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巻 頭 言
何をもって
「がんの解決」
とするか。多くの専門家に尋ねても答えはさまざまであろう。
「がんはやがて
絶滅できる」という超楽観論から「解決などない。いつまでもがんとの闘いあるのみ」という厳しい現場
の声まで、幅広い答えが出てくると思う。
人間は老化とがんとの関わり方が強い。最近、がんは死亡年齢だけでなく罹患年齢が高齢化してきた。
この状況が今後とも続くとなると、がんで死ぬ人の大部分はがんを体内にもったままでの「自然死」とか
「老衰死」
といった時代がくるのではないか。がん対策のあり方はこれからも変わって来るかも知れない。
イヤ、変わらなければならない。
（小林 博）

公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

巻頭 「放射線治療の過去から未来へ」
対談

白圡 博樹先生（北海道大学大学院医学研究科放射線医学分野 教授）
西村 恭昌先生（近畿大学医学部放射線医学教室放射線腫瘍学部門 教授）

昭和50年代の放射線治療

放射線治療のメリット

西村： 僕らが卒業した昭和56年というのは放射 白 𡈽 ：次に、手術と比べた放射線治療の良さって
なんなんだろうということに関してはいかがで
線治療というのはどちらかというと緩和ケア的
すか。
といいますか、骨転移とか脳転移といったこと
で、根治照射症例というのは余りなく、もちろ 西村：これは、患者さんにも学生にも言っている
ことですが、放射線治療の一番のメリットは機
ん当時でも子宮頸がんだとか頭頸部腫瘍などの
能と形態を残せること。しかも根治治療である
根治症例はありましたが、その数は限られてい
こと。
手術ですと、
ました。
どうしても悪い場
放射線科の病棟といえばほとんどが末期がん
所、臓器を取って
の方が多数入っていて、いまでこそ緩和ケア科
しまうじゃないで
の病棟がそういった患者さん達を多く診て下
す か。 そ の あ と、
さっていますけれども、当時は放射線科の病棟
その臓器は欠落し
がある意味、緩和ケア的な病棟でした。そうい
たままで生きてい
うところから始まって、だんだん治療装置が良
かなければならな
くなってきて、当て方も上手になり、放射線治
いということで、
療の基本であるがんの病巣に出来るだけ線量を
そこが放射線と手
集めるということもうまくできるようになって
術の一番大きな違
きました。
いだと思います。
ようやく放射線治療がいろんながんに根治も
白𡈽博樹先生
放射線でうまく
含めて広く使われるようになってきた、という
治った人は、
全く元の生活が出来るというのは、
のが私のここ30数年の実感です。
とてもいい点だと思いますね。
白 𡈽 ：私も同じ頃にこの分野に入りまして、極め
て同感でございます。個人的には、最初は化学 白 𡈽 ：結局、高齢者の方にとっては手術よりも非
療法と放射線療法の効果の違いも判らなかった
常に安全に治療が出来て機能も温存できるとい
んですが、始めてみると、放射線治療は緩和医
うところで今後の治療として一番メリットがあ
療にも役立ちますが、根治的な治療ができると
り、期待できると思います。
いうのが大きな違いであると、だんだんわかっ
同じような資料ですが、例えば60歳の方は
ていきました。
残り20年の間にがんと診断される確率はいく
西 村： さ ら に1990
らかというと35％というデータが国立がん研
年代後半から多くの
究センターから出ていまして、そのうち、がん
部位で化学放射線療
で死ぬ確率は20年間で15％だと。残り20％は
法がいい成績を出す
何なんだろうというと、他の原因で亡くなった
ようになってきて、
方もいるんでしょうが、治っている方が多いの
その結果、従来だっ
だろうと。つまり、がんが治った後どうなるか
たらほとんど照射し
ということ、機能温存出来ているということは
ても効果のなかった
非常に重要だということを示していると思いま
人が治るようになっ
す。60歳以降の方にとって、放射線治療で機
てきているといえま
能が温存出来るということは大事なことだと思
す。
います。
西村恭昌先生
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー
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放射線治療ガイドライン作成の
放射線治療発展への効用

4

ントがあるんじゃないかと思っています。なぜ
放射線治療が普及してきたか、ということと関
連していると思うんですけれども、シミュレー
ションが出来る。つまり外科だと1つ1つ患者
さんの経験を通していかないと後輩に教えられ
ない、そういう技術がたくさんあるんですけれ
ども、我々はこういう本に書いている、あるい
はコンピューター上で見せることで教えて、若
い者が自分でプランをしてみてそのまま患者さ
んに治療するんじゃなくて、上の方の意見を聞
いて、ここはこう治すべきだよというワンス
テップを置いて治療できるから教育が非常にシ
ステマティックにできて、実際の治療は非常に
均一な良い治療が出来ている。
ここに外科とかとの差が非常に大きいのでは
ないかなという気がします。これに関して、こ
のガイドラインの影響は非常に日本の場合大き
くて、世界的にもこんなにまとまってやられて
いるのはないと思いますね。

白 𡈽 ：もう1つ、放射線治療の普及について、こ
の30年間で意味があったのは、ガイドライン
が非常にしっかりしてきたというのがあったと
思います。
西村：僕ら放射線治療医の立場からいうと、当時
必ずしも一定レベルの放射線治療が出来ている
とは思えなかったところがありました。病院に
よって、もっと極端なことを言うと主治医、担
当医によって当て方が違うと、そういうことで
はまともな治療成績が出ないんじゃないか、出
せないだろうという思いがありました。
当時の放射線科専門医会の理事だった私と仲
澤聖則自治医科大学教授と山田章吾東北大学教
授の3人で、これを何とかしようということで、
2004年に第1版、2008年にその改訂版を作りま
した。そして今われわれが使っている2012年
の第3版ができました。すでに2016年第4版も
改訂作業中で来年出る予定で、4年に1回ずつ
印象に残る患者さん
ガイドラインが出ています。
2004年当時はいわゆる2次元の治療計画とい 白 𡈽 ：やはり非常に良く治った方かとか、そうい
うのが主でしたが、その後3次元のCT画像を
う方がいるとすごく頑張ろうという気持ちにな
ベースにした治療計画にどんどん進んでいっ
ると思います。先生が印象に残る患者さんはい
て、照射方法もこの間、強度変調放射線治療
らっしゃいますか。
（ IMRT）とか定位照射とかそういう精度の高い 西村：まだ放射線治療を初めて間がない頃、上咽
治療が出てきました。バージョンアップととも
頭がんの患者さんで、60歳位の女性ですが上
にそういう精度の高い治療についてもある程度
顎洞の後ろの方から頭蓋の方まですべて骨が溶
標準化して、このガイドラインが日本の放射線
けていて、これはどんな耳鼻科医でも手術でき
治療の均てん化の一助になったとは思っていま
ないというような状態でした。ただ上咽頭がん
す。
だから効く可能性は十分あるということで照射
白 𡈽 ：このガイドラインの特徴は、外科とか化学
したんです。当時だから放射線単独の普通の当
て方で。そうしたらうまい具合にがんが消えた
療法とは違って放射線治療計画のガイドライン
んですね。
それで、
半年後ぐらいにフォローアッ
であること、ここに放射線治療が伸びてきたヒ
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

るのもあるし、今までだったら小さいから手術
プのCTを撮ったんです。
だったというのが放射線に代ったという例はあ
驚いたことに、がんで溶けていた上顎洞の後
りますよね。
ろの骨がまた出て来ていた、というか新生して
まさに今日午前中、むかし脳腫瘍の小さい腫
きていたんです。それは正常の反対側と同じよ
瘍を治療した方でよくなって子どもさんを産ん
うな綺麗な形ではなくて、とても武骨で厚みの
で外来に来たという方がいたんですけれども、
ある、でも元の形は何となく追えるような、た
そういう機能温存のお陰で放射線が別に脳にか
ぶんあれは付着している筋肉の関係であのよう
けたあと子どもを産んでも全く問題ないですか
な形が必然的に出来るのだろうけど、そのCT
ら、そういう子どもさんを産むという状況が結
を見たときに僕は本当に心が震えたというか、
構出てきていると思うんですが。
すごいな放射線はと思いました。
それ以来、自分はこの道で行こうと決めまし 西村： 確かに、僕も10代の上咽頭がんの患者さ
んで、10年近く前に放射線かけた女性がこの
た。とにかく溶けていた骨がまた出てきたとい
間結婚して、赤ちゃん産んで。あれは本当に嬉
うのは本当にびっくりしました。
しいですね。放射線は首から下はかけてないか
白 𡈽 ：形態がなぜ放射線をかけたところに戻って
ら問題ないのですが、シスプラチンなんかも投
くるのかということは、これはなかなかいまの
与しているし、大丈夫だとは思いつつ、若干の
生物学では教えてくれなくて、放射線をかけて
不安もあったんですが、
この間元気に産まれて。
がんが治りますというのまでは学問にあるんで
すが、なぜいわゆるホメスタティックな形でま 白 𡈽 ：それは一般の方は余り知られていないこと
た元に戻ろうとするのか、たぶん形態温存に関
ですね。子どもさんを産むことも十分可能な治
わる遺伝子が放射線に強いとか、そんなことが
療法だということは。その辺りは、我々は放射
関係しているんじゃないのかなという気がして
線治療はやっぱりいい治療だと思って続ける大
いますけれども、ここもぜひ面白い所だと思い
きな理由にもなっていますね。
ますね。
もう1つは、僕のいい経験としては例えば脳
放射線治療の合併症
腫瘍で、手術だと麻痺が多く残ってしまうとこ
ろに定位照射したら腫瘍が消えて、それで元気 白 𡈽 ：一方で、どうしてもまだ乗り越えられない
になった方もたくさんいて、先生もいまおっ
のが合併症であったり、あるいは30年後、40
しゃったように大きな腫瘍もたくさん治してい
年後の2次発がんだったりするわけですが、そ

公益財団法人札幌がんセミナーの事務所から見下ろした初夏の大通公園
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー
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はそうかも知れないなということですけれども。
のあたり如何ですか。
西村：それはさっきもお話ししましたが、化学放 白 𡈽 ：あとは、かけすぎたつもりはないけれども
射線療法の時代になって明らかに生存率はよく
本人の方の感受性が高いのか予期しなかったよ
なって、皆さん治るんですね。そういう方を最
うな晩期障害が出る方がいらっしゃいますよ
近は治療後7 〜 8年は見るようにしているんで
ね。昔から比べるとかなり減っては来ていると
すが、5年過ぎたあたりで別のがんがまた出て
思うんですけれども、でもやっぱりそういうこ
くる。これはもちろん、いわゆる重複がんの方
とが起きると少しくじけそうになるというか、
がたくさんおられるのですが、そのなかに例え
われわれ臨床家としてのそこのところのせめぎ
ばMDS（骨髄異形成症候群）のようなちょっと
合いはやっぱり続くんではないのかと思うので
放射線の影響で出てきたんじゃないかという方
すが。そういった面でこの放射線治療というの
がやはりポツポツといるんですよね。
はいかに無駄に正常組織に放射線をかけること
決して多い数ではないのですが。MDSになっ
を減らすかということに捧げてきたという言い
て、また2年ぐらいすると白血病になって、そ
方も出来ると思うんです。
れが原因でお亡くなりになっていくという、そ
その延長線上にあるのがいまの陽子線治療か
ういうケースが何人かはおられるので、その辺
なというふうに思うんです。あるいはそれに少
りは化学放射線療法で治療した方には注意深く
しベネフィットも追加した重粒子線治療という
見ていかなければならないし、予めある程度の
のもあるんですが。
ことは説明しておかなければならないと最近は
放射線治療の防護の国際的な組織のICRP国
思っています。
際放射線防護委員会の最大原則が1970年代ぐら
白血病以外では、やはり例えば食道がんなど
いに決まっているんですが、as low as reasonabley
ではまわりの肺などにも一部かかりますよね、
available（ ALARA）という原則がございまして、
どうしても。そうすると照射部位から出てくる
放射線治療といえども放射線診断と同じく生体
がんというのは時々あります。そうすると、こ
に本来与えるべきではない放射線というのを与
の場合はもしかしたら2次発がんかなということ
えて医療をしているわけで、半分以上治るとい
もあります。ただ、証拠が全くないんですよね。
うこの時代においては、このALARAの原則と
病理組織を見たところで何か判るわけではない
いうのはどうしても我々が順守すべき1つの原
ので、あくまでも想像というか、可能性として
則だと思うんですよね。

公益財団法人札幌がんセミナーの事務所から見下ろした秋の大通公園
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

公益財団法人札幌がんセミナーの事務所から見下ろした初冬の大通公園

が、やはり転移性のものとかではなく、根治的
な治療でない限り適用はないということを2つ
めの声明として出しました。この粒子線治療、
白 𡈽 ：放射線をかける範囲を減らせられる装置と
日本放射線腫瘍学会（JASTRO）として一番力を
してこの粒子線装置があると思うんですよね。
入れているのは健康保険の問題です。
そうした場合にこれを普及すべきではないかと
これまで先進医療という枠組みの中で、ある
いう1つの我々のミッションを感じるわけです
意味、混合診療的な支払いで患者さんは治療を
けれども、一方で非常に高額なわけで、そう簡
受けられていたんですが、長く先進医療をやっ
単な話ではないということです。ここにいま非
ているにも関わらず保険適応にいけるような十分
常にディベートが起きているわけです。これを
なエビデンスが出ていないという批判がありまし
どのようにしてこれから普及していったらいい
た。我々としてもそこは真摯に反省して、その取
かについて議論していきたいと思います。
りまとめを今粒子線委員長の白𡈽先生がやって
西村：陽子線、重粒子線の施設がいろんなところ
いるところで、その辺については僕なんかより白
で計画があって、もうすでに14施設ぐらいは
𡈽先生にご説明頂いた方がいいと思います。
動いていて、さらに数施設計画があります。こ
れが例えば各地域の基幹病院、つまり大学病院 白 𡈽 ： 頭蓋底とか頭頸部の希少ながんに関して
やがん診療拠点病院であれば、これはいいと思
は、陽子線治療はすでに現場では標準治療に近
うのですが、がん治療のベースもないような民
づいてきていて、IMRT（強度変調放射線治療）
間病院がいい装置だということで施設を作って
はほとんど行われていない。むしろIMRTが今
しまうというような例がいくつか見られまし
後陽子線と比較しなくてはいけないという状況
て、これを放っておくと陽子線治療のいわゆる
にあるということがわかりました。
健全な発展を損ね、ネガティブな方向に引っ
もう1つわかったのは、ピタッと止まるという
張っていく力になり兼ねないということを我々
粒子線の特徴を使うと、肝がんとか肺がんのう
は懸念しています。
ちX線では治せないような巨大なもの、あるいは
あくまでもがん診療拠点病院、あるいはそこ
余りにも近くまで脊髄とか腸管とかかけたくない
と強く連携した病院でのみ当面やってほしいと
ものが近づいているような場合、この場合に関し
いうことを、われわれの学会で昨年2月に粒子
てはいままで緩和医療しかなかったので、そうい
線治療施設に関する声明文として出しました。
う方に対しての1つの根治治療が選択として出て
今年の4月に、さらに粒子線治療の適用につ
くる場合があるということがわかりました。
いても、これも白𡈽先生がご苦労されたんです
これらの病態も頻度が非常に少なくて1つの施

粒子線治療のメリットとデメリット

公益財団法人
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設で10年間に100も行かないくらいの頻度なんで
すが、そういった方々には、新たな希望の光と
なると思いますので、このような病態に粒子線
治療を保険適応して頂きたいと思っています。
その次は、コモンキャンサーですよね。X線で
も十分治る、あるいは非常にいい成績を出して
いる前立腺がんとか、あるいは小さな第1期の肺
がん、非小細胞肺がん、小さな肝がん。こういっ
たものに関しても非常にいい成績を陽子線、重
粒子線は挙げているんですが、ここは費用対効
果とかそういった問題と絡めて議論しないと、
悪戯に医療費を高めてもいけないのでやはり前
向きにきちんとした臨床試験をやっていく必要
があるであろうと思います。問題は、臨床試験
で2次がんの差を見ようとしたときに……
西村： それは難しいでしょうね。これは何年か
かっても答えはなかなか出ないのではないで
しょうか。
白 𡈽 ： そうなんですよ。最低でも10年。30年く
らいは見ないと。10年ではほとんど差が出な
くて、30年見ると明らかに増えるんですけれ
ども、臨床試験を30年も続けるのは難しい。
8

放射線医療の今後
白 𡈽 ：そろそろまとめの時間かと思いますが、何
か付け加えてお話になりたいことはあります
か。
西村：JASTROとして、何を一生懸命やっている
かということだけを最後に話したいと思いま
す。放射線治療がわが国でも世界でも発展して
きました。ただ、放射線治療医がまだまだ足り
ないんです。
いま日本で放射線治療専門医が約1,000人で
すが、放射線治療を受けている患者さんが年間
30万人くらいおられます。1人の治療医が年間
で診られる患者数は200人とアメリカでは言わ
れていて、それで計算しますと1,500人の専門
医が必要ということになります。ただ、実際に
は1,000人位しかいない。少なくとも500人足り
ない。しかも計算では例えば白𡈽先生とか僕も
年間200人診ることになっているんです。でも
実際には僕らは管理業務とかがあってそんなに
は診られなくて、そうなると実際の必要人数は
2,000人くらいだろうと思います。
実際にいまがん診療拠点病院でも、放射線治
療専門医が常勤でいないところが3割位はあると

思います。常勤医がいないということは、放射
線治療を行う上でも患者さんに非常に不利益な
ことなので、何とか我々としては1人でも多くの
放射線治療専門医を作りたいと思っています。
ただ、これも時間がかかります。医学部を卒
業してから最短でも7年間研修して、8年目に
試験を受けてようやく専門医を取れます。簡単
に専門医を増やすということはできませんが、
学会としては医学生・研修医むけの夏季セミ
ナーとかいろんなことで若い人がこの領域に入
るように努力しています。1ついい方向に向
かっているなというのは、がん対策基本法が出
来て、がんプロフェッショナル養成プランを文
科省がやりだしまして、その辺から放射線腫瘍
学、あるいは放射線治療の講座が徐々に増えて
きてきました。今80医科大学のうち30数大学
は独立した放射線治療学、腫瘍学講座を持つよ
うになりました。そういうところに2人でも3
人でも入局者が入ってくれば、少しずつ増えて
いくのかなという気がします。現状不足してい
る放射線治療専門医を何とか増やしたいという
ところが一番の目標です。
白 𡈽 ：これは非常に大きなテーマで我々として、
なんでそんなに増えないのだろうかというのは
非常に気になっておりました。アメリカでは常
にベスト3の人気の科で、非常に競争が激しく
て本当にエリートしかなれないんですが。
何でなんだろうかと、これはスタンフォード
の人に聞いたんですけれども、まず大きな違い
は彼らはPhDを取ってからMDに来たりします
よね。そうすると目の付けどころ全然違ってい
て、どうやってサイエンスをやっていけるだろ
うかという目で見たり、いわゆる専門医のなか
で勤務時間が9時-5時に近く、病棟が忙しくて
何もサイエンスが出来ないという状況ではない
から行きたいとか、それからやっぱり治せる、
がんをやりたいけどやっぱり治したい。それか
ら全身が診れる。頭の先から足の先まで診れる
というところを考えると非常に人気が高く、し
かも非常に収入が多いというようなことをおっ
しゃっていました。
我々は、医学部を卒業してから専門医になる
までの道筋を、少し変えるようなことを考えて
いかないと、ここはいい科ですと主張してもな
かなか来ないのかなという気がしています。そ
して、初期研修中2年間の間に地方の病院に
行ったら、放射線治療の専門医なんて全然いな

公益財団法人
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いじゃないかといった間違った感覚でとらえる
方がいらっしゃるんで、そこはぜひいろんな面
で変えていく必要があるのかなと思います。
実際に、放射線治療をやっている人たちは非
常にやりがいを感じていますし、最近医学物理
士という別の専門家も放射線の分野に入ってこ
られて、理工系出身の方であったり、あるいは
技術系の出身であったりして、その方々の力も
これから非常に重要になってきますね。先ほど
取り上げたような問題もぜひみんなでチームと
してやっていくためにはまだまだ人が足りない
と思います。

まとめ
白 𡈽 ：最後に、今日のまとめ的な話になろうかと
思いますが、われわれが放射線で何を患者さん
にしているかといったら、結局原子にある作用
を及ぼして、それがいろんなことを起こしてい
くということで、われわれは医者のなかでは生
物現象の物理化学的な因子の面を分解し分解し
て、それで根本的なところをやっつけようとし
ていると思うんです。そういう意味では非常に
科学的な、これからもサイエンスとしては自信
をもってさらに精密にやっていこうということ
になると思うんですが、ただ、忘れてはいけな
いのは、生体というのは何なんだろうかという
ことに対する配慮は常にバランスよく持ってい
ないと間違った方向に進みかねないという自戒
だと思います。ベルクソンという方が「創造的
進化」という本の中で非常に面白いことを言っ
ていて、「現象の生物学
的な創面を物理化学的な
因子の分解をしつくした
ら、私達は分子から原子
へ、原子から素粒子へと
進むだろう。ただ、生物
と呼ばれる自然な系は、
物質の中に科学が切り取
る人工的な系になぞらえ
てよいものなのだろう
か？ むしろ、生物は“宇
宙の全体”になぞらえる
ほうがよいのではない
か？」と。僕これが非常
に好きで、1人の人が死
ぬということは1つの宇

宙が消えていくということじゃないかなと思う
んです。がんが治ったり治らなかったり、個体
が息絶える、死んだというここまでは疫学の世
界なんです。ここまでは動物と一緒で獣医学と
全く同じなんです。でもそこから先の生活の質
（ QOL）という言葉で表している部分、その人
が本当に幸せになったかどうかという話になる
と、我々が物理化学的に追究しても到達しそう
にない。一方で、質調整生存率（ QALY）は、生
存の質を0 〜 1に補正することで安易に語られ
過ぎるリスクがあると思うんですよ。人の幸せ
とは、その個体がシステムとしてうまくマネジ
メント出来ているということだけではなくて、
他の人と交流したいとか、美しい自然や文学で
感動したいとか、分解しても見えないことが出
てくるんです。で、何に近いかというと、社会、
文化、
歴史など、
全宇宙としか言えないものじゃ
ないかなと思うんです。だから人が死ぬという
ことは、
その全体が無くなるということだから、
宇宙が1つ消えているんだという恐怖、そうい
う感覚も謙虚に持たないといけない話じゃない
かと思うんです。そして、そのような価値観が
もっと尊重される未来には、放射線治療の良さ
というのが、今まで以上に見えてくるんじゃな
いかという気がしています。
今日は西村先生と、放射線治療の過去を振り
かえりながら、その未来について話あうことが
できました。この対談が、放射線治療を御存じ
ない方に少しでも役に立てば、
うれしいですね。
西村先生、本日は、お忙しいところ、誠にあり
がとうございました。
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エ ッ セ イ

びっくりの出会い
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研 に 移 っ た 頃 の 事、
Peterが 阪 大 微 研 を 訪
理化学研究所研究顧問
問し、当時、医学部細
大阪大学名誉教授
菌学教室を担当してい
豊島 久真男
た故井上公蔵教授に伴
われて立杭を訪れ、陶
10年くらい前の事だったろうか、私が二度目 芸に趣味のあった井上
の東京暮らしを始めたある日、大阪へ戻り、たま 先生に紹介され、立ち
たま丹波立杭にある知り合いの窯元、丹窓窯を久 寄ったのが丹窓窯だっ
しぶりに訪問した。入り口のゆるい坂を上ってゆ たのだ。人間国宝で、
くと、上に見知りの顔が二つ、三つ。あれPeter 当 時 は 健 在 で あ っ た 故 丹 窓 先 生（バ ー ナ ー ド
ではないか！ このときに写してもらったのが添 リーチとも交流があった）の作品と人柄に強く惹
付の写真である。向かって左から、当時京大に在 かれたようだったと井上先生から伺っていた。
1960年代の石崎博士以来、共同研究者に日本
籍した青木正弘博士一家、
（現、愛知県がんセン
ター研究所）、Peter K. Vogt博士（スクリップス研 人を殆ど絶やした事のない日本贔屓のPeterが、
究所）、それに私ども夫婦である。東京から久し 日本の焼き物に魅せられるのに時間はかからな
ぶりにやってきた立杭で、アメリカからたまたま かった。それ以来、日本に来るたびに、暇を作っ
やってきたPeterと出会うなんて、あまりの偶然 ては民窯の地を歩きまわったと聞いている。おそ
に驚いた。よく聞けばPeterは、中国への講演旅 らく、青森から鹿児島まで、今や主な陶器産地で
行の帰りに、彼の研究室でPDを過ごした青木君 彼の訪れていない所はないのではなかろうかとい
（寡聞にし
を京都に訪ね、立杭まで連れてきてもらったとの う、日本人顔負けの陶器通となった。
て北海道の話は聞いていない）。私も2、3度彼と
事であった。
出 会 っ た 場 所 が、 丹 窓 窯 で あ っ た こ と は、 一緒に陶器の里を歩いたことがあるが、彼は渋好
多くの西欧人が好む磁器よりも陶器を好む。
Peterの日本陶器にかける強い想いから察すると、 みで、
むしろ必然性を感じた。というのは1980年代の それも高価なものでなく、産地の陶器店でじっく
初めだったと思うが、私が阪大微研から東大医科 り品定めをして、自分の気に入ったものを納得ず
くで購入している。
ああ、研究も、趣
味も、同じように
その人柄を反映す
るものだなと、妙
に納得しながら彼
の買い物に付き
合った記憶があ
る。
はじめに書いた
立杭訪問は彼も自
分の焼き物めぐり
の原点に立ち返っ
てみたかったので
は な い だ ろうか。
一度Peterの集めた
焼き物の全容を眺
めてみたいものだ。
兵庫県篠山市にある立杭焼名門丹窓窯の入り口で撮影
公益財団法人
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断片の詩学
方波見医院

方波見

怖を刻み込みながら、
断片となって砕け散っ
た、3.11の歴史の証言
者でもあるのだ」
と。

康雄

テレビの画面に、東日本大震災被災地跡の瓦礫
の山が映し出され、放射線汚染への怖れから、引
き取り手がないと記者が解説していた。すると私
の目には、瓦礫の一つひとつが呻き声を上げて、
こう訴えているように見えてきた。
「わたしたちは、瓦礫ではない。大震災の瞬間
まで、マイホームの家々の壁や床そして天井、屋
根の大切な要素・断片だった。住む人びとの喜び
や悲しみの声や生活の音を刻み込み、記憶する役
割を担っていた。
また商店街の建物や舗装の敷石として、買い物
の賑わいや街路を行き交う人びとの足音などを刻
み込む、町の生活誌の記録係でもあった。
福島原発の放射線と大崩壊と大津波の瞬間の恐

切片あるいはプレパ
ラートとは、ミクロン
サイズに刻まれた体
を、とりどりの色に染
めて、薄いガラスの上
にさらす病理組織標本
のことをいう。
ある切片が、顕微鏡のレンズ先の淡い光の中で
流離の身の上を語った。
「わたしは、卵巣から肝臓に転移したがん細胞。
もともとは、病気を知らぬ42歳の元気なときの
卵巣。生と女性を目覚めさせ、愛と希望を紡ぎ出
し、喜びと苦悩を刻み、世代のバトンタッチをつ
とめた、女性という人間の、矜持の源泉だった。
顕微鏡を覗く方よ。わたしは、切片でも標本で
もない。いのちのフラグメント・断片だ。断片の
彼方に存在した、かつての一個の人間の姿と流離
の悲しみに思いをめぐらせていただきたい」と。
認知症を患う施設入所の老女が、介護職員に付
き添われて外来に訪れた。
「いま、ミシンを踏んでいます…」と私に言い、
ほほ笑んだ。遠くを見つめる穏やかな眼差しはた
ぶん、
「ミシン」
という言葉に結び付く、遥か昔の
思い出に向けられているのだろう。
彼女はかつての洋裁師。毎日ミシンを踏んでは
仕立て仕事に励んでいた。
「ミシン」
という言葉の
断片が導き出した、そのころの生活がいま、老女
の脳裏に、現実となって展開している。せわしげ
に踏むミシンの音、布地を裁断するハサミの音、
仕事仲間とのやりとの言葉などが、頭の中で楽し
く奏でられている。その仮想現実の世界に、お相
手役の医師・私もまた入ってゆく。

北海道大学医学部同窓会フラテ会館に展示の復刻版「解体新書」
撮影 浅利文哉（北海道新聞社編集局写真部編集委員）

断片は、想像力を喚起する。断片に、世界が宿
る。断片は、詩的感性を目覚めさせ、新たな知の
地平を切り拓く。
「断片」
はこうして、
「詩学」
へと昇華する。医療
とは、
「断片」
と
「詩学」
との架橋の営みでもある。
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健康長寿の秘訣

12

これらのモデルは新
しい降圧剤の開発に世
武庫川女子大学国際健康開発研究所所長
界中で賞用されたが、
京都大学名誉教授
私共は栄養による脳卒
家森 幸男
中予防の研究に没頭し
た。食塩摂取は確かに
今から50年も前、1965年は脳卒中が日本の歴 脳卒中を早く発症させ
史で死因のピークとなった年であった。その脳卒 るが大豆や魚の蛋白、
中の研究のためには実験動物が必要だが、人間以 マグネシウム、カルシ
外に脳卒中を起こす動物はいない。そこで恩師の ウム、カリウムなどの
岡本耕造先生らが開発されたばかりの高血圧自然 ミネラルが脳卒中を予防する事が次々実証され
発症ラット（ SHR）からモデルを造り始めた。重 た。
ヒトでは予防の実験は出来ないので、WHOに
症高血圧を発症する家系を選択して交配すると脳
卒中は発症したが、交配前に早世して系統が出来 お願いして自ら開発した丸一日の24時間尿を簡
ない。仕方なしにSHRを4,000匹以上も交配し、 単に集められるカップを世界中で使わせていただ
自然死したラットを全例解剖し、小さな脳出血、 き、栄養と脳卒中や心筋梗塞など生活習慣病との
脳梗塞が検出された親の仔、孫をあらかじめ殖や 関係を調べさせていただいた。30年かけ60数地
しておいて継代し、ついに百％、遺伝的に脳卒中 域で健診してわかったのは、種実食に多いマグネ
シウム、昔の貝塚の食事に多いタウリンを充分摂
を発症するラット
（SHRSP）
の開発に成功した。
取している人では、“メタボ”のリスク、肥満、高
血圧、高脂血症が少ないという事実。逆にオース
トラリアの先住民はかつてはこれらが摂れていた
が、現在ではファストフードばかりを食べて摂取
が不足し、生活習慣病が日本人よりも2-30年も早
くおこり短命になっていた。
そこで今、徳之島での健診で24時間尿を集め
させていただいている。この島は、世界長寿記録
の泉重千代さんがいた島、御住居を訪ねると人気
がない、鍵もかけていない離れ家は生前のまま。
歩いて5分のところの泉からの水を汲み暮らして
おられたとのこと。ここは珊瑚礁の島、水は海底
マグネシウムの多い泉
が隆起して出来たアル
プスからの水以上にマ
グネシウムがとても多
い。
この島の硬水は今で
は浄水器で処理されて
飲まれている。生体反
応を300以上も支える
重要なマグネシウムが
健康長寿の秘訣である
ことが、今回の健診で
分かるかもしれない。
泉重千代翁デッサン

泉重千代翁住宅
公益財団法人
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引き算より足し算

非喫煙者に比較し
肺ガンの発症率は
慶應義塾大学医学部呼吸器内科教授
10倍以上に高いこ
別役 智子
とが示されてお
り、タバコが肺ガ
「○○を食べるとガンにならない」という情報 ンの危険因子であ
は、テレビ、新聞、ネット上でもあふれかえって ることは長年周知
いる。しかも、日々新しいものが登場しては、一 さ れ て い な が ら
定の周期をもってまた日の目を浴びる。一般人に も、なぜか喫煙率
とって、グルメ情報ほど安定、安心して庶民を喜 は期待しているほ
ばせてくれるものはない。その延長線上にある食 ど減らない。人間
品と健康を結び付けるというのは、切っても切り の楽しみを奪うと
離せない。健康長寿の願いは万人のものである。 いう引き算は、予
ガンにだってできればなりたくはない。どうすれ 防医学的には難し
ば？ といって、
手っ取り早く実践できてしかも、 い現実なのだ。それならば、足し算の発想で、タ
楽しみを伴うものであれば飛びつかない理由はな バコの中に唐辛子の粉（あるいは我慢ができない
い。このとき重要なのが、足し算の原理（勝手な ほどまずい味のもの）を添加することにより、ニ
命名）が重要なのだ。普段の食生活に何かプラス コチン依存症に打ち勝てるのではないだろうか？
するということが受け入れられやすい。この際、 多少、荒療治ではあるが、コスパは極めてよい。
あまり日常的に摂取しているものではなく、手が 本来、科学的にはタバコ成分の中から発ガン物質
届くくらいのプチ贅沢感があるとなお満足度が高 を同定し、それを除去したタバコの製造をめざし
い。たとえば、一昔前のココアがブームだった際 た引き算発想の研究をすべきなのかもしれないが
は、街中のスーパーの棚から一時ココアが品切れ 成功の可能性は高くはないのかもしれない。
になったという話は記憶に新しい。蜂蜜から、オ
リーブオイルなど
枚挙に厭わない。
ストイックにすべ
てを摂取している
と、ガンになる以
前に他の疾患を発
症するだろう。し
かし人間というの
はうまくできたも
ので、飽きるとい
う現象が起き、習
慣性もない。決し
てガン予防のため
に「偏食」にならな
いようにうまくで
きている。これに
対して、難しいの
が、引き算の原理
（これも勝手な命
名）だ。喫煙者は
街路樹のナナカマドの実を啄んでいるオスのギンザンマシコ（出口大芳さんご提供）
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー
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無駄な医療

旭川市修彰会・沼崎病院会長

前川

14

勲

「無駄な医療は、止めたほうが良い」という「医
療否定本」がよく読まれている。医療とは、患者
を病から心身ともに開放することを最終目標とし
ている。診断確定のための検査、適切な治療の選
択・実施という過程の中での
「無駄」
について考え
てみたい。
第一の問題は、医療の目標の設定に患者・家族
と医師との「価値観」に差があるという指摘であ
る。医師は「医学的に正しいことを行うこと」
と
「患
者にとって最善をなすこと」とは、同意義である
と考えていた。しかし、超高齢者の患者が大部分
を占めている医療現場で働いてみると「果たして
これで良いのか」という疑問を感じることも事実
である。
米国では、71学会が「無駄な医療」の公開を進
行中であり、すでに51学会から公表されている、
という。この背景には「医療制度の違い」や「人生
観・死生観」といった各国の事情が絡み合ってお
り、単純に日本でも行うべきであるとは云い難い。
第二の問題は
「念のための医療」
である。米国で
は、医療費が高いこと、保険会社による査定が厳
しいことなどから、必要度の低い医療行為を「念
のために行う」
というインセンティブが働き難く、
ガイドライン型の診療になっている。しかし、日

旭川の春

本では「国民皆保険制
度」に よ っ て「何 時 で
も・何処でも・比較的
安価」に医療を受ける
ことが出来るため、検
査や投薬などが安易に
行われる傾向にある。
また、近年の医療に対
する不信感もあってか
「医療訴訟」が増加して
おり、ともすれば
「過剰検査」
を行う傾向にある。
第三の問題は、
「診療報酬」
という医療制度上の
問題である。
「 DPC」といった包括型の診療報酬
が一部の医療機関で取り入れられているが大多数
の病院は「出来高払い」であり、医療経営上「過剰
な検査、投薬」が行われていることは、否定でき
ない。個人的には、医療の評価が
「技術」
ではなく
「物」
に偏っている
「出来高払い型」
の診療報酬のあ
り方が
「無駄な医療」
が行われている最大の理由で
あると、考えている。
「医療のあり方」
には、問題山積である。限られ
た医療予算の中で日進月歩の医療、高額な先進医
療、
高齢者医療などの高騰を続ける医療費を誰が、
どのように負担するのか、
が話題となっているが、
今後はさらに医療の
「本質的な意味論」
が論じられ
ることになるだろう。この場合「医療とは、患者
の治癒を目指し続けることである」という医療の
原点を忘れてはならない。

ツタの紅葉（方波見康雄先生ご提供）
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

カワセミ

「長寿日本一」長野県の課題

さらには公民館活動や
農村生活改善運動等の
長野県佐久保健福祉事務所長
地域組織も積極的に健
小林 良清
康づくりに取り組んで
います。
そして、医師及び医
2010年、長野県の平均寿命が男女とも全国1位
となりました（男性80.88歳、女性87.18歳）。死因 療機関による健康づく
の1位を占めるがんの75歳未満年齢調整死亡率が り活動も大きな特徴で
1995年から19年連続全国最低、2位の心臓病の死 す。農村医療で有名な
亡率も最低クラスであることが直接の要因です。 病院に加え、国民健康
その理由を科学的に提示するのは困難ですが、 保険立の医師等が市町村の保健師・栄養士や保健
まず、県民自身の熱心な取組が注目されます。野 補導員等と連携して、血圧一斉測定、一部屋温室
菜摂取量が全国一多い、喫煙者が少ない等、健康 づくり運動等を精力的に実践してきた歴史があり
によい生活習慣の実践が広がっています。なお、 ます。
「長寿日本一」
長野県にも課題があります。2010
塩分摂取量が全国2位で、脳卒中も多く、減塩は
年の平均余命が男性の場合、20歳から65歳まで
未だに課題です。
次に、県民を支える県民自身の活発な組織活動 全国1位ですが、75歳で2位となり、女性の場合
が挙げられます。1945年に全国で最初に保健補 に は20歳 で3位、40歳 と65歳 で4位、75歳 で12位
導員制度が始まり、今でも11,000人以上の住民が となっています。人口10万人当たりの100歳以上
保健補導員等として1村を除く県内全域で組織的 高齢者数が全国15位であることと合わせ、高齢
に活動しています。また、全国有数の歴史と活動 者が長生きしていないことがわかります。
また、厚生労働省研究班による2010年の「健康
量を誇っている4,700人余りの食生活改善推進員
（食改さん）や5,000人の結核予防会長野県連合会、 寿命」のうち「日常生活動作が自立している期間」
が男女とも全国1位となっていますが、
「日常生活
に制限のない期間」が男性6位、女性17位、
「自分
が健康であると自覚している期間」が男性10位、
女性20位であり、必ずしも健康長寿とは言えな
い状況です。
そして、要介護となるおそれがある高齢者の割
合を項目別に見ると、運動機能の低下が全国平均
を大きく上回り、閉じこもり、うつ状態が全国平
均より高く、栄養低下、口腔機能低下、認知機能
低下がほぼ全国平均と、高齢者の健康状態が決し
長野県食生活改善推進大会（主催：長野県食生活改善推進協議会）
てよくありません。
さらに、
「元気」
高齢者を対象とした調査におい
ても、近所付き合いがない、生きがいがない、地
域活動等に参加していない等の人の割合が高く、
個人の健康や生活だけでなく、長野県が長らく
培ってきたソーシャル・キャピタルの維持も懸念
されるところです。
長野県は、
「長寿日本一」
として内外から注目さ
れていますが、文字どおり高齢者が元気で長生き
シニアが主役！！ヒト・モノ・コト・に出会える広場（主催：長野県
できるよう、高齢者の健康づくりと社会参加の促
長寿社会開発センター等）〜社会参加活動グループと高齢者が出会
進が改めて求められています。
い、社会参加の機会を見つける広場
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー
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小説の楽しみ

名古屋大学大学院医学系研究科教授

豊國

16

伸哉

昨今、インターネットの普及が著しく、私の大
学院生時代には電動タイプで1枚ずつ論文を打
ち、宛名が隠れんばかりまで切手を貼った茶封筒
で海外へ投稿していたのを思い出すと隔世の感が
ある。インターネットには動画情報・音声情報が
あふれているが、このような世の中にあっても紙
媒体には人間の本性に極めて強い親和性の高いも
のがあると思う。
私はいわゆるハルキストである。とはいっても
40才を過ぎてからである。そのスタートは「アフ
ターダーク」であった。村上春樹の長編小説はな
かなかメインストーリーが始まらないのが特徴で
あり、ときには50ページくらいが細やかな情景
の描写で綴られる。その日本語の的確さ、意味の
深さにはいつも感心させられる。その後、ストー
リーが始まりどんどん村上ワールドに引き込まれ
ていくのである。村上が現代の社会問題に取り込
む意欲もすばらし
く、
「アフターダー
ク」では風俗産業
の一端を描いたか
と思えば、家族内
に潜む闇も同時に
描いている。ジャ
ズやクラシックに
関する音楽の詳細
な描写がでてくる
のも特徴である
が、何より小説の
中でうまれてくる
恋や愛にとても暖
かな視線が注がれ
ており、最後には
その進展が予見さ
れるような終わり
かたをするのが私
は好きである。
「ノ
ルウェイの森」で
は自殺の問題を

「 1Q84」では新興宗教
の問題を小説の核とし
た。長いものはとても
読めないというひとに
は、まずは「東京奇譚
集」を薦める。思わぬ
ところから医療が関係
するようなストーリー
も数編含まれている。
男性目線であるという
批判もあるが、読後に暖かい気持ちになれる。
同様な意味で、私が好きな作品には、芥川竜之
介の
「蜘蛛の糸」
と
「杜子春」
がある。両方とも小学
校や中学校の教科書にもよく使用される作品であ
る。
ストーリーや日本語による描写がすばらしく、
たまに読み返すことがある。これらの読書は、毎
日かかわる医療や研究とは直接関係がないように
思われるかもしれないが、日々の仕事はすべて人
間関係を基盤としており、読む度にいろいろと考
えさせられることがある。みなさんもお気に入り
だった小説、もう一度読み返してみてはどうで
しょうか？

京都

六角堂

十六羅漢

公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

エビデンスとナラテイブに
基づいた医療の実現に向けて

うに、喉頭全摘をした
患者に会ってもらいま
した。Aさんは初めて
現実に直面し、すぐ主
NPO法人市民と共に創るホスピスケアの会代表理事
治医と話しあい、その
北海道医療大学客員教授
結果、再発するかもし
石垣 靖子
れないが通院で放射線
治療を行うという新し
医療の質は「科学性」
と
「倫理性」
とに支えられて い 物 語 が で き た の で
おります。科学性とは例えば根拠に基づいた標準 す。生物医学的には喉
治療であり、倫理性とは医療の対象をかけがえの 頭をとってしまうことが最善ですが、Aさんが希
ない一人の人間として尊重することです。科学性 望する生活を続ける事ができるように、Aさんの
すなわちEBM（ Evidence Based Medicine）につい 意思を尊重した方針の決定をしたのです。
超高齢者が増えてきた今、医療の進歩と共に超
てD.Sackettは、
「 EBMとは、臨床実践においてエ
ビデンス、患者の意向、臨床能力を統合すること 高齢者にも最新の治療が可能になってきました。
であり、個別の医療実践である。」
（下線筆者）
と述 長く生きてきたかけがえのない人生の最期が、そ
べております。そして、人間尊重の倫理性は、医 の人にとって納得できるような治療の方針決定が
療を行う場では当然でありましょう。私たちは生 なされるような医療の場でありたいものです。そ
き方や幸せの追求が人生の上位目標ではないで れには、生物医学的側面だけではなく、その人の
しょうか。すなわち、医療はその人が望むよい人 人生や価値観を尊重し、それに添おうとする医療
生を生きる事ができるように身体状況を整えるこ 者の姿勢が問われます。その人の人生はナラテイ
（語り）
で他者に伝わるものですから、医療者は
となのです。 ブ
例えばある 患者のナラテイブに耳を傾け、本人や家族と一緒
がんセンター に考え悩みながら、その人にとって最善の治療方
でこんな事例 針について合意するプロセスを大事にしたいもの
がありました。 です。
80代の男性A
さんに喉頭が
んが見つかっ
たのです。A
さんは意思決
定をすべて長
男に任せてい
ました。長男
は医師からの
患者に寄り添う
説 明 を「喉 頭
がんはとってしまえば長生きできるがんです」と
理解しており、Aさんは手術のために入院しまし
た。Aさんは強度の難聴があり、その上に治療に
よって声を失う状態になるのです。看護師が尋ね
たところ、Aさんは退院後もできるだけ一人暮ら
しをしたいと望んでおられました。喉頭全摘をし
て永久気管孔が造られた状態ではそれは叶わない
ことです。看護師はAさんが状況を理解できるよ
北大のイチョウ並木
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー
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第34回札幌国際がんシンポジウム後記
オーガナイザー

日

時：2015年6月25日（木）
〜 27日
（土）

会

場：ロイトン札幌

東京医科歯科大学難治疾患研究所教授

稲澤 譲治

テーマ：Discovering Cancer Biomarkers, Molecular Targets and
Therapeutics through Integrative Omics

18

この度、第34回札幌国際がんシンポジウムを
2015年6月25-27日、ロイトン札幌ホテルで開催
させて頂きました。今回のテーマは“Discovering
Cancer Biomarkers, Molecular Targets and Therapeutics through Integrative Omics”と し ま し た。
国外より10名、国内からは11名の、現役で活躍
されている著名ながんゲノム・エピゲノム研究者
を招待し“がんオミクス研究の最前線”の研究成果
を披露していただきました
（集合写真）
。個々の発
表にフロアからは活発な質問が多く出され、熱の
こもったディスカッションとともに、この領域の
成熟と今後の更なる発展を参加者の全員が実感す
るシンポジウムとなりました。時野隆至先生（札
幌医大教授）の発案により、一般公募のポスター
セッションを設けたところ、若手研究者を中心に
23課題の応募がありました。若手にとって、国
内外から招請された一流シンポジストと直接話し
ができるという絶好の機会となり、また、モティ
ベーションの高い若手研究者の間での屈託のない
打ち解けた交流の場ともなりました。会期中の参
加者数は119名と盛会な催しとなりました。
当該シンポジウムでは、シカゴ大学教授の中村
祐輔先生に特別講演をお願いしました。中村先生

は、2012年4月 よ り 研
究活動の場を米国に移
され、抗がん剤開発の
ための標的分子の解析
と、免疫薬理ゲノム学
を主たるテーマに研究
を継続されています。
今回は中村先生ご自身
が命名された新しいが
んゲノム学の領域“Immunopharmacogenom第34回札幌国際がん
シンポジウムオーガナイザー
ics”をテーマに、がん
稲澤譲治
患者におけるT細胞受
容体多様性の解析とがん免疫療法に関してのト
ピックスが語られました。これに加えて7つの
セッションを設け（表1）、17名のシンポジストに
講演をお願いしました。
セッション1は“NGS analysis”をテーマに、演
者は中川英刀博士
（理研チームリーダー）
、柴田龍
弘博士
（東大医科研・教授）
と北京ゲノムセンター
（ BGI）所 長 のJun Wang博 士 の3名 で し た。Jun
Wang博 士 の 講 演 テ ー マ は“Big Data Driven Approach Toward Precision Cancer Medicine”で、人

第34回札幌国際がんシンポジウム
Discovering Cancer Biomarkers, Molecular Targets and Therapeutics through Integrative Omics
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

国 S u n g s h i n Wo m e n ' s
Univ.誠 信 女 子 大）に よ
セッション番号
セッションタイトル
り、炎症と発がん、分子
1
NGS (Next Generation Sequencer) analysis
標的予防の報告がありま
2
Breast Cancer and Gynecologic Oncology
した。
3
Cancer Prevention
第4セッションは、が
4
Cancer Epidemiology / Cancer Genomics
ん疫学とゲノミクスを
5
Cancer Epigenetics / Cancer Signaling
テーマに、松尾恵太郎博
6
Liquid Biopsy
士
（愛知県がんセンター）
7
Genome Informatics / System Biology
とKevin Y. Urayama博士
、油谷浩幸博士
（東大先端研）
、石
工知能（ AI）を駆使したゲノムシークエンスデー （東京医歯大学）
（東京医歯大学難治研）
により、ゲノム
タや臨床データなどのビッグデータ解析に基づく 川俊平博士
“がん個別化医療（ Precision Medicine）”の展開が 疫学とがん予防、肝細胞がんと胃がんのゲノム
語られました。Jun Wang博士は2007年に若くし シークエンス解析の最新データの報告がなされま
てBGI所長に就任、その後破竹の勢いでNGSによ した。
第5セッションではがんのエピゲノミクスとシ
るヒトゲノムシークエンス解析データを出し続け
ています。同博士をリーダーに推進されたゲノム グナル伝達をテーマに、Seong-Jin Kim博士（韓国
、近藤豊博士
（名古屋市大）
、Angela H.
研究は、アジア人発の漢人ゲノムシークエンスを CHA Univ.）
嚆矢に、ニワトリ、カエル、パンダ、マイクロバ Ting博 士（ Cleveland Clinic Lerner College of
イオームなど瞠目の成果が次々とCNSのトップ Medicine, USA）により、TGFβシグナル標的の
ジャーナルを飾り、誰もが彼を“Genius”と認識さ がん治療に関して、さらに、グリオーマと前立腺
せられました。しかし、今回の話しは、オミクス がんに関するエピゲノミクス研究の最新成果が報
情報を用いた今後の取り組みに関するものであ 告されました。
第6セッションは、新しいがん分子診断法とし
り、ゲノム情報、表現型（ phenotype）、ライフス
タイルの統合データをAIで解析して、個人の健 て注目を浴びる“Liquid Biopsy”をテーマに、日本
康管理や疾病予防に取り組もうとする内容でし
た。彼の講演は6月26日に行われましたが、その
丁度1か月後の7月28日号Nature誌のニュース欄
で、Jun Wang博士がBGIを離れ、自らビッグデー
タ 駆 動 型 ヘ ル ス サ イ エ ン ス のAIで 解 析 ベ ン
チャーを起業することが大きく報じられました。
その報道は第34回シンポジウム参加者にとって
は極めて身近なこととして感じられる一方で、日
本の「取り残された感」
を抱いた方も少なくなかっ
たのではと推測します。いずれにしろ、第34回
シンポジウムは、中村祐輔博士とJun Wang博士
と い う 国 際 的 な ゲ ノ ム 研 究 の2人 のVisionary
Leaderの参加を得るという、誠にタイムリーな企
画になりました。
第2セッションでは、乳がんと婦人科領域腫瘍
のセッションを組み、Yong-Sang Song博士（ソウ
ル 国 立 大 教 授）、 片 桐 豊 雅 博 士（徳 島 大 教 授）、
Danny N. Dhanasekaran博士（オクラホマ大学教
授）により研究成果報告を得ました。
第3セ ッ シ ョ ン で は、 が ん 予 防 を テ ー マ に、
Young-Joon Surh博士（ソウル国立大教授）、酒井
敏行博士（京都府立医大）
、Hye-Kyung Na博士（韓

表1
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側は落谷孝広博士
（国立がん研究センター）
、米国
か ら はJohns Hopkins大 学Bert Vogelstein博 士 の
グループのNickolas Papadopoulos博士の2人によ
り、血清浮遊DNAをサンプルにしたがん特異的
somatic mutation検出法と診断応用の最新データ
が披露されました。
さらに最終日の第7セッションは、ゲノム情報
科学／システムバイオロジーをテーマに、宮野悟
博士（東大医科研）
、Olli-Pekka Kallioniemi博士
（ヘ
ルシンキ大学）により、がん関連非コードRNA遺
伝子の探索データや、フォンランドにおける個別
化医療を目指したバイオバンクのインフラ整備と
運営、活用の国家的な取り組みなど、今後のゲノ
ム医療やヘルスサイエンス事業にとって重要な内
容が語られました。Kallioniemi博士は私の20年来
の友人であり、また1999年には中村祐輔先生が
主 催 さ れ た 第19回 札 幌 国 際 が ん シ ン ポ ジ ウ ム
「 Cancer Genomics and Molecular Diagnosis」に参
加しており、爾来二度目の講演になりました。
第34回シンポジウムを企画するにあたり、ゲ
ノム情報を利活用した診断、治療、予防や、さら
にライフスタイルと健康管理などの社会実装化が
問われてきている状況を鑑み、そのテーマと密接
にかかわる研究成果を、お話しいただけるシンポ
ジストを国内外から招請したいと考えました。時
野隆至教授とSkypeや電話を通して何度も事前に
打合せをして、相応しい候補者を選出しご依頼し
たところ、多くの方々に快く引き受けて頂きまし
た。また、シンポジストと座長は可能な限り重複
を避けることに努め、佐藤昇志教授、時野隆至教
授、鈴木拓教授（札幌医大）、安井弥教授（広島大
学）、三木義男教授（東京医歯大難治研）、井本逸
勢教授（徳島大）
、醍醐弥太郎教授
（滋賀医大）
、豊
嶋崇德教授、田中伸哉教授
（北大）
、松田浩一教授

（東大）の皆様
には座長をお
願いし、ご多
忙の中これを
引き受けてい
ただきまし
た。その結果、
円滑な進行と
深い議論の展
開がなされま
したことを心
より感謝いた
します。
また、稲澤は長年ブリストル・マイヤーズ株式
会社と共催で
「癌ゲノムサイエンス研究会」
を東京
で開催してきましたが、今回のシンポジウムの第
4セッションを、
「第29回癌ゲノムサイエンス研
究会」と合同の企画として開催しました。また、
期間中の2015年6月26日の早朝には、AMED戦略
的国際科学技術協力推進事業の
「日本─フィンラン
ド研究交流：ゲノミクス・バイオインフォマティ
クスを活用した難治性卵巣癌細胞システムの理解
と治療候補薬の探索」
プログラム
（研究代表者：東
京医歯大 稲澤譲治、ヘルシンキ大学 オリ・カ
リオニーミ教授）
の班会議を開催させていただき、
これら日─フィン会議参加者は第34回シンポジウ
ムにも合流し、その活性化にも一役かってもらい
ました。
今回のシンポジウムでは、財団理事長の小林博
先生が公務のためにご出席になれず、副理事長の
谷口直之先生、細川正夫先生に出席いただきご挨
拶を頂戴しました。また、前年度オーガナイザー
の佐藤昇志先生、運営委員の鳥越俊彦先生（札幌
医大）にはご経験にもとづく開催運営や経費に関
する貴重な情報を提供していただきました。時野
隆至先生、鈴木拓先生には開催地札幌での諸手配
にご尽力頂きました。懇親会では札幌医大学生ア
ンサンブルの演奏が華を添えてくれました。いず
れもそのご尽力に心から感謝いたします。
なお、第34回札幌国際がんシンポジウムの開
催にあたり、公益財団法人上原記念生命科学財団
ならびに公益財団法人細胞科学団より国際会議開
催経費を助成していただきましたことを心より感
謝いたします。また、当該シンポジウム開催にあ
たり、東京医科歯科大学難治疾患研究所分子細胞
遺伝分野の教室員の皆さんの貢献に感謝致しま
す。
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がんを防ごう in 北海道
基調講演
パネル討論

内山
長瀬
近藤

埴岡

健一 氏（東京大公共政策大学院特任教授）

「道内のがんの現状、望まれる対策」

浩美 氏（がん患者）
清 氏（北海道医師会会長・北海道対がん協会会長）
啓史 氏（北海道がんセンター院長）

コーディネーター

埴岡健一氏

岩本

内山浩美氏

進（北海道新聞）

長瀬

清氏

主催

村木 一行 氏（北海道保健福祉部部長）
小田中 稔 氏（室蘭市議会副議長）
横山
清 氏（アークス社長）
北海道新聞社

近藤啓史氏

道新フォーラム
「オール北海道でがんを防ごう」が2015年
10月27日、札幌のかでる2・7で開かれた。
埴岡健一氏の基調講演のあと、パネルセッションとして北
海道医師会長・北海道対がん協会会長 長瀬清氏、北海
道がんセンター院長 近藤啓史氏らパネリストによる総合
ディスカッションが行われた。まず各界代表者が一堂に会
した集会が持たれたこと、ならびにその組織づくりに貢献さ
れた関係者に心から敬意を表したいと思う。今回が初めて
の会合だが、今後ともこのような企画は継続的に持たれたら
如何なものだろうか。
基調講演の埴岡氏は北海道のがん死亡率が高いというこ
とを肺がんと乳がんを例にして具体的な説明を加えられた。
10年先はどうなっているか、現状のままか、あるいは死亡率
の減少がみられるかを注視したい。
そのあと各氏がそれぞれの分野の抱える問題点を簡潔に
紹介された。司会の岩本進氏の手際よい議事進行もあって
合計2時間半の時間の割には実りある集会であったと思う。
以下、厳しいお叱りを受けることを覚悟のうえで、2、3の
感想を書き記しておきたい。
1）
最
 近、がんの問題は一般市民にもなじみの深いものになっ
てきたように思う。がん対策に関わる国家予算も平成24年
をピークに下降しつつある。これは対策の緊急性が変化
した証でもあり、またがん対策が医療者だけでなく一般市
民の手にゆだねられつつあることを意味するものではない
か。そのような背景で今回のような「市民の企画」がもたれ
ることになった。
2）
欲
 を言わせていただければ、今回の会合は初回のせいか
各界の人がそれぞれご自分の分野の現状紹介をするだけ
で全体として噛み合う場面は少なかった。“六位一体”をう
たっている割に空回りの印象。目標がはっきりしていない
ことが一因かも知れないが止むを得なかったか。

村木一行氏

小田中稔氏

横山

清氏

3）
北
 海道の喫煙率が高いということの説明があった。ただ、
これからの禁煙対策をどうするかという具体的な詰めの話
はどなたからも出なかった。諸外国における禁煙の成功例
は、タバコの値段を上げる、喫煙者に対するペナルティー
（禁煙者に対する優遇政策）が2本柱である。そのほか子ど
もへの禁煙教育もある。これらを具体化するのが政治家
であり行政である。この辺まで突っ込んだ話をお聞きした
かったのだが…。
4）
が
 ん対策基本法に子どもに対するがん教育が叫ばれ、す
でに実施されている。その実施責任者は従来とかく保健
関係、病院関係の人達であった。だが、学校の現場は教
育委員会の管轄下にある。教育関係者の生の声を聞きた
いのだが、
今回のパネルに参加しなかったことは些か残念。
5）
が
 ん対策における年齢的な考慮がほとんどされていな
かった。ただ北海道がんセンターの近藤啓史院長の患者
さんは「肺がんは昔60 〜 65歳で見つかったが、現在は70
〜 75歳の人が多い。がん年齢が高齢化している」
という具
体的な紹介があり、興味深く聞かせていただいた。がん
対策は患者の年齢を無視しては語れない時代になった。
6）
北
 海道のがんの死亡率はそれ単独の問題ではない。北海
道は経済的なハンディもあり、犯罪率も高く、喫煙率も高
い。酒の消費量も多く、離婚率、交通事故死など全国的
にみて特異な位置づけにある。北海道はアメリカ社会の
悪い面の縮図の地ともいえる。これらの全体の枠のなかで
のがん死亡率を理解しなければならない。だから、がん
死亡率だけを切り離してみるのではなく、北海道の社会に
おける全体的な特徴との関連づけで考察しなければ、そ
の本質が見えてこないのではないか。
7）
全
 般的にこのフォーラムを振り返ってみて、北海道で何を
優先にすべきか、具体的行動の優先順位を示してほしい。
緊急にやらなければならないこと、その優先順位は何か。
10年、20年先を考慮したうえでの具体的な提言を期待し
たい。
（文責 小林博）
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第30回札幌冬季がんセミナー

─ 治 療 の 多 様 性 と 集 学的治療・高齢者がん医療の方向 ─

1.30sat
13：30〜

15：40〜 コーヒーブレイク

開会挨拶

細川

代表世話人挨拶

正夫

（社会医療法人恵佑会
札幌病院 理事長／
（公 財）札 幌 が んセミ
ナー 副理事長）

SessionⅠ

平野

聡

（北海道大学大学院医
学研究科消化器外科
学分野Ⅱ 教授）

治療の多様性と集学的治療

13：40〜

免疫チェックポイント阻害薬
演者

西尾

座長

誠人

（がん研有明病院呼吸
器内科 部長）

秋田

弘俊

（北海道大学大学院医
学研究科腫瘍内科学
分野 教授）

14：05〜 質疑
14：20〜

多様化するがん治療の中で
─放射線治療・粒子線治療
演者

清水

座長

伸一

（北海道大学大学院医
学研究科放射線治療
医学分野 准教授）

坂田

耕一

（札幌医科大学医学部
放射線医学講座 教
授）

14：45〜 質疑

Stage Ⅳ胃癌における手術療法の役割
小寺

座長

泰弘

（名古屋大学大学院医
学系研究科消化器外
科学 教授）

15：25〜 質疑

大腸癌化学療法
演者

朴

座長

成和

（国 立 が ん 研 究 セ ン
ター 中 央 病 院 副 院
長／消化管内科長）

七戸

俊明

（北海道大学大学院医
学研究科消化器外科
学分野Ⅱ 診療教授）

小松

嘉人

（北海道大学病院腫瘍
センター 診療教授）

16：25〜 質疑
16：40〜

進行肝癌に対する独自集学治療の
個別化について
演者

具

座長

英成

（神戸大学大学院医学
研究科肝胆膵外科学
教授）

武冨

紹信

（北海道大学大学院医
学研究科消化器外科
学分野Ⅰ 教授）

17：05〜 質疑
17：20〜

癌治療における内視鏡外科の現状と将来
演者

渡邊

座長

昌彦

（北里大学医学部外科
教授）

17：45〜 質疑

15：00〜
演者

16：00〜

18：00〜 情報交換会

近藤

啓史

（（独）北海道がんセン
ター 院長）

登録：参加料無料、事前登録不要
主催：公益財団法人札幌がんセミナー、
大鵬薬品工業株式会社
後援：日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、

日本がん予防学会

平成28年
日時

会場

1月30日（土）・31日（日）
ロイトン札幌

問い合わせ先：
（公財）札幌がんセミナー

札幌市中央区北1条西11丁目

〒 060-0042
札幌市中央区大通西 6 丁目 北海道医師会館 6 階
TEL: 011-222-1506
FAX: 011-222-1526
E-mail: scs-hk@phoenix-c.or.jp

TEL：011-271-2711

1.31sun
Session Ⅱ

高齢者がん医療の方向

9：00〜

「がん年齢」が高くなってきた
演者

座長

小林

博

（公益財団法人札幌が
んセミナー 理事長）

長瀬

清

（一般社団法人北海道
医 師 会・公 益 財 団 法
人 北 海 道 対がん協 会
会長）

11：00〜

特別発言
欧米に寝たきり老人がいないのはなぜか
宮本

顕二

（北海道中央労災病院
病院長）

9：25〜 質疑
11：10〜

9：40〜

DPC、NDB データからみる
我が国の癌医療の提供状況

高齢者のがん治療
演者

田村

座長

和夫

（福岡大学医学部総合
医学研究センター 教
授）

鳥本

悦宏

（旭川医科大学病院腫
瘍センター センター
長）

10：05〜 質疑

高齢者がん医療の方向
─治療を受けるがん患者への看護の面から─
綿貫

座長

成明

（国立看護大学校看護
学部看護学科老年看
護学 教授）

10：45〜 質疑

藤森

座長

研司

（東北大学大学院医学
系研究科医療管理学
分野 教授）

11：35〜 質疑

10：20〜

演者

演者

渡辺

由美

（社会医療法人恵佑会
札幌病院 副院長／
看護部長）

11：50〜
閉会挨拶

鳥本

悦宏

（旭川医科大学病院腫
瘍センター センター
長）

細川

正夫

（社会医療法人恵佑会
札幌病院 理事長）

札幌がんセミナー・北海道医師会

市民のための

がん特別セミナー
2016

《事前の申し込みが必要です》

3 26 4 9

28年

日程 平成

3

日〜

札幌市中央区大通西6丁目6
FAX 011-222-1526
E-mail scs-hk@phoenix-c.or.jp

日

（

北海道医師会館8階

26

土

第1回 13：00-14：20

件名に「がん特別セミナー
申込み」とご記入下さい

＊6回分の資料代として
500円
（当日）

）

2

土

がん診療の
標準化と個別化

京都府立医科大学分子標的癌予防医学
特任教授

旭川医科大学病院腫瘍センター
センター長

秀樹

先生

第3回 13：00-14：20

遺伝するがん
しないがん
櫻井
土

晃洋

先生

平野

洞爺温泉病院 理事長・院長
日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部長

先生

先生

北海道大学大学院医学研究科
消化器外科学分野Ⅱ教授

共に紡ぐ人生
〜ホスピス緩和ケア〜
玲二

悦宏

今、すい臓がんと
いかに闘う
べきか？

第5回 13：00-14：20

中谷

鳥本

第4回 14：30-15：50

札幌医科大学医学部
遺伝医学教授
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第2回 14：30-15：50

大腸がんにおける
個別化がん予防
石川

4

月

（札幌市中央区大通西6丁目6）
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4

月

（公財）札幌がんセミナー

13：00～15：50（会場12：30）

時間
会場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

聡

先生

第6回 14：30-15：50

がんになっても最期まで
家で過ごすために
－在宅緩和ケアという選択肢－
札幌医療生活協同組合理事長
ホームケアクリニック札幌院長

前野

宏

先生

協賛：アインファーマシーズ、玄米酵素、札幌商工会議所、札幌中央アーバン、札幌臨床検査センター、佐藤水産、ダンテック、
野村證券、ほくていホールディングス、北洋銀行、北海道銀行、ムトウ、モロオ、ヤクルト本社、六花亭
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

がんよもやまばなし
れた国際放射線研究会議において、米国NIHの
Emy Berrington博士は、自らも参加した100mGy
未満の被曝による白血病罹患リスクの上昇と脳
腫瘍罹患リスクの研究を紹介した（Pearce MS et
al. Lancet 2012; 380: 499-505）
。それによると、
英国のNHSセンターでCT Scan検査を受けた22
2015年9月1日、東電福島第一原発事故収束 歳未満の約17万6千人を後ろ向きコホート研究
作業従事した札幌在住の男性（ 57歳）が、2012 のデザインで17年間追跡した結果、白血病に
年に膀胱がんと胃がん、そして、2013年に結 ついては、5mGy未満の被曝と比べて、30mGy
腸がんに罹患したのは、電離放射線への曝露が 以上（平均51.13mGy）の被曝で3.18倍（95％信頼
原因であるとして、札幌地裁に東電を相手に約 区間1.46-6.94）ほど罹患リスクが有意に高く
6,500万円の賠償を求めた訴訟を起こした。同 なった。また、脳腫瘍については、5mGy未満
（平均60.42mGy）
時に、大手ゼネコンと1次下請けに対して、安 の被曝と比べて、50 〜 74mGy
全配慮義務違反として慰謝料の請求もしてい の被曝で2.82倍（95％信頼区間1.33-6.03）ほど罹
る。この男性は2011年7月から10月まで、がれ 患リスクが有意に高くなった。病理組織として
きの撤去作業に従事した。その4か月間の被曝 は、白血病ではacute lymphoblastic leukemiaと
また、
線量は56.41mSvであり、労働安全衛生法に規 myelodysplastic syndromeが有意に関係し、
定されている年間法定の被曝限度である50mSv 脳腫瘍ではglioma、schwannoma、meningioma
未満を超えている。そこで、2013年8月に労災 が有意に関係した。
上記の原発事故収束作業者による訴訟のよう
の認定を申請したが、2015年に不支給の決定
が下った。これは、放射線被曝による固形がん に、低線量放射線被曝によるがん罹患が社会問
罹患の労災認定基準である100mSv以上の被曝、 題となっている現在、低線量放射線被曝による
かつ、被曝から発症までの期間が5年以上、の がん罹患に関する研究が数多く公表されていく
ことが望まれるとともに、
原発や医療も含めて、
いずれをも満たしていないことによる。
100mSv未満の低線量放射線被曝のがん罹患 低線量放射線被曝によるがん罹患者が出現しな
への影響については、いまだ研究報告が十分で い社会へと向かうことが求められているのでは
（編集委員：森
満）
はない。しかし、2015年5月に京都市で開催さ ないだろうか。

がんに罹患した札幌在住の
東電福島第一原発事故
収束作業従事者による訴訟

初冬の朝（奈良美弥子さんご提供）
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー
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つつある。それがTPPである。
「今だけ、
金だけ、
自分だけ」
の社会的風潮の中で、
「昔戦争、今TPP」という訳である。恒常的な日常
「 TPP」では日本の医療は最
いま地球上で生きている人間は現生人類（ホモ・ 生活にも影響を与える
サピエンス）という種に属しており、約20万年まえ 大のターゲットになっており、社会経済的なフレー
に出現したと考えられている。20万年を1年間にた ムワークの中で行われている医療は大きく変わる
とえると70年前は12月31日23時57分に該当する。 ことが危惧される。
また知的財産権や特許を理由に農産物の種子を
第二次世界大戦からのこの70年余り期間に、人間
は科学と技術の加速度的な進歩を手にした。しか 支配し、食糧を握ることによるグローバル企業の
し、使い方によっては人類の劣化や滅亡をもたら 世界支配が始まっている。
放射線や農薬に代表される化学物質や遺伝子組
し、生態系の破壊の危険性を孕むものとなった。
1938年に原子核分裂の発見が核兵器開発に繋 み換え技術の人体影響の影の世界は、充分な研究も
がり、大量殺戮が可能となり、またその核分裂生 なされず、企業にとって不都合な真実は隠蔽される。
戦後の世界的ながん罹患者数の増加や多くの難
成物が世界中に拡散され慢性的な健康被害に結び
病の発生もこうしたことが関与している。自閉症な
付いている。
また1953年にはDNAの二重螺旋構造が報告され、 どの発達神経障害はネオニコチノイド系農薬が関
遺伝子解析を通じて現在の遺伝子組換えや遺伝子 与していることも判明した。現代社会の文明を支
編集の技術に繋がっている。遺伝子レベルの解析に える科学技術の人体や生態系への影響を科学的・
よる治療や創薬は光の世界であるが、同時に遺伝子 医学的に分析し社会全体で「光と影」を使い分ける
組換え食品などは人体にとっては負の側面を持った 見識が必要なのであるが、現状はお金のために嘘
と隠蔽で科学の独立性が脅かされている。このま
影の世界となりかねない危険性が指摘されている。
こうした光と影を内在した科学技術を保持した まならどういう未来が待っているのであろうか。少
なくとも検診などにより、抗癌剤を使用しなくても
人類はどうなるのであろうか。
世界各地で地域紛争はあっても、大量破壊兵器 良い早期の段階でがんを発見し、局所治療法で終
を容易には使用できない時代となり、国益や多国 わらせる自己防衛がますます必要な時代となって
籍企業の利益追求は戦争という形ではなく、貿易 いるように思う昨今である。
（編集委員：西尾正道）
の仕組みを巧妙に作り上げることにより仕組まれ 

予測できない時代を迎えて

26

免疫療法の夜明けか？

─免疫チェックポイント阻害療法にたいする評価─
最近、免疫チェックポイント阻害療法が「免疫療法の夜明
け」のように取り上げられている。既に日本では悪性黒色腫
の治療薬としてニボルマブ（抗PD-1抗体）が認可されている
が、最近では肺がんも含めて幅広いがん種に対しても効果
があると報告されており、大きな期待がかけられるように
なっている。
そもそも免疫チェックポイント阻害療法の出発点は、自己
免疫疾患の発症を抑えている抑制性T細胞の発見（1985年）に
始まる。その後、抑制性T細胞の細胞表面マーカー（CTLA-4
やPD-1）が同定され、CTLA-4やPD-1の抑制による腫瘍増殖
の抑制が報告されるに至った。これら抑制性T細胞上に表現
されている免疫系を抑制する分子を総称して、免疫チェック
ポイント分子と呼ぶようになり、免疫チェックポイント分子を

阻害する治療が開発されるようになったのである。
抑制性T細胞やその上に表現されている免疫チェックポ
イント分子の役割は、本来自己を攻撃しないようにする働
きを持っている。したがって、抑制性T細胞の完全な抑制や
免疫チェックポイント分子の完全な抑制は、自己免疫疾患
の発症をもたらす。がん細胞は元々自己の細胞であり、免
疫監視機構からの逃避にこのシステムを利用することは必
然であった。したがって、免疫チェックポイント分子の阻
害はがん細胞を含めた自己細胞に対する攻撃を解禁するこ
とになり、がん治療においては、完全な抑制ではなく適度
な抑制を図る必要がある。ここに、免疫チェックポイント阻
害療法の限界が見えてくる。
免疫療法にかけられてきた期待に応えられる程度の効果
をもたらす免疫療法が見つかったという意味では、がんとの
闘いに新しい武器が加わったと言えるのかもしれない。しか
し、今後慎重な検討が必要なことを自覚する必要がある。

（編集委員：小林正伸）

公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

非ヒト霊長類における
カロリー制限は加齢性疾患の
発症を遅らせるかもしれない
寿命への影響は結論がでていないが、カロ
リー制限は加齢性疾患のマーカーに対しては
有効のようである。予想されるように、カロ
リー制限は自由摂食のサルに比して体重を減
少させる。この体重差は脂肪量と筋肉量の差
を反映している。加えて、カロリー制限群で
は空腹時血糖や空腹時インスリンの値が低
く、インスリン感受性は増加している。脂肪
量の減少とあわせて、カロリー制限群は自由
摂取群のサルよりも2型糖尿病発祥のリスク
が低い。血中中性脂肪、低密度リポタンパク
質（LDL）コレステロール、血圧はいずれもカ
ロリー制限により低下し、心血管疾患のリス
クが減少しているといえる。
〈本稿を含む以下の2稿は、『老化生物学 老いと寿命の
メカニズム』
（ Roger B. McDonald著、近藤祥司監訳、メ
ディカル・サイエンス・インターナショナル）
より引用〉
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ヒトにおけるカロリー制限の
効果はいまだ解明されておらず
議論の渦中にある
低カロリー食が過体重や肥満者に対して有用
であることはよく知られている。しかし、カロ
リー制限が正常体重の人に与える効果について
はよくわかっていない。正常体重者における短
期間カロリー制限が有用であるとの報告もいく
つかあるものの、実現が困難であるために効果
を少なく見積もらざるをえない。適切なカロ
リー制限といえるレベルにしようとすると、高
い離脱率、サンプルサイズ不足、食事療法の遵
守不良といった困難な問題がつぎつぎと生じ、
カロリー制限はヒトには無理なのでないかとい
う疑念すら研究者は抱いてしまうのである。
ヒトにおける最大規模の介入研究が現在行わ
れており、25％のカロリー制限遵守を2年間に
わたって続けるという、これまでにない挑戦で

ある。この課題に取り組むために、参加者は心
理学者や管理栄養士による度重なる指導を受け
る。
この度重なる指導は、
ヒトにおけるカロリー
制限についての最大の疑問である「食べるもの
すべてのカロリーに注意を払い、喜びをもたら
す多くの食べ物
（アイスクリーム、ケーキ、チョ
コレートなど）をまったく食べずに我慢するこ
とが一般の人々にできるのか？」という命題に
影響されているのである。
われわれの答えは
「無
理だ！」としかいえない。進化により、われわ
れは味わうことと喜びを結び付けて食べるよう
になった。そのため、25％のカロリー制限を
人生を通じて維持するということはおそらくで
きないのである。

公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

ステロールは低値であり、善玉である高密度リ
ポタンパク質（ HDL）コレステロールは高値を
示す。有酸素運動を増やすことにより体脂肪が
減り、その結果として2型糖尿病やある種のが
定期的な運動が健康に役立つことについて んのリスクが優位に低下する。さらに、長期間
は、よく理解されている。定期的に有酸素運動 の定期的な運動とアルツハイマー病・パーキン
を行っている成人では、運動習慣のない同年齢 ソン病の発症率低下の関連を示す報告もでてき
の人と比べて、
すべての年齢層で安静時心拍数、 ている。
血圧、血中中性脂肪および悪玉であるLDLコレ

老化の速度を調整する：
身体運動

表

定期的な身体運動が 65 歳以上の人々に与える効果の例

運動による変化

効能

心血管
1 回拍出量の増加
動脈血管抵抗の減少
LDL コレステロールの低下
血液量の増加

組織血流量の増加
血圧の低下
冠動脈疾患のリスク低下
静脈還流の増加。うっ血性心不全のリスク低下

筋

ミトコンドリア濃度の増加
毛細血管密度の増加
インスリン感受性の増加／糖吸収の増加
筋線維増加／活動電位閾値の増加
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ATP 合成に必要な有酸素能の増加
酸素運搬能の増加
2 型糖尿病のリスク低下
筋収縮力の増強

身体組成
体脂肪の低下
除脂肪筋肉量の増加

冠動脈疾患、2 型糖尿病、ある種のがんのリスク低下
筋力、安定性、安静代謝率の増加

肺と呼吸
肺毛細血管の増加
肋間筋強度の増加
肺組織弾性の維持
肺胞サイズの維持

換気血流の増加
呼吸の改善
呼吸の改善
死腔形成の予防。拡散に必要な表面積の維持

骨格系
骨塩濃度の増加
赤血球と白血球産生の改善（骨髄）

骨強度の増加と骨粗鬆症リスクの低下
血液の酸素運搬能の増加。自然免疫能の改善

公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

がん診療連携拠点病院

旭川医科大学病院
病院長

平田

哲

旭川医科大学病院は、平成21年4月より地域がん診療連携
拠点病院に指定され、本院だけでなく地域における連携を図り
ながら、地域住民が質の高いがん医療をうけることができる体
制を構築しました。その中で、院内がん登録のデータは、院内
で活用するとともに北海道の地域がん登録事業及び国立がん
センターのがん対策情報センターにも提供されています。本院
の院内がん登録は、がん診療の向上・支援および情報提供を
目的として、当院で新規にがんと診断された患者を対象に、診
断日・診断名・進行度・組織診断名・検査・治療内容等の項
目について、医師の協力の下に診療情報管理士がデータを登
録しております。登録された情報は、がん登録の実施や情報
の提供に関する院内規程に基づき、厳重に保護・管理されて
います。
また、がん対策基本法が平成19年4月より施行され、がん医
療水準の均てん化が大きな課題となり、本院における先進的・
集学的がん診療及び腫瘍学の教育・研究の推進を目的に、平
成19年12月、腫瘍センターが開設されました。同センターでは、
がんに関する診療科横断的な情報交換の場を設置し、がん診

療に関わる医療スタッフ全体のレベル向上を図ることを目的に
毎月セミナーを開催しています。このセミナーは市内の医療従
事者に加えて、本学の強みであるITCを活用し、道東・道北の
中核病院の医療従事者にも公開しています。また、外来点滴
センターにおけるがん薬物療法を安全・確実に実施できるよう
な体制も整備しています。がん相談支援センターでは、看護
師とソーシャルワーカーが、がん治療を受けている方々や家族
の皆さんの抱える悩みへの対応や、がんに関わる情報の提供・
発信を行っています。患者・家族の皆さんが自由に自分の体験
や悩みを話すことのできる患者サロンを開催したり、がん診療
に関するセミナーを定期的に開催したりすることで、がんと向
き合う患者さん、家族をご支援出来るよう努力しています。
本院では、多くの診断領域に関連した疾患・病態を有する
症例に対し、関連診療科の専門家が集まり開催するCancer
Boardによって意見交換をし、最適な診断・治療方針を検討、
最善の治療を行うように努めております。また、最新の診断、
治療の医療機器を導入し、高度な医療技術の提供はもとより、
環境面でも満足度の高い医療が受けられます。更に、がん地
域連携クリティカルパスを用いて地域がん診療連携拠点病院
と連携病院が、診療計画に基づいて安全で質の高い医療を提
供しております。
拠点病院としての機能を充実させていくために職員一同、研
鑽を積み、患者さんの要望にこたえられるよう努力しておりま
す。今後ともよろしくお願いいたします。

を整備しています。放射線治療においては、平成23年にリニアックを更
新し、強度変調放射線治療
（IMRT）
が可能となり、平成26年には年
間約60件施行しております。IVRセンターでは肝腫瘍を中心に高難度
市立旭川病院
の血管塞栓術にも取り組んでおります。
院長
当院の自慢は各診療科の連携の良さにあります。キャンサーボード
子野日 政昭
の開催など診断治療に困ったときは専門医が集まり議論できる体制、
市立旭川病院は昭和5年に開設され、以来、公立病院としての使 さらに、がんリハビリテーション、緩和ケアチームの介入、口腔ケアを取り
命を果たしながら良質で安全な医療サービスの提供に努め、85年の 入れ、多職種によるチーム医療を推進し、質の高い治療・ケアに当たっ
歩みを重ねて参りました。
ています。
心臓血管疾患の分野では道北地区のリーダーとして地域に貢献し
旭川地域における拠点病院の特徴的な活動として、三つの拠点病
て高い評価を得ており、移植医療においても腎臓移植や骨髄移植の 院
（旭川医科大学病院、旭川厚生病院及び当院）
が協力し、地域の
基幹病院として実績を挙げて参りました。平成21年度からは地域がん がん診療水準の向上や住民への情報発信に継続的に努めているこ
診療連携拠点病院に指定され、がん医療の分野でも地域のがん診 とが挙げられます。二次医療圏に地域がん診療連携拠点病院のない、
療を充実させる大きな力になれるよう取組を進めております。がん治療 上川・宗谷・留萌圏域に三病院が分担して出向いて、医療従事者
の三本柱である
「手術・化学療法・放射線治療」
はもちろん、緩和医療、 を対象に研修会を開催しています。また、地域住民向けに三病院で
がん相談支援センター、がん患者サロン
「ひまわり」
、がん登録にも力を 共同開催公開講座に取り組んでおり、回を重ねるごとに参加者も増え、
注いでいるところです。
この取組が地域に浸透してきたと感じるところです。地域連携クリティカル
手術においては、
低侵襲治療を目的に鏡視下手術
（腹腔鏡下手術、 パスの運用においても三病院が情報交換しながら推進して参りました。
胸腔胸下手術等）
を外科、婦人科、泌尿器科を中心に推進し、その
高齢者の増加に伴いがん患者は増えており、医療・介護の連携
件数は年間約800件で年々増加しており、また、平成26年より前立腺 や在宅医療の推進を柱に、高齢者が住み慣れた地域で生活を続け
がんに対してロボット支援手術を導入し、良好な成績を収めています。 ることができる体制を構築することが急務となっています。当院は、一人
消化器病センターでの内視鏡治療ではESDなど年間2000件をこなし、 ひとりの生活の質や思いを大切にしながら、道北の基幹病院の一つと
化学療法においては、外来化学療法センターに複数の専従・専任看 して広く地域住民の健康を守るため医療の充実に努力して参りますの
護師を配置して、不安を抱える患者さんにきめこまやかに対応する体制 で、今後とも御助言・御指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー
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ご寄附に感謝

（平成27年4月1日〜平成27年12月15日受け付分）
（ 敬称略）

A．運営寄附（賛助会費）
法人

30

㈱アインファーマシーズ （大谷喜一社長）
㈱玄米酵素 （鹿内正孝社長）
札幌中央アーバン㈱ （光地勇一社長）
㈱ムトウ （田尾延幸社長）
大鵬薬品工業㈱ （小林将之社長、島貫忠勝札幌支店長）
㈱モロオ （師尾仁社長）
札幌臨床検査センター㈱ （大井典雄社長）
㈱北洋銀行 （石井純二頭取）
田辺三菱製薬㈱ （三津家正之社長、小野田隆北海道支店長）
㈱ダンテック （出村知佳子社長）
札幌商工会議所 （高向巖会頭）
佐藤水産㈱ （佐藤壽会長）
野村證券㈱ （永井浩二執行役社長兼CEO）
（公財）
廣西・ロジネットジャパン社会貢献基金 （木村輝美理事長）
㈱北海道銀行 （笹原晶博頭取）
㈱ヤクルト本社 （根岸孝成社長、関本貢札幌支店長）
六花亭製菓㈱ （小田豊社長）
アイ・ウィミンズ・クリニック （石川睦男理事長）
㈱大塚製薬工場 （小笠原信一社長、
仁木晃司札幌営業所支店長）
札幌第一興産㈱ （武田治社長）
㈱ツムラ （加藤照和社長）
山の手歯科医院 （鈴木一史院長）

個人
半田祐二朗
小林
博
小林 正伸
髙橋 隆司
谷口 直之
細川眞澄男
山田 雄次
武市寿美代
山本記代美
岩谷 邦夫
大塚 榮子
岡田
太
小林 幸子
千葉 逸朗
横山 末雄
阪本 時彦
浜田 淳一
半田貴志子

（総合南東北病院国際医療部長）
（SCS財団理事長）
（北海道医療大学教授）
（北洋銀行元副頭取）
（理化学研究所ディレクター）
（北大名誉教授）
（㈱アネロファーマサイエンス取締役）
（SCS財団評議員）
（外務省国際協力局）
（クリングルファーマ㈱社長）
（北大名誉教授）
（鳥取大学教授）
（札幌在住）
（北海道医療大学教授）
（横山食品㈱取締役会長）
（元モルジブ在住、東京在住）
（北大准教授）
（半田祐二朗氏ご夫人）

B．指定寄附（運営寄附扱い）
㈱玄米酵素 （鹿内正孝社長）
小林

博 （SCS財団理事長）

私達企業は
（公財）札幌がんセミナーの活動を毎年支援しています

札幌中央アーバン㈱

公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー

にれの誕生

11

㈱ほくていホールディングス （加藤欽也社長）

個人

36

旧法人が税優遇を得るには特定
公 益 増 進 法 人 と い う 1つ 上 の 資 格
も得る必要があった。新制度では、
寄付した人が所得税などの確定申
告の際に寄付分の税額控除を受け
られる仕組みが、全ての公益 法 人
に適用されるようになった。
旧制度では国などからの助成を
得ようと、所管官庁からの天 下 り
の受け入れに熱心な公益法人が少
なくなかった。こうした癒着 体 質
が税金の無駄使いを生んだ。
寄付金を集めやすくなったから
には制度をフル活用してもらいた
い。自分たちの活動を広く知 っ て
もらう努力も重要だ。

西村 昭男 （アグリエ工房イタンキ㈱代表取締役／財団評議員）
森島 庸吉 （船橋西ロータリークラブ）
松崎 照子 （東京青山ロータリークラブ）
金岡 祐一 （富山国際学園理事長）

ご寄附のお願い
当財団の事業は財団基金から生み出る利息と寄附によっ
て運営されていますが、ご理解、ご協力をいただければ
幸いに存じます。

ご寄附の種類
寄附は3種類あります
（すべて税控除の対象となります）
。

以上のA、B、Cいずれに該当する寄附であるかご指示い
ただき、銀行、あるいは郵便局でお振込みいただければ
幸甚に存じます。法人は1口5万円以上です。

振込口座

A．運営寄附 個人、法人問わずいただくご寄附はその年
度内に使用させていただきます。
B．指定寄附 使途指定の寄附です。
C．基金寄附 寄附は基金のなかに組み入れ、直接使用する
ことはありません。利息のみ使用させていた
だきます。

寄付で自立する公益法人に （日経新聞、三月三一日、社説）

法人

公益法人の制度改革に伴う新法
人への移行作業が大詰めだ。
（中 略）
移行申請は昨年 月に締め切っ
た。2万4317あった旧法人の
うち、新制度での公益認定を希望
したのは9054にとどまった。
このうち2月末までに認定を受け
たのは8878で、旧法人の ％
に絞り込まれた。
（中 略）
今後の最大の課題は欧米のよう
な 寄 付 文 化 を 育 め る か ど う か だ。
認定委によると、日本における寄
付金の総額は国内総生産（GDP）
の0・ ％ で、2・2％ の 米 国 と
比べ、いかにも少ない。

C．基金寄附

11

北 洋 銀 行 本店営業部 普通口座 0645472
北海道銀行 本店営業部 普通口座 0200230

名義：公益財団法人札幌がんセミナー  理事長  小林 博

ゆうちょ銀行
口座番号：02730-8-98355
加入者名：公益財団法人札幌がんセミナー

㈱ほくてい
ホールディングス

札幌商工会議所
廣西・ロジネット
㈱ヤクルト本社 （公財）
ジャパン社会貢献基金
公益財団法人
（内閣府所管） 札幌がんセミナー
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財団のシンボル絵画
金井英明さんの作品です。当財団は自
然環境に優れた北海道、都市機能の快適
な札幌をベースに、人々の健康増進に高
い関心を抱きつつ、がんを始めとする疾病
の問題を解決するためいろいろの公益事
業を展開いたしております。この絵画には
以上のようなイメージが北海道大学のキャ
ンパスをバックに描かれています。

編 集

後

記

The Way Forwardの第8号が発刊された。巻頭対談は“放射線治療の過去から未来へ”と題して北海
道大学の白𡈽先生と近畿大学の西村先生に行っていただいた。がんの根治療法は外科手術と放射線療
法であることはよく知られているが、わが国では外科手術が圧倒的に多く行われている。対談で述べら
れているようにかつて放射線療法は外科手術の補完または外科手術の不可能な進行したがんに対して
緩和医療的な意味で施行されていた。しかし放射線療法の急速な進歩により、
現在では外科手術に取っ
て代わる根治療法に応用されるようになってきた。放射線治療の一番のメリットは機能と形態を残せる
ことであり、その利点を生かしながら陽子線、重粒子線などの優れた治療法が開発されてきている現状
についてこの分野のトップランナーであるお二人が議論されており興味深い。
この雑誌は札幌がんセ
ミナーの機関誌と位置づ
けられているが、がん関
連の刊行物として質量と
もにとても充実したもの
になってきている。理事
長である小林博先生は
企画の段階から全てに目
を通され、編集方針に関
して編集委員と議論と
なっても決して無理はせ
ずに時間をかけて結論に
導いていく手法をとられ
ている。今号も内容の濃
いものに仕上がっている
のでじっくりとお読みく
ださい。 （浅香正博）
大通公園西4丁目のイルミネーション
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