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体に効く・心に効く医療情報誌 ［シエスタ］
● interview  医師は天職  鈴木康之 国立成育医療研究センター 手術・集中治療部統括部長
● reportage  医療施設を歩く  兵庫県立はりま姫路総合医療センター
● hint  あしたの医療へ  「赤ちゃんに学ぶ『学び』の本質とは？」今井むつみ
● food  カフェ・シエスタ  肉ナシでも充実！  春のヴェジタリアン定食
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鈴木康之 
すずき  やすゆき

国立成育医療研究センター
手術・集中治療部 統括部長

INTERVIEW　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  医師は天職子
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「子どもは小さな大人ではない」
というフランスの哲学者ルソーの言葉が、

強く実感されるのが小児医療の世界ではないだろうか。
体の大きさだけでなく、成長や発達段階を考慮して治療する。

その反応も一人ひとり異なる。
そこでは多様で柔軟、かつ細やかな対応が求められる。

「だから面白い」と語るのは
国立成育医療研究センター手術・集中治療部統括部長の

鈴木康之氏だ。
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技術や知識、経験の
少なさを痛感

　鈴木氏が医師の道に進もうと決断したのは高

校生のとき。父が内科と小児科の開業医だった

ため、医師は進路の選択肢の一つではあったも

のの、決定的なものではなかった。迷う鈴木氏の

背中を押したのが高校の教師だった。鈴木氏に

医師として活躍している複数の卒業生への訪

問を用意してくれた。「先輩たちの話は心惹かれ

るものがありましたが、それ以上に印象的だった

のが振る舞いです。とても素晴らしく、父とはまた

違う憧れを抱きました」。

　東邦大学医学部時代は弓道に熱中。卒業

後、小児科への入局を選んだが、それには3つ

の理由があった。一つめは父親が内科系だった

こと、二つめは子どもが好きだったこと、三つめは

当時、小児科の中山健太郎教授が指導の厳し

さで有名だったことだ。中山氏は同大学医学部

教育開発室（現医学教育センター）の初代室長

として臨床能力に優れた医師の育成に力を注

いでいた。中山氏の厳しい指導を求めて入局し

た鈴木氏だったが、中山氏は脳卒中に倒れ、十

分な指導を受ける機会はあまりなかった。代わり

に、中山教授の下で働いていた先輩たちに一か

ら徹底的に仕込まれた。

　例えば、救急外来を担当していたとき、夜中に

30人、40人と小児が搬送されてきた。熱発、痙

攣、脱水・下痢、喘息など症状はさまざまだ。一睡

もせずに対応しなければならない。しかも、当時

は検査も自分たちが行わなければならなかった。

「採血して白血球の数を数えたり、採尿を遠心

分離して顕微鏡で観察したり、痙攣症状で髄膜

炎が疑われると採取した脳脊髄液を染色し白

血球数や細菌の形態を調べたり。大変だったけ

れど、とても良い経験になりました」と振り返る。

　一方で、悲しく、悔しい思いもたくさんした。診

ていた重症の小児患者が、突然具合が悪くなり

命を落とすこともしばしばあった。「そのたびに技

術や知識、経験の少なさを痛感しました」。

　なんとかして小さな命を救いたいとの思いで

悶 と々している鈴木氏に、当時の教授が呼吸

や循環の管理ができるようになるからと、自身が

以前院長を務めていた都立八王子小児病院

（2010年統合のため廃止）の麻酔科に行くこと

を勧めた。これは鈴木氏に「麻酔」という自身に

とって新たな知識を身につけられる絶好の機会

となった。

病院の小児科医として
生きる覚悟

　「麻酔は小児科で学んだこととは全く違いまし

た。知らないことだらけで、もっと勉強しなければ

と逆に奮い立ちました」

　無我夢中で麻酔を学んだ鈴木氏は半年後に

大学の小児科に戻り、NICUを担当した。２年が

過ぎた頃、再び学びへの欲が出てきた。「もっと

いろいろな重症の小児患者を診たい」。国立小

児病院麻酔科に宮坂勝之というとても優秀な先

生がいると耳にした。ぜひこの先生について学

びを深めたい――。こう思った鈴木氏は教授に

願い出て、同病院で麻酔科レジデントとして勤務

できることになった。

　「宮坂先生の知識量と発想力は膨大でした。

最初にご指導を受けたのは輸液・点滴です。先

生は、『米国では輸液や点滴を専門にしている

看護師がいる。日本の小児の重症患者の医療

は遅れている』とよくおっしゃっていました。小児

患者にとって何が一番大事で優先すべきか、患

者中心の医療、チーム医療の重要性を教わりま

した。また、重症な小児患者に適した輸液ポン

プ、人工呼吸器、モニターなどの医療機器の開

発に奮闘されていました」

　宮坂氏の下で充実した日々 を過ごしていたと

き、鈴木氏に悲しい出来事が起こった。開業医

であった父が脳出血で倒れたのだ。幸い命はと

りとめたが、伊豆の病院でリハビリ治療を受ける

ことになった。父が再び診療に戻るまでと、鈴木

氏は定期的に実家の医院で診療に当たった。し

かしリハビリの甲斐なく、9カ月後父は逝去。そし

て出てきたのが医院の承継問題だった。

　「その頃、麻酔やICUの診療が楽しくて仕方

がなくなっていました。かといって、父がせっかく

開いた医院を閉じることは、父にも、また父の元

に長年通ってくださった患者さんたちにも申し訳

ないし、どうしようかと随分迷いました」。そうした

とき、思ってもみなかった打診があった。カナダの

トロント小児病院への留学だ。

　「こんなチャンスは二度と来ない」。開業医で

はなく、小児病院の麻酔科医として生きる覚悟

が決まった。

小児一人ひとりに合わせて
麻酔を微調整

　「でも、私の留学はなんちゃって留学でした」と

笑う鈴木氏だが、もちろんけっしてそんなことは

ない。まずはICUで学んだ後、麻酔科の研究室

でパルスオキシメーターの研究を行った。また、

その研究室の部長が日本で開発された吸入麻

酔薬セボフルランの臨床データを取っていた関

係から、麻酔薬が脳や血液にどの程度溶けるか

を調べる研究にも携わることができた。

　1年余りにわたる留学を終えて日本に帰国し

て取りかかったのが、セボフルランの腎毒性につ

いての動物実験だった。そして懸念されていた

腎毒性は、「認められない」との結論を得る。

　こうして麻酔に精通した鈴木氏は、小児麻酔

について次のように話す。

　「小児と一言でいっても、体重が350ｇほどの
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急性期医療を見学に来たいというのです。一度

は命に危険が迫った子どもが無事成長して、し

かも小児科医を目指しているという話を聞いて、

本当に嬉しかったです。無限の未来を守るのが

小児に携わる医療者の役目だと改めて強く思い

ました」

　もう一つ、我 に々は重要な役目があると鈴木氏

は言う。家族のケアだ。

　「子どもが病気だと、家族も病んできます。ま

た、家族は病気の子ばかりに気が取られがちな

ので、その他の兄弟のケアも必要です」。こう話

す鈴木氏が常に心掛けているのが家族と信頼

関係を築くことだ。そのためには「まず、相手の話

によく耳を傾け、難しい説明には丁寧に時間を

かけて話すことが大切」と強調する。

　ただし、家族に過剰な期待を持たせてもいけ

ないし、かといって絶望的な思いをさせてもよくな

い。その塩梅にベテランとなった今でも細心の注

意を払っている。

子どもに使える薬や
機器の開発を

　小児医療が直面している課題は多い。その

一つが薬剤で、子どもに使用される薬の多くが

お子さんから、100kg近くあるお子さんまでいて、

体重だけでも300倍くらい差があります。加えて、

発達段階も個々人で異なりますし、同じ年齢、同

じ体重でも麻酔薬の反応には個人差があり、バ

リエーションがとても豊かです。それだけに、投

与量や速度など大人以上に細かな調整が必要

です。半面、反応がとても速いのも小児麻酔の

特徴です。だから面白いのです」

無限の未来を守ることと
家族ケア

　小児科医そして麻酔科医として歩んできた40

年の間、たくさんの子どもたちと触れ合ってきた。

残念ながら亡くなった患者もいるが、元気になっ

て将来が拓けた患者も少なくない。3年前には

思いがけない連絡が入った。

　国立小児病院時代のこと。のどに血管腫がで

きた男児が他の病院から転院してきた。入院当

日の夜、血管腫が腫れて窒息状態に陥った。鈴

木氏はすぐに蘇生して挿管し、気管切開して血

管腫を除去。その後、元気に退院することができ

た。連絡をくれたのはその重症児だった。

　「彼は医学部の学生になっていました。将来、

救急医、小児科医になりたいから当センターの

適応外使用となっている。例えば、麻酔薬の場

合、年間200万人ぐらいに投与されているが、小

児はその10分の１。数が少なければ治験に時間

がかかり、当然費用も高くなる。そのため製薬会

社は小児用薬の開発に慎重にならざるをえな

い。医療機器についても子どもに適したものがあ

まりにも少ない。

　鈴木氏は、製薬会社や医療機器メーカーの

担当者にいつもこう話す。「子どもに使える精度

があれば大人にも使える。子どもに使えるものを

開発してほしい」。

　鈴木氏は最後に噛みしめるかのように、「自分

の周りのひとに恵まれた人生を送ってこられたと

思います。患者さんやご家族からもたくさんのこ

とを教えていただきました。そうした方々のお陰

で、今日の私があるといっても過言ではありませ

ん。本当にありがたいことです」と語った。

　今も重症患者の治療に向かうときには自然と

アドレナリンが出てくるという鈴木氏。子どもの未

来を摘み取ろうとする病と全力で闘おうとする医

師の姿がそこにある。
取材・文／荻 和子　撮影／轟 美津子

医療チームの一員として病気の子どもたちに寄り添うファシリティドッグ、マサくんと。

しあわせを象徴する公式キャラクター「いくぞうくん」
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も対応してきたこと

から、依頼があれば

「やってみましょう」

と3次救急も診る病

院だった。

　はり姫院長で、開

院前は姫循・広畑両

病院の院長も務め

た木下芳一氏はキャラクターの違いを次のよう

に例える。

　「目の前の大きな川を渡らなければいけないと

き、広畑病院は近くにあった物干し竿を使って

急いで飛び越えようとします。一方、姫循は物干

し竿には見向きもせず橋を探し、見つけたらトン

カチで叩いて大丈夫か確認、さらに誰から渡る

かを議論するという感じでした。両方のいいとこ

取りをしたのがはり姫で、少なくとも物干し竿の長

さをはかってから飛びます（笑）」

地域の医療問題解決のための
４つのミッション

　はり姫には地域の医療問題の解決という重

要な責務があり、その実現のために4つのミッショ

はならないとの認識があった。また、循環器疾患

を有する高齢者は多種の合併疾患を有するこ

とも多くなっていた。しかし、姫循はそれらに対応

できる十分な機能は持っていなかった。ならばこ

の際、総合病院をつくり、地域の医療問題を解

決したほうがよいのではないか。こうした背景か

ら姫循とともに3次救急を担っていた広畑病院

とが統合再編され、兵庫県立はりま姫路総合医

療センター（以下、はり姫）が誕生した。

　ただし、これら2つの病院のキャラクターは大き

く異なる。姫循は、心筋梗塞のカテーテル治療

数が近畿圏で第3位など、循環器診療に関して

は高いレベルを誇っていた。一方、広畑病院は

製鉄所の企業立病院として労災・交通事故等

に対応するとともに職員家族の一般的な疾患に

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県姫路市

姫路循環器病センターと
製鉄記念広畑病院が統合再編

　姫路市など中・西播磨地域の11市区町村で

構成される播磨姫路医療圏が抱えていた医療

問題は深刻だった。同圏の医師の数は全国平

均・県平均と比べて大幅に少なく、特に西播磨

地域においては、県内でも最も数が少なかった。

また、救急医療においても、受入照会回数４回

以上の、いわゆる搬送困難例の割合が全国平

均・県平均を上回り、中でも中播磨地域では全

国平均の約2.3倍と大幅に上回っていた。中播

磨地域で3次救急を受け入れていたのは循環

器疾患の治療に特化した県立姫路循環器病

センター（以下、姫循）と、80年以上基幹病院と

して地域医療を支えてきた製鉄記念広畑病院

（以下、広畑病院）の2病院のみだった。そのた

め、どうしても受け入れには限界があった。

　そうしたとき、姫循の建物が老朽化し、建て替

えの必要性が出てきた。その頃、姫循には循環

器疾患だけを治療してもその誘因となる糖尿病

などの基礎疾患も診なければ根本的な解決に

２つの病院の良さをフルに活かし、
地域のニーズに応える

木下芳一 院長

医療施設を歩く Reportage

　JR姫路駅と直結された歩行者デッキを15分

ほど進むと、12階建ての新しい建物に到着す

る。2022年５月1日にオープンした兵庫県立はり

ま姫路総合医療センター（736床、33診療科）

だ。地域の医療問題を解決する切り札として誕

生した新病院。地域の人々から「はり姫」と親し

みを込めて呼ばれている。

JR姫路駅と直通する歩行者デッキ



6

ンターには、県内で兵庫県災害医療センターに

次いで2番目となるハイブリッドＥＲが導入されて

いる。これにより、患者は手術や処置を受けなが

らベッドに寝たまま移動することなく、初期診療

やCT・血管撮影などを利用した高度な治療を

受けることができる。

　ハイブリッドERは、診療科を超えた「協働」の

場となっている点も見逃せない。例えば心肺停

止患者に体外循環式心肺蘇生を行う場合、呼

吸管理と体外循環管理を救急科と循環器内科

ンを果たすと明言している。国は現在、医療機

能の分化・連携を進めているが、この中ではり姫

は地域の医療機関と連携しながら「高度専門・

急性期医療」を担う。これが1つめのミッションだ。

　他の病院では難しい高度で専門的な治療

を、各領域の専門医と救急やがん診療等の横

断的な専門医が協力して診療する。そして、患

者さんの負担が少ない低侵襲治療にも積極的

に取り組み、心臓リハ、外来化学療法や緩和ケ

ア等、きめ細かな治療とケアを提供する。

　そのため、さまざまなハードが導入された。

IMRT（強度変調放射線治療）機能を備えたリ

ニアックをはじめ、手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」

やPET-CTなど、「ほぼすべての高度専門医療

や急性期医療に必要なハードは揃っています」

と木下氏は話す。

　2つめのミッションは、地域の最重要課題だった

「救命救急医療」だ。病院棟1階の救命救急セ

が協力・分担する。こうすることで、救急科あるい

は循環器内科が単独で行うよりもスピーディー

かつ上質な治療が可能となる。そこには、エキス

パートの看護師や放射線技師、臨床工学技士

も加わり、“one team”となって診療に当たる。同

様に、脳血管障害や重度外傷患者に対する治

療も複数診療科の参加で行われる。

　はり姫は兵庫県ドクターヘリ準基地病院となっ

ており、屋上へリポートと救命救急センターは直

通エレベーターでつながっている。また、ドクター

カーも運用予定であり、より早期の医療介入を目

指している。

病院棟と隣接する教育研修棟で
若手医師を育てる

　医師不足解消にも、はり姫は積極的に乗り出し

た。この「医療人材育成」が3つめのミッションだ。

　「姫路近辺の高校から毎年100名以上が医学

部に進学していますが、帰ってくる人は少ない。そ

の理由は、十分な現場教育を受ける場がこの地

屋上にはドクターヘリが発着するヘリポートがある

高機能シミュレータによる研修

緩和ケアやＩＶＲなど、
多様な希望に応えて
救急専門医を育成
救急科  髙岡 諒

　はり姫は、救急科専門
プログラムの基幹施設と
して救急専門医の育成
に注力しています。通常の救急医育成研修で学ぶ
初期診療と重症患者の集中治療だけでなく、病院
前診療、災害医療、インターベンショナルラディオロ
ジー、総合診療や緩和ケア、さらにはワークライフバ
ランスを意識した働き方など、専攻医のさまざまな志
向・希望に応えられるようにしています。
　はり姫は人的医療資源が非常に豊富です。若
いうちから救急だけでなく、他科の先生方とコミュニ
ケーションを取りながら幅広い知識や技術を学べる
のも当院のメリットです。
　今後の救急医療を支える優秀な人材をはり姫か
ら輩出していきたいと思っています。

総合力と専門性を
兼ね備えた医師を
育てたい
総合内科  八幡 晋輔

　私は、臨床研修や内科
専門研修、総合診療専門
研修に関わっています。
　若手医師には、どのような専門領域を選択するに
せよ、患者さんから相談があればまずはその訴えに耳
を傾け、簡単な問題であれば自分で対処でき、必要
であれば適切に専門診療科や部署に紹介できると
いった総合力を身に付けてほしいと思っています。ま
た、医療機関の規模や土地などによって働く環境や
役割は様々ですが、どんな環境に置かれても活躍で
きる、そんな医師になってほしいです。その上で、興
味ある分野で高度な医療を身に付けてほしい。その
ような総合力と専門性を兼ね備えた医師を、はり姫
で育てたいと考えています。

1Fメディカルモールの吹抜け空間
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域に少なかったからです。はり姫の病院棟の隣に

は渡り廊下をはさんで教育研修棟があり、ここを

中心に初期研修を行う基幹型の臨床研修プロ

グラムと各領域の専門医の養成を行う専門研修

プログラムを運用して、若手医師を専門医になる

まで指導します。救急科の髙岡諒先生や総合内

科の八幡晋輔先生など情熱のある方々が指導

に当たってくれています（囲み参照）」

　大学病院並みの研修が受けられることと新病

院という相乗効果で、2023年春からの研修医募

集枠14人のところ、なんと60人の応募があった。

　この教育研修棟に、獨協学園と兵庫県立大

学が入っていることも注目される。例えば、獨協

学園のフロアには、姫路市協力のもと消化器内

視鏡や関節鏡などの高機能シミュレーターが整

備されている。「研修医や若手医師だけでなく、

地元の開業医の方 も々利用できます」との木下

氏の言葉にあるように、はり姫は地域全体の医

療レベルの底上げにも力を注いでいる。

　4つのめのミッションは「臨床研究」だ。獨協学

園や県立大学と連携して医療機器の開発・改

良に参画したり、臨床から出てきた問題解決に

取り組んだりしている。「例えば、高齢の入院患

者さんがベッドから立ち上がろうとして転倒・骨

折する事故がしばしば起こります。現在はベッド

の周囲に圧力検知シートを敷き、患者さんが不

用意に立ち上がったら圧力感知シートが検出し

警報が鳴る方法を用いています。しかし、それで

は看護師がベッドサイドに行ったときには転倒し

ているので、今はセンサーを病衣に埋め込んで

立ち上がりをAIが判断し警報が鳴る装置の開

発ができないか検討を行っています」

姫路城に次いで
自慢できる医療施設に

　開院の準備に向けて、広畑病院からは整形

外科医が定期的に姫循に出向いて放射線技師

に関節のレントゲン撮影法を指導。両病院の看

護部では共同研修を何度も行い、同一レベルの

知識や技術の習得に努めた。人員も増やし、怠り

なく準備をしてきたはずだったが、いざ開院する

と想定外のトラブルが次 と々起こった。

　「患者さんからの問い合わせ電話が殺到して

回線がパンクしてし

まいました。その上、

院内の電話もつな

がらなくて、皆さん

には大変なご迷惑

をおかけしました。

会計システムもうまく

いかず、会計に2、３

時間もかかってしま

うこともあり、ずいぶ

んお叱りを受けまし

取材・文／荻 和子　撮影／轟 美津子
写真提供／兵庫県立はりま姫路総合医療センター

姫路城の眺めを楽しめる外来レストラン

ロボット手術室

救急アンギオCT室

４Fのリハビリガーデン

た。電話は回線を予約専用や救急ホットラインな

どに分けることで解消しましたが、会計はまだ30

分ほどかかっているので、15分に短縮するのが

目標です」

　開院して半年余り。ほかにも新たな目標を掲

げている。

　「はり姫には多額の税金が投入されていま

す。それを無駄にしないためには稼働率を100％

にしなければいけません。現在は80％なので、ま

ずは90％を目指します。また、救急応需率を80％

から90％に、平均在院日数を12日から10日にする

ことが目下の目標です」

　木下氏はさらにこう続ける。「地域の人の自慢

は何といっても姫路城です。1番は姫路城に譲る

として（笑）、2番めに地域の人が自慢する、日本

を代表するメディカルセンターになることも大きな

目標ですね」。

　この目標に達するための一つの指標として、

木下氏が挙げるのが論文数だ。これまで姫循と

広畑病院では、あわせて年間30本ほどの英語

論文を発表してきた。大学病院などの特定機能

病院の承認要件の一つが年間100本以上。「は

り姫は数年のうちに100本はいけるのでは」と木

下氏は期待する。

　本館最上階の12階に外来用、職員用の食堂

がある。そこから姫路城の雄姿を望むことができ

る。地域の人が姫路城に次いではり姫を自慢する

ようになるのは、それほど先のことではないだろう。
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言葉をひとつも知らない赤ちゃんが、

なぜ母語を話せるようになるのでしょうか？　

この謎には、人間が学ぶしくみを解き明かす

鍵が隠されているといいます。

子どもの発達について実証的な研究を続けてきた

慶應義塾大学教授の今井むつみ氏にうかがいました。
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　　　　 　 「名前がある」のは
　　　　　  「当たり前」ではない
　　　　　　 　　　  赤ちゃんは全感覚を頼りにして、身の周りの世界について
　　　　　　 　　　   学んでいます。たとえば、目の前に丸くて赤く、いい匂いのす
るものがある時“りんご”という音をよく聞く。近くを何か柔らかそうなものが通り過ぎ
るたびに“ねこ”という音が耳に入る。そんな経験を重ねるうちに、ふと“りんご”や“ね
こ”が「名前」だと気づくわけです。大人は当たり前と思いがちですが、「ものには
名前がある」という発見は、学びの第一歩を記す偉大な洞察なのです。
目も耳も機能せず、言葉を話せなかったヘレン・ケラーが、井戸のポンプからほとば
しる水に触れた後、家庭教師のアン・サリバンに、手のひらに指で“water”と綴られ
て「waterは水の名前なんだ」と気づくエピソードは有名ですね。サリバンによれば、
ヘレンはそれ以前もケーキを渡されれば“cake”と綴ることができたけれど、ものと文
字の関連をやみくもに覚えていただけで、それが「言葉」だとは理解していませんで
した。その日、ヘレンは家に帰る道々、手に触れるあらゆるものの名前をサリバンに
尋ね、30もの言葉を一度に覚えてしまったそうです。

　　　　 　 自分のブーツを
　　　　　  自分で引っ張り上げる
　　　　　　 　　　ヘレンと同じように、子どもたちは最初の言葉を覚えた後、驚くべき速
　　　　　　　　　さで語彙を増やしていきます。無意識のうちに新しい言葉の意味を
推測し、知っている言葉と関連づけ、自分の語彙の中にふさわしい位置を探します。子ども
がよく言い違いをするのは、自分でその言葉の使い方を考えているから。子どもは自ら探究
することで語彙を増やしつつ、言語という大きなシステム自体をも発見していくのです。この
しくみを「ブート・ストラッピング・サイクル」といい、ブーツを自分で引っ張り上げて履くように自
分で自分を引き上げていくような、学びの循環を意味します。世界の中に自分で足がかりを
つくり、そこを起点に次の知識を得ていく。言語に限らず、人間はそうやって複雑な知のシス
テムをつくりあげています。自分でつくったシステムだからこそ、すぐ使うことができる。つまり、
「学ぶ」とは何を学ぶべきかを自分で探し、自ら発見していくことなのです。

1

『学びとは何か――〈探究人〉になるために』
　岩波新書

発達心理学、認知科学の実証的研究から、「生きた知識」
が身につくメカニズムを解き明かす。プロ棋士の羽生善
治をはじめ、様々な知の達人たちの声も多数収録。自ら探
究し、学ぶ力を呼び起こすためのヒントに満ちた一冊。

　岩波新書

発達心理学、認知科学の実証的研究から、「生きた知識」
が身につくメカニズムを解き明かす。プロ棋士の羽生善

2
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今井むつみ　Mutsumi Imai

慶應義塾大学環境情報学部教授。専門は
発達心理学、認知科学。『ことばの発達の
謎を解く』『親子で育てる ことば力と思考力』

（筑摩書房）等著書多数。2023年5月に
は、子どもたちのオノマトペの言語分析と実
証研究から言語の進化と本質を考える『言
語の本質』（仮題）を上梓の予定。

9

取材・文：坂口香野

　　　　 　 計算はできるが、
　　　　　  意味はわからない
　　　　　　 　　　 とはいえ、すべての知識が次の知識への足がかりに
　　　　　　　　　なるとは限りません。たとえば分数は、子どもにとって難
しい概念です。計算問題は「通分」などの手順を暗記しているので解けるけ
れど、1/2と1/3ではどちらが大きいかわからない。分数の意味そのものを理
解できていない子が中学生にも多いことが、調査※で明らかになりました。
このような“腑に落ちていない”知識は使えず、発展性もありません。肉片をぺ
たぺたと貼りつけて焼くトルコ料理ドネル・ケバブのように、断片的な知識を
いくら増やしても「生きた知識」とはならないのです。生きた知識とは互いに
緊密に関連づけられたシステムで、新たな要素が加わると全体が更新され
る、まさに生き物のような存在といえます。

　　　　 　 ホームズの観察眼は
　　　　　  どのように育つ？
　　　　　　 　　　 生まれたての赤ちゃんは、どんな言語の発音も聞き分けることができ
　　　　　　　　　ます。しかし、母語として日本語に接しているうちに、日本語では区別
の必要ない音、たとえば“Ｒ”と“Ｌ”の違いには反応しなくなります。脳は無数の情報のうち、ど
こに注意を向け、どこを無視すべきか常に計算しているため、無意識のうちに効率的な学習
のシステムがつくられているのです。
たとえば名探偵シャーロック・ホームズは、驚くべき観察力と記憶力で誰も気づかなかった手
がかりを発見し、事件を解決していきますが、彼もやみくもにすべてを観察しているのではな
いはず。長年の経験から事件現場で注意を払うべき点を熟知しており、そこに集中して推理
を深めていると考えられます。これは学問、芸術、スポーツなどあらゆるジャンルの「達人」に
共通することです。ワトソンとの違いは記憶の貯蔵庫の性能ではなく、目のつけ所なのです。

　　　　 　 「広さ」が
　　　　　  「深さ」をつくる
　　　　　　 　　　 学問、芸術、スポーツなど様 な々ジャンルの「達人」たちに話をうかが
　　　　　　　　  うと、専門を極めるには「広さ」と「深さ」の両方が大切だと実感します。
興味の幅は広いけれど、自分が深掘りすべき知の中心はどっしりとあって「散らかる」ことは
なく、すべてが中心へと収斂していく。
医学は専門化が進み、学ぶべき分野も多岐に渡って、多忙な中学び続けている医療者の
方々には頭が下がります。たとえば外科の先生が最先端の工学の知識を生かして、新しい
治療法を開発されたりすることがありますね。自分は今何を学ぶべきか、他分野の専門家と
どうコラボレートすべきか。その見極めには、経験や知識と同時に直感も大切です。
優れた医療者の論文を読むと、遺伝子レベルから人間社会に関することまで、あらゆる知識
が「生命」という全体像につながっていると感じます。人の生命を救う医学ほど、「生きた知
識」であることが必要とされる学問はないかもしれません。

3

4

5

※認知メカニズムにもとづき、広島県教育委員会、福山市教育委員会と共同開発した「たつじんテスト」による調査。小・中学生を対象に2018年より実施。
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肉ナシでも充実！
春の

ヴェジタリアン
定食

肉や魚を使っていなくても
食べごたえ十分で、お腹にやさしい。

そんなヴェジタリアン風レシピを紹介します。

＜パニール＞［材料］牛乳 1000ml／レモン汁または酢 大さじ3／塩 小さじ1/2
❶鍋に牛乳と塩を入れ、中火にかけて沸騰させる。
❷レモン汁を加え、弱火にして煮る。固形と水分に分離してきたら火を止める。
❸ざるにふきんを敷き、こす。ふきんの上に軽く重しをして水気を絞る。
※水分（ホエイ）は栄養豊富。煮物やスープに使えます。
＜カレー＞［材料（2人分）］玉ねぎ 1個／にんにく 1片／しょうが 1かけ／
カットトマト缶 １缶／サラダ油 大さじ2／クミンシード 小さじ1／ローリエ 2枚／
カレー粉 大さじ1／一味唐辛子 適宜／パニール 1個／塩 適宜
❶玉ねぎ、にんにく、しょうがをみじん切りにする。
❷鍋に油を熱し、クミン、ローリエを弱火で炒める。香りが立ったら①を入れて
　色づくまで炒め、トマト缶、カレー粉、唐辛子、塩を加えて煮詰める。
❸２センチ角に切ったパニールを加え、少し煮てなじませる。

［材料（2人分）］ミックスビーンズ 200ｇ／玉ねぎ 1/4個／にんにく 1片／しいたけ 4枚／
パン粉 カップ1/2／五香粉、ナツメグ、塩 適宜／サラダ油 適宜／
たれ［酒、みりん、しょうゆ 各大さじ２］
❶ミックスビーンズはマッシャーなどでつぶす。玉ねぎ、にんにく、しいたけはみじん切りに
し、油少々を敷いたフライパンでしんなりするまで炒める。
❷①の材料とパン粉、五香粉、ナツメグ、塩を混ぜてたねをつくり、小判型に整える。
❸フライパンに多めの油を熱し、②の両面をこんがりと焼く。
　たれの材料を合わせてフライパンに入れ、全体にからめる。

 A F É  I E S T A

手作りパニールのカレー
牛乳とレモン汁だけで簡単に作れるインド風チーズ・パニール。
モツァレラのような食感があり、カレーによく合います
。

お豆のハンバーグ
お肉ナシでもしっかりとボリューム感のあるハンバーグ。
大豆、ひよこ豆などの水煮缶でも手軽に作れます。

C S

いろいろ使える ！ 
パニール活用法
パニールは30分
ほどで食べられま
すが、冷蔵庫で
一晩水切りする
と固い豆腐のよ
うな存在感に。そ
のままサラダに入
れても、スパイス
を振って揚げて
も美味。

たねを丸め、小麦
粉をつけて揚げ
焼きにすれば豆
のコロッケ・ファラ
フェル風に。玉ね
ぎの代わりに、も
どした切り干し大
根のみじん切りや
芽ひじきを加えて
もコクが出ます。

揚げ焼きで
ファラフェル風に！

MEMO

MEM
O
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製品の特長・担当者の想い

手術用手袋のお悩み・お困り事の解決に

「フィネシス　ゼロ」「フィネシス　コリウム」3月発売

フィネシス　ゼロ

詳細情報は、下の製品案内ページでご覧いただけます。
※3月発売開始に合わせて公開予定

フィネシス　コリウム

フィネシス　ゼロ フィネシス　コリウム

販売名：フィネシス　ゼロ／フィネシス　コリウム
一般的名称：非天然ゴム製手術用手袋 
医療機器認証番号：304ADBZX00102000／304ADBZX00103000
製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス
お問い合わせ先：0120-923-107（カスタマーサポートセンター）

　現在、使われている手術用手袋の解決すべき課題に、感染
対策、アレルギー対策が挙げられます。
　JMSは患者様、医療従事者様に対して、これらの課題解決
策の一つとして、フィネシスサージカルグローブを発売開始し
ます。

●手術用手袋のアレルギー課題
　手術用手袋の素材は、天然ゴムと合成ゴムが主に使われて
いますが、天然ゴムにはタンパク質によるラテックスアレルギー
（Ⅰ型）および加硫促進剤によるアレルギー（Ⅳ型）が、合成ゴム
製にも同様の加硫促進剤によるⅣ型アレルギーに関わる課題
があります。

●非ゴム系素材でアレルギー対策を実現
　フィネシスサージカルグローブは、天然ゴム製でも合成ゴム
製でもありません。
　「熱可塑性エラストマー」という材料を使用することで、前述
のⅠ型、Ⅳ型アレルギーに関連する物質が含まれておらず、アレ
ルギーに関する課題解決の一つとなります。

●膨張しにくく交差感染のリスクも低減
　熱可塑性エラストマーは膨潤しにくく、天然ゴムや合成ゴム
よりも膨潤による破損などのリスクが軽減されています。これ
により使用中の破損による患者様、医療従事者様の交差感染
のリスクを低減させることができます。
　「フィネシス　ゼロ」と「フィネシス　コリウム」を二重装着す
ることで、鋭利な器具などによる手袋の破損、穿刺による感染
対策にもつながります。

●柔軟性にすぐれ、なじみやすいフィット感
　熱可塑性エラストマーは柔軟性にすぐれているため手術中
の触感、操作性も良く、より高い装着感とグリップ性を提供し
ます。
　これまでの一般的な手術用手袋で解決できなかった課題を
解決する方法の一つとして、私たちはフィネシスサージカルグ
ローブを提供してまいります。
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《表紙の言葉》山桜の名所、三重県津市美杉町三多気。500本もの桜並木が伊勢本街道から
　　　　　   真福院の山門まで1.5km続く。（写真：橋本政博／アフロ）
企画・編集：HARUMI INC.　デザイン：山田デザインオフィス　印刷：公和印刷株式会社

▶︎「シエスタ」バックナンバーは
　こちらからご覧いただけます。


