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はじめに―聖山カイラス巡礼―

2017

徒、そしてジャイナ教徒から神々の座として崇め
られてきた。

うず高く積まれた石のはざまに、タルチョとよ

湖面標高 4 千メートルのマナサロワール湖をな

ばれるチベット特有の布地がいく久しい年月の風

かにはさんで、カイラス山（写真 1）と対峙する

にさらされた小高い丘の上、ここは聖山カイラス

かたちでナムナニ峰（7,694m）が聳えている。イ

（カン・リンポチェ）の山ふところ、標高 5,800 メー

ンド名グルラ・マンダータ、その秀麗な山容は、

トル、小さな雪田から流れ出るせせらぎのかたわ

おそらく過去数百年のあいだ、歴史に名をとどめ

らに私たちは幕営していた。

ぬおびただしい数の巡礼者たちの目を憩めたこと

カイラス山は、ヒンズー教ではシバ神の、チベッ

であろう（写真 2）
。20 世紀になって、この付近

ト仏教では釈迦牟尼の化身と崇められている聖

に分け入った探検家たちは競ってその存在を記録

地。いくたの地から長い長い道のりを超えてここ

に残している。
遠く北京から、新彊ウイグル自治区、タクラマ

までやってきた巡礼者たちが黙々と聖山カイラス
の周りを経巡っている。チベット系、インド系、

カン砂漠を超え、シルクロードの最果ての街カ

それぞれの民族衣装も長途の旅のほこりにまみれ

シュガルに達し、さらにまた南下すること千キロ、

て、孫にささえられた祖父母は 60 歳を超えてい

崑崙山脈、アクサイチン高原を経てようやくこの

ようか、つえをつきながらも家族とともに、それ

聖域に私たちは入った。遠い道程を巡礼する異郷

があたかも人生の目的でもあるかのように巡行し

の老若男女の姿とともに、私たちはここまで旅し

ている。

てきた。そして、久しく人間を拒み続けてきたナ

音楽は何も街のコンサートばかりとは限らな

ムナニ峰の頂きに、私は、人類として初めて足跡

い。人里はなれた氷河の流れにも清らかな音楽が

を残す幸運にも恵まれた。僧河口慧海が、日本人

あり、微風は静かなしかし悠久のペーソスあふれ

として初めてナムナニ峰を仰ぎみてから 85 年後

る曲をかなでる。

に、私たち日中合同ナムナニ峰遠征隊が初登頂を

おのおの異なった歴史と文化をもってここを経

果たした日、1985 年 5 月 26 日のことである。
昔、自分にある発想をあたえ、真諦をもたらし

巡る老人たちは、いったいどのような一生を送っ

た源へ、生涯に一度は巡礼したという古代の遺風

てきたのであろうか？
久しく家郷を離れ、さまざまの想いにとらわれ

も日本では徐々にうすらいだ。しかし、今、それ

る瞳をあらって、私はひたすら夕陽を注視する。

ぞれ歴史も文化も生態系も異なった地で生まれ、

足下にはチベットの砂漠が限りなく広がり、白く

成長し、やがて老いてゆく人々が、あたかも短い

かがやくヒマラヤとは対照的に、マナサロワール

人生の総仕上げのように黙々としてカイラスを巡

の湖面は蒼く映えている。遠く西のかたに、やが

るすがたに接して、一種名状しがたい感動を覚え

て暮れなずむ夕陽が下向し、永劫回帰のひとこま

たものだった。
人がその一生をかけて行う旅、それはいったい

ながら一瞬無限の美しさを呈して没してゆく太陽
を眺める。だが、それが限りなく美しいのは、迫

なにものであるのか？と。
私たちが現実に信奉している学問は、その原理、

りくる黄昏れのゆえかもしれない。
人の命は百年にも満たないのに、人の想いは悠

演繹の整合性、帰納と合理的判断によってささえ
られている。しかし、人それぞれの一生のありさ

久の時空をかけめぐることができる。
遠く古代より、シナとインドの間のどこかに宇

まは、長い人類の歴史のものさしからみると、一

宙の中心となる聖なる山があって、その山より流

瞬のうちに飛び散ってしまう落ち葉の重みよりも

れ出た一本の川は、ひとつの湖に入りそこで分か

軽く、現実におかれた必然として老いとともに、

れてアジアの四つの大河（インダス、サトレジ、

時間の流れのなかに過ぎ去ってしまう運命にあ

ガンジス、ブラマプトラ）になると言い伝えられ

る。
確かに存在する毅然としたヒマラヤに比して、

てきた。大河はいずれも、屏風のようにそそり立
つヒマラヤの大障壁をくぐりぬけて海にそそぐ。

人は天地の間に生をうけながら、百歳にみたざる

大河の源をなす聖なる山は、ヒンズー教徒や仏教

無常のものとして、道吹き過ぎる秋風のように消
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えて行く。40 億年の生命の歴史からみれば、人

問題をこれから考えてゆくにあたって、まず、20

類の歴史 700 万年もつかの間のこと、さらに人の

世紀という特異な世紀のありさまをふりかえって

一生は一瞬の閃光よりもはかなくみえる。

おきたい。

地球上の生命体のうえを、絶えまなく流れ続け
る無限の時間という大河のなかから、数百万年前

人類空間の拡大と探検

に人は、脳というものを通じてひとかけらの断片

約 100 万年前に、私たちの祖先はその生誕の地

を手に入れ、そこに“意味”をみいだした。人の

であるアフリカからユーラシア大陸へと出て行っ

脳は、無限の時間の流れと広大無辺の地球上の生

た。そして約 5 万年前には、地球上のあらゆる地

態系の中から“意味”をきりとる作業を繰り返し

域に人類は分布していたと考えられている。その

ながら、手に入れた“意味”の断片をつなぎあわ

後の歴史時代になっても、探検的大旅行はさまざ

せることによって、自己のなかにもうひとつのか

まな目的を冠してしばしば行われた。政治的大遠

けがえのない時間を描き出した。それが人の一生

征のかたちとしては、紀元前 4 世紀、アレキサン

であり人の老いでもある。

ダー大王はマケドニアから中央アジアへ大東征を

人の老いには、たとえそれがいつの時代、どの

行い、逆に 13 世紀、ジンギスカンとその後継者

ような場所での老いかたであっても、そこには普

たちは中国からヨーロッパにいたる大西征を展開

遍的な人類悠久の時間の流れが刻まれており、生

した。

態系の多様性のなかで人々がその生に“意味”を

文化的目的をもった大旅行としては、6 世紀に

もたせるために脳をしてつくりあげた文化という

唐僧玄奘は仏典を求めて長安からタクラマカン砂

価値観が凝縮している。いや、それだけではない。

漠、ヒマラヤ山脈を越えてインドに達している。

それにもましてなお、なにものにも還元できない

またベニスの商人マルコ・ポーロは、13 世紀にロー

個としての時間的“意味”が付与される。

マ法皇の親書をたずさえてシルクロードを横断し

後に、この地球上のさまざまに異なる地で暮ら

元の大都にいたり、世祖フビライのもとで 17 年

している老人たちを訪ね歩いたフィールド医学の

間仕えたのち、スマトラからセイロン、インド西

知見をもとに、医学という窓を通じてそれぞれの

南を経てペルシャの港町ホルムズに帰っている。

老いの多様性をみつめなおし、700 万年の人類誌

15 世紀のコロンブスやバスコダ・ガマによる

のなかで人の老いを考察してみようと考えたの

大航海は主として経済的目的をもった大旅行で

は、私のこのような個人的消息によっている。

あった。
このような 20 世紀以前の世界大旅行は、新た

ヒマラヤの聖山でわずかに予兆をおぼえた私の
フィールド医学への想いは、人の老いを訪ね求め

な農地を求めての開拓、政治的征途、文化的交流、

る時間と空間への探検でもあった。

あるいは交易など、何らかの目的をもった遠征で

以下、人間の老いを考察しつつ、フィールド医

もあった。
しかし、それ自身が人類の目的であるようなは

学のなりたちとヒマラヤとの関係をかたってみた

げしい欲求と行動にうらうちされた地理学的な探

い。

検は、20 世紀になって絢爛と開花する。

第1章

現代の“老い”の意味

それまで謎に包まれていた中央アジア内陸部の
地形と文化が、スウェン・ヘディン、オーレル・

Ⅰ．
20世紀という100年の驚異

スタイン、フランシス・ヤングハズバンドといっ

人類の祖先がアフリカのサバンナで誕生してか
ら約 700 万年、人間の行為が文字として書き残さ

た探検家たちによって次々に明らかにされてゆく
のは 20 世紀の初頭であった。

れるようになってからの数千年の人類の歴史を通

一方、地球のさいはての地、極地にも古くから

観しても、20 世紀という 100 年は、驚異的な変

関心がよせられていた。すでに紀元前 325 年頃、

革の 1 世紀であった。人間の“老い”という現象

ギリシャのピュテアスは北極を目指し、ツーレま

が個人の問題をこえて、社会として認識されだし

で達していたという。そこからじつに 2200 年たっ

たのもこの世紀に入ってからである。“老い”の

た 1909 年に、アメリカ人ピアリーが人類として
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はじめて北極に到達する。一方南極は、1772 年

2017

異的なのびを示した科学技術の進展がある。

イギリス人クックの最初の試みから 140 年後の
1911 年、アムンゼンのノルウェー隊、スコット

科学技術の変革

のイギリス隊、それに日本の白瀬隊がまさに期を

産業革命は 1760 年ころにイギリスにおいて始

同じくして競い、アムンゼンが最初の南極到達者

まり 1830 年ころまでにヨーロッパ全域に波及す

となった。ここに南北の両極地は人類の手におち

るが、20 世紀初頭の地球上の多くの農村での動
力は人力と家畜であった。都市部の裕福な家庭で

たのである。
第 3 の極地といわれるヒマラヤ､ 地球上の最高

も、
原始的工具以上の電気モーターを使用した「機

地点であるエベレスト（8848m）征服にいたる過

械」と呼べるようなものはまったくなかった。今

程で、イギリス人によって繰り広げられた偉大な

日、発展途上国のどのような田舎の集落でも、そ

るドラマにはすさまじいものがある。北極をアメ

の中心部には電気はゆきわたり、電話、テレビ、

リカに取られ、南極をノルウェーに明け渡したイ

冷蔵庫、換気扇が完備している。
科学技術の進歩は、先進諸国ではある程度の時

ギリスは、この地球上の最高地点を目指すために、
1921 年以来、大きな隊だけでもじつに 11 回の遠

間をかけて各種段階を経て徐々に進歩してきた

征隊を送り出している。そのあいだには、おびた

が、発展途上国ではいくつかの階梯を省略して一

だしい費用と少なからぬ人命さえ失われた。「な

気に進む傾向がある。たとえば、電気通信機器を

ぜ登るのか」という質問にこたえて、
“Because it’
s

例にとっても、先進諸国ではラジオから白黒テレ

there”という有名な言葉を残したマロリーも、

ビを経てカラーテレビ、衛星放送へと、また音の

1924 年最終キャンプからエベレストの頂上にむ

媒体もレコード蓄音機からカセットレコーダー、

かったまま還っては来なかった。1953 年エリザ

CD を経て、DVD へと進化した。しかし、多くの

ベス女王の戴冠式の前日にロンドンに届いた「英

発展途上国では、ラジオから白黒テレビを経ずに

国隊エベレスト初登頂」の報は、全世界を熱狂さ

一気にカラーテレビが普及し、レコード蓄音機を

せた。これほどまでにしてエベレストに登るには、

経ずに CD、DVD が短時の間に普及するといった

何か物質上の目的があったのか、領土的野心か、

現象がみられる。このように技術の伝播は時代と

あるいは科学的発見のためか、など、さまざまな

ともに加速する。
20 世紀初頭、木材と一部石炭に依存するにす

角度から発せられる質問に対して、隊長ハントは、
「・・・先人が解こうとしてどうしても解けなかっ

ぎなかったエネルギー源は、20 世紀になって石油、

た課題を解決することは、抗しがたい力でわれわ

水力、天然ガス、原子力におきかわった。20 世

れをひきつけるものである。・・・ただ地球上の

紀の初めに全人類が消費したエネルギー量は石油

最高地点という単純な事実、このことがわれわれ

に換算して年間 9 億トンだったのが、1990 年で

をかりたてる。問題は一切のくだらぬ比較を超越

は 80 億トンと 9 倍にふくれあがったという 2）。

したものだ・・・。」と答えたという 1）。

第三の極地エベレスト初登頂の 7 年後の 1960

20 世紀に入って人類は、地球上の全ての極点

年には、ピカールが世界最大の深海マリアナ海の

を抑えたことになる。極地に到達しようとする試

潜水に成功した。20 世紀初め、ライト兄弟が少

みが始まって以来、長い努力の歴史であったがつ

しだけ大空を飛んでから 66 年後には、人類は月

いに幕がおりたのである。

面に到達している。

21 世紀の今日、地球上に未知、未踏の場所は

20 世紀の初頭、多くの人々の陸上での移動手

ほとんどない。しかし、探検という仕事は、地球

段は徒歩か馬であった。やがて、燃力機関が人の

上において、これでおしまいにはならなかった。

移動の重要な手段として発達し、今日、地球上の

幕がおりたのは、単なる地理学的探検である。そ

どのような辺境の地でも自動車かバイク、モー

れは、生態学、人類学、地質学などのそれぞれの

ターボートのないところはまずない。全世界で年

明確な科学的課題をもっての、学術探検の形をと

間数十億の人々が大空を飛んで旅行し、世界の

る。医学もまた例外ではない。しかし、これら科

70 以上の都市で 5 千キロをこえる地下鉄が運行

学的探検が可能になった背景には、20 世紀に驚

しているという 2）。
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20 世紀という世紀はまさに、人類の歴史のな

結核による死亡率は減少している。結核に限らず、

かでも驚異的な技術革新の 100 年だった。

多くの感染症による死亡率の減少に決定的な役割

疾病構造の変化

ということが次第に明らかになってきた。結核の

を演じたのは、予防接種や薬物療法だけではない
社会のこのような大変革は当然ながら、人間の

減少は、産業革命の成熟とほぼ軌を一にしている。
多くの感染症が減少した理由は、栄養の改善、衛

疾病構造にも多大な変化をもたらした。
20 世紀最後の年の 2000 年 4 月の読売新聞によ
る有識者 102 名へのアンケート調査では、20 世

生環境の整備、経済状態の向上などの、環境要因
だったのである。
ここに、病気に関する単一病因論は、修正を余

紀にもっとも人類の幸せに貢献した事例として、
飛行機、自動車、テレビ、電話、コンピュータな

儀なくされ、病気をもたらす要因として、経済状

どの文明の利器をおさえて第一位にあげられたの

態、衛生環境や生活習慣などの多様な要因の重な
りあいが問題にされるようになってくる。先進諸

が「ペニシリンの発見」であった 3）。
19 世紀以前は、地球上にしばしば猛威をふるっ

国では、感染症などの急性疾患にとってかわって

た疫病に対して、人々は戦々兢々としてその流行

クローズアップされてきたのが、がん、高血圧、

が過ぎ去るのを待つしか手立てがなかった。

脳卒中、心臓病などの生活習慣病であり、その後

19 世紀末、コッホによるコレラ菌の発見は、

遺症としての慢性疾患である。

病気が細菌やウィルスなど、単一の原因によって

しかし、衛生環境の改善、薬物療法の発達など

引き起こされるという仮説を見事に証明した画期

によって、少なくとも先進諸国では一見制圧され

的事件であった。その後、カビ、毒物、ビタミン

たかのようにみえた感染症に近年変化がみられて

不足なども病気をもたらすことが明らかにされ、

いる。1970 年以降、薬剤耐性菌の出現や従来一

ひとつの原因が一つの病気をひき起こすというモ

地域に限局する風土病であった感染症が世界的ひ

デルが、医学の中に定着する。このような単一病

ろがりをみせるようになるなど、いわゆる「新興・

因論的観点にたって、あらゆる病気は、特定の細

再興感染症」の出現によって、感染症はあらたな

菌やウィルスを避けたり、殺したり、あるいはそ

ステージに入った。
これらは、世界のグローバル化と関連している。

れに対する抵抗力をつけることによって予防され
た。
19 世紀から 20 世紀前半にかけて、先進諸国で

政治・経済のグローバル化

は、感染症による死亡率が激減した。単一病因論

人類の歴史は戦争の歴史といっても過言ではな

説に基づく公衆衛生学的手法によって、特定の細

いだろうが、19 世紀以前の戦争は、その要因が、

菌が伝染する経路が断ち切られた。1910 年にエ

愛国心の発露、宗教やイデオロギーの相克、領土

－ルリッヒと秦佐八郎が梅毒に対するサルバルサ

的覇権の争いといった人間の文化闘争にもとづく

ンを発見したのについで、1928 年フレミングに

ものであっても、あくまで当事国だけの問題に限

よってペニシリンが発見されて以降、おびただし

局していた。

い種類の抗生物質が開発され、人類は感染症の大

しかし、20 世紀の 2 度にわたる大戦は、文字

部分を制圧し人類の寿命延長に貢献した。水道か

どおり世界中を席巻した。20 世紀の戦争が、そ

ら排泄物が完全に除かれ、食物からも病原体を除

れ以前の戦争と大きく異なる点は、人口増加が農

く努力が続けられた。予防接種の実施、化学療法

村部の伝統的生活様式に内在する人口受容能力の

の開発、細菌の伝染経路の遮断などによって、感

限界に達したとき、従来の当事国だけの領土拡張

染症はおおむね駆逐されたかのようにみえた。

の争いをこえて、複数の国家で構成されるシステ

ただ注意すべきは、19 世紀と 20 世紀初頭の主

ムの勢力均衡の破綻をもたらした点にあった 4）。

な死因であった結核が激減したのは、ストレプト

さらに、それまでの戦争が、職業軍人と一部徴

マイシンという特効薬が出現したためである、と

兵された兵士間の争いであったものが、第 1 次、

考えられがちである。しかし、イギリスの調査で

2 次大戦では、軍事のみならず産業、経済などが

は、ストレプトマイシンが適用される以前から、

戦争遂行のために再編された総力戦のかたちを
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Ⅱ．人間の寿命に関する100年の奇跡

とった。
第二次大戦がおわった後も、世界中が米国を中

人口増大の世紀

心とする自由主義陣営と旧ソ連を盟主とする共産

私たち人間の祖先は、約 700 万年前にアフリカ

陣営にくみこまれた。世界の各地で頻発した紛争

の草原で誕生し直立二足歩行を開始したとされ

も冷戦体制下では必ず米ソの代理戦争となった。

る。一部の人間の祖先がアフリカとユーラシア大

1962 年のキューバ危機では、対応を誤れば、米

陸の陸橋をわたってユーラシアへ向かったころ、

ソの全面核戦争に発展しかねない事態であり、ま

すなわち、今から約 100 万年前の地球人口は約

さに近代人類史上初の「絶滅の危機」でもあった。

170 万人程度と推察されている 5）。

冷戦終結後、米国を中心とする政治的グローバリ
ズムはいっそう強化されつつある。

その後、東アジアへ到着したヒトは北京原人に、
ヨーロッパではネアンデルタール人となった。多

20 世紀に進行した世界のグローバル化は、政

くの人類の祖先はほぼ 695 万年の間はアフリカ大

治場面のみならずそれと表裏一体をなす経済的局

陸にとどまっていたようであるが、今から約 5 万

面でも顕著である。

年前にアフリカを脱し世界各地に拡散したとい

19 世紀以前、隆盛をきわめた裕福な帝国の凋

う。この拡散のスピードはきわめて速いもので、

落は、次なる帝国の隆盛に席を譲るにとどまって

数万年ほどの間に、ヒトはヨーロッパ、アジア、

いる。しかし、1929 年にニューヨーク証券取引

南北アメリカ、そしてオーストラリアにまで達し

所における株の大暴落は、1930 年代の「世界大

た 6）。

不況」となって全世界に波及した。その影響は、

このころまで人類は、数十人単位のグループを

遠い極東の国、日本にも少なからぬ影響を与え、

形成し、狩猟採集民として移動を繰り返していた。

農村の疲弊ともあいまって失業人口の増大をもた

大きな人口の増加もなかったようである。現在で

らし、2・26 事件から満州事変などを経て後の軍

も伝統的生活を営む狩猟採集民族は、授乳を数年

部独走につながってゆく。

続けることによって排卵を抑制する産児調整を

1997 年 7 月 2 日におこったタイ・バーツの急

行っている。乳・幼児の複数を伴うことは日々移

落は、またたくまにインドネシア、マレーシア、

動を続ける母親にとっては大きな負担となるから

韓国に飛び火しアジア全域をまきこんだ。このア

である。

ジア通貨危機は、インドネシアでは 30 年におよ
んだスハルト政権の崩壊にもつながった。

しかし約 1 万年前に、人類は野生植物の栽培化
と野生動物の家畜化による農業や牧畜を発明する

20 世紀というこの 100 年間は、人類の生態 700

ことによって、その歴史に大きな変革をひき起こ

万年の歴史に驚異的な変革をもたらした。先進諸

した。農業の開始は、食糧生産を増やし食糧の貯

国では、食糧供給が安定し人類がもっとも恐れた

蔵を可能にした。食糧生産にたずさわらない余剰

飢餓から解放され逆に飽食へと変化した。食成分

の人員は軍人、官僚、技術者となって社会機構を

についても貧困時代の糖質主体の食物はより高価

進化させたが、同時に社会的、性的な不平等をも

な蛋白質、脂質にとってかわられた。産業構造の

たらした。人類文化の多様性が増大したのは、部族

変化は肉体を動かす農業から終日座業へと人間の

間の差が広がったここ 1 万年ほどのことであろう。

ライフスタイルを変え、運動不足が恒常化した。

農耕の開始によって人類は定住生活を行うよう

従来感染症が異なる生態系に伝播するためには、

になり、人口は爆発的に増加した。農耕が開始さ

社会構造の変化などを伴う数十年の時間を必要と

れた約 1 万年前頃の地球人口は 1 千万人弱と推定

したが、交通手段の発達は近年の SARS に象徴さ

されているが、農業が定着した約 5 千年前の段階

れるように、一人の人間が数時間で別の生態系に

で、地球人口は 1 億人前後となった 7）。

疫病をもたらすことを可能にした。

農業による食糧増産は人口の稠密化を可能にし

しかし医学にとって何よりも顕著な革命は、こ

たが、人口の集中は同時に疫病をもたらした。農

の 100 年間で人間の寿命が著しく延長したことで

業灌漑システムの導入は、ヒトや家畜の集中を伴

ある。

い病原媒介節足動物である蚊に吸血源を提供し
た。また湿潤なイネの群叢は蚊の生存率をたかめ
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疾病媒介能をたかめる。主要な食糧生産の場であ

集団としての平均生存期間はこの程度と計算され

る農地では、マラリアや日本脳炎、フィラリアな

ることになる。
人 類 誕 生 か ら 紀 元 1700 年 頃 ま で の お よ そ 数

どの病原微生物を媒介する蚊の好棲息地であり住

百万年間、人類の平均寿命は 20 歳前後もしくは

血吸虫も繁殖しやすい。
農耕開始以降、人間の世界中への拡散は加速さ

それ以下にとどまっていた。

れたであろう。人類は草原や山岳地、砂漠といっ

1700 年から 1900 年までの 2 世紀の間に、欧米

たさまざまな地形を克服し、熱帯、温帯、寒帯と

先進国での平均寿命は 20 歳から 37 歳へと倍増す

あらゆる気候変化にたえて生活するようになっ

るが、これは、ジェンナーによる種痘の普及によっ

た。極北に住むエスキモー、砂漠に住むブッシュ

て乳幼児の死亡率が激減したためと考えられてい

マン、熱帯雨林の奥深くに住むネグリロなど、人

る 8）。

類はあらゆる環境に進出してゆく。

以上をふまえて考えると、この 100 年は、驚異

しかし紀元前後のギリシャやローマ時代の地球

的な地球人口増加の世紀であるとともに、人間の

人口も農耕の定着による人口の飛躍的増大以降を

平均寿命が飛躍的に伸びた世紀としても注目に値

通じて 1 億人前後で推移している。農業の発明に

する。

よって食物の貯蔵を獲得した人類は、定住生活と

我が国の平均寿命は、老年医学が問題にされは

人口の飛躍的な増大を可能にしたが、農耕生活が

じめた 1910 年代でもようやく 40 歳を超えたばか

定着してからは西暦 1500 年ぐらいまでは飛躍的

りであった。1947 年に、50 歳の関門を超えて以

な人口の増大は認められていない 7）。

後は加速度的な伸びを示し、現在では男子は 80

人口は自然環境の変動によって影響を受けると

歳 を、 女 子 で は 86 歳 を 超 え て い る。 実 に こ の

ともに、文明環境によっても影響される。人口が

100 年で、日本人の平均寿命は 40 年以上のびた

増加を続けて、環境と文明システムによって決め

ことになる。

られている人口支持力の限界に近づくと、人口規

日本は明治維新を契機に、幕末期の世界の後進

制要因がはたらいて人口増加はブレーキをかけら

国から出発してアジアでは例外的に植民地化され

れやがて停滞する。この人口規制要因の最たるも

ることなく軍事的に欧米列強の仲間入りをはたし

のが、飢饉であり、戦争、そして戦争と表裏する

た国であり、一方敗戦後は、先発資本主義国のい

疫病の流行であった。人口の稠密化は同時に疫病

ずれの歴史的経験に比しても最も短期間で高度経

をもたらし、疫病は人口調節に寄与していた。

済成長をとげて世界の奇跡とまで呼ばれた。平均

20 紀初頭、地球人口は 16 億 5 千万人となった。
地球人口が 15 億人増えるのに、数千年の歳月を要

寿命の伸び率は史上最速を記録し、文字どおり世
界一の長寿大国となった。

したことになる。しかし、この 100 年間で、地球
人口は 16 億から 70 億をこえるまでに増大した。

少子高齢化と社会経済

わずか 100 年の間に 55 億人が増加したことになる。

すでに高齢社会となった欧米先進諸国では現

20 世紀という 100 年間の地球上の人口は、人

在、大部分の医療福祉費は老人に向けられている。
一方、アジアでも、少子高齢化はかつての欧米

類誕生以来 700 万年前から 19 世紀までに生存し
た人間の人口の総和よりも多いかもしれない。

諸国以上のスピードで進行し始めている。しかし

人間の寿命延長の世紀

的感染症がいまだに重大な問題として残されてい

アジアでは、欧米諸国がすでに克服し去った古典
平均寿命とは、その年に生まれた子供が、平均

る。しかも、保健福祉にふりむけられる財源は豊

して何歳まで生きられるかという概念である。辻

かではない。アジアの多くの国における保健福祉

が作成した「人類進化とその寿命の歴史」8）によ

問題は、「感染症」、「高齢化」、「乏しい財源」と

ると、今から 5 万年ほど前、ネアンデルタール人

いう“triple burden”（三重苦）をかかえている。

の平均寿命は 10 歳と推測されている。しかしこ

世界 190 ケ国において、65 歳以上の高齢者がし

れは、皆が 10 歳で死亡するという意味ではない。

める人口比と国民一人あたりの GDP との関連は、

数多くが乳児期や幼児期のうちに死亡したため、

相関係数＝ 0.689 という高い相関関係を有する。
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国民一人あたりの GDP と有意かつ高度の相関

臨床家による長い苦闘と試行錯誤のすえ、高齢

をしめす指標としては高齢化率のみならず、平均

者の医学的問題は、従来の医学的視点からでは必

寿命も同様である。

ずしも捉えきることができないことが認識される

平均寿命には、乳・幼児死亡率が多大な影響を
あたえるので、乳・幼児死亡の影響を除くために

ようになってきた。ここに、「老年医学」が誕生
する消息がある。

60 歳時の平均余命をみてみると、やはり国民一
人あたりの GDP と高度の相関を呈していた（相

寿命の延長と長寿の質

関係数：男＝ 0.741、女＝ 0.760）。アジアでも少

20 世紀中葉に入って、高い乳児死亡率と結核

子高齢化がすすみつつある事実をすでに述べた

に代表される感染症を克服した先進医学は、少な

が、0 ー 14 歳の子供の人口比やひとりの婦人が

くとも 1970 年代頃まで、人類の生命の延長を究

生涯に何人の子供を産むかという合計特殊出生率

極の目標として、ひたすら走り続けてきた観があ

もまた、国民一人あたりの GDP と高度の相関を

る。
それまでにももちろん、寝たきりや認知症を呈

示している 9,10）。
以上にのべた人口関連指標と、国民一人あたり

する老人がいなかったはずはないが、全体として

の GDP であらわされる経済指標は強い相関を示

長寿の内容が問題にされなかったのは、それだけ

すが、この相関はあくまでつよい関連性を示すも

老人の数が少なかったからであろう。
我が国の平均寿命は、現在では男子は 80 歳を、

のであって、因果関係を断定するものではない。
両者の背後には、各国によって異なる生態系や

女子では 87 歳を超えている。しかも、75 才以上

歴史・文化、宗教、さまざまの価値体系や政治形

の高齢者が確実に増加している現在、長寿の内容
こそが、重要な問題となっている。すなわち、現

態が複雑にからんでいるものと思われる。
しかしながら、この強い相関をもたらした主要

代の老年医学の目標は、ひたすら寿命を延ばすこ

な要因が、20 世紀になって全世界的に急速に発

とではなく、従来は医療ではなく福祉の問題と考

展した近代工業社会にあることはまちがいまない

えられてきた老年期の能力障害やハンディキャッ

であろう。

プをできるだけ減らすことに主眼をおきはじめて
いる。

Ⅲ．
老年医学”
の誕生

アメリカの老年学者ローは、「理想的な老化」

医術はそもそも、疾病に起因する患者の苦痛や

を successful aging と呼び、通常の生物学的老化

不安を癒すための伝統的手技として発展してき

（usual aging）と対比させ、今後重要なのは、寿命
の延長ではなく、健康期間の増大でなければなら

た。
近代に入って、感染症をある程度コントロール

ないと指摘した 11）。そして、そのためには、加齢

できるようになり、生命を救う技術を獲得した医

そのものによる変化とは別な、ライフスタイル、

学の主要な対象は、感染症で命をおとしやすい乳

心理的、社会的背景が重要であるとし、successful

幼児と産褥にある母親であった。現在でも、発展

aging の達成は、基本的に予防医学であると説い

途上国における公衆衛生がもっとも重視するのは

ている。

母子保健である。

しかしひるがえって考えれば、successful aging

一方、老人がしばしば訴える慢性的な身体症状
は、それは宿命的な老化のためであると考えられ、

「理想的な老化」というものの具体的な内容は、
いったいなんだろうか？

ながらく医学の主要な対象とはみなされてこな
新たな枠組み

かった。
しかし、高齢患者の増加と医学の進展によって、
医学は高齢者の慢性疾患というあらたな課題に直

「朝は 4 本足、昼は 2 本足、夕方には 3 本足で
歩く動物は何か？」

面するようになった。高齢者の慢性的症状は、はた
して宿命的な「老化現象」なのか、あるいは治療可

この設問は、スフィンクスのなぞとして、よく
知られている。

能な「疾病」であるのか、
という困難な問題である。
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性、下半身と尾は竜、背中には翼をつけた怪物ス

医学研究における細分化と統合

フィンクスが、テバイの城門の岩の上に座りこみ、

「臨床医学」とはその名のとおり、ベッドサイ

道行く人にこのなぞをかけ、答えられなければ食

ドで、病める患者の疾病を診断し、その治療を行

い殺してしまったという。

うことを本来の使命としてきた。

「人は、幼時四肢ではい、成長するに従い 2 本

近代医学の発展とともに、疾患は臓器別、シス

足で立ち、晩年になるとつえをついて 3 本足とな

テム別に細分化され、さらに各臓器別の分野でも、

る。すなわち、この問いの正解は、人間の生涯を

臓器から細胞へ、細胞から遺伝子へとレベルのう

暗示したものである」、このようにエディプス王

えからもミクロ化して、現在めざましい発展を遂

がなぞを解くと、負けを認めた怪物スフィンクス

げている。
生命現象のありさまを追求する生命科学の最先

は、岩から身を投じて自殺した、とギリシャ神話

端においては、そこで操作される生命は、試験管

は伝えている。
二千数百年前のギリシャの時代、人間の生涯は

のなかでの生命である。
これらの先端医療は、これまで急性期疾患患者

つえをついた夕方で終わっている。
しかし現代では、人間の生涯は夕方では終わら

の救命や治療に多大な貢献をなしてきた。急性期

ない。そのあとに、寝たきりや認知症という長い

疾患の救命率は飛躍的に増大し、その結果として、

長い「夜の時代」があり、この「夜の時代」にど

日本はかつて人類史上類をみない速度で平均寿命

のように対応すべきかが、これこそが老年医学の

を延ばし、今日では世界一の長寿国となった。
しかし、著しい寿命の延長と超高齢化は必然的

最大の課題である 12）。
ギリシャ時代に遡るまでもなく、ついこの半世

に、虚弱高齢者や要介護者をもたらし、これらの

紀前まで、人類は社会全体としては、老いを切実

多臓器に慢性疾患をかかえながら地域で生活して

な問題とはとらえていなかった。

いる高齢者に対する医学的対応のありかたが医学

19 世紀以前は、世界のすべての文明において、

に問われている。

人間の平均寿命は 40 歳に満たず、人間というも

スフィンクスのなぞと異なり、現代では、人間

のは特殊な例外を除いて、50 歳から 60 歳ぐらい

の生涯は夕方では終わらない。そのあとに、長い

で死ぬものと考えられてきた。年をとり身体が

長い夜の時代がある。寝たきりや認知症、脳卒中

弱って、杖を必要とするような年令になると、や

後遺症、骨・関節疾患などの慢性疾患は、加齢と

がて、ロウソクの火が消えるように往生するのが、

ともに増加し、根治させることは困難なことが少

自然の摂理であると受容してきた。

なくない。

従って、少なくともこの半世紀前までは、社会

慢性疾患が急性疾患と異なる点は、主要な次元

も、人間は 50 歳から 60 歳ぐらいで死ぬものであ

が生死よりもむしろ、患者自身の苦痛、能力の障

り、60 歳以上の老人が増えることはないという

害、社会的ハンディキャップというように、簡単

前提で組み立てられてきた。55 歳定年制や、還

に測定することが困難で、しかも患者自身にしか

暦の祝い、厚生年金などに象徴されるように、家

わからない問題を抱えていることである。

族行事、社会慣行、経済制度といった人間社会の

医療技術が高度に発達した現在においても、患

構成原理は、人生ほぼ 60 年を前提とした枠組み

者の苦痛、能力の障害、ハンディキャップを正確

だったのである。

に測定する医学検査は乏しい。超高齢社会を迎え

しかし、いまや先進諸国では、人生 80、90 年

た現在、高齢者において重要なのは、この「能力

型の社会が出現しはじめている。老人という、本

障害＝ disability」を評価し、障害を可能な限り改

来、ものを生産しない集団の増加は、
「勤勉は美徳」

善あるいは予防することであろう。
すなわち、老年医学は、医学的問題を細分化し

としてきた、もの中心、生産と効率第一主義の社

た臓器の病変に還元することなく、老人という一

会の価値観をかえてゆくに違いない。
かつて、生きがい論の主人公であった青年は、
その主役の座を、高齢者に譲りわたすようになっ

個の個体のありかたとして再認識する必要にせま
られたのである。

てきた。
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医師にもあるだろうが、それだけではない。現在

このように、多様な高齢者の特徴を視点にいれ

主流をなしている分析医学という学問の枠組みに

た診療科が必要であるとの認識にたって、1964

も深く根ざしているのである。ちょうどそれは、

年に日本で初めて、東京大学に老年病を専門とす

物理学者が、物質を無限に分割してゆき、分子か

る講座が内科学教室から分かれて設置された。そ

ら原子、そして量子の運動にまでゆきあたって、

れ以後、京都大学、名古屋大学などに同様の講座

突如、巨大な宇宙の構造にたちもどるといった心

が開講されてゆく。

理状態に似ている。

それでは、老年医学教室は、旧来の内科学教室と

老年病という病気はないが、老人の特徴は、青・

どのような差があるのか、あるいは何をしなければ

壮年とちがって、ひとりが多くの臓器に病気を

ならないのかということが問われることになる。

もっていることである。心筋梗塞で入院した老人

日本の現状はすでに、一般の内科でも、その対

を調べてみると、頭にも脳血栓のあとがみつかり、

象者の大部分が老人である。このような事情は、

腎臓にも障害がある。背景には高血圧と糖尿病が

外科や整形外科、泌尿器科、眼科、耳鼻科、婦人

あり、肺の機能も低いうえに、骨ももろく、関節

科などといえども例外ではない。現在の総合病院

は変形している、といった事例が少なくない。
したがって、高齢者を診療する場合、臓器専門

のなかで老人を診ていないのは小児科と産科くら

の立場から、それをもう一度統合して、個人全体

いのものだろう。
現在の内科学は、専門分化が急速に進歩してき
たため、主として臓器別の縦割り専門科となって

として考える必要がでてくる。この統合化がおそ
らく、老年医学の第一の課題であろう。
若い人の場合、病気がなければ健康であると

いる。胃腸・肝臓などの消化器科、心臓病や高血
圧などを担当する循環器科、腎臓科、脳卒中や認

いって、おおよそ間違いはないだろう。また、多

知症をあつかう神経内科、ホルモン異常を担当す

くの場合、病気を治療すれば完全にもとの健康体

る内分泌科、白血病や貧血をあつかう血液科、呼

にもどることが可能である。「イチかバチか手術

吸器科、膠原病科・・・といったぐあいである。

を受けてみる」という発想がでるのも、手術自体

したがって、ある臓器だけが病気の人は、その

の危険性はあるものの、成功すれば、完全な健康

専門臓器別診療科にかかればよいだろう。しかし

体にもどれる、という期待があるからだろう。
一方、高齢者の場合は、病気がひとつもないと

老人は、あらゆる臓器に、加齢にともなう障害を

いうこと自体がまれである。しかも、老人のもつ

もっているのが普通である。
心臓や脳といった、臓器や細胞に関する研究は、

病気は、多くが老化現象による機能の衰退が加

現在すさまじい勢いで進歩しており、それは細分化

わった慢性疾患であり、完全に治してしまうこと

の方向へとうとうと進んでいる。生命を分割し、一

は困難な場合が少なくない。一度おこってしまっ

個の身体全体から臓器へ、臓器から細胞へ、細胞か

た脳梗塞、心筋梗塞、動脈硬化、骨そしょう症な

ら遺伝子へと、研究の先端は細分化されてきた。

ど、老人に特有の病気は、完全に治してもとの状

細分化がすすめば進むほど、専門分化も著しく

態にもどすことは困難である。

なる。たとえば、脳の細胞を顕微鏡でみる専門家、

したがって、「病気を完全に治すのが医師の責

その細胞の中にある物質を化学的に測定する専門

務である」と考えると、老年病科の医師は、みな、

家、細胞の中の電気現象を記録する専門家・・・

暗たんとしてしまう。なぜならば、それは本来、

というように、医学の研究面における専門分化は

不可能なことだからである。
しかし、老人といえども「健康」を志向するこ

現代の趨勢である。
そのような専門家が、診療の場では、突然、多
くの臓器の障害と“こころ”をもったひとりの高
齢患者と対応するわけである。思考の次元がかな

とは可能である。そして、老人自身も、真に願っ
ているのは、おそらく病気の発見だけではなく、
「老人の健康—すなわち自立と生きがい」ではな
かろうか。すなわち、老化にともなう多少の病変

り異なってくる。
この頃よく「臨床医学は病気をみて病人をみな
い」と非難される。その責任は、もちろん個々の

はあっても、身体的、精神的、社会的によい状態
を目指すことが再認識されてきている。
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慢性疾患が医学に与えた大きなインパクトは、
その病気の原因が単一でないということである。
最近の研究から、これら慢性疾患の発生には、生
涯にわたる生活習慣に影響を与える因子として、
運動、喫煙、飲酒、肥満、睡眠時間、毎日の朝食
摂取、間食などの問題が知られてきた。そして、

者医療・介護はどちらかというと臨地性（フィー
ルド）が重視されねばならない。

第2章 人類史における疾病と老化の意義
Ⅰ．疾病とは何か

老人の加齢と慢性疾患による能力の障害を、最低

人間のコミュニティーが生まれたごく初期の頃

限にくいとめることができるのは従来の治療医学

から、「医療」という概念はある種の市民権を獲

ではなく、予防医学によってこそはじめて可能な

得していたに違いない。

のである。

医療の担い手が、家庭内の年長者や部族の長老
であるにせよ、専門の知識と経験的技術を有する

老年医学のアイデンティティ

霊媒者であるにせよ、痛みや、苦痛、不安をやわ

この 100 年でおこってきた著しい寿命の延長と
超高齢化は必然的に、身体が不自由な要介護者を
もたらした。

らげる概念としての「癒し」は、
「飢え」
、
「出産」、
「老い」、「死」などと同様にリアルな実態として
人々に認識されていたであろう。

慢性疾患をもった高齢患者は、痛み、発熱、呼

癒しが、肯定的価値概念として人類の歴史とと

吸困難などの急性疾患がひきおこす症状よりもむ

もに歩んだことは容易に推測されるが、医学が科

しろ、歩けない、ひとりで入浴できない、転びや

学的理論としてとらえられ始めたのは、約 3000

すい、物忘れがひどい、したがって生きがいを感

年前インド、中国、アラブの医学がギリシャに伝

じないなど、日常生活の不便さとそれに由来する

わったころからである。

心理的負荷という課題をかかえて家庭や地域で暮
らしている。

しかし、その理論の結果の多くは今日からみれ
ば正しくない。科学的というのは、病気を理論的

すなわち、老年医学は、従来の疾病だけでなく、

に解きあかそうという姿勢そのものにある。

高 齢 者 の 生 活 機 能（Activities of Daily Living;

西洋医学の祖とされるヒポクラテスは紀元前

ADL）障害と生活の質（Quality of Life: QOL）と

400 年頃の人であるが、ヒポクラテスが医学の祖

いう問題に直面した。

とされるのは、その医学理論が正しかったという

従来の弱・壮年者を対象とする医療と高齢者医

よりも、むしろ「ヒポクラテスの誓」に象徴され

療は質的に異なる面がある。従来の医療が標準的、

るように、その医学概念が医学哲学として今日に

普遍的な性格を持つのに対して、高齢者医療はす

通じるからである。

ぐれて多様性をもった個人的なものである。

医学が生物学の知見を基礎に科学化され普遍性

通常の医療が生命を至上とするのに対して、高

が強調されるようになってきたのは、ごく最近の

齢者医療は生命以外にも ADL と QOL を重視する。

ことである。そして、医学が普遍的科学の言葉で

一般医療の最終的目標が疾病の診断・治療にあ

語られれば語られるほど、科学内部の論理的整合

るのに対し、高齢者医療の目標は生活機能障害を

性において、あるいは、
「医学は果たして科学か？」

評価し、生活の自立と QOL の維持向上をめざす。

というような根源的問いかけがなされる。

一般医療には高度な専門性が要求されるのに対
して、高齢者医療では、医師以外にも、看護師、
理学療法士、言語療法士、ソーシャルケア－ワー

健康と疾病、疾病観
「健康」とは、身体的、心理的、社会的、宗教

カー、ケアマネージャー、そして患者家族など、

的といった多次元にわたる概念である。異なる生

学際的なチームワークが要請される。

態系、異文化の地域に踏み込んで通地域的に健康

通常医療の主たる場が病院であるのに対し、高

や疾病を考えるフィールド医学では、Disease（疾

齢者医療・介護の場は多くの場合、家庭であり地

病）と Illness（やまい）、Sickness（病気）を区別

域である。

している。

その意味で、通常医療は臨床的であるが、高齢
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もたらす原因は何か、という客観的な原因志向概

全面的にその個人である。たとえば出血や骨折、

念であるのに対して、Illness（やまい）は、疾病

外傷、がん、などがこの範疇の典型である。
第 2 のパラダイムは、発病後治療は個人に特化

の結果として患者が体験する苦痛、症状、不安な
どの主観的体験のありようをいう。Sickness（病気）

はするものの、発病要因やその種類は大きく自然

は、Illness や Disease が「善からぬ状態」として

生態系に依存する疾病群で、主として動物から人

社会化された概念である。Disease は治癒を要請

へうつる感染症である。マラリアやデング熱など

し、Illness は癒やしを求める。

がその典型で、根本的予防法は蚊の駆除といった

私たち医療者はともすればこの三者を一元的に

自然生態系への対処が重要となる。

解釈しがちで、科学的前提で疾病の原因解明とそ

第 3 のパラダイムは人から人へうつる感染症で

の治療に重きをおく傾向があるが、本当に患者が

ある。コレラやペスト、インフルエンザなどに代

求めているのは Illness の緩解であり、Sickness か

表されるもので、病原菌やウイルスが実在しても

らの復権であろう 13）。

現実に発症するかどうかはその集団がもつ感染抵

たとえ客観的に疾病があったとしても、当人や

抗性や社会・環境要因に依存する。根治的治療方

社会が何の苦痛も感じず、その存在に気付かなけ

針も、発病後の個人に対する治療や予防的ワクチ

れば、従来は「病気」とは認識されなかった。し

ンの接種以外に隔離などの社会環境要因への対処

かし、近代医学の発達は、何の症状もなくそれま

が重要となる。

で本人も社会も「病気」とはとらえていなかった

第 4 の疾病パラダイムは、個人の異常というよ

状態に、
「疾病」を発見し、それを告知すること

りもある集団の平均値から大きくはずれる人々に

によって新たな「病気」をつくりだすというパラ

対して、その集団が将来発生する事故頻度の抑制

ドクシカルな面もうみだした。

率を勘案して、治療をおこなうべきか否かを決定

高血圧、高脂血症などがその典型であろう。た

する性格の疾病である。現在、先進諸国で大きな

とえば伝統社会では、物忘れは「老化」と考えら

問題となっている高血圧症や高コレステロール血

れており医療の対象となることはなかったが、近

症の治療がその典型であろう。血圧をどこまでさ

年、認知症が「病気」とみなされるようになって

げれば将来の脳卒中の発生をどの程度抑制でき、

から老年病研究の最大の課題は認知症となってい

コレステロールもどの程度に保てば将来の心筋梗
塞を予防できるか、といった確率論的治療概念で

る。

ある。治療するのが妥当とされるためには、治療
疾病の多様なパラダイム

群と非治療群の大集団を数ケ年追跡し、イベント

疾病は、主として医学、病理学的分類から、外

発症率が治療群で統計学的に明らかに少ないこと

傷、腫瘍、炎症（感染、自己免疫疾患など）、血

が証明された場合にのみ治療妥当性が結論され

管障害（脳卒中、心筋梗塞など）、代謝異常（糖

る。集団のイベント発生率を問題とするので、そ

尿病など）
、中毒、細胞の変性（アルツハイマー病）

の試験を行った集団の性格によって結果は異な

などに分けられる。

り、たとえばもともと脳卒中が多く心筋梗塞が少

これら疾病の病態分類の概念からすれば、疾病
の分類、診断、病態、治療、予防についても、人

ない日本と、心筋梗塞が多く脳卒中が少ない欧米
では、治療哲学も当然異なってくる。

種や民族によらない人類に共通した普遍的概念で

第 5 のパラダイムをなす疾病群は、たとえ原因

あり、この生物学的視点からみた疾病観は科学的

が生物学的要因にねざしているにせよ、「正常」

である。

と「異常」が区別される根拠が、属する集団の社

しかし、疾病をフィールド医学の観点からなが

会に適応できるか否かで決定される性格の疾病で

めると、それぞれ異なったパラダイムの疾病分類

ある。精神疾患や認知症などがその代表である。

が浮かび上がる。

疾病の発症原因や病態は生物学的異常に基づくと

第 1 の疾病パラダイムは、多くの場合手術など
の物理的処置を要する疾病群で、人種や民族など
にかかわらずほぼ同一の病態を呈し、治療対象は

しても、「疾病」であるか否かは、属する社会の
価値基準によって異なるともいえる。
このように、一見、普遍的と思われる疾病といっ
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てもその概念は時代により、また生態系や文明に

者の相互協力によって初めて科学的根拠は得られ

よって多様である。

る。しかし、何ものにも替えがたい一回性の自分
に対する医療を普遍的医療の確立のために実験に

「証拠に基づく」医学と「記述的」医学

供するという発想に馴染みにくい日本では、「倫

歴史的に、臨床医学の知識や医療技術は、それ

理的に困難である」との心情から、かつて大規模

までの失敗と成功のくり返しの積み重ねにより発

無作為試験はなかなか実現せず、
「科学的根拠」は、

展してきた。とくに、臨床場面においてもっとも

欧米人の結果を援用する以外に方法がなかった。

重視されたのは、個々の患者の背景と病歴、症状
現在、臨床医学の領域で EBM の趨勢は世界を

のおこりかた、その推移のありさまを詳細に記述
した症例記載の蓄積であった。これを「記述的」

席巻しており、日本でも、大規模無作為試験が行
われている。患者さん個々の考えはそれぞれに複

医学（Narrative based Medicine）という。
医学はながらく、疾病の診断はもとよりその治

雑であろうが、何がベストかわからない現状であ

療に関しても、過去に記載された症例を熟知した

れば、医師との信頼関係によって、将来の医学に

医師の透徹した観察力と自らの治療の成功体験と

貢献しようとする考えの方々が増えていることも

失敗に関する反省、その総和としての患者の予後

事実である。
しかし、EBM の結果で注意すべきは、予防偽

に関する優れた洞察力によって担われてきた。
しかし、このような医学の経験主義的趨勢に反
省を迫ったのが「証拠に基づく」医学（Evidence-

薬群でも発症しない例があり、予防実薬群でも相
当程度発症するという事実である。
大規模無作為試験は、ある集団における確率的

based Medicine: EBM）の提唱である。
EBM の一例は、ある薬剤の効果やひとつの治
療手技の効果は、多数の患者にその治療法を選択

な真実を導き出すという点では優れた方法であ
る。

した場合とそうでない場合の効果を比較検討し

しかし、大規模無作為試験の結果が単純には患

て、確率論的有効性が証明された場合にはじめて

者個々人には還元できない問題も報告されてい

その治療が妥当とする論理である。がん治療の現

る。

場であれば、抗がん剤治療と放射線治療のいずれ

世 界 を 代 表 す る 臨 床 医 学 雑 誌 New England

が有用であるかを決定するためには、抗がん剤治

Journal of Medicine に掲載された大規模な多施設

療群と放射線治療群を追跡し、3 年後にどちらの

共同試験の結果では、7,300 万ドルを投入し、1,8882

治療群における生存確率が高かったかという検証

名の参加を得て 10 年間かけて実施した前立腺が

を求める。

ん予防試験の結果は、「予防薬服用により健康な

高血圧の薬剤であれば、その薬剤を服用した集

男性における前立腺がんの有病率が 25％低下す

団は服用しなかった集団よりも、将来の脳卒中発

ること、しかし前立腺がんを発生した場合にその

症率を統計学的に有意に抑制するという証拠が求

がんの悪性度が高くなる危険性が 1.7 倍に増加す

められる。この検証に参加する患者は、この治験

る」ことが明らかとなり試験は中止された。EBM

研究の意義に関する十分な説明を受けて納得（イ

を企図したこの論文の結論は、「医療者は、専門

ンフォームド・コンセント）して参加することが

的で熟練した「予想屋」であることがますます重

原則である。患者の半数は、実薬ではなく偽薬（プ

要になってきた」と結んでいる 14）。

ラセーボ）を服用することになり、自分が実薬を

最終的に、この予防薬を使用するか否かは、主

飲んでいるのか偽薬を飲んでいるのか、当人はも

治医と患者の話し合いにゆだねられることにな

とより薬剤投与する医師も最後まで知らされな

る。医療における EBM の重要性を認識し、
「証拠」

い。この方法を、専門的には二重盲検対照試験

を参考としながらも、最終的には患者の状態をみ

（Double Blind Control Study）または、大規模無作

きわめ、その意見をよく聞いて判断する個別性が

為試験とよぶ。

重要である。

医学の正当性を科学的に証明したいとする医療

EBM は統計的確率を重視するので科学的であ

側と、その意義を理解して治験研究に参加する患

る反面、少数の症例を例外として切り捨てる危険
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がある。医学の対象を集団として考える際には

伝子をふたつもっている人（ホモ接合体）は、鎌

EBM は極めて科学的であるが、個人を対象とす

状赤血球貧血という深刻で生命を脅かす病気とな

る場合にはやはり Narrative based Medicine に回帰

る。この患者の赤血球は壊れやすく激しい溶血性

する。さらには、癌の末期などに延命治療を行う

貧血をひき起こすうえに、酸素濃度が低くなると

べきか否かなど、患者本人と家族の希望と医療者

鎌状に変型し、小さな血管に十分な量の酸素を運

が治療の意義を、どのように捉えるかという意味

べなくなるため致死的であり、多くの場合、生殖

における、Value-Based Medicine という概念も重

年齢以前に死亡するので子孫を残すことはほとん

要となってくる。

どない。
しかし、このおそろしい致死的遺伝子は同時に

以上のように、疾病学、医学の概念、またそれ
らに依拠する医療の論理は、自然科学と人文科学、
社会科学を横断し、その統合によらなければ理解

マラリアに罹りにくいという恩恵をもたらしてい
る。鎌状赤血球遺伝子をひとつだけもっている人
（ヘテロ接合体）は、貧血にならないうえにマラ

できないのかもしれない。

リアに抵抗性をもっているので、アフリカ西部な

Ⅱ．
人類進化と疾病

どのいまだにマラリアによる死亡率が高いところ

チャールズ・ダーウィンの自然淘汰の理論は、
人間が病原体と闘う適応である免疫系、その免疫

では優先的に生き残ることができ、この遺伝子は
子孫に伝えられることになる。

系に負けまいとする病原体の適応、人体と環境と

先進国の高齢者で大きな社会問題ともなってい

の不適合による疾病、長い時間をかけた自然淘汰

る病気にアルツハイマー病がある。アロイス・ア

による適応など、疾病理論にも深く関連している。

ルツハイマーによって 1907 年に初めて報告され

人類は、数十億年かけて単細胞から現在の高度な

たこの病気は、ながらく稀な特殊な病気と考えら

身体構造に進化してきた。人体の機構はこれまで

れていた。しかし今日、世界の認知症患者数は約

人類がつくりあげたいかなる構造物よりも複雑で

5 千万人と推計されている。

精巧である。この長い年月を通じて精密な適応を

アルツハイマー病のメカニズムとして、アミロ

くりかえしてきた進化の過程で、自然淘汰はなぜ

イドという物質が大脳皮質に沈着して老人斑とい

病気にかかりやすくさせるような欠陥やもろさを

うシミをつくり、またアルツハイマー原線維変化

人体に無数に残してきたのか。なぜ、病気そのも

という病変が脳の記憶の中枢である海馬に蓄積

のを淘汰できなかったのであろうか。

し、これらがひいては神経細胞の死をもたらし、
その結果、症状としての認知症をきたすというメ

病気の原因に関するふたつのパラダイム

カニズムがわかってきた。しかし一方、これらの

ネシーらは、
その著「病気はなぜあるのか」15）で、

老人斑やアルツハイマー原線維変化は、認知症で

病気の原因に対する考え方はふたとおりあると述

ない正常の精神機能をもった人でも加齢とともに

べている。現在病気をひきおこしているメカニズ

みられるようになることから、一種の老化現象と

ムと病気そのものが存在する窮極の理由である。

も考えられる。アルツハイマー型認知症と正常老

医学研究の最前線では、ほとんどの研究が、病気

化の違いは、老人斑やアルツハイマー原線維変化

のメカニズムの解明にむかっている。病気の発生

の程度が、認知症患者で 100 倍ほど多いことが知

には、どういう物質が（what）がどのような機序

られている。
アルツハイマーが最初に症例を報告して以来な

で（how）おこっているのかという病因・病態解

がらく、この病気が特殊で稀なものと考えられて

明である。
しかし、その病気がなぜ（why）あるのか、と

きた理由は、つい最近まで、人間がアルツハイマー

いう窮極の疑問については、あまり顧みられてい

型認知症になるほど長生きすることがなかったか

ない。

らである。
最近のメカニズム研究によって、アルツハイ

進化生物学は、むしろ後者の解明をめざしてい

マー病の素因となる遺伝子も発見されている。し

る。
その好例が鎌状赤血球症である。鎌状赤血球遺

かしこれらアルツハイマー病の素因となる遺伝子
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もまた、若い頃の利点のために淘汰で残されてい

する。人間が千年かかって進化するところを、細

るのかもしれないという意見もある。ラポポート

菌は 1 日たらずで進化できるので、人間と細菌、

は、過去 400 万年以上にわたって、人間の脳を非

ウイルスの闘争では、人間はひどく不公平なハン

常に急速に増大させてきた遺伝子の変化が、ある

ディキャップをせおっていることになる。
人間は微生物から逃れるほど早く進化できない

人々にアルツハイマー病をおこさせているのでは

が、われわれの防御機構は、病原体の進化的変化

ないかという仮説を提出している 16）。
若いときに恩恵を与える効果と、歳をとってか

に応じて、さまざまな抗体を作る細胞の割合を替

らコストを強いる効果の両方（トレード・オフ現

えている。人間の抗体産生機構は非常に数が多く

象）をもつ遺伝子がたしかにあるらしい。

とても多様性に富んでいるので、病原体の進化的
利点に何とか対応できているのであろう。

感染症との闘争

20 世紀最大の発見といわれたペニシリン、さ

進化論上の自然淘汰は個人にはたらくのではな

らに後続する諸種の抗生物質の発見は、経済的に

く集団にはたらくものであると考えられがちであ

発展した社会をこれらの細菌病から解放し黄金時

る。

代をもたらした。公衆衛生政策と抗生物質の組み

しかし最近の進化生物学が明らかにしたのは、

合わせにより、1960 年代後半は、先進国では「感

自然淘汰は集団ではなく遺伝子に有利なように働

染症の本を閉じてもよい」とさえいわれた。しか

くということである。

し、歴史上の他の黄金時代と同様、感染症に対す

イギリスの生物学者リチャード・ド－キンスが

る黄金時代もさほど長くはつづかなかった。
1970 年以降、薬剤耐性菌種の出現とこれまで

説くように、私たちの身体は遺伝子を複製するた
めに遺伝子によってつくられた乗り物と考えてよ

人類が免疫学的に経験していないウイルスなどの

い 17）。自然淘汰は遺伝子が最大に繁殖される方向

「新興感染症」が出現したからである。メチシリ

に長い時間をかけて徐々に作用する。それは、人

ン耐性連鎖球菌（MRSA）やエボラ出血熱、西ナ

間の遺伝子だけでなく、あらゆる生物でも同様で

イル熱、そして近年、世上をさわがせた新型肺炎

あるが、バクテリアやウイルスの世代交替は人間

（SARS）や鶏インフルエンザなどにそれは象徴さ

にくらべると飛躍的に速い。人間の遺伝子がもた

れている。

らした私たちの肉体の進化的適応は、ウイルスや

感染症のみならず、現在、先進諸国で大きな問

バクテリア、さまざまな動植物遺伝子との闘争や

題となっている高血圧や動脈硬化、高コレステ

妥協の歴史でもある。

ロール血症などの生活習慣病もまた、進化的文脈

感染症の症状の意味はそれをよく物語ってい

のなかで考えると理解しやすい。

る。私たちがインフルエンザにかかった場合、免
疫系を総動員してウイルスを殺そうとするだろ

生活習慣病の進化論的意義

う。その間、症状としてあらわれる咳やくしゃみ

少なくとも、人類の祖先がチンパンジーと分岐

はウイルスの排除に、発熱はウイルスを殺す手段

した 700 万年まえからおよそ 699 万年の間、私た

として宿主に有効である。一方、ウイルスにとっ

ちの遺伝子はその乗り物である身体を狩猟や採集

ても、咳やくしゃみを通じて、他の個体に感染伝

を行いながら小さな集団で暮らすように適応設計

播することは遺伝子繁殖に有利をもたらす。

してきた。感染症に打ち勝つ免疫系の確立、外傷

鎌状赤血球ヘモグロビンのような、病気に対す

による出血を最小限にくいとめる止血機構の整

る防御機構は、過去 1 万年ほどのあいだに著しく

備、飢餓をのりこえるためのエネルギー貯蔵の機

進化してきたが、その間に人間はおよそ 300 世代

構、激しい運動にも耐え得る神経筋肉の反応系な

を経過してきた。種全体としては、過去数世紀の

ど、人間の遺伝子は石器時代の人間の生活様式と

間におよそ十数世代をかけて、天然痘やインフル

環境に最大に適応すべく人体を設計してきた。

エンザなどのいくつかの伝染病に対してかなり強

石器時代の人類の寿命は 20 歳からせいぜい 30

い抵抗力を進化させてきた。しかし、細菌は 1—

歳ぐらいであったから、この最大の適応は 20 ー

2 週間で 300 世代、ウイルスではさらに速く繁殖

30 年くらいもてばよいように設計されていたに
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のかもしれない。ここでも、若いときに恩恵を与

それまでの狩猟採集経済から農耕生活に徐々に移

える効果と、歳をとってからコストを強いる効果

行し人口は稠密となってゆくのだが、飢餓の危機、

の両方をもつ遺伝子の意義は、進化的文脈から考

毎日の肉体労働、寿命の長さに大きな変化はもた

えると理解しやすい。
現在の先進国が直面している多くの慢性疾患

らされなかった。
しかし、
とりわけ 20 世紀というこの 100 年間は、

は、人生 30 年の石器時代の環境には適応してい

人類の生態 700 万年の歴史に驚異的な変革をもた

た身体機構が、環境の急速な変化と寿命の延長に

らした。

よってもはや適応の予想をこえた状況といっても

先述したように、先進諸国では食糧供給が安定

過言ではない。100 年という時間は、遺伝子が進

し飢餓から解放され逆に飽食へと変化した。食成

化適応して身体の調節機構を変革するためには、

分は貧困時代の糖質主体の食物はから高価な蛋白

余りにも短かすぎるのである。

質、脂質にとってかわられた。産業構造の変化は
肉体を動かす農業から終日座業へと人間のライフ

Ⅲ．人類進化における老いの意味

スタイルを変え、運動不足が恒常化した。しかし

ヒトをはじめとする多くの動物に老化があるこ

医学にとって何よりも顕著な革命は人間の寿命が

とは私たちの経験上厳然とした事実である。「老

著しく延長したことである。

化とは、心身機能の進行性の衰退をもたらし、結

さきにも述べたように、本邦では、20 世紀初

果として死の危険を増大させるような現象」と定

頭 44 歳であった女性の平均寿命はこの 100 年間

義されている 18,19）。老化にともなう死亡率の曲線

で 40 歳以上も延長した。この 100 年間の人類生

は指数関数的である。医学の進歩と、公衆衛生の

態の変化は、疾病構造にも大きな変革をもたらし

進展による平均寿命の驚異的な延長にもかかわら

た。

ず、80 歳までに人類の半数が死亡し、100 歳まで

石器時代に最適応していた人体は、人生 80、
90 年を初めて経験することになる。

に 99％が亡くなり、120 歳までにはひとり残らず
死ぬ。この数世紀で平均寿命は確実に増加したが、

脂肪、砂糖、塩は、人類の進化の歴史のほとん

寿命の最高限界はかわっていない。

どすべてを通して常に不足していた。20 歳から
30 歳を人生とするほとんどすべての人が、これ

なぜ老化するのかという問は、老化学のみなら
ず進化生物学にとっても究極の疑問である。

らの物質を可能な限り多く摂取するのが健康的で
人の老化とは何か

あり環境に適応していた。
しかし、近年になって初めて可能となった十分
な塩分摂取は 40 歳をこえるころから高血圧をう

人が「老化」というものをまず認識するのは、
祖父母など身近な老人に接し、交わることから始

み脳卒中をもたらす。人間が飢餓を乗り越えるた

まるのだろう。「おじいさんが若い時には、これ

めにエネルギーを貯蓄する身体機構は、飽食にで

これのことをしたもんだよ・・・」といった昔話

あって糖尿病をうみだした。脂肪を体内に貯蔵し

を通して、ああこの人たちにも自分と同じような

て食糧危機の際に有効に利用するシステムである

若い時代があって、時間とともに人間は歳をとっ

コレステロール代謝系は、40 歳以降血管壁にも

ていくのだな、ということを認識する。しかしこ

沈着し始め、これが動脈硬化となって心筋梗塞を

の段階までは、老化という現象がある程度は理解

もたらす。高脂肪の食事のためにがんの発生も急

できても、所詮はひとごとのようにみえる。

激に上昇した。成長期に骨にカルシウムを取り込

だが、人がある年齢に達すると、老化は他人の

む機構は、中年以降、動脈にもカルシウムを沈着

問題ではなく、自分がかかわる問題となってあら

させて動脈硬化を促進する。

われてくる。老化とは、だれにでも必ず訪れる個

最近、高齢者の慢性疾患、心筋梗塞、脳卒中、

人的体験である。「最近、目がみえにくくなった、

骨粗しょう症などに影響を及ぼす種々の遺伝子多

白髪やしわがふえてきた、物忘れも時にある、あ

型がぞくぞくと判明している。しかし、これらの

あ、歳をとったのだなあ・・・」という感慨は、

遺伝子多型も、若年期には有用な作用をしていた

例外なく個人のなかで芽生えるだろう。
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こうして、老化という現実は、個人のなかでの

的体質や病気、人生の過程や環境要因が複雑にか

認識や体験のうえでは、改めて考える余地のない

らみあった総和としてとらえられる確実な現象で

ほど、きわめて当然でかつ自明の事柄としてとら

あることは明かとなったが、
「なぜ老化がおこるの

えられてゆく。

か？」という問には、進化生物学的考察を要する。

しかし、学問的に「老化とは何か」と問うと、
老化とがん

案外明らかでない。
「加齢」を学問的に明らかにしようとするとき

なぜ老化がおこるのかについて考察するまえ

はまず、老人と若者をあらゆる指標について比較

に、がんと老化の関係をざっとみておこう。私た

することが行われる。例えば、握力、歩行速度、

ちの身体では、今この瞬間にも古い細胞が死に、

心臓の機能、記憶力などについてである。これを

分裂によって新しい細胞が生まれている。死んだ

横断的研究とよんでいる。横断的研究では、通常、

細胞を補うかたちで、新しい細胞が生まれること

老人は多くの指標において若者よりも機能が低下

で身体の機能が維持されている。この新陳代謝の

している。

ために、死にゆく細胞は、アポトーシスという自

しかし、横断的知見のみから、老化するという

殺のかたちをとる。それにもかかわらず身体のか

ことは、この指標についてはこれだけ低下すると

たちが変わらず、機能が平常通り営まれているの

結論付けるのは早計である。何故ならば、単純に

は、細胞間の緊密な情報交換によって、古い細胞

現在の若者と老人を比較しても、現在の老人は、

の死と新しい細胞の誕生が調節されているからに

現在の若者が数十年後にたどる姿とは異なるはず

他ならない。しかし時に、この細胞間の調節機構

である。また現在の老人が、数十年前に現在の若

が破壊されて、細胞が無制限に増殖してしまうこ

者と同じであった保証はない。しかも、高齢者の

とがある。これががんである。
がんには多くの種類があるが、肺がん、結腸が

個々は多様であり、生まれ育った社会的、心理的

ん、乳がん、前立腺がんなどの発生頻度は、年齢

環境は大きく異なっている。
したがって、老化の問題を考える場合、本当は、

とともに増加する。がんが今日、こんなにも重大

同じ人間の若年期、壮年期、老齢期の変化を、数

な死因となっているのは、私たちの寿命が大幅に

多くの人について追跡し検討してゆくことが必要

のびたせいだともいえる。

となる。これを縦断的研究という。しかし、この

私たちの身体の細胞は、大きくわけて、身体構

縦断的研究をしようとすれば、人間の一生と同じ

成成分である体細胞と、卵子や精子である生殖細

だけの年月を必要とすることになる。簡単ではな

胞にわけられる。がんと老化との間には密接な関

い。

連があるとされている理由は、がんと老化は、ど

過去 50 年におよぶ横断的ならびに縦断的研究
から、老化現象には個人差が大きいことがわかっ

ちらも体細胞の突然変異の蓄積が関与しているか
らである。

ている。多くの場合、老化によって臓器の機能は

一般に、加齢とともにがんにかかりやすくなる

低下するが、この機能低下もさまざまな機能が一

のは、使い古された老人の細胞には小さな突然変

様に低下するのではない。身体の臓器や系統に

異が蓄積されており、発がん物質にであうとがん

よって、機能低下の度合いは異なっている。老人

化しやすいからではないかと考えられている。

では、この個人差と、個人の中でも臓器による機

年齢別のがんによる死亡率をみると、がんの発

能低下の差が一様ではないということが重要な特

生率は 90 歳までは年齢とともに単調に増加する

徴である。

が、そこからしばらく横ばいになり、さらに高齢

これまでの、老年学研究で明らかになった今一

となると減少する。おそらくこれは、90 歳以上

つの重要な事実は、老化は純粋生物学的現象であ

の高齢者では、がん細胞が猛烈に成長するために

ると同時に、そのあらわれかたは、さまざまな生

必要とする多大なエネルギーが得られないからと

活様式、心理的要因、社会・経済的背景によって

説明されている。
がんが高齢者ほどかかりやいことは前に述べた

大きく影響されるということである。
このように、人の老化は、もって生まれた遺伝

が、乳がん、子宮がん、卵巣などの女性のがんが
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近年急速にふえてきているのは、現代では、より

それらの細胞は死にゆく（細胞の自殺—アポトー

多くの女性が長生きになっていることと関係して

シス）ように運命付けられているので、生まれた
ときは 5 本の指がわかれている事実を例証する。

いるようだ。
女性生殖器系のがんになる確率は、女性がそれ

昆虫の変態の際の筋肉細胞におこる退化やオタマ

までに経験した月経周期の数と直接に相関してい

ジャクシの成長にともなう尾の退化なども同様で

る 20）。石器時代の女性は、近代の狩猟採集経済社

ある。
エラー蓄積仮説では、細胞内でのエラーの蓄積

会における女性と同様、15 歳以降に初潮をむかえ、
その後数年のうちに妊娠していたであろう。妊娠

の結果、修復や老廃物処理などの正常な機能をお

が成功すれば、最低 2 年から 4 年の間は授乳を行

こなわせる細胞内遺伝子の機能が失われることを

い月経を抑制してきた。閉経まで生きのびること

意味するが、何がきっかけで正常では働くべき遺

も少なかった石器時代の女性の月経周期の総回数

伝子の機能スイッチをオフにするのかという点

は 150 回を越えていないと考えられ、一生の間に

で、プログラム説との境界はあいまいとなる。
プログラム仮説は、自殺遺伝子の意図的な活性

400 回以上もの月経を経験する現代女生とはまっ

化という概念によって完成する。しかし、自殺遺

たく異なっている。
がんの発生が加齢とともに増加することは、進

伝子が多く知られているのは主に胎児期であり、

化の重要な原理を示している。私たちが生得的に

生命の始まりにかかわっているプロセスを、生命

もっているがん制御機構は、進化の過程を通じて、

の終わりにまで適用するにはやや飛躍がある。
トム・カークウッドは「使いすての論理」を提

せいぜい 20 歳から 30 歳までの間に最大限機能す
るように設計されてきた。80 歳の老人のがんを

唱している 20）。

抑制するためには私たちの身体は進化してこな
かったのである。

すなわち、生物とは、環境から取り入れた資源
から子孫という遺伝子産物を造り出す存在として
理解できる。また、ダーウィン進化論における適

なぜ老化がおこるのか？

者生存の概念は、特定の生物が自然界でしめてい

なぜ老化するのかに対する古典的老化学説はエ

る生態的地位において、資源を子孫に交換する効

ラー蓄積（磨耗）仮説とプログラム仮説が有力だっ

率が最も高いものが多数派になるという概念とし

た。

て理解できる。生物が取り込んだ資源は、大きく

エラー蓄積仮説では、生きるということはエ

分けて自分の身体を良好な状態に保つこと（個体

ラーが蓄積することに他ならず老化は避けられな

維持）と子孫を残すこと（繁殖）という二つの目

いというものであり、プログラム説では、地球上

的に利用される。

には限られた量の資源しかないから、生殖を終え

次の世代に遺伝子を伝える役割を有する生殖細

た個体は種の利益のために死んで若い個体に道を

胞と、その世代限りの役割を担う体細胞とでは、

譲るようにプログラムされているという理論であ

維持しなければならない期間が異なる。生殖細胞

る。

は体細胞以上に良好な状態に保ってやらなければ

いくつかの実験的知見は、初期に恩恵をもたら

ならない。そのため、限られた資源をやりくりし

した遺伝子が老化に寄与していることを示唆して

て生きなければならない場合には、生殖細胞への

いる。たとえば、免疫系は、感染症から私たちを

投資が優先され、損傷を負っても十分な修復を受

守るために長い間に有害な化学物質を放出し、こ

けられない体細胞は事実上、使い捨てにされ老化

の同じ化学物質が、私たち自身の身体の組織を

するというものである。

徐々に傷つけ、やがて老化とがんをひきおこすの

ヒトの身体の修復システムは、現在のように高

ではないかという仮説などがエラー蓄積仮説であ

齢になるまで生きぬくことがほとんど期待できな

る。

い苛酷な環境のもとで進化してきた。ところが、

プログラム仮説を支持する見解としては、たと

近年、文明が急激に発展し、人類は環境を大きく

えば人体発生の初期には、手の指と指の間は細胞

かえた。その結果、事故や感染症など外的な要因

でつながっているが、やがて発生の進展とともに

による死亡率が低下し、その結果として老化とい
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う内的な要因による死亡率が鮮明となってきた。

生態系と疾病との関係は、必ずしも常にヨー

私たちが今、これまでどんな生物も経験したこ

ロッパ人の世界支配に有利にはたらいたわけでは

とのないような規模で老化を経験しているのは、

ない。

急激な社会的、文化的変革が、生物学的進化を追

ニューギニアは 1562 年にポルトガルの海洋探

いこしてしまったともいえる。カークウウドはそ

検隊によって発見され、1828 年に西側半分がオ

の老化論「使い捨ての体」に基づいて、「寿命は

ランダ領となった。それでも、ニューギニアに入

生まれつきプログラムされているわけでなく、ど

植したヨーロッパ人の数は少なかった。今日でも、

のような生き方を選ぶかによって大きくかわって

居住民の大部分はニューギニア先住民で占められ

くる。われわれは、この事実によって大いに勇気

ている。この状況は、南北アメリカ大陸やオース

づけられる反面、自分自身に対して重い責任をお

トラリア大陸、南アフリカの状況と対照的である。

うことになる」20）と説いている。

ニューギニアにヨーロッパ人が大量に定住する

この認識は、現在、異なる生態系、異なった歴

ようにならなかった大きな要因のひとつはマラリ

史・文化環境のなかで日々生活を営んでいるこの

アをはじめとする熱帯病の存在である。ヨーロッ

地球上のさまざまな民族にみられる老化の多様性

パ人はニューギニア低地の病原菌に敗北したが、

とも符合するように思われる。

ニューギニア人はユーラシアの病原にやられてい
ない。

Ⅳ．
疾病と地域、文明

ヨーロッパ人がニューギニアに大量に定着でき

疾病のありかたは、人々が生活する自然生態系

なかったもうひとつの要因は、ヨーロッパの農作

と文化的背景や文明によってそれぞれ異なる。現

物や家畜がニューギニアの自然環境に適していな

代の生物学的医学は、人体と疾病の関係を人種や

かったことである。小麦、大麦などのヨーロッパ

民族によらない普遍的理論で理解する方向に進ん

の主要作物は決してニューギニアに定着せず、ま

でいるが、疾病に対する理解には、環境による多

た持ち込まれた牛や山羊も人間と同様熱帯病に苦

様性もまた重要である。

しみ、数多くは飼育できなかった。
1963 年にインドネシアがオランダからひきつい

自然生態系と疾病

だ西ニューギニアは、イリアンジャヤ、その後パ

16 世紀、スペイン人たちによってインカ帝国

プアと名前が変えられ、現在ではインドネシアに

がほろぼされた事実は有名である。その勝因とし

よって統治されている。インドネシア人は、
ニュー

て、スペイン軍が騎馬と鉄器をもっていたことは

ギニア人と同様、マラリアをはじめとする熱帯病

大きいが、それにもまして、パナマとコロンビア

にさらされた長い歴史があり、強力な病原菌の壁

に移住したスペイン人がもちこんだ天然痘が南米

に直面することもなかった。バナナやさつまいも

先住民の間に大流行していたことがスペイン勝利

と い っ た 主 要 作 物 を す で に も っ て い た の で、

の伏線でもある 21）。

ニューギニアで生活する用意もできていた 21）。

天然痘やチフス、腺ペスト、インフルエンザな

生態系と疾病との関連で有名な事実は、EB（エ

どはヨーロッパではギリシャ時代から記載され、

プスタイン・バー）ウイルスの疫学である。EB

ヨーロッパ人の多くはこれらのウイルスや細菌に

ウイルスに感染すると、アフリカの黒人ではバー

対してある程度の免疫をもっていた。しかし、新

キット・リンパ腫という致死的疾患をひきおこす。

大陸先住民はこれらの疾病を経験していなかっ

一方、広東省や福建省などの中国東南部にすむ中

た。ヨーロッパの移住者たちがもちこんだ疫病は、

国人が EB ウイルスに感染すると悪性の上咽頭が

彼らが移住地域を拡大するよりも速い速度で南北

んとなる。しかし、欧米人や日本人では、EB ウ

アメリカ大陸の先住民部族の間に広まり、コロン

イルスは伝染性単核症という急性の発熱、咽の痛

ブスの大陸発見以前の人口の 90％以上を葬りさっ

み、リンパ節の腫れをもたらすが、生死にかかわ

てしまったという。

ることはほとんどない。とくに、日本人ではほと

その後、オーストラリアや大平洋の島々で同様
のことがおこっている。

んど実害がない。日本人の約 90％は、おもに乳
幼児期に、親子間の経口感染などで感染している
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ため免疫ができており、大人になってこのウイル

2017

では、まだ多産多死なのであろう。
山地ダニ族にいまひとつ特筆すべき医学的特徴

スに感染しても症状がでないか、でても軽症です

は高血圧の頻度がきわめて少ないことである。図

む。
このように、疾病は生態系と密接な関連をもっ

1（写真 4）は、同じパプアでもインドネシア文

ており、疾病をとらえる場合必ずしも生物学的グ

明が浸透している南岸のメラウケと中央高地ソロ

ローバリズムのみでは読み解けない面がある。

バ村における検診受診者の収縮期血圧と年齢との
関連をみたものである。通常の文明国では、加齢

ニューギニア高地人

にともない収縮期血圧は上昇するが、ソロバ村で

私たちは、1999 年から毎年、ニューギニア西

は、年齢と血圧の相関がみられない。また、収縮

部（イリアンジャヤ：後にパプアと改称された）

期血圧が 140mmHg をこえる「高血圧」を示した
者はわずかに 2 名に過ぎず、150mmHg をこえる

で医学調査を継続している。
日本のはるか南方洋上に浮かぶ世界第二の大島

者は皆無であった。この理由として、中央高地ダ

ニューギニアは、政治的にはほぼ中央で二分され

ニ族では塩が貴重品であるために、塩分摂取がき

ている。東半分はオーストラリアから独立したパ

わめて少なく、そのために血圧の上昇がおこらな

プアニューギニア、西半分は旧オランダ領ニュー

いと考えられる。

ギニア、現在のインドネシア領で旧名イリアン
ニューギニア特有の病気

ジャヤ、現パプアである。
自然環境的にニューギニアは、かつて、南米の

ニューギニアは、東南アジア諸地域と同様、マ

アマゾンとならんで、最後まで残された世界の秘

ラリアの猖獗地帯であるばかりでなく、ニュギニ

境とされてきた大熱帯降雨林を形成し、中央高地

ア特有の疾病が知られている（図 2—写真 5）。
パプアニューギニアの一部には、かつて人肉食

をめぐる深いジャングルは人間の生活をはばみ、
集落はわずかに、海岸地帯と中央高地の一部に限

に由来すると考えられたクルー（Kuru）病の多発

られている。

地域があった。クルー病とは、現在日本でも問題

原住民である山地パプアは、ダニ族、モニ族、

となっているヤコブ病の類縁疾患で、発病すると

カポーク族、ウフンドニ族などの部族からなるが、

急激な脳の萎縮とともに進行性の認知症状を呈し

互いに言語、習慣を異にしており、各地域に棲み

て死にいたる疾病である。人脳を食するために感

わけて生活している。その生活様式はきわめて原

染すると考えられ、近年、人肉食が禁止されたた

始的で、現在でも、石器時代に近い日常生活を営

め消滅した。
ニューギニア全体にみられるが、とくに北西部

んでいる部族もある。
私たちが接したダニ族の衣服は、男子ではひょ

に集積するといわれる疾病に脳のう虫症

うたんを乾燥してつくったコテカと称するペニス

（cysticercosis）がある。脳のう虫は、中間宿主で

ケースのみ（写真 3）、また女性も草の繊維から

あるブタを通じて、人の腸にはいり、血液を通じ

つくられたわずかな腰蓑をまとっているにすぎな

て脳に寄生してんかん発作や精神異常をきたす。
ニューギニアでは、慣習として石焼きでブタの肉

い。
火はよく乾いたトウと堅い木を摩擦しておこし

を調理するが、直接に火を通すことがないために

た焚き火が主体で、焼石で葉にくるんだ食物を蒸

調理の不十分なブタ肉を食べることになり、それ

して調理し、通常ナベやカマを使用しない。

が感染の契機となる。

中央高地にすむ山地ソロバに住むダニ族は、さ

私たちが、ニューギニアの高地住民を訪ねたと

つまいもが主食で、動物性蛋白はほとんどとらな

きも、病人を治療したことへの感謝をこめて、現

いが、体格は小柄ながらも頑丈で、体力は抜群で

地の人々からブタ肉の石焼きをごちそうになった

ある。しかし、寿命は短いとされ、25 歳を過ぎ

が、脳のう虫症の恐さを知っている私たちは、熱

ると急に老け込んでゆく。1999 年の私たちの医

がよく通っていそうな表面部分の肉だけを選って

学調査では、総受診者 267 名中で 60 歳以上の老

食べてはいたが内心戦々兢々であった。

人は 12 名（5％）、最高齢 65 歳であった。ソロバ
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写真 1

マナサロワール湖を隔てて聖山カイラスを望
む（1985 年 4 月、松林撮影）
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写真 4 パプアの沿岸部（メラウケ）と山地ソロバの
ダニ族における血圧と年齢との相関比較。血
圧と年齢との関係は、沿岸部では有意な相関
を示すが、山地ダニ族では相関がみられない。

ナムナニ峰（7,694m）

写真 2

ナムナニ峰 77,694m（1985 年 4 月、松林撮影）
写真 5 ニューギニア特有の疾病地図（ガジュセクに
よる）

写真 3 ニューギニア高地のダニ族。男性はコテカと
いうペニスケースのみを身に着けた原始的な
生活を送っている（1999 年、松林撮影）。

写真 6 ニューギニアの神経難病の実態を明らかにし
た奥宮論文。
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らく外国人による入域調査が禁止されていたた
め、その後の神経難病に関する実態はあきらかで
なかった。
私たちは、2001 年から本疾患の疫学実態を調査
するために、ニューギニア南岸低湿地帯でも検診
を継続している。今までに、約 1 万人程の住民に
検診をプロパガンダし、600 人程度の受診者を診
察しているが、ALS と診断してまちがいない例を
数十例程経験している（写真 6）
。欧米や日本では、
ALS の有病率は人口 10 万人あたりに 5 名ほどな
ので、これは少なくない数字である。ヤシの木に
写真 7 上州武尊さんにおいて今西錦司博士を先導す
る著者、後続は AACK 米本昌平氏（1982 年
8 月、榊原雅晴氏撮影）。

登って墜落するなどの脊椎の外傷の既往がニュー
ギニア住民では多くみられるため、このようなラ
イフスタイルが関連している可能性も否定できな
いが、これらの疾病が、今なお、ニューギニアの
一部に多いのか、あるいはグアムと同様減少して
きているのか、またそれは何故なのかという疑問
に答えるにはさらに調査の継続が必要である 23）。

第3章

アカデミック・ロマンティシズム

私たちは、医学という学問の基礎に立ちながら
も、研究室や病院から出るフィールドワークとい
う手法を通じて、人類の健康、疾病、老化という
現象の多様性をこれまで追求してきた。発想を得
るために、また現場で得た認識を整理するために
文献や書物も読むが、思考の原点は臨床と同様、
フィールドの現場からの観察を重視してきた。こ
のような消息を、野外活動におけるアカデミック・
写真 8 シシャパンマ峰（8027m）に登頂した 60 歳
の斎藤惇生博士と中島道郎博士（1990 年 5 月、
松林撮影）。

ロマンティシズムと私たちはよんでいる。私の内
部にアカデミック・ロマンティシズムがどのよう
に醸成されていったか、ここで、私がフィールド
医学をめざした源流を少し個人史的に述べておき
たい。

は、
筋萎縮性側策硬化症（ALS）とパーキンソン病・
認知症複合症候群といわれる神経難病である。

Ⅰ．登山と医学
私は、東京の曉星学園中学で山岳部に入部した。

前者は、全身の筋肉が進行性に萎縮してゆく原
因不明の難病で日本でも稀にみられるが、グアム

この中・高一貫のクラブ活動を通じて、私は山登

島とニューギニアに多発するといわれる。1960

りというものに出逢い、山を通じての先輩後輩と

年代からガジュセクたちが、ニューギニアで医学

いう人間関係を知った。

調査を行い、ニューギニア南岸低湿地帯にこの難

月 1 度の山行と夏山合宿、冬スキー合宿は、肉

病が多発することを報告している 22）。グアム島で

体的につらいことも少なくなかったが、精神的に

は近年、西洋文明が導入されるにつれて同疾患が

は充実した日々だった。教室で受講する諸学科と

どういう理由か減少したが、ニューギニアはなが

異なり、山の中で学ぶことは、テントの張り方、
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食事の作り方、地図の読み方、天気図の取り方な

ては、医学部学生に与えられる講義は受け身で

ど具体的な実践技術だった。登山という行為は、

あった。解剖学、生理学、生化学といった、医学

自然の美しさ、野外の動植物のすばらしさなどを

生にとって必修領域で得た認識、将来へのロマン

体得できる反面、自然の脅威がもたらす危険性の

も、未熟な医学生であった私にとってついに概念

中に身をおかざるを得ない。冬の谷川岳や北アル

の伝授という域はでなかったように思われる。

プスでしばしば報じられた山での遭難は、当時、

問題意識をもって課題を設定し、ロマンをもっ

社会問題ともなっていた。東京都教育委員会が高

て文献を調べ、チームを組織して実際に踏査し、

校性の冬山登山禁止を打ち出したのもこの頃で

記録したものを吟味して報告する、そして次なる

あった。

課題を設定するといった、学問における基本的姿

教室とは異なり、山では教えるほうも教えられ

勢を、私は医学部よりはむしろ山岳部で徹底的に

るほうもまさに真剣であった。山岳部が他の多く

鍛えられた。何をどうやって研究するかという、

のスポーツクラブと異なることは、山で生活をと

研究にとって基本的性格をかたちづくる枠組みが

もにするという運命共同体的な仲間意識をもつこ

登山と不即不離の間柄をなす伝統は、京大式の山

とであろう。曉星山岳部を創りあげていった社会

登りと京都フィールドワーク学派を創始した今西

人や大学生の先輩たちとの知遇を得るなかで、京

錦司博士たち先達に負うところが大きい。

都のユニークな登山の伝統も折にふれて聞かされ
た。高校高学年になるころには、京都大学にはいっ

Ⅱ．京都フィールド学派

て山岳部に入部しようと心に決めていた。

今西は、三高、京大の山仲間である西堀栄三郎、

1970 年、京都大学医学部へ入学と同時に私は

桑原武夫らとともに、昭和 3 年に京都帝国大学を

山岳部に入部した。全国から集まった同期 1 回生

卒業した。卒業後一年は兵役でつぶれるが、その

部員約 10 名は、高校時代に必ずしも山登りをし

後理学部大学院に入り、「剣沢の万年雪」などの

ていたわけではない。京大山岳部の方針も、高校

山岳研究ののち、「棲み分け」理論につながる

時代の登山経験の有無など問題にしてはいなかっ

フィールドワークに入ってゆく。

た。関東の大学山岳部ではスパルタ方式が一般的

ちょうどのこのころ、バウワー 著「ヒマラヤ

であったため、ある程度“しごき”を覚悟してい

に挑戦して，1931」が出版された。第一次大戦後

たが、京都大学ではスパルタはまったくなく、私

の苦しい中から準備をはじめ、カンチェンジュン

はやや気抜けした。しかし、山登りに対する哲学、

ガ（8,598m） を め ざ し、7,400m ま で 達 し た 後、

パ－ティーシップ、文献検索の方法技術の修得に

悪天候のため撤退するドイツ隊の公式報告書であ

対しては上下分け隔てなく厳しかった。山行回数

る。彼らはただちにその翻訳に入った。バウワー

も高校時代とは違って格段に多く、1 年間の入山

の報告書の第一章は「ヒマラヤ行の決心」という

日数は 100 日近くにもなった。部会では、ヒマラ

章で始まる。第一次大戦後の破産的時代にミュン

ヤ遠征が現実の問題として論議されており、今西

ヘンの郊外の谷間で、焚火を囲みながら、バウワー

錦司博士に代表される京都探検学派を築いた錚々

達が決心したのだった。

たる先輩諸氏に身近に接する機会も多かった（写
真 6）
。

これを読んだ今西たちは決心した。ヒマラヤへ
ゆ く 同 志 の 結 束 を は か る た め に、 今 西 は、

医学部でも、優れた教授陣による名講議は少な

Academischer Allpen Klub zu Kioto（AACK） を、

くなく、大講堂で講席に連なる医学部生にとって

京大卒業生を中心に創設する。今西たちはすでに

膨大な情報としての医学生物学の学問はそれなり

学生でなく、OB だったからである。この団体こそ、

に感動的ではあった。講議を聞き、教科書を調べ

のちに数々の海外遠征隊を派遣して、日本の山岳

るという医学の勉強は、生物というものがもつ神

界に不滅の足跡を残すことになる京都大学学士山

秘的な法則性とその普遍性に初めて出逢うという

岳会の誕生である。

貴重な知的体験を私たちにもたらした。

今 西 た ち は AACK 結 成 後 た だ ち に K2 峰

しかしその反面、新しいものをみずから解きあ

（8,611m）遠征計画に着手する。まだ世界中の誰

かしたいという行為者としての学問的欲求に対し

一人として 8 千メートルの頂に立っていない戦前
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の 1930 年代に、世界第二の高峰への遠征計画を

在学したことよりも、京都大学山岳部に在籍した

考えていたのである。かれらは K2 を目標として、

ことで自分の人生観が決定的な修正を受けたよう

富士山訓練、千島遠征、朝鮮の白頭山遠征という

に思う。
このように、学問とこん然一体となった京都

ように地道な登山と野外調査のノーハウの訓練を

フィールド学派の山登りの伝統は、1970 年に入

重ねていった。
昭和 11 年、京都大学が、小麦の研究で有名な

部した私たち新入部員の精神にも大きな影響を与

生物学者木原均博士を隊長に据え、ついに、ヒマ

えた。上級生となるころには、多くの仲間がヒマ

ラヤ K2 遠征計画を東京の英国大使館に提出した

ラヤ遠征計画を現実に考えていた。

というニュースが大阪毎日新聞に掲載された。し

しかし、1973 年から 74 年にかけて、私たちは

かし、英国の許可は来なかった。たとえ、許可が

あいついでかけがえのない岳友 8 名を山で失っ

きても、ヒマラヤ遠征は無理だったろう。なぜな

た。かつて、それなくしては触れ得なかったであ

ら、同年、中国盧溝橋に端を発した日中戦争がヒ

ろう自然と仲間たちとの交流、そしてともに未知

マラヤへの夢を断ち切ったからである。

なるヒマラヤをめざす実践とロマンの共有という

戦争が終わったとき、今西たちは既に 40 歳を

美しい諸相の発見を誇った大学山岳部生活は、友

いくつか過ぎていた。戦争のあいだ雌伏を迫られ

の遭難という悲哀と無力感にたえる日々の試練を

ていた今西たちは、終戦と同時に、あたかも堰を

受け、心の中にロマンティシズムにも解消し得な

切ったように世界中に飛び出してゆく。

い精神的な晦渋へと傾いていった。
学生時代に、私がヒマラヤに行くことはついに

今西は、1952 年マナスル偵察を行ない、1956
年の日本人による初めての 8 千メートル峰マナス

なかった。

ルを初登頂に導き、1955 年にはカラコルム踏査

Ⅲ．初めてのヒマラヤ

隊を組織した。
西堀栄三郎は 1958 年、第一次南極地域観測越
冬隊を組織し越冬に成功する。

医学部を卒業後、京大病院で 1 年間の内科全般
の研修を経て、私は神経内科を志望する医員とし

すでに仏文学者として名をなしていた桑原武夫

て静岡労災病院（現浜松労災病院）に赴任した。

も 1958 年、京都大学の初めてのヒマラヤ遠征隊

医師の卵としての一線病院での毎日は、まさに睡

長としてチョゴリザ遠征初登頂を成功させた。

眠時間との競合のような超多忙をきわめるもので

以後、山登りと探検と野外調査は、京都大学で

はあったが、日々新しいことに遭遇する研修期間

山登りを志す人間の、こん然と分かち難い思想へ

は、哲学的思念に堂々回りを重ねていた遭難後の

と継承される。未知、未踏の領域を追い求め続け

学生時代の心のありようを超えて、精神的にはこ

たアカデミックロマンチシズムと、フィールドを

のうえなく充実していた。

重視した生物学である。

赴任 1 年後、関西学院大学山岳部のカラコルム

探検と学問は、今西にとってこん然として不可
分の一体だった。現代のそれぞれの分野を創始し

遠征隊の隊付き医師としてヒマラヤへ行かないか
という話がもち込まれた。

たフィールドワーカーたち、梅棹忠夫、川喜多二

卒後 3 年目、ようやく臨床医学の初歩がみえて

郎、中尾佐助、吉良竜夫といった人たちが、一介

きた頃である。私は少し悩んだ。自分で企画した

の無給講師にしかすぎなかった今西の足下に集

遠征計画ではない。しかも、隊付き医師としての

まっていたのは、彼らが 20 代の青年時代であっ

限られた立場での参加である。それに、部長と 2

た 24）。

人だけの神経内科の診療をあけることがはたして

いまここで語ってきたように、京都大学山岳部

可能であろうか。

にはすでに連綿として、山登りと連動するそれぞ

しかし一方で、「憧れていたヒマラヤを一度こ

れの専門領域をこえた、野外調査の厳密で実証的

の目でみることができたら、あとはうしろ髪ひか

な学風と伝統があり、多かれ少なかれアカデミッ

れることなく医学に精進できるかもしれない」と

ク・ロマンチシズムを継承してゆく素地が先人に

いう気持ちが次第に強くなってきた。ある日、思

よって創られていた。私自身、京都大学医学部に

い切って心のうちを打ち明け、幸い、上司と病院

― 37 ―

老いを訪ねるフィールド医学とヒマラヤ登山（松林公蔵）

私が関西学院隊の一員としてカラコルムにでか

の許可を得ることができた。2 ヶ月の無給休職で

けた 1979 年 7 月、中国政府から日本山岳会にチョ

ある。
1979 年 7 月、私は、関西学院大学遠征隊本隊

モランマ（エベレストの中国名）登山許可の通知

が残置していった約 1 トンの隊荷を 40 人のポー

が届いた。ついで 10 月 31 日、中国政府が外国隊

ターに荷分けして、カラコルムのスカルドから

に 8 つの山を解放するとのニュースが伝わった。

ベースキャンプまで、単身 1 週間のキャラバンを

京都の動きはにわかに慌ただしくなっていたよう

開始した。初めてのヒマラヤではあったが、先達

だ。

の記録でルートはすべて頭にはいっている。氷河

1980 年 4 月、私は静岡労災病院から天理よろ

を歩く私の心は踊り、宿泊する村々の各所で求め

づ相談所病院神経内科に転勤となった。一方、京

られる施療にも充実感を味わった。

都からは、1982 年にチベットに遠征隊を派遣で

その日のキャラバンを終えて、夕方、キャンプ

きる公算が大であるので、参加希望者は身辺の態

を張ると必ず患者がおしかけてくる。化膿した傷

勢を整えよという連絡が頻繁に入るようになって

の切開治療、裂傷の縫合、骨折のそえ木作成、発

きた。天理病院は簡単には休職できない制度と

熱した乳幼児への処置等、覚えたばかりの救急医

なっている。

療を駆使して、可能な限りの施療をおこなった。

私は心を決め、いつでも出られるように 1981

しかしこの頃、生態系にねざす疾病の特徴、カ

年から鹿児島の民間病院に短期転職した。当時鹿

ラコルム氷河に点在する村々のおかれた社会状況

児島では、天理病院で私が何か不祥事をおこして

がうみだす病気の背景などには、残念ながら思い

流れてきたのではないかとの憶測が飛んでいた、

はおよばなかった。

とあとで聞かされ苦笑した。

私は幸運にも、隊付き医師ながら第一次頂上ア

1982 年 4 月 21 日、京都大学が初めてチベット

タック隊員に選ばれた。しかし、頂上約 300 メー

に派遣した登山隊はカンペンチン峰（7,281m）の

トル直下で岸壁にはばまれ撤退のやむなきにい

初登頂に成功し、私はその初登頂者のひとりとな

たった。第 2 次アタック隊も同様であった。最初

る幸運に恵まれた 25）。

で最後にしようと考えたヒマラヤ行で、私はつい
に頂上にたつことはできなかった。

この遠征終了を契機に私は京都大学神経内科に
帰局を命ぜられ、亀山正邦教授のもとで臨床神経

ふたたび、私は、病院の日常業務にもどった。

学に関する 4 年間の研究生活に入った。
一方 AACK では、戦前以来の悲願である西チ

Ⅳ．
ヒマラヤ初登頂

ベットのグルラマンダータ（中国名：ナムナニ：

京都大学山岳部を卒業した私は、京都大学学士

7,684m、写真 2）計画の実現にむけて努力を重ね

山岳会（AACK）に入会していた。AACK は今西

ていた。そしてついに、1985 年を期して、同志

たちが創設して以降、1981 年に創立 50 周年を迎

社大学、京都大学、中国登山協会の三者合同でナ

えようとしていた。

ムナニ遠征を実施することが、日中両国の間で批

折から、日中友好親善関係は緊密の度を加えつ

准されることになった。
1985 年のナムナニ隊に参加するつもりの私は、

つあった。AACK は、これまでにネパール、カラ
コルムなどヒマラヤ山脈南面に過去 5 回の遠征隊

1984 年中に学位研究論文を完成させねばならな

を派遣しいずれも初登頂に成功、あわせて周辺地

くなった。

域の学術調査を実施してきた。しかし、ヒマラヤ

京都大学では、春にナムナニ峰、秋にはブータ

山脈北面中国領チベットは戦後ながらく外国人に

ン・ヒマラヤのマサコン峰（7,200m）の 2 つの未
登峰登山計画が併行して動いていた。1985 年、私

はとざされてきた。
京都では、日中国交が回復される以前から、桑

は医員の職を辞し研究生となって態勢を整えた。

原武夫、西堀栄三郎などの長老を含め AACK 会

そして 1985 年 5 月 26 日にナムナニ峰 26）、10 月

員たちが、中国での登山活動および科学活動を実

14 日にマサカン峰の頂上 27）にたつことができた。

現しようと、あらゆるチャンネルを通じて中国と

この 1982 年から 85 年にかけての 3 峰初登頂の

の交流に努力をかさねてきた。

登山では、あわせて高所医学の研究もおこなうこ
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とができた。ようやく、京大式の山登りの緒につ

領域を限り無い情熱をもって探ってゆくことにあ

いたといえる。

るのだと思う。このような精神を、私たちはアカ
デミック・ロマンティシズムとよんできたことを

Ⅴ．
ヒマラヤ医学学術登山隊

すでに述べたが、医学のロマンは、ヒマラヤに医

ブータンのマサコン峰遠征から帰った翌年、す

学のフィールドを開くことであった。

なわち 1986 年 4 月から高知医大老年病科への赴

私たちが高所を旅すると、5,000m 付近ではげし

任を命ぜられた。小澤利男教授が主宰する高知医

い頭痛、
嘔気、
嘔吐といった高山病症状を体験する。

大老年病科は、老年医学、循環器病学、神経内科

さらに 6,000m をこえると脳浮腫、肺水腫などの致

学を 3 本の柱とする臨床講座である。しばらく私

命的事態をまねくことも少なくない。これらの段

は神経学の臨床と研究、教育にたずさわることに

階に無事順応しても、8,000m 以上では、人間はも

専念した。

はや正常な判断力を維持しかねる状態となる。す

1987 年暮れのことである。6 名の人間が、京都

べて低酸素による人体の影響と考えられている。

大学の薄暗い構内の一角で、あるひとつの「計画」

少数の登山家の事例と、ごく限られた高所にお

の実現に向けて総力を結集することを誓いあって

ける人間の最大酸素摂取率に関する観測から、
1964 年に米国生理学会は、あくまで計算上では

いた。
計画の柱は、
（1）1989 年遅くとも 90 年に 8 千メー

あるが「エベレスト頂上（8848m）では、人間は

トル峰を対象とした医学学術登山隊を組織し、登

酸素無しでは静かに横たわることのみが可能であ

頂の過程で超高所低酸素下における生理学的研究

る」との実験結果を発表した 28）。

を行うとともに、高所住民に関する疫学的、人文

「人類が無酸素でエベレストに登頂することが

社会学的研究を実施する。（2）その実績を基に、

果たして可能か？」という、戦前からいく度も繰

ヒマラヤをフィールドとする学際的研究分野を創

り返し論争されてきた探検的命題についに医学上

出し、医学領域では、現代医学的手法では解決困

の結論が下されたのである。すなわち、人は無酸

難な問題を新しい視点から切り拓くことを最終目

素でエベレスト頂上に達することは生理学的に不

標とする、というものであった。

可能である、と。

当時ではまさに、夢としかいいようのない構想

しかしながら 1978 年、ラインホルト・メスナー

を語りあっていたのは、松沢哲郎（京大霊長類研

とピーター・ハーベラーは、米国生理学会の名で

究所助教授：36 歳）、河合明宜（京大農学部講師：

不可能とした結論をくつがえして、無酸素でエベ

38 歳）
、瀬戸嗣郎（島根医大小児科助手：36 歳）、

レスト頂上に達してしまった。

平田和男（京大心臓外科助手：35 歳）、古川彰（中

このメスナーたちによるエベレスト無酸素登頂

京大学社会学部講師：35 歳）、松林公蔵（高知医

に驚いた米国生理学会は、この事実の生理学的う

大老年病科助手：36 歳）の 6 名である。

ら づ け を 実 証 す る た め に、1981 年 American

いずれも、学生時代、京大山岳部にほぼ同時期

Medical Research Expedition to Everest（AMREE）

に在籍し、ともに山に登り遭難を体験した仲間で

というエベレスト医学登山隊を組織し、6,300m

ある。卒業後、それぞれの専門の道を歩むかたわ

のキャンプで行なった低圧下運動負荷試験の結

ら、常に心のどこかで「山登り」を考え続けてき

果、やはり計算上ではあるが、無酸素でのエベレ

た者たちが、大学を出て 10 年後に、ふたたびひ

スト登頂の生理学的可能性を算出した。

とつの目標に向かって力をあわせることになる。
中心となる 6 名は、それぞ心理学者、農学者、

すなわち、人類によるエベレスト無酸素登頂の
可能性という生理学上の特定の問題を解決するた

社会学者、医学研究者と専門領域は異なったが、

めに、AMREE という医学探検隊が組織され、自

京大式の山登りを通して、自然を愛し、未知の領

らの学説の問題点を身を挺して実験に移したので

域とフィールドを重視する、今西錦司流の「生態

ある 29）。

学」的な精神を濃厚にうけついでいた

24）

一度公表された学理が、実践者によって修正を

。

「山登り」と「学問」に共通した点があるとす

受け、それを再度学理が追試するという事例は少

れば、それは、いかに困難であろうとも、未知の

なくないが、エベレストの無酸素登頂可能性課題
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は、その典型であろう。

「ヒマラヤにおけるフィールドワークとしての医

しかし以後、高所生理学の諸問題は、ヒマラヤ
ではなく、比較的安全な巨大低圧実験室で検討さ

学研究」の成果は、その後、ヒマラヤ学誌 1—7
号として公表されている。

れるのが世界の趨勢となる。低圧実験室で得られ

「ヒマラヤ医学学術計画」は、1987 年から、京

た多くの知見にもかかわらず、人間の低酸素に対

大山岳部を同期とする、社会の中堅にある立場と

する生理学的順応機構の詳細は未だ明らかではな

して日常の職場を離れることのしにくかったであ

かった。

ろう数人の気心知れた仲間が計画し始め、最後ま

また、大気中の酸素濃度が平地の 1/2 となる標

で完遂した。実践する過程では各人が、おそらく

高 5 千メートル付近には、多くの高地住民が生涯

3 年間の間、その個人がなしうる最優先課題とし

にわたって生活しており、慢性低酸素下に永住す

て没頭してきた事業であった。医学を探検的営為

る高地住民にどのような疾病が見られるのかも明

とただちに結び付けられるか否か、医学のパラダ

らかでなかった。

イムを創造できるか否かは、ひとえに私たちの今

一方、現代医学は、脳梗塞、心筋梗塞、慢性肺
疾患などの臓器の低酸素症を病態の基盤とする諸

後の情熱と能力にかかっていると、その時私は改
めて思った。

種の成人病という困難な問題に直面している。他

以後、私たちが世界中で展開することになる

方、慢性低酸素環境下に居住する高所住民が健や

フィールド医学の源流は、京大式の山登りとその

かな生活を営んでいる現状を考えれば、現代医学

精神であるアカデミック・ロマンティシズムにう

は、病態生理学の考察対象を文明圏のみならず、

らうちされたパイオニアワークにあったように思

地球的規模に拡げる必要にせまられている。

う。

医学研究者自身が自ら被験者として、8 千メー
トルのチベットヒマラヤの高所において、人間の
急性低酸素に対する順化機構の未だ明らかとなっ
ていない部分を、呼吸、循環、脳・神経、行動生

第4章

老いを訪ねるフィールド医学

Ⅰ．フィールド医学の提唱

理の面から解明し、また同時に、高地に長年順応

ローが提唱した successful aging「理想的な老化」

してきたチベット高地住民についても比較検討し

というものの具体的な内容は、いったいなんだろ

たいと、私たちが考えるようになっていった動機

うか？

はこのような歴史的消息による。

この地球上には、異なった歴史と文化にはぐく

私たちは定期的に京都で会合をもち、文部省科

まれた、様々な民族が住んでいる。その人々の、

学研究費への申請、対中国との外交折衝、高所医

老化のありようは、それぞれに異なる生活習慣と

学研究計画の立案、当時京大病院長であった戸部

もあいまって、さまざまに異なっていることだろ

隆吉教授に対する隊長就任要請、隊員候補の人選、

う。その中には、理想的な老化もあれば、そうで

予備踏査隊の派遣などで 3 年はまたたくまに過ぎ

ない老化もあるに違いない。私たちが、「フィー

去った。ここに、医学の既存のパラダイムを超え

ルド医学」という概念を考え始めたのは、さまざ

ようとした試行の結果の試みが、1987 年から数

まな民族の老化のありさまを、医学という窓を通

人の仲間たちと共に計画をはじめた「京都大学ヒ

じて客観的に眺め、自然環境や文化的背景との関

マラヤ医学学術登山隊」として結実した。

連を考察しながら、究極的には、「理想的な老化」

1990 年 5 月 17 日から 21 日にかけて、京都大

の多種多様な実体をとらえたいと考えたからであ

学ヒマラヤ医学学術登山隊 32 名の隊員のうち 15

る。その結果、現在では、successful aging という

名 が、 チ ベ ッ ト 自 治 区 に あ る シ シ ャ パ ン マ 峰

ローの標語よりも、地域の事情に即した豊かな老

（8027m）の登頂に成功した。登頂者 15 名のうち

い”
Optimal Ageing
“という概念を提唱している 30）。

6 名が医師であり、そのうち 2 名は 60 歳の医師
であった（写真 8）。

本節では、今まで述べきたった老化や疾病の本
質に即しつつ、フィールドの現場で得られた高齢

医学研究者自身が自らを被験者として、約 2 ヶ
月間にわたってシシャパンマ峰を舞台に展開した

者に関する多様な知見がもたらした認識をまとめ
てみたいと思う。
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の民族でも老化には共通した現象が認められる。

かつて、生物学は「死物」の研究でもあった。

Strehler が生物としての老化の原則として示して

動物にせよ植物にせよ標本を採取して分類すると

いるように、老化とは、
（1）誰しもが例外なく

き、その生物はすでに生きてはいない。うす暗い

（universality）、（2） 時 間 軸 に そ っ て 進 行 性 に

研究室に整然と並べられた標本箱・・・。このよ

（progressiveness）、（3） 衰 退 の 方 向 に 向 か う

うな、古典的生物学にあきたりず、自然の中での

（deleteriousness）、（4） 運 命 を 担 っ て い る

あるがままの生き物の世界を描きだそうと考えた

（intrinsicality）、からである。「すべての高齢者は

一群の研究者たちによって、「生態学」という学

一様である」という神話は、老化のこのような普

問が創始されてゆくことになる 24）。

遍的側面を語ったものであろう。この立場からみ

医学についても同様のことがいえる。かつて病

ると、人は若・壮年期はそれぞれにどんなに個性

気は、病院を訪れた患者を中心に、病院や研究室

的であっても、やがて歳とともに、比較的似た姿

の中だけで考究されてきた。しかし、病院を訪れ

になってくることになる。
一方、多くの老化に関する研究は、加齢ととも

る患者はあくまで仮の姿である。とくに、種々の
慢性疾患をかかえた高齢者のほんとうの姿は、あ

に個人差が増大する事実を示している。

くまで生活の場である家庭や地域にある。した

85 歳の高齢者を考えた場合、かくしゃくとし

がって、ありのままの高齢者の医学的問題をひろ

てまったく元気な老人もいるが、生存者の半数以

い上げようとするならば、医療スタッフのほうが

上は要介護状態にあり、同年代に生まれた人の半

地域にでていって、さまざまな自然環境、文化的

数以上はすでにこの世にいない。75 歳以上の高

背景のなかで暮らす、高齢者の姿をとらえなけれ

齢者が確実に増加している日本とは対照的に、

ばならない。

ニューギニアやチベットでは 75 歳以上の老人を

病院から地域にでてゆくフィールド医学の原点

みることは少なかった。高齢者の個人差からみる
と、幼年時代や若・壮年期の個人差などきわめて

のひとつはこのような消息によっている。
臓器専門科別に組織されている病院の制度内で

微小にみえてくる。
生物の老化自体は普遍的な概念とみなされてい

は、統合的診療の実践は容易ではない。医学が高
度に専門分化した結果、医師はその専門の臓器病

るが、普遍性にも多様性がありそうである。
老化の様態の個人差は、いったいどこからくる

変のみに関心を集め、それ以外の問題を顧みる余

のであろうか。もって生まれた遺伝的素因が確か

裕がないのも実情でもあろう。
その患者がどういうふうに暮らしており、どん

にあるだろうが、その人が生涯を送った自然環境

な仲間や家族がいてどんなものを食べ、日常生活

と文化背景と密接に関連するライフスタイルの影

の上でどんな課題を抱えているのか、こういった

響を無視できないだろう。したがって、人間の老

問題は大病院中心の医療ではほとんどわかりにく

化現象をより具体的に考究しようとすれば、自然

い。病院から患者が生活している地域へでてゆく

環境や文化がまったく異なる地域をも射程に入れ

フィールド医学の基本的姿勢は、医学の細分化で

た地球規模のエコロジカルな視点が重要であろう。

はなくその統合をめざすひとつの試みである。
高齢問題の学際性
老化に関する普遍性と多様性

先進諸国で発達した近代医学は、細菌学の進歩

老化についての神話は「人は歳をとるにつれて

と衣食住環境の整備を通じて、まず感染症の克服

一様になる」といい、他方、老年病学の格言は「人

に成功した。経済力にうらうちされた先進医療の

は歳をとるにつれて一様でなくなる」という。

進歩によって、急性期疾患の救命率は飛躍的に増

地球上のいかなる人種、民族でも、人は歳を重

大し、その結果として、先進諸国はかつて人類史

ねれば同じように、腰は曲がり、白髪はふえ、視

上類をみない速度で平均寿命を延ばし「長寿」を

力・聴力は低下し、頑固にもなる。

実現した。

発達、成長、老化というライフサイクルを通じ

しかし、著しい寿命の延長と超高齢化は必然的

て、生物科学的側面に限るならば、どの地域、ど

に、虚弱高齢者や要介護者をもたらし、これらの
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多臓器に慢性疾患をかかえながら地域で生活して

旅行者は格段に増加したが、逆に日本が異文化の

いる高齢者に対する医学的対応のありかたが 21

外国人をむかえいれ、異なる文化を理解し共生す

世紀医学に問われている。

るのはたいへん不得手である。イスラム文化やベ

高齢社会で医学領域にせまられている最重要な

ジタリアンの生活習慣を理解するようになるため

課題は、従来の疾病の治療という概念だけではな

には、多くの社会的軋轢がうまれるにちがいない。

く、慢性疾患をかかえた高齢者の生活機能障害を

どこの国からどのような資格要件をもった移住者

可能な限り維持し、その QOL をいかにすれば向

を迎え入れるのが最適かといった問題を考えるた

上させ得るかという従来の医学には問われなかっ

めには、文化人類学や社会学の知見が重要な資料

た難題である。しかし一方、高齢問題はひとり医

となるであろう。
そういう社会課題が、欧米はもちろんアジア全

学領域に限られた問題ではなく、より広範な考察

域に広がっていく。

を必要とする課題でもある。
日本で「団塊の世代」が 75 歳を迎える 2025 年

地球上のそれぞれに異なる地域固有の問題群に

頃までには人口の約 1/3 が高齢者となり、これに

立脚してなお、地域をこえてグローバルな地球上

ともない、医学の分野のみならず、政治、経済、

の諸課題について、何が問題でどのような解決法

社会の構造も大きく変わらざるをえない。

があるのかをさぐる学際的かつ文理融合の統合科

選挙権の約 1/4 を占める高齢者の意見が政治的
動向をきめることはまちがいない。高齢者が今後

学としての「地域研究」の手法は、21 世紀には
より重要となるにちがいない。

どのような政治形態、国際環境を望むかによって、
世界の政治動向が決まる。貧困や世代間格差ある

統合医療の実現
人のゲノム（遺伝子）に関する研究は、20 世

国際社会をどのように調和させるのかというのも

紀末になって飛躍的に進展した。21 世紀には、

政治学の課題である。
一方、経済の面からいえば、高齢者は消費の動

ゲノム解析をもとに個々の患者の生得的な遺伝体

向をも大きく左右するようになる。従来、「流行」

質を把握し、体質に応じた薬剤の処方、治療技術

など消費要素の大きな部分は若・壮年者によって

の選択が可能となるだろう。従来の画一的治療と

担われ、いったんある物財が流行すると画一的大

対比して、そのような医療は「オーダーメード医

量生産で消費欲求に対応してきた。しかし、個々

療」、「テーラー医療」とよばれている。

に多様な嗜好を有する高齢者の消費欲求に対して

また、再生医学の進歩によって、未分化な iPS

は、それぞれの要求に応じた多様な商品を用意す

細胞などから一個の完成した臓器をつくりだす技

る必要があるだろう。福祉予算の大半が高齢者向

術も急速に進んでいる。21 世紀には、脳以外の

けとなることを考えあわせても、景気の動向は、

臓器のほとんどは再生可能となる公算がたかい。

高齢者が求めるものをどの程度供給できるか否か

そうなれば、病変をきたした臓器を新しく再生し

によって決まる。高齢社会における経済学的研究

た臓器と取り替える治療が普及するだろう。現在

の重要性は論をまたない。

さかんに行われている人から人への臓器移植手術

もしも日本が、現在の生活水準レベルを維持し

も、過去の一時代を画した移行的な治療法として、

たいと考えるならば、第一次産業就労人口が決定

医学史の教科書の数行に痕跡をとどめるような時

的に不足する。エネルギー消費の抑制にどんな努

代が、近い将来おとずれるに違いない。

力をしても、自動車生活をバスに切り替え、セン

遺伝子を縦横に操作し、臓器というパーツを自

トラルヒーティングを火鉢の生活にもどすこと

在に入れ替えることを可能にする未来医学、文化

は、現実的に不可能である。日本の 10 年後には、

的遺伝子（ミーム）が生物学的遺伝子（ジーン）

約 100 万人の低賃金労働者の不足が見込まれてお

を完全に支配する時代の医学も、その底流には西

り、これに対しては、外国人労働者の導入によっ

洋近代医学からひきついだ「生物科学的」冷徹さ、

て対処することになるであろう。欧米はもとより

生命のみを至上とする西洋合理主義がよこたわっ

アジアでも多数の移民、難民の国境をこえての移

ている。

住は日常茶飯事ではあるものの、日本では、海外
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する「知能」と同時に、今ひとつ別の次元の特性、

うことは、ヒマラヤ高所医学のような特殊な領域

すなわち感情、情緒、意思、価値観といった必ず

でないと不可能と考えていた。

しも「科学」の原理には立脚しない「知性」を併

しかし、老年医学の実践過程において、高齢者

せもっている。尊厳や名誉、あるいは愛や美のた

医療は病院だけでは完結せず、高齢者が暮らす地

めには命をさえ惜しまないという行為もまた、

域や家庭を訪ねて、疾病や老化のありさまを、自

ミームにその根拠をもとめることができる。

然生態系や文化の枠組みのなかで捉えなければな

そして、医学がどんなに発達してもおそらくは

らないと痛感した。高齢者の「フィールド医学」

死というものを免れ得ない高齢者の医学にとって

の必要性を具体的に認識したのは、1990 年の「ヒ

は、生命よりも大切な、何ものにも還元できない

マラヤ医学学術登山隊」の終了後、チベット・ネ

個の価値観のほうが、重きをなす場面がふえてく

パールの高齢者の検診を行った経験が大きかっ
た。「フィールド医学」の重要性は、何もヒマラ

るであろう。
西洋近代医学の論理は、客観性、再現性、普遍
性といった、いわゆる科学的根拠に基づいた優れ

ヤに限るわけではなく、身近な日本でも適応可能
と考えたのである。

た利点はある。しかし、個人のそれぞれに異なる
価値観に応じた要請には十分に答えられないとい

「香北町健康長寿計画」

う冷徹な欠点をもまた併せもっている。

私がヒマラヤから任地の高知医大にもどった

21 世紀、高齢者医療の現場では、個々人の要

1990 年 7 月、高知医大老年病科では、当時の小

請にこたえる医療が再度重んじられるようにな

澤利男教授を中心に、地域在住高齢者の検診計画

り、オーダーメード医療を含む近代西洋医療と代

が具体化していた。高齢者の慢性疾患の発生には、

替・伝統医療を必要に応じて組み合わせた「統合

生涯にわたる生活習慣が重要であることが知られ

医療」がより主流となると考えられる。その場合

ている。検診計画の骨子は、老人の加齢と慢性疾

には、ますます地域の文化が重要となる。

患による能力の障害を、最低限にくいとめること

1990 年シシャパンマ医学学術登山が終了してか

ができるのは従来の治療医学ではなく、予防医学

ら、私たち数名の医師は、約 1 ヶ月間をかけて、

によってこそはじめて可能であろうという認識で

ヒマラヤ山麓、標高 4—5 千メートルに居住する高

あった。

所住民の疫学調査を行った。高所住民はみな、そ

したがって、高知医大老年病科は、従来測定が

の強靱な肉体と卓抜な運動能力とは対照的に、ひ

困難であった「高齢者の包括的健康度」を、身体、

どく老けてみえた。老婆と思えた婦人の歳をきく

精神面、社会的背景のすべての面から測定する方

と 30 歳代であることもしばしばであった。65 歳

法をまず確立し、高齢者に能力の障害をもたらす

以上の老人に出会うことはきわめてまれだった。

要因が、生活習慣のうち、どのような因子である

この疫学調査を通じて、私は、いかに生態系の

かをつきとめ、それらを予防してゆくことによっ

ちがいが人の老化のありさまに影響をあたえるか

て、「理想的な老化」を探し求めることを、老年

を実感した。異なる生態系や歴史、文化の枠のな

医学研究の目標にすえた。

かで暮らしている老人のありのままの姿をとら
え、異なった人間たちに共通した「老い」の多様

この構想は、まず、「香北町健康長寿計画」と
して実現することになる。

性を、医学という窓を通じてさぐる学問的手法、
「フィールド医学」の構想が具体的な像として見
えだしてきたのもこのころである。

高知県香美郡に香北町という町がある。高知市
の北東 30 キロに位置し、人口約 6 千人程度の美
しい町である。まんなかを物部川が貫流し、その
両岸を平行に走る山なみを源として、6 つの支流

Ⅱ．
ヒマラヤから高知、そして東南アジアへ
ヒマラヤ登山を通じて、私はフィールド・サイ

が麗しい渓谷をつくっている。急傾斜に、多くの
棚田が点在し、はるか昔に平家の一門が隠れ住ん

エンスの魅力を教えられた。当初、フィールド・

だとも伝えられている。65 歳以上の老人が人口

サイエンスは、生態学や地質学、霊長類学ならば

の 30％を占めている。当時、高齢化率の全国平

適合するが、医学でフィールド・サイエンスを行

均が 12％、高知県全体が 16％であることを考え
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高知医大フィールド医学研究会

ると、全国でも有数の老人町である。

高知という県は、日本全国の中でも長短あわせ

まず、香北町在住の 65 歳以上の全住民のかた
がたに、アンケートによって、身体ならびに精神

もった特異なお国柄である。平成 2 年の統計では、

面の健康状態を報告していただく。75 歳以上の

女性の家事労働時間は全国最低、では男性が協力

高齢者については、医師ならびに医療従事者、医

的かといえば高知の男性が日曜日に家事に費やす

学生が、直接、香北町を訪れ、健康状態を実際に

時間はこれまた全国最低、平均睡眠時間は全国最

検診した。

長の 8 時間。このゆとりを都会はみならうべきだ

高齢者の「健康度」を、精神・身体面、社会的

という 31）。

関連の中で客観的に評価し、毎年、追跡すること

県内総生産、県民所得も全国最低レベル、しか

により、高齢者の健康度を疎外する要因は何か、

し高齢化率は、島根県についで全国 2 位であった。

あるいは、健康維持に寄与する要因は何か、を明

あまり芳しくない高知の諸指標ではあるが、土

らかにして、加齢にともなう能力の衰退を予防し

佐の高知は明治維新以来、中央権力におもねらず

てゆくことが、本計画の目的である。このような

新しい発想には敏感で、時にすさまじい実行力を

悉皆研究は、国際的にも、また国内的にもまだ行

発揮する県民性をもっている。景気が悪いときは、

われておらず、初めての試みであった。

消費を抑制するのではなく、酒でも飲んで景気付

この「香北町研究」は、毎年、着実な成果をあ
げ、以後、平成 18 年の市町村合併で香北町がな

けをしようという人たちで夜の街はかえって賑わ
うような陽性の気質がある。

くなるまで 16 年間継続された。

高知医大は、そのような土佐の地に、昭和 56
年に新設された単科医科大学である。伝統がない

長寿伝説の里―フンザカラコルム

かわりに、清新の気風に満ちており、教官も学生

1990 年 8 月いっぱい、この香北町検診を行う

もあいたずさえて白紙に絵を書くような意気込み

過程で、私は、この香北町と同じ方法を、日本と

にあふれていた。目標さへみつかれば、新たな領

はまったく異なる環境に生活する海外の高齢者に

域を開拓してゆく探検の精神がいつでも発揮され

も適用できるのではないかと考えるようになっ

るような学風を感じた。

た。

海外学術調査隊を構想する場合、ぜひとも必要

夏から秋にかけて、ヒマラヤ医学調査の解析を

なのが、柔軟な頭脳と限りない夢をもつ若者たち

行いながら、時に京都で開かれる「ヒマラヤ医学

である。私たちは、国内あるいは国外で、医学に

登山計画」結果報告会では、人体の高所適応に関

関するフィールドワークを行う目的の学内団体を

して続々と新しい知見が報告されていた。このよ

結成した。「高知医大フィールド医学研究会」の

うな余韻のなかで、香北町高齢者と海外の高齢者

誕生である。

を比較することによって、自然環境、文化背景が、

以後、この高知医大フィールド医学研究会は、

老化におよぼす影響の違いを明らかにできないだ

世界中の高齢者を対象にフィールド医学を展開す

ろうか、このような夢が私の胸のなかで次第にふ

る組織母体となるのである。高知医大フィールド

くらんでいった。しかもこの作業を、高知医大の

医学研究会が世界に派遣した医学調査隊は、1991

情熱ある若手研究者と医学生を中心として、91

年カラコルム・フンザ 32）、1992 年フンザ第二次

年夏をめどに実現したいという構想は、次第に私

隊 33）、1993 年南米アンデス 34）、1994 年中国雲南

のなかで固まっていった。

省

そして、調査対象地域として、10 年前に私が

35）

、1995 年 チ ベ ッ ト、1998 年 モ ン ゴ ル

1999 年ニューギニア

36）

、

37）

、韓国などであった。

初めてヒマラヤを訪れ、しかも登頂できなかった
カラコルムが心に浮かんだ。カラコルムには、伝

東南アジアの老人たち

説的に長寿の里として知られているフンザがあ

平成 12 年、私が京都大学東南アジア研究セン

る。しかもカラコルムはまた、1974 年に京大山

ターへ異動したことにより、私たちのフィールド

岳部の親友、高木真一と伊藤勤のふたりが、K12

医学の場は東南アジア地域に拡大した。また、そ

峰初登頂の後、命を落とした鎮魂の地でもあった。

れまでは、医学の領域からフィールドを眺めてい
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たのだが、センターへの異動によって、政治・経済、

高齢者がもっとも恐れるのは、空虚な余生、寝た

文化人類学、農学などのフィールド研究領域に医

きりの延命、そして、予測もしていなかったよう

学部門を構築することにかわった。今まで医学の

なみじめな死にかたである。
高齢者の QOL を規定する要因は、
（1）身体的、

側からフィールドをみていたが、今度はフィール
ド（地域）研究のほうから医学をみることになる。

（2）精神的、
（3）経済的、
（4）社会的、そして（5）
”

さらに、さまざまな分野の地域研究者たちと協力

Spiritual”といわれる。Spiritual という概念は、多

してフィールド医学を展開する道筋も開けてき

くの民族では宗教とおきかえてもよいかもしれな

た。東南アジア諸地域におけるフィールド医学的

い。キリスト教では神、イスラムではアラーの教

知見は、学際的な地域研究者と共同して得られた

え、仏教では涅槃、中国では家系と信、侠などで

ものである。京都大学東南アジア研究所において

あろうか。

私たちは、シンガポール 38）、韓国 39）ベトナム 40）、

ベトナムにおけるうつの頻度が低いこと、ミャ

西ジャワ 41）、ラオス 42）、ミャンマー 43）、タイ 44）

ンマーの宗教をバックボーンとする老人ホーム入

などの高齢者と接することができた。

所 老 人 の QOL が 高 い こ と は、 高 齢 者 に と っ て

一方、高知医大フィールド医学研究会の同僚で
あった奥宮清人は、2004 年から総合地球環境学

Spiritual な価値観がいかに大事であるかを教えて
くれる。
日本人高齢者にとって、Spiritual とはいったい

研究所にきて「高所プロジェクト」を立ち上げ、
中国青海省 45~48）、インド・ラダーク 49）、南米アン

何をさすのだろうか？

デス 50） に住む高齢者を調査し顕著な業績をあげ

や「孝」の概念、儒教、武士道、徳律など、その

かつては、日本的「家」

ている。

社会的是非はともかく、本人にとっては spiritual
な価値概念が日本にも存在した。

生きがいと尊厳死

日本の老年医学は、疾病以外にも、高齢者の

ゲノム医学が完全に解きあかされ、オーダー

QOL を構成する身体的な問題としての ADL、精

メード医療にもとづく再生医療が多くの交換可能

神的な課題である「抑うつ」、社会的対応として

な臓器をつくりだすことに成功したとしても、人

の介護システムの改善にとりくむようになってき

間が 120 歳を超えて生存し続けることは、おそら

た。しかし、日本人にとっての現代的 spiritual な
価値をいまだに探しだせていない。日本語の「生

く困難ではないかと思う。
病変をきたした臓器を新しいものに交換できる
ことは、慢性疾患に苦しむ高齢者にとって、大き

きがい」という語感には、spiritual な要素が多く
こめられているように印象される。
高齢者が、生の終わるその最後の瞬間まで、豊

な福音をもたらすことは間違いない。
しかし、人類にとって死が不可避である以上、

かな生きがいと従容とした自得をもって生き、そ

その死までの限られた期間をどのようにして豊か

して尊厳をもって死んでゆける、という事態は、

に過ごすかということは高齢者にとって最大の問

すぐれて個人的問題ではあるのと同時に、そう

題である。たとえ、高齢になっても元気でかつ能

いった社会の枠組みを私たちの叡智がはたしてつ

力が維持されていたとしても、その能力がいかさ

くりだせるのかという問題でもある。

れる社会的枠組みが存在しなければ、高齢者は限
「老い」を包括的にとらえる

り無く退屈な時間を過ごさざるを得なくなる。
また、人が必ず死ぬものであると考えれば、同

元来、医学の存在理由は､ その原初においては

時に、どのような死にかたをするのかということ

個人の､ あるいは家族の､ ひいては民族の価値の

は、高齢者自身にとって最大の関心事でもある。

体系と合致していたからであろう。

生を継続するための医療が飛躍的に大躍進をとげ

しかし､ 西洋医学の発達とともに、医学の生物

たとしても、尊厳ある死を保証するという確証は

学的側面が西洋的価値体系である「自然科学」の
名のもとに強調され､「人間」の側からの主張が､

ない。
フィールドの現場で出逢った多くの高齢者は、

ともすれば、それは「非科学的」であるゆえに正

死そのものを恐れてはいないように印象される。

しくないという形で､ 圧し込められてきた経緯を
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の数はきわめて少なく、人々は個人の「老い」と

否定できない。
かつて「自然科学」は、地球上のあらゆる現象

「死」を、疑う余地のない当然の運命として受け

を､ 普遍的な原理に還元しようとしてきた。そし

入れ、あらためて問いなおすまでもない自然の摂

て、その原理に適合しない文化や人間学は､ 科学

理と考えてきた。

に対立するものとして考えられてきたふしがあ

人の“老い”が個人の問題をこえて社会として

る。この根底には､ 西洋的な考え方や価値体系が

認識され、人の「老化」が科学や医学の問題とし

唯一絶対の尺度であるという暗黙の前提があった

てとりあげられるようになったのは、近々、この

ように思われる。

100 年以内のことである。

「あなたの言うことは､ 単なる思想もしくは宗

多くの人間が 20 歳か 30 歳で亡くなっていた数

教であって､ 科学ではない」という、科学論の角

百万年にわたる長い先史時代、また多少の例外を

逐した場で、相互に加えられる非難は､ 実は非難

除いて大多数の人が 50 歳か 60 歳くらいまでには

として十全の意味をもってはいない。なぜなら､

死を迎えていた数千年におよぶ歴史時代、そして、

本来「科学」とは、
西洋的普遍主義のほかにもなお、

かなりの人が 80 歳、90 歳まで生きるようになっ

個々の人間や民族固有の価値体系を理解し､ それ

たこの数十年、その時代によって、「老人」のと

を学問的に翻訳していこうとするものでもある。

らえかたは各々異なっていたであろう。

人文科学は､ もともと普遍主義を否定し､ 価値の

現在、国際的な「老人」の定義は 65 歳とされ

相対性を説いている。そういう意味でも、価値相

ている。2050 年、日本の 65 歳以上の人口は総人

対的な視点にたつ地域研究が必要であると思う。
「老化と健康」という一面は純粋生物学的現象

口の 1/3 を超えるが、そのうちのかなりの人々が
元気で過ごしているはずである。

でありながら､ 一方では､ その個人の価値観にか

老人の定義を 65 歳とするのは、もはや、日本

かわるテーマの模索を通して､ 私たちが認識した

では現実的ではない。事実、本邦の地域在住高齢

ことは､ 互いに異なる人間集団を､ その文化や環

者では、65 歳から 74 歳までの人々の 9 割以上が

境に照らしてあるがままに理解し､ それを全体と

日常生活に支障なく、農業をはじめとする何らか

して包めるような「科学的視点」の大切さである。

の職業を継続している。
少なくとも日本では、老人の定義を 75 歳以上

老いという問題を理解するためには、自然科学と

とし、それまでの期間の社会的雇用を確保するこ

人文科学の統合が必要である。
現在の分析的医学のみにとらわれずに､ より広

とが重要であろう。年金をどのように運用するか

い視座にたった方法論の創造が､ 現在私たちが直

という政治的課題はまだなお残るが、就業希望者

面している超高齢化社会には必要なように思われ

に対しては、年金よりも、それと同等かそれ以上

る。

の収入が得られるだけの雇用が創出されることを

人間の「老い」を考える時、病院医学が志向す

高齢者自身は望んでいると思われる。

る普遍的で純粋生物学的な観点と同時に、異なる

21 世紀は、前世紀に高度に発達した工業社会

生態系が修飾してあらわれる老化現象の多様性、

から、知的産業への転換が主流となるであろうが、

さらには何ものにも還元できない一個人の生涯の

高齢者の智恵は、時間と効率を要求された工業社

意味としてたちあらわれる文化的価値の体系を包

会と異なって、その豊富な社会的経験、人的ネッ

括的に探ろうとするフィールド医学の存在意義が

トワーク、環境との調和、等、いずれをとってみ

ここにあると思われる。

ても、21 世紀の知的産業になじみやすい。
高齢者は不必要な資産を形成する必要もなく、

おわりに

また子供たちはすでに独立していることを考えれ
ば、国境を超えての就職にも抵抗が少ない。また、

周知のように、「古稀」という言葉が 70 歳を意
味するのは、
「人生 70 古来稀なり」という杜甫の

若・壮年時代よりも協調的でもある。異文化社会
に参入しても生まれる軋轢も少ないであろう。

詩句によっている。永い人類の歴史のいつの時代

すでに国内では定年をむかえた 65 歳から 80 歳

のどのような集団にも“老人”は存在したが、そ

くらいのまだ能力ある多くの高齢者が、今、世界
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と優れたかたちで創始されたことと思われる。

ながり、その人の能力をいかすことにもなるので

亡き岳友の鎮魂とそのなし得ざりしパイオニア

あれば、よろこんで海外へでてゆく高齢者は少な

ワークへの夢の実現を意図して、当時同世代で

くないと考えられる。

あった山岳部員有志数名が「京都大学ヒマラヤ医

先進諸国の高齢者による海外発展途上国への技

学学術登山隊」を計画し成功に導いた。同時に、

術指導は、より競争圧の少ない低コストの知的産

このヒマラヤ医学への試みは、私の医学に対する

業を生み出す可能性をもっている。“海外老年協

考え方を大きく転換させる契機ともなった。

力隊”の創出は、先進国内ではコストの上からも

高知県香北町における高齢者フィールド研究

若者との競争にたえられず十分に活用されていな

は、私の「老年医学」観の醸成に決定的な変革を

い高齢者の知恵や技術を、より積極的に有効活用

もたらした。小澤利男博士をはじめとする老年病

できる可能性がある。このような活動は同時に、

科の各位によって、私は、老年医学に関する深い

国際的な高齢者の連帯を生みだす契機ともなり、

洞察を教えられた。また香北町を始めとする世界

個々の文化に固有の多様な価値観をそれぞれ尊重

中でのフィールド医学研究という事業を通じて、

しながらも、地球人としての社会の高齢問題を高

医学のみでは学びきれないかずかずの実務的問題

齢者自身の対話を通じて考えてゆくことが可能と

の解決に関する教示もいただいた。
東南アジア諸国における医学調査は、京大東南

なるかもしれない。
日本人高齢者の国際化は、多様な価値観をもっ

アジア研究所の地域研究フィールドワーカーたち

た異郷の高齢者との邂逅を通じて、日本人がかつ

との共同作業である。東南アジアにおける学際的

て失った spiritual な生きがいを発見する契機とな

地 域 研 究 者 た ち と と も に 行 っ た 共 同 営 為 は、

る可能性もある。

フィールド医学の視点を医学以外の領域に拡大さ

社会の高齢化は、一部に要介護老人を生み出す

せてくれた。今まで、医学という枠組みのなかか

のも事実ではあるが、一方では、元気で能力のあ

ら眺めていた高齢者の姿を、人文・社会的、政治・

る多数の高齢者を擁することでもある。高齢者が

経 済 的 文 脈 か ら と ら え な お す こ と も 学 ん だ。

まだまだ元気で、意欲、能力が継続している期間

フィールド医学の視野の拡大の多くは、研究所の

は、その社会的なちからを有効に活用できるよう

同僚たちからの啓発におっている。

な社会の枠組みをつくってゆくことが重要であ

あわせて関係各位に感謝したい。

り、それこそが、ひいては、高齢者自身の QOL
を高めることにつながるものと思われる。
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Summary
Field Medicine Searching for Human Aging and Himalayan
Mountaineering
Kozo Matsubayashi
Professor Emeritus, Kyoto University

The need to provide comprehensive and holistic medical care has been called for; however, it is not easy
to provide integrated health care within a hospital system that has been compartmentalized into specialties.
Medical stuff working in hospitals tend to think in terms of diseases and conditions in his/her specialty
and has little latitude to consider other issues.
How is the patient spending his/her time? What kind of social interaction and support does the patient
have from friends and family? What does the patient eat? What are the important issues this patient faces
in daily life? What is their wisdom regarding their purpose of life?
These are not questions asked by medical staff in hospitals.
In field medicine, clinicians with local health care stuff enter into the communities where their patients
live, and we try to prevent and intervene diseases based on the ecological and cultural view-points on sites.
The concept of Field Medicine was shipped my Himalayan Mountaineering. In this discussion, inspired
by my Himalayan mountaineering, obtained through Field Medicine in the world, discussing the overall
knowledge about human aging.
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