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飲酒と健康に関する講演会

垣添　忠生
公益財団法人日本対がん協会　会長

アルコールと泌尿器疾患

　皆さん、こんにちは。垣添です。私は今日「泌尿器疾患とアルコール」ということで招かれたのです
けれども、実は堀江先生の話を聴いていると、大変反省をしていて、演者として不適切ではないかなと
思っています。実は私、正月に父親が会社の人をたくさん呼んで家で宴会なんかをしていると、それを
手伝っているうちにビールなんかちょっと飲むと、「苦味がなかなかいいな」とか、日本酒なんかを飲
むと、「うめえなと思って、大人はいいな」、なんて思っていたのです。だから子どものころからチラチ
ラ飲んでいたのですね。配布された適正飲酒の 10 カ条というのを今日初めて見て、じーっと見ていま
すと、この 3 番目の「強い酒　薄めて飲むのがオススメです」は、「強い酒はロックでしっかり飲むの
がおいしい」と、私は思っているのです。それから「つくろうよ　週に二日は休肝日」、毎日飲んでい
るのです。さらに「やめようよ　きりなく長い飲み続け」、そんなに長々飲むわけじゃないのですけど、
やはり年に何回か、この歳になっても飲み続けて、翌朝深い反省を、堀江先生の絵にでてきたような、
あんな生活をしているのです。どうも今日は本当はここに出てくるのはまずかったなと思っているので
すけれども、一応アルコールと泌尿器科疾患。いろいろ勉強したのですが、ほとんど話がないのです。
実はこれ一枚。
　慢性アルコール中毒で精巣、睾丸が委縮する。そうするとテ
ストステロン、男性ホルモンが低下して、あるいは肝臓でエス
トロジェン代謝が低下するためにインポテンツになったり、あ
るいは女性化乳房。男性でおっぱいが少し大きくなると、こう
いうことが知られています。不妊とアルコール摂取は関係がな
い。精子の運動性や数には関係ないと報告されています。それ
から肥満、糖尿病、アルコール摂取、これは前立腺肥大症に多
少関係があるといわれていますが、前立腺がんとは関係がない
といわれています。これでおしまいだと誠に申し訳ないので、
もう少し話を広げてみます。話題の転換点で、今日は山のシリー
ズで山の写真を入れます。
　アルコールというのは結局人間の問題ですよね。私ども臨
床をやる場合に患者さんの多様性とか、そういうことをよく
考えておかないといけないし、特に私はずっとがんをやって
いましたので、国ががん対策を進める場合も、やはり個人の
物の考え方などをきちんと理解した上でないとうまくいかな
い。そういうことで、「人間の理解の大切さ」ということを、
少しお話をさせていただこうと思います。最初はいくつかの
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事例。それからがんと生活習慣、人の多様性、ライフステージと健康、このお話を順次させていただき
ます。ですから直接アルコールと関係ないですけど、ご容赦ください。漫談みたいなものです。
　これは横山大観。あの人は若いころ岡倉天心に師事していて、岡倉天心というのはすごく酒飲みで、
大観にあなたどのくらい酒飲むのと聞かれて、3 合ぐらいと言ったら、そんな情けない飲み方するんだっ
たら飲むなって言われた。そこで発奮して最盛期には 1 日 2 升 3 合ぐらい飲んでいて、晩年も一升、ほ
とんど酒だけ。ずっとそういう生活を続けて 89 歳。しかもたばこを吸っていますよね。それで 89 歳ま
で生きたのですね。でもこんなに美しい絵を描いています。あるいはこれ。酒仙という言葉が彼にはか
ぶせられておりますけど、本当に澄み切った美しい絵だと思います。酒ばかり飲んでいて、こういう絵
を描く人がいるということですね。
　これは中国の陶淵明という詩人です。この絵を描いたのは富岡鉄斎ですが、この書も絵もまことに見
事だと思うのです。陶淵明という人もすごい酒飲みで、彼の詩があります。「千秋万歳後　誰知栄与辱
　但恨在世時　飲酒不得足（千秋万歳の後　誰か知る　栄と辱とを　恨むらくは　世にありしとき　酒
を飲むこと　足るを得ざりしを）」。ものすごい酒飲みなのに、死ぬとき飲み足りなかったと後悔してい
るなんて。こういう詩を読むと、私も酒飲みですが、そうならないようにしっかり飲むと思って、やっ
ています。
　また話題変わります。これは北海道の大雪山渓をガイドさんと一緒にずっとテント泊まりして歩いた
ときのスライド。いい天気ですごく気持ちよかったです。
　次はがんと生活習慣。皆さんよくご承知のように、生活習慣
と病気との関係で、がんに関していいますと、たばこは吸わな
い、吸っていたらやめる、お酒はほどほど。塩辛い食品は控え
めに、野菜や果物は豊富に、適度に運動して、適切な体重維持、
が指摘されています。がんというのは慢性病ですから、こうい
う生活を毎日何十年も続けていけば、何種類かのがんはだいぶ
遠ざけることができるみたいで、3 分の 1 ぐらいは予防できる
のではないかと考えられます。
　それから生活習慣病。糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満。たばこも酒も食事の内容も運動不足も、す
べてこれに関係するわけです。それから世界的に見ると、たばこと砂糖の取り過ぎが口腔疾患を招くと。
これは WHO が明確に警告をしています。生活習慣病もがんも、とにかく長くそうした生活を続けてい
ると、こういういろいろな病気になるということで、健康上の大事な問題だと思います。
　これは若干古いのですが、がんと生活習慣の関係で、ここにがんの種類がずっと書いてある。ただ今
日お話のあった膵臓とか肝臓の部分は十分書いてないのですが、アルコールと関係するのは、口腔・咽
頭とか喉頭・食道。肺はあまり関係ないかな。それから結腸、乳房のがんが関係することが知られてい
ます。
　これは大腸の内視鏡で、ポリープがあってそれを切除しているところです。3 つポリープがあって、
それを内視鏡切除して、一番大きかった 1 センチくらいのものの中に、一部腺がんができていました。
まだこれは大腸が狭窄を起こすような状態よりずっと手前で治してしまったのですけど、この幸運な患
者さんがこの人です。個人情報保護法の時代ですから、顔にブラックバンドをつけていますけど、おわ
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かりのように私です。
　私はその後、がんセンターの総長をやっているときに、国立がんセンターはがんの予防とか検診の研
究が不十分だと思って、当時の厚労省の理解を得て、築地のキャンパスにがん予防・検診研究センター
というのをつくってもらいました。そこを私、1 年経ったころ、体験受検したら腎臓にがんが見つかっ
たのです。このセンターではお腹の中を超音波でなでると、がんがどのくらい見つかるかという研究も
含めているということを了解した人が、お金を払って受けるという方式です。ちょうど左の腎臓の辺り
をなでています。これが皮膚面なのですが、ここに腎臓が黒く写っています。この白いところは腎臓が
作った尿がたまる腎盂。そこから細い輸尿管という管を通って膀胱へ尿が流れていくのですが、ここに
小さい玉があります。これは何かということなのですけれど、この予防・検診研究センターではオプ
ションとして PET 検査もやります。PET というのは Positron 
Emission Tomography の略ですが、ブドウ糖に放射性同位元
素を付けて、それを静脈注射すると、細胞分裂が非常に盛んな
所に集まる。ですから炎症が強いところ、あるいはがんのとこ
ろに集まるわけですが、ブドウ糖ですから、脳は非常に糖代謝
が盛んですから真っ黒に写りますし、入れた薬が代謝されて尿
に出てくると、腎盂だとか膀胱が真っ黒に写りますので、こう
いうところの診断には使えないのです。先ほどの超音波で見つ
かった玉の部分が、もし PET 陽性だとしたら、左の腎臓のこの辺りに、黒い玉がピッと出なくてはい
けないのに、これは PET 陰性でした。いろいろ検査して、やはりあれは腎臓のがんだということで、
診断されたのは確か 4 月 2 日なのですけれど、総長時代、ものすごく忙しかったものですから、一番ス
ケジュール調整の少ない 5 月 20 日に入院して、午後から手術してもらいました。
　腎臓の部分切除を受けたのですけれども、これががんで、その周りにカプセル、厚い皮膜があって、
これが正常な腎組織です。ここにスケールが入っていますけど、直径約 1 センチです。この黄色い枠内
を拡大して、病理検査をすると、これががんでこれがカプセルでこれが尿をつくる正常腎組織です。こ
の黄色い所をさらに拡大すると、これががんの部分で、これがカプセルの一部なのです。明るくて淡い
細胞、淡明細胞がん、英語でclear cell carcinomaといいますが、わずか直径1センチのがんですけれども、
典型的な腎細胞がんです。
　あの 1 センチのがんが 5 ～ 6 年経って、直径 6 センチとか 7 センチになると、先端が腎盂を噛みます。
そうすると尿に血が混じります。血尿。そうしたら必ず病院へ行って、泌尿器科を受診して、6 ～ 7 セ
ンチあった腎臓がんだったら簡単に診断できますが、そこまで育つと腎臓がんは肺転移とか肝転移とか
骨転移、脳転移が起こりますから、そうなるとまず助かりません。ですから、国立がんセンターの現職
総長で泌尿器科を専門にしている医者が、腎臓がんで死なないで済んで、大変良かったなと思っている
のです。
　腎臓がんにしても大腸がんにしても、どうも運動不足とか酒の飲み過ぎが関係するようで、それで私
はそのときから反省しまして、今は朝起きると起床時に筋トレとストレッチを、今は 45 分ぐらいやっ
ています。スクワット 50 回ずつ 2 セッション、腕立て伏せを 100 回、背筋 100 回、腹筋 500 回。空手
を昔、私は全学の空手部でやっていたので、今も突き100回と蹴り100回をやります。さらに今日はちょっ
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と膝を痛めているので付けていないのですが、アンクルウエイ
トを片側に 1.5 キロ、両方 7 キロ、じゃない。3 キロだ。7 キ
ロ付けたのはヒマラヤに行った先生だ。それで目標 1 日 1 万歩
歩く。地下鉄の乗り換えなんかでエスカレーターがたくさんあ
りますけど、なるべく乗らないで歩くということをしています。
　それから私、ほぼ 7 年前に妻をわずか 4 ミリで発見した小細
胞肺がんを治せなくて亡くしてしまったのです。以来、悲しみ
を癒すためにまったく新しいことを始めようとして、居合を始
めて、今もそれを続けていて、週 2 回ずつ 2 時間くらい、汗びっしょり稽古します。例えばこれは居合
ですね。剣道やったことがない人間に居合ができるかといって、いろいろ知人に相談したら、三菱居合
道部に紹介されました。三菱居合道部というのは夢想神伝流という白装束の稽古着で、これは 1 級の審
査を受けているときの様子ですけれども、流派によって黒装束の人もいます。居合というのは刀をびゅっ
と片手で抜いて、それから両手で切り下すというのが基本です。一応様になっているように見えるので
すが、剣尖が上っているし、しかもぶれているし、目線が下を向いていて、どうも具合悪いですね。こ
れは両手で切り下したところで、これも一応形はできているのですけれども、とても人を切るような目
つきではないです。それでも一応一級を通してもらって、数カ月後に初段をもらって、初段になると 1
年あけて二段を取って、二段を取ると 2 年あけて、三段を受ける。昨年の 3 月に私三段になって、その
ときから、「本身」、本当に切れる日本刀を使って、今もずっと真剣を使って稽古をしているのですが、
たまに自分の体を傷つけるのです。パーッと血が出て。日本刀ってよく切れます。その緊張感で腕が上
がるといわれているのですが、今はこんな一級審査時のような未熟な格好ではないですけれども、そう
やって居合をやっている。
　あるいは山の方も、北海道に行くときは山のガイドさんに同行してもらうのですが、本州にもいい仲
間が 3 人いて、冬もやろうなんて言われて、八ヶ岳の硫黄岳に連れて行ってもらいました。私がこんな
10 本爪のアイゼン履いて、ピッケル持って、冬山に登るなんて夢にも思わなかったですけど、こうい
う人生を送っている。
　それからカヌーの方も、これはカヌーガイドさんと一緒に、北海道の猪猾川という、紋別のわきに流
れ込む川ですけど、この川は普段は非常におとなしい川なのですが、前日に台風が通って、水位が 1 メー
トルぐらい上がって水が真っ白、ホワイトウォーターといいますけど、危険な状態になっていました。
事前に上陸して、もし下るのだったら、この岩を越えてからこういうふうに、こういうふうにターンし
てということを、ガイドさんと二人でイメージトレーニングを 10 回ぐらいして、「で、垣添さん、どう
しますか？」って聞かれるので、「行く」と言って。10 月の北海道で沈すると低体温で死にますから、
ドライスーツという水が入らないスーツを着て、ライフジャケットもちろん付けて、荷物全部カヌーか
ら上陸させておいて突入したら、ほぼ予定通りのルートで下ることができた。これはオホーツク湾に入っ
たところです。ニコニコしていますけど、あそこを通るときは本当に怖かったです。そういうことを夢
中でやっていて、だんだんと妻を失った苦しみを忘れながら、体の方を鍛えているということなのです。
　これは東北大学の疫学の教授をしておられた久道先生が御退官後、今は宮城県対がん協会の会長をし
ておられますが、「がんになるため、がんで死ぬための 10 カ条」、非常に面白いスライドを作っておら
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れたのでお借りしました。「毎日好きなものを食べる。バランスは考えない。毎日同じものを食べる。
おいしいものは好きなだけ食べ、脂肪も控えめにしない。お酒は飲めるならどこまでも。タバコは毎日
20 本以上、きちんと深く吸う。緑黄色野菜は少なめに。塩辛いものは多めにし、熱いものは熱いうちに。
できるだけ焦げた部分を食べる。運動は少なめに、体は不潔にしておく。がん検診は一切受けないで、
症状がひどくなってから医者へ行く」。むちゃくちゃ言っておられるのですけれど、久道先生、大変ユー
モアの分かる方で、ご自分でもすでに本を 5 ～ 6 冊刊行しておられます。
　つまりこの逆をやれば、がんにならない、あるいはがんで死なないと言っておられるわけです。人間
の生活習慣に介入するというのは本当に大変ですよね。ですから何枚かのスライド、前にお話したよう
に、やはりたばこを吸わないとか、お酒もほどほどにという生活を守ってもらうことがとても大事だと
思います。
　これは東北の早池峰山。これは遠くからなかなか眺められない山なのですが、岩山です。日本中でこ
の山にだけ蛇紋岩と水成岩と花崗岩と、大理石、4 種類の岩が見つかる非常に面白い山です。
　ここから人の多様性の話をします。人は非常に多様で複雑な存在であるということをお伝えするため
に、2 人の患者さんをご紹介します。1 人はわずかな聴力以上に気付く患者さん。この人は会社員とし
て仕事をしているときは、いつも電話の受話器を左耳で取って仕事をしていた。それがある日気が付く
と、右耳で受話器を取っている。「あれ、左の聴力が落ちたかな」という、わずかそれだけの異常で病
院を受診されて、脳腫瘍の一種である聴神経腫瘍を非常に早く見つけて、あっという間に治して、仕事
に戻られた方がいます。
　かと思うと、首が回らなくなり、仰向けに休めないほど進行したがん。この人は確か 32 歳の東京在
住の男性だったと思いますが、精巣、睾丸がソフトボール大ぐらいに大きくなっているのです。大きく
なっているということはだいぶ前から気が付いている、でも場所が場所だから恥ずかしいとか、どんど
ん悪くなっていくので、もしかすると悪い病気じゃないかという恐怖心。なかなか決断がつかなくて 4
カ月ぐらいウジウジしているうちにこんな状態になってしまった。首が回らないというのは、鎖骨上の
ウィルヒョウのリンパ節に転移が起きて、大きな塊ができているため、これが邪魔をして左を向けない
わけです。それから両方の腎臓の間にある後腹膜腔のリンパ節に転移が起きて、こんな巨大な腫瘍をつ
くってしまったため、これが邪魔をしてベッドに仰向けに休めない。
　こういう患者さんを診ると、まず私どもは精巣を取り出して、その病理検査をするわけです。ソフト
ボール大の精巣を取って、両方に切り開いたところですが、黄色くボコボコしている所はみんながんな
のです。精巣腫瘍というのは病理学的には 4 種類あるのですが、この人は 3 種類のがんの入り混じりだっ
たと思います。胸の CT を撮ると、ここに心臓が写っていて、ここに胸椎が写っていますけれど、この
両肺にボコボコと綿帽子みたいに見えるのは、みんな転移巣です。
　こういう患者さんは、1960 年代～ 1970 年代半ばぐらいでしたら、大体 3 カ月か 4 カ月で確実に亡く
なったのですが、そのころからシスプラチンという抗がん剤が使えるようになりました。シスプラチン
は精巣腫瘍に対して特効薬のように効きます。この人に対して、シスプラチンを中心にして 2 剤、です
から 3 剤の抗がん剤を使って、3 コース治療しました。昔ですから、吐き気止めとか、副作用対策は十
分できなかったので、患者さんは吐いたり、髪の毛が抜けたり、ずいぶん苦しんでいましたけど、非常
によく効きますから、1 回、2 回と治療をしていくと、首の腫瘍がだんだん小さくなって、左を向ける
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ようになる。あるいはお腹の腫瘍がしぼんでいってベッドに仰向けに休めるようになる。精巣腫瘍とい
うのは AFP とβ -hCG という 2 つの腫瘍マーカーがあるのですが、この値が数千あったのです。それを、
今だったらコンピューターで簡単に絵が描けますけど、昔ですからグラフ用紙にプロットしてあげた。
数千の値が 1 コースやると数百になり、2 コースやると数十になり、3 コースやると正常化した。それ
を患者さんに見せてあげると、自覚的にも腫瘍は小さくなっているし、データを見ても良くなっている
ということで、頑張って治療を完遂してくれた。でも見かけ上腫瘍は見えなくなっているのですけれど、
CT を撮るとやはりリンパ節がいろいろあるし、肺の腫瘍の大半は消えているのですけど、一部小さく
なって、中にかさぶたみたいなものが残っている。そういう中に生きたがん細胞がいるかどうかという
判断は、今でもなかなか難しいですから、昔ですから当然手術をしました。
　まず耳鼻科の先生が首のリンパ節郭清、リンパ節を取り除く手術をして、それからチームが変わっ
て、胸部外科の先生が肺のいくつかの腫瘍を取り除き、それから心臓の周りの縦隔のリンパ節郭清をし
て、最後泌尿器科チーム、私どもが入って後腹膜のリンパ節を全部取った。14 時間の手術でしたけれど、
もともと若くて体力のある人ですから、その手術にも耐えてくれた。
　2 週間後ぐらいに病理検査の結果が返ってきましたら、たくさんリンパ節があり、それから肺の残存
組織があったけど、その中に生きたがん細胞はないということで、これで患者さまは治ったわけです。
今も元気にしております。
　でも最初の患者さんと 2 番目の患者さん、もちろん病態も全然違いますし、病気の性質もいろいろ違
いますが、自分の体の異常に対してどう立ち向かうかという観点からすると、この 2 人は天と地ほどの
違いがあるのではないかと私は思います。
　例えばこれはアメリカの「NEWS -WEEK」という雑誌に出していたオリンパスという日本の会社の
広告ですが、”Recognizing that every individual is unique” と書いてあります。実にうまい広告だと思
うのですが、つまりこのひよこは、遠目でご覧になるとみんな同じように見えるかもしれませんが、注
意深く 1 羽 1 羽ご覧になると、顔つきも大きさもみんな違います。人間もまたそういうことなのではな
いかなと、私は思うわけです。
　例えば開高健という小説家がいます。私は彼の小説とかエッセイを大変愛していたのですが、彼は大
変なヘビースモーカーであり、ヘビードリンカーで、これはインターネットから取った写真ですが、絶
え間なくたばこをくゆらせ、目の前にはウイスキーとかジンとか、強い酒瓶が林立している。中には倒
れているビンもあります。先ほどのお話にもありましたように、強い酒とたばこの最悪の組み合わせで、
食道がんのリスクが 30 倍に跳ね上がる。あれほど教養のある方が、そういう事実をご存知ないはずは
ないのに、彼はずっとそういう生活をして、計ったように 59 歳で食道がんで亡くなってしまった。一
体開高さんはなぜそういう生活をしていたのだろうと、私はずっと考えているのです。昔朝日新聞の特
派員みたいな形でベトナム戦争の報道をして、米軍の部隊がベトコンの猛烈な攻撃に遭って、500 人ぐ
らいの部隊が一晩で十数人しか生き残れなかった。そのうちの 1 人です。死ぬかもしれない経験をされ
たこと。あるいは文章を紡ぐという作業は、本当に酒とたばこを離せないということなのかもしれない。
でもあるいは、もしかすると開高さんにとっては、「がんにならないため、あるいはがんで死なないた
めだけが人生じゃない」と思っておられたのかもしれません。分かりませんけれど、人というのは本当
に多様だと思います。
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　患者さんのいろいろということで、前立腺がんの患者さんをご紹介しますと、性機能を失うような手
術は受けない。自分の画家としての芸術的エネルギーが失われてしまう。そういう判断をする人がいる
かと思うと、85 歳の潜在がん。前立腺がんというのは PSA という腫瘍マーカーを血液を調べることで、
前立腺がんの疑いを持つことができます。この人は PSA が高いということで、結局 12 本の針を刺して、
組織検査をしたら、12 本中 1 本に小さいがんが見つかった。私ども泌尿器科医は 85 歳の方で小さい前
立腺がんが見つかれば、経過観察だけで十分天寿をまっとうしていただけるとお話したのですが、患者
さんは、がんが見つかったのならば、どうしても手術してほしいと希望される。この人を説得するため
にどのくらい苦労したか。つまり前立腺がんがあって、それを手術する、しないに関しても、患者さん
によってこんな違いが出てくるということです。
　それから患者さんのいろいろということで、私は若いころからいわゆるがん告知というのをやってき
たのです。膀胱がんのひと掻きで取れるような早期のがんを見つけて、検査が終わってから患者さんに、

「残念ながら膀胱がんがありました」とお話したら、そのがんという言葉を聞いただけで、患者さんは、
途端に顔色が真っ白になって、失神してイスから転げ落ちて、検査のために膀胱の中に入れた生理食塩
水を、全部失禁してしまった人がいます。それ以来、もちろんそれ以後も私はがん告知をやっていまし
たけれど、がんであることを告げる告げ方に関しては、非常に慎重になったことがあります。
　それから脳転移、肝転移、骨転移、副腎転移と聞いても、顔色一つ変えずに淡々と化学療法を受けた
人もいます。実はこれ私の妻で、わずか 1 年半後に亡くなってしまったのですけれど、こういう人もい
るということです。
　これまでがんという病気に人はどう向き合うか、ということでお話してきましたけど、そういう強い
人もいれば、弱い人もいる。人間の強さ、弱さをすべて包摂して医療はあるのだと。私は今もそう思っ
ています。
　これから少しまた話は脱線していって、人は 10 の 27 乗、10
のマイナス 35 乗メートルの間に漂う非常に儚い存在であると
私は思っているのです。それはこの世で最大のものは宇宙で、
最小のものは素粒子になります。リンゴの直径約 10 センチ。
これをメートル表記すると 0.1 メートルになりますが。あるい
は人間の身長大体 1 メートルから 2 メートル。このメートルを
基準として世界を眺めてみると、スカイツリーが 634 メートル。
ですから 10 の 2 乗、100 メートルの世界になります。富士山
は 3,776 メートルですから 10 の 3 乗、1,000 メートルの世界。
地球の直径は1万2,000キロですから10の7乗メートルの世界。
太陽系というのは天の川銀河の片隅にあって、10 の 20 乗メー
トルの世界だそうです。銀河団というのは天の川銀河と他の銀
河系の混成でこれは 10 の 23 乗メートル。宇宙はそれらの全て
の銀河団の集まりで、これは 10 の 27 乗メートルの広がり。こ
れが極大の世界。
　今度は極小の方を見ますと、あらゆる物質は原子の集まりで、
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原子の直径は大体 10 のマイナス 10 乗メートルだそうです。昔
の教科書で勉強されたように、原子というのは原子核と電子が
あって、原子核の周りを電子がぐるぐる回っているわけですが、
原子核は陽子と中性子で作られている。陽子と中性子はいくつ
かの粒子、クオークで構成されていて、その最初単位が素粒子
で、これが実に 10 のマイナス 35 乗メートルという。つまり宇
宙が 10 の 27 乗メートル。素粒子が 10 のマイナス 35 乗メート
ル。この途方もないスケール。極大と極小。これが自然界の幅
で、その中にわれわれ人間が一人ひとり漂っている、非常に儚い存在であると私は思っているわけです。
この話は村山斉さんという方が書かれた『宇宙は何でできているか』という本から取りました。
　でもその儚い存在なのですが、その一人の人間をじっと見てみますと、これは永田和宏さんという和
歌の名人で、同時に優れた分子生物学者の先生が書かれた『タンパク質の一生』から取ったものですけ
れど、人の体というのは 60 兆個の細胞でつくられている。1 個の細胞は大体 10 ～ 20 ミクロン。仮に
10 ミクロンと仮定すると、赤血球は 8 ミクロンですからまあ 10 ミクロンと考えていいと思います。そ
うすると、体全体の細胞を並べると、60 万キロメートルになるのだそうです。一つの細胞の核の中には、
つなぎ合わせると 1.8 メートルの DNA（deoxyribonucleic acid）が入っているわけです。そうすると、
体の中の DNA をすべてつなぎ合わせると、1.8 メートル× 60 兆個の細胞ですから、実に 1,000 億キロメー
トルという、太陽と地球の間を 300 往復する途方もない距離。DNA というのはテープレコーダーのテー
プみたいにひも状の物質ですが、300 往復するような長大な距離の中に遺伝子が乗っていて、それで人
間一人ひとりが規定されているということになると、極めて儚い存在ではあるけれど、一人ひとりの人
間を見ると、本当に遺伝子の構成とか、細胞の数とか、一人の人間の命の重さというのは、なんと重い
物かという実感を覚えます。
　人間は目標を持ったり、あるいは決心をすると、儚い存在であるけれど、一人ひとりの人間がすごい
達成をするということを、いくつかお話したいと思います。これは 1953 年にイギリス隊が初めてエベ
レスト 8,848 メートルを登頂した。過去 6 回挑戦して失敗して、遂にエドモンド・ヒラリーとテンジン・
ノルゲイの 2 人が登頂したときの話です。それをもとにした映画が、去年だったかな、今年だったかな
上映されて、そのカタログから取ったものですけど、ジョン・ハント隊長のもとに、西洋人、これは大
部分イギリス人なのですが、英連邦でヒラリーはニュージーランドから来た人ですが、英連邦から来た
ということで西洋人としてそれが 13 人。シェルパ、高山で荷物を運ぶ人が 30 人。ネパール人のポーター、
カトマンズから登山口まで荷物を運ぶ人、これは 600 人で、荷物の総重量 7.5 トンだそうです。これ、
テンジンとヒラリーの 2 人が歩いていくところが映画に出てきましたけど、すさまじいエネルギーをか
けて、エリザベス女王が戴冠を受けるその前日に登ったという話がある。そのころ、8,000 メートルを
超えて、人は生きられるかということが問題になっていたころに 6 回挑戦してついに登ったということ
です。
　でもこれはすさまじい人力とパワーを投じて登ったのですが、その後ラインホルト・メスナーという
登山家は 1944 年生まれで、南チロル出身のイタリア人で、1978 年のエベレストを始めて、ヒマラヤ、
8,000 メートル峰、14 座あるのですが、このすべてに無酸素登頂を果たした。少人数で 1 人か 2 人でパーッ
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と登っていくわけです。巨大な隊を組まないで。アルパインスタイルを実践した世界最強の登山家の 1
人です。彼がナガパルバットという、1978 年かな。登ったときの、自分のカメラで 1 人自分を撮った
有名な写真ですが、すごく細身の人ですけど、1 人でこれだけのことをやる人が出てくるわけです。
　8,000 メートル峰の先に宇宙があります。ジョン・F・ケネディが人を月に送ろうということで、1969 年、
遂にアポロ 11 号が月に着陸して、月の石を持ち帰ってきました。ですから、8,000 メートルを超えて、
宇宙にまで人が行ってしまう。これも人の目標とか決心で。そのときこれはオメガの広告にありました
が、1969 年 7 月 21 日にアメリカ人の宇宙飛行士が、月に下り立ち「この一歩は小さいけれど、人類にとっ
ては非常に大きな一歩だ」という有名な言葉がありますけど、こうやって一人の人間が月に行って、降
りて帰ってきたということがあります。
　今度は海の底の方、高山の反対です。海の底の方を見ると、『深海生物学への招待』という本の中にあっ
たしんかい6500と日本の深海探検艦の例です。この中にパイロットと助手と研究者の3名が乗り込んで、
海中深くもぐっていく。1960 年に「トリエステ」という深海艇は世界で初めて世界最深のマリアナ海
溝底に到達した。最大深度は 1 万 912 メートル。これは人類が到達した最深記録だそうですが、宇宙か
ら 8,000 メートル超える山から、1 万メートル超す海まで、人は決心して目標を定めれば、そこまでや
り遂げるということです。ですから、10 の 27 乗、マイナス 35 乗メートルの世界を漂う非常に儚い存
在ではありますが、人間一人ひとりは実にすさまじい可能性を秘めているのだと思います。
　最後の話題に変わりますが、これは剣岳。北アルプスの北の方の富山に近いところにある岩の殿堂で
すけど、晴れるとよく見えます。別山尾根の方から見たもの、これが本峰ですが。私は 2 回目に登った
ときに、長次郎雪渓というのをずっと登って行って、途中で雨になってすさまじい苦労をして、15 時
間かけて登って降りてきました。山というのは本当に恐ろしい所ですけど。この間の御岳山の噴火のこ
とを考えても、本当に危険な所ですが、同時に実に面白い所です。
　ライフステージと健康ということですが、ライフステージというのは胎児から小児、成人、老人を指
しますが、それぞれの時期に特有の疾患があります。すべての時期に関連するものとして、私は生活習
慣と、それからよく噛んで食べる。口からものを食べる。飲むということはものすごく大事だとずっと
考えています。噛むことの大切さ。よく噛んで食べるという習慣は、健康や長寿のため、すべての世代
でライフステージといいましたが、すべての世代で重要であるということになります。家族で食卓を囲
み、楽しく会話しながら食事をするのが生活の基本なのに、これが乱れてきて、子どもが 1 人で食事す
る。そうすると、食べやすい物、やわらかい物しか食べないということが起きてくるのです。食卓は子
どもが正しい食習慣を教わる場なのに、それが機能していない。孤食する子どもは、やわらかくて食べ
やすいものを選びがちになり、歯並びが乱れてくる。そうすると、子どもの成長や学習能力にも影響す
る。さまざまな研究があります。毎日噛んで食べている。それが 10 年、20 年積み重なっていくと、大
きい違いになってくるわけです。
　それから大人もよく噛んで食事しないと肥満になりやすいし、食べ物を流し込むみたいにして食べて
いると、あるいは酒をどんどん飲んでいると、大変具合の悪いことになる。高齢者の健康維持には噛む
力は特に重要です。残った歯が少ないほど、記憶力や運動能力が低くなる、認知症の危険も高まる。こ
れもたくさんの研究があります。ですから、口からよくものを噛んで食べるということ、これがやはり
人間が生きていく上でとても大事だと思います。
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　これまた映画の話ですが、『大統領の料理人』という、これはフランスのミッテラン大統領のことを
想定した、大統領府のエリゼ宮に初めて女性の料理人が入ったという、男ばかりの世界に女性が入った
ということで、すさまじい女性排斥みたいな流れ、それを横糸にして、縦糸は大統領と料理人の間の、
料理やお酒を通じた人間の交流を描いたものです。この女性、これは女優がやっていますけれど、オル
タンス・ラボリという女性の料理人で、これは実話だそうです。これはその人が作った料理。見るから
においしそうでしょう。これがミッテラン役をしているジャン・ドルメッソン。これは俳優ではなくて、
小説家であり、哲学者なのだそうですが、実にいい風格です。この大統領が議会でいじめられて、ミッ
テランさんは前立腺がんで亡くなっているのですが、前立腺がんが判明してからは、彼の健康を守るた
めの部隊がいて、どういうものを食べてはいけないとか、料理人に対してはこういうものを作ってはい
けないとか、そういう指示がたくさんあって、腕を振るえないのと男の邪魔ですごく鬱屈しているとこ
ろへ、料理の場に大統領がフラッとやって来たので、彼女がブルゴーニュの銘醸ワインを注いであげて、
ここにある料理は、彼女はペリゴールの出身で、新鮮なトリュフとパンにバターをたっぷり塗って、こ
れを大統領は噛みついて食べて、おいしいワインを飲んだ。そのときは健康の問題、前立腺がんで食べ
てはいけないとか、何とか、そんなことは一切抜きにして。
　そのときの 2 人の会話なのですが、「あなたもだいぶ男の料理人にいじめられているようですね。私
も議会でいじめられているのだと。これからまたその場に行かなくてはいけないのだけど、こういうお
いしいものを食べ、おいしい酒を飲むと勇気が湧いてくる」といって。この場面が映画のエッセンスで
はないかと思うのですけれど、つまり豊かな食と酒というのは、人生を豊かにしますし、人の精神を鼓
舞すると考えます。人間は五感を駆使して状況を把握する。視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚。目とか鼻
とか舌とか耳とか皮膚で。単に栄養を補給されて生かされるだけが人間ではないと思います。
　一人の患者さんを紹介します。肺炎で入院して、中心静脈栄養、チューブ栄養など体に何本も管を付
けられて、寝たきりの状態の 69 歳の女性。4 カ月入院していて、その関西の病院から、福岡のリハビ
リテーション病院に移ったそうです。転院の際、元の病院の医師からは、移動したら死ぬよと言われた
と言うのですが、そちらの新しい病院に移ってからも、口腔内はドライマウス状態、舌はカンジダに感
染して、変色してひび割れがひどい状態です。でもそこで口腔ケアをみっちりやって、口腔内を清潔に
して、義歯を再創作して、少しずつ食べれるようになると IVH を中止して経口食ができるようになった。
最初は介護食から始めて、どんどん食べれるようになって、寝たきりからベッドに体を起こして食事を
摂って、ということで、だんだんと元気になっていったと。さらに 2 週間後には 1 人で車椅子で移動し
て、歩行などのリハビリを開始し、間もなく手すりにつかまりながら、病院廊下を歩行できるようになっ
た。噛んで食事をし、歩行訓練をすることで筋力が戻り、体のバランスが取れるようになった。2 カ月
後に退院して、半年後に海外旅行に行ったということなのですね。
　この人の最初の画像なのですが、動画にしてください。これが車で関西から福岡の病院に移っている
ところ、これがその福岡のリハビリテーションセンター。最初はこういう状態で、酸素をやったり、チュー
ブだらけでした。カンジダで舌がひび割れになって、ひどい状態だったのですね。それを口腔ケアをや
り、リハビリもやって。そうするとベッドに座って自分で食べれるようになって。それから車椅子で移
動する。だんだん顔に表情が出てきているでしょう。歩行訓練もするようになる。ついに独歩で歩いて
いますね。後ろで見守っている人がいますけど。舌なんかもこんなにきれいになって。本当に別の舌み
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たいですよね。
　2 カ月後に退院して、6 カ月後に海外旅行へ行くときの、ゲートを通るとき。最初の人と同じ人だと
お分かりになりますか。つまり口からちゃんとものを食べる。ものをしっかり噛んで食べるということ
だけで、人間こんなに変わるということです。
　これは最後のスライドですが、食と運動と生きがいの三つが大切です。そしてアルコールは人生のス
パイスだと思います。飲みすぎたらいけませんけど、やはり口からしっかりものを食べ、ときどきおい
しいアルコールを飲んだりして、豊かに人生を生きるということがとても大事であると、私は思ってい
ます。ということで、泌尿器疾患とアルコールとは全然別の話をしましたけど、お許しください。あり
がとうございます。

【略歴】

昭和 42 年　　 　東京大学医学部医学科卒業
昭和 47 年　　 　東京大学医学部泌尿器科文部教官助手
昭和 50 年　　 　国立がんセンター病院泌尿器科に勤務
昭和 62 年～　 　同病院手術部長、第一病棟部長、副院長
平成 4 年 1 月　病院長
同年 7 月　　 　中央病院長
平成 14 年 4 月　総長
平成 19 年 4 月　 国立がんセンター名誉総長、公益財団法人日本対がん協会会長に就任。聖路加看護大

学大学院特任教授




