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医学の進歩によって医療現場は加速度的に変化している。しかし、喫緊の解決すべき課題は待っ
たなしである。代表的な課題の二つを示す。

一つは医療財源である。皆保険制度のもとにある以上その限度額は存在するはずであるが、経済
成長が鈍化する中で、社会保障費への税投入は毎年ほぼ1兆円増加している。分かり切った命題へ
の正面切っての議論と、回答への実直な議論をしてこなかったことを問われている。もう一つは医
療の細分化である。医療の高度化に伴う担当する診療領域の狭小化であることを考えれば、健康や
長寿への人々の願望からも当然の結果であり、さらに分化するだろう。

どちらも、随分前から予想され、問題視されてきたことであり、なんとなくここに至った経過も
似ている。一見無関係の二つは密接に関係している。医療費の増加には、医療の高度化、医療機器
の進化や新薬の開発などが大きな影響を及ぼす。進歩は不要かと問われれば、もちろん「否」であ
る。これからも進歩し続けるに違いない。国際競争力を持つ誇るべき日本の産業として成長しなく
てはならない。

一見潤沢な財源を、どのように配分するかの調整のみで進んできた我が国の医療であるが、総人
口と生産年齢人口の減少は、生産性をよほど高めない限り国内総生産を減少させるので、調整から
生産性を高めるものへの重点配分に急いで舵を切らなくてはならない。医療の現場に機会費用の認
識は極めて少ない。日本の医療保険制度はすでに手遅れだと言明する識者も少なくない。医療者は
自ら自死の道を進んでいるように見える。

これらの問題を解決するために、重点配分の一つとして、プライマリ・ケアの強化、そのための
プライマリ・ケアの専門性を確立すべきであると主張してきたが、いまだ、それを否定する論調が
存在する。先進医療を行う医師が日々直面する困難さと同様に、住民の複雑な健康問題に対応する
医師も難易度を要求されるのである。その力量を担保する医師の研修システムが必要なのであるが、
医学部での卒前教育と2年間の臨床研修を立派にやるだけで、プライマリ・ケアに十分対応できる
という古典的とも言える意見がまかり通っていることが不思議でならない。すでに次代への転換を
図っている欧米ならびにアジア諸国の動向と研究が証明しているが、おそらく、関係する全てが一
時期の国内的な成功体験のレジームを転換できないのであろう。　

プライマリ・ケア領域における医師の専門性は、格差によって潜在化する健康問題の抽出や、デ
ータ化に専門性を要するプライマリ・ケア・データによる医療システム改善のサイクル形成、有限
な医療リソースを有効に使うための高いレベルの総合診療能力、包括的ケアでの多職種連携のハブ、
加えて、地域医療を守る量的主体である日本医師会の「かかりつけ医」への方向性への明示などが
ある。プライマリ・ケア領域と医師の専門性の確立こそが、解決すべき課題を乗り越えるための必
須条件なのである。身近な医療の安定なしに次の世代の発展はない。

プライマリ・ケアの専門性の確立は
医療全体の発展のため

一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 理事長

丸山　泉
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Summary

今日も世界は新興・再興感染症、両方の脅威にさら
されている。日本が有するイノベーション、研究開発
能力を感染症対策のために活かすことは、国際貢献、
また安全保障の観点からも極めて重要といえる。グロ
ーバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）は、日本政
府、日本の製薬企業、ビル&メリンダ・ゲイツ財団等
の共同出資によって設立された、グローバルヘルス
R&Dに特化した日本発の非営利・国際機関であり、途
上国で蔓延する感染症に対する治療薬、ワクチン、診
断薬の研究開発を支援している。2017年3月時点で、
80件以上のプロジェクトに対して総額100億円以上の
投資を行い、6件が既に臨床試験の段階に入っている。
2016年、日本は議長国としてG7伊勢志摩サミットを
開催し、保健分野では感染症対策の強化、また創薬開
発のさらなる推進を具体的貢献作として発表した。今
後日本が、感染症に対抗すべく創薬開発をさらに推進
し、保健医療の面から国際的貢献を果たしていく可能
性と役割は極めて大きい。

1．日本と感染症の関わり

現代に生きるわれわれにとって、「感染症」と聞くと、
何を連想するだろうか。実は、日本と感染症の関わり
を歴史的にみたとき、日本には困難な公衆衛生問題に
立ち向い、様々な感染症の課題を解決してきた実績と
経験がある。例えば、第二次世界大戦直後の日本は、
膨大な戦災と荒廃により、食糧の生産・運搬・配給そ
して、公的な保険医療の提供が途絶し、劣悪な衛生状
態に起因する感染病が蔓延していた。当時は、国民の
大半が土壌伝播寄生虫に感染し、マラリア、フィラリ
ア、住血吸虫症なども見られた。しかし、行政、専門

家、住民が一体となった包括的な公衆衛生活動や寄生
虫対策を実施した結果、日本はこれらの感染症を制圧
した経緯がある。

2．終わらない感染症との戦い
ー 新興・再興感染症の脅威

人間と感染症の戦いは決して終わっておらず、世界
は今日も感染症の脅威にさらされている。マラリア、
結核、そして顧みられない熱帯病（Neglected tropical
diseases, NTDs）1などの感染症は、アフリカ、アジア、
南アメリカなどの開発途上国において、今なお深刻な
問題となっている。さらに、昨今のエボラ出血熱やジ
カ熱の世界的な大流行や、国内におけるデング熱の感
染確認など、世界は新興・再興感染症の脅威に直面し
ているといえる。

マラリア
WHOの報告によると、2015年には世界で約2億人が

マラリアに感染したと考えられている 1）。また、同年の
マラリアの死亡者は約43万人にのぼり、そのうち30万
人（70%）が5歳以下の子どもであり、熱帯および亜
熱帯地域の少なくとも95の国々で感染が報告される 1）。

結核
2014年のWHOの統計によると、結核の感染者数は

全世界で960万人、死亡者は150万人と報告されてい
る 2）。死亡の95%は低中所得国で発生しており、感染
者の多くが結核にも感染し、HIV患者の死亡数の1/3は
結核が原因となっている 2）。2014年には世界で14万人
の子どもが結核で死亡しており、大人だけでなく、子
どもにとっても結核は大きな脅威であることは実はあ
まり知られていない 2）。
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GHIT Fund
−日本の創薬開発をグローバルヘルスへ
The GHIT Fund - Bringing Japan's R&D Innovation to Tackle Global Health Challenges

鹿角　契1）、BT スリングスビー2）

Kei Katsuno、BT Slingsby

公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）
1）投資開発戦略・ディレクター、2）CEO
1）Director, Investment Strategy & Development,2）CEO & Executive Director

Global Health Innovative Technology Fund (GHIT Fund)

5

1 顧みられない熱帯病とは：Neglected tropical diseases = NTDs；WHO（世界保健機関）が「人類の中で制圧しなければならない熱帯病」と定義してい
る疾患群のことを指す。デング熱、狂犬病、トラコーマ、ブルーリ潰瘍、トレポネーマ感染症、ハンセン病、シャーガス病、アフリカ睡眠病、リーシュ
マニア症、嚢虫症、メジナ虫症、包虫症、食物媒介吸虫類感染症、リンパ系フィラリア症、河川盲目症、住血吸虫症、土壌伝播寄生虫症、マイセトーマ
が含まれる。



顧みられない熱帯病、NTDs
例えば、シャーガス病や内臓リーシュマニア症は、

昆虫が媒介する寄生虫病で、主に低所得国の最貧困層
の人々が罹患する。シャーガス病は、世界でおおよそ
600万〜700万人が感染しており 3）、毎年新たに5万人
が感染している 4）。毎年おおよそ1万2000人がこの病
気により死亡し、南北アメリカ大陸だけでも6,500万
人の人々がこの病気に罹患するリスクにさらされてい
る 5）。内臓リーシュマニア症は、サシチョウバエに刺さ
れることによって広がり、治療をしなければ感染から2
年以内に死亡する疾患であり、グローバルな課題とな
っている。この病気は毎年2万人が内臓リーシュマニア
症により死亡し、毎年新たに30万人が感染していると
される。約3億1000万人の人々がこの病気に罹患する
リスクにさらされている 6）。さらに、NTDsの一つでも
あるデング熱は、近年日本においても再び国内感染例
が多数報告されている。シャーガス病やリーシュマニ
ア症、またデング熱の他にも様々な疾患を含め、計18
の疾患が現在NTDsとして定義されており、これら疾患
群による公衆衛生上の被害は計り知れない。

新興感染症
現在、日本も新興感染症と無関係とは全く言えない

状況にある。2014年、エボラ出血熱が西アフリカを中
心に大流行し世界的な脅威となり、2015年には南アメ
リカ大陸を中心にジカ熱が大流行した。また、エボラ
出血熱やジカ熱だけではなく、人類にとってまだ未知
の感染症が世界的脅威となる可能性もある。ヒト・モ
ノが国境を越えて頻繁に行き来する現在、日本もボー
ダーレスに広がる感染症の脅威から逃れられない状況
となりつつあるのだ。

3．感染症創薬開発、そして日本の貢献

感染症疾患の多くが今もなお、発展途上国に生きる
人々、特に貧困層を苦しめており、それによりさらな
る貧困と感染症の蔓延をもたらす。この負の連鎖を断
ち切るには、これら感染症に対して有効な医薬品が必
要不可欠だが、そのための製品開発はまだまだ不十分
といえる。主な原因として、「市場原理の不足」が考え
られる。

市場原理の不足
グローバルヘルス分野で課題となっている感染症疾

患、特にNTDsの場合、感染者の大部分が途上国の購買
力がない人々であるという現実がある。そのため、新薬
を創出しても製薬企業にとって、あまり「ビジネスにな
らない」、つまり十分な市場自体がないといえる。実際、
世界の最貧国層の30億人、つまり世界の7分の3がさ
まざまな感染症（HIV／エイズ、マラリア、結核、その
他の熱帯病など）のリスクを有している現状にもかかわ

らず、世界全体の創出数のうちこれらの感染症に対する
薬が占める割合は、僅か1%にとどまっている 7）。市場
原理が働かないため、これら感染症に対する創薬開発
がなかなか進まないという現実がここにはある。

グローバルヘルス：日本がもつ可能性
実は、日本の新薬開発能力は、アメリカ、スイスに

次いで、世界で第三位に位置している 8）。国際特許出願
件数、新薬開発数のいずれにおいても、日本は世界の
科学技術をリードしており、トップレベルの研究開発
能力を有する国といえる。したがって、グローバルヘ
ルスの研究開発分野においても、日本はさらに存在感
を出していくことが可能と考えられる。また、日本が
有する研究開発能力を、創薬開発の更なる推進を通し
て感染症対策のために活かすことは、国際貢献として
のみならず、安全保障の観点からも極めて重要である
と言える。

4．GHIT Fund
ー 日本の創薬開発をグローバルヘルスへ

このような背景をもとに、グローバルヘルス技術振
興基金（GHIT Fund）は 2013 年 4 月に設立された。
GHIT Fund は、官・企業・市民がセクターの垣根を越
えてパートナーシップを組み、共同出資により創設さ
れた、世界初のグローバルヘルス R&D に特化した機関
である。現在 GHIT Fund には、日本政府（外務省、厚
生労働省）、複数の日本企業、米国ビル&メリンダ・ゲ
イツ財団、そして英国ウェルカム・トラストが共同で
出資をしている（表 1）。GHIT Fund はその資金によ
り、マラリア、結核、HIV/AIDS、NTDs などの感染症
に対する治療薬、ワクチン、診断薬の研究開発に投資
を行う 9）。

“Aligned incentives”出資機関からの観点
上述の通り、GHIT Fundは日本政府、製薬企業、国

際的財団等の官・民両セクターにより出資を受ける
Public-Private Partnership（PPP）となっている。それ
ぞれのセクターにとってGHIT Fundに出資するインセ
ンティブがあることが、PPPのモデルが機能する上で必
要不可欠となる。例えば、日本政府は日本再興戦略の
中で、健康・医療戦略の重要な要素としてGHIT Fund
を位置付けている。つまり、感染症に対する医薬品開
発支援による途上国への貢献は、外務省の国際保健外
交戦略の一環であり、また厚生労働省にとって、GHIT
Fundによる国際保健分野での更なる貢献は日本の製薬
産業の国際展開にもつながる、と期待される。

参画する製薬企業にとっては、ゲイツ財団やウェルカ
ム・トラスト、あるいは国際的なProduct Development
Partnerships （PDPs）2 機関が有する、創薬開発の知見や
知識を共有し、感染症領域での製品開発の専門性を高め
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2 PDPsとは：結核やマラリア、顧みられない熱帯病（NTDs）等特定の疾患に特化した医薬品の研究開発を専門とする、国際的な非営利団体。



ることにつながる。また同様に、ゲイツ財団等の国際的
財団にとっては、研究開発能力を有する日本の機関との
可能性を広げる機会ともなる。

GHIT投資事業と選考プロセス
GHIT Fundが投資する研究開発は、日本と海外の組

織のパートナーシップであることが必須である。これ
は、日本の製薬企業、大学、研究機関が保有する技術
やイノベーションを用いて、開発途上国の健康問題の
解決に、より大きなインパクトをもたらすことを目指
しているからだ。また、GHIT Fundの投資プログラム
は製品開発に重点を置いていることも特徴の一つであ
る。標的研究から臨床試験、薬事承認までをシームレ
スにカバーする4つのプログラム（標的研究プログラム、
スクリーニングプログラム、Hit-to-Leadプログラム、
製品開発プログラム）を設置し、製品開発における、
所謂「死の谷」をつなぐ役割を担っている（図1）。

GHIT Fundは、投資案件の選考プロセスにおいて公
平性と透明性を保つ体制をとっている。申請されたプ
ロポーザルは、GHIT Fundの評議会、理事会、マネジ
メントチームから独立した第三者で構成される、外部
審査員、選考委員（グローバルヘルスR&Dに精通した
専門家）により評価・審査を受ける。現在、選考委員
会には9名のメンバー（日本人4名と海外から5名）が
いるが、利益相反を排除するため、製薬企業に所属す
る者をメンバーに含まないこととなっている。言い換
えると、GHIT Fundに対して出資をしている企業・機
関が、投資案件の選考プロセスにおいて、有利な評価
を得る、ということは一切ない。プロジェクトを採択
された製品開発パートナーは、GHIT Fundとの間で合
意したマイルストーンに対する進捗報告を半年ごとに
提出する義務があり、GHIT Fundは、この報告書をも
とに投資継続の是非を判断する。

これまでの成果
設立以来4年間で、GHIT Fundは80件以上のプロジ

ェクトに対して総額100億円以上の投資を行ってきた。
投資金額を疾患別に見ると、マラリアが約42%、結核
が約14%、その他のNTDsがおよそ44%を占める。ま
た、製品別では治療薬が最も多く約67%を占め、ワク
チン、診断薬がそれぞれ約28%、約5%となっている。
また、すでに計6件が臨床試験の段階となっており、一
刻も早い製品開発を目指し、各プロジェクトが進行し
ている（図2）。

前述の通り、GHIT Fundが投資する研究開発は、日
本と海外の組織のパートナーシップであることが必須
である。日本・海外の共同研究開発の形態は、例えば
日本の研究機関と途上国の大学、あるいは、日本の民
間企業と海外の非営利組織など、組み合わせも多種多
様だ。実際に、世界各地から多くの機関が研究開発に
参画している（図3）。日本の大学からは大阪大学、愛
媛大学、北里大学、東京大学、帯広畜産大学、富山県
立大学、順天堂大学、長崎大学、東京医科歯科大学な
ど（順不同）がそれぞれの共同研究開発にこれまで携
わってきた。

製品開発プラットフォーム
「前臨床から臨床試験、ライセンスまでをカバー」

GHITの製品開発プラットフォームは、リード最適化
から前臨床、臨床、ライセンスまでを含むプロジェク
トに対して投資を行う。既に38件のプロジェクトに対
して、総額80億円以上の投資が行われ、そのうち計6
件が臨床試験の段階まで進んでいる。

臨床段階にあるプロジェクトの一例として、アステ
ラス製薬株式会社（以下、アステラス製薬）、また海外
の複数機関が参画する、住血吸虫症に対する治療薬

「プラジカンテル（PZQ）」小児用製剤の開発が挙げられ
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表1 GHITのパートナー・スポンサー機関



る。錠剤が大きい、苦い等の小児用治療の問題点を解
決すべく、アステラス製薬をはじめとした官民連携に
よるコンソーシアムにより、①飲み込みやすい、新し
い錠剤の開発、②苦みが少なく、より効果の高い化学
構造のプラジカンテル（L-PZQ）の小児向け製剤開発が
進んでおり、GHITは本プロジェクトに対して継続的投
資を行っている。その他にも、大阪大学微生物病研究
所 と ブ ル キ ナ フ ァ ソ 国 立 マ ラ リ ア 研 究 セ ン タ ー

（CNRFP）らによる新規マラリアワクチン「BK-SE36」
のプロジェクトや、武田薬品工業株式会社とMedicines

for Malaria Venture（MMV）3による新規抗マラリア
薬「DSM265」開発等にGHITは投資しており、これら
の案件が臨床試験段階に進んでいる。

スクリーニング及びHit-to-Leadプログラム
「日本の化合物ライブラリーに焦点を」

GHITのスクリーニングプログラムは、日本の企業や
研究所が所有する化合物ライブラリーを活用し、PDPs
と共同で、各疾患に対して有効な候補化合物（ヒット
化合物）を探索するものである 10）。2013年のGHIT設
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図1 GHITの4つのプログラム

GHIT Portfolio
(All Investments) 

図2 GHITのポートフォリオ
全てのプロジェクトが日本と海外のコラボレーション

3 Medicines for Malaria Venture（MMV）：非営利の官民パートナーシップにより設立された団体で、マラリアによる負担軽減のために、効果的か
つ経済的な新薬の研究開発を行っている。本部はスイス・ジュネーブ。
Drugs for Neglected Diseases initiative（DNDi）：シャーガス病やリーシュマニア症等の顧みられない感染症に対する新薬研究開発、及びその促
進を行っている、スイス・ジュネーブに本部をもつ非営利の国際団体。
The Global Alliance for TB Drug Development（GATB）：より効果的かつ経済的な結核のための新薬発見と開発を行う非営利団体で、米・ニュ
ーヨークに本部がある。



立以降、日本の14の製薬企業・研究機関とPDPsであ
る3機関の間で合計24件ものパートナーシップが形成
され、各疾患に対するヒット化合物の同定を進めてい
る（表2）。

Hit-to-Lead Platform（HTLP）は、スクリーニング
によって同定されたヒット化合物を、さらにリード化
合物へと導くためのプログラムである。つまり、スク
リーニングプログラムと、リード最適化〜非臨床・臨
床試験段階を助成対象とする製品開発プログラムを繋
ぐ、橋渡し的な役割を果たしている。GHITのスクリー
ニングプログラムから既に7件のプロジェクトがHTLP

へと移行しており、その後の非臨床・臨床試験につな
がる研究開発が進められている 10）。

標的研究プログラム「画期的な早期研究に投資」
GHITの標的研究プログラムでは、治療薬、ワクチン、

診断薬開発の早期段階の画期的なプロジェクトに対し
て、一案件あたり、最大1億円を投資するもので、年間
最大2億円の投資を行う。標的研究プログラムでは、ア
カデミア・研究機関など日本からのイノベーション創
出を推進するとともに、GHITが実施する他のプログラ
ムと同様に、日本と海外の研究機関のグローバルな連
携を促進している。これまでに、愛媛大学、セルフリ
ーサイエンス等によるマラリア診断薬開発や、武田薬
品等によるマラリア治療薬開発のプロジェクトに対し
て投資を行っている。

5．日本と、GHIT Fundの今後の役割

かつては感染症の蔓延国でもあった日本は、優れた
技術、分野を越えた協力と連携を通じて国内の公衆衛
生を急速に向上させ、困難な問題を解決してきた。ま
た、日本の研究開発能力が世界でトップレベルである
ことに疑う余地はない。言い換えると、日本の製薬企
業や研究機関が有する技術とイノベーション創出能力
を、政府や民間企業、国際的財団による資金面等での
援助により強力に後押しすることで、開発途上国の感
染症制圧のための創薬開発をさらに促進する可能性が
広がる。このように、官民両方が関わる日本のイノベ
ーションを通じて、世界の人々の健康改善に貢献する
ことは、今後の日本そして国際社会にとっても大きな
意味を持っていると同時に、日本が世界のリーダーと
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エーザイ株式会社

オーピーバイオファクトリー株式会社

北里研究所

公益財団法人結核予防会結核研究所

塩野義製薬株式会社

株式会社ハイファジェネシス

大日本住友製薬株式会社

第一三共RDノバーレ株式会社 

第一三共株式会社

武田薬品工業株式会社

田辺三菱製薬株式会社

中外製薬株式会社

富山県立大学

微生物化学研究所

表2 GHIT Screening Platform
（スクリーニングプログラム）に参画する日本機関

Product Development Partners

図3 研究開発に参画する日本・海外の機関



して果たす責務とも言える。
昨年（2016年）5月、日本はG7議長国として伊勢

志摩サミットを開催し 11）、保健分野において感染症対
策の強化や、日本からの創薬開発の更なる推進等を具
体的貢献策として発表した 12）。

日本発のイノベーションで更にグローバルヘルスへ
の貢献を推進すべく、GHITは、官民両セクター、及び
国内外の関係機関との連携をより一層強化していく。
それにより、感染症に対する製品開発をより促進し、
一刻も早く感染症に苦しむ人々の負担が軽減されるこ
とを我々は強く願っている。
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Profile
略歴

公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）投資戦略・開発ディ
レクターを務める。東京大学医学部医学科卒業後、独立行政法人国立国際医療研
究センター（前:国立国際医療センター）にて医師として勤務。フルブライト奨学
生として米国・ジョンズホプキンス大学公衆衛生大学院公衆衛生修士号（MPH）
取得。また、ECFMG（米国医師資格）を取得。米国・East West Center フェロー
を経て、世界銀行においてヘルススペシャリストとして勤務、現職に至る。日米
リーダーシップ・プログラムフェロー。東京大学大学院医学系研究科国際保健学
専攻生物医化学教室講師兼任。

鹿角　契

Kei Katsuno

Profile
略歴

世界で初めて官民が連携し開発途上国の感染症に対する新薬創出を推進するため
に設立された、Global Health Innovative Technology Fund（GHIT Fund）の
CEO 兼専務理事。同職就任以前は、エーザイ株式会社でグローバルアクセス戦略
室室長を担当し、新興成長市場と発展途上国の新薬創出のための研究開発を主
導。また、日米両国にて多数の事業や団体等の設立にも携わる。
日米の学術雑誌に論文を投稿し、アジアでは生命倫理分野で初めてとなる学術書
を共同執筆した経験を持つ。東京大学、京都大学の複数のアカデミックフェロ
ー、グローバルヘルスと安全保障委員会の運営委員、ブレイクモアフェロー、日
米リーダーシップ・プログラムのスコット・M・ジョンソンフェローなどに従事。
ムラタプライズの受賞者、ギル奨学金のスカラー、米国ワールド・カップ・チー
ムのトライアスロン選手として活躍した経験も持つ。ブラウン大学卒業後、ジョ
ージ・ワシントン大学医学部、京都大学大学院医学研究科、東京大学大学院医学
研究科にて修士・博士号を取得。

BT スリングスビー

BT Slingsby
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診療ガイドライン作成の現場において、システマテ
ィックレビューのための医学文献データベースの包括
的な文献検索へのニーズが高まっている。文献データ
ベースの検索に用いるべき検索語句は標的文献集合で
出現頻度が高く、残りの対照文献集合での出現頻度が
低いものを用いる必要があるが、効率的な検索語句を
見つけ出すのにテキストマイニングが有効な手段にな
る可能性がある。システマティックレビューのための
文献検索にテキストマイニングを応用した研究は、す
でにいくつか報告されている 1,2）。

標的文献集合は一定のコンセプトを共通に有する文
献の集合であり、対照文献集合はその共通のコンセプ
トのない文献の集合である。標的文献集合と対照文献
集合の双方で共通のコンセプトも存在するが、それら
は両者の識別には役立たない。通常の文献検索では、
標的文献集合に可能な限り特異的なコンセプトを表現
する語句を複数、ANDで結合した検索式を作成する。
結合する語句の数が少ないと検索結果が多くなり、数
が多いと検索結果が少なくなる。また、コンセプトを
表す語句は一つとは限らず、さまざまな語句が同じコ
ンセプトを表現するために用いられている。それらの
語句をORで結合することで、標的文献の漏れは減少す
るが、対照文献が含まれる可能性が高くなる。すなわ
ち感度は高くなるが、特異度が低下する。コンセプト
に基づく文献検索では適切な検索語句をどれだけ想起
できるかが重要な役割を果たすことになる 3）。

ランダム化比較試験（randomized controlled trial,
RCT）の文献検索では、クリニカルクエスチョン
Clinical Question（CQ）をPopulation、Intervention、
Comparator、Outcome、すなわちPICOの形式で作成
し、それぞれの要素を表す語句をできるだけ数多く想

起して、それらをORで組み合わせたうえで、ANDで
組み合わせて検索式を作成する。PICOの4つの要素を
すべてANDで結合すると、検索の限定が強すぎるため、
感度を高くするには、Pと Iを表す語句を用い、CとO
の語句は用いないことが原則とされている。それらに
さらにコクランのRCT用の検索フィルター 4）1を組み合
わ せ た り 、 PubMedの Medical Subject Headings,
MeSHのrandomized controlled trial [pt]を組み合わせ
て検索を行うのが一般的である。

標的文献集合のフルセットを最初から知ることはで
きない。試験的な検索で得られた文献集合から、標的
文献サンプルを得て、次第に選定された標的文献を増
やしていき、フルセットに近付けていくしかない。ま
た、疾患専門家から既知の標的文献サンプルの情報を
得られる場合もある。これらの際に、標的文献サンプ
ルのタイトルとアブストラクトのテキストマイニング
を行い、単語の出現頻度を知ることができれば、検索
式の作成に有用と考えられる。

今回は、オープンソースの統計解析、プログラミン
グプラットフォームであるRを用いて 5）、PubMedの検
索結果をExtensible Markup Language 、XML形式で
ダウンロードし、そのファイルに対してテキストマイ
ニングを行い、単語の出現頻度を解析し、いわゆるワ
ードクラウドを作成し、PubMed検索のためのHTML
ファイルを作成するスクリプトを作成する。

用いるRのパッケージ

RのパッケージとしてXMLファイルの読み込みと処
理を行うためのXML6）、テキストマイニングのための
tm7, 8）が提供されているので、これらをライブラリーと

Rを用いたPubMed検索結果
XMLファイルのテキストマイニングと

文献検索への応用

森實　敏夫
Toshio Morizane

公益財団法人日本医療機能評価機構 客員研究主幹
東邦大学医学部 客員教授

大船中央病院 消化器・IBDセンター 非常勤医師

1 Box 6.4.a sensitivity-maximizing version (2008 revision); PubMed format
randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized [tiab] OR placebo [tiab] OR drug therapy [sh]
OR randomly [tiab] OR trial [tiab] OR groups [tiab]

Box 6.4.b sensitivity- and precision-maximizing version (2008 revision); PubMed format
randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized [tiab] OR placebo [tiab] OR clinical trials as
topic [mesh: noexp] OR randomly [tiab] OR trial [ti] NOT(animals [mh] NOT humans [mh])

シリーズ
第41回
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して用いた。また、XMLファイルの読み込みおよび解
析結果のCSVファイルの保存の際にダイアログボック
スを表示させるためにtcltk2パッケージ 9）またいわゆる
ワードクラウドを作成するためwordcloud10）さらにカ
ラーの設定のためRColorBrewer11）パッケージを用いた。
また、最終的にPubMed検索に用いうる検索語句（キ
ーワード）の候補一覧をHTMLファイルとして表示す
るため、panderパッケージ 12）を用いた。なお、Rは
version 3.3.3を用いた。Rおよびこれらパッケージの
ダウンロードとインストールまたスクリプトの動かし
方についてはさまざまな書籍 13）でもまたウェブ 2でも紹
介されているので、それらを参照されたい。ここで用
いた関数については、ブレット・ランツの著書 14）など
を参考にしている。

PubMed検索結果XMLファイルの準備

PubMedで検索を行うと、検索式に該当する文献が
Summary形式でリストアップされる。その結果を
Send toか ら Choose Destinationを File、 Formatを
XMLにして、Create FileボタンをクリックするとXML
形式でダウンロードすることができる（図1）。

例として、CQ: “成人の急性虫垂炎で抗菌薬による保
存的治療は外科切除術と比べ、1年以内の再発を伴わな
い治癒は優れているか？”に対する、検索式、appendicitis
AND (surgery OR resection OR appendectomy OR
appendicectomy) AND antibiotics AND randomized
controlled trial[pt] AND humans [mh] AND (english
[la] OR japanese[la]) AND hasabstract[tw]で検索した例
を挙げる。143件の文献が引き出されたが、最初の20件
の内、Salminen P 2015とVons C 2011の2件がCQに合
致するので標的文献サンプルとして採用し、XML形式で
ファイルをダウンロードした。

XML形式はテキストファイルで、データにタグと呼
ばれる特定の文字列を付けることで、データの意味や
構造、装飾などを埋め込んだものである。図2に今回ダ
ウンロードしたファイルをワードパッドで開いた最初
の数行を示す。たとえば、26080338という数字に対
して<PMID Version=”1”>と</PMID>で挟むように記
述されている。これによって、このデータがPMIDであ
ることを示している。タグがデータベースのレコード
のラベルのような働きをすることになる。

このファイルには、<ArticleTitle>論文のタイトル
</ArticleTitle>、<Abstract>アブストラクトのテキス
ト</Abstract>の様に記述されているので、タグを指定
して論文のタイトルとアブストラクトだけを抽出する
ことが可能になる。

Rスクリプトの機能デザイン

XMLファイルから論文タイトルとアブストラクトを
テキストとして抽出し、前置詞、代名詞、関係代名詞、
カッコ、コンマ、ピリオド、数字などの文献の識別に
有用でない単語（ストップワード）を削除したうえで、
単語の出現頻度を解析する。

単語の出現頻度は、標的文献サンプル全体での、す
なわち文献集合でのそれぞれの単語の出現回数および
一文献あたりの出現回数を解析する。一文献あたりの
出現回数はその単語の文献集合での出現回数を文献数
で除して算出する。

2 Googleなどの検索サイトで“r 検索語句”で検索すると数多くのページが出てくる

図1 PubMed検索結果のXMLファイルとしてのダウンロード

図2 XML形式のファイル



文献サンプル集合での出現頻度が高くても、一つの
文献で一度も用いられていない単語は、その文献集合
を引き出すことはできないので、一文献あたりのその
単語の出現率も解析する。この出現率は文献集合（ク
ラスター）あたりのその単語を含む文献の割合に相当
する。

また、標的文献サンプルで、文献あたりの出現回数
でソーティングした頻度順一覧を作成し、文献当たり
の出現率が 1.0の単語については文字色を青で示す
HTMLファイルも同時に作成する。HTMLファイルはブ
ラウザーで開いて、選択した単語をANDで結合して直
接PubMedを検索し結果が得られるように、JavaScript
によるプログラムも作成する。

スクリプトの作成

ス ク リ プ ト は フ ァ イ ル 名 pmCountSing.Rで
Windows、Macいずれでも動作可能である。スクリプ
トは以下のパートから構成される。
##0. Preparing for HTML texts, deleting words, and

countword function.
#0-1. List of words being deleted. You can add

more words.
#0-2. HTML texts.
#0-3. Function countwrd.
##1. Load packages.
#1-1. Essential packages.
#1-2. For making word cloud if you want.
##2. Open XML file and analyze.
###3. Save the results.
#3-1. Chose and set a folder to save files.
#3-2. Save table data as csv files.
#3-3. Save the word cloud jpeg pictures and a

HTML file.
それぞれのパートのスクリプトの概略について解説

する。スクリプト全体として5000字以上の大きさがあ
るので、ここでは概略を解説し、応用可能性の高いス
クリプトだけ記述することにする。pmCountSing.Rの
ファイルはZIPファイルとして圧縮しダウンロードでき
るようにした 3。

#0-1のスクリプトは解析対象から除きたい単語のリ
ストを作成する。必要に応じて、追加することができ
る。List of words being deletedで前置詞、関係代名
詞など削除したい単語を変数delwrdに設定する。

#0-2はHTMLファイルを作成するための、テキスト
データである。#3-3のスクリプトでHTMLファイルを
作成する際のデータとして用いる。JavaScriptの記述も
含んでいる。

#0-3 のスクリプトは単語の頻度解析を行う関数であ
る。関数名は countwrd としてあり、XML ファイルか

らタイトル、アブストラクトまたはタイトル＋アブス
トラクトのデータを読み込んだデータフレームからコ
ー パ ス を 作 成 し 、 そ れ に 対 し て デ ー タ 処 理 を 行
い 、” Words” 、” Count per cluster” 、” Count per
doc”、”Rate per doc”すなわち、文献集合全体での単
語の出現回数、文献当たりの単語の出現回数、そして、
文献当たりの単語の出現率を解析して結果を返す機能
を持っている。

この部分はテキストマイニングを実行する部分で、
興味のある読書が多いと思うので、スクリプトを記述
しておく。引数としてXMLファイルから抽出したタイ
トル（変数名title）、アブストラクト（変数名abstract）
あるいはタイトル＋アブストラクト(変数名atall)のテキ
ストデータを渡すと処理を行う（これらのデータ抽出
のスクリプトは後述する）。パッケージ tmの関数を用
いている：
#0-3. Function countwrd.
countwrd=function(target){
c=Corpus (DataframeSource (eval(parse(text=target))))
#コーパスの作成
c=tm_map(c,stripWhitespace) #スペースの削除
c=tm_map(c,removeNumbers) #数字の削除
c=tm_map(c,removePunctuation,preserve_intra_word
_dashes=TRUE) #単語内のハイフンを除きピリオ
ド、コンマを削除
stopwrd=setdiff(stopwords(kind= ”en”),c(”to”,”up”))
#ストップワードの設定
c=tm_map(c,removeWords, stopwrd) #ストップ
ワードの削除

cm=DocumentTermMatrix(c) #単語のマトリック
ス作成
Count=as.data.frame(apply(cm,2,sum)) #列ごと
に合計値（2番目の引数2）を算出しCountに格納。な
お、2番目の引数１の場合は行ごとに合計sumを適用す
る。
res=cbind(rownames(Count),Count) #単語一覧を
列としてCountに結合
perp=as.matrix(cm) #cmをマトリックスとして設定
perp[perp>0]=1 #perpのセルの1以上の値を1に
変える

if(target==”atall”){ #タイトル＋アブストラクトの
頻度データの統合処理
ta=matrix(0,nrow=nrow(perp)/2,ncol=ncol(perp))
colnames(ta)=colnames(perp)
kazu=nrow(perp)/2
for(i in 1:kazu){
k=2*(i-1)
ta[i,]=perp[k+1,]+perp[k+2,]
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3 http://zanet.biz/med/dl/imic/imic41.zip からダウンロード可
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}
ta[ta>0]=1
perp=ta
}

rate_per_doc=apply(perp,2,sum)/nrow(perp)
#文献あたりの出現率計算
count_per_doc=Count/nrow(perp) #文献あたり
の出現回数
res=cbind(res,count_per_doc,rate_per_doc)
#結果を変数resに格納
res=subset(res, !(res[,1] %in% delwrd)) #delwrd
の単語を除く
res=res[sort.list(res[,3],decreasing=TRUE),] #3列
目（文献当たりの出現回数で降順にソーティングする
colnames(res)=c(” Words” ,” Count per cluster” ,
”Count per doc”,”Rate per doc”) #列名を設定
return(res) #結果を返す
}

##1はパッケージの読み込みを行うスクリプトで、
#1-1とも#1-2の両方とも実行する

##2のスクリプトはXMLファイルを開くためのダイ
アログボックスを表示し、PubMedからXML形式でダ
ウンロードした標的文献サンプルを選択して開くと、
データを読み込む。なお、行頭に#がついている行はコ
メントであり、実行されるスクリプトではない。続い
て、標的文献サンプルから読み込んだデータのタイト
ル、アブストラクト、タイトル＋アブストラクトの文
章を解析し単語の出現頻度を明らかにし、それぞれ変
数に格納する。結果はコンソールに出力する。

ファイルを選択するダイアログボックスを表示し、
ファイルへのパスの取得のスクリプトはtcltk2パッケー
ジを用いる：
patht=paste(as.character(tkgetOpenFile (title=”Select
target sample xml file” ,filetypes = '{” xml file”
{”.xml”}}',initialfile =”*.xml”)), sep =””, collapse =”
”);pmdat=xmlInternalTreeParse(patht,encoding=”UTF-
8”)

XMLファイルのタグを指定してデータを読み込み変
数に格納するスクリプト。XMLパッケージの関数を用
いている:
title=as.data.frame(xpathSApply(pmdat,”//ArticleTitl
e”,xmlValue))
abstract=as.data.frame(xpathSApply(pmdat,”//Abstr
act”,xmlValue))
atall=as.data.frame(xpathSApply(pmdat,c(”//ArticleT
itle”,”//Abstract”),xmlValue))

##3の最初の行のスクリプトはファイルを保存する
ためのダイアログボックスが表示されるので、フォル
ダを選択すると、解析結果のデータをファイルとして
保存する作業を行う。保存用のフォルダは先に作成し

ておくようにする。（Windowsの場合は、ダイアログ
ボックスで新規フォルダの作成が可能）。

ファイル名“Doc abstract wc.jpeg”、“Doc title and
abstract wc.jpeg”、“Doc title wc.jpeg”の3つのワード
クラウドのJPEGファイル、“Doc_abstract results.csv”、

“Doc_abstract and title.csv”、“Doc_title results.csv”の3
つ の CSV フ ァ イ ル 、お よ び“ Search PubMed
Results.htm”の１つのHTMLファイル、計7個のファイ
ルが上記で選択したフォルダに作成される。これらのフ
ァイル名は固定されているので、同じフォルダに出力す
ると書き換えられる。一つ一つのファイル名を保存時に
変えられない点が通常のファイルの保存と異なる。

ファイルを保存するためのフォルダを選択し、パス
を設定するスクリプト。tcltk2パッケージの関数を用い
る：
paths=tk_choose.dir(default=””,caption=”Select a
folder to save results”)
paths=paste(paths,”/”,sep=””)
setwd(paths)

CSVファイルを保存するスクリプト：
filnam=”Results”
write.csv(ttwrd, paste(”Doc_title ”,filnam,
”.csv”, sep=””), row.names = FALSE)
write.csv(tawrd, paste(”Doc_abstract ”,filnam,
”.csv”, sep=””), row.names = FALSE)
write.csv(tall, paste(”Doc_title and abstract ”,filnam,
”.csv”, sep=””), row.names = FALSE)

作成されたCSVファイルはMicrosoft Excelまたは類
似のソフトで開いて見ることができる。これらのファ
イル名からわかる通り、標的文献サンプルのタイトル、
アブストラクト、タイトル＋アブストラクトの単語の
出現頻度のデータがそれぞれ別々のファイルとして出
力される。“Search PubMed Results.htm”のファイル
は、標準ブラウザーで開いて表示される。

ワードクラウドは出現回数上位30または最大単語数
まで単語の出現回数を文字の大きさで表現している。

ワードクラウドの JPEG画像ファイルを作成し保存す
るスクリプト：
mawn=30
wthre=min(mawn,nrow(tall))
wcdat=tall[1:wthre,]
jpeg(” Doc title and abstract wc.jpeg” ,width=800,
height=800)
wordcloud(wcdat[,1],wcdat[,2],scale=c(8,0.2),
random.order=FALSE,rot.per=0.15,colors=pal)
dev.off()

HTMLファイルを作成し保存するスクリプト。cat( )
関数で書き込まれるテキストデータは#0-2を読み込ま
せたもの。k1='<input type=”checkbox” value=”'お
よび k2='”onClick=”addoff()”>'の間に単語が挟まれ
るように順番に書き込みが行われる:
sink(paste(”Search PubMed ”,filnam,”.htm”,sep=
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””),append=FALSE)
maxwn=min(50,nrow(tall))
cat(h1);cat(h2);cat(s1);cat(maxwn);cat(s2);cat(bd)
for(i in 1:maxwn){
cat(k1);cat(toString(tall[i,1]));cat(k2)
if(tall[i,4]==1){cat('<font color=”blue”>')}
cat(toString(tall[i,1]))
if(tall[i,4]==1){cat('</font>')}
cat(k3)
}
cat(en)
sink()

HTMLファイルをシステムでファイルタイプに紐づけ
されているアプリケーションで開くためのスクリプト。
panderパッケージの関数を用いている：
openFileInOS(paste(”Search PubMed ”,filnam,
”.htm”,sep=””))

これにより、図3に示すようなHTMLファイルがブラ
ウザーで表示される。なお、HTMLファイルはタイト
ル＋アブストラクトのデータに基づいて作成している。

タイトル＋アブストラクトのテキストマイニングで
単語の頻度解析の結果得られたCSVファイルを図4に
示す。

図3 単語頻度解析の結果とワードクラウドをHTMLファイルとしてブラウザー（Edge）で表示した画面
グレー（ディスプレーでは青）の単語は標的文献サンプルのタイトル＋アブストラクトで文献当たりの出現率が1.0のもの。文献当たりの単語数の多い順
に並べてある。チェックボックスをクリックして選択するとSearch queryのフィールドにANDで組み合わせて書き込まれる。Search PubMedのボタンを
クリックするとPubMed検索が実行され、PubMedのウェブで結果が表示される。さらに、その他の語句やフィルターを書き込むことも可能であるが、チ
ェックボックスの選択を変更すると書き換えられるので、検索式の保存が必要な場合は、コピーしてWord、メモ帳、Excelなどに貼り付けて別途保存する
必要がある。

図4 標的文献サンプルのタイトル＋アブストラクトの単語頻度解析の結果
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実際の使用

Rを起動後、ファイルメニューの“スクリプトを開
く...”からpmCountSing.Rのファイルを開いて用いる。
通常の使用では、Rエディタ画面に表示されるスクリプ
トの全部を選択し（Ctrl+A）、実行させる。スクリプト
が読み込まれ、最初にパッケージの読み込みなどで10
秒程度かかるが、XMLファイルを開くためのダイアロ
グボックスが出てくる。そこで、PubMedからダウン
ロードしたXMLファイルを選択して開く。すると解析
が実行され、結果のファイルを保存するフォルダを選択
するダイアログボックスが出てくるので、フォルダを選
択すると、そこにファイルが保存され、作成された
HTMLファイルが自動的にブラウザーで開かれる。

試しに、図3に示す結果から、上位の6語でPubMed
検索を行うと 4、137件が引き出された。急性虫垂炎の
抗菌薬投与による保存的治療に関するSallinenらのシス
テマティックレビュー 15）で採用されている4件の文献
はすべて含まれていた。なお、上位5語では441件引き
出された。

また、上位の10語 5では6件の文献が引き出され、2
件の標的文献サンプルはいずれも含まれていた。

さて、pmCountSing.Rをダウンロードして使用する
以外の方法として、ブラウザーでウェブページを開き、
クリップボード経由でRとデータやスクリプトをやり取
りして処理を実行する仕組みを考案してみた。useRj6か
ら pmCountSing7を 開 い て 利 用 で き る 。 ま た 、
PubMed検索をアシストするウェブページとして
pmSearch8を作成したので、こちらも試していただき
たい。
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5．序言から

Medical and Physical Journalの発刊目的は、創刊号
に掲載されたPrefaceに以下のように述べられている。

発行計画を明確化するなかで、二つの本質的な目的
が注目されるようになり、その実現へ向けて、編集者
の指導力を傾注することが期待された。

第一の目的は、定期刊行物が人々へ迅速に伝えるべ
き発見、改良、症例のための伝達手段（vehicle；乗り
物）に適しているかを判断することである。第二は、
ヨーロッパやアメリカの出版者から、絶えることなく
発表されるヒントや改良記事を集め、それらを要約す
る役割を担えるかどうか。貴重な成果が分散しており、
活用されるべき多くの成果が臨床家に伝達されていな
い。そのため、大量な価値ある成果が、多数の臨床家
に利用できないでいる。

多くの見識ある投書家や通信員から自由に支援され、
編集者は出版物が、医学･生理学領域における学生の関
心や、総合的な探求精神を持った人々を刺激し、そし
て同時に、価値ある有用な情報を普及させる手段にな
っている。それ故に、定期刊行物の主要な目的として、
コミュニケーションの中心的なメディアになるべきで
あると、述べていた。そして「科学の進歩は急進的で
あり、医学、外科学、薬学において、この進歩は絶え
間のないものである。新たな実験が受容され、事実と
仮説を識別するよう注意が必要である」とし、「現在の
巻には、他の重要な論文、正確で総括的な内容、最も
関心ある生理学的事実が見出せる」と述べ、新たな知
見の導入により、絶え間のない知識の更新が生まれ、

“牛痘接種”についてのJenner論文を顕著な例としてあ
げている。

6、種痘実験を支持した
Medical and Physical Journal

大きな医学の進展が18世紀の末に起きた。Edward
Jenner が1798年に“An Inquiry into the Causes and
Effects of Variolae Vaccine”を出版し、天然痘を種痘

（ワクチン接種）により予防できるという発見を示した

時である。この業績の紹介と導入に Medical and
Physical Journal誌は積極的な役割を演じ、天然痘の予
防に寄与した。創刊号の巻頭には、牛痘実験について
の記事が、Bradleyにより記されていた。そして手彩色
による三つのカラー図版が、綴じ込まれていたことに
気づいた。「牛痘による疱疹図」と、「小児の牛痘によ
る疱疹の進行段階」の2図である（図3、図4）。また、

山崎　茂明
Shigeaki Yamazaki

愛知淑徳大学人間情報学部　教授

Medical and Physical Journalの創刊と
王立協会誌に却下されたJenner論文（下）

 

 
 
 
 

 
Medical and Physical Journal Vol.1(1799) coloured plate (14X8.5 cm) 

 

図4 小児の牛痘による疱疹の進行段階を示す
出典：Medical and Physical Journal Vol.1(1799)挟み込みcoloured plate
(14X8.5 cm)

 
 
 

Representation of the pustules of the cowpox. (10.5X18 
cm).  Medical and Physical Journal Vol.1(1799) coloured plate 

図3 牛痘による疱疹の出現
Representation of the pustules of the cowpox. (10.5X18 cm).  
出典：Medical and Physical Journal Vol.1(1799)挟み込みcoloured plate
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序文のあとに発刊を祝うかのように、美しい「Amyris
Gileadensis（和名：メッカ・ミルラ）」の手彩色された
植物画が掲げられていた（図5）。この植物は、紀元前
1730年以前から東方の医者により処方された著名な薬
物のひとつであった。そして、今日でもトルコや他の
東方諸国で、効き目のある薬剤とみなされてきた。そ
れが、ヨーロッパへもたらされ、Medical and Physical
Journal誌の創刊号でベルリンのWildenow教授によっ
て英国へ紹介されていた。

当時、乳絞りの労働者は、天然痘に罹りにくいとい
う伝承が農村部の人々に広く知られていたが、Jenner
はこれを臨床実験により科学的に証明し、予防への道
を開いた。18世紀に300万の人々の命を奪い、21世紀
の初頭に撲滅宣言が報じられた伝染病である。Medical
and Physical Journal誌は、Jennerへの支持を創刊号か
ら明確にし、関連する多くの記事を掲載し、科学的な
予防法の普及に努めた。

7．博物学者としての王立協会誌への投稿

実は、牛痘を用いた天然痘予防の論文投稿に先立ち、
Jennerは1786年にカッコウの繁殖行動に関する報告を
執筆し、王立協会へ投稿していた。詳細は、Dictionary
of Medical Eponymsに記載されている 9）。1787年3月
29日に協会の講演会で読まれ、王立協会誌への掲載が

決まった。Jennerはカッコウの卵がカヤクグリのよう
な他の鳥の巣に産み置かれ、それが孵化した時を観察
した。カヤクグリの卵やヒナが、巣から棄てられるが、
彼らの親であるカヤクグリにより投げ捨てられたもの
であるとした。Jennerはこの不自然な行動について、
納得できる説明をしないまま、その観察記録を投稿し、
王立協会誌への採用が決まった。ところが、同年の6月
18日に、Jennerは受理された内容と異なる新たな観察
結果を得たのである。新しく孵化したカッコウのヒナ
が、カヤクグリがヒナや孵化に成功しなかった卵を巣
から排除していたことに気づいた。カッコウには、カ
ヤクグリのような他の鳥の巣に、自分の卵を産み置き、
そこで生まれたカッコウのヒナが他の鳥の卵やヒナを
巣から追い落とし、元の巣の鳥にカッコウのヒナを育
てさせる「托卵」という習性である。

Jennerは観察の誤りに気づき、出版前の論文を取り
下げ、そして観察記録を改訂した。Jennerは、本来の
巣を所有している鳥のヒナや卵を取り除く主人公を誤
って報告していたのである。こうして、1787年12月
27日に、友人でもある王立協会のハンターへ訂正報告
を提出し、1788年3月13日以前の講演会で読み上げら
れ掲載されていった。「カヤクグリの雛を放り出して巣
を占領する犯人がカッコウの雛という発見は鳥類の托
卵行動を初めて示した画期的なものだった」と位置づ
けられている 10）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図5 Amyris Gileadensis〔和名：メッカ・ミルラ〕(香気ある薬用植物)を掲げた創刊号巻頭

出典：Medical and Physical Journal Vol.1(1799)挟み込みcoloured plate
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8．王立協会誌はJennerの種痘論文を受理しな
かった

世紀を代表するような Jennerの論文を、なぜ王立協
会誌は受理しなかったのか、科学史上の謎であった。
この謎をめぐり、2015年のPhilosophical Transactions
[B]に、不採用をめぐる詳細がWeissらにより発表され
た 11）。Dictionary of Medical Eponymsの記述とあわせ
まとめてみたい。

1796年に、Jennerは牛痘による天然痘予防を目的と
した、少年を用いた実験の成功についての報告を、王
立協会の会長であったBanks卿へ提出した。Banks卿は、
この論文を農業省長官のLord Somervilleと王立協会フ
ェローのEverard Home卿の二人のレフェリーに送り助
言を受けた後に、受理しないことに決めた。Banksが不
採用にした理由は、オリジナルな論文にしては実験例
が不足しているという点であった。Weissらによれば、
レフェリーのHomeは「もし20か30名の子供が牛痘
を接種され、後に天然痘にかからないという報告であ
れば、受理を進言したであろう」。天然痘の根絶に向け
て、臨床実験に成功した Jennerの速報記事を掲載する
栄誉を逃したことになる。王立協会誌に受理されなか
った結果、Jennerは自費出版での公表になった。

Banks卿が、知人でもある Jennerの種痘論文を、レ
フェリーの意見を尊重して不採用にしたという見解と
異なる意見もある。カッコウの托卵行動に関する論文
の発表から、観察誤りによる取り下げにいたった
Jennerの好ましくない拙速さを読み取り、そのことと
重ね合わせていたというWeissらの指摘である。画期的
な新しい論文が、一流誌のピアレビューで、不採用に
なるという事例である。論文審査制度の最大の問題は、
専門家ゆえに存在するレフェリーの保守性とされてい
る。現在の知識基盤を支えている専門家は、結果とし
て新しい独創的な論文を受け入れられないという欠点
がある。王立協会誌は、権威を確立する一方で、新奇
性の高い投稿論文に対して慎重に対応するという保守
的傾向が出現するようになったといえる。Medical and
Physical Journal誌は、Jennerの業績を評価し、医療界
への普及に尽力した。BradleyとWillichは、Jennerの
革新性に賛同し、雑誌の発展をめざしたのである。な
お、図の1から5は、本誌の印刷体では白黒であるが、
電子版にはカラーで掲載されている。

謝辞

キケローのラテン語原文の日本語訳は、飯島文男氏
により和訳されたものであり、記して感謝申しあげま
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はじめに

私の専門分野は、数学的な手法を用いて生命現象を
研究する数理生物学という分野です。数学で生物をど
うやって研究するのだろうと思うかもしれません。そ
れについては、研究例を交えながら後半で紹介したい
と思います。私は宮城県の田舎生まれで、自然の中で
昆虫など多くの生き物に触れて育ちました。その中で、
生き物って何だろうと、不思議に思っていました。巣
に向かって一生懸命に餌を共同作業で運ぶアリの集団
は、明らかに河原に転がっている石ころとは違います。
空に浮かんでいる雲とも違います。何が違うのだろう
と考えても、明確にはわかりませんでした。しかし、
生き物は自分で動くことができるし、何よりもいきい
きして見えました。まさにそれが生きているというこ
とであり、生き物の特徴だという実感だけはありまし
た。同時に、生き物は悲しいことに、いつかは死んで
しまうし、一旦死んでしまったら生き返らないという
事実も不思議でした。さらに私自身が生物であるとい
うことも不思議でした。多くの方が幼少時代に多かれ
少なかれ、このような思いを抱くことはあると思いま
すが、私が特にこのような思いを強く抱いていたのに
はおそらく理由があります。子供の頃、家には未確認
生物やUFOなどの記事が満載のムー（学研）という世
間では悪名高い（？）オカルト雑誌がありました。生
物の研究をしていた父が集めていたものです。私は幼
少時代に割と当然のように面白がって読み、幽霊、死

後の世界、意識と無意識、など様々な怪しげな話題に
夢中になりました。高校生のときに友人達がムーを揶
揄しているのを聞いて、世間一般ではそういう扱いな
のか！と驚いた記憶があります（もちろん今では、科
学に身を置く人間なので、客観的な証拠がないことに
対しては厳しい人間になりました）。さらに、私が産ま
れる前、父はオーバードクター（博士課程を終えよう
とするも就職先が見つからず、くすぶっている人の総
称）であったため貧乏生活でした。そのさなか、父は
小説を書き、第一回ムー・ミステリー大賞に応募した
ところ、めでたく受賞し（タイトル「DNAは宇宙の支
配者か」。残念ながら絶版。）、賞金を手にし、私の出産
費用にしたそうです。そういった点からも私はムーに
足を向けて寝られないのです。

生命を理解する

そのような生命の不思議さを心に抱きながら、生物
を研究したいと大学に入学しました。しかし、生物学
の多くの講義では、タンパク質やDNAといった“モノ”
が登場し、細かい知識を問う分子生物学がメインで、
これらの講義を受けても子供の頃から感じていた生物
らしさを今ひとつ理解できた気がしませんでした。生
物のいきいきした姿はどうやって理解したらよいのだ
ろうと、もやもやした日々を過ごしていました。幸運
なことに、たまたま進学した学科には進化生態学や複
雑系科学という研究分野の講義があり、聴いてみると、
私が求めていた生命の姿の描き方、理解の仕方がそこ
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にあったのです。進化生態学では、動物の行動を数式
で表したり、生態系の多様さの法則を導いたり、複雑
系科学では進化のダイナミクスをコンピュータの中で
シミュレーションしたりしていました。私が生物に見
出していた、いきいきした姿というのは、“モノ”その
ものではなく、“モノ”の変化の仕方や関係性といった

“コト”にあったのです。“コト”は“モノ”をじーっ
と観察してもよくわからず、数学的な手法やコンピュ
ータシミュレーションを用いることで初めて理解でき
ることを知りました。そこで私は、動物の行動や、個
体の集まりである社会を研究し始めました。

行動は動物の最も顕著な特徴で、いきいきした様が
よく現れています。そこで私は、動物の自発的な行動
パターンを研究しました。面白いことに、小さな昆虫
から、鳥、哺乳類、さらに人まで、共通した移動のパ
ターンを示すことが報告されています。この行動パタ
ーンはレヴィウォークと呼ばれ、シンプルな数式で表
すことができます。図1はレヴィウォークの例で、2次
元平面での移動の仕方を示しています。このような性
質は動物を解剖したり、タンパク質やDNAを見てもわ
かりません。まさに行動は“モノ”ではなく“コト”
なわけです。私はこのようなレヴィウォークの餌の探
索効率を数学的な手法を使って明らかにしました 1, 2）。

次に、社会という面から生物を眺めてみましょう。
生物は面白いことに、あらゆる階層において、広い意
味での社会を築いています。細胞が集まり器官を構成
し個体になるのは細胞の社会ですし、人間が集まりグ

ループを形成すると人社会が築かれます。重要なのは、
要素同士で協調し合うことです。細胞同士でもさぼる
ことなく協力することで細胞の集まりである個体がう
まく生きていくことができます。人社会においても同
様で、個体同士が協調し合うことで社会全体が機能し
ます。これはただの例え話ではなく、一つの協力行動
の数理モデル（数学を使った表現）でがん細胞から、
動物の協力行動、さらに人社会の国際関係まで表現し
解析できることから、本質的に同じロジックが働いて
いると考えられています 3）。これも“モノ”ではなく、
その間の“コト”が大事なわけです。

もう一つ社会において重要なのは、関係性、言い換
えるとネットワークのかたちです。私の研究例を紹介
しましょう。図2はアリの巣の中のアリ同士の関係性を
ネットワークとして可視化したものです 4）。丸がアリ1
個体を表し、矢印が個体同士の関係性を表します。矢
印の根本の方の丸が順位関係において上位のアリであ
ることを表します。つまりこの社会では偉いアリが少
数存在し、したっぱのアリが多数存在することを表し
ます。かといって独裁性ではなく、中間管理職的な立
場も存在し、まるで人の会社内の関係性のようにも見
えます。このようなネットワーク構造を数学的な手法
を用いて定量化することでアリ同士の関係性である

“コト”を明らかにしています。これはアリ1個体を眺
めていても見えてこない性質です。アリの社会一つと
ってもこのような複雑さがあり、社会内では、自分の
遺伝子を残すための戦略がせめぎあっているわけです。

図1 レヴィウォークの例
生き物が移動した軌跡はこのようなパターンになることが多い

図2 アリ社会のネットワーク構造
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つながり

我々人間社会でも同様に、お互いに影響を与え合い
ながら生きていることはみなさんもよくご存知だと思
います。そのようなつながり方の法則性がわかると、
感染症の伝播の防ぎ方や、人間関係を円滑にする方法、
さらに科学の発展など様々なことに応用できると考え
られています。特に研究者にとって研究者同士のつな
がりは重要です。私の研究者人生においても、大学の
時の恩師である東大の進化生態学者の嶋田正和先生、
複雑系科学者の池上高志先生、それからネットワーク
科学の増田直紀先生（現在はブリストル大学）にお世
話になり、そのようなつながりの中で私の研究が形作
られました。このあいみっくの「この人この研究」の
リレー形式も、研究者同士のつながりによって成り立
っています。学生の頃は東大駒場キャンパス近くにあ
ったBARエスグラ（現在は豪徳寺に移転）で、色々な
人達と出会い、つながりを作ることができました。写
真に写っているのは、前号で泳ぐことについて語った
東大で研究員をされている笠田実さん、それから情報
通信研究機構で研究員をされている鳥澤さん、麻雀を
誘うために私の家の窓に石をコツンコツンと投げてく
る五十嵐さんです。彼らと久しぶりにエスグラに集合
し、語り明かしました。

笠田さんは学部生時代からの同期で、私は彼と研究
を議論することで研究の楽しさを知り、今の道を選ん

だと言っても過言ではありません。彼はいつも自由で
（興味がある方は、前号のあいみっくを読んでいただき
たいです）、BARエスグラでクレープの大食いにチャレ
ンジしてみたり、ジャケットのポケットから炒飯が一
握り出てきたり、酔っ払ってビリビリにシャツを破っ
て裸でサッカーをしたり、観察対象としてもいきいき
とした生物で興味深いです。いつか彼の行動を数学的
に解析する、ということも私の研究者としての目標で
す。
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津田先生は昭和47年4月の IMIC設立から昭和51年3
月まで常務理事を務められました。その間に数回の海
外出張をされました。筆者にとって津田常務の出張中
は定時に帰宅でき、家に帰っても翌日の会議の内容に
ついてのお電話もなく少しゆとりのある時期でした。

海外出張中に記憶に残った二つのことを記します。
昭和49年の10月、津田常務は大学図書館視察のため

文部省からの派遣で米国、英国、西独などに出張され
ました。ちょうどその頃、アメリカのニクソン大統領
がウオーターゲート事件で失脚し副大統領だったフォ
ード氏が第38代大統領となりました。最初の海外訪問
地として日本を訪問することが決まり、ワシントンで
政治記者だった J．ターホストがフォード伝記を執筆中
だったのを急きょ完成させることになりました。ある
出版社がその翻訳本を出版することになりましたが、
大統領の来日まで 1か月しかありませんでしたので、
NHKの2人の記者と筆者と3人で分担し何とか訪日に間
に合わせて出版されました。当時はパソコンやメール
などの手段がなく、アメリカから電送手段により届く
原稿を毎晩深夜3時ごろに出版社の編集員が自宅に届
け、前日の翻訳した分をお渡しすることを2週間程度続
けました。大統領は来日中に慶應義塾を表敬訪問され、
出来上がったばかりの翻訳版の「フォード大統領」を
ご覧になったとお聞きしました。

当時、筆者は橋本理事長が週に1度お見えの時は野口
ハウス306号室に行き、それ以外は医学情報センター
地下のデスクにおりましたので、医学情報センターの
方々とは親しくしており、翻訳本も三田の情報センタ
ー本部に届けられていたようでした。

二つ目は IMICにとっても重大な出来事でした。学術、
特に科学技術情報流通の機運が大変盛り上がりつつあ
った時期で引っ張りだこの津田常務でした。一方、い
まだ収支が安定しない時期1でしたので、周囲との関係、
特に慶應義塾の関係者と様々な摩擦が生じておりまし
た。帰国された直後に図書館情報学の教授として専念
するか、IMICに専念するかとの決断をせまられる状況
になりました。実質的な創始者の津田常務が退任され
ることには大変不安を覚えましたが、最終的に昭和51
年3月末で IMIC常務理事を辞められ、教育に専念され
ることになりました。

創立2年目の昭和48年からは公益財団としてふさわ
しい業務が誕生しました。現在も継続されているかと
思いますが、IMIC公開講座（現在は IMICセミナーとし
て開催）の開設でした。「医学用語」からスタートし、

高田　宜美

IMIC回想・・・財団創設時からの思い出 ②

IMIC公開セミナー

1 1973年（昭和48）年11月の第一次石油ショックの影響
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基礎医学、情報学、医学文献検索などが当初10年間ぐ
らいのテーマだったと思います。医学分野に絞りより
高度な公開セミナーの開催は昭和56年以降でした。そ
れと並行して、職員へのインサービストレーニングに
も力を入れておりました。慶應病理の入先生から医学
用語を、東大の裏田武夫先生が翻訳された「プログラ
ム学習による医学用語の学び方（1972年、医学書院発
行）」を使用してのものでした。裏田武夫先生は東大で
図書館学主任を務められ、その後、東大情報学研究セ
ンター長、日本図書館学会長を歴任され、津田常務と
も昵懇の間柄でしたので、津田常務が IMICを退く決断
された時には筆者もご相談したりしました。（昭和48年
に慶應の医学情報センターから IMICに移籍された裏田
和夫氏の兄）

また、当時、シンクタンク（Think Tank）と言われ
た政策立案、政策提言を行う研究機関が次々と創設さ
れましたが、その一つ、総合研究開発機構の公募研究
へ IMICも応募し「国民の医療・保健の実態と動向の総
合的研究ー生活構造の変化と社会機能の関連の解明ー」
というテーマで助成金を受けました。今後の IMIC業務
の一つの柱として研究分野が加わりました。

慶應の医学情報センター時代から米国国立医学図書
館（NLM）と業務提携を行っていた文献情報データベ
ースMEDLARS（現在のMedlineの前身）へ日本の医学
文献を調査し、索引、キーワード付与するというプロ
ジェクトを IMICに引き継ぎましたが、慶應時代と違っ
て、情報学や理系出身の人材が当時の IMICには少なか
ったのとアメリカ国内で委託した方が1件当たりの単価
が安いということで契約終了となってしまいました。
昭和50年頃だったと思います。NLMに年に数回、請求
書を送ると小切手で送られてきました。この数百万円
の受領がその年の決算に大きく影響していましたので、
筆者は外山理事長代行のサインをもらって NLMの
Library Operation の副館長　Dr. Joseph Leiter 宛に必
死で何度も請求、督促したのを思い出します。

財団に相応しい業務は順調に生まれてきましたが、
医学情報センター時代から IMIC創立の際に移籍した多
くの職員、パートの給料の支給は相当に困難となって
いきました。労働組合も結成され、団交も頻繁に開催
されだしました。団交が終わるまでデスクで津田常務
を待ち、当時、同じ駅を利用していた三鷹までご一緒
に帰る日が続きましたが、ついに昭和50年冬のボーナ
スの支給が一度に支払えず、12月に1か月分、残額を
翌年の3月31日か4月1日に支払うことになりました。
津田常務の個人の保証書を三鷹の取引銀行で発行して
もらい筆者が受け取り、信濃町にあった住友銀行で待
っていた生田事務局長に届け、確かその場で1000万円
を借用し、職員の冬季ボーナスの残額分に当てました。
自転車操業で財政的に一番辛かった時期です。何故、
一職員に過ぎない筆者がこのような経営の管理業務を
任せられているのか疑問に思いながらも必死でした。

昭和51年の2月頃に、微生物の牛場大蔵教授の研究
室を津田常務の御伴で訪ねました。橋本初代理事長の
ご逝去後は外山常務が理事長代行を務められていまし
たが、牛場教授に次期理事長への就任をお願いするた
めでした。最初は渋っていらっしゃいましたが、「高田
君に言われちゃ、断れないね．．．」と言ってお引き受け
いただきました。同年の5月の理事会で正式に選出され
ました。牛場理事長は慶應義塾大学の第8代医学部長で
あり、医学図書館長、日本医学図書館協会会長（JMLA）
などの経験もあり IMICにとっても飛躍するのに最適な
方だと思いました。国家公安委員も務められました。
津田常務は新理事長が正式に決定した段階で退任され
ました。

津田常務に代わって業務の舵取りを担当することに
なった藤川正信氏 2は、津田常務とは慶應の図書館学科
で共に第1期生でした。初めは特別顧問のような立場で
財団業務に参加し、業務本部長も務められました（後
に図書館情報大学学長）。藤川さんの提案で、7，8名の
職員と青山にある青山荘で泊りがけの「ブレーンスト

藤川氏を囲んで（1996年）
前列中央：藤川氏、前列右：野添氏、前列右から2人目：著者、他 IMIC元
職員等

入先生（右）と野添氏（左）

2 1922年4月13日-2005年3月10日 図書館情報学者、翻訳家
東京大学文学部哲学科、慶應義塾大学文学部図書館学科で学ぶ。ジョージ・ピーボディ大学図書館学修了。慶應義塾大学文学部教授、大東文化大学経済
学部教授、図書館情報大学教授、87年同学長、91年退任。愛知淑徳大学教授。翻訳多数。2006年に藤川正信先生を偲ぶ会編集により「ある図書館情報
学研究者の軌跡 : 藤川正信先生への追憶」が発行され著者も寄稿した。
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ーミング」を開催しました。今後の IMICの業務の方向
性について真剣な討議が行われました。調査研究を主
体とするシンクタンク的な機関になった方がよいので
はないかとの意見も出されましたが、大方の意見は調
査業務の他に大きな収入源としてもう一度複写業務を
考えてみようということになりました。複写業務の立
て直しについては複写経験のある若手の男性職員に一
人ずつプロポーザルを提出してもらうことになり、そ
の中で熊谷紀男さんの案を採用することが決まり、実
施計画を詰めていきました。その結果、医学情報セン
ターの地階に IMIC専用の文献複写サービス受付カウン
ターを設け、それまでの利用者が書庫に入り資料をカ
ウンターに持ってくる方式をやめ、申込書に利用者が
書誌事項などを書き、職員が資料を取り出してくると
いう出納方式へ変更しました（昭和52年10月より実
施）。当時の社会的な要請もあり、日増しに増大しつつ
あった文献複写依頼をさばくためでした。医学情報セ
ンターと IMICの総務関係者との間で新しくできた「総
務会」で問題点をあげ、ドクターや学生などの利用者
とのトラブルを最小限にとどめるよう努力が重ねられ
ました。社会の需要も増え、かなりの期間、原論文提
供業務の収入が職員の給与を支えました。

野口ハウス304号室（設立当初の306号室から変更）
は総務部門の職員がおり、その奥の窓側に面したとこ
ろに理事長室がありました。牛場理事長の面会を求め
て医学関係者が多くいらっしゃいましたが、中でも現
在も105歳でご活躍の聖路加病院の日野原重明氏が日
本医学教育学会の件で訪問されていたのを鮮明に思い
出します。またある時はパンチパーマ、赤シャツ、黒
背広で肩をいからせた人が突然、乱暴にドアを開けて
入ってきました。当時、問題となっていた紳士録の契
約更新をするためのお金を払えと大声で話していて、
部屋にいた職員は恐怖で震えていました。セキュリテ
ィーの対策もまだ何も取られていない時代でした。

職員の冬季ボーナス支給は津田前常務の個人保証だ
ったことから、慶應義塾の塾監局長で IMICの監事だっ
た鎌田義郎氏との話し合いが行われ、その結果、慶應
から出向者を招くことになりました。最初の出向者は
昭和51年10月1日付で小宮山鐡雄氏が事務局長として
みえました。赤字体制を黒字に転換するよう経費削減

が厳しく行われ、希望退職も募集された時期でした。
小宮山事務局長は一人では改革ができないとのことに
なり、2年後の53年11月には IMIC設立時に医学情報
センターに在籍していた天野氏を業務部長として迎え
業務改革が行われました。以後、最近まで慶應から出
向者を迎えましたが、その後の出向者の職位は常務理
事となりました。

米国のNLMに日本の医学文献の書誌情報を提供して
いたMEDLARSプログラムは終了してしまいましたが、
新たに昭和 51年 11月 30日付で米国国立がん研究所

（National Cancer Institute:NCI）との契約が成立しま
した。プロポーザルを作成するに当たって、NCIから書
類作成などについて書かれた分厚い英文の資料が送ら
れてきました。ざっと目を通しましたが、理解できな
いことばかりでした。プロポーザルは、野口ハウス304
号室でNCIと交渉していた野添氏（現在：愛知淑徳大学
名誉教授）が口頭で業務内容や手順を伝え、藤川氏が
立ったままの姿勢で部屋の中をぐるぐる回りながら英
語にし、筆者がそれを聞き取り、文章を作成していく
という3人体制で作成しました。パソコンではなくすべ
て英文タイプ原稿です。まだ修正できる機能はついて
おりませんでしたので、ミスタイプだったり、文言を
変更するとすべて打ち直しでした。プロポーザル提出
期日に間に合わせるため、羽田の国際郵便局まで書留
の封書を持って行き、ぎりぎりセーフとなりました。
パソコンで作成しメールで添付することができる現代
では想像もつかないほど何事も時間がかかりました。
NCIが 当 時 ICRDB（ International Cancer Research
Data Bank）というデータバンクを立ち上げ、日本から
は IMICが応募したものです。契約は最初3年、その後、
2年間延長して合計5年間の継続プロジェクトでした。
業務内容は医学情報専門センターと認定されている新
設の財団（IMIC）としてふさわしく有意義なもので、
がん文献が掲載されている主要雑誌（20誌だったと記
憶）を選定し、文献の選択、英文抄録作成、データシ
ートに入力して送付するものでした。国内で著名な各
領域のがん研究者や、コンサルティンググループを組
織化したりしました。その時の研究者が後に癌研究分
野の第一人者となって活躍されました。翻訳のチェッ
クはDr. Mary Robbins にお願いしました。ロビンスさ

「ロビンス先生の喜寿を祝う会」受付にて



んは米国ワシントン大学でPh. Dを取られた微生物学者
でした。ICRDB契約終了後も英文のリバイズをお願い
し親しくさせていただきました。「Dr. ロビンスの上手
な英語医学論文の書き方」を IMICの編集で医学書院か
ら発刊（1989年）されましたが、大変好評でした。筆
者の松山の実家へ案内し、道後温泉で一緒にお風呂に
入ったり、家では浴衣を着てくつろいだり楽しい旅行
もご一緒しました。

5年間で約7000件のがん文献をNCIに送りました。
筆者が担当していたのは契約部門でしたので、監査に
立ち会うことになりました。1期目の契約終了近くだっ
たと思いますが、DCAA（Defense Contract Audit
Agency）日本支部（サンフランシスコにある米国国防
省の監査局の委託機関で京浜東北線の東神奈川にあっ
た）からスミス氏と日本人の千葉氏が監査業務のため
来訪しました。2日目以降は千葉氏だけで、当時総務課
長だった谷氏と筆者が缶詰め状態で1週間にわたり監査
を受けました。というのもNCIとの契約方式が原価償還
方式（Cost Reimbursement Contract）ですべての請
求額が実際にかかった費用かどうかを詳細に監査する
というものでした。今ならば、個人情報流失で問題と
なる事項も多くありましたが、当時そのような考え方
はありませんでした。申請したプロポーザルで研究員
となっている人の学歴、給与、実際に有給休暇をどれ
だけとっていたか、遅刻はなかったか、それにより、
研究員の実質時間単価を算出するというもので IMICの
人事データ、経理データをさらけ出しての監査のやり
方でした。1セントも1ドルも証拠となる資料がなけれ
ば支払わないという厳格な契約の種類で人件費以外の
経費についても同様でしたから1週間もかかってしまい
ました。終了後は腎盂炎となり、初めて1週間ほど休む
ことになってしまいました。その後、何度か環境庁の

大気汚染に関する委託事業などで監査を受ける時にも
参加しましたが、こちらは証拠書類がそろっていれば
問題なしで、監査方式も日米で随分と違っていたのを
思い出します。

IMIC設立に多大な影響を与えた慶應義塾大学の図書
館情報学科について触れておきたいと思います。慶應
出身ではない筆者ですので、記憶違いもあるかと思い
ます。IMICが昭和47年に設立された時の医学情報セン
ターの職員は図書館情報学科や大学院の卒業生でした。
私も津田常務から大学院行を薦められましたが家庭の
事情で断念しました。IMICの現在の職員の方には設立
時に多くの影響を与えたこの学科のことを知っていた
だければ幸いと思い、この機会に下記のことを書き添
えておきます。

第二次世界大戦後に駐留していた米軍は情報教育セ
ンターを通じて日本の学術振興計画を推進していまし
た。米国図書館協会と国防総省の共同事業として日本
の大学に図書館学科を設立し、援助するという計画で
候補の4大学から慶應が選ばれました。昭和26年、ワ
シントン大学図書館学科長のロバート・ギトラー教授
が日本における図書館学校初代主任教授として来日さ
れ、慶應に図書館学科が新設されました。日本におけ
る新しい分野として米国風の教育スタイルだったよう
です。昭和30年にギトラー教授が離日される時に、後
の IMIC設立時の初代理事長の橋本孝教授に託されたと
のことです。この学科が日本の図書館界発展の原動力
となり、多くの図書館界のリーダーが誕生しました。
津田先生もロックフェラーの奨学金を得て数回イリノ
イ大学に留学され、昭和35年にMaster of Science を
取得され、翌年の昭和36年に IMIC設立母体となった慶
應義塾大学医学部北里記念医学図書館主任司書に就任
されました。IMIC設立はそれから約10年後でした。
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Dr. Mary Robbinsと著者　松山旅行
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■先日、大学生の娘の管楽器の発表会に行ってきました。学生の発表
会と思って行ったら、とんでもない！ほとんどが60歳以上のシニア&
シルバー世代。司会者が発表者の氏名と曲名とコメントを読み上げる
のですが、さすが還暦を過ぎた方々のコメント、それぞれに重みがあ
り、なおかつ演奏も一生懸命（必死？）。軽い気持ちで聴きに行った私
は思いもかけず感動のあまり涙腺が壊れてしまうという事態に陥って
しまいました。その話を友人にしたところ、友人の母上は何と80歳に
なってドラムを叩き始めたとのこと。嗚呼、老いては益々壮んなるべ
し。（SNM48）
■最近はひたすら鳥の声だけが流れる音源もありBGM代わりに利用
している。目を閉じれば高原の清々しさが拡がり癒されている。面白
いことに家の中から鳥の声が聞こえると、張り合うつもりなのか外で
も鳴き始めたりする。鳴き声を拾うと鳥の名前がわかるアプリがある
といいなあ、なんて夢を膨らませていたが、大自然の中ではあちこち
からいろんな囀りが降ってきて、そんなアプリは役に立たない気もし
た。一緒に聞こえてきても区別して聞き分けられるのが人間だが、昨
今話題の人工知能（AI）ならディープラーニングで名前の特定まで可
能なのだろうか。新緑の山を散策し囀りのシャワーを浴びながら、AI
について感慨に耽った連休であった。（安全性の母）

■今年の IMICのGWは5/1が創立記念日、5/2が特別休日ということ
で9連休でした。友人達と朝まで飲み明かしたり、ジムで体を動かし
たり、また友人に誘われて草間彌生展に行って来ました。行く前は水
玉の絵を描く人、くらいの認識しかありませんでしたが、作品は独創
的でオリジナリティに溢れており、大きなエネルギーを感じることが
できました。よく分からないねと言っている声も聞きましたが、88歳
とは思えない程パワフルで、堂々と我が道を突き進む、そんな姿勢が
かっこよく感じられました。GWは知力体力ともにたっぷり充電でき
ました。（ぴょん）
■春のロンドンへ行ってきました。市内でのんびりと過ごしつつ、一
日だけは世界遺産の古代遺跡「ストーンヘンジ」へドライブがてら出
かけました。ストーンヘンジはイギリスの有名観光スポットのひとつ
ですが、私は今回が初訪問です。正直なところこれまでは、古い石の
建造物という認識しかなく、興味も薄かったのです。でも、実際に目
の前で見ると、広大な平原に古代の巨大な石柱が整然と並ぶ様子は神
秘的で、思いがけずとても感動しました。最近では周辺で新たな遺跡
も発見され、発掘調査や研究がさらに進んでいるそうです。科学技術
の発展で遺跡の全貌解明を期待する一方で、謎を含めた神秘的な場所
として残って欲しいとも感じた一日でした。（しまこ）

編集後記
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