータが共有されるとともに、様々なデータと統合されることにより、個人
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が特定され、重大なプライバシー侵害が生ずるおそれがある。
体内に AI チップを埋め込む利活用については、生命倫理の観点等から慎重な検討が求められる
おそれがある。
同会議では昨年 7 月に AI 開発者が留意することをまとめた「国際的な議論のための AI 開発ガイ
ドライン案」を公表。経済協力開発機構（OECD）の会議に提案をしてきた。今回とりまとめた AI
利活用原則も今後 OECD の会議に提案していくとしている。


医療維新
千葉大病院 CT 報告書確認ミス、2 人死亡計 9 人、がん 4 人の治療に影響、最大 4 年 4 カ月遅れ
2018 年 6 月 8 日 水谷悠（m3.com 編集部）
千葉大学医学部附属病院（山本修一病院長）は 6 月 8 日に記者会見を開き、患者 9 人で X 線 CT
の画像診断報告書の確認遅れがあり、うち 4 人の治療結果に影響を及ぼし、2 人が死亡したと発表
した。
山本氏は「患者様のご冥福を心よりお祈り申し上げ
る。患者様、ご家族に多大なご負担とご心労をおかけ
し、深くお詫び申し上げる。全力で再発防止に務め
る」と謝罪した。
山本修一氏（左）と副病院長・医療安全管理責任者の
市川智彦氏
山本氏によると、現時点で法的措置を取った患者は
いないが、金銭的な補償を含めて対応するという。医療事故調査制度に基づく報告は、死亡に至っ
ていない件も含めて検討する。9 件の概要は次の通り。年齢、性別に続くのは基礎疾患名と見落と
し対象病名。
◆治療結果に影響あり、死亡＝2 人
（1）60 代女性。炎症性腸疾患、腎がん。2013 年 6 月に炎症性腸疾患の経過観察のために CT 撮影
をしたが、担当医によって画像診断報告書の腎がん所見の確認がなされず、2017 年 10 月にアレル
ギー・膠原病内科による CT 撮影で腎がんを認識。同年 12 月に死亡した。
（2）70 代男性。皮膚悪性腫瘍、肺がん。2016 年 1 月、担当医が皮膚性悪性腫瘍の PET-CT 報告書
で肺の異常集積像所見を十分確認せず、2017 年 4 月に皮膚科による CT 撮影で肺がんを認識。同年
6 月に死亡した。
◆現在も治療中だが、治療結果に影響がないとは言い切れない＝2 人
（3）50 代男性。頭頚部腫瘍、肺がん。2016 年 6 月に頭頚部腫瘍の確認のため CT 撮影、その画像
診断報告書の肺がん所見の確認不足。2017 年 7 月に他院からの肺がん精査依頼があり、1 年前の
CT 画像を確認したところ肺がんを認識。（4）60 代男性。
心房細動、膵がん・肝転移。2017 年 5 月に心臓手術の術前
検査のため CT 撮影、その画像診断報告書の肝結節所見の確
認不足。同年 10 月に消化器内科による CT 撮影で膵がんを
認識。
◆治療結果に影響なし＝5 人
（5）80 代男性。腸骨動脈瘤、大腸がん。2017 年 9 月、動
脈瘤の術前検査のため CT 撮影、その画像診断報告書の盲腸
がん所見が確認不足。同年 11 月、内視鏡検査で大腸がんを
認識。
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（6）30 代女性。原発不明がん、転移性脊髄腫瘍。2016 年 10 月、原発不明がんの治療効果判定の
ため CT 撮影。担当医による画像診断では頚椎転移は確認できなかった。2017 年 10 月、整形外科
による MRI 検査で転移性脊髄腫瘍を認識。
（7）50 代女性。指定難病、肺がん。2015 年 3 月、内臓脂肪確認のため CT 撮影。担当医による画
像診断では肺がんは確認できなかった。同年 9 月、循環器内科による CT 撮影で肺がんを認識。
（8）50 代男性。頭頚部腫瘍、転移性肝がん。2017 年 4 月、頭頚部腫瘍の経過観察のため CT 撮
影。放射線診断専門医による読影が行われず、同年 11 月に消化器内科による CT 撮影で転移性肝腫
瘍を認識。
（9）80 代女性。肝腫瘍、膵がん。2017 年 4 月、肝がんの精査のため CT 撮影、その画像診断報告
書の膵尾部がん所見が確認不足。2017 年 2 月、他院からの CT 撮影の検査報告で膵がんを認識。
死亡した 2 人については、新たにがんを認識した段階では既に手術も不可能な状態。副院長で医
療安全管理責任者の市川智彦氏は「最初の段階ならば、手術も含め治療の選択肢があったと考えら
れる。新たに認識して 2 カ月後に亡くなっており、結果的に手遅れだった」と説明した。
千葉大病院が一連の問題を認識したのは、「3」の 50 代男性のケースが発端。2017 年 8 月 5 日
に医療安全管理部と山本氏に報告が上がり、9 月 28 日に全診療科に対して画像診断の現状に関す
る調査をしたところ、他にも確認ミスが疑われるケースがあったため、11 月 1 日に確認不足など
の案件を全て報告するよう改めて指示 。外部調査委員会を設置し、2018 年 2 月 28 日以降、メー
ルによるものを含め計 4 回の会議を経て、6 月 1 日に報告書が病院に提出された。
事例検討委員会と外部調査委員会の報告書から、千葉大病院は問題の背景を次のように説明した。
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画像診断センター設置、専門医増員
診療科の医師が、放射線診断専門医が作成する画像診断報告書も合わせて確認するという認識が不
十分。
診療科の医師が、自分の専門領域のみに注目し、専門領域外の付随する所見について確認不足が生
じた。
放射線診断専門医が作成した画像診断報告書を診療科の医師が確認しなかった場合に、未確認を知
らせる機能が電子カルテシステムに搭載されていない。
CT 等の画像検査の依頼数と比較し、画像診断にかかる体制が不十分。
診療科医師が画像診断に必要な情報を十分に記載しなくても画像検査を依頼できるシステムのため
放射線診断専門医が電子カルテで既往歴などを見直し、画像診断に必要以上の時間を要していた。
山本氏は、それぞれの疾患の担当医が専門領域以外は詳しくない部分があり、そこを埋めるのが
放射線診断専門医の役目であるとし、「千葉大病院ではその体制に不備があったと認識している。
読影医による読影が 100％行われていれば、かなり状況は変わっていたのではないかと考えてい
る」と説明。画像診断報告書に放射線診断専門医によるコメントがあったにもかかわらず、それを
確認しなかったことについては、各診療科の担当医が、放射線診断専門医による診断に「あまり依
存していなかった」という意識の問題を指摘した。 再発防止策としては、今年 7 月 1 日に画像診
断センターを設置し、現在常勤 5 人、非常勤 5 人の放射線診断専門医を段階的に常勤 10 人、非常
勤 5 人まで増員する予定。画像診断報告書は患者にも提示して一緒に確認する。
患者に交付することも検討するという。医師については、専門領域に限らず付随する所見も確認す
るよう意識改革を図るとともに、診療科の医師による報告書の確認状況の記録や管理を徹底する。
千葉大学医学部附属病院提供
医療維新
不適切入試に伴う定員増、「中長期的な医師需給への影響なし」
地域枠「未充足問題」、「選抜方法自体には問題なし」で対応せず
2018 年 12 月 27 日 橋本佳子（m3.com 編集長）
文部科学省は 12 月 26 日の厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会」の第 25 回医師需給
分科会（座長：片峰茂・長崎大学前学長）で、医学部の不適切入試問題で影響を受ける 2019 年度
入試の受験生対応として、追加合格に伴う募集人員の超過を認め、5 年間を上限に超過分を減員し
て解消する臨時的な措置を説明した。この措置は、12 月 25 日に柴山昌彦文科相が公表していた
（資料は、厚労省のホームページ）。
厚労省医政局医事課長の佐々木健氏は、医学部定員の在り方は、医師需給分科会で議論してきた
経緯を踏まえ、今回は事後に諮ることになったため、「お詫びを申し上げる」と述べた上で、「不
適切な入試に伴う追加の人数が確定しない状況だが、厚労省としては、一時的な定員超過について
は、2020 年度以降に一定の期限を設けて需給調整を行うのであれば、中長期的な医師の需給への
影響を及ぼさないと考えている」と説明した。
医師需給の観点では、医学部入試の地域枠が適切に運営されず、地域枠がうまらなかった場合に
一般枠に振り替えられていた現状も問題視されている（『2018 年度の地域枠充足率 81.6％、24 府
県が「8 割未満」』を参照）。
しかし、文科省高等教育局医学教育課長の西田憲史氏は、2008 年度の臨時定員増に伴う地域枠に
ついては、「選抜自体の公正性に問題があったわけではない」と回答し、対応はしない方針である
と説明した。
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（2018 年 12 月 26 日医師需給分科会資料）
超過定員、現時点では不明
西田課長は、臨時的な措置は、受験生が安心して入試に臨めるための対応であると説明。現時点
では定員超過人数がどの程度になるのかは未定なものの、定員超過は教育環境の確保が条件である
とし、大学設置基準に照らし合わせながら大学側の申請を検討していく方針。
認定 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長の山口育子氏は、定員超過人数を質問
し、OSCE や CBT などをはじめ、教育環境が本当に確保されるかについても懸念を呈した。西田課
長は、今回は受験が迫っている時期であり、定員超過を認めるものの、あくまで教育環境の担保が
条件であると繰り返し説明。定員超過人数については、現時点では分からないとした。「東京医大
の追加合格は 44 人だが、2、3 月に試験を受けていく上で、（他大学に行くことも想定されるた
め）最終的に何人になるかは、不確定な状況。3 月までの状況を踏まえて検討する」。
順天堂大学学長の新井一氏は、「地域枠の問題も含まれるのか。本来、地域医療へのモチベーシ
ョンを持った受験生が不利益を被ったと理解できなくもない」と質問。
西田課長は、「受験生が知らないところで合否判定がなされたなど、入試の公正性が確保され
ず、本来入学できたはずの学生が入学できないという不利益を被った受験生に対応するために追加
入学を認める。それに伴う対応として発表した」と前置きし、地域枠については、次のように説明
した。「人数が確保できていないなどの問題提起がされ、私どものこれまでのフォローアップが十
分にできておらず、学生の確保ができていなかったことはあるが、地域枠の選抜自体の公正性に問
題があったわけではない。（地域枠の）選抜の具体的な方法について、私どももはっきり言ってい
なかったこともあった。入試の段階なのか、入学後に手を挙げてもらうかは、大学で決めてやって
もらった。しかし、手挙げ方式ではなかなか人が集まりにくいことも明確に分かったので、今後は
別枠方式でやっていくことで対応していきたい」。2020 年度以降は「別枠方式」での選抜に統一
され、一般枠と一緒に入試を行い、入学後に地域枠を希望する「手挙げ方式」は認められなくな
る。
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新井氏が、「地域枠については、文科省に落ち度があったという理解で、基本的には公正な入試
が行われたという理解か」と確認すると、西田課長は、「選抜の公正性という意味で、問題があっ
たということではないと思っている」と答えた。
臨床研修の定員についても対応検討
聖路加国際病院副院長の山内英子氏は、教育環境の確保に加え、卒後臨床研修での対応を質問。
「（医学部の）6 年間のその先でも不利益を被ってはいけない」と指摘し、研修定員の枠も広げる
ことになるのかと質問。佐々木課長は、2019 年度の入学定員が何人になるか、また実際に何人が
卒業するかを見極めながら、関係する審議会で検討していくと説明。
津田塾大学総合政策学部教授の森田朗氏は、想定される定員超過人数に加えて、「地域枠で増
員を図った場合に、どんな趣旨で増員したのかという認識が大学側にはなかったのか」と質問し
た。
西田課長は、定員超過人数は、追加合格者の数にもよるが、現時点では不明であると繰り返
し、教育環境の確保が条件であり、「大学設置基準に定められた教員基準、施設設備基準などを併
用する形で、どこまで人数を追加できるかを考えていく」と答えた。地域枠については、「2008
年度からの臨時増員は、地域枠のための増員だと明確に示した上で実施してきた。ただ具体的な選
抜方法を示したわけではなく、また実際に何人くらい確保されているのかを把握したのは、今回が
初めてだった」と説明。
医療ニュース
医学部不適切入試で定員超過 「特例的に認める」文科省
2018 年 12 月 25 日
柴山昌彦文部科学相は２５日、東京医科大や順天堂大など、医学部での不適切入試が発覚して大
量の追加合格者を出している大学が来春の合格者を決める際、定員を超過することを特例的に認め
ると発表した。大学側は追加合格を認めるため、来年度の定員を減らす方針を決めており、受験生
への影響が懸念されていた。超過を認める人数は、追加合格の状況や教育環境が確保されているか
などを見ながら大学側と協議し、来春までに確定させる。
これまで、東京医科大は計４４人、順大は計４８人、日本大は計１０人の追加合格を認める代わ
り、来春の入学定員を減らして対応する方針を発表している。これに対し、「来年の受験生が不利
益を被るのはおかしい」と批判が出ていた。
柴山氏はこれまで、医学部の定員は医師の需給推計に基づき、過剰を招かないように配慮する閣
議決定が出ていることを挙げ、「定員増を行うというのは極めて困難」と否定的な見方を示してい
たが、実質的に方針転換した。対象は文科省が入試を「不適切」と認定した９大学になるとして、
定員の超過によって増える人数は、５年を上限に減らして解消するよう大学側に求め、違反した場
合は私学助成金の減額などで厳しく対応するという。
医学部入試をめぐっては、女子や浪人回数の多い受験生の得点抑制などをしていたことが東京医
科大で判明したことをきっかけに、問題が次々と発覚。文科省は今月、計９大学で「不適切な入試
が行われていた」とする報告書を公表し、大学側に対応を求めていた。（矢島大輔）
医療ニュース
尻に空気噴出、死亡させる 男ら２人罰金、埼玉
2018 年 12 月 26 日
さいたま区検は２５日までに、職場の同僚（当時）の尻に電動コンプレッサーの空気を噴出させ
死亡させたとして、過失致死の罪で、埼玉県加須市の神崎利宏（かんざき・としひろ）会社員（４
８）と、千葉県松戸市のペルー国籍、ビヤビセンシオ・ナカモト・トミー・ジョエル作業員（３
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７）を略式起訴した。２１日付。さいたま簡裁は２１日、それぞれに罰金５０万円の略式命令を出
した。
いずれも傷害致死容疑で逮捕されていたが、さいたま地検は「傷害の故意の認定に至らなかっ
た」としている。
区検などによると昨年１２月１６日、埼玉県杉戸町の産業廃棄物処理会社の敷地内で、電動コン
プレッサーの危険性を熟知していたのに注意義務を怠り、小口義之（こぐち・よしゆき）さん＝当
時（４４）＝の尻付近に着衣の上からコンプレッサーのノズルを押し当てて体内に大量の圧縮空気
を注入し、多臓器不全で死亡させた。
臨床ニュース
消化性潰瘍を「治る病気」にした第一の変革【平成の医療史 30 年◆胃疾患編】
浅香正博氏の奮闘と日本人の胃―Vol. 1
m3.com 編集部 2019 年 1 月 4 日
浅香正博氏
平成の 30 年間で大きく変わった胃の疾患の診療。内
視鏡検査の普及や胃癌に対する内視鏡手術など、さま
ざまな革新があった中で、疾患の減少に大きく寄与し
たのが、薬物療法の向上と Helicobacter pylori（ピ
ロリ菌）除菌治療の普及ではないだろうか。日本にお
ける H. pylori 研究の第一人者である北海道医療大学
学長の浅香正博氏（北海道大学名誉教授）に、平成を
通じた胃疾患の変遷を聞いた。Vol. 1 では、浅香氏が
「第一の変革」に位置付けるヒスタミン H2 受容体拮抗薬（H2 ブロッカー）や PPI（プロトンポンプ
阻害薬）について。
（聞き手・まとめ：m3.com 編集部・小島領平／2018 年 11 月 26 日取材、全 2 回連載）
平成は消化性潰瘍治療史の「第 2-3 期」に該当
――平成を通じて胃疾患の治療を大きく変えたものは何でしょうか。
胃の疾患の中でも、消化性潰瘍の治療の変遷は、3 期に分けられると考えています。それで言う
と、平成は第 2 期の後半と第 3 期にまたがっているでしょう。
第 1 期は、H2 ブロッカーの登場以前の黎明期。1980 年頃だから、昭和の終わりくらいまでです
かね。当時は、消化性潰瘍は攻撃因子と防御因子のバランスが崩れることによって発生するという
「Shay の天秤説」が主流で、それに基づき攻撃因子を抑制する薬剤と防御因子を高める薬剤を併
用していました。しかし、潰瘍が治癒するかどうかの予測は困難で、3 分の 1 くらいが外科手術に
回っていました。そのため私は、潰瘍治療の「神話の時代」と名付けています（笑）。
第 2 期の幕開けは、H2 ブロッカーの登場によります。24 時間胃内 pH モニタリングによって、抗
コリン薬や制酸薬などの従来薬では攻撃因子を抑制できないことが分かった一方、H2 ブロッカーの
平均 pH を明らかに抑制する効果が確認できました。また、攻撃因子を抑制するだけで消化性潰瘍
が治ったことから、「Shay の天秤説」が否定されたのです。平成 3 年に当たる 1991 年に登場した
PPI もこの時代に開発されました。
第 3 期は、平成に入る前に発見された H. pylori と消化性潰瘍発生との関係が明らかになり、国
内外の消化性潰瘍ガイドラインで推奨されるようになりました。H. pylori 除菌による消化性潰瘍
治療が保険適用されたことで、消化性潰瘍は完治する病気に変わったのです。
つまり、平成に限るならば、大きな変革は PPI の登場と、消化性潰瘍の原因としての H. pylori
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の評価が挙げられるでしょうね。
“旧説信者”を黙らせた H2 ブロッカーと PPI
――H2 ブロッカーと PPI 登場のインパクトとは？
「神話の時代」を経て、H2 ブロッカーの登場によって消化性潰瘍の 8-9 割が治るようになりまし
た。これには本当に驚きました。これまでの消化性潰瘍治療薬は何の意味もないように思えたほど
です。当時は胃潰瘍の原因について各大学の教授それぞれが一家言を持っており、ストレス説、血
流説、脳起因説、プロスタグランジン欠乏説、粘液欠乏説と百家争鳴の状態。それぞれの方が当
時、多数存在した防御因子増強剤の学問的なバックアップをしていたのです。そんな中で若造の私
が「H2 ブロッカーや PPI で酸を止めたら、防御系の薬剤は必要ありません」と言ったものだから、
学会では集中砲火を浴びました（笑）。
こうした状態なので、欧米では H2 ブロッカー単独投与による潰瘍治療が当たり前だったのです
が、わが国では「Shay の天秤説」を信奉し、防御因子を増強する薬剤を併用する人が少なくあり
ませんでした。研究者の中には製薬企業から資金を援助されている人もいて、悪いデータが出しに
くい状況にあったのではないかと推察しています。また、H2 ブロッカーにも“付け入る隙”があっ
て、夜間の酸は抑制するものの、日中は十分に抑制できないのです。「Shay の天秤説」を支持す
る方々はそこを突いてきました。
こうした背景の中、1 日中酸を抑制することのできる PPI の登場は、旧説を信じる人々を完全に
黙らせました。PPI は、胃酸分泌をほぼ完全に抑制する究極の酸分泌抑制薬です。ランソプラゾー
ル 30mg を 1 日 1 錠服用するだけで、難治性を含めた胃・十二指腸潰瘍の 9 割が 8 週間以内に治る
――このインパクトは大きかった。本当に効く薬とはこういうものなのかと納得しました。
――PPI の登場で消化性潰瘍治療に終止符が打たれたのでしょうか？
治療についてはそうと言えます。1950 年代の消化性潰瘍による死亡は 2 万数千人、今の膵癌で
亡くなる数と同じくらいだったのが、現在は約 2000 人まで減りました。これは H2 ブロッカーと
PPI の登場によるところがかなり大きいと思います。しかし、潰瘍が治癒する病気に変わったと
き、今度は再発という新たな問題に直面します。治療後の維持療法に使用されていた H2 ブロッカ
ーを服用しなくなると、7-8 割が再発することが分かってきたのです。
当時は「治療は潰瘍の瘢痕が白色になるまで」というのが日本のコンセンサスでしたが、この日
本独自の方針に私は反対でした。欧米では H2 ブロッカーの投与をやめれば再発するという意見が
多数で、一流の英文誌にも掲載されていたので、私も同意見だったのです。このままでは一生薬剤
の投与をやめることができません。この問題にどう対処すべきか。そこで、酸を抑制することで治
癒に導かれた第 2 期から、原因療法が主役となる第 3 期へと移っていくのです。
臨床ニュース 胃潰瘍 3 分の 1、胃癌死も 3 位に【平成の医療史 30 年◆胃疾患編】
平成は胃疾患減少のターニングポイント
m3.com 編集部 2018 年 12 月 26 日 （m3.com 編集部・小島領平）
平成の 30 年間を通じて大きく変化した診療分野の一つに挙げられるのが、胃癌や胃潰瘍などの
胃疾患だろう。胃疾患は諸外国に比べて日本人に多く、長らく国民病ともいわれていた。しかし、
厚生労働省の患者調査によると、いずれの胃疾患も平成初期までは増加しているが、1999 年（平
成 11 年）あたりから下降している。胃疾患の年次推移を見てみよう。
減少に転じた要因は？
まずは胃潰瘍。以前から増加していた総患者数は、平成に入っても増加を続け、1990 年（平成 2
年）75 万 1000 人、93 年（平成 5 年）81 万 6000 人、96 年（平成 8 年）91 万 6000 人。しかし、こ
こを頂点に下降に転じ、2002 年（平成 14 年）64 万 9000 人、08 年（平成 20 年）43 万 5000 人と激
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減し、14 年（平成 26 年）には 27 万 2000 人と、ピーク時の 3 分の 1 以下になった（図 1）。
図 1. 胃潰瘍の総患者数、平成 30 年間の推移

（厚労省「患者調査」より作成）
胃癌についても同様だ。総患者数が初めて 20 万人を突破したのが 1990 年（平成 2 年、20 万
1000 人）。93 年（平成 5 年）23 万 5000 人、96 年（平成 8 年）には 30 万人を突破したが（30 万
5000 人）、99 年（平成 11 年）26 万人、2002 年（平成 14 年）22 万 2000 人と減少に転じ、2011 年
（平成 23 年）にはついに 20 万人を切った（図 2）。胃癌は平成以前から癌の罹患数と死亡数が最
も多い部位だったが、平成を通じてともに減少し、部位別死亡数は 98 年（平成 10 年）から 2 位に
後退（2017 年調査では 3 位）。それだけでなく、年齢調整死亡率が大幅に改善していることが注
目される（図 3）。
図 2. 胃癌の総患者数、平成 30 年間の推移

（厚労省「患者調査」より作成）
16 / 51

表. 胃疾患の平成 30 年略史

図 3. 胃癌の死亡率、平成 30
年間の推移（年齢調整死亡率・
人口 10 万対）
（厚労省「人口動態統計による
がん死亡データ」より作成）
食生活の欧米化、濃い味付け
の流行（塩分過剰摂取）、平均
寿命の延長、社会的ストレスの
増加などの背景から日本人の胃
は大きな影響を受けているはず
だが、胃疾患の患者数は逆に減
っているのはなぜなのか。内視
鏡検査や内視鏡手術などの技術
革新、癌検診の普及、PPI（プ
ロトンポンプ阻害薬）など治療
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薬の進歩などとともに、Helicobacter pylori（ピロリ菌）の発見・除菌療法の普及も、その理由
の一つに挙げられるだろう。
次回からは、日本の H. pylori 研究の第一人者である北海道大学名誉教授の浅香正博氏（北海道
医療大学学長）に、平成を通じて繰り広げられた H. pylori を巡る動きについて聞く。
医療ニュース 札幌でノロ食中毒３９人 カキ使った料理原因か 保健所「異例の事態」
2018 年 12 月 28 日北海道新聞
札幌市内で、感染性胃腸炎とみられる食中毒の症状を訴える人が急増している。札幌市保健所に
よると、14～27 日に 123 人が症状を訴え、うち３９人をノロウイルスによる食中毒と断定した。
症状を訴えている人たちはいずれもカキを使った料理を食べたと話しているという。保健所はこれ
ほどの短期間での症例急増を「異例の事態」としており、食中毒警報を発令して注意を呼びかけて
いる。市保健所によると、発症者は１２日から２３日までの間に、生カキや蒸しカキなどカキを使
った料理を食べ、下痢や嘔吐（おうと）、発熱などの症状を訴えた。
食べた場所は飲食店が２４店に及び、家庭は２件だった。
医療ニュース 食中毒で難病発症 古河の飲食店
2018 年 12 月 7 日 茨城新聞
県は６日、古河市東の飲食店「はたがやレバー古河店」で、１１月２日に提供された牛レバ刺し
(低温殺菌)やセンマイ刺し、串焼きなどを食べた５０代男性２人が、腹痛や下痢の症状を訴え、細
菌「カンピロバクター・ジェジュニ」による食中毒と断定されたと発表した。県食の安全対策室に
よると、このうち１人が同菌により難病「ギラン・バレー症候群」を発症し、手足のまひや呼吸困
難などの重い症状によりつくば市内の病院に入院している。古河保健所は６日、同店を営業禁止処
分とした。
カンピロバクター属菌は鶏や牛の腸にすみ、冷蔵や冷凍下でも生き続けるが、加熱すれば死滅す
る。まれに菌に感染した数週間後に国指定の難病「ギラン・バレー症候群」を発症し、手足や顔面
の神経まひ、呼吸困難などを引き起こす。同室は「食材の温度をしっかり管理し、十分加熱して食
べてほしい」と呼び掛けている。
医療ニュース
ためしてガッテン 「緊急追跡ノロウイルス 新型対策＆予防法 SP」【12 月 9 日放送】
12 月 09 日 20 時 00 分～20 時 43 分/NHK 総合
坂下千里子がノロウイルスはおなじみの病気だと思っていたなどと話す。ノロウイルスは予防接
種、薬がなく、米 CDC によると 5 歳以下の子どもだけで毎年世界で 20 万人死亡しているという。
恐怖！謎だらけの新型 この冬は患者が急増！
去年 3 月に神奈川県川崎市のある医療機関で数人の子どもが下痢やおう吐を訴え、川崎市健康安
全研究所で 3 か月かけて検査をしてもらうと、新型のノロウイルスだということがわかった。国立
感染症研究所にサンプルが持ち込まれ構造を細かく解析していくと、これまでの免疫はほぼ役に立
たず、簡単に感染してしまうことがわかった。研究所の人は、ことし日本で流行が認められたら世
界中に広まると話す。
世界各国の研究機関が協力して作っているノロウイルスの監視網“NORO‐Net”によると、2014
年 3 月に川崎で見つかる前に、2014 年 1 月中国の広東省、江蘇省などでも新型ウイルスが見つか
っており、ここから日本にウイルスを持ち込んだのではとみられている。このあと、アメリカ、オ
ーストラリア、フランスなど様々なところに新型ウイルスが広がっている。腸炎患者から特定され
たノロウイルスの検出数を表でみる。初めて感染が確認されたのは 1968 年で、ノロウイルスとい
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う名前がついたのは 2002 年。
感染する・しないの謎 これがノロの正体だ！
アメリカで 77 人がノロウイルスに汚染された水を飲み、感染力の強さや感染しやすい人を見極
めるための実験が行われた。中には何度実験を繰り返しても全く感染しない人がいた。
アメリカで行われたノロウイルスに汚染された水を飲み感染力などを調べる実験で、参加した
77 人のうち、33 人がノロウイルスにかからなかったという。なぜかからなかったのかをスタジオ
で予想する。実験でわかったノロウイルスにかかりやすい人は O 型で、AB 型の人は全くかからな
かったという。スタジオでは山瀬まみと小野文惠がノロウイルスにかかりやすいということがわか
った。
ノロウイルスが感染するのは小腸で、厚い粘膜を突破し 8 時間ほどで数十万倍に増殖する。増殖
の際、小腸の細胞を破壊することでおう吐や下痢が起き、破壊し尽くすとウイルスの増殖は止まる
という。しかし、小腸の表面が持つ抗原は血液型によって異なり、AB 型とは相性が悪く小腸の粘
膜の中に入れないため感染しないという。
AB 型はノロウイルスにかからないという結果が出たにも関わらず、坂下千里子の息子は AB 型で
ノロウイルスにかかった。実はアメリカで行われた実験は 2002 年のもので、そのあと日本でノロ
ウイルスと血液型についてのアンケートを行ったところ、全血液型がかかっていたことがわかっ
た。2002 年以降は AB 型もかかるようになり、ノロウイルスは様々な変化を遂げている。
カキで感染ってホント？ ノロとの不思議な関係とは
北海道大学の佐野大輔准教授はノロウイルスの感染について調べており、カキの二枚貝の中から
みつかることが多いと話す。海水 1 リットルあたりに 1 個ほどのウイルスが漂っており、カキには
海水中の汚れを取り込み浄化する能力があるため、ノロウイルスも一緒に取り込み濃縮してしまう
という。佐野准教授が出どころを調べた結果、川の水の場合、ノロウイルスの濃度は最大 1 リット
ルあたり 100～1000 個の濃度になることがわかった。また、下水処理場が 1 番濃度が高く、1 リッ
トルの中には 10 万個のノロウイルスが検出されたという。ノロウイルスの出どころは人で、カキ
は被害者だという。
スタジオに浜松医療センター副院長の矢野邦夫さんが登場。ノロウイルスは人の腸で増殖し、下
水から海へ流れていき、カキが海水をウイルスごと吸い込み、また人がカキを食べるという感染ル
ートになっている。生食用の生ガキよりも加熱が不十分な調理済みカキによる感染が多いが、85℃
で 1 分間加熱すれば安全。航空機など交通網の発達により、短期間でウイルスを世界中に運ぶこと
ができ、いわゆる「文明病」でもあると矢野さんは話す。ノロウイルスは生きた人間の腸以外では
増やせないため、実験・研究ができないが、新型ノロウイルスといっても症状などは今までと同じ
なのでむやみに恐れる必要はないとのこと。
最新研究で撃退！ この冬のノロ対策とは
現在下水処理場では様々な方法で殺菌をしているが、普通の細菌やウイルスは脂質の膜があるた
めアルコールなどを使うと溶けて感染できなくなるのに対し、ノロウイルスには膜がないため、全
ては取り除くことができないという。北海道大学の佐野大輔准教授は、ノロウイルスをまとめて捕
まえる研究を行っており、SENG‐6 という腸内細菌にはノロウイルスだけを吸着させる作用があ
り、効率的に減らすことができるという。広島大学では家庭でノロウイルスを防ぐ方法を研究して
おり、渋柿に含まれるタンニンという成分がノロウイルスを固め、感染できない状態にしてくれる
ということがわかった。
渋柿を使った消毒液の作り方を紹介。柿はできるだけ完熟していない青いものを用意し、沸騰し
たお湯で 5 分煮て、冷まして皮ごとすりおろし、しぼったものと消毒用アルコールを柿 1：アルコ
ール 2 の割合で混ぜると完成。スプレーなどに入れると、まな板や手などいろいろな所に使うこと
ができる。柿渋はホームセンターなどで売っており、10 倍に薄めると口をつけない所に使うこと
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ができる。ノロウイルス対策に 15 秒以上の手洗い、トイレの消毒（次亜塩素酸ナトリウムが最も
効果的）、マスクをすることを紹介した。
食生活でノロウイルス予防！
乳製品に含まれるラクトフェリンはノロウイルスの予防効果がある。乳製品を毎日摂取している
人といない人では、摂取している人の感染率が 3 分の 1 に激減したという。
この記事はテレビ放送ログデータ提供 Web サービス「Live on TV」の情報で作成されています。
医療ニュース ＡＩ使い心臓疾患解析 検査減、患者の負担軽く 済生会熊本病院が国内初
2019 年 1 月 5 日 熊本日日新聞
済生会熊本病院（熊本市南区）は２５日から、心臓の冠動脈を人工知能（ＡＩ）を使って解析
し、狭心症や心筋梗塞の診断に使う診療を始めた。１２月に健康保険が適用され、国内では初の実
施。従来必要だったカテーテル（細い管）や放射性物質を使った検査をせずに診断できる患者が増
えるという。
米国のＡＩを使う「ＦＦＲＣＴ」と呼ばれる技術。狭心症や心筋梗塞の可能性がある、比較的状
態が安定した患者が対象となる。
冠動脈のＣＴ（コンピューター断層撮影装置）で撮った血管の画像を米国に送信。ＡＩが最短５
時間で血流や酸素の量を解析し、治療が必要かどうかを色と数値で示す。
従来はＣＴ画像を見て、さらに血管にカテーテルを入れる再検査などが必要だった。同病院も参
加した治験では、カテーテル検査の６割が不要と判断されたという。
検査による血管損傷のおそれもなく、一部の患者に必要だった検査入院も不要。坂本知浩循環器
内科部長は「患者さんの体に優しく、年間３００～５００件の検査が不要になる可能性がある」と
話している。
医療ニュース 研修医、心筋梗塞を見誤り死亡
2018 年 12 月 26 日 m3.com 編集部「医療事故、ヒヤリ・ハット事例に学ぶ」
虚血性心疾患を否定し、逆流性食道炎と診断
医療事故の再発防止を目的に、過去の医療事故情報やヒヤリ・ハット事例（※）から原因や対策
を知る「医療事故、ヒヤリ・ハット事例に学ぶ」シリーズ。今回は後期研修医が「急性心筋梗塞を
見誤った」事例を取り上げます。※出典：公益財団法人 日本医療評価機構の「医療事故情報収集
等事業」※事例は「研修医」「当直」のキーワードが含まれる事例から掲載。
【事故の程度】死亡
【発生場所】救命救急センター
【関連診療科】
消化器科
【患者】入院／1 人／60 歳代 （男性）【疾患名】急性心筋梗塞【当事者】・医師（4 年 2 カ月）
【事故の内容】
CPA 状態で救急搬送され、救命措置を行った。救命措置中に 22:00 に受診して
いたことが分かった。カルテ上、初診時の心電図で心筋梗塞を示す変化が見られていた。この時、
急性心筋梗塞の見誤りが発覚した。
【事故の背景】
4 年目の後期研修医。初診時、心電図と採血では虚血性心疾患を思わせる所見がそろっていたが、
患者自身の自覚症状が乏しかったことから、虚血性心疾患を否定し、逆流性食道炎と診断してしま
った。循環器の医師当直があり、内科当直も医長クラスと当人の 2 人で行っていたため、コンサル
トは常に行える状況であった。
【改善策】
診療部へ情報提供し各科で常にコンサルできる環境を整える。トリアージ看護師の先行心電図な
ど事実上行われているが、客観的データのさらなる確立のために、自動解析付の心電図を用いるこ
とで初診時の循環器疾患の見落としがないようにする。日本医療評価機構の同上
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臨床ニュース 今季のゾフルーザ、私はこうする【時流 ◆抗インフル薬 2018-19】
m3.com 意識調査「どうする？抗インフル薬」 2018 年 11 月 22 日
m3.com 臨床ダイジェストがこのほど行った意識調査「どうする？抗インフル薬」では、回答し
た m3.com 会員医師の 37％が「今シーズン、主に処方することになるであろう」抗インフルエンザ
ウイルス薬に「ゾフルーザ」（一般名バロキサビルマルボキシル）を挙げた。処方をゾフルーザに
「変更する」医師、そして「変更しない」医師の考えを、自由意見から紹介する。
前回の記事 『抗インフルエンザ薬、処方変える理由、変えない理由』もある。
ゾフルーザ積極使用派「メリット大きい」「高齢者には使いやすい」
特に B 型でゾフルーザに期待する【小児科勤務医】
単回投与でアドヒアランスが良さそう【小児科、勤務医】
実際に使用した少数例でも、早く効いており期待している【小児科、開業医】
単回投与が好ましいが、イナビルは吸入しかなかった。ゾフルーザは、幼い子でも顆粒の内服で単
回が可能になる【小児科、勤務医】
効果が著明なら処方を増やす【外科、勤務医】
ゾフルーザの顆粒が早く発売されてほしい【小児科、開業医】
前回流行の終了前に、数例使用。単回での経口剤で、吸入よりご本人も楽であろうと判断してい
る。また 38-39℃の発熱状態で、吸入ではご本人の説明への理解も難しい場合あり。当方としても
説明への時間および目の前での吸入確認を行っており、ゾフルーザになればかなり診療時間へのメ
リットあり【内科、開業医】
新しい作用機序を有する新薬ですので、その臨床効果に期待しています【消化器科、開業医】
高齢者に吸入は、簡単なようで難しい。吸入できていないのではと不安で、感染力のあるうちに再
受診してくるので、1 回内服があるのはありがたい【循環器科、勤務医】
高齢者施設なので 1 回投与は大変良いと思います【内科、勤務医】
早く使ってみたいです【内科、勤務医】
まず、効果を自分の目で確かめるしかない【耳鼻咽喉科、開業医】
患者さん個人だけでなく、周囲への感染を防止する効果も期待できるので、積極的に処方したい
【内科、開業医】
職場復帰、登校許可までの日数に変化が出るかどうか分からないが、ウイルスの早期除去が実現化
されるなら、是非とも新薬に期待したい！【内科、勤務医】
イナビルは吸入ミスがあれば効果が望めません。しかし、ゾフルーザは 1 回内服で確実な効果が期
待できると思います【内科、開業医】
試しに新薬を使ってみようとは考えている【内科、開業医】
経口内服できる人はゾフルーザ一択だと思う。もし、近隣の医療機関がタミフル、イナビルなど古
い薬を使用しているなら、そこをアピールしたい。それで患者獲得に役立たせたい【内科、開業
医】
薬剤は進歩し、淘汰されるものでしょう。その効果や問題点は使われてみての評価になることもあ
りますが。きっと利便性からゾフルーザが増えるのでは【脳神経科、開業医】
様子見派「周りを見てから」「副作用が分かってから」
しばらく様子を見ます【呼吸器科、勤務医】
積極的には使用せず効果を傍観したい【呼吸器科、勤務医】
必要と思われる症例に関してだけ投与するようにしたい【小児科、勤務医】
成人で希望があれば処方する。小児についてはもう少し様子を見る【小児科、開業医】
周りの先生が処方し出したら試してみる【消化器科、勤務医】
しばらくは市場の経過を見ます。経鼻のイナビルで十分な効果を確認していますので。イナビル主
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義です【消化器科、開業医】
もっと価格が下がり、安全性が担保されれば使用すると思います【呼吸器科、勤務医】
来年は、ゾフルーザの使用経験が出てきて、副反応や副作用が分かるので、それを見て処方する可
能性はある【内科、勤務医】
ゾフルーザを安易に使うと耐性になってしまうので、リレンザを使用するか、思考中である【内
科、勤務医】
第 III 相試験も 1000 人であり、規模が少なく副作用の動向は今のところ不詳であり、慎重に次の
発表を待っています【内科、勤務医】
データが少ないゾフルーザ、65 歳以上のデータがないのに処方できるか。患者さんにどう説明す
るのか【内科、勤務医】
新たな副作用事件が起こらなければよい【眼科、開業医】
新薬、耐性を誘導しそうで心配です【小児科、勤務医】
ゾフルーザ消極使用派「耐性、薬価の問題あり」「使用対象明確に」
基本的にはあまり不用意には出したくない【小児科、開業医】
耐性がどうか。ここぞというときに使いたい【小児科、勤務医】
新薬の効果がまだ分からない。使用して手応えを確認したい【内科、勤務医】
臨床上の効果を見極めたいという希望と、耐性ウイルスを作りたくないという気持ちがある【小児
科、開業】
今シーズンから本格的に処方はするが、得失を提示した上で、患者に選択してもらう予定【内科、
開業医】
薬剤をいたずらに増やすより、基本方針として「処方しない」とし、処方は必要な症例（小児、高
齢者、基礎疾患のある者など）に限定してほしい【外科、勤務医】
処方対象を明確にする（高齢者は積極的に処方でもよいが若年者はケースバイケースで）必要があ
ろうかと【内科、開業医】
新薬については耐性の問題があり第一選択にするのは望ましくない【外科、勤務医】
副作用がどう出てくるか、分からない部分では使用が怖い【外科、勤務医】
どうしても仕事に行かなければいけない人、早く治したいとせがむ人にゾフルーザを投与予定【消
化器科、開業医】
エビデンスが定まらないうちに収載するな、と言いたい【内科、開業医】
バロキサビルは臨床症状の改善はオセルタミビルと変わりありません。患者さんからのウイルスの
排出期間を 1 日短くする効果があるだけです。院内感染対策で、入院患者さんに使用する場合には
同意します。薬価の差を凌駕するコストパフォーマンスが期待できるからです。市中の人にオセル
タミビルの代わりにバロキサビルを処方する気にはなりません。バロキサビルでは耐性化の問題と
副作用がまだ明らかになっていないからです【脳神経科、勤務医】
1 日で治療が終了すると休まなくてもいいと勘違いする患者が多くなる懸念がある【糖尿病科、勤
務医】
ゾフルーザは薬価が高いので、利便性は高いが、処方頻度は多くはならないと思う【精神科、勤務
医】
そもそも不要派「処方制限すべき」「ワクチンの方が」
基本的に基礎疾患のないインフルエンザ罹患者への抗ウイルス薬処方は不要と考えます。特に、新
薬に期待はありません【外科、勤務医】
軽症、中等症までのインフルが一般診療所では大多数であり、従来の薬剤で十分治療できます。重
症例等はむしろ病院等にて管理治療すべきでしょう。また、軽症例では抗ウイルス薬なしでも治療
可能な例は少なくありません。流行防止などの意味でタミフル等を処方するのはやむを得ないでし
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ょうね。初期なら漢方薬も有効でしょう。逆に、なぜ新薬の必要性があるか、十分な検証が必要で
す。【外科、勤務医】
基本的には抗インフルエンザ薬は不要。10 割負担になればよい【循環器科、勤務医】
対症療法で十分な患者にも安易に投与される懸念がある【消化器科、勤務医】
自然に改善するウイルス感染に積極的に新薬を使う必要性を感じない【消化器科、勤務医】
正直、治療薬が必要な対象者は限られていると思う【内科、勤務医】
一般の元気な人がインフルにかかっても自然治癒に期待する方が安価で、副作用が少なく、治癒ま
での期間も投薬した人と比較してそこまで差はないという印象。インフルワクチンを投与された人
たちは、そうでない人たちより軽症だし、治癒が早い印象なので、ワクチンは勧める【内科、勤務
医】
新薬を使わなくても今までの治療で問題がない。耐性獲得の点から言えば、バロキサビルは処方医
制限【感染症専門医、抗菌化学療法指導医認定医、ICD などの指導下またはその専門医処方】にす
べき。何にも考えずに乱発する医師の方が圧倒的に多いから……【消化器科、勤務医】
新薬は、ルーチンでは不要【脳神経科、勤務医】
【調査の概要】
・調査期間：2018 年 11 月 1 日-7 日 ・対象：m3.com 医師会員
・回答者総数：勤務医 1471 人、開業医 547 人、計 2018 人
・回答者の主な所属診療科：内科 484 人、外科 207 人、消化器科 194 人、小児 169 人、循環器科
152 人、脳神経科 126 人、整形外科 113 人、呼吸器科 86 人、精神科 83 人、腎泌尿器科 77 人、糖
尿病・内分泌代謝・血液内科 77 人、産婦人科 66 人、耳鼻咽喉科 48 人、皮膚科 37 人、眼科 33 人
関連リンク
【時流◆抗インフル薬 2018-19】
 Vol. 1 どうする今季の抗インフル薬
 Vol. 2 抗インフル薬を変える理由、変えない理由
 Vol. 3 今季のゾフルーザ、私はこうする
臨床ニュース オプジーボによる免疫療法の治療効果を予測する検査法を開発
東北大、可溶性 CD163 が血清中の治療効果予測因子となることを発見 2018 年 11 月 22 日
東北大学は 11 月 19 日、免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブを用いた免疫療法において、そ
の治療効果を予測する検査法を開発したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科皮膚科
学分野の相場節也教授、同大学病院皮膚科の藤村卓講師らの研究グループによるもの。研究成果
は、英科学雑誌「Frontiers in Oncology」電子版に掲載されている。
根治切除不能の悪性黒色腫への抗 PD1 抗体ニボルマブ（商品名：オプジーボ(R)）は、2014 年に
根治切除不能悪性黒色腫に対する免疫療法として保険適応が承認され、その後、肺がん、胃がん、
ホジキンリンパ腫、腎細胞がんなど多くのがん腫への適応拡大が認められている。しかし、悪性黒
色腫患者への単剤では、治療効果が表れる確率は 30％前後と、それまでの治療薬に比べて効果が
高いものの、効果が出ないため別の治療が必要となる場合が 70％程度存在する。
現在、ニボルマブで治療効果が乏しい場合には、別の免疫チェックポイント阻害薬である抗
CTLA4 抗体イピリムマブ（商品名：ヤーボイ(R)）が選択肢としてある。しかし、ニボルマブ使用
中にがんが進行した場合、イピリムマブの治療効果は 5％前後であり、がんが進行する前にイピリ
ムマブに切り替える必要がある。また、ニボルマブ単剤投与を行った場合、入院が必要なほど重篤
な自己免疫に関連したさまざまな副作用が 10％前後の確率で発症するが、ニボルマブとイピリム
マブを併用した場合は、副作用の発症率が 55％前後に上昇することが知られている。ニボルマブ
単剤で治療効果が出るかどうか治療早期に判断することが可能になれば、不必要な副作用発症のリ
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スクを回避することが期待できる。
今回、研究グループは可溶性タンパク質である「CD163」に着目。CD163 は腫瘍随伴性マクロフ
ァージのほとんどに含まれ、マクロファージが活性化されると可溶性 CD163 として血中に放出され
る。研究では、根治切除不能悪性黒色腫患者において、ニボルマブ投与開始時と投与 6 週目の血清
中の可溶性 CD163 を計測。投与 3 か月目における治療効果を画像診断などで確認した。その結果、
可溶性 CD163 が上昇したグループでは的中率 85％（59 例中 50 例）でニボルマブの治療効果が見ら
れたのに対し、下降もしくは変化がなかったグループでは的中率 87％（59 例中 51 例）で効果は見
られなかったという。これにより、ニボルマブによる悪性黒色腫の治療において、可溶性 CD163 は
血清中の治療効果予測因子であることを世界で初めて発見し、これをバイオマーカーとして使用す
ることで、ニボルマブによる免疫療法の最適化が可能となる検査法を開発した。
この検査法により、投与開始後 6 週目に採血をするだけで、ニボルマブ単独療法の治療効果が出
るかどうか早期に判断することが可能となるという。加えてニボルマブ単独療法で効果が出る患者
は、不必要なイピリムマブとの併用投与による重篤な副作用を回避することができると期待され
る。研究グループは、「腫瘍随伴性マクロファージは悪性黒色腫以外の多くのがん腫でも認められ
るため、この検査法は他のがん腫への応用が期待できる」と述べている。
臨床ニュース オプジーボの新規作用を発見
京大、Th9 細胞に作用して悪性黒色腫に効果 2016 年 10 月 31 日
京都大学は 10 月 26 日、がん免疫療法の新薬「オプジーボ(R)」（一般名：ニボルマブ）の新規
作用として、末梢血中に数パーセントしか存在しない「9 型ヘルパーT 細胞（Th9 細胞）」に作用
して、悪性黒色腫（メラノーマ）の患者に効果を発揮することを発見したと発表した。この研究
は、同大学大学院医学研究科の大塚篤司助教、野々村優美博士課程学生、椛島健治教授らの研究グ
ループによるもの。研究成果は国際科学誌「Oncoimmunology」に掲載された。

臨床ニュース

シリーズ知っておきたい院内感染対策の基本 －Vol.1

院内感染撲滅を見据えた感染管理【研修最前線】
国立国際医療研究センター「感染管理ワークショップ」 m3.com 編集部 2018 年 9 月 26 日
m3.com「研修最前線」では、国立国際医療研究センターが初期研修医を
対象に開催している『感染管理ワークショップ』を 4 回にわたって紹介す
る。全国に 4 施設しかない特定感染症指定医療機関の一つに指定されてい
る同センターでは、どのような院内感染対策の教育が実施されているのだ
ろうか。講師は、同センター国際感染症センター（DCC）の忽那賢志氏。
第 1 回は、院内感染撲滅を見据えた感染管理について紹介する。
標準予防策はあらゆる症例に必要
忽那賢志氏（以下、忽那） 皆さんは病院に勤務して 1、2 年になると思いますが、尿路感染症な
どの院内感染に遭遇したことがきっとあると思います。院内感染は、入院期間が長引くことにつな
がりますし、それによって患者さんの家族を不安にさせることもあります。病院にとっては、医療
コストの増大や病床の回転率の低下、大規模な院内感染となればニュースにもなり、病院の信頼性
を失わせるリスクにもなります。したがって、予防策は非常に重要なので、しっかり勉強していた
だきたいと思います。それではまず、最初の質問です。
事例 1 あなたは次の患者を受け持つことになりました。
1. ①B 型肝炎による肝臓癌があり、ラジオ波治療目的で入院の患者
2. ②肺炎（肺炎球菌検出）で入院した患者
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3. ③くも膜下出血の疑いで救急搬送された患者
Q. 標準予防策が必要な患者を教えてください。
忽那 A 先生、いかがでしょう。
研修医 A 全ての患者さんに必要だと思います。
忽那 そうですね。標準予防策（Standard Precaution：SP）は特別な予防策ではありません。感
染症の有無や病態に関係なく、あらゆる患者さんに適用される感染症の予防策です。血液や尿な
ど、汗を除くあらゆる体液、分泌物、吐物、排泄物などへの暴露を回避することが基本になりま
す。損傷した皮膚や露出した粘膜なども含め、感染の可能性のある物や身体部位に直接触れないよ
うにして、感染を防止するというのが、標準予防策の基本的な考え方です。
なぜかと言うと、感染症の罹患者全てが感染と診断されているわけではないからです。例えば B
型肝炎でも、診断されないまま潜在している患者さんは存在します。あるいは、未知の感染症に罹
患している可能性もあります。したがって、目の前の患者さんが感染症と診断されていないとして
も、一応は感染を疑い、自分が感染しないように標準予防策をしっかり実施することが大切です。
それでは次の質問です。
事例 2 これから患者さんの身体診察を行います。
患者さんに傷やドレーンはありません。
Q. 患者さんに対して実施すべき標準予防策の内容を具体的に教えてください。
忽那 B 先生はどう考えますか。
研修医 B サージカルマスクと手袋は必要だと思います。
研修医 C 咳症状がなければマスクはしなくてもよいのでは。
研修医 D 傷もドレーンもないわけですから、手袋は不要。でもマスクはしたいですね。
忽那 皆さん、意見が分かれているようですね。この事例では、患者さんに咳症状はなく、耐性菌
も検出されていないことが前提です。もう一度考えてみましょう。
研修医 E 何も着けないということでしょうか。でもそうすると指導医の先生に叱られそうです。
忽那 この場合、診察によって汚染される可能性のある範囲（部位）は基本的には手です。したが
って、標準予防策は手指衛生ということになります。皆さん、日頃から手指衛生を行っています
か。手指衛生は感染予防策の基本中の基本ですから、常に実施するようにしてください。
手指衛生は院内感染予防の基本
忽那 手指衛生には、大きく分けて 2 種類あります。一つは流水とせっけんによる手洗い、もう一
つは速乾性アルコール手指消毒剤による手指消毒です。基本的には、速乾性アルコールの方が簡便
ですし、塗布後 15 秒程度で高い殺菌効果を得られるので、速乾性アルコールがあるときはそちら
を優先して使用します。
手洗いと手指消毒の使い分けですが、血液が手に付着したときなど、目ではっきりと確認できる
汚染の場合は物理的に取り除く必要があるので、流水とせっけんによる手洗いが推奨されます。ま
たディフィシル菌（Clostridioides difficile 、旧 Clostridium difficile：C. difficile）や
ノロウイルスなど、アルコールが効かない病原菌の感染が判明している患者さん、またはその疑い
がある患者さんに接触する場合も、流水とせっけんによる手洗いを実施します。
ただし、手の汚染が目ではっきりと確認できる場合や、ディフィシル菌やノロウイルスに感染し
た患者さんに接触する機会は少ないと思うので、速乾性アルコールによる手指消毒が基本になりま
す。手指消毒剤には保湿剤も含まれているため、手荒れを防ぐという意味でも有用だと思います。
手袋を外した後も手指衛生を
忽那 続いて、手指衛生を実施するタイミングについても確認しておきましょう。手指衛生のタイ
ミングは、患者さんに触れる前と触れた後の両方です。患者さんに触れる前では、（1）診察室や
病棟への入室時、（2）検温・検査の前、（3）点滴投与、採血、カテーテル類の挿入などの無菌・
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清潔操作の前、（4）尿を下した後に点滴ラインに触れる前、（5）陰洗後の吸引の前、（6）創部
処置後の採血など、汚染した身体部位から他の部位の処置に移る前――などです。

（忽那賢志氏提供）
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患者さんに触れた後では、（1）診察後の退室時、（2）検温や検査の後、（3）輸液速度合わ
せ、アラーム解除、ベッド柵への接触、環境整備など、患者さんには触れないが環境に触れた後、
（4）カテーテル挿入、オムツの交換、尿廃棄など、体液に暴露するリスクがある作業の後――な
どが考えられます。 （忽那賢志氏提供）
また、手袋を外した後も手洗いが必要です。なぜなら、手袋は 100 枚に 1 枚の割合で穴が開いて
いる可能性があるといわれていますし、作業中に手袋が破損することもあるからです。さらに、手
袋の表面が汚染されていると考えれば、手袋を外すときに手が汚染部位に触れてしまう可能性もあ
ります。したがって、手袋を外した後は必ず手指衛生を行うことが重要です。（つづく）
※次回は、手袋の正しい外し方や手洗いの手順などについての講義
関連リンク
Vol. 1 院内感染撲滅を見据えた感染管理
Vol. 2 感染対策、体液による汚染をどう防ぐか
Vol. 3 （2018 年 10 月 10 日掲載予定）
Vol. 4 （2018 年 10 月 17 日掲載予定）

臨床ニュース

知っておきたい院内感染対策の基本－Vol.2

感染対策、体液による汚染をどう防ぐか【研修最前線】
国立国際医療研究センター「感染管理ワークショップ」 m3.com 編集部 2018 年 10 月 3 日
院内感染の原因は、新規入院患者など外部からの持ち込みが想定さ
れる。しかし、その拡大という点では、医療従事者が病原体の運び役
を担うことも少なくない。国立国際医療研究センターの研修医向け
「感染管理ワークショップ」では、講師の忽那賢志氏（同センター国
際感染症センター）が、診察や検査、環境整備などで医療従事者に求
められる感染予防策をさまざまな観点から講義する。第 2 回は、体液
による汚染を防ぐ方法について。
手指衛生に対する意識の低さが問題
忽那賢志氏（以下、忽那） 感染予防策では手指衛生が基本になることをお話ししてきました（第
1 回）。しかし、実際には日本の医療従事者が必要な場面で手指衛生を実施している割合は 19％と
いわれ、意識が非常に低いことが指摘されています。そういうことのないように十分に注意しまし
ょう。
それでは、流水とせっけんによる手洗いと、速乾性アルコール手指消毒剤による手指消毒それぞ
れの正しい手順も押さえておきましょう。
まず、流水とせっけんによる手洗いでは、初めに洗浄する部分を流水でよく濡らしてからせっけ
んを手に取ります。そして、せっけんをしっかり泡立ててから、手の全体を満遍なく洗います。手
の甲、指の股と共に、爪の間や親指、手首もしっかり洗うことが大切です。最後に流水で洗い流
し、ペーパータオルでたたくようにして水分を拭き取ります。（忽那氏提供）
速乾性アルコール手指消毒剤による手指消毒も、基本的にはせっけんによる手洗いの方法と同じ
です。初めに両手の指先と爪の間に消毒薬を十分に擦り込みます。その後は手のひら、手の甲、指
の股、親指、手首それぞれに、消毒薬が乾燥するまでしっかり擦り込みます。消毒薬による手指消
毒では、この手順を 15 秒ほどかけて実施するのがポイントです。そして、これを習慣にすること
が大切です。
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（忽那氏提供）
“どの部位が汚染する可能性があるか”を常に意識する
忽那 手指衛生の重要性と正しい手順、理解していただけましたか。それでは、標準予防策の基本
をもう少し深めていきましょう。ここでまた質問です。
28 / 51

事例 3
あなたは痰が自分で出せない患者を受け持ちました。
痰の貯留音が聞かれ、気管内の吸引が必要です（開放式吸引）。
Q. 吸引の際にどのような標準予防策を実施するか、具体的な内容を教えてください。
忽那 E 先生はどうされますか。
研修医 E 標準予防策ですから、まず手指衛生ですよね。それから手袋とマスク。ゴーグルやガウ
ンも使いたいと思います。
忽那 とても良いと思います。標準予防策の主目的は、体液による汚染を防ぐことです。痰の吸引
では痰が飛んでくることもあるので、それを守るための PPE（personal protective equipment：
個人防護具）を考えれば、マスクだけでなく、ゴーグルやガウンも装着した方がいいですね。もち
ろん処置の前後の手指衛生は必須です。
感染予防策では、自分がこれから行う医療行為でどの部位が汚染する可能性があるのかを考える
ことが大切です。また、汚染の可能性がどの程度あるのか、暴露するとすればどれくらいの範囲が
想定されるのかなどを常に意識して、それに対応できる PPE を選択することが重要になります。つ
まり、標準予防策は医療行為の内容によって変わってくるわけです。

（忽那氏提供）
忽那 それでは、手袋、サージカルマスク、ビニールエプロン（ガウン）を装着して処置を行った
後、それをどのような順番で外していけばよいのかも覚えておきましょう。
ポイントは、汚染度の高いものから外すことです。手袋、ビニールエプロン（ガウン）、ゴーグ
ル、マスクの順に外します。その際、各 PPE の汚染部位（前面）を触らないように外すことが大切
です。特にエプロンは大きいので注意が必要です。エプロンを脱ぐときは、首の後ろの縛った部分
はそのまま引きちぎり、汚染しないように手と腕を抜きます。続けて、胸の部分を下に向かって外
した後、一番下の裾の部分の内側から汚染した表面を包み込むように巻き上げます。そうして丸め
た後は、そのまま前に引いて腰の後ろで縛った部分を引きちぎり、さらに小さく丸めて廃棄しま
す。全部を外した後は、必ず手指衛生を実施してください。
汚染を防ぐ手袋の外し方
研修医 B 手袋を先に外すと、手が汚染されるように思うのですが。
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PPE は汚染度の高いものから着脱
忽那 そうです
ね。手袋は一番汚
染されていると考
えられますから、
手袋の正しい外し
方にも触れておき
ましょう。
手袋の表面は汚
染していると考え
られるので、まず
手袋をしている片
方の指で、もう片
方の手袋の外側
（表面）をつまん
で手袋を外しま
す。このとき、汚
染している手袋の
表面で汚染していない手袋の内側を触らないようにすることが大切です。次は、素手になった方の
手で、もう片方の手袋を外すわけですが、その際は汚染していない手袋の内側をつまんで外しま
す。こうすることで、汚染はかなり防げるはずです。ただし、先述したように手袋に小さな穴が開
いていることや、操作中に破損していることも想定して、手袋を外した後にもう一度手指衛生を実
施することを忘れないようにしてください。
研修医 A 迷ったときは手指衛生ということですね。
忽那 はい。いつも手指衛生を心がけてください。（つづく）
※次回は、接触予防策の概要や標準予防策との違いについての講義

臨床ニュース

シリーズ知っておきたい院内感染対策の基本 －Vol.3

担当患者が MRSA 感染！どうする？ 【研修最前線】 国立国際医療研究センター
「感染管理ワークショップ」 m3.com 編集部 2018 年 10 月 10 日
厚生労働省によれば、新規感染症の 93.88％がメチシリン耐性黄色ブ
ドウ球菌（MRSA）で占められ、ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）、カル
バペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）、多剤耐性緑膿菌（MDRP）などが
それに続くという。耐性菌感染に対しては、標準予防策よりさらに厳格
な接触予防策が必要だが、具体的にはどこがポイントになるのだろう
か。国立国際医療研究センター国際感染症センター（DCC）の忽那賢志
氏が、研修医向け「感染管理ワークショップ」で解説する。
マキシマル・バリアプリコーションで感染率 3 分の 1 に
忽那賢志氏（以下、忽那） 院内感染の予防策では、時にはさらに厳格な対応も求められます。例
えば、次のようなケースです。
事例 4 患者の栄養状態改善のため、中心静脈カテーテルが必要となりました。
挿入時の術者に必要な防護具はどれですか？（複数回答可）
1. ①滅菌手袋
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2. ②マスク
3. ③滅菌ガウン
4. ④キャップ
5. ⑤ゴーグル
忽那 C 先生はどれを選択されますか。
研修医 C 全て必要だと思います。
忽那 その通りです。このような事例やガイドワイヤを用いてカテーテルを交換するときなどは、
マスクや手袋だけでなく帽子や大型の滅菌ドレープも必要になります。このような PPE のセットは
無菌操作を施行するための装備で、マキシマル・バリアプリコーション（maximal barrier
precautions）と呼びます。マキシマル・バリアプリコーションを実施しなかった場合のカテーテ
ル関連感染発生率は実施した場合の約 3 倍といわれ、カテーテル挿入時の血流感染の予防では、環
境の無菌性（病室、手術室）以上にマキシマル・バリアプリコーションの遵守が重要だと考えられ
ています。

（忽那賢志氏提供）
耐性菌感染に対する接触予防策の基本
忽那 それでは、次のようなケースはどうでしょう。
事例 5
担当の患者さんの痰培養で MRSA が検出されたと報告を受けました。
診察のため部屋に入ろうとしたところ、
「MRSA だから接触予防策をしてください」と言われました。
Q. 具体的には、どのような点に注意が必要でしょうか？
忽那 今回は標準予防策ではなく、接触予防策です。MRSA などの耐性菌は、乾燥した環境中に数
日から数週間残存するといわれています。MRSA が見つかった場合は、患者さんのベッド柵なども
含め、部屋全体、環境全体に耐性菌が付着していると考える必要があります。ですから、自分が病
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室内あるいはカーテン内のさまざまな部分に触れて感染する可能性を考え、病室への入室前から
PPE を装着します。
具体的には、入室前にまず（1）手指衛生を実施し、（2）手袋と（3）エプロン、できればアイ
ソレーションガウンを装着します。マスクは必要に応じてということで、必須ではありません。
（4）血圧計などの使用機器は専用化し、（5）個室または同じ感染者のみをまとめたコホートで患
者さんを隔離することも重要です。診察や検査の後は、ベッドを囲むカーテンの外に出る前に PPE
を廃棄し、退室前にもう一度、手指衛生を実施します。
インフルエンザ感染にガウンは必要か
忽那 院内感染では、インフルエンザウイルスも少なくありません。次のような場合はどうでしょ
うか。
事例 6 現在はインフルエンザ流行シーズンです。
患者さんの問診をしていたら、
「ゴホッ、ゴホッ、ハックション！！」
咳やくしゃみと 38 度以上の熱があります
Q. どのような感染対策が必要ですか？
忽那 D 先生はどのような対策を考えますか。
研修医 D マスクと手袋は必須だと思います。あとは、日常診療ではあまり見かけませんが、ガウ
ンも必要ではないでしょうか。
忽那 正解です。ただ、日常診療でガウンをあまり見かけないというのは問題ですね。インフルエ
ンザウイルスの感染経路は接触感染と飛沫感染の両方です。したがって、そのような患者さんを診
察する際は、入室時からマスク、手袋、ガウンが必要です。また、病原体の拡散を防止するために
個室での管理も必要ですし、できれば陰圧で管理することが推奨されます。
飛沫とは、細かい粒となって飛び散る水分のことです。くしゃみや咳をした場合、病原体はこの
飛沫に含まれて空気中に飛散し、感染します。これを飛沫感染と呼び、インフルエンザ、マイコプ
ラズマ、百日咳、風疹などはこの経路で感染する病原体です。さらに、飛沫の水分が蒸発した後、
飛沫核という微粒子となり、空気中を浮游して感染する（空気感染）病原体もあります。結核、麻
疹、水痘などがこれに当たります。
N95 マスク脱着のポイ
ント
忽那 それでは、追
加の質問です。
事例 7 あなたは結核
の患者さんの受け持
ちになりました。
「結核のときは、N95
マスクを使えばいい
んですよね？」と聞
いたところ、
逆に質問されまし
た。
Q. N95 マスクの正し
い装着方法を知って
いますか？
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忽那 飛沫感染の予防策ではサージカルマスクを用いますが、飛沫核による空気感染が想定される
結核患者さんなどの診察では、さらに細かい微粒子を除去できる N95 マスクを使用します。D 先生
は、いつもどのように装着されていますか。
研修医 D ゴム紐が 2 つ付いているので、上のゴム紐を頭頂部に、下のゴム紐を首の後ろに当たる
ように装着します。それから、上の部分に付いている金具を鼻にフィットさせるように指先で押さ
え付けます。
忽那 そうですね。あとは空気が漏れていないかをチェックすることも大切です。息を吸ったとき
にマスクが顔に吸い付くようになるか、息を吐いたときにマスクの脇から空気が漏れていないか、
必ず確認してください。外すときは下のゴム紐からです。上から外すと、マスクの部分が下に垂れ
下がり、衣服に付く可能があるからです。
N95 マスクは、捕集された微粒子（結核菌など）1000 個のうち、装着している人の激しい咳やく
しゃみによって離脱するのは 1 個未満といわれています。一度吸着した微粒子はしっかりと捕集さ
れるので、翌日に再利用することも可能です。
それから、院内を歩いていると、マスクをあごにずらして着用したり、腕にマスクを付けたりし
ているスタッフをよく見かけますが、マスクは正しく装着しないと全く意味がありません。お互い
に注意し合って気を付けましょう。（つづく）
※次回は、これまで学習したことを実技テストで復習
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シリーズ知っておきたい院内感染対策の基本 －Vol.4

標準予防策と接触予防策、判別できますか？【研修最前線】国立国際医療研究センター
「感染管理ワークショップ」m3.com 編集部 2018 年 10 月 17 日
4 回シリーズで紹介している国立国際医療研究センターの研修医向け
「感染管理ワークショップ」。講義の後は、学んだ知識を実技テストで
確認する。標準予防策と接触予防策の違いを理解し、症例ごとにどちら
を適用するかを速やかに判断することが重要だ。同センター国際感染症
センター（DCC）の忽那賢志氏が講義に続き、テストの採点と講評を担
当、ワークショップを総括する。
必要な感染予防策を即座に選択できるか
忽那賢志氏（以下、忽那） 院内感染対策は感染症科に限らず、あらゆる診療科で必須の要件で
す。少なくとも、医療従事者が患者さんに感染症を感染させることはあってはならないことですか
ら、本日の講義の内容をしっかり覚えていただきたいと思います。それではワークショップのまと
めとして、復習のための実技テストを実施します。
課題は 2 つあります。出された症例の模擬診療を行っていただき、その際に正しい感染予防策を
実施できたかどうかを評価します。PPE は病室の入り口とベッドサイドの 2 カ所に置かれていま
す。課題ごとに、PPE を病室の入り口で装着すべきなのか、ベッドサイドで装着すべきなのかもご
自分で判断してください。それでは始めましょう。
課題 1 耐性菌が検出されていない患者の喀痰吸引
課題 2 MRSA が検出されている患者の採血
……研修医 3 人が「課題 1」、2 人が「課題 2」を順に行った。ファシリテーターとして参加した
DCC の森岡慎一郎氏も、忽那氏と共に採点を担当。
PPE 着脱は入室前か、ベッドサイドか？
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忽那 残念ながら満点はいませんでしたが、皆さんおおむね合格点です。最も理解してほしかった
ことは、PPE を入室前に装着するのか、入室後ベッドサイドで装着するのかの判断でした。標準予
防策と接触予防策の判別ができたかどうかも見させていただきました。
課題 1「耐性菌が検出されていない患者の喀痰吸引」では、標準予防策が必要です。体液に汚染
されそうなところを想定し、処置前に PPE を装着すればよいわけです。
評価項目の 1 番目は、入室前に速乾性アルコールで手指消毒を正しい手順でできたかどうかで
す。2 番目は、喀痰吸引の前にベッドサイドで手袋、サージカルマスク、ゴーグル、エプロンまた
はガウンを装着したかどうか。正しく PPE を選択できればよしとし、装着順は問いませんでした。
3 番目は、喀痰吸引後にその場で手袋、エプロン（またはガウン）、サージカルマスク、ゴーグ
ルを外したかどうかです。その際、手袋、エプロン（またはガウン）の順に外せたかどうかもポイ
ントです。マスクを着けたまま退室する方がいましたが、マスクも痰を吸引する際に飛沫が飛んで
汚染されたものと見なし、必ずその場で外します。退室時に正しい手順で速乾性アルコールによる
手指消毒ができたかどうかも評価しました。
森岡慎一郎氏（以下、森岡） 課題 1 では耐性菌が検出されていないのですが、それでも 2 人の先
生は PPE を装着してから病室に入室されていました。十分な予防という意味では、それでもよいと
思います。
耐性菌感染例への処置で守るべきこと
忽那 それでは、課題 2 の MRSA 感染事例を総括しましょう。この場合は、接触予防策が必要で
す。 評価項目の 1 番目は針捨て容器を持っていったかどうかでしたが、この点については講義で
触れなかったので採点の対象にはしませんでした。ただし、重要なポイントですので、覚えておい
てください。
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2 番目は入室前に正しい手順で速乾性アルコールによる手指消毒が実施できたかどうか、3 番目
は入室前に手袋とエプロン（またはガウン）を装着できたかどうかです。1 番目の課題と同様に、
装着順は問いません。4 番目は廃棄しやすいように針捨て容器を利き手側に置けたかどうかです
が、これも講義では触れなかったのですが、覚えておいてください。
5 番目は退室前に手袋を外し、手指衛生をしてからエプロン（またはガウン）を外したかどうか
です。手袋、エプロン（またはガウン）の順に外すことも重要なポイントです。最後は、手袋とエ
プロン（またはガウン）を外した後に、もう一度正しい手順で速乾性アルコールによる手指消毒が
できたかどうかです。
部屋全体が汚染されていると考える
MRSA 感染では、部屋全体が汚染されていると考え、入室前に PPE を装着することが重要です。
また、皆さんマスクもしていましたが、マスクは必須ではありません。採血時に血が顔に飛ぶこと
もなくはないですが、必須ではないということを覚えておいてください。
D 先生は入室前に手指衛生を実施されませんでした。入室前に PPE を装着しようとするとその前
の手指衛生を忘れることがあるので、初めに手指衛生を実施する習慣を身に付けてください。E 先
生は、退室前にマスクを外しませんでしたが、汚染されたマスクを病棟外に持ち出してはいけない
ので注意してください。
繰り返し復習して正しい予防策を
森岡 D 先生の手指衛生は丁寧でよかったです
ね。全体として、手指衛生が不十分な印象があ
りました。特に、爪の間や手首をしっかり消毒
していただきたいと思います。本日学んだこと
をぜひ今日から実践してください。
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忽那 標準予防策と接触予防策の内容と両者の違いを理解することが非常に重要です。繰り返し復
習して、正しい感染予防策を身に付けてください。これでワークショップを終了します。お疲れさ
までした。（了）
関連リンク
Vol. 1 院内感染撲滅を見据えた感染管理
Vol. 2 感染対策、体液による汚染をどう防ぐか
Vol. 3 担当患者が MRSA 感染！どうする？
Vol. 4 標準予防策と接触予防策、判別できますか？
医療維新 ノーベル賞受賞の本庶氏「今世紀中にがんは脅威でなくなる」 京大で会見、
「受賞よりもうれしいのは、患者の感謝の一言」2018 年 10 月 2 日 大西裕康（m3.com 編集部）
本庶氏
2018 年のノーベル医学生理学賞に決まった京都大学高等研究院特
別教授の本庶佑氏（同大名誉教授、神戸医療産業都市推進機構理事
長）は 10 月 1 日、スウェーデン・カロリンスカ研究所が同賞の受賞
者を発表した約 50 分後の午後 7 時 20 分頃から京大で記者会見し、
受賞の喜びや今後継続する研究などについて語った。
がんに対する免疫応答に重要な役割を果たしている PD-1 受容体を
発見し、ノーベル賞受賞につながった自身の研究成果については、
「感染症におけるペニシリン」と表現。その上で、「感染症が、ほ
ぼ大きな脅威でなくなったのと同じような日が、（がんの領域に
も）遅くとも今世紀中に訪れると思っている」との見方も示した。
本庶氏は、京大医学部卒の医師。「基礎研究をやり、それを社会
に還元したいという思いは常にあった」と語り、臨床応用には早い段階から取り組んできたとい
う。
ノーベル賞受賞よりもうれしいこととして、趣味のゴルフの際に経験したエピソードを紹介。
「『あなたの薬のおかげで、“これが最後のラウンドだ”と思っていたのが、また良くなってゴル
フができるようになった』という話をされると、これ以上の幸せはない。自分の生きた存在とし
て、これほどうれしいことはない。これは正直に言って、賞よりも重要だと思っている」と述べ、
満面の笑みを見せた。
研究者に必要な要素について問われた場面では、「一番重要なのは何かを知りたいという好奇
心。教科書に書いてあること、文字になっていることを信じない、疑いを持つこと」と答え、有名
な論文雑誌も疑う対象の例外ではないと強調。「自分の目で物を見る、そして納得する。そこまで
諦めない」と述べ、多くの後進が研究の道を志すことを期待した。
本庶氏のノーベル賞受賞は、T 細胞の活動を抑える受容体 CTLA-4 を発見した James P. Allison
氏との共同受賞。本庶氏は、「極めて妥当。彼とは古くから交流があるし、彼の研究と僕の研究と
は、これも幸運としか言いようがないが、非常に違う局面で作用し、現在は 2 つの抗体を組み合わ
せることでより強い効果が出ることも知られている」と述べ、ノーベル医学生理学賞部門の選考委
員会の判断を評価。「（受賞発表時の）論評でも、それをかなり詳しく説明していたから、僕とし
てはベストの組み合わせだと思う」と強調した。
研究成果、アレルギーや自己免疫疾患の治療にも
本庶氏の研究成果は、小野薬品工業の抗がん剤「オプジーボ（ニボルマブ）」など、数社が免疫
チェックポイント(CP)阻害剤として承認、保険適用も受け、既に臨床現場で治療に貢献している。
会見では、自身が取り組む今後の研究について聞かれ、「PD-1 抗体は、今の段階では限界があ
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る。全ての人が治るわけではない。その効果が上がるようなことを（実現させたい）。大部分の人
には、これ（免疫 CP 阻害剤）に何かをプラスすれば、できるようにしたい。他の人とは違う視点
でやっている」と述べた。「PD-1 は免疫のブレーキ屋。今はブレーキを外すために医薬品として
使われているが、逆にブレーキをかける、PD-1 受容体本来の役割を強化する使い方も十分考えら
れる」との認識も示した。
さらに「抗体には、阻害抗体と促進抗体の 2 種類がある。それを振り分けてうまく使うことで、
アレルギーや自己免疫疾患を治療できる可能性もある」とも述べ、研究成果の今後の広がりに期待
を示した。
挫折しなかったからここまで来たが、実験の失敗は山ほど
自身の研究人生については、「挫折しなかったからここまで来
たが、大きな壁にぶつかったことはある」と振り返った。その壁
とは、PD-1 受容体に関する特許を取得したものの、医薬品開発に
結び付けるために協力を呼び掛けた小野薬品が当初は共同研究を
断わった時期だ。開発先が 1 年ほど決まらなかった。 結局は、今
回のノーベル賞を同時受賞した Allison 氏の CTLA-4 に関する特許
に基づき抗体を作った企業との関係や、自身の特許内容が公表さ
れたタイミングなどが重なり、小野薬品も「GO サイン」。
本庶氏は「いよいよ自分の全財産をなげうって、米国のベンチ
ャー企業と開発しないといけないというときは壁だった」と説
明。その直後に「もともと財産はないから、『なげうつ』と言っ
ても知れていますが」と述べ、会見場の笑いを誘った。
挫折はないと語った一方、「実験の失敗は山ほどある」と明か
した。「（挫折はない、とは）大きな流れが進んでいて、『こうだ』と思っていたのに、断崖絶壁
で沈んだことはこれまでないという意味。崖にだどり着くまでに気付かないといけない。サイエン
スはだんだんと積み上がっていく。（ほとんど単独の）橋と橋とをつなぐようでは危ないが、いく
つもの橋を互い違いにつないでいくことで、その道が正しいかどうかが（だんだん）分かる」と手
振りを交えながら、独特の表現で説明した。
国内製薬産業は、集約化して国内シーズに投資を
国内の製薬産業に関しては、「企業はまず数が多すぎる。世界のメジャーは 20 社か 30 社だが、
わが国は 1 国で創薬の企業が 30 以上ある。これはどう考えても、資本規模、国際的なマネジメン
トを考えても劣る」と集約化を提言。その上で、「なおかつ、日本のアカデミアには良いシーズが
あるのに、日本のアカデミアよりも、外国にお金を出している。これでは見る目がないと言わざる
を得ない」と厳しい表情で苦言を呈した。
また、医薬品などへの応用で確実に成果を出すためには、基礎研究への支援が何よりも重要と訴
えた。「例えば AI やロケットを打ち上げるには、それなりのデザインがある。デザインがあって
初めて、ある目的にしたがって明確なプロジェクトを組めるが、生命科学はデザインを組むところ
が非常に難しい。その中で応用だけをやると、大きな問題が生じると思う。何が重要か、何が正し
いか分からないところで、『この山に向かって攻めよう』というのはナンセンス。多くの人が多く
の山を登ろうとして、どの山が重要な山かを調べていく。（生命科学は）まだそういう段階」と論
説。基礎研究に対する支援金がもっと必要だとし、「多くの若い人にチャンスを与えてほしい」と
訴えた。
「私は幸運な人間」
受賞に関しては、「賞は人が決めること。一言で言うと私は幸運な人間。PD-1 受容体を見つけ
た時もがんに役立つとは思わなかったし、研究していくうちに（京大理事である）湊先生のような
37 / 51

免疫の専門家がいて、がんも免疫も素人の私を、正しい方向へ導いてくれた。それもつながっての
受賞だ」と感慨深げに語った。近年では、医療関係者などから毎年候補に挙がっていたため、「満
を持しての受賞」との見方もあるが、「賞というものはそれぞれの団体が、それぞれ独自の価値基
準で決めることなので、長く待ったとかそういうことを僕自身はあまり感じていない」と述べた。
横倉日医会長、本庶氏ノーベル賞受賞「大変喜ばしい」
医の最高優功賞の受賞も決定、11 月に特別講演 2018 年 10 月 2 日岩崎雅子（m3.com 編集部）
日本医師会会長の横倉義武氏は 10 月 2 日、本庶佑氏（京都大学名誉教授）のノーベル医学生理学
賞受賞を受け、「誇らしく、大変喜ばしいことであり、先生のご尽力とその成果を改めて大いに称
えたい」とする喜びのコメントを発表した。
本庶氏は日医の今年の最高優功賞を受賞することが決定している。11 月 1 日に開催予定の「日
本医師会設立 71 周年記念式典並びに医学大会」で特別講演する予定。
横倉氏は、本庶氏が取り組んだ PD1/PD-L1 分子の研究を基にオプジーボ（ニボルマブ）が開発さ
れたことを、「まさに、基礎医学における地道な研究が臨床につながった好事例」と評価。
基礎医学分野の現状を「わが国では、成果を出すまでに時間がかかるだけでなく、政府の補助金
の削減などもあり、基礎医学を志す人達が少なくなっていると言われている」と危惧。「基礎医学
は臨床を支える重要な学問。基礎医学に携わる方々が立派な研究成果を生み出せるよう、引き続き
その環境整備に努めてまいりたい」と表明した。
なお、本庶氏は、「医師の団体の在り方検討委員会」の委員長を務め、2017 年 4 月に「行政か
らも独立した、医師全員が加盟する団体が必要である」と提言した報告書をまとめた。
本庶・京大特別教授、日医最高優功賞 最高優功賞は計 25 人に、優功賞 3 人、医学賞 3 人
2018 年 11 月 1 日 橋本佳子（m3.com 編集長）
日本医師会は 11 月 1 日、「日本医師会設立 71 周年記念式典並びに医学大会」を開催、日医最高
優功賞として、2018 年ノーベル医学生理学賞受賞が決定した京都大学特別教授の本庶佑氏、日医
常任理事を 12 年務めた今村定臣氏、同じく 8 年務めた鈴木邦彦氏ら、計 25 人を表彰した。本庶氏
の受賞は今年 8 月の日医理事会で決定していた。その他、日医優功賞 6 人、日医医学賞 3 人、日医
医学研究奨励賞 15 人を決定、表彰した。
受賞者を代表して、富山県医師会長の馬瀬大助氏があいさつ。本庶氏のノーベル医学生理学賞の
受賞決定について、「日本医学界の誉れであり、後進の若き医学者にとって大きな励みになる。真
に人類に幸福をもたらすのは、
地道な努力と時間を要する基礎
研究にあることを再認識した」
としてお祝いの言葉を贈った。
その上で、医師の働き方改革な
ど日本の医療を取り巻く諸問題
が複雑に絡み合っている現状を
指摘し、「日医こそがこれらの
問題に立ち向かい、問題解決の
方策を提言できる唯一の医師の
代表。これからも全面的に応援
していく。私どもも、一層の研
鑽に努め、医学の振興と国民医
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療の向上に努力する」と決意を新たにした。
本庶氏はこの日の午後に、「驚異の免疫力」をテーマに特別講演し、PD-1 発見の歴史から、オ
プジーボの製品化の苦労、がん治療の将来展望などを幅広く語った。
午前中の表彰式で、本庶佑氏に表彰状を渡す日医会長の横倉義武氏。
【日本医師会最高優功賞】（敬称略）
・在任 6 年日本医師会役員
今村定臣（長崎）12 年
鈴木邦彦（茨城）8 年
・通算 6 年日医役員および都道府県医師会長 尾崎治夫（東京）
・在任 6 年都道府県医師会長 馬瀬大助（富山）
・医学、医術の研究または地域における医療活動により、医学、医療の発展または社会福祉の向上
に貢献し、特に功績顕著なる功労者（都道府県医師会長推薦）：20 人
・日医会長特別表彰者
本庶佑（京都）：新しいがん免疫療法原理を確立するとともに、その医療への展開により、人
類の福祉に著しく貢献した功労者。
【日本医師会医学賞】（敬称略）
脳機能を支えるシナプスの機能発達、可塑性および伝達修飾の研究 狩野方伸（東京大学大学院）
大規模コホート研究の推進と日本人のエビデンスに基づいたがん予防法の提言 津金昌一郎（国立
がん研究センター社会と健康研究センター）緩徐進行 1 型糖尿病（SPIDDM）の成因、診断、および
発症・進展防止治療に関する研究 小林哲郎（冲中記念成人病研究所）
本庶・京大名誉教授、日医で特別講演「驚異の免疫力」
日医最高優功賞受賞、「獲得免疫力を持った人類の幸運」
2018 年 11 月 2 日 橋本佳子（m3.com 編集長）
京都大学名誉教授（高等研究院副院長／特別教授）の本庶佑氏は 11 月 1 日、「日本医師会設立
71 周年記念式典並びに医学大会」で、「驚異の免疫力」をテーマに特別講演した。本庶氏は今年
の「日本医師会最高優功賞受賞」を受賞（前出）
本庶佑氏は日医最高優功賞受賞を記念して講演。
本庶氏は、「がん患者は増え続け、いまだ進行したがんは治ら
ない」と指摘。2018 年のノーベル医学生理学賞につながった PD-1
の研究の基礎から臨床応用に至るまでの苦労を紹介し、「PD-1 免
疫療法は、がん治療法の第 1 選択になるだろう」と期待を込め
た。「2030 年？」とクエスチョンマークを付けつつ、現在は主流
の手術、化学療法、放射線療法を上回り、PD-1 免疫療法ががん治
療全体の 9 割近くを占めるという予測グラフを提示した。
PD-1 免疫療法は、T 細胞の表面にある PD-1 が免疫のブレーキ役
を果たすことに着目、ブレーキが利かなくなるようにして免疫を
活性化して、がん治療につなげる方法。本庶氏は、このメカニズ
ムを「獲得免疫が与えた想定外の幸運」と形容した。獲得免疫
は、ヒトに代表される脊椎動物が、病原体から生命を守る戦略として進化。「想定外」なのは、が
ん細胞が患者自身のものであっても、「異物」として認識され、獲得免疫のターゲットとなるから
だ。
「今世紀中にがん死はなくなる可能性が出てきた」と語る本庶氏は、次のように問いかけた。
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「感染症でもがんでも
死ななくなれば
ひとは幸福になれるか」
幸福感と快感、不快（不安）感の関連について、哲学的、医学的な考察を加えた後、本庶氏は医
療者へのメッセージとして次のように述べ、講演を締めくくった。
「人を幸福にするための今後の医療としては、優れた医学的治療を行う。これはいわゆる欲求充
足型の医療として、当然これまで追求してきたこと。そして、不安を和らげる。患者は、常に根源
的に死の恐怖から逃れたいと思っている。我々医療人にとって、これら二つを考えながら、医療を
続けていくことが重要ではないかと思う」 「今世紀中にがん死はなくなる可能性が出てきた」
本庶氏は、まず「がんは増え続
け、いまだ進行したがんは治らな
い」というスライドを提示。「今
日、がんは死因の最も大きな要因。
世界では年間 880 万人が亡くなり、
経済損失にすると 131 兆円になる。
結局、従来の三大治療法、つまり外
科療法、放射線療法、化学療法で
は、十分に対応できなかったことを
物語っている」。
しかし次に 2016 年、New
Scientist 誌に掲載された、ジェネ
ンティッック社がん部門長 Don
Chen 氏による、「PD-1 免疫療法に
よって、がん治療は大きな角をまが
った」というコメントを紹介。「がん治療は、ペニシリンの発見という時期にある、と言ってい
た。ペニシリンで劇的に治ったのは肺炎だが、それ以外にもたくさんの感染症があり、次々と新し
い抗生物質が発見され、感染症は我々にとって、死の病という恐怖ではなくなった」。
「今世紀中にがん死はなくなる可能性が出てきた」と本庶氏。その切り札になるのが、第四の治
療法となる免疫療法だ。「これは従来のように、がん細胞を直接攻撃するのではなく、自分の免疫
力、体力によって癌細胞を殺そうという試み」。
本庶氏とともに、2018 年のノーベル医学生理学賞を受賞するのは、米テキサス大のジェーム
ズ・アリソン氏。CTLA-4（細胞障害性Ｔリンパ球抗原 4）に関する研究が評価された。PD-1 と
CTLA-4 は、ともに免疫制御に関わる物質。本庶氏は、自動車走行制御に例えて、こう説明した。
「駐車場にいるときは、CD28 がアクセル、CTLA4 がブレーキの役割を果たす。道路走行になると、
ICOS がアクセル、PD-1 がブレーキの役割を果たす」。抗 CTLA4 抗体はブレーキを外して自動車を
速く動かす、抗 PD-1 抗体はブレーキを外して、自動車のスピードをもっと速めようという考え方
だという。
PD-1 の発見から機能解明まで「非常に時間がかかった」
PD-1 は全く偶然の機会に発見、1992 年の EMBO.J 誌に掲載された。細胞膜でシグナル伝達を果た
す受容体のアミノ酸配列には、チロシンが一定の間隔で 2 つ並ぶという特徴がある。しかし、PD-1
は同じく細胞膜にあるものの、2 つのチロシンの間隔がその 2 倍くらいあった。「これは何か違う
ものではないかと考え、遺伝子を壊したネズミを作って調べた。ここで非常に時間がかかった」。
PD-1 が免疫系のブレーキ役を果たすことを証明、Immunity 誌に掲載されたのは 1999 年だ。この時
点で臨床応用が可能だと考えたという。
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「実は、免疫の力を使って、がんを治療しようという試みは、過去 50 年以上、行われてきた
が、成功しなかった」と本庶氏は指摘。その例として、がん抗原療法、免疫細胞活性化療法、イン
ターフェロンなどの免疫活性化法を挙げた。「私たちが、『PD-1 を使えば、がんが治るのではな
いか』と言い出した時は、誰にも信じてもらえなかった」。
本庶氏らは、PD-1 の機能を解明するため、二つの視点から実験を行った。一つは、PD-1 欠損マ
ウスにおける腫瘍増殖抑制に関する実験。「PD-1 がなく、ブレーキが外れたネズミでは、PD-1 が
あるネズミよりも明らかにがんの増殖が抑えられた」。そこで次に、抗 PD-1 抗体を作成、この抗
体がマウスの骨髄腫を抑制することを証明した。その他、抗 PD-1 抗体がマウスのメラノーマの転
移を抑制することなども明らかにした。これらの結果を 2002 年から 2005 年にかけて論文発表し
た。
ヒト型抗 PD-1 抗体の作製が最大の困難
「これを人に応用したい。そのためには、ヒト型抗 PD-1 抗体を大量に作製しなければならなか
ったが、臨床応用を引き受ける企業がなかった」と本庶氏は苦労を語った。小野薬品工業は、単独
では体力がないということで、国内外で 10 社と 1 年かけて面談したが、不調に終わり、米国のベ
ンチャーとの開発を決意。しかし、公開された PD-1 に関する特許を見て、米国メダレックス社
が、小野薬品工業に共同開発を申し込み、「これで一気に加速した」。2005 年に、ヒト型抗 PD-1
抗体を作製、両社が共同で特許を出願。2006 年には FDA（米食品医薬品局）から、IND
（Investigation New Drug）として承認され、2006 年から米国で抗 PD-1 抗体（オプジーボ）の治
験を開始。日本でも 2 年遅れで治験が始まった。
「この結果が最終的に発表されたのは 2012 年。世界中が驚いた。治験に参加したのは、末期の
がん患者で、医師があと 3 カ月、半年だろうと思っていた患者が治ったからだ」。オプジーボの第
I 相試験は、296 人を対象に実施。完全寛解や有効例が認められた。1 年以上の生存は、非小細胞
性肺がん 18％、メラノーマ 28％、腎細胞がん 27％。「さらに驚いたのは、半年しか投与せずに、
その後はサイドエフェクト（副作用）を観察したが、31 人中、20 人がその後、1 年半以上、再発
がなく、効果が持続した。こうしたことは従来の癌治療では見られないため、驚いた」。
画期的な PD-1 抗体によるがん免疫療法
続いて、本庶氏は、京都大学産婦人科教室が行った卵巣がんでの第 II 相試験をはじめ、幾つか
の臨床試験の結果を紹介。無治療のメラノーマ患者に対するオプジーボとダカルバジン（アルキル
化製剤）のランダム化比較試験では、「開始から 1 年半の時点で、オプジーボ群の生存率は約
70％、ダカルバジン群では 20％を切るということで、倫理委員会はストップをかけた」。
「PD-1 阻害による、がん免疫療法は画期的」。本庶氏はこう語り、その理由として、（1）全て
の種類のがんに効く可能性が高い、（2）投与をやめても長期間（数年以上）有効なので再発が少
ない、（3）がん細胞を直接攻撃せず、免疫系を活性化するので副作用はあっても軽い――ことを
挙げた。
本庶氏は、がんの化学療法や放射線療法も、免疫力に依存すると指摘。「米国では現在、非常に
多くのがん種について薬事承認が下りている。わが国でも間もなく、DNA 変異が高頻度であれば、
全てのがん、臓器によらず、使用可能になるだろう」。
さらに今後の展望として、「PD-1 免疫療法は、がん治療法の第 1 選択になるだろう」と本庶氏
は語る。（1）初期に使う方が免疫力に対してダメージを与えない、メラノーマに対しては、初期
に使うと生存率は 70％、（2）化学療法、放射線療法、手術は使い方によっては免疫力を弱める、
（3）第 1 選択にした方が、副作用が少ない、（4）短期間の投与で長期にわたる効果がある、完治
もある――ことを理由として挙げた。
手術時のリンパ節郭清、再考を

41 / 51

その一方で、当面の課題もあるとした。「基礎研究の課題」は、(1)有効例と無効例の投与前ま
た直後の判定、（2）有効率の向上――だ。「臨床現場の課題」としては、（1）がん専門医の訓
練、（2）副作用の対応プロトコルの充実――の 2 つを挙げた。「がんの専門医は、ほとんど免疫
についてご存じない。時々、大きな副作用を見逃したり、死ななくてもいい患者を結局は救えなか
ったという問題が起きる。特に副作用の対応プロトコルをもう少し充実させなければいけない」。
有効性予測マーカーについて、本庶氏はこう語る。「現在は腫瘍の遺伝子変異の頻度が高いこと
が最大のマーカーだが、全てが高い頻度かというと、必ずしもそうではない。最も重要なのは、個
人の免疫力の違い。非常に幅があり、インフルエンザで、くしゃみだけで終わる人と、38、39℃の
熱を出し、死にかける人もいる。この点については、まだまだ研究が進んでいない。免疫系は単純
ではなく、遺伝子のシークエンスで分かるわけではない」。
有効性の向上に関しては、「一つは、キラーT 細胞が腫瘍の場にどれだけ集まるかどうか。もう
一つは、このキラー細胞の活力がどれだけ高いか、という問題がある」。キラーT 細胞（CTL；
cytotoxic T lymphocyte）の活性化は、所属リンパ節で起きるため、「所属リンパ節は、昔は取れ
ば取るほどいいと教えられたが、それは間違い。免疫力がなくなると、効かない。この点はもっと
啓蒙していかなければいけない」。
さらに有効性を高めるため、「抗 PD-1 抗体と、プラスアルファによって、がん治療をさらに効
率的にしようという治験が、1000 以上が進んでいる」。最も多いのは、抗 CTLA-4 抗体と組み合わ
せる治験、その他、化学療法、放射線療法などとの併用だ。
本庶氏らの研究テーマの一つが、高脂血症治療薬であるベザフィブレートとの併用だ。「ベザフ
ィブレートは、PD-1 阻害で起きる T 細胞死を防ぐとともに、その増殖を促進させる」。PD-1 免疫
療法を増強できれば、抗 PD-1 抗体の用量を減らしたり、有効率を向上させることができると、本
庶氏は期待する。
「獲得免疫が与えた想定外の幸運」
「（がん治療全体に占める）PD-1 阻害を中心とした免疫療法の割合は今はわずかだが、これか
ら次第に免疫療法が増えていくだろう。マーケットの予想では、2024 年では、この PD-1 関連の売
上高は、43 ビリオンドル、4 兆円を超えるマーケットになると言われている」
さらに「これは免疫療法なので、がんを完全になくさなくてもよく、自分の体力とのバランス
で、共存ということも、がん治療の一つの目標になるかもしれない」と続けた。
20 世紀は、抗生物質の発見などで、感染症を克服した世紀。「21 世紀は、がん免疫療法によ
り、がんの克服の可能性が見えてきたのではないか。そうした時代が近い。これは実は想定外のこ
と」と本庶氏。
がん免疫療法には、獲得免疫が関係
するが、そもそも獲得免疫は、脊椎動
物が病原体から生命を守る戦略として
進化したもの。その結果、脊椎動物の
寿命は飛躍的に延伸した。「がん細胞
も変異の蓄積で異物となり、獲得免疫
のターゲットとなる。想定外の幸運で
あったとしか言いようがない」。
「幸福感という哲学的命題」
講演の終盤で、本庶氏が提示したの
は次のようなスライド。PD-1 抗体か
ら、哲学的な考察に話題は移っていっ
た。
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「生命の基本要素を満たすことが、快感に連動するように進化した生物が生き残る」と続け、
「幸福感を与える快感は、生命の三要素を満たす」と本庶氏は説く。
「生命の三要素」とは、生殖欲、食欲、競争欲だ。「生殖欲とは、自分の子孫を残すこと。食欲
は自分でエネルギーを補給すること。競争力は、敵に負けることがないこと。このような欲求は、
快感とつながっている。もし生殖欲で快感を満たさない生物がいたら、多分、子孫は繁栄しない。
食欲がなかったら、当然食べる意欲がわかない。競争欲、勝って快感を得なければ、敵に食べられ
てしまう。こうした仕組みが発達した生物が今日、生き残っている」。
「しかし、哲人曰く、快感だけを求めていては、真の幸福には達しない。それは常により強い快
感を求めるからだ。生理学的にも、感覚器を通して認識される刺激は、感覚受容体が脱感受性を引
き起こし、快感刺激はやがて飽和することは、生理学で習った通り。おいしいワインを飲むと、も
っとおいしいワイン、おいしい肉を食べるともっとおいしい肉を求める」
もっとも、幸福感を支える根底的なことがあるという。それは、「不快（不安）感がない」とい
うこと。「どんなに満たされていても、いつか寝首をかかれるかもしれない、というのでは、本当
の幸福ではない」。不安感を持つことも、生存に必要と説く。「例えば、暗闇の中で、遠くから足
音が聞こえた時に、不安を感じない生き物がいたら、やはり敵に食べられて死んでしまうだろ
う」。不安感の中で、最大のものは「死への不安」であり、これを乗り越えることは非常に難しい
という。「もしこれを克服することができれば、不安感がないことになれば、これは本当に幸
せ」。
不安感は、「閾値の制御」でその度合いが変化する。本庶氏が例に挙げたのは、アシャー
（Usher）症候群という遺伝病。生後次第に、視覚と聴覚が弱くなっていく患者では、嗅覚が異常
に発達する。その他、晴眼者と比較すると、早期視覚障害者（3 歳から）の方が、触覚が発達す
る。一つの感覚が失われると、他の感覚が代償するようになる。同じことは、早期失聴者（2 歳ま
で）と健聴者との間でも起き、手話を見る時の大脳の働きは明らかに失聴者の方が強い。
「欲望の充足、つまり満足感の閾値は、自然と高い方に変化しやすい。別の言い方をすれば、だ
んだん幸福感が薄れるということ。一方、不安感、つまり生命への危険を察知するというこの閾値
は、逆に体験によって高くなる。体験により、不安感が薄れる」。生命の危機を経験した人は、閾
値が高くなり、少々のことは問題ではなくなるという。
医療者にとって必要な二つのこと
「私のかなり強引な、幸福感という哲学的命題に対して、生物学者からの観点は、二つ要素があ
ると言える。一つは快感の存在、これは麻痺する危険性がある。もう一つは不安感の存在、これは
麻痺しない。これらの不在が重要ではないか」
「生物学的に考えられる永続的な幸福感への道というのは、やすらぎ（不安感がない）、そして
時折の快感刺激、ということになる」
「死への恐怖は古来生きているものにとって、避けがたいもの。そこで人類は素晴らしい発明を
した。つまり、神様であり、あらゆる悩みを解消してくれる。これによって、人々は死の不安を克
服することができた」
このように幸福感を考察した本庶氏は、最後に次のように結んで講演を終えた。
「人を幸福にするための今後の医療としては、優れた医学的治療を行う。これはいわゆる欲求充
足型の医療として、当然これまで追求してきたこと。そして、不安を和らげる。患者は、常に根源
的に死の恐怖から逃れたいと思っている。我々医療人にとって、これら二つを考えながら、医療を
続けていくことが重要ではないかと思う」
本庶さんの講演要旨（１）
その他 2018 年 12 月 10 日 (月)配信共同通信社
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本庶佑（ほんじょ・たすく）・京都大特別教授のノーベル賞受賞記念講演の要旨は次の通り。
すべての人間は幸運にも獲得免疫を得ている。そうでなければがん免疫療法は不可能だった。
私は１９４２年、京都で医者の父と優しい母のもとに生まれた。小学生の頃に天体望遠鏡で土星
の輪を見せてもらい、天文学者になりたいと思った。だが野口英世の伝記を読んで医学に興味を持
ち、京都大に進学した。大学院では早石修（はやいし・おさむ）先生（故人）に学んだ。７１年に
米国に留学し、分子免疫学に出会った。米国立衛生研究所で遺伝子の測定や単離を学び、７４年に
帰国。免疫学の中心課題である、抗体の多様性についての研究に取り組んだ。
対象にしたのは病原体に合わせて抗体の性質が変化する「クラススイッチ」という現象で、研究
の結果、獲得免疫の仕組みが分かってきた。
抗体の一種、ＩｇＡを作る細胞にのみＡＩＤというタンパク質があることを村松正道（むらま
つ・まさみち）氏（現・国立感染症研究所ウイルス第２部長）が発見した。抗体記憶を形成するの
がＡＩＤだということが明らかになった。（共同）
本庶さんの講演要旨（２）
その他 2018 年 12 月 10 日 (月)配信共同通信社
私の研究室に所属していた石田靖雅（いしだ・やすまさ）氏（現・奈良先端科学技術大学院大准
教授）は、Ｔ細胞の細胞死に関わる遺伝子を探す中でＰＤ１を発見した。私はこのタンパク質に興
味を持った。
このＰＤ１を働かないようにしたマウスをつくった。長期的に観察するとさまざまな病気を発症
した。そうした結果から、免疫が働き過ぎていると考えた。ＰＤ１にブレーキをかける役割がある
ことが分かった。
これをがん治療に応用できるのではないかと考えた。部下の岩井佳子（いわい・よしこ）氏
（現・日本医科大教授）の研究でＰＤ１によるブレーキを働かなくするとがん細胞の増殖を抑えら
れることが分かった。
人の薬に応用しようと考えた。米ベンチャー企業から提案があり、薬をつくることができた。２
００６年、米国で臨床試験（治験）が始まった。
治験の結果は驚くべきものだった。進行した皮膚がんや肺がん患者の２０～３０％でがんが小さ
くなるとの報告があった。多くのメディアに取り上げられた。
免疫療法の特徴は副作用が少ないことだ。だが一部の人にしか効かないという課題もある。
１６年に科学誌で「がんにおけるペニシリンの発見とも言うべき時期にきている」と指摘され
た。
獲得免疫と呼ばれる仕組みが病原体への防御システムとして脊椎動物で発展した。その結果、脊
椎動物の寿命は劇的に延びた。これが現在、われわれがここにいる理由だ。
がんの免疫療法はさらに広がり、２０年代になるか３０年代になるか分からないが、がんが慢性
疾患の一種として制御できる時代になるだろう。たくさんの支えてくれた人に感謝している。（ス
トックホルム共同）
医療ニュース 本庶氏語録 2018 年 12 月 11 日 共同通信社
ノーベル医学生理学賞の本庶佑（ほんじょ・たすく）・京都大特別教授の最近の主な発言をまと
めた。
「論文に書いてあることは信じない。自分の頭で納得できるまでやる。それが僕のサイエンス」
「挫折しなかったからここまできた」
「メディアの人と違ってやることがいっぱいあるので、（ノーベル賞発表の）この日を意識する
ことはほとんどなかった」
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「真実に対して厳しいのは当たり前。僕はずっと研究で世界と戦ってきたつもり。戦うときは厳
しくないと戦えない」（１０月１日、受賞決定直後の京大記者会見）
「こういう人生を二度やりたいというほど、充実した人生」
「ライフサイエンス（生命科学）に投資しない国に未来はない」（１０月２日、京大記者会見）
「主要論文は三つ、四つあるが（有名科学誌の）セル、サイエンスはない。『そういう雑誌に載
らなければ認められない』と思っている人がいたら、多分間違っている」
「免疫力こそが最終的にがんを治す力」
「ゴルフ場でナイスショットを打った後にぱったりと死にたい」（１０月５日、愛知県豊明市の
藤田医大で講演）
「進化の神様はがんに対する治療法として、免疫を与えてくれた。想定外の幸運だった」
「生まれつき運がいい。防空壕（ごう）に居た時に焼夷（しょうい）弾が命中したが不発だっ
た」（１０月１９日、神戸市での講演と記者会見）
「日本の製薬企業は、社内に目利きが少ない。資本力が弱い」
「基礎研究から応用まで、公的資金が企業にできないことを補強すべきだ」（１０月２３日、自
民党本部で講演）
「（免疫療法が）がん治療の第１選択肢になると思う」
「今後の医療には、優れた医学的治療に加え、不安を和らげることが重要」（１１月１日、日本
医師会での講演）
「サイエンスの力がない国は将来性がない。若手、次の世代を育てることが重要」（１１月２２
日、政府の総合科学技術・イノベーション会議出席後）
「若い人が安定的かつ自由にやれるような機会をつくっていきたい」（１２月５日、出発前に関
西空港で記者会見）
「２０２０年代か３０年代か分からないが、いつかがんを制御できるようになるだろう」（１２
月７日、ストックホルムの記念講演）
「賞というのは目標ではない。結果」
「ホールインワンよりノーベル賞をもらう方が難しい。ホールインワンはもうやっているので、
ゴルフのドリームとサイエンスのドリームは両方達成した」
「社会が安定志向になっているのは非常に良くない。もっとチャレンジした方が良い」（１２月
８日、ストックホルムでの記者会見）
医療ニュース 本庶さん基金に１億円寄付 研究者支援へ滑り出し上々
2018 年 12 月 26 日 朝日新聞
ノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑（ほんじょたすく）・京都大特別教授（７６）が２６
日、京都大で記者会見を開いた。京大が今月創設した「本庶佑有志基金」について、１億円の寄付
の申し出があったことを明らかにした。「滑り出しがよかった。たいへんうれしく思う」と話し
た。
基金は、若手研究者の支援が目的で、寄付などで１千億円規模を集めたいとしていた。自身のノ
ーベル賞賞金の約５千万円も寄付したという。
本庶さん知人が１億円寄付 小野薬に基金への協力要請 2018 年 12 月 27 日 共同通信社
ノーベル医学生理学賞を受賞した京都大の本庶佑（ほんじょ・たすく）特別教授（７６）が２６
日、京大で記者会見し、若手研究者を支援するため設置された「本庶佑有志基金」に、知人から１
億円の寄付の申し出があったと明らかにした。本庶さんも既に、ノーベル賞の賞金を寄付してい
る。
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本庶さんの研究を基に開発されたがん治療薬「オプジーボ」を販売する小野薬品工業にも、販売
利益の一部を基金に入れてもらえるよう、弁護士を通して交渉中だと説明。「食い逃げはあり得な
い。問題はいくら払うか、いつ払うかということだけだ」と協力を求めた。 若手に向けて「サイ
エンスは文化の一つで、人間の知的生産物だ。違う種類の文化や考え方があることを体験してみる
のが、極めて重要だ」と指摘。海外での研究生活を経験するべきだとの考えを示した。 本庶さん
は１０日（日本時間１１日）、スウェーデン・ストックホルムの授賞式に出席し、メダルと賞状が
授与された。
再生医療、実用化で先行 グンゼ・オリンパス軟骨治療 2019/1/7 日本経済新聞 電子版
再生医療が商用化の段階に入る。高齢化などに伴う膝関節の病気に企業が相次いで再生医療を応
用する。グンゼは軟骨の再生を促す素材を欧州で発売。オリンパスや中外製薬は培養した軟骨を使
う方法の実用化を急ぐ。膝関節の病気は日本人の 5 人に 1 人が患うため、その治療は再生医療の本
丸と目されている。治療法が浸透し関連産業が活性化すれば、再生医療で日本が世界をリードする
可能性もある。
東京医大の次期学長予定者に女性教授
病態生理学の林由起子氏、女性では初
2018 年 9 月 20 日水谷悠（m3.com 編集部）
女子受験者の点数を一律で減点するなど入試不正問題で揺れる東京医科大学で、次期学長予定者
として医学部医学科病態生理学主任教授の林由起子氏が選ばれたことが 9 月 20 日、分かった。前
日 19 日の教授会で選出された。9 月 25 日に行われる理事会で承認されれば、東京医大では初めて
の女性学長が誕生する。
入試不正問題では、文部科学省の私立大学研究ブランディング事業で便宜を受ける見返りに、同
省の前科学技術・学術政策局長の佐野太被告（受託収賄罪で逮捕・起訴）の子息を不正に合格させ
たとして、7 月に当時の臼井正彦理事長と鈴木衞学長が贈賄罪で在宅起訴された。両氏は辞任し、
常務理事の唐沢昌敬氏が理事長職務代理、副学長の宮澤啓介氏が学長職務代理を務めている（『東
京医大入試不正、臼井、鈴木氏に「個人的な謝礼」』などを参照）。
林氏は 1986 年東京医大卒。順天堂大学脳神経内科、国立精神・神経センター神経研究所などを
経て 2013 年 8 月から現職。2016 年 2 月から東京医大病院遺伝子診療センター副センター長。日本
生理学会理事も務める。
ゴルフが上手い診療科は／BMJ ケアネット 2018/12/26
世界中で、医師の燃え尽き症候群（バーンアウト）の罹患率は高いことが報
告されている。米国・ハーバード大学医学大学院の Gal Koplewitz 氏らは、今
回、ゴルフの普及状況を調査し、米国の男性医師は一般的にゴルフに興じてお
り、とくに外科医が多いことを明らかにした。ゴルフは、多くの医師にとって
ステレオタイプの娯楽だが、これまで専門科別の普及率や腕前、男女差につい
ては検討されておらず不明であった。BMJ 誌 2018 年 12 月 10 日号（クリスマス
特集号）掲載の報告。女性は約 1 割、整形外科医が多く、血管外科医の技量が高い
減量後の低炭水化物食、代謝量を増大／BMJ ケアネット 2018/11/29
低炭水化物ダイエットは、体重減少維持中のエネルギー消費量を増大することが明らかにされ
た。BMJ 誌 2018 年 11 月 14 日号で報告された。エネルギー消費量は、体重の減少とともに低下
し、体重再増加を促す要因となるが、炭水化物-インスリンモデルで一貫性を持ってみられ、著者
は「示された代謝効果は、肥満治療の成功を改善する可能性があり、とくにインスリン分泌能が高
46 / 51

い人で効果があると思われる」と述べている。
原著論文；Ebbeling CB, et al. BMJ. 2018;363:k4583.
1 年で心筋梗塞のリスクが最も高い日／BMJ ケアネット 2018/12/25
スウェーデンでは、クリスマスや夏至の祝日（夏至祭［夏至とその前日］と呼ばれ、クリスマス
を除くとスウェーデンで最も盛況な休日、St John's Day としても知られる）は心筋梗塞のリスク
が高く、とくにクリスマスイブが高リスク（37％増）であり、高齢患者や糖尿病を合併する患者な
ど脆弱な状態にある集団では、これらの期間が心筋梗塞の外的な引き金の役割を担う可能性がある
ことが、スウェーデン・スコーネ大学病院の Moman A. Mohammad 氏らにより示された。
午前 8 時、月曜日が最も高リスク、イブは午後 10 時がピーク（医学ライター 菅野 守）
原著論文；Mohammad MA, et al. BMJ. 2018;363:k4811.
高齢者の肥満診療はどうすべきか ケアネット 2019/01/04
2019 年 12 月 18 日に一般社団法人 日本老年医学会（理事長：楽木 宏実
氏）は、ホームページにおいて『高齢者肥満症診療ガイドライン 2018』（作
成委員長：荒木 厚氏）を公開した。
本ガイドラインは、同会が作成方針を打ち出している「高齢者生活習慣病
管理ガイドライン」、すなわち「高血圧」「脂質異常症」「肥満症」「糖尿
病」のガイドラインの第 3 弾にあたり、日本肥満学会の協力を得て作成され
たものである。作成では既刊の『肥満症診療ガイドライン 2016 年版』を参考に、認知症・ADL 低
下の観点から新たにクリニカルクエスチョン（CQ）を設定し、システマティックレビューを実施し
たものとなっている。17 の CQ で肥満症診療に指針
ガイドラインでは、「肥満または肥満症の
診断」「肥満症の影響」「肥満症の治療」と全体を 3 つに分け、各項目で CQ を設定している。と
くに「肥満症の影響」は厚く記載され、肥満と認知症リスク、運動機能低下、循環器疾患との関係
が記されている。（ケアネット 稲川 進）


社員向け短時間のうつ病研修プログラムを開発－メンタル不調者への対応力が向上、九州大学な
ど HealthDay News 2019/01/04
職場でメンタルヘルスの不調を抱える社員に適切に対応する方法を 2 時間で学べる研修プログラ
ムを開発したと、九州大学大学院精神病態医学講師の加藤隆弘氏らが「PLOS ONE」12 月 7 日オン
ライン版に発表した。研究は岩手医科大学神経精神科学講座教授の大塚耕太郎氏らと共同で行った
もの。暫定版のプログラムをパイロット試験として実施したところ、プログラムの受講者はメンタ
ルヘルス不調者への対応力や理解力が向上したという。
[2018 年 12 月 17 日/HealthDayNews]Copyright (c) 2018 HealthDay. All rights reserved.
原著；Kubo H, et al. PLoS One. 2018; 13: e0208114.
日本人の糖尿病の有無に「所得」が関連か－東大など研究グループ HealthDay News
2018/12/18
日本人の高齢女性では、糖尿病の有無に所得による社会経済的状況が関連している可能性がある
ことが、千葉大学予防医学センターの長嶺由衣子氏と東京大学大学院健康教育・社会学准教授の近
藤尚己氏らの研究グループの検討で示唆された。一方、男性ではこれらの関連は認められなかっ
た。が、研究グループは「結果に性差がみられた理由や今後の対策についてはさらなる検討が待た
れる」と述べている。「Journal of Epidemiology」11 月 17 日オンライン版に掲載された
原著論文；Nagamine Y, et al. J Epidemiol. 2018 Nov 17. [Epub ahead of print]
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米国人女性で子宮がんが増加、肥満の蔓延が影響か HealthDay News 2019/01/04
米国女性の間では近年、緩やかだが着実に子宮がんの症例が増えていることが、米疾病対策セン
ター（CDC）傘下のがん予防管理部門の Jane Henley 氏らの調査で明らかになった。詳細は CDC 発
行の「Morbidity and Mortality Weekly Report」12 月 7 日号に掲載。 調査の結果、子宮がんの
罹患率は 1999 年から 2015 年には 12％増加し、増加率は年間平均で 0.7％。このうち 68％の症例
は子宮体がんを伴っていた。また、子宮がんによる死亡率も 1999 年から 2016 年にかけて 21％増
加し、増加率は年間平均で 1.1％。子宮がんが増加している原因の一つは肥満の蔓延。
Henley 氏らもこの考えに同意しており、「過体重や肥満女性は、適正体重の女性に比べて子宮
体がんの罹患リスクが 2～4 倍である」と指摘。
原著；Henley SJ, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018; 67: 1333-1338.
日本人の血圧は意外とコントロールできていない ケアネット 2018/12/18
有用な薬剤が普及し、世界的に治療率は改善している。日本人の高血圧のコントロール率はアジ
ア諸国と比較してもまだまだ低く、高血圧パラドックスに陥っている。2018 年 11 月 14 日に日本
心臓財団が主催する「高血圧パラドックスの解消に向けて‐脳卒中や認知症、心不全パンデミック
を防ぐために必要なこととは？‐」が開催され、楽木 宏実氏（大阪大学大学院 ）が登壇した。
高血圧は、高齢化に伴う心不全での死亡者が増加傾向にあり注目に値する。「血圧値にはカット
オフポイントが存在しない」、どこからが血圧異常であるのかを区別することができず、治療対象
の観点から「恣意的に高血圧の定義をしている」現状を指摘した。「130～139/80～89mmHg の血圧
カテゴリーを明確に“高血圧ステージ 1”という表現にし、従来の高血圧基準である 140/90mmHg
以上は“高血圧ステージ２”という名称になった」ことも付け加えた。
“日本での 2007 年の非感染性疾患および外因による死亡数への各種リスク因子の寄与（男女
計）”のデータによると、喫煙に次いで高血圧の寄与は非常に高く、その数は 11 万人にも上る。
今年 9 月には、伊藤 裕氏（慶應義塾大学腎臓・内分泌・代謝内科教授）を主導とする“高血圧
学会みらい医療計画～JSH Future Plan～”が発表され、今後 10 年間で高血圧患者を 500 万人減ら
し、健康寿命を延伸させることが目標として示された。その実現に向け、医療システム、学術研
究、社会啓発を 3 本の柱とし、活動が展開される予定だ。（ケアネット 土井 舞子）
「たった 2 分の歩行でも健康に有益」、米国の身体活動ガイドライン HealthDay News 018/12/07
これまで米国では、運動は 10 分以上継続することが推奨されてきた。しかし、米国心臓協会年
次集会（AHA 2018、11 月米シカゴ）で発表された最新版のガイドラインでは、たった 2 分程度の
歩行であっても運動することは健康に有益とする見解が示された。このガイドラインの詳細は
「Journal of the American Medical Association（JAMA）」11 月 12 日オンライン版に掲載。
米国では早期死亡の原因の 10％を運動不足が占め、4 人に 1 人が運動不足を解消すれば約 7 万
5,000 件の死亡を回避できるという。HHS の調べでは、週当たりの推奨運動量を実行しているのは
男性では 26％、女性では 19％、10 歳代の若者では 20％に過ぎない。運動不足による医療コストは
年間で 10 兆円を超えると指摘。・運動は週に 1～2 日まとめて行っても週に 3 日以上行った場合と
同様の効果が得られる」と説明している。
原著論文；Piercy KL, et al. JAMA. 2018 Nov 12. [Epub ahead of print]
高血圧患者は歯周病に注意？ 血圧コントロールに悪影響か HealthDay News 2018/11/23
歯周病があると高血圧患者の血圧コントロールに悪影響を与える可能性があることが、ラクイラ
大学（イタリア）の Davide Pietropaoli 氏らによる新たな研究から示唆された。詳細は
「Hypertension」10 月 22 日オンライン版に掲載。
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今回の研究では、2009～2014 年の米国国民健康栄養調査（NHANES）データを用いて、30 歳以上
の高血圧患者 3,600 人以上の医療記録と歯科治療の記録を後ろ向きに分析し、歯周病が血圧コント
ロールに及ぼす影響について検討した。その結果、降圧治療を受けている高血圧患者では、歯周病
がある場合には、歯周病がない場合に比べて収縮期血圧の平均値が 2.3～3.0mmHg 程度高いことが
分かった。また、歯周病があると降圧薬が効きにくく、歯周組織の健康状態が良好だった人に比べ
て降圧目標を達成できる確率が 20％低いことも明らかになった。
「飲み残した抗菌薬の不適切な使用」に専門家ら警鐘 HealthDay News 2018/11/23
子どもに処方された抗菌薬の飲み残しを保管して、後に兄弟など処方された子ども以外の家族に
使う親が驚くほど多いことが、米コーエン小児医療センターの Ruth Milanaik 氏らの調査で明らか
になった。同氏らは「抗菌薬の不適切な使用は、薬剤耐性菌の増加をもたらす可能性がある」と警
鐘を鳴らしている。この調査結果は米国小児科学会（AAP 2018、11 月 2～6 日、米オーランド）で
発表された。米国の父母 496 人を対象、回答者の約 48％が「抗菌薬が残った場合、処分せずに保
存しておく」と答えた。このうち 73％は「飲み残した抗菌薬をきょうだいや家族以外の子ども、
あるいは大人に渡したことがある」と回答した。中には処方されてから数カ月後に残った抗菌薬を
別の人に渡したり、使っていた。一部の親は自身が残した抗菌薬を自分で使用した経験があった。
ビタミン D サプリメントは高齢者の骨の健康に影響しない？ HealthDay News 2018/10/22
ビタミン D サプリメントの摂取は骨を丈夫にし、高齢者の骨粗鬆症予防に
有効とされている。新たな研究から、ビタミン D サプリメントを摂取して
も、こうした効果は認められない可能性があることが分かった。過去の研究
をレビューした結果、用量にかかわらず、ビタミン D サプリメント摂取が骨
折や転倒を予防し、骨密度の増加につながるとするエビデンスは認められな
かったという。詳細は「The Lancet Diabetes and Endocrinology」10 月 4
日オンライン版に掲載された。原著論文；
Bolland MJ, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Oct 4. [Epub ahead of print]
全身持久力を高く保つと高血圧になりにくい？―約 6 千人の日本人男性で検討、東北大
HealthDay News 2018/10/22
全身持久力を測定した約 6,000 人の日本人成人男性を 23 年間追跡した結果、厚生労働省が推奨
する全身持久力の基準を継続的に達成すると高血圧になりにくい可能性があることが、東北大学大
学院運動学分野講師の門間陽樹氏らの研究グループの検討で分かった。6 年間に全身持久力の基準
を 3 回以上達成すると、高血圧を発症するリスクが最大で 38％低下することが示されたという。
詳細は「Journal of Hypertension」9 月 17 日オンライン版に掲載された。
原著論文；Momma H, et al. J Hypertens. 2018 Sep 17. [Epub ahead of print]
禁煙は「徐々に」でなく「一気に」の裏付け／JAMA ケアネット 2018/09/26
喫煙者において、タバコのニコチン含有量を即時に減らすほうが、緩徐に減らすよりも、喫煙毒
性曝露バイオマーカー値の低下は一貫して有意に大きいことが明らかにされた。また、緩徐に減量
した場合とニコチン含有量を減量しなかった場合の同マーカー値には、有意差がなかった。JAMA
誌 2018 年 9 月 4 日号で発表された。原著論文；Hatsukami DK, et al. JAMA. 2018;320:880-891.
座り過ぎで死亡リスクが上昇する 14 の疾患 HealthDay News 2018/07/25
普段の生活の中で、座って過ごす時間が 1 日当たり 6 時間以上の人では、3 時間未満の人と比べ
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て早期死亡リスクが 19％高いことを示した研究結果が「American Journal of Epidemiology」6 月
26 日オンライン版に発表された。このような死亡リスクの上昇をもたらす 14 の疾患も明らかに。
年齢や性、学歴、喫煙の有無、食生活、運動習慣などを考慮して解析した結果、余暇を座って過
ごす時間が 1 日に 6 時間以上の人では、3 時間未満の人と比べて全死亡リスクが 19％高いことが分
かった。また、死因別では、がん、心疾患、脳卒中、糖尿病、腎疾患、自殺、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）、肺疾患、肝疾患、消化性潰瘍などの消化器疾患、パーキンソン病、アルツハイマー病、
神経障害、筋骨格系障害の 14 の死因による死亡リスクが上昇することが明らかになった。さら
に、死亡リスクの上昇の程度は死因によってばらつきがみられ、がんでは約 10％の上昇だった
が、筋骨格系障害では約 60％の上昇が認められた。
以上の結果を踏まえ、Patel 氏は「この研究結果のメッセージは“もっと動くべき”といういた
ってシンプルなものだ。座位時間は短いほど身体に良い。1 時間座って過ごしたら 2 分間立つだけ
でも脂質や血糖、血圧の値は改善する」と話している。
ソファで長時間過ごす人は間食が多いといった他の不健康な習慣がある可能性が考えられる。
原著論文；Patel AV, et al. Am J Epidemiol. 2018 Jun 26. [Epub ahead of print]
心血管イベント抑制、低脂肪食 vs.地中海食／NEJM ケアネット 2018/06/21
心血管リスクが高い集団を対象とした試験で、低脂肪食事療法に割り付け
た群よりも、エキストラヴァージンオリーブオイル（EVOO）またはナッツを
一緒に補充する地中海式食事療法に割り付けた群のほうが、主要心血管イベ
ントの発生率は低いことが、スペイン・バルセロナ大学の Ramon Estruch 氏
らによりれた。これまで行われた観察コホート研究や 2 次予防試験では、地
中海式食事療法の順守状況と心血管リスクについて負の相関が示されてい
る。今回修正解析の結果を発表した。NEJM 誌オンライン版 2018 年 6 月 13 日号掲載の報告。
被験者の適格要件を厳格化し再解析、地中海式食事療法群の主要心血管イベント発生のハザード
比は 0.70 著者は、「われわれが行った試験の結果は、地中海式食事療法が心血管疾患の 1 次予
防効果があることを支持するものであった」とまとめている。
原著論文；Estruch R, et al. N Engl J Med. 2018 Jun 13. [Epub ahead of print]
認知症リスクが高い睡眠時間は？～久山町研究 ケアネット 2018/06/13
日本人高齢者において、「睡眠時間 5 時間未満もしくは 10 時間以上」「睡眠薬の使用」が、認
知症や死亡の危険因子であることが示唆された。九州大学の小原 知之氏らが久山町研究での調査
結果を Journal of the American Geriatrics Society 誌オンライン版 2018 年 6 月 6 日号に報告。
本研究は前向きコホート研究で、対象は認知症でない 60 歳以上の地域在住日本人。自己申告に
よる 1 日睡眠期間を、5 群（5.0 時間未満、5.0～6.9 時間、7.0～7.9 時間、8.0～9.9 時間、10.0
時間以上）に分類し、Cox 比例ハザードモデルを用いて、1 日睡眠期間と認知症および死亡リスク
との関連を判定した。 主な結果は以下のとおり。追跡期間中、294 人が認知症を発症し、282 人
が死亡した。
・認知症発症率および全死因死亡率は、1 日睡眠時間が 5.0～6.9 時間の参加者に比べ、5.0 時間未
満および 10.0 時間以上の参加者で有意に高かった。
・アルツハイマー病および血管性認知症でも、同様の U 字型の関連が認められた。
・睡眠薬の使用が認知症や死亡リスクに及ぼす影響を調べたところ、睡眠薬を使用している参加者
は、睡眠薬を使用しない 1 日睡眠時間 5.0～6.9 時間の参加者に比べ、認知症リスクが 1.66 倍、死
亡リスクは 1.83 倍であった。（ケアネット 金沢 浩子）
原著論文；Ohara T, et.al. J Am Geriatr Soc. 2018 Jun 6. [Epub ahead of print]
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世界のがん患者、10 年で 28％増加／JAMA Oncology ケアネット 2018/06/13
世界におけるがん患者が 2016 年までの 10 年間で 28％増加したことを、世界のがんの疾病負担
を調査する Global Burden of Disease（GBD）study の研究グループが報告した。一方、平均年齢
調整死亡率は 195 の国や地域のうち 143 で減少したという。JAMA Oncology 誌オンライン版 2018
年 6 月 2 日号に掲載。
本研究は、29 のがん種について、195 の国や地域における年齢・性別ごとのがん罹患率、死亡
率、障害生存年数、損失生存年数、障害調整生命年（DALY）を評価。レベルと傾向は社会人口統計
学的指標（SDI）別および経時的に分析された。
主な結果は、2016 年における世界のがん患者は 1,720 万例、死亡例は 890 万例であった。
・がん患者は 2006 年から 2016 年の間に 28％増加した。・高 SDI 諸国では最も増加が小さい。
・世界において、この変化に対する寄与割合は、人口の高齢化が 17％、人口の増加が 12％、年齢
別比率の変化が－1％であった。・世界的に、男性における最も多いがんは前立腺がん（140 万
例）であった。・がん死亡および DALY の主因は、気管・気管支・肺がん（死亡 120 万例、2,540
万 DALY）であった。・女性では、乳がんが最も多く（170 万例）、がん死亡および DALY の主因で
あった（死亡 53 万 5,000 例、1,490 万 DALY）。・2016 年のがんによる DALY は、男女合わせて世
界で 2 億 1,320 万 DALY であった。・2006～16 年において、がん全体の平均年齢調整罹患率は 195
の国や地域のうち 130 の国や地域で増加し、平均年齢調整死亡率は 195 の国や地域のうち 143 の国
や地域で減少した。 GBD study の結果はすべて、下記サイトで見ることができる。
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ （ケアネット 金沢 浩子）
原著論文；Global Burden of Disease Cancer Collaboration. JAMA Oncol. 2018 Jun 2. [Epub
ahead of print]
7 つの生活習慣、心血管にも認知機能にも好影響／JAMA ケアネット 2018/08/31
フランス・ボルドー大学の Cecilia Samieri 氏らは、米国心臓協会
（AHA）が推奨する 7 つの生活習慣（ライフ シンプル 7）を用いて定義し
た心血管の健康レベルと、高齢者の認知症および認知機能低下のリスクと
の関連性を検証する 65 歳以上の地域住民を対象としたコホート研究（The
Three-City[3C] Study：3C 研究）において、ライフ シンプル 7 の実行項
目数の多さと心血管健康スコア高値は、認知症リスクおよび認知機能低下
率の低さと関連していることを明らかにした。著者は、「認知機能低下や
認知症と関連するリスク因子を予防するため、心血管の健康増進が望まれる」とまとめている。こ
れまで、心血管の健康レベルと認知症リスクとの関連に関するエビデンスは限られていた。JAMA
誌 2018 年 8 月 21 日号掲載の報告。
65 歳以上対象に、心血管健康レベルと認知症/認知機能との関連を評価
3C 研究は、フランスのボルドー、ディジョンおよびモンペリエの 3 都市で行われた。対象は、ベ
ースラインで心血管疾患または認知症の既往がなく、1999 年 1 月～2016 年 7 月に、神経心理学検
査と認知症発症の系統的検出を複数回受けた 65 歳以上の高齢者。
心血管健康レベルについて、推奨される最適水準でのライフ シンプル 7（非喫煙、BMI＜25、運
動習慣あり、魚を週 2 回以上および野菜や果物を 1 日 3 回以上摂取、コレステロール値＜200mg/dL
［未治療］、空腹時血糖＜100mg/dL［未治療］、血圧＜120/80mmHg［未治療］：スコア範囲は 0～
7）の実行項目数と、心血管健康スコア（範囲：0～14 点、7 項目の測定レベルで不良［0］、中程
度［1］、最適［2］）で評価した。心血管健康レベルが高いと、認知症発症リスクが低く認知機
能低下が少ない。原著論文；Samieri C, et al. JAMA. 2018;320:657-664.
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