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岡田先生最終講義 「私と教育と診療と研究」

略歴紹介：岡田浩佑先生は昭和30年広島県立観音
高等学校をご卒業され，昭和36年広島大学医学部
医学科をご卒業されております。その後，昭和37
年広島大学原爆放射能医学研究所臨床第１部門に
入局されております。その後，助手となられ，昭
和43年，医学博士号を広島大学でとられておりま
す。そして昭和45年米国ニューヨーク州ロチェス
ター大学医学部癌部門にご留学され，インストラ
クターならびにアシスタント・フィジシャンとし
て，診療と研究に従事されております。昭和50年
米国カリフォルニア州ロサンジェルス南カリフォ
ルニア大学癌部門でヴィジティング・サイエン
ティストとしてお仕事をされております。そして
昭和51年広島大学原爆放射能医学研究所臨床第１

んの方が私の最終講義にいらっしゃるとは想像も
つきませんでした。今日は，学園長の坂田正二先
生，理事長の海見俊宏先生，岡隆光学長先生はじ
めたくさんの方がおいでくださって，ありがとう
ございます。それから，シンボルマークの黄色の
お服をお召しになっておられます能勢和子先生，
中央の方で看護を代表して政治の場でご活躍にな
り，そしてこの看護学部の設置の当初から大変ご
尽力いただき，また，これまでも暖かく見守って
くださった先生にもおいでいただきまして，本当
に感謝申し上げます。
今日は，最終講義ですが，私は毎年，「疾病治
療論総論」という授業を１年後期に担当している
のです。だいたい，医学的なことや疾病治療論総
論的なことは早く済ませておいて，第14回，第15
回の終わりの方は，私が学生さんに伝えておきた

部門で講師，昭和52年広島大学医学部附属病院で
輸血部副部長，講師をされ，平成３年助教授とな

い一番大事なことをとっておいてお話しするので
すが，今日はそのとっておいたお話を２年生，３

られております。その後平成６年，広島大学医学
部保健学科健康科学・基礎看護学講座教授になら
れております。そして本看護学部には平成11年４
月より教授として赴任され，その後４年間学生部

年生，４年生もいらっしゃるかもしれませんし，
教職員の方，それから法人の方もいらっしゃって
いますので，すこし１年生には重複する部分もあ
るかもしれませんがお話したいと思います。もう，
たくさん，あれもこれもお話したいので，学生さ

長，平成15年７月より学長補佐をされて，大変本
校の教育にはご協力をしていただきました。
（学園長
■

坂田正二）

岡田先生講演内容
どうもありがとうございます。こんなにたくさ

おかだ こうすけ
〒737‑0004 呉市阿賀南2‑10‑3

んには「もっと先生，ゆっくり話をして」と言わ
れるのですが，ついついたくさん話そうと思うあ
まり，早口になります。そして，あれにとび，こ
れにとびと，あちこち話がとんだりして，非常に
脱線もいたしますが，最後だと思ってお許しいた
だければ幸いです。

広島文化学園大学看護学部
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それでは最初，
私の今日のタイトルですね。「私
と教育と診療と研究」
（スライド１）
としましたが，
昨年11月29日，広島文化学園大学と，広島文化学
園短期大学との統合の記念事業として，公開講座
が広島の国際会議場でございました。冒険家で作
家でもある椎名誠先生がお話をされる前に，40歳
で絵本を描き始めて，今50歳くらいにおなりに
なっている，ひらがなで「さこももみ」という絵
本作家の方がお話をされました。「イーノとダイ
ジョブ」という非常に素晴しい絵本を最初に書き
上げて，それから続けていらっしゃるのですが，
その方のタイトルは「私と絵本と子供と家族」と
いうのでした。それで私はそれにならってこうい
うタイトルにしました。ですが，教育の方にたく
さん時間を費やして，あとの，私の医学的な診療
や研究はちょっとだけ付け加えるというふうにさ
せていただきます。
■

私について

それで最初ですね，今，坂田正二先生がおっ
しゃったのですが，なぜ私がここに今立っている
のかというのは，実は私の父が個人的なことです
が，呉海軍工廠に勤めており，祖父も呉海軍工廠
に勤めていて，国策として，満州の鉄道マンとし
て外地に渡らないといけなくなって，昭和28年，
戦後８年経って広島の地に帰ってきたということ
になります。ですが，私の母が，私は母に抱かれ
た覚えがないのですが，肺結核を患って結核療養
所に入っていて，私は同じ呉海軍工廠出身の父の
親友の家に預けられていたのです。そのお母さん
というか，それを「母ちゃん，母ちゃん」と呼ん
でいたのですね。
溝口の母ちゃんと言うのですが，
私たちよりも早く，戦後すぐ引き揚げて日本に
帰ってきて，この呉の望地町というところに住ん
でいらっしゃったのですね。私が昭和28年に帰国
して，高等学校を卒業して，さあどこへ進もうか
といったときに，広島大学医学部がこの阿賀に
あったのですね。広に附属病院があったのです。
私はその溝口の母ちゃんの家に住ませてもらっ
て，医師になる勉強をすればいいなと思って，こ
の地を選んだのです。
ところが，１年間教養課程である医学進学課程
が終わったところで，実は広島の霞キャンパスと
いうところに広島県庁があったのに，広島県庁が
立派な建物を建てて移ったものですからそこが空

いて，そこに広島大学医学部は移動しましょうと
いうことになりました。呉市の引き留めようとす
る人たちとの署名合戦になったのです。呉市は当
時，今よりも人口が多かったと思いますが，署名
を一生懸命やる。広島市は当時人口が65万いたで
しょう。それで，結局人口の多い方が勝って，今
の医学部の霞キャンパス，学生さんが実習に行く
ところへ移動してしまったのですね。呉市には随
分，広島大学医学部は戦後お世話になっているの
です。医学部ができて火災で焼け出されては「こ
この建物を使ってください」といって，またそこ
が焼けだされては「この建物を使ったらどうか」
といって，キャンパスや建物のお世話をしていた
だいたのですね。私も，広島大学医学部学生の一
人として何とか呉市の市民の方にご恩返しをしな
いといけない，
そういうふうに思っておりました。
今，ご紹介いただきました広島大学医学部保健
学科健康科学・基礎看護学講座が終わって，さあ
どうしようというときに，坂田正二先生の大親友
である盛生倫夫先生，麻酔科蘇生科の教授で広島
大学医学部附属病院の病院長でした。外科系の輸
血はみな麻酔の先生が管理する。私はそれを支援
する輸血部副部長で，保健学科に移れと言うのも，
当時医学部長になられた盛生倫夫先生のご推薦で
した。盛生倫夫先生が，呉の中国労災病院の病院
長を務めておられましたが，呉大学看護学部が新
しくできるから，退官後はそちらに移れと，すご
く丸い怖い目でにらまれまして，先生には足を向
けて寝られない立場なものですから，「はい」と
言って承知しました。盛生倫夫先生は「清風高節」
という清い風で節が高いと言う，その言葉を地で
いくような立派な先生です。坂田正二先生はその
大親友であるということをお聞きしまして，この
学園に身を投じることにいたしました。来てみる
と潮風がこんなに気持ち良く吹いて，気持ちいい
キャンパスだなあと思いました。それくらいにし
ておきます。
（スライド２）この「考えるすべを教えるべきで，
考えたことを教えるべきではない」という昔の言
葉があります。実際，私がいよいよ教育現場から
去るという今ですね，なんと教育というのは難し
い仕事で，なんと教育はやり甲斐のある仕事かと，
そういうのが今の実感ですね。
（スライド３）最初は中国地図のことから紹介
させていただきます。私の資料がカラープリント
でうまく見えないので，パワー・ポイントにして
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みたのですが，それでもちょっと見えにくいです
ね。満州というところがあって，私の生まれたの
は中国語でダーリエン，ロシア語でダルニー，日
本語で大連と言います。この隣に旅順がありま
す。日露戦争で旅順といえば激戦地ですね。乃木
大将，あるいは203高地という言葉を聞かれたこ
とがあるかもしれませんが，この東北地区の大連
に14 歳 の と き ま で お り ま し た。14 歳 か ら，15，
16，17歳までは，西北地区，甘粛省（かんしゅく
しょう）の蘭州（らんしゅう）の近くの天水（て
んすい）
，
ここに鉄道マンの子弟が行く学校があっ
て，ここで３年間全寮生活をしました。チーチク
パーチク，チーチクパーと言う中国語のわからな
いのが中国人の中に入って，全寮生活で３年間過
ごしすごく鍛えられました。
私は日本の兵隊さんに上海（しゃんはい），南
京（なんきん）のあたりではひどい目にあったか
もしれないけれど，このあたりでは日本人なんか
全然見たことも聞いたこともないだろうと思って
いたら，日本兵に追われてきた人たちが全部逃げ
込んでいたのですね。学校に入ってみると親類が
目の前で殺されたとか，いろんなことを言って私
を責め立てる学生が出てくるのです。そしたら，
中国人の同級生が私の周りに親衛隊みたいに防壁
を張って，
「岡田は小さい子供だったのだから，
そんなに岡田を責めちゃいけない」と言って守っ
てくれました。だけど私は父が呉海軍工廠の出身
ですから，頭のてっぺんからつま先まで軍国主義
そのものに染まっていましたし，私も小学校４年
生までそういう戦時の教育を受けたものですか
ら，軍国少年みたいになっていたわけですね。そ
れで，私に幾ばくかの責任があるというふうに，
中国人の同級生は守ってくれたのですが，私とし
じく じ
ては非常に忸怩たる思いでおりました。
なんでこんな奥地に移ることになったのかとい

れて，ソ連に通じる鉄道が使えなくなるかもしれ
ない。何年かかってもいいから，もう一本シルク・
ロードといって絹の道ですけれども，砂漠みたい
なところを伝って，今のカザフスタン共和国，そ
こまで鉄道を敷きましょうという，のんびりした
中国人的発想ですが，そういうことで当時残留し
ていた鉄道マンの家族，それは全部一族郎党がこ
こに集まったのですね。
私たちは瀋陽（しんよう，旧奉天）というとこ
ろから下っていって，いよいよ中国本土に入って
いくのですが，山海関（さんかいかん）というと
ころで万里の長城がおりてくるところを眺めて，
北京は通らずに天津（てんしん）を経て山東省の
済南（さいなん）というところで２週間くらい留
め置かれたのです。どこへ配属されるのか，どこ
へ行くのだろうと。貨物列車に乗せられて，布団
袋の上で寝起きしながら，数日遠くに連れて行か
れるのです。最初日本軍歌の「徐州徐州と人馬は
進む」という徐州（じょしゅう）というところで，
黄河の大鉄橋を渡って，鄭州（ていしゅう）
，洛
陽（らくよう）を通って奥へ奥へと行ってですね，
ここに黄河の上流がありますが，黄河の支流のと
ころに昔の唐の都であった西安（せいあん），そ
れをまだ過ぎて天水の近くの社堂鎮（しゃどうち
ん）という小さな村で降ろされました。真っ暗で
した，真っ暗なはずです，そこは，電気も水道も，
ガスも何にも，文明的なものはなくて，日本で言
えば毛利元就の500年前のような，そういう人々
の暮らしで私たちも，わらじをはいて生活しまし
た。水がないのですね，砂漠に近いのです。ゴビ
の砂漠というのがここにありますが，黄砂が飛ん
できてみんなやられちゃうのですが，ここも半砂
漠でした，水が非常に貴重なのですね。
そこで学校に行かねばならない。学校はどこに
あるのかというと，なんとこの鉄道，国鉄みたい

えば，朝鮮戦争が始まったからですね。朝鮮戦争
が始まって，はじめは北朝鮮側が優勢だったかも
しれませんが，アメリカ軍を中心とする国連軍が
仁川（じんせん）というところから上陸して押し

なものですが，その鉄道マンの子弟が行ける学校
は，天津と天水の２箇所しかないのですね。２箇
所しかないので中国語の試験を受けながら，大連
の日僑学校の中学３年生だったのが，果たして中

戻すと，今度は韓国側が優勢になってどんどん北
朝鮮側は追い詰められたのです。満州と朝鮮の国

国人の中学３年生になれるかしらと試験を受けた
ら，運よく中学３年にパスしました。今考えると
へん ぴ
このような辺鄙なところで最高に良い教育を受け
たと思いますね。日本でいえば鹿児島のラサール

境沿いまで追い詰められて，鴨緑江（おうりょく
こう）という河のところにある水力発電所，それ
が爆撃されると言うことになりました。中国の人
は志願軍として北朝鮮側を応援していたのが危機
感をもちまして，この調子だとどんどん攻め込ま

だとかいろいろな進学校がありますが，私たちは
国立で中高一貫教育です。１学年が40名，40名だ
けの席が入れる建物が，木立の間にポツンポツン
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と建っているのですね。最高のエリート教育を受
けた気がします。だから私の同級生は北京大学の
教授になったりしています。
最後に蘭州にいたときに朝鮮戦争が終わりまし
た。正式に終わるのは７月ですが，もう３月４月
５月くらいから引き揚げ船が来て，この際日本に
帰らなかったら，日本がどっちに向いているかも
わからなくなるよと脅かされて，
私の父は56歳で，
日本では当時55歳が定年ですので，もう帰っても
しょうがないぞと，中国人の仲間に言われたので
すが，私と２つ年上の姉と３人で帰ってきたので
すね。
しらみ
「ご苦労様でした」と虱対策で，引揚者はみな頭
から DDT という白い粉をぶっかけられたのです

生まれ育ったところで，彼女の父親も鉄道マンで，
北京を通って天水の学校に来て，彼女は中学１年
生，私は中学３年生，姉同士が友達で父同士も友
達で，帰ってきたところが広島県で，偶然か必然
か知りませんが，同窓生，引揚者同士で一緒になっ
たという経緯です。
（スライド４）アメリカのことも話しておきま
す。今，冬季オリンピックをしているのは，カナ
ダのバンクーバーですね。ブリティッシ・コロン
ビ ア 大 学 が あ り ま す。 私 の 留 学 し ま し た の は
ニューヨーク州のロチェスターという都市で，カ
ナダの国境近くで，後でヘルスプロモーションの
オタワの憲章というのが出てくるカナダのオタワ
というのはこの近くにあります。オンタリオ湖と

が，鉄道建設に従事した日本人の技術者は奥地で
随分優遇されていました。この天水から蘭州まで
といったらちょうど広島から京都くらいの距離で
しょうか，非常な難工事でした。毛沢東の祝辞が
きたくらいですから。その後，それをどんどん延
ばしていって，鉄道の延ばす先に私たちの学校が
行きますので，今はウルムチというところに私の
母校は移動しています。ウルムチは漢民族と新疆
ウイグル族というイスラム教の人たちとのいろい
ろな対立があって，暴動があったところですね。
この天水や蘭州というのは昔の三国志で蜀の国の
劉備玄徳の一番の根拠地だった成都（せいと）と
いう，広島県は四川省（しせんしょう）と姉妹県
を結んでいますから，皆さんはよくこの成都に行
く方が多いと思いますが，その上の方にあります。
非常に水に不自由したという想い出があります。

エリー湖があり，ナイアガラの滝を見に行く人は
このバッファローに行くのですが，その隣の花の
多いロチェスター，人口40万です。地図ではあま
り目立たないそこの大学の癌部門に留学しまし
た。本当はボストンのハーバード大学の附属の癌
研究所に行くようになっていたのですが，急遽私
の師事するアメリカの教授がボストンからこちら
に移ったものですから，私はここに行かざるをえ
なくなったわけです。
この印をつけているのは，３月に行ったらすぐ

あとはちょっと，私の最後のほうの話に関係が
ありますが，昆明（こんめい）という高原で，よ

な癌研究はどのようなレベルかということを知る
ことができました。ただし，帰ってきて英語で報
告しなければならないので，本当に困りました。
それで２度目の留学ですが，私たちのこの看護

く日本のマラソン選手が高地トレーニングをする
のに使っていますが，だいたいこのあたりで中国
の漢方薬，植物からとれる，向こうでは中国の草
の薬，中草薬と言っていますが，それが上海に集
められて分析されます。私の最後の研究で関係し
た抗癌剤も，
実はこの上海で盛んに研究されて
「現
代中国の癌医療」という本に，翻訳文ですが，そ
れに一番詳しく，たくさんのページで書かれてい
る喜樹という，その中から取り出した抗癌性の植
物アルカロイド，それが最終的に私の医学部時代
の研究テーマになったのです。
もう一つ満州のハルピンに印をつけておきまし
たが，加藤登紀子さんという歌手の出生地です。
これは，私の戦友みたいなものですが，ワイフの

にフィラデルフィアでアメリカの癌学会があり，
何も発表もないのに「お前行って来い」とアメリ
カの教授に言われ，それが終わったら今度は５月
に「ヒューストンで国際癌学会が１週間あるから
それに行って来い」と。飛行機代も宿泊費も食費
も全部もってくれて，私は良い思いをして国際的

学の礎を築いた，イギリスのご夫妻がイタリアに
来ていて生まれたという，フィレンツェ，英語圏
ではフローレンスといいますね。フローレンス・
ナイチンゲール，あのフィレンツェで国際癌学会
があるというので，ここはルネッサンスの発祥地
だし，ミケランジェロのダビデの像やラファエロ
の絵などいろんなものが見られるぞと。で，２週
間くらいヨーロッパに行ってこようと，忙しいの
に日本の教授に許可を得て，国際癌学会に行きま
した。そのときに，３年ぶりにアメリカの教授に
あったのですね。「お前３年も，日本に帰って，
癌関係の仕事をしたのなら，アメリカの癌学会に
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来て発表しろ」「ハイハイ」ということで，２度
目はこのアメリカの教授が移っていたロサンジェ
ルス，パサデナというロサンジェルス郊外の広大
なアメリカの教授の家に泊めてもらって過ごしま
した。プールつきの非常に広い家なのですが，奥
様がファンド・レイザーというのであちこち飛び
回っている，アメリカの教授はバンクーバーのブ
リティッシ・コロンビア大学の癌部門，それとロ
サンジェルスの南カリフォルニア大学の癌部門に
２週間ずつ交互に動いていますので，私は広い屋
敷で犬を１匹相手に暮らす生活でした。サンディ
エゴのアメリカ癌学会で発表をして，帰りにワシ
ントン郊外のアメリカの国立癌研究所に寄り，そ
れから教授のいるバンクーバーのブリティッシ・
コロンビア大学に寄って帰ってきました。
この大学で11年，広島大学のあのキャンパスで
37年，全部で48年も過ごしたのに，私の外国に出
たのはたったの５回ですね。北京で新世紀の2001
年にクラス会を開くから，ウルムチなんてとても
行けませんが，30人くらい集まるから「お前も出
てこい」と，中国に帰国後行ったのが１回，アメ
リカに２回，ヨーロッパに１回，そして残りの５
回目は，癌の化学療法で，私がその当時，先端的
な抗癌剤の化学療法を研究していたので，日本の
７名の代表の１人に選ばれ，１人30分くらいの持
ち時間で，２日間かけて日米科学者会議を開くと
いうので，
ワシントンに行きました。全部で５回，
この長い期間で行っているだけですね。
■

教育について

（スライド５）ご存知のように私たちの看護学
部は実習で，６名の学生を単位に看護の教員が，

か」というのに対して，「大学とは誠実さを学ぶ
ところである」という名言を吐かれたのです。私
なりに，誠実さを学ぶとはどういうこと，結局，
先人の業績を丹念に辿ってみて，学問のルーツを
探りましょうということです。
アンドレアス・ベサリウスは解剖学，anatomy
の基礎を築いた人だし，ウイリアム・ハーベイは
機能学，生理学 physiology の基礎を築いた人，
アントニー・レーベンフックは顕微鏡を発明した
人，エドワード・ジェンナー，この人は天然痘ワ
クチンの接種ですね。クロフォード・ロングは
エーテル・パーティのときに「エーテルを嗅いで
いるときには痛みを感じんぞ」と外科の先生が麻
酔学を始めたのですね。日本では，これよりはる
か100年前に華岡青洲という人が，中国の記述を
基にして自分流に全身麻酔をして，乳癌の手術を
したという大事な記録がありますね。だけど，そ
れは外国の人にはあまり知られていません。日本
人は有吉佐和子さんの「華岡青洲の妻」という小
説があるので，よく知っていなければならないこ
とです。
ウイリアム・レントゲン，学生さんが「Ｘ線っ
てなんですか？」「レントゲン線と言ったり，Ｘ
線と言ったりします」と聞いてきます。レントゲ
ン自身は，今で知られていない未知の線を新しく
発見したから，レントゲン線と呼ばず，Ｘ線と呼
んで欲しかった。それから，ロス・ハリソンは組
織培養・細胞培養ですね。ニコライ・アニチコフ
は1913年，1917年レーニンがロシア革命をした，
その４年前にウサギにニワトリの卵の丸ごとや白
身だけや黄身だけを食べさせる実験をしたら，ニ
ワトリの黄身だけ食べさせたものがウサギの血管
に，ぼろぼろの動脈硬化を起こす，これはいった

教授，准教授，講師，それから助教と総がかりで，
懇切丁寧に少人数教育を展開します。それが本当
おうめい
の嚶鳴教育で，そこまでに到達するのに看護関連
科学の先生たち，すなわち，心理学を若林紀乃先
生，人体構造機能学を藤井宏融先生，山本正夫先
生，生化学・栄養学を山下洵子先生，微生物学を

いなんだろうと調べたら，コレステロールであっ
たという。これも10大発見の一つに入っているの

大竹英博先生，私が内科系の医学的なことを講義
するようになっています。

ウム・ノターツムですか，それから黄色ブドウ球
菌を殺す物質が出ていると，1929年ペニシリンの

看護，ケアというのは看護学が支えるのは当然
ですが，その周辺に人間学，社会学，環境学や健
康科学などがあります。医学もその柱の一つです
ね。この「医学の10大発見」を疾病治療論の最初

発見をした。モーリス・ウイルキンズは，高等学
校で皆さんが生物の時間やいろんなところで習っ
た，ジェームス・ワトソンとフランシス・クリッ
クが DNA の二重らせんモデルを提唱した，それ

に話すのは，私の先輩が「大学は何をするところ

でノーベル賞を受賞した。ウイルキンズ，その部

ですね。
アレクサンダー・フレミングは，今のように微
生物が人間の治療に役立つなんて考えつかなかっ
たときに，偶然のチャンスでアオカビ，ペニシリ
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下のロザリンド・フランクリンという立派な女性
科学者がそれを支え貢献した，そういう物語で

ベイ先生ですね。この先生の生理学の発祥地のと
ころに日本の偉い先生が留学して，たとえば，私

す。こういう物語をしっかり読んでおきますと，
単なる教科書的な記述だけではなくて，なるほど
そうだったのかということがわかり，患者さんと

たちの恩師の一人で，呉市名誉市民になられ生理
学者の西丸和義先生が，私たちに伝える言葉はた
だ一つ，
「SEE AND DO」です。SEE と言うの

接触するときに，深みのある対応ができるのでは
ないかというふうに思って，こういうことを教材
として使いました。残念ながらこの本は2000年に

は見るというだけではなくて，思いつくや考える
という意味が含まれているのですが，「思いつい
たらすぐしなさい，すぐしたら成功するまでやめ

出版されて絶版になってしまいました。ですが幸
いにも絶版になる前に，この看護学部の図書館に
１冊，ちゃんと購入してありますので，後でゆっ

ないこと」というのが，向こうのスローガンで，
私たちの「究理実践」のようであり，
「SEE AND
DO」と何度も恩師に聞かされたのです。このウ

くり読んでください。
この内容がどういうものかと言うのは，だいた
い資料につけておきました。ウイリアム・ハーベ
イは心臓から出て動脈，静脈と血液が１方向にし

イリアム・ハーベイが，やっぱり，医学の10大発
見の中では一番貢献した，最初の道を開いた人か
なと思います。
（スライド６）「実践健康環境教育論」という授

か流れないという血液循環の原理を，犬の実験そ
の他で示したのですが，毛細血管がまだ見つかっ
ていませんでした。レーベンフックの顕微鏡がで
きてから，毛細血管のつながりがわかるようにな
りました。また，顕微鏡の発明のおかげで，パル
ツール，パスツール研究所がフランスのパリに
ありますが，微生物の研究や，結核菌を発見し
た コ ッ ホ， コ ッ ホ の 弟 子 の ベ ー リ ン グ， 北 里
柴三郎の抗毒素療法，そういう細菌学的な貢献
が出るわけです。北里柴三郎先生は日本に帰っ
てきて北里研究所をつくり，今は北里大学とな
り，北里大学看護学部には，林茂子先生がいらっ
しゃったのですが，伝統的に感染看護の強い看
護学部ができています。
学生さんにはこの赤で書いたものについて，出

業科目を担当しましたが，これを一つ取り上げる
ことにしました。「なぜか？」，私たちは平成11年
に呉大学看護学部として発足して最初の数年間，
この科目は必修で学生全員が講義を受けることに
なっていたのです。私は広島大学医学部保健学科
で健康科学・基礎看護学講座ですから，健康管理
論や環境科学を担当しました。原爆放射能医学研
究所に在籍していたので，放射能だけではなく環
境変異原，ダイオキシン，アスベストその他もわ
かるだろうと思われたのでしょう。この看護学部
が立ちあがるとき，実は体育の先生を探していた
のですね。体育の教員が文部省から許可がおりず
に，岡田が実践健康環境教育論と体育館も使用す
るその演習の２科目を担当せよと，私の１級先輩
の小児科医で，私の前に学長補佐をされた清水凡生
先生，残念なことに昨年３月12日にお亡くなりに

席カードの余白に10行ほどの読後感を書いてもら
いました。誰と一番友達になりたいかと言うと，
やっぱりこのエドワード・ジェンナーですね。も
し今生きておられて，そばにいて下されば，仲間
に加わってもらうのが一番いいやと。なぜかと言
うと好奇心が旺盛で，狭心症はストレスと関係が
あるのではないかと観察してみたり，恐竜の化石
に興味をもったり，それから鳥類の生態観察をし
ています。ですが，一貫して天然痘をどう克服す
るか，その頃の恐ろしい病気であった天然痘を，
ウシの天然痘を利用してなんとかできないかとい
う考えを，ずっと抱き続けてものにしました。そ
のおかげで，私たちは今たくさんの予防接種をす
ることができるし，臨床免疫学では最初にエド
ワード・ジェンナー 1798年とあるわけです。
この中で一番貢献したのは，ウイリアム・ハー

なりましたが，その凡生（ぼんみ）先生に命じら
れて引き受けたのです。
ところが最近どうなっているのか調べたら，１
年生が142名入学しているはずだけど，東中須恵子
先生の「人間健康科学」を60名が選択している。
環境教育，環境科学の方はどうなっているのかと
言うと，社会情報学部から松尾昭彦先生が「自然
環境と人間」と言う授業科目をして下さっている
のに，わずかに５名（単位取得）が選択している
という。現在の環境問題が大事な時期にこんなこ
とで大丈夫かしら。小学生時代から酸性雨の測定
をリトマス試験紙でしたり，小学校，中学校，高
等学校で環境，環境と聞いているので，大学に入っ
てまで環境のことなんてもういいやと思われるか
もしれませんが，実際はこういう科目は，本当は
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一体となって教えてもいいかもしれません。地域
規模，地球規模の問題はもう離れ難くなっていま

スプロモーション，それからメタボリック・シン
ドローム対策，昔成人病と言っていた生活習慣病

すからね。
健康について私は「ホリスティックな健康トラ
イアングル」と言うアメリカ人が唱えたことを盛

対策，こういうので動いていると思います。そう
いうものも一生懸命勉強しなければならない。禁
煙セラピー，これは成功しませんでした。今，こ

んに言っていました。今の厚生労働省は運動の何
カ条，栄養の何カ条，休養の何カ条の指針を出し
て，健康を支える３本柱と称しています。私は３

の広島の地で一番喫煙は駄目と言って禁煙教育を
展開しているのは，西の方にあります広島日赤看
護大学です。そこには禁煙の先頭をきっている先

角形の一つの辺は身体面で運動と休養，一つの辺
は化学面で栄養バランス，それから毒物を入れな
い，タバコを吸って毎日毒の缶詰を食べるような

生がおられて，熱心に学生さんを指導しておられ
ます。私たちも禁煙したいのだけれど止められな
い学生たちを，隣の中国労災病院の呼吸器部長で

ことをしない。酒井法子さんみたいに覚せい剤に
手を出すのは結局そういうことの延長線です。ア
メリカが幼稚園に行く前からタバコはだめと言っ
ている意味は，意志を強くもって，大きくなって

禁煙のトップリーダーの津谷医師のところへ連れ
て行って，ビデオを見たりお話を聞いたりしまし
た。禁煙パッチの大を２週間，中を２週間，小を
２週間と貼って，その間口が寂しくなったらペッ

薬なんかに手をださない，これを徹底しようと
やっているのです。
一番大事なのは三角形の心理・精神面ですね。
心理・精神面の強化が健康を支える底辺になるべ
きでしょう。これはギリシア時代から「健全な肉
体は」とか「健全な精神は」とか，心身不可分で
すね。これがしっかりしているといいよというこ
とです。それをするにはどうすればいいか。日本
における健康教育のルーツは誰かと言ったら，そ
れは今から約300年前の，徳川３代将軍家光の時
代，83歳で書き残して84歳で亡くなった貝原益軒
の「養生訓」です。昔の言葉で書かれているので
読む人はいなくて，斎藤茂太先生，通称「モタ先
生」が立派な非常に良い解説を作って下さいまし
た。
「新養生訓」PHP 文庫でわずか460円，とこ

トボトルの水かお茶を少しずつ飲む，そういう作
業療法的なのものも加味して６週間くらいで禁煙
にもっていくという，津谷先生方式を実行しよう
と思っても，ニコチンパッチやニコチンガムは保
険適応にならないのですね。それと一番まずいの
は日本では大蔵省，今の財務省ですが，それとタ
バコ産業，タバコの族議員が一体となって，健康
日本21で若年者の喫煙率を下げる目標値を設定し
ようとしたら反対する，そういうお国柄ですね。
タバコ産業を政府と切り離した形で完全民営化す
れば，もっと日本の禁煙は進むのではと，公衆衛
生活動家はみなわかっているのですね。アメリカ
では政府が完全にタバコ産業と離れていますね。
タバコを作っているところには，肺癌の患者さん
たちが押しかけて訴訟を起こしますから，訴訟に

ろが絶版になりました。斎藤茂吉と言う精神科医
であり，歌人でもあり，「野菊の墓」を書いた

負けて大変な賠償金がいると思うのです。ところ
がタバコ産業はびくともしていないですね。なぜ

伊藤左千夫が立ち上げた「アララギ」と言う雑誌
の編集を引き継いだ弟子でしたが，その長男がモタ
先生です。やはり精神科医で４年前に90歳でお亡
くなりになる前まで，健康に関する本をいっぱい

か。教育の遅れている日本や東南アジアや中国な
どにタバコを売りつければいいから。ということ
でアメリカでは消費量は減っているけれども生産
量はまったく落ちずに済んでいる。肺癌の罹患率，

出されたのです。私がみるところ，モタ先生の書
いた本の中では70歳代の一番油がのりきった頃に
書かれた「新養生訓」が一番良いと思いますね。

死亡率は1990年を境に減りだしている。先進国の
イギリスでも減りだしている。しかし日本では，
20代の女性，30代の男性がタバコを吸っている。

これを全文コピーして学生に配り，Ａ４判１枚の
レポートにまとめると言う課題を出しました。こ
の本には親孝行というのが最後に出てくるので

この人たちが40代を超えて本当の癌年齢に到達す
る頃は，肺癌がそこまでは減らないであろうと予
測されていますね。

す。実はそのことを読んで貰いたくてこれを渡し
ていたのです。
現在健康については，地域看護学の先生や基礎

この大学ではどうであろうかといいますと，入
学した１年生のうちはそれほど喫煙率が高くはな
いと思いますが，だいたい夏休みに地元に帰って，
幼稚園，小学校，中学校，高等学校と全部一緒に

看護学の先生に習われるかもしれませんが，ヘル
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育ってきた幼馴染と喫茶店で落ち合うとタバコを
吸っている。Ａ子さんが吸ってＢ子さんどう？と

本語に訳したものがあります。「人々が自らの健
康をコントロールし，改善することができるよう

言われたら，自分は看護職を目指しているから断
固そんなものは駄目といって，はねつける意志の
強さがあればいいのですが，Ａ子さんが吸ってい

にするプロセス 云々」と書いてあります。ただ
し，私はこの本はあまり使いたくなかったので

るから私も吸ってみようっていう調子で吸うのか
どうか。卒業前の看護研究で４年生の発表を聞い
ていますと，私たちの大学の看護学部４年生のと
きには，25％に喫煙率が達している。1/4の学生
さんがタバコに手を染めるようになっていると言
う。タバコを吸っている人が止めるのは大変困難
ですから，最初からタバコに手を染めないで欲し
いと願っています。
今，日本看護協会は必死ですね。一般女性の
12％の喫煙率に比べて，看護師さんたちは24％と
２倍も多いのです。きつい大変な仕事だから，ス
トレスがあるからと，それでタバコを吸ったらス
トレスから免れると，すこしインチキな宣伝に
乗って，ついついタバコに手を伸ばしていたので
しょうが，今は看護師や医師が病院の中でタバコ
を吸う場所がありません。１日60本を長年吸って
いた人が，「禁煙セラピー」と言う本を書いて，
読むだけで私の言う通りにしたら禁煙できると言
う，そういう協会までできているのですが，どの
ような人が協会に禁煙を依頼してくるのかという
と，看護師さん，お医者さん，そういうことです
から，一般の人に禁煙を勧めていくのは大変なこ
とだというのがわかるでしょう。
（スライド７）今の１年生に「新養生訓」のエッ
センスを漢字一文字で表現すると言うレポートを
出しました。50種類以上の漢字を選んできまし
た。生や健や楽など，そういう漢字が上位を占め
ています。
（スライド８）先輩たちは60種類以上ともっと
多いのですが，生というのはそんなに多くはあり
ません，
おそれる，
畏という漢字が出てきますね。
（スライド９）人，楽，生，心など。今ごろの
学生さんはひと真似ではなくて自分流に理屈をつ

す。郡司篤晃さんは東京大学の教授になられまし
たが，昔の厚生省時代に薬害エイズ，すなわち，
非加熱製剤を血友病患者に投じてエイズ患者をた
くさん作ったという，その責任の一端を負わねば
ならない人なので，そのテキストは使わずに，日
本看護協会が出した公衆衛生看護学大系の「健康
管理論」のテキストを使っていました。ただし，
今は地域看護学の中で保健指導論やその他と重複
しているので，独立の健康管理論というテキスト
はなくなっています。
（スライド11）このヘルスプロモーションのこ
とを解説したよい本を見つけました。「健康教育
大要」と言う石井敏弘先生の編集したものがあり
ます。今は合併されて名称が変わっていますが，
以前は東京の日本公衆衛生院に，将来保健師の幹
部になる方ですね，予防課長さんやあるいは健康
教育の責任者になるような人，その方たちが集
まって３週間くらい研修する。そのために自治体
が出張費数十万円のバックアップをする。貝原益
軒が健康教育のルーツだとすると，第一線の健康
教育専門の38名の講師が，入れ替わり立ち替わり
講義をされたその貴重な記録がこの「健康教育大
要」9,800円の本です。
ライフサイエンスセンターというのは日野原重明
先生が随分力を入れられた会社ですが，今はあり
ません。日野原重明先生がおられる聖路加看護大
学のテキストは，「新・新健康教育テキスト，効
果を上げる健康教育，効果のあがる健康づくり」
です。日野原重明先生，それから予防センターの
長をしておられた日野原茂雄先生，御親戚ではあ
りません。菊田文夫先生は今も活動中ですが，
石井敏弘先生が加わって，このテキストを作って
います。この本の半分くらいは石井敏弘先生が，
それまでの健康教育関連の文献を拾い上げて詳し

けて漢字を選んでくるものだと，多様な学生さん
が多様な考えを持っていると言うことがわかりま
すね。

く解説された膨大な資料です。あと「健康増進，
病気予防の基礎と臨床」と言って，私どもと同じ
悪性リンパ腫という血液の癌の一つですが，その

（スライド10）ヘルスプロモーションについて
ですが，今は絶版になっているかもしれません。
保健学講座の一連のテキストの中に，「健康管理

病理学者だった人が，国立癌センターの疫学部長
になり，東京農大の教授になって，栄養面から病
気の予防の方に移って行った先生が作ったテキス

論 」 と い う の が あ り ま す。 郡 司 篤 晃 先 生 が，
HALTH PROMOTION CHARTER 1986 年 を 日

トがあります。この会社から出ている「気づき・
学び・育てる新しい健康教育との出会い」，これ
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はリラクゼーションですね。リラクゼーションに
はたくさんの種類があるのですが，それをまとめ
上げた本です。百武正嗣先生は，アメリカの心理
学の大学院に行って，それから帰ってこられて，
病院に出かけていっては，心理学とヨガを組み合
わせたリラクゼーションを実践して指導されてい
た先生です。
リラクゼーションについては，昨年，看護研究
の発表を聞いていましたら，安藤順子先生のご指
導で，中田孝志君が「足浴とリラクゼーションの
関係」
，お年寄りの人の唾液の中のアミラーゼと
の関係を調べる研究をしていました。また，讃井
真理先生のご指導のもとに，山村有香さんが「足
浴とリラクゼーションの関係」を発表していまし
た。中田君は今年どうかなあと心配している学生
さんですが，先ほどエレベーターで会って「中田
君，どう？」って言ったら「まだやり残したこと
がある」と言っていました。中田君の発表のとき
に言ったのですね。「運・鈍・根」と言う言葉が
あるのだけれど，一つのこと，
「看護におけるリ
ラクゼーション」それだけでいいから，それを集
中して，根気よく通してずっとやっていったら，
「努力が即権威になる」と。努力して継続すると，
いつのまにかその領域のオーソリティになると
言って，
「リラクゼーション」と言う良いテーマ
を見つけたのだから，それを貫けと言って励まし
ました。
このリラクゼーションの本は，今は神奈川県の
予防医学協会に保存版が１冊置いてあるだけで
す。私から学生さんが借り出していって，返さな
いものだからこれが私の手元にはありません。ラ
イフサイエンスセンターの本は全部絶版になりま
したが，
「健康教育大要」は，看護学部の図書館
に寄贈しておきましたから，
この関係の学生さん，
教員の方ぜひ手にとってご覧になったらいいと思
います。
（スライド12）その中に島内憲夫さんのヘルス
プロモーションの解説が，私が今まで読んだ中で
は一番良いと思います。なぜかと言うと，オタワ
の憲章と言うのは WHO のヨーロッパ地域事務局
長だったアイロナ・キックブッシュ先生の３つの
英語の論文が土台となって，オタワに国際的な人
が集まって定めたわけですね。島内憲夫さんはデ
ンマークのコペンハーゲンに留学したときに，
キックブッシュ先生と接触して，
帰ってきてから，
キックブッシュ先生の言うヘルスプロモーション

の広報係か宣伝マンのような役割をしています
ね。健康は目的ではなくて，目的は真の自由と幸
福ですが，健康はそれを進めるための資源の一つ
だと言うことで，ヘルスプロモーションはパワー
アップ，ライフスタイルづくり，環境づくりだと。
政策づくりはライフスタイル確立＋環境改善であ
ると。学生さんにはこれを読んでおくといいよと
渡しておきました。
（スライド13）聖路加看護大学のテキストの中
にある石井敏弘先生の書かれたものに，私がこれ
は見ておかねばならないなと思った図がありま
す。横軸は国民一人当たりの GNP で縦軸が平均
寿命で，その関係を示したものです。日本の平均
寿命は，男性が79歳，女性が86歳ですか。女性は
強く，昨年の敬老の日に100歳以上の人がどれく
らいいるかというと，100歳上の女性は35,000人，
それに比べて男性はたった5,000人。７対１でし
た。平均寿命が延びているのは GNP の高い先進
国ですね。しかし，世界には貧しい人々がいっぱ
いいます。私が中国奥地の社堂鎮という小さな村
に住んだときに，農民の暮らしを見ると，冬にな
れば着物の縫い目をほどいて綿を入れて少し膨ら
ませる，春になれば縫い目をほどいて綿を出して
薄くする。ランプをつけて，ほとんど本など読ま
ず，わらじを履いてという生活をしていました。
私たちは飽食の時代，なんとかカロリーを制限し
てと言っていますが，よその国では栄養の確保，
感染対策あるいは公衆衛生の基盤整備，そういう
のにエネルギーを注がなければなりません。
今は AIDS ですね。AIDS がアフリカ，東南ア
ジアや，中国で増えている。幸いなことに，私の
あとを継いでくださる，同じ血液内科の高田 昇
医師が，中国四国の AIDS センターの長です。３
年前に広島国際会議場で日本 AIDS 学会の会長を
されました。AIDS 学会は医師，看護師，臨床心
理士その他の加わる学会で，AIDS にまつわる日
和見感染対策や世界の状況など，ホーム・ページ
を作って情報を発信しています。資料の中にも
AIDS のホーム・ページはこれを見ればいいよと
示しておきましたから，AIDS のことはその先生
に詳しく聞いてください。彼が私の後の講義を引
き継いで下さるので，医学的な，内科学的な講義
については全然心配していません。
（スライド14）環境教育について，私の実践環
境教育論のときは全員が必修でしたが，今「自然
環境と人間」という科目は，たったの６名しか受
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講していません（単位取得は５名）
。小中高等学
校で環境教育は十分受けているからそれで十分

を救えるか」。この本が副読本の中で一番いいの
ですが絶版になりました。４冊ほど学生と一緒に

か，改めて取り上げて考えましょう。環境教育の
６目標というのは，先ず「Awareness，関心・目
覚める・気づく」
。次が「Attitude，意欲・態度」
。

勉強した本を，図書館に寄贈しておきましたので，
特に，環境関係の授業を受けなかった学生は，ぜ
ひ手にとって見ておいてほしいと思います。「大

３番目が「Knowledge，知識」
。４番目が「Skills，
技能」
。５番目が「Evaluation ability，
評価能力」。
私の資料の「環境問題と評価能力」の中で，評価

気が危ない」
「土壌が危ない」｢ 水が危ない ｣ と
いいますが，一番問題なのは人，People ですね。
この本には，環境を脅かす深刻な問題がどうして

能力は難しいと書きました。最後が
「Participation，
参加」
。これも難しい。わかっているけれど実際
行動に移せないのは，禁煙でも，AIDS の予防で

生じたのかという原因，それからその影響，そし
て解決策があるのですが。どの章の終わりにもそ
れぞれ12項目くらい，
「地球を救うためにあなた
にできること」というのと，「地球を救うために

も同じです。それで，健康教育に従事する人たち
が集まることがあります。たとえば
「地球派宣言」
の広島ホームテレビが主催する会が広島の中心街
で開かれたとき，広島の北の方では，防災対策と
して川底や側壁を強化したら，カワニナがいなく
なって蛍が全然飛ばなくなった，蛍を復活させた
いと言う老人クラブの方がいます。三原の方から
は幼稚園生に環境教育的なことを始めるにはどう
したらよいか。環境問題の突破口を開いた「沈黙
の春」を書いたレイチェル・カーソンの「SENSE
OF WONDER」を読んでおくといいというのが，
異口同音の答えでした。そういう，実際に実践に
移すと言うのは大変に難しい。ベオグラードとい
うのは，今はどうなっているのか。ユーゴスラビ
アはチトー大統領が死亡した途端，ボスニア・ヘ
ツェゴビナ，
セルビアやクロアチアなど，
同じサッ
カーチームで一緒にやっていたのが，鉄砲を持っ
て撃ち合いをはじめるようになりました。今ベオ
グラードはセルビアの首都ですか，ここに1975年
に集まったのが，環境教育の出発点ですね。
（ ス ラ イ ド15） 環 境 基 本 法 を 英 語 で 言 う と，
Intergenerational equality 世 代 間 の 平 等，Sustainable development 持 続 可 能 な 開 発， 発 展，
Think globally, act locally 地球規模で考えて足元
から行動を。このようになります。非常に難しい
ことではありますが，理念を持って，あるいはそ
う言う思想的なものを持って動かないと，もうど
うにもならないところに来ていますね。島内憲夫
さんは，先のヘルスプロモーションの最後の締め
くくりのところで，この環境問題の３番目のス
ローガンをとって，
「地球規模の愛をもって，今
できることから始めよう」と引用しています。
（スライド16）環境教育で私が使った副読本は
スライドにはしていませんが，資料につけておき
ました。それは，「地球よ，どうしたらこの惑星

政府がなすべきこと」というのが書いてありま
す。それにいろいろ自分たちで付け加えながら
ディスカッションして私たちは勉強してきたので
すね。最後に自然主義者のウエンデル・ペリーと
いう人の名文が載っています。「いかに教育しよ
うと人間の知性と責任の限界を克服することはで
きない。私たちは巨大な規模で責任を全うして行
動するほど賢くもない，頭脳明晰でもない，機敏
でもない。小さなこと，身近なことから始めましょ
う」というふうに。ソーラーと書いたリヤカーに
ニコニコ笑っている子供さんを二人乗せて，母親
が自転車でこぎながら引っ張っている写真がつい
ています。そういう写真，図版，イラストや漫画
など，環境教育になんでもコピーして使って下さ
いと，
この２人のアメリカの著者は書いています。
テキストとしては，保健学講座第１巻に「人間・
環境系の科学」がありますが，それからこのスラ
イドの図をとりました。皆さんの資料には他の図
も付けておきましたけれども，これを見ると，わ
が地球はたいへんなことになっているというのが
わかりますね。だいたい人口がどんなふうに増え
ていったのかというのを，その資料に付けておき
ました。人間が100年生きてきて，それを1mm と
すると，地球の誕生は46km 先だと。今，どこら
あたりにきているのか。それから時計の針で示す
こともありますね。地球の誕生から今までを大み
そかの１日24時間だとすると，生物が誕生し，人
類が誕生し，イエス・キリストが生まれて，産業
革命，これは除夜の鐘が鳴る一瞬前ですが。産業
革命は1700年代後半に始まって，1830年まで。最
初はイギリスで始まってヨーロッパに広がった。
戦争に私たちが負けた年が1945年，私が帰国した
のが1953年，私が医師になったのが1962年，アメ
リカに留学したのが1970年。産業革命以来わずか
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な期間に，石炭，石油，天然ガスなど，地球がた
め込んできた化石燃料を，もう先細りもいいとこ
ろで，産業が活発になるにしたがって使いつくす
のではないかと言うスピードで進んでいます。ど
うしたらいいのか。そこで原子力，これが問題に
なってくるわけです。
（スライド17）中国電力は，島根の方に原発を
もう１基つくりたいとか，あるいは山口県の上関
の漁民に反対されても，軽水炉の原発を増やした
いと，一生懸命社長命令で動いていました。私は
原発のことを教えてほしいと，中国電力の広報担
当の課長さんに会いに行きました。そのときに聞
かされたのは，中国電力では，いろんな努力をし
ていますと。中国５県の短大生，大学生，大学院
生に懸賞論文を出していますと。３つくらいの主
題で，どれかを選んで懸賞論文を書いて，その優
秀作品の数名を無料でヨーロッパ旅行に連れて
行って，おいしいものを食べたり，お城を見学し
たり，オペラを見たり，そういうふうにしていま
すと。その最優秀作品を見せてくださいと言った
ら，資料に付けておきました在間恭子さんの「ラ
イフスタイルをどう変えるか」という，これが最
優秀懸賞論文です。皆さんが論文を書くときに参
考になるかもしれません。
「からたち野道，花ふ
く小道，泣いたらだめよと虫の音小唄，からたち
野道，はるかな子道，あの人のもとへと続く道」
で始まって，終わりもそれで終わっています。そ
の参考資料というのを見ると，
「環境問題Ｑ＆Ａ」
と言う中国電力の広報が作ったものがあがってい
ます。もう一つ，文部省の「環境教育指導資料，
小学校編」というのがあります。「環境教育指導
資料」は，中高等学校用も小学校用も，最初の８
ページは全く同じです。こういう内容の環境教育
をしたらいいよというのが書いてあります。しか
し，その中には原子力発電というのは１行も含ま
れておりません。どう私たちの立場で教えたらい
いのかというのが，文部省といえどもわからな
い。そういうことなので教員に任せています。取
り上げる人もいれば，取り上げない人もいます。
そういうことなのでしょう。
先ほど紹介した副読本，
「地球よ，どうしたら
この惑星を救えるか」に，原子力発電のことをど
う書いてあるかというと，「安全性，コスト，廃
棄物の問題を解決しない限り，原子力に未来はな
い」とこう書いています。だけど私たちは原子力
発電に随分依存していますよね。ところが，この

講演の準備をしている２月10日の日に，私がとっ
ている朝日新聞，それから２月11日の２日間続け
て，14年間事故のために凍結状態というか，運転
中止していた「もんじゅ」を再開するという記事
が載っていました。1994年に小林圭二さんが「高
速増殖炉もんじゅ 巨大技術の夢と現実」という
本を出しているのですが，今は絶版になっていま
す。これだけ詳しく高速増殖炉というものを説明
している本はないですね。資料に付けておきまし
たが，原子力発電，原発と，原爆，私たち広島と
長崎に落とされた原爆とは同じ原理ですね。ただ，
原発と言うのは中性子が好き勝手に飛びまわらな
いように，暴走しないように制御している。高速っ
てなんですか？と言ったら，普通減速剤を使って，
水もその一つですが，中性子の原子核にぶつかる
速度を落とせば，核分裂の効率が上がると言う。
しかし，高速増殖炉は燃えないウランをプルト
ニウムに変えて，燃えるようにしようと，それ
で高速中性子が必要になる。増殖炉というのは，
元あったプルトニウムが１としたら，やってい
る間に１よりもっと増える，やっている間に増
殖するという。
ウラン鉱石で燃える部分はわずか0.7％しかな
い。99.3％は燃えない。それをなんとかしてプル
トニウムに変えれば40％利用できる。うまくいけ
ば，本当に夢のような話なので，先進国の人たち
は，みな日本のことを注目していると思います。
しかし，非常に暴走しやすいとか，冷却剤として
使うナトリウムは危険性が大きい。1994年には，
原爆の詩も朗読している女優の吉永小百合さんた
ちが，ビデオを作ってこれらの危険について警告
を発していたのですが，実際に1995年に「もん
じゅ」はナトリウムが漏れる大きな事故を起こし
て，14年間凍結状態になりました。
それから私たちが知っていなければならないの
は，チェルノブイリの原発事故ですね。1986年の
夜中の１時過ぎに，おかしなことが起こった。あ
まりにも有名です。国内の東海村で作業員が放射
能に被曝したときや，チェルノブイリで原発事故
が発生したときなど，広島大学原爆放射能医学研
究所の所長さん以下，関係者はいつも協力するの
ですね。資料として藏本淳先生の「被爆者医療の
国際協力」と言う大事な特別講演の記録を付けて
おきました。普通の人の文章とどこが違うのか。
見る人が見たらわかるのですね。広島の原爆に
1.8 km で直接被爆された先生は，この研究所の所
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長になり，このような交流をやらざるをえなくな
り，
「原爆のとき」
，それからこのチェルノブイリ
の原発事故についての非常に重要な詳細な特別講
演の記録を残されました。学生さんが実習に行く
呉共済病院や広島の吉島病院，それと私が40年間
１週に１回血液疾患のコンサルテーションに行っ
ている広島記念病院の共済病院関係者の機関紙に
掲載されました。それをよくご覧ください。環境
教育は随分注意しておかねばならない，今の時代
はそういう時代であるということがだんだんわ
かってくると思います。
（スライド18）この看護学部の草創期に担当し
た「臨床遺伝学」，今は山本正夫先生に譲りまし
た。私は癌の化学療法を研究中，後に日本分子生
物学会の理事長になられた，京都大学の生物物理
の柳田充弘教授と，DNA トポイソメラーゼと言
う酵素に関する文部省の研究班でご一緒になりま
した。柳田先生は，一般向けの本を２冊，私たち
が副読本として使用した
「DNA 学のすすめ」と「細
胞から生命が見える」を書かれました。「細胞か
ら生命が見える」は１冊この図書館にもあります
が，図表のみ抜粋して資料に付けておきました。
必要な人は読んでおいてください。
（スライド19）1953年にワトソンとクリックが
DNA 二重らせんモデルを提唱してから，日本核
酸研究会が約300人で立ち上がりました。このス
ライドの渡邉 格先生もそのお一人です。現在は約
１万人の日本分子生物学会に発展しました。渡邉先
生の「DNA から見る世界」のように，自分たち
の DNA から世界を見ています。この先生が京都
大学のウイルス研究所にいた頃，若い利根川進さ
んに分子生物学をやるならアメリカに行けと勧め
られました。利根川先生は精神，脳の分子生物学
に興味があったのですが，ご存知のように免疫グ
ロブリン，抗体の遺伝子の研究で日本人ただ一人
のノーベル医学生理学賞を受賞されました。今は
「私の脳科学談義」に書かれているように，脳の
記憶についての分子生物学的研究に転進していま
すね。DNA 学のことは理学部や基礎研究の人た
ちに任せておけばいいと思います。
（スライド20）看護の方で遺伝の勉強をするの
はそれだけではないですね。まるごとの，ホリス
ティックな，生身の人を対象にしますので，私が
初期に使っていたテキストは，
大倉興司先生の「看
護のための臨床遺伝学」です。遺伝の研究が，日
本人類遺伝学会でどんどん進んでいくのはいい

が，心のケアが不在になっている。別に日本臨床
遺伝学会をつくらなければと，後に日本遺伝カウ
ンセリング学会と名称変更しましたが，それを立
ち上げた先生です。先生が生きておられたときは
テキストがあったのですが，お亡くなりになって
からはテキストが絶版になりました。資料に，そ
の先生の「福祉の原点」と言う文章を付けておき
ました。私の好きな文章があるのですね。常染色
体劣性遺伝病のような10万人に１人くらいの非常
に重症の遺伝病を抱えた人に，私たちは何か手を
差し伸べたい，なんとか助けてあげなきゃと思う
のでしょうが，人類が種として進んでいくために
は，何％かの確率で突然変異が現れてくる，その
人たちに負担してもらっているおかげで，私たち
は劣性遺伝子を全員もっているのだけれど，発病
せず，表面に出ないで済んでいる。健康な人がそ
う言う不自由な人を支えているというのではなく
て，実際は障害がある人たち，ハンディキャップ
を持っている人たちに支えられて，私たちは健康
な生活をしているのではないか，というのが大倉
興司先生の発想ですね。「力があるものは力を，
知恵があるものは知恵を，お金のあるものはお金
を」と言うのがその文章に載っていて，私の好き
な言葉です。「何もないものはどうすればいい
の？」
と言うのには，
「せめて差別しないでほしい，
せめて蔑視しないでほしい」。私は，「何もないも
のはどうすればいいの？」に対して，「せめて邪
魔をしないでほしい」と言うのを付け加えていろ
いろなことに使っています。
この力というのは筋肉の力，
「色男，金と力は
無かりけり」という，あのボブサップさんみたい
な腕力を言っているのではないのですよ。久留米
大学看護学部から，河合千恵子先生という，私た
ちの看護学部の特に大学院教育に非常に協力して
下さった先生がいます。久留米大学看護学部が私
たちより少し先に10周年記念を迎える。その10周
年記念の講演会を開く，だけど，その当時の看護
学部長の金子道子先生が，所用があって出席でき
ないので，急遽，ピンチヒッターで岡田行って下
さいと。「ハイハイ」と行ってよかったです。ノー
ベル文学賞を受賞された大江健三郎先生の特別講
演でした。初めてですね。直接大江健三郎先生の
お声を聞くことができて，ユーモアたっぷりのお
話でした。先生は光君と言う，少し精神発達遅滞
児のような障害がある，しかし音楽の才能は素晴
らしいお子様をお持ちです。介護や福祉や看護に
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非常に関心の強い方です。大江先生が強調された
言葉を，私は帰ってきてすぐに学生の皆さんに伝

京子教授が産婦人科の医師たちと同じように，出
生前診断のときに加わっています。

えました。
それは
「看護と言うのは美徳の力を持っ
ている」。これはすごく良いキーワードを聞いた
なあと思いました。力と言うのは腕力だけではな

（スライド25）ヘルスプロモーションであろう
と，環境倫理であろうと，生命倫理であろうと，
全部つながっているのは，私たちが医学生時代に

くて，私たちは医療従事者となって，特に看護師
は濃密に患者さんと接触する職業で，誇りを持っ
て一生を貫ける職業ですけれど，一生懸命勉学に

勉強した「生命への畏敬」というアルベルト・シュ
ヴァイツァーの言葉ですが，そこにつながりま
す。アルベルト・シュヴァイツァーの本「水と原

励んで，美徳の力を発揮して頂戴，そういう講演
でした。学生の皆さんに，学長補佐の時代に新入
学生の歓迎のお話のときにも言いました。
（スライド21，22，23）生命倫理の課題ですね。

生林の間で」は，私の医学生時代に，みな医師の
模範とするものといって読んだものです。

大倉興司先生のテキストにある１枚の表ですが，
スライドにすると３枚になります。遺伝子相談，
胎児診断，着床前診断と言うのがあるでしょう。
結局遺伝の勉強をすると，生命倫理とどうしても
関係してきて大倉興司先生の「看護のための臨床
遺伝学」でたった１枚の表ですが，こんなにもた
くさん生命倫理と関係があるのかと，そういうこ
とを認識しなければなりません。
（スライド24）私が広島大学医学部保健学科健
康科学・基礎看護学講座を退官するときに，看護
学生にも示しました。私たちは，キャンパス内で
若い医師たちが遺伝診断，これには文部省のガイ
ドラインが出ていますが，あるいは遺伝子治療，
これもガイドラインがありますが，一生懸命進め
ようとしています。私が65人いる教授の最長老に
属するものですから，二人の評議員の一人に選ば
れました。すぐに大役がまわってくるわけです
ね。病院長も評議員ですが，診療に関する生命倫
理，私は研究に関する生命倫理の委員長をやれ
と。委員会を開くと，外部からの法学者，あるい
は倫理学者の委員の方から，若い先生たちは遺伝
子診断，遺伝子治療を論じているけれど，一体心
の方の遺伝相談，遺伝子相談はどうなっています
かと質問されました。調べてみると，ディスカッ
ションした経緯が一切ない。これはいけない。看
護の，母性看護の先生たちが出生前診断やそうい
う場面で，患者や家族の自発的な受診，実現可能
な選択肢，十分な情報を得たうえでの自己決定，
真の予防医学の享受を援ける。各医療機関から紹
介される患者さん，その各科のつなぎ役として遺
伝子診療部と言うのを設けて，遺伝（子）相談に
しっかり力をいれなければならない，というのを
遺言として残しておきましたが，後輩の人たちが
実行に移してくれましたね。今は母性看護の横尾

■

診療について

（スライド26）これは，原爆，ピカドンの影響
をすぐに思い知らされた白血病の発生状況の図で
す。広島大学原爆放射能医学研究所はなぜできた
か。それは，ピカドンが落ちた被爆地広島の白血
病の発生頻度が，全国の10倍であったのも理由の
一つでしょう。
（スライド27）急性骨髄性白血病の初回完全寛
解（普通の生活に戻れるようになった）患者さん
の，その期間がどれくらい続いたかを示した図で
す。私がモゴモゴと悪戦苦闘した白血病治療の状
況です。医師になったばかりのときは，たとえ一
時的に良くなった患者さんも，１年以内に全員再
発して全員死亡しました。私がアメリカ留学から
帰ってからしばらくの間，1976年までも，全員再
発，全員死亡でした。今では医学は進歩して，生
きる人が多くなっています。この看護学部の先輩
の中にも，急性白血病を克服した，あるいは難治
性の悪性リンパ腫を克服した。そのときに接した
看護師さんが非常によかったので看護師を目指し
たと言って卒業していった学生さんもいるし，こ
の中にも今はそう言う難治性の，以前は治らな
かった血液の癌を克服して，看護職を目指す人が
混じっているかもしれません。そういうふうに思
いますが，以前は悲惨な状態でした。
（スライド28）それで，輸血医療もしなければ
ならない。骨髄移植もしなければならない。その
ように血液の癌の治療に努めていたわけです。
（スライド29）一番劇的に進歩したのは慢性骨
髄性白血病ですね。50年間なんの進歩もなくて，
半数の患者さんが慢性から急性白血病の状態に転
化して死亡していたのが，ほとんど死ななくなっ
た。それは，染色体の分析が進んで，遺伝子が乗っ
ている９番染色体と22番染色体が切れて，切れた
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染色体の断片を，お互いが交換し合ってそれぞれ
がつなぎ合わせるときに，小さな染色体ができる

後も酵素の研究でした。私の同僚は最初から一貫
して染色体の研究でした。染色体の研究を受け

のですが，
この小さな染色体があるという異常が，
アメリカのフィラデルフィアで最初に見つかった
ので，これをフィラデルフィア染色体と呼んでい

持った鎌田七男君は，広島大学原爆放射能医学研
究所の所長になり，染色体の業績で中国文化賞を
受賞され，長崎の永井隆平和記念賞も受賞され，

ます。この染色体には，９番染色体と22番染色体
にあった遺伝子がくっついてしまう。
正常人では，
９番染色体が父親から１本，
母親から１本もらい，

すごい業績をあげました。しかも慢性骨髄性白血
病について，被爆者の資料で論文を書いたのが，
アメリカの血液学の権威ある教科書に図とともに

22番染色体も父親から１本，母親から１本もらう
ので，９番染色体の遺伝子をピンク色，22番染色
体の遺伝子を緑色の蛍光を発する色素で染める
と，正常細胞ではそれぞれ２個ずつ，４個見えま

引用されています。日本の研究者でそう言う引用
をされることはほとんどありません。はい，次の
スライド。
（スライド32）私が留学していたときのアメリ

す。慢性骨髄性白血病では，ピンク色が１個，緑
色が１個の２個は見えますが，遺伝子が合体した

カの恩師，Thomas Hall 先生は写真中央に。私
は右端ですね。私の隣は助教授の David Kessel

ために黄色があと一つあるだけで３個し見えませ
ん。細胞が分裂するときにできる染色体を調べな
くても，100個くらいの白血球について5ml 血液
を採って調べれば，その白血球が全部このように
異常であれば，この人はフィラデルフィア染色体
という異常がある，
慢性骨髄性白血病は確実だと，
そういうことがわかる時代になりました。
（スライド30）これらの研究結果から治療への
道が見えてきます。フィラデルフィア染色体上に
２つの遺伝子が合体している，融合遺伝子と言い
ますが，これがあると正常の細胞が持っていない
チロシンリン酸化酵素と言う特別な酵素を持ちま
す。これが白血球を増やし悪いことをする。この
酵素が ATP を利用するのを邪魔してしまえと。
ATP の邪魔をするグリベックと言う薬を使うと，

先生，私たちは喜樹と言う中草薬を一生懸命研究
していました。
（スライド33）7,700種の植物からと言うくらい，
滅多に抗癌剤はとれないのです。留学して最初に
恩師に会ったとき，「How do you do」とご挨拶
したら，
「ニーハオ」と中国語で返ってきました。
（スライド34）この喜樹からカンプトテシンと
いう抗癌剤の研究は，中国から植物がアメリカに
渡り，いいところまでいっていたのに，1972年患
者さんに使ってみたら挫折してしまうのです。膀
胱から出血して血尿が出る。これは毒で薬にはな
らないと。日本では乳酸菌を扱うヤクルトが目を
つけて研究を始めました。私はすぐにヤクルト中
央研究所にとんでいって，抗癌剤の開発研究に協
力したのですが，その結果 DNA トポイソメラー
ゼと言う変な酵素にぶつかったのです。ああカン

もはやこの酵素が働けない。そうすると悪い作用
ができない。そうすると４カプセルのグリベック
を毎日１回飲んでおくと，３ヶ月くらいで骨髄の
中に100％あったフィラデルフィア染色体が消え
てしまいます。患者さんがその薬を飲んでいる間
は，以前は３年半で半数の患者さんが急性転化で
亡くなっていたのが，みな生き残って誰も死なな
くなっているというくらい，医学の進歩というの
はすさまじい勢いですね。人文社会系の学問は緩
やかで，看護学も緩やかで着実に進みますが，医
学はものすごいスピードで進みますから，この間
まで言っていたことがもう通用しないということ
になります。
■

研究について

（スライド31）私は酵素の研究から始まって最

プトテシンと言う抗癌剤はこの酵素の働きを妨げ
るのかとわかりました（日本では最初，世界では
２番目）。
（スライド35）
癌細胞の細胞核の中で，DNA がポンとちょん
切れた，それをするするっとすりぬけた DNA の
鎖が，またつながる。鋏と糊の二つの働きを同時
に行う変な DNA トポイソメラーゼと言う酵素が
あるのですが，それをカンプトテシンと言う抗癌
剤がストップをかける。そこで細胞は生きていけ
なくなる。癌細胞はアポトーシスと言う細胞死へ
の道を歩んでいくと言うことになります。
（スライド36）これはワシントンで，日本から
の７名の代表の一人として，DNA トポイソメラー
ゼとそれを阻害する新しいカンプトテシンの誘導
体について発表したときの写真です。私はまだ
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若々しいですね。髪の毛も黒々です。今の私は鏡
を見るたびに，皆さんがこの講堂への階段を上っ
てくるとき，壁にかけられている，あの達筆の書
道家が書いた漢詩を思い出します。儒学者の朱熹
が晩年に詠んだもので，今の私の心境そのもので
す。
「少年老い易く学成り難し，一寸の光陰軽ん
ずべからず，未だ覚めず池とう春草の夢，階前の
梧葉己に秋声」。このキャンパスには，中国から
留学した短大生もおりましたので，読んで貰いま
した。
「少女易老学難成（シャオニュイ イーラ
オ シュエ ナンチョン）一寸光陰不可軽（イー
ツン コワンイン ブコーチン）未覚池塘春草夢
（ウエイジュエ チタン チュンツアオモン）階
前 梧 葉 己 秋 声（ ジ エ ジ ェ ン ウ ー イ エ イ ー
チューション）」七言絶句の漢詩で，七言の終わ
りは「ン」と言うように韻を踏んでいるので，７
行ずつ書いてあればわかりやすいのですが。
（スライド37）現在，癌化学療法研究の中心は，
分子標的治療です。（先の慢性骨髄性白血病のチ
ロシンリン酸化酵素阻害薬のグリベックはその代
表的な抗癌剤です。
）
（スライド38）ロチェスターでのアメリカ留学
を終えるとき，恩師の Hall 先生が，これに座っ
てロチェスターのことを想い出せと言って下さっ
た立派な椅子です。
（スライド38）この椅子には紋章がついていま
す。「SEAL（紋章）OF THE UNIVERSITY OF
ROCHESTER」，次がすごいですね。1850，人口
40万のこの小さな都市に，120年の歴史を持つ大
学があるのか。現在160年になるでしょう。広島
大学は50年くらいの歴史しかありません。出身
者の中からノーベル賞学者が出るはずだと思い
ました。
「MELIORA」と言うのは，ラテン語，フランス

ヴァイツァー賞を受賞されています。資料につけ
ておいたように，マザー・テレサさんは1910年の
生まれなので，本年は生誕100年です。それで，皆
さんにマザー・テレサさんの「ほほえみ」という
小冊子をお持ち帰りいただきたい。マザー・テレサ
さんの本は資料に示した「マザー・テレサ あふ
れる愛」が私は一番良いと思います。
「アルベルト・シュヴァイツァー 人と思想」
という伝記で，
「生命への畏敬」という文化哲学・
思想はどのようにして生まれたのか，ご自分で読ん
でみてください。フローレンス・ナイチンゲールの
伝記を読んでいない学生さんもいるかもしれませ
ん。清水書院の「人と思想」シリーズ178冊を図
書館の入口のすぐのところに寄贈しておきまし
た。これらは，高等学校の倫理学の副読本で，現
在このシリーズは185冊になっています。この中
に，私の好きな人の物語が入っていません。それ
はマリー・キュリーです。1930年ラジウムの発見
でノーベル物理学賞を受賞し，その後ノーベル化
学賞と二つも受賞された先生の伝記が含まれてい
ないのが残念ですが，ぜひこれらの本を読んでく
ださい。
■

おわりに

これまでたくさんの方に援けられました。特に
恩師に恵まれました。アメリカの恩師の Hall 先
生は，Kosuke,（コスケ）と呼んで下さり，随分
可愛がって下さいました。私は Tom（トム）と
呼んでいました。先生が贈って下さった椅子に
座って，いろいろなことを想い出すことでしょ
う。学生さん，卒業生の皆さん，看護学部の教職
員の皆様，私のあとを継いで７年間も学生部長を
務めて下さった藤井宏融先生，山下洵子先生は看

語，英語でもなくなんだろう。向上とか改善と言
う意味でしょう。向上と言えば，札幌農学校のク

護学統合研究の充実と，特に図書館の充実に尽く
していただきました。山本正夫先生には，いつも

ラーク博士の「BOYS BE AMBITIOUS」野心を
持て，
向上心を持てと言う言葉を想い出しますね。
（スライド40）

コンピュータの難しいことを教えていただきまし
た。若林紀乃先生は心理学の片山美香先生の後を
受けて学生相談に頑張っていただきました。大竹

最後のスライドは先にも出しました。現在の環
境問題について，
レイチェル・カーソン女史の「沈
黙の春」（ノーベル平和賞を受賞した元米国副大
統領ゴア氏の本では，20世紀に残る10冊の本の１
冊）
の最初のページに，
この本をアルベルト・シュ
ヴァイツァー博士に捧げるとあります。マザー・
テレサさんはノーベル平和賞を受賞する前にシュ

英博先生は国際的な寄生虫学の専門家ですが，先
日東京に出張されるのでお礼を申し上げました。
私の医学生時代からの同級生で，長年の大親友で
ある滝沢韶一先生（病理学者から精神科医になり，
学生が実習に行く賀茂精神保健センター所長を定
年前に辞められて，本看護学部の精神疾病治療論
や生命倫理などを講義された）が，私の教官室の
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隣にいたことも忘れられません。
岡田浩佑と言う名前は，祖母が易者にみせてつ

学生さんや卒業生の皆さんは，どこの大学に
とってもそうですが，私たちの大学にとっての宝

けたのですが，よくぞ良い名前を見つけてくれた
ものです。岡田と言うのはポピュラーな名前で
しょう。
岡田外務大臣，
サッカーの岡田監督など。

物ですね。そのために，教職員は一致団結して，
皆さんが立派な社会人になるようにと努力してい
るわけです。ぜひ一生懸命に勉学に励んで，美徳
の力，看護は美徳の力，これを大いに発揮してほ
しいと願っております。それでは，これで私の最
終講義を終わらせていただきます。

浩佑と言う，天佑，天の佑けを，浩く浩く受ける
良い名前がほかにあるか，テレビや新聞を見ても
見当たりません。随分多くの方に援けられて，無
事役目を終えることができて感謝いたします。
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