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2020年に入って早々に新型コロナウイルスの流行が確認され、すでに東京オリンピックパラリン
ピック（以下、東京2020）は1年の延期となった。本稿では、新型コロナウイルスの中長期に見通
しとともに東京2020を含む国際的なスポーツ大会ができる条件について紹介する。 
新型コロナウイルスは、ほとんどすべての人において免疫がないため、感染しうる。抗体の疫学

調査が日本も含めて諸外国でも行われており、感染者は確認されている以上に多いことが指摘され
ている。一方で、集団免疫を得るまでにはまだまだほど遠い。さらには、免疫を得たとしてもその
後再度感染することがないかはまだ明らかになっていない。 
仮に、感染者を国内で「ゼロ」にまですることができれば、あとは海外からの流入者を管理するこ

とができればという考えもあるが、新型コロナウイルスはウイルスを保有している期間が長く、そう
した状態を目指すにしても相当に長い期間、経済への影響を無視しない限りはできないであろう。 
今後は感染対策と経済の両立を目指しながら最適な形での社会対応をすることが目指されてい
る。できるかどうかは別として、経済への影響も考えると、重症化のリスクの高い高齢者に感染が
広がらないように対策を厳重にすれば、若者はある程度の活動ができるという考えも言われてい
る。しかしながら、ケアワーカーや同居家族もいることから、若者の間での流行があれば、高齢者
への感染、さらには高齢者施設への感染拡大も起こりえる。米国のニュージャージー州では感染し
て亡くなった方が約8000人だが半数は高齢者施設での感染による死亡者との報告もある。このよう
に、新型コロナウイルスとの共存しなければならないなかで、今後のどのような社会への介入や自
粛を要請するかは難しい。 
さて、オリンピックを含む国際的なスポーツ大会はいつ、どのように再開できそうか。 
まず、国際的な人の移動のメドがついていない。現在、多くの国との行き来ができない状況とな

っている。海外からの人々の流入により感染が拡大するリスクは継続するため、当面は、14日間の
停留としてホテル待機や、アプリなどを用いて健康管理をするようなことが日本も含めて検討され
ている。このような状況でアスリートに、どのように入国していただくかの課題が多い。 
さらに、体の触れる頻度の高い競技をどのように安全に行うかということも大きな課題である。

一人でも選手が試合後に感染がわかった場合にどうするのか、体操などで共有で使うような器具を
どのように消毒するのか。水泳競技のように塩素がある程度あったとしても同じ水を共有する場合
のリスクはどうかなど様々な議論がある。 
また、ワクチンや、治療薬についても楽観視はまだできない。 
1年後の東京2020は相当なハードルがあるのは間違いない。しかし、なにかの目標を持つことの

意義はあるかもしれない。
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東京オリンピック・パラリンピック
に向けた感染症対策 
 

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授 

和田 耕治



はじめに 

医療の現場に於いて病理診断の重要性は良く認識さ
れているにも関わらず、病理診断に関わる病理医の数
は少なく、2000人程度に過ぎない。この数で年間約
2500万件の病理組織診断、30万件の術中迅速診断、
3000万件の細胞診の指導や診断と1500件の病理解剖
に対応している。病理医は疲弊し、臨床は病理医不足
による弊害に悩まされているのが現状である。最近、
この弊害を緩和する手段として注目を集めているのが
遠隔病理診断と人工知能artificial intelligence (AI)によ
る病理診断である。本稿では、遠隔病理診断とは何
か、遠隔病理診断によって病理業務の何が救えるの
か、病理診断のAIはどこまで進んでいるのか、病理診
断AIにはどのような問題が内在するのか、どのように
使用すればよいのか、について紹介したい。 

遠隔病理診断とは何か 

病理診断は、病巣部から採取してきた組織を固定
し、脱水後パラフィンの中に組織を埋め込み、硬くな
った状態で薄く切り、スライドガラスに貼り付けた組
織片をヘマトキシリンとエオシンなどの色素を使って
染色し、この病理標本を病理医が伝統的な光学顕微鏡
下で倍率を上げたり下げたりしながら丹念に観察して
付けられる。従来のやり方では、病理医は常に顕微鏡
の傍に座り鏡筒を覗いてこの組織像を観察しなければ
ならない。ところが、最近、写真撮影技術、コンピュ
ータ技術が進歩したため、顕微鏡を通して撮影された
病理組織切片の全画像を逐一デジタル写真として保
存、コンピュータを使って再現しその場でモニターを
使って観察したり、それを電送し他所のモニターで閲
覧することができるようになった。この方式はデジタ
ル化した病理画像を使用するので、これをデジタルパ

ソロジーと総称している。これらの画像は画像の記録
保管（アーカイブ）や教育、画像解析に利用されるだ
けではなく、これを使って遠隔地にいる病理医が組織
像をみて診断することもできる。この手段による病理
診断を遠隔病理診断（テレパソロジーtelepathology）
と呼んでいる（図1）。もっとも遠隔病理診断の中に
は、数枚の写真を電送し診断してもらう静止画遠隔病
理診断とリアルタイムに遠隔地にある顕微鏡を走査し
ながら画像観察を行う動画遠隔病理診断もある。現在
では、技術が進み、組織切片すべてをデジタル写真と
して取込み、コンピュータ上で合成し、あたかも実際
の組織切片をモニター上で見るかのようにしたのが全
病理組織画像whole slide image（WSI）とかバーチャ
ルスライド（VS）と呼ばれるもので、モニター上で切
片の場所や倍率をマウスを使って自由に変えながら観
察できる仕組みである。最近ではこの全画像（WSI）遠
隔病理診断が主流となっている。病理診断の中には、
通常病理診断や術中迅速病理診断、コンサルテーショ
ン（セカンドオピニオン）がある。現在では、WSIによ
る病理組織診断とガラス標本によるものとにほとんど
差がないことが明らかにされている 1-3）。 

病理医不在による弊害の現状と対応策 

医療の現場においては、検査結果や診断はその時点
で得られ、正確で必要な情報が網羅されているものが
望まれる。また、結果や診断名だけではなく、専門医
による解釈やその他関連する知識や情報が即座に得ら
れることが望ましい。これが、病理検査でいえば病理
医のいることの付加価値である。病院内に病理医がい
れば、ある程度この要求は満たされるが、深い専門性
を必要とする場合には他の専門病理医の助け（コンサ
ルテーション）が要求される。複数人の病理医がいる
病院もあるが、いても多くは一人病理医で、病理医不
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九嶋 亮治 
Ryoji Kushima 

滋賀医科大学医学部医学科 臨床検査医学講座



在の病院が圧倒的に多く、診療所には勿論病理医は居
ない。病理医がいない医療施設では、病理検体は衛生
検査所に送られ、そこでガラス標本が作製され、各地
の病院や病理診断所の病理医、大学の病理学教室の病
理の先生方に送られ、診断してもらっているのが実情
である。このため、診断書（病理検査報告書）が臨床
医のもとにまで返されるに要する所要時間は長くなら
ざるを得ない。搬送に時間や手間、人手が取られ、経
費も掛かる。施設によっては受付、開梱包、照合、診
断後の照合と再梱包、発送などの事務処理が病理医に
課せられている。同じ病院内であると、簡単に電話で
臨床医や病理医に問い合わせができるが、衛生検査所
を介するものでは直接両者間の遣り取り（コミュニケ
ーション）が行われることは少なく、仲介者が入るた
め、さらに所要時間は長くなる。いわゆる医療の質の
向上が望み難い状況となっている。一方、病理医の数
が少ないので、病院勤めの病理医は院外の病理診断に
も関与せざるを得ない。そのために週に幾度か1時間、
2時間かけて病理医のいない病院に通ったり、ひどい所
では往復6時間もかかる距離を移動する病理医もいると
いう。人材の無駄遣いが行われている。 
診断の遅れは、医療の現場に影響を与える。特にそ

の場で病理診断の欲しいのは術中迅速診断で、安心、
安全な手術を終えるには必須である。病理医に確認し
たいことがあっても連絡もままならない。診断遅延の場
合には、病理診断での確認の前に見切り発車で治療に踏
み切ることもある。患者にしても生検後診断結果を通知
されるまでの不安な日々を過ごさざるを得ない。 
このような弊害を緩和するためには、何が必要なの

であろうか。そして、これからの人口構造の変化、職
種の変動を踏まえ将来像を描いた上で、今から準備出
来ることは準備しておかなければならないと考えられ
る。対応策を考える上で大切なのはイノベーションで
ある。まず、人的要素が得られない場合は、それを物

理的要素で補うことを考える。つまり、人でなくとも
できることは機械に任せ、その上で人と機械やシステ
ムとのコラボレーションを考える必要がある。病理医
不足に対応する方法には、少ない病理医が有効に活用
されるシステムとそのための機器の導入が必須であ
る。そのひとつが、遠隔病理診断の手段を利用する事
であり、それをネットワークで行い、その中にAIによ
る各種の補助機能を入れることであろう。 

遠隔病理診断をネットワークで行う意義 

遠隔病理診断の最大の特徴は病理画像を電子化して
いるので、電話回線やインターネット回線あるいは衛
星（無線）通信で電送できることである。病理診断書
の作成過程も電子化されているので、ネットワークで
連結しそれぞれの拠点で画像送付と閲覧、診断書作成
と送付および閲覧などを一連の操作として連動させれ
ば、WSI作製から診断書の依頼元への返送（電送）まで
を極めて短時間で行うことができる。これによって病
理検査・診断の所要時間を半減させることができる
し、物送に伴う人材の使用や負担、所要時間、それに
伴う経費を削減することもできる。地震や洪水などの
自然災害や感染症の大流行（パンデミック）で交通網
や人の移動が寸断されても、電気通信網が接続されて
いる限り、ある程度迅速な対応を可能にする。 
前述したように、一つの病院に複数人の、おそらく
各臓器単位での専門病理医が常駐する環境があると理
想である。しかし、この環境をすべての病院で得るこ
とができないのは自明のことである。それではどうす
ればよいか。現状での一つの解決策は、複数の病院を
傘下とする大きな病理診断部門を一か所に作り、複数
人の病理医を集めることであろう。これを実存的病院
群病理部と呼んでいる。病理検体や病理医を一か所に
集約させるのである。ただ、この場合、現在の我が国
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図 1　顕微鏡の変遷と遠隔病理組織診断



の状況では、医療保険制度や雇用条件の問題で実現が
困難であるし、病理医がいることの付加価値を傘下の
病院で享受できない。ところが、ここに遠隔病理診断
の仕組みを導入し、それをネットワークによって複数
の病院の複数の病理医を巻き込んだいわば仮想的病院
群病理部を作ればこれを補うことも不可能ではなかろ
う。こうすれば、遠く離れた病院にいる臓器単位の専
門病理医に比較的短時間で気軽に相談できる環境が得
られる。ここで、このような考えに基づいて作られた
滋賀県遠隔病理診断 ICTネットワーク、通称「さざなみ
病理ネット」を紹介したい。 

滋賀県の全県型遠隔病理診断ネットワーク 
（さざなみ病理ネット） 

さざなみ病理ネットは、2010年に滋賀県で立案さ
れ、2013年7月から本格稼働した病理医同士、病院同
士の助け合い、診療所と病院の連結による医療効率の
迅速化を目的に作られた遠隔病理診断支援ネットワー
クである 4-6）。設立に当たっては、滋賀県の他、総務省
の地域 ICT利活用広域連携事業や厚生労働省の地域医療
再生臨時特例交付金の補助を受け、全画像取込み装置
（WSIスキャナー）などのインフラ整備が参加施設で可
能となった。現在では13の医療機関、衛生検査所を閉
域網で連結している（図2）。診断を依頼する施設に
は、病理医はいないが病理検査室のある病院、病理医
の常駐する医療機関や衛生検査所が10施設、病理診断
を受託する病理医のいる施設は11機関で参加病理医数

は18名である。互いに回線によって繋がっているとは
いえ、常時連絡可能な状態とはなっていない。依頼元
施設が依頼先施設の病理医を指定し依頼を掛けること
によって、連結が完成し初めて情報交換ができるよう
になる。セキュリテイは十分に確保されるよう設計さ
れている。使用目的は、病理医のいない病院での術中
迅速診断や通常病理診断、臨床医や病理医からのコン
サルテーション（正式な診断書とするものと意見交換
を主とするものがある）の依頼や受託が主で、その他
免疫染色による陽性細胞数のカウントや教育資料とし
ての画像保管とその使用などの機能の装備も予定され
ている。依頼に当たっては、標本の再作製や梱包、発
送などの料金や手間の心配がなく、依頼操作は簡単で
ある。そのため、依頼で多いのは病理医同士のコンサ
ルテーションと病理医のいない病院からの術中迅速診
断となっている。稼働初年度のアンケート調査では、
「あっという間に診断が返ってくるのは驚きであ
る」、「安心して手術が終えられる」などの感想が寄
せられている。 

病理分野におけるAIの導入 

さざなみ病理ネットが稼働し利用されてくると、経
費削減や専門性確保のためには県内に止まらず規模を
大きくする必要が分かってきた。そのため、滋賀県を
通じて政策提言を行ったり、関西医療創生会議を通じ
て各界に訴えたり、内閣府へ直訴に行き、結局は日本
病理学会を巻き込む形で、さらに日本医学放射線学会
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図 2　滋賀県のさざなみ病理ネット
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や日本内視鏡学会を加えた大きな研究プロジェクトが
組まれることになった。当初申請したのは、病理標本
作製機器、全病理組織画像取込み装置などの機器の改
良・開発、都道府県を単位とした病理診断ネットワー
クの形成と連結、ネットワークを介して集められた病
理画像の保管と診断データを利用しての教育、診断効
率を考える病理診断戦略学の促進と病理診断AIなどの
開発であった。これらのことの骨子は日本病理学会が
受託したAMED研究事業として引き継がれているし
（http://p-wsi.jp/）、さざなみ病理ネットもそれに参加
している（図3）。 
病理分野におけるAIには、病理報告書作成を助ける

テキストAI、文献検索を助けるAI、アーカイブ機能に
よる実症例の検索と検証AI、診断戦略補助AI、そして
病理診断科デジタル画像を対象とした病理診断AIなど
がある。前述のWSIに関しては、取り込み時の適正焦
点の確認、色彩標準化などを可能とするAIの導入など
も必要とされる7）。いずれもが病理医の作業の効率化、
診断の精度向上に繋がるものである。現在のところ、
テキストAIとして病理診断システム内に導入されたも
のはあるが、十分に満足がいくものが作られていな
い。文献検索は別システムで人が指示すれば可能であ
る。アーカイブ機能は同一患者の過去歴検索はできる
が、遠隔病理診断画像と結びついた検索はあまり普及
していない。H-E染色や免疫染色標本などでの費用対効
果、所要時間を考えた診断へのアルゴリズムを提供す
る診断戦略補助AIの開発の進展は寡聞にして知らな
い。いずれにしても、この分野ではシステムベンダー
と病理医による開発が望まれているところである。 

病理診断AIの現状 

我が国でも、病理診断AIの開発が急がれ、活発に研
究がなされている。前述のように、そのための病理画
像の集積も日本病理学会で行っている。本稿では、そ
の方法論については述べない。以下、病理診断AIをど
のように構築しようとしているのかとその現状につい
てまとめる。 
現在、研究開発の中心となっているのは、がんの病
理診断AIである。しかも、ある特定の臓器で、当該の
組織切片内にがんがあるか否かを調べるものがほとん
どである。このような形式のものを特化型がん病理診
断AIと呼ぶことができよう。同じプログラムで他臓器
のものを調べても十分に活用できない。つまり、各臓
器で特化型AIを作っている段階と言える。例えば、病
理医はリンパ節に転移した腫瘍組織をみて、どこの臓
器のどういったタイプのがんであるかをある程度診断
できる。このレベルの診断ができるような汎用型のAI
には未だ至っていないのである。ましてや、炎症性疾
患についての病理診断AIは特化型も汎用型も作られて
いない。これらのことすべてができる超汎用型病理診
断AIの作成までにはかなり時間がかかることが予想さ
れる。従って、現状、AIのみですべてを診断できるわ
けではなく、人つまり病理医とのコラボレーションを
どのようにするかを考えざるを得ない状況である。 
がんの病理診断AIの開発は、AMED研究を始め盛ん

に試みられている。AMED研究に関しては、病理診断
AIソフトが完成した時にさざなみ病理ネットなどに搭
載し、その利用方法やAI診断の正確度について検討す
ることになっている。 

図 3　日本病理学会による病理画像（P-WSI）情報集積プラットフォーム構築事業



病理診断AIの問題点と使用方法 

病理診断AIが完成し使用できるようになったとし
て、問われるのは法的、倫理的、そして責任問題であ
ろう。まず、AI病理診断は医行為となりえるかという
問題である。これは他の領域のAI診断においても同様
である。医行為は医師がなす行為であり、機械の一部
であるAIが行う行為は医行為となり得ないのが一般的
解釈である。倫理的にみても機械の判断で良いのかと
の危惧もあろう。医療は人と人との関係で成り立つ。
科学や客観的価値観が入り込めない側面もある。従っ
て、使用するのであれば医師の医行為に対する診断補
助、一つの補助的情報という形に止まらざるを得ない
であろう。また、複数の病理診断AIアルゴリズムが作
成されたとして、それらが市販される場合、だれがど
のようにして医療機器として認めるか、どうして一番
優れているものと判定ができるかの問題も出てこよ
う。さらに、もしAI診断が医行為として認められたと
した場合、AI診断が誤りであったと後日分かった場
合、それはだれの責任となるのかという責任問題にも
発展する。勿論、AIというソフトが責任を取るわけに
はいかない。そうすれば、そのAIプログラムを作成し
た企業なのか、利用した医師そのものかが問われるで
あろう。また、医師が補助としてAIを利用し誤診した
り、患者に不利益な結果をもたらした場合、だれが責
任を取るのか。勿論、使用した医師がその責任を負わ
なければならないが、今度は医師と企業の間での対立
を生む可能性もある。AI使用前に十分議論し一定の見
解を出しておく必要がある。全く同じことが病理診断
AIに対しても当てはまる。 

実際、2017年には厚生労働省の「保健医療分野にお
けるAI活用推進懇談会報告書」では「診断確定や治療
方針の最終的な意思決定は医師が行い、その意思決定
の責任も当該医師が負うべき」としているし、2018年
12月にも「人工知能を用いた診断・治療支援などの支
援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との
関係について」（医政医発1219第1号）で、「人工知
能（AI）を用いた診断・治療支援を行うプログラムを
利用して診療を行う場合についても、診断、治療等を
行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責
任を負うこととなり、当該診療は医師法（昭和23年法
律第201号）第17条の医業として行われる」として、
AIを利用したとしても、医師が医業として診断、治療
を行うことを明確化している。当面はこの方向で進み
そうである。 
病理診断AIが出来上がったとした場合、そしてそれ

を病理医の責任下で使用する場合、この病理診断AIを
どのような時期にどのような形で使用すべきなのか。
筆者らは、3つの使い方があると考えている。診断前使
用、診断時使用、診断後使用である（図4）。診断前使
用は、標本ができるとまずAIにかけスクリーニング診
断をさせるもので、専門医への篩い分けに利用した
り、スクリーニングによっていくつかの鑑別診断が想
定された場合、病理医に標本が提出される前に特殊染
色や免疫染色を自動的にオーダーするなどの方法がこ
れに当たる。診断時使用は、病理医の診断中に診断支
援（補助）として利用したり、研修医等の学習に使用
するものである。診断後使用は、病理医の診断の確認
で、個別診断の精度管理に使用できる。一般に、診断
には、①診断者個人の診断、つまり個別診断と②専門
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図 4　病理診断 AIの使用領域



医の診断であるエクスパート診断や③多くの診断者の
診断集計で一番多くの人が診断した総意診断というも
のがある。個別診断は、エクスパート診断や総意診断
と比較し、その精度を確かめていくのが普通である。
使い方を選択し、またAIの精度によっては個人診断と
の比較のゴールドスタンダードとして使用できる日が
来るかもしれない。ただ、その使い方には十分な注意
を要すると考える。 
最近、病理診断はダブルチェックされた診断である
べきだとの意見がある。病理研修者の診断が病理専門
医のカウンターサインで確認されるのとは別に、すべ
ての症例を二人以上の病理医が診て診断するというの
である。しかし、すべての標本を複数人の病理医でチ
ェックするのは、病理医が少ない現状では難しく、上
級のシニア病理医が参加する場合は、その診断に流さ
れる可能性があり、適切とは言えない。もう一つ、が
んの病理診断のダブルチェックという考えがある。第
一の病理医ががんと診断した症例は、ある期間日常業
務から離れた第二の病理医がダブルチェックを行い確
定診断とするというものである。「ある期間日常業務
から離れた」というのは「自分の場合には・・」など
の情状酌量の余地が入り込まないようにするためで、
最終的には過剰診断overdiagnosisを避け、それによっ
てもたらされる過剰治療を避けようとするものであ
る。それでは、がんがあるのにうっかり見落とした過
小診断underdiagnosisはどうするのだという反論があ
ろう。そのためにすべての症例を第二の病理医が検閲す
るのも同様に不可能である。この場合、抜き打ち検閲を
しようというのがアメリカの考え方である。この場合
は、同僚の診断した症例のうち例えば10%程度の症例
を見直し、見落としがあった場合はそれを指摘し、その
病理医の診断姿勢を次第に向上させていこうというもの
である。もし、病理診断AIの精度が高くなり、時間をか
けずに検閲操作ができるようになった時には、病理診断
AIによるダブルチェックも可能となろう。 

おわりに 

病理医がネットワークを使っていろいろな部署と連
携して働くことには意義がある。より精度が高く迅速
な診療行為がなされる可能性、病理医の付加価値が多
くの部署に提供される可能性があるからである。臨床
医との間では連絡がより密となり、必要な情報を適時
互いに教え合うことができる。また、疑問の問合せに
対しては互いの診療を邪魔しない形で行うこともでき
る。病理医、臨床医、衛生検査所の技師を結んだ肉眼
臓器処理の遠隔支援ネットワークを併設すれば、より

適切な病理組織標本作製ができ、精度の高い診断に貢
献すると思われるし、その他多種のネットワークと連
結すれば、より医療の質の向上を図ることができる。
いつか、病理医が一所に居て、いろいろなネットワー
クに繋がりそれぞれに対応する「病理医コクピット」
なる施設が求められる時代がくるかも知れない。その
時には、さらに人以外の手段を利用した、人に負担を
掛けず円滑に運用される仕組みを作ることが大切であ
る。そのためには、遠隔病理診断の技術をもっと進歩
させ、利便性の高いシステムを考案し、そこにいろい
ろな形でAI技術を導入していく必要がある。将来、こ
れらの技術導入によって病理医の仕事が省力化され、
現在の病理医不足による弊害も緩和され、医療の質の
向上に貢献していって欲しいと考えている。 
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はじめに 

平成30年労働安全衛生調査 1）によると、メンタルヘ
ルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 59.2%と平
成 29 年調査 の58.4%に比べて若干向上している。し
かし、仕事や職業生活に関することで、強いストレス
となっている事柄を感じている労働者の割合は 58.0%
と高い割合を示している。さらに、過去1年間（平成 
29 年 11 月1日から平成 30 年 10 月 31 日までの期
間）にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業し
た労働者がいた事業所の割合は 6.7%、退職者がいた
事業所の割合は 5.8%であり、メンタル不調を予防
し、労働者が健康的に勤務を継続できる対策は喫緊の
課題である 2）。 
企業におけるメンタルヘルスケアとして、セルフケ

ア、ラインケア、事業場内産業保健スタッフによるケ
ア、事業場外資源によるケアが実施されてきた。さら
に労働者がメンタルヘルスの不調に陥ることを未然に
防ぐための一次予防対策として、2015年12月から50
人以上の事業場に年に1回のストレスチェックが義務化
された。ストレスチェックにより高ストレス者が抽出
されるようになり、また集団分析によりストレスが高
い部署の抽出も可能となった。しかしながら未だにメ
ンタルヘルス対策を実施していない事業所が4割程度あ
る。また高ストレス者の抽出率は10%程度であり、実
際に大きなストレスを抱えている労働者の割合とは大
きな乖離がある。したがって、事業所がメンタルヘル
ス対策をさらに推進することはもちろんであるが、労
働者がストレスを理解しセルフケアすることも重要で
ある。 
そこで本稿では、まず仕事ストレスの成り立ちにつ

いて説明し、その後労働者のストレスに影響する個人
要因や良好なメンタルヘルスに関連する要因について
紹介する。 

1．ストレスの成り立ち 

メンタルヘルスにもっとも影響するのはストレスで
ある。ストレスという用語には、ストレスの原因（ス
トレッサーまたはストレス要因）と、その結果、生じ
る様々な反応（ストレス反応）の2つの意味がある。ス

トレッサーは、仕事量の問題、注意集中を要するなど
仕事の質の問題、職場の人間関係の問題、職場環境の
問題、単身赴任、転勤、配置転換などの問題、雇用の
問題など多岐にわたる。さらに今回の新型コロナ感染
症では、これまで経験したことがないさまざまな業務
上または生活上の問題に直面している。一方ストレス
反応は、心理面、身体面、行動面に大別される。代表
的なストレス反応を表に示す。 
ストレス反応が長期間続くと、うつ病などストレス

関連疾患が現れやすくなる。したがってストレス反応
を自覚したとき、ストレスの原因であるストレッサー
とストレス反応の改善が必要になる。ストレッサーに
は個人では対処困難なものもあるが、そのような状況
でもストレス反応の出現を最小にとどめ、できるだけ
健康を維持したい。 

21世紀の健康とは？

労働者のメンタルヘルスと関連要因 
－とくに個人特性に注目して－
水上 勝義 
Katsuyoshi Mizukami 

筑波大学人間総合科学学術院

心理面のストレス反応

ゆううつ
不安
おちつかなさ
いらいら
怒り
やる気のなさ
集中困難
記憶力・判断力の低下

身体的ストレス反応

全身状態 疲労、倦怠感
感覚器 疲れ眼、眼の充血、耳鳴り
神経系 頭痛、めまい
筋骨格系 首筋や肩のこり、腰痛
皮　膚 じんましん、発疹、ふきでもの
消化器系 食欲低下、便秘、下痢
呼吸･循環系 高血圧、動悸、息苦しさ

行動面のストレス反応

うっかりミスの増加
対人トラブルの増加
飲酒や喫煙行動の増加

表　ストレス反応
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ストレッサーからストレス反応が現れる過程で、い
くつかの要因が介在する（図）。ストレス緩衝要因と
はストレス反応を軽減する要因である。上司、同僚、
友人、家族の支援や、仕事に対する満足度は緩衝要因
である。周囲からのサポートが多いほど、また仕事や
日常生活の満足度が高くなるとストレス反応は低下す
る。家庭内の出来事など仕事以外の要因も仕事ストレ
スに影響することが知られている。 
このほかにストレス反応に影響する要因として個人

特性がある。とくにストレス反応が現れにくい個人特
性について次に詳しく紹介する。 

2．ストレス耐性に影響する個人特性 

同じストレッサーに直面してもストレス反応が現れ
やすい人もいれば現れにくい人もいる。これをストレ
ス耐性という。ストレス耐性に関連する個人特性がい
くつか知られている。ストレス耐性を向上させること
はメンタルヘルスに有用である。本稿では、ストレス
耐性に関連する個人特性のうち、ストレスコーピン
グ、首尾一貫感覚、自己効力感、パーソナリティなど
を取りあげ説明する。 

（1）ストレスコーピング 
ストレスに対処するための行動をストレスコーピン
グという。ストレスコーピングをうまく使い分けるこ
とがストレス耐性を高めるのに有用である。たとえば
長時間残業が続き、いらいらが多くなったり集中力に
欠けてきたりしたとする。この場合、早めに仕事を切
り上げて気分転換するとか早めに就床して睡眠を十分
とるなどは有効なストレスコーピングである。しかし
それだけでは、翌日からまた残業生活が待っている。
仕事のやり方を工夫し残業を減らせないか検討し、実
践してみる対処行動も有効と考えられる。 
ストレスコーピングは大きく情緒焦点型コーピング

と問題焦点型コーピングに分けられる。情緒焦点型コ
ーピングは、気分や体調などストレス反応に働きかけ
るコーピングである。先に述べた早めに仕事を切り上
げて気分転換する、睡眠を十分とるなどは情緒焦点型
コーピングである。このほか情緒焦点型コーピングに
は、気分転換、趣味、リラクセーション、さらには考

え方を工夫したり視点を変えたりして気持ちを楽にさ
せる「積極的認知的対処」、上司や友人など周囲に相
談する「社会的支援」というコーピングがある。ただ
し情緒焦点型コーピングのなかには、メンタルヘルス
によくないコーピングもある。「自分はどうしていつ
も残業になってしまうのだろう、他の人より要領が悪
いのだ」と過度に自分を責める「自責」、「そのうち
誰か自分の仕事を手伝ってくれるにちがいない」と誰
かが助けてくれる、奇跡が起こると考えたり望んだり
する「希望的観測」、「自分にばかり仕事を回すひど
い上司だ」と人に当たって気分を紛らわせたり、腹を
立て問題状況から逃避する「回避」が挙げられる。こ
れらのコーピングを用いて一時的に気が紛れることは
あっても、直面している問題は解決せず、状況が長引
くことで結局は不安や落ち込みなどのストレス反応が
続きメンタルヘルスが不良となる。これらのコーピン
グを多用している場合は、他のコーピングを用いるよ
うに意識するのがよい。 
先ほど示したコーピングのうち、仕事の工夫で残業

を減らすことを試みる対処行動は、ストレス反応に働
きかける情緒焦点型コーピングと異なり、ストレッサ
ーである問題に直接働きかける行動である。このよう
なコーピングを問題焦点型コーピングという。自身が
コントロール可能な問題に対しては、問題焦点型コー
ピングが有効である。ただし常に問題焦点型コーピン
グだけを実行していると、交感神経系をフル稼動する
ことになり、徐々に疲弊する。休養したり気分転換し
たり、または周囲に話を聞いてもらったりなど情緒焦
点型コーピングを適時組み合わせることが大切であ
る。一方、自身がコントロールできないストレッサー
に対しては、情緒焦点型コーピングを中心に対処する
ことになる。問題焦点型コーピングを行うとすれば、
現在の状況の中でもできることがあるかを検討し、そ
れを実行することである。 
問題焦点型コーピングと情動焦点型コーピングを組

み合わせ時と場合によって柔軟に使い分けることが、
メンタルヘルスの向上に効果的である。 

（2）積極的認知的対処 
ところでストレスコーピングの説明の中で、積極的
認知的対処という用語が出てきた。積極的認知的対処
は、物事のとらえ方、考え方を変えることで気持ちを
楽にするコーピングのことである。認知的対処にもい
ろいろあるが、ここではよく用いられる認知行動療法
の認知再構成を例に説明する。 
落ち込んだり、イライラしたり、不安を感じたりす

るときには、起きた出来事に対して否定的なことを考
えていることが多い。たとえば、いつもすぐに返事が
戻ってくる相手からメールの返事がなかなか戻ってこ
ないとき、何か怒らせることを書いたかな、と思え
ば、恐れや不安を感じるようになる。嫌われたのかな
と思うと、落ち込むようになる。失礼なひとだな、と思

図　職業人のストレス過程
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うと、いらいらする。出来事は同じなのに考え方によっ
て異なる心理的反応が生じること、また、否定的なこと
を想像するだけで、気分が動揺することがわかる。 
くよくよ思い悩み、気分が優れない場合、否定的な

考え方をしていないか振り返ってみる。そしてより現
実的でバランスがとれた考えを思い浮かべてみる。バ
ランスがとれた考え方とは、むりにプラスに物事を考
えることではない。現実的でバランスがとれた考えと
は、否定的なことを考えた後に、他の可能性はないか
を考えることである。メールの内容に怒っているのか
な、でも最近忙しそうだったから、時間がかかってい
るのかもしれないな、などと考えると気持ちの動揺は
若干おさまるのではないだろうか。ただし気が滅入っ
ている時に、なかなかバランスのとれた考え方に行き
着かないことが多い。そのような場合、親しい友人が、
今の自分の悩みと同じ悩みをもって自分に相談しに来
て、自分が友人にアドバイスすることを想像してみるの
がよい。自分へのアドバイスがうまくいかない場合でも
他人にはうまいアドバイスができることが多い。 
認知再構成は、否定的な考えで不安になったり落ち

込んだりしたときに試みるとよい方法である。 

（3）首尾一貫感覚 
ストレス状態に置かれながらも、健康を維持できる特

性が首尾一貫感覚である。首尾一貫感覚が高い労働者は
ストレス反応レベルが低く、首尾一貫感覚が低い労働者
はうつや不安のレベルが高くなりやすく、うつ病のリス
クが高まる可能性が報告されている。首尾一貫感覚は、
把握可能感、処理可能感、有意味感からなる。 
把握可能感は、自分が置かれている状況を分析し理

解できる感覚のことである。把握可能感によって突然
起こったストレスフルな出来事に対しても、その原因
や過程を把握でき、将来の出来事に対してもある程度
予測が可能となる。処理可能感は起きた出来事は対処
可能で、何とか切り抜けられるという感覚である。周
囲からのサポートを得ながら、対処の成功体験を蓄積
することで把握可能感や処理可能感が向上する。また
ルールや規範が明確で、労働者が一貫性ある体験をす
る職場は把握可能感の向上につながる。有意味感は、
困難な出来事を挑戦、やりがい、自分にとって意味が
あることととらえる感覚のことである。自らやりがい
や意味を見いだすとともに、周囲によって意味に気づ
かされることも有意味感の向上につながる。 

3．良好なメンタルヘルスに関連する個人特性 

これまではストレスへの対応を中心に述べてきた
が、これから紹介する個人特性は、より良好なメンタ
ルヘルスやウェルビーングに関連する特性である。 

（1）Proactive Coping（能動的コーピング） 
近年人間が持つポジティヴな側面について焦点を当

てたポジティヴ心理学が発展してきた。ポジティヴ心
理学では、ウェルビーングや自己実現を促進させる個
人特性を研究する。ストレスコーピングについても、
それまではネガティヴな状況に対する対処行動という
面で捉えられてきたが、挑戦、成長、自己実現のため
のポジティヴなストレスコーピングが注目されるよう
になった。能動的コーピングはその一つである。海外
との会議が多くなるため語学の勉強に励む、体力が必
要な仕事に変わるため体力づくりに励む、仕事の幅を
広げるため資格を取得する、などがこれにあたる。能
動的コーピングは、ストレス耐性が高まりメンタルヘ
ルスを向上させることが報告されている。 

（2）自己効力感の向上 
自己効力感とは、特定の状況で求められる行動を首

尾良く実行できると考える自分に対する期待感あるい
は自信感のことである。ピンチの場面でも何とか対応
できる、乗り切れる、という気持ちになる。先に紹介
した首尾一貫感覚の把握可能感や処理可能感と類似す
るが、首尾一貫感覚はストレス状態にあることが前提
であるが、自己効力感はかならずしもストレス状態で
あるとはかぎらない。自分で決めた目標を達成すると
きにも重要な個人特性である。自己効力感が高いと、
高い成果があげられメンタルヘルスも良好である。自
己効力感の高さは、生まれながらに決まっているもの
ではなく、これまでの経験によって変化する。 
自己効力感は、直接体験、代理体験、言語的説得、

感情的体験の4つの体験から得られる。 
直接体験とは成功体験を通して自己効力感が高まる

ことである。目標を設定し、それをひとつひとつ達成
することがもっとも効果的な方法である。単に成功を
喜ぶだけでなく、なぜ成功したか、なにがよかったの
か肯定的なフィードバックをすることで更に自己効力
感が高まる。目標を設定することは、モチベーション
（動機づけ）を高めるにも効果的である。モチベーシ
ョンと自己効力感の高さは相関し、モチベーションが
高いと自己効力感も高くなる。なお目標は、現実的か
つ挑戦的な難易度で、フィードバックが可能なものが
よい。逆に失敗続きの場合、自尊感情の低下とともに
自己効力感が低下しやすい。しかし失敗を繰り返して
も必ずしも自己価値観が低下するとは限らない。きわ
めて重要な研究成果が1回ですんなり得られることはき
わめてまれである。研究者はその間何度も失敗を繰り
返しているが、けっして自己効力感は低くない。モチ
ベーションを維持し研究を継続していることから自己
効力感がきわめて高いと言える。目標を達成できなか
った場合は、なぜ失敗したのか、その原因を考える。
原因に対処し別の方法を実行する。こうすることで失
敗が自己効力感の低下につながらず、むしろ強化され
ていくことになる。 
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代理体験は、うまくいっている他の人を観察したり、
話を聞いたりすることで、自分もうまくできるかもしれ
ない、と期待や自信がもてるようになることである。 
言語的説得は文字通り、自分に力があることを言語

的に説明されたり励まされたりし自信を得ることであ
る。信頼する上司に、「きみならできるから実行して
ごらんなさい」と言われると、モチベーションがあが
り自信も出てくる。自らにポジティヴな言葉がけをす
ることも言語的説得にあたる。 
生理的情緒的体験とは、心身の状態がよいときや、

気分がのっているときには、自信や自分に対する期待
が高まり、逆にコンディションが不良のときは自己効
力感が低下することである。コンディションを良好に
保つことは、自己効力感にとっても重要である。 

4．ストレスに強いパーソナリティ 

「あのひとはストレスに強い性格だ」などと言うこ
とがある。これまで述べてきたストレス耐性に関連す
る要因とストレスに強い性格とはどのような関係があ
るだろう。昔からストレスに強いパーソナリティとし
て研究が蓄積されている。なかでもハーディネスと呼
ばれるパーソナリティがよく知られている。 
ハーディネスは、コントロール（control）、コミッ

トメント（commitment）、チャレンジ（challenge）
の3つの特徴からなる。 
コントロールは、生活のなかで自己の影響力を信

じ、状況をコントロールできると信じ、行動し、人生
の決断に自信をもつことで 、自己効力感に一致する。 

コミットメントは、状況に対して真剣に創造的に関
わり、努力することである。能動的なコーピングや問
題焦点型コーピングが該当する。 
チャレンジは、問題を自分に対する脅威ととらえる

より、乗り越えるべき挑戦と見なす。これは有意味感
と一致する。 
すなわちハーディネスの特徴は、本稿でこれまで述

べてきたストレス耐性に影響する要因に一致している
ことがわかる。これらの要因も自らの体験や実践で向
上することが可能であり、ストレスに強いパーソナリ
ティも、育むことが可能なものと言える。 

おわりに 

本稿では、労働者のメンタルヘルスに関連する要因の
なかで、とくに個人特性に焦点をあて概説した。メンタ
ルヘルスケアにおけるセルフケアは自身がストレスに気
づき対処することがもっとも重要であるが、今回紹介し
た要因は、個人のストレスに対する脆弱性を緩和しスト
レス反応のレベルを低下することが期待される。健康的
な職業生活のための一助になれば幸いである。 
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比較効果研究Comparative Effectiveness 
Research（CER） 

介入の効果は、対照と比較することによってしか証明
することができない。CER1-3）が重要視されるゆえんであ
る。2009年 1月 15日、当時のオバマ米大統領が一般教
書演説の中で、CERの推進について述べ、11億ドルの
予算がつけられ、National Institute of Health （NIH）4）、
Agency for Healthcare Research and Quality（AHRQ）5, 6）

に予算が配分され、新たにPatient-Centered Outcomes 
Research Institute （PCORI）7-9）が設立された。CERの
考え方は医学、医療の様々な領域でパラダイムシフトと
も呼ばれる大きな変革をもたらし、約 10年が経過した。 

Institute of Medicine（IOM, 現National Academy of 
Medicine, NAM）のCERの定義は以下の通りである 10）。 
“比較効果研究CERは臨床状態の予防、診断、治
療、モニターのためあるいはケアの供給を改善するた
めの方法の選択肢の益と害を比較するエビデンスの生
成と統合を行うことである。CERの目的は個人および
集団の両方で、消費者、臨床家、購入者と政策決定者
が、ヘルスケアを改善するであろう、情報を与えられ
た上での決断を支援することである。”そして、CER
の特徴の一つが、益だけでなく害を含む患者にとって
重要なアウトカムを測定することであり、介入が用い
られるであろうセッティングに可能な限り近いセッテ
ィングで行われることが求められている。 

CERには、ランダム化比較試験だけでなく、コホート研
究、症例対照研究、Propensity analysisなどさまざまな観
察研究も含まれ、さらに二次研究であるシステマティック
レビューも含まれる。PubMed Special Queries: Directory 
of Topic-Specific PubMed Queries11）には Comparative 
Effectiveness Research の検索式 12）が用意されており、
Research Categoryとして、Randomized controlled trials, 
Observational Studies（ cohort, administrative data, 
registries, and electronic health records）, Systematic　
Reviews, Simulations,　Modelsなどに分類されている。 

 

効果推定値Effect estimateの確実性 

介入の効果は効果推定値によって表される。効果推定
値は、“有効である”、“効果がない”など、定性的に表現
することもできるが、対照と比較した効果の大きさをさ
まざまな効果指標を用いて定量的に表すのが普通であ
る。アウトカムが治癒、非治癒や再発あり、無しなどの
二値変数であれば、リスク比 Risk Ratio （RR）、オッズ比
Odds Ratio（OR）、リスク差 Risk Difference（RD）、さ
らに生存分析ではハザード比 Hazard Ratio（HR）などが
用いられる。アウトカムが連続変数であれば、平均値差
Mean Difference（MD）、標準化平均値差Standardized 
Mean Difference（SMD）などが用いられる。 
これらはすべて対照との相対的な効果の差、つまり

Comparative effectivenessを、定量的に表している。リ
スク差は絶対リスク減少 Absolute Risk Reduction 
（ARR）と同義であり、絶対効果の指標として扱われる
が、介入群のイベント率から対照群のイベント率を引き
算した値なので、相対的な効果の差を表していることに
違いはない。また、リスク比は対数変換すると介入群の
イベント率の対数から対照群のイベント率の対数を引
き算した値になり、リスク差とリスク比は率の値をその
まま引き算するか、対数変換（自然対数）してから引き
算するかの違いだけであり、いずれも対照との相対的な
効果の差を表していることに違いはない。 
さて、介入の効果推定値の大きさMagnitudeと確実
性 Certaintyをできるだけ正確に知ることは、臨床決断
にとって重要である。特に診療ガイドラインで推奨を提
示する場合には、エビデンスの確実性は推奨の判断基準
のひとつとなり、当然のことながら診療ガイドライン作
成法の標準とみなされている GRADE（Grading of 
Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation）アプローチ 13）の中では、システマティック
レビューによりエビデンスの確実性の評価が行われ、推
奨作成の枠組みとして提唱されているEvidence-to-
Decision（EtD）frameworkでは基準 Criteriaの一つとし
て用いられる 14-16） 。 
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介入の効果に対する、エビデンスの確実性を評価する
には、Population, Intervention, Comparator, Outcome
（PICO）の要素を定義し、クリニカルクエスチョンを
設定したうえで、システマティックレビューを行い、
各研究のバイアスリスク Risk of bias、非直接性
Indirectnessを評価しながら、可能な場合はメタアナリ
シスを行う。これらの作業はアウトカムごとに行わ
れ、効果推定値の統合値と95%信頼区間が算出され
る。GRADEアプローチでは、複数の研究をアウトカム
ごとにまとめて、エビデンス総体として評価するが、
ランダム化比較試験の場合は、バイアスリスク、非直
接性、不精確性 Imprecision、非一貫性 Inconsistency、
出版バイアスPublication biasの5ドメイン、さらに観
察研究の場合は、大きな効果Large effect、用量反応関
係、効果減弱交絡因子の3ドメインが評価され、エビデ
ンス総体のエビデンスの確実性をABCD（高、中、低、
非常に低）の4段階で評価する。さらに、推奨作成の際
には、複数の益と害のアウトカム全体にわたって、可
能であれば臨床的閾値を設定して、それぞれの効果推
定値の確実性を考慮しながら、推奨を支持する適切さ
に対する確信度としてエビデンスの確実性をABCD
（強、中等、弱、非常に弱）の4段階で評価する 17）。 

ネットワークメタアナリシス 
Network Meta-analysis（NMA）の評価 

さて、本連載の第33、51、52回で紹介した、NMA
の場合、3つ以上の介入を間接比較も含めて、ペアごと
に比較し、さらに統計学的な裏付けのもとで順位付け
が行われる。直接的なペア比較のみが行われる通常の
メタアナリシスの場合と比べ、NMAに基づくエビデン
スの確実性の評価は複雑とならざるを得ない。 
たとえば、GRADE Working Groupは次のような提

言をしている18）：1．ネットワーク内のそれぞれのペア
比較のエビデンスの確実性は別々に評価する、2．直接
比較と間接比較を両方考慮する、3．NMAの効果推定
値のレーティングには不精確性を考慮する必要はな
い、4．直接比較のエビデンスが間接比較のエビデンス
よりより確実性が高く、ネットワーク推定値への直接
比較の貢献が少なくとも間接比較と同じ程度であれ
ば、間接比較のエビデンス評価は必要ない、5．ペア比
較のレベルでのインコヒレンスの評価においてはネット
ワーク全体のインコヒレンスの統計学的検定は信頼すべ
きでない、6．直接比較と間接比較のエビデンスにイン
コヒレンスがある場合、それぞれの推定値のエビデンス
の確実性によりどちらのエビデンスを信ずるべきかを決
める。さらに、インコヒレンス=直接比較と間接比較の
相違の評価手順についても提言している 19, 20）。 

NMAの評価に対するGRADEアプローチに対して、
Phillippo DM ら 21） はその限界を指摘し、“Bias 
adjustment threshold analysis”「バイアス調整閾値
分析」の手法を報告しそれを実行するためのRパッケー

ジnmathreshを発表している 22）。 
“閾値分析”はCaldwell DMらが2016年に発表し
ており、ベースケースの推奨を変更するにはどの程度
の大きさのバイアス調整が必要かを示すもので、決断
を変更しないで済むバイアス効果（ invariant bias 
adjustment）の大きさの最大値はどれくらいかを数理
統計学的に明らかにする方法である。バイアス調整閾値
は「最善の介入選択肢が変わるバイアス効果の大きさで
最小の正の値あるいは負の値」と定義される。バイアス
調整閾値最小値から最大値の範囲をDecision invariant 
bias adjustment interval決断不変バイアス調整区間と
呼び、この範囲のバイアス効果であれば、最善の効果の
治療の選択に変更は必要ないと考えられる。 
これを用いるエビデンスの確実性の評価法は、広く

行われているコクランのバイアスリスクツールによる
定性的なバイアス評価法と異なるアプローチであり、
通常のペア比較のメタアナリシスにも適用可能である
が、より構造が複雑なNMAの確実性の評価に特に有用
と考えられる。 
コクランのバイアスリスクツールでは、結果へ大き

な影響を与える程度のバイアスを想定し、そのリスク
の程度を評価する。すなわち、量的な変数であるバイ
アス効果を二値変数の名義変数に置き換え、そのリス
クとして評価する方法が採用されている。GRADEアプ
ローチもバイアスの評価については同様の考え方を採
用している。したがって、各研究の効果推定値やメタ
アナリシスで得られる統合値はそのままで、エビデン
スの確実性を決める一つのドメインとして分離してバ
イアスリスクの評価が行われる。 
一方で、バイアスのアウトカムへの影響を定量的に

連続変数として推定し、研究で得られた実際の値を調
整するTurner RMらのバイアス調整モデルが提唱され
ており、Phillippo DMら「バイアス調整閾値分析」は
そのモデルを前提としているが、バイアスの大きさで
はなく閾値を明らかにする点で考え方が異なる。Turner 
RMらのバイアス調整モデルについては、本シリーズ第
36、40回で取り上げているので興味のある方は参照し
ていただきたい。 
このnmathreshパッケージのマニュアル 23）、実例 24）

も公開されておりこの解析法の理論的背景、モデルの
詳細は2018年にJ R Stat Soc Ser A Stat Socに論文と
して発表されている 25）。またこの論文の付属資料とし
てRスクリプトのファイルも提供されている。今回は、
このnmathreshを用いて実際の解析例を示しながら、
理論的背景についても解説したい。 

nmathreshパッケージの準備 

nmathreshパッケージは他の Rのパッケージと同
様、The Comprehensive R Archive Networkのウェブ
サイト26）からダウンロードしてインストールする。Rを
起動後、パッケージメニューからCRANミラーサイト



の設定...を選んで、Japan(Tokyo)[https]を選択したの
ち、パッケージメニューからインストールパッケージ...
を選択して、パッケージ一覧からnmathreshを選択し
てインストールする。 

nmathreshを読み込ませるため、最初に次のスクリ
プトを実行する。 
library(nmathresh) 
付属のデータセットであるThrombo_data.txt"を変数

dat.rawwに格納するため、次のスクリプトを実行する。 
dat.raww=read.delim(system.file("extdata","Thromb
o_data.txt",package="nmathresh")) 
dat.raww 
n=nrow(dat.raww) 
コンソールにdat.rawwの内容が出力される。そのデ

ータをCSVファイルとして保存したものをExcelで表示
したのが図1である。3行目のスクリプトではこのデー
タフレームの行数を変数nに格納している。 
このデータフォーマットはNMA用のパッケージであ

るgemtcの解析データと同じフォーマットで、一行に
一つの研究データが含まれている。この例では、2行目
の研究 IDが1の研究は3つのアームを同時に比較したラ
ンダム化比較試験で、治療1と治療3と治療4が比較さ
れている。3行目の研究 IDが2の研究は2つのアームで
治療1と治療2が比較されている。1行目のラベルで、
t.1、t.2、t.3がそれぞれの研究のアーム1、アーム2、
アーム3の治療番号である。左の6列はそれぞれの研究
のアーム1，2，3の群のイベント数と症例数が順番に入
力されている。これらはt.1、t.2、t.3に対応しており、
治療内容はこれらの列に入力されている。t.1の列を見
るとわかるように、t.1がすべて治療1ではなく、t.1の
列に入力されている値がどの治療かを表している。2ア
ームしかない場合は、t.3の列がNAとなっている。 
この例では14研究あり、14という値が変数nに格納
される。 
次に以下のスクリプトを実行する。これによって、

dat.rawwのr.1、n.1、r.2、n.2の列のデータからr.1を
対照としてオッズ比を計算し、さらに自然対数に変換
して、lor.1という列を追加して、そこに計算結果を格
納する。関数with( )は変数dat.rawwに対して右の計算

式の計算を実行するという意味である。 
dat.raww$lor.1=with(dat.raww,log(r.2*(n.1-r.1)/((n.2-
r.2)*r.1)))　　#Ln(OR) for two-arm r.2 vs r.2. 
dat.raww$k.1=dat.raww$t.2　　#Intervention treatment. 
dat.raww$b.1=dat.raww$t.1　　#Comparator treatment. 
さらに、k.1とb.1というカラムを追加して、各研究

のアーム1とアーム2の治療番号を格納する。 
さらに、次のスクリプトを実行して、r.1、n.1、r.3、

n.3のデータから、r.1を対照としてオッズ比を計算し、
その自然対数の値を、lor.2の列を追加して、格納する。 
dat.raww$lor.2=with(dat.raww,log(r.3*(n.1-r.1)/((n.3-
r.3)*r.1)))　　#Arm 3 vs. 1. 
dat.raww$k.2=dat.raww$t.3　　#Arm 3 treatment 
(NA if only 2 arms). 
dat.raww$b.2=ifelse(is.na(dat.raww$k.2),NA,dat.raw
w$t.1)　　#Comparator treatment. 
さらに、k.2とb.2というカラムを追加して、各研究

のアーム1とアーム3の治療番号を格納する。この例で
は、3アームの研究は、研究 IDが1の研究だけなので、
その行だけデータが追加され、それ以外はNAとなる。
得られた変数dat.rawwのデータを、CSVファイルとし
て保存したものをExcelで表示したのが図2である。こ
の時点では、1行が1研究の形式のままである。 
次に、変数dat.rawwのデータから、各オッズ比の対数

に対応する分散共分散行列を作成し、変数Vに格納する。 
#LOR variances and covariances matrix V. 
V.diag=as.list(rep(NA,n)) 
attach(dat.raww) 
for(i in 1:n){ 
if(dat.raww$n_arms[i]==2){ 
V.diag[[i]]=1/r.1[i]+1/r.2[i]+1/(n.1[i]-r.1[i])+1/(n.2[i]-r.2[i]) 
} 
else if(dat.raww$n_arms[i]==3){ 
v1=1/r.1[i]+1/r.2[i]+1/(n.1[i]-r.1[i])+1/(n.2[i]-r.2[i]) 
v2=1/r.1[i]+1/r.3[i]+1/(n.1[i]-r.1[i])+1/(n.3[i]-r.3[i]) 
#Covariance term. 
c1=1/r.1[i]+1/(n.1[i]-r.1[i]) 
V.diag[[i]]=matrix(c(v1,c1,c1,v2),nrow=2) 
} 
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図 1　ネットワークメタアナリシス用の解析データ
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} 
detach(dat.raww) 
library(Matrix) 
V=bdiag(V.diag) 
このスクリプトの中で、1/r.1[i]+1/r.2[i]+1/(n.1[i]-

r.1[i])+1/(n.2[i]-r.2[i])がオッズ比の自然対数の分布にお
ける分散の計算式である。共分散の計算には関数matrix( )
が使われている。結果として得られた変数Vは図3のよ
うになる。最初の研究以外は2アームつまりペア比較だ
けなので、共分散はなく、分散の値だけである。 
次に以下のスクリプトを実行して、変数dat.rawwを

1行が1コントラストのフォーマットに変換する作業を
行い、研究 IDの順に並べ替える。 
#Reshape the data to one raw per contrast per 
study. 
dat.rawl=reshape(dat.raww,varying=c("lor.1","b.1", 
"k.1","lor.2","b.2","k.2"),timevar="c",idvar="studyI
D",direction="long") 
#Sort and remove NA rows. 
dat.rawl=dat.rawl[order(dat.rawl$studyID,dat.rawl$c,
dat.rawl$b,na.last=NA),] 
得られた変数dat.rawlは以下のようなデータを含ん

でいる（最後の lはエル）（図4）。最初の研究が2行
に分割され、lorとb、kの列をみるとオッズ比の自然対
数と対照アームの治療番号、介入アームの治療番号が
わかる。それ以外の研究は変数dat.rawと同じである。 
次に、以下のスクリプトを実行して、変数Nにデータ
ポイントの数、すなわち、比較するペアの数、および
治療の数を格納する。関数unique( )は異なる値がいく
つあるかを計算する関数である。この例ではNは15、K
は6となる。 
N=nrow(dat.rawl) 
K=length(unique(c(dat.rawl$b,dat.rawl$k))) 
次に、デザインマトリックスを変数Xに格納する。 

#Construct the design matrix, with a row for each 
contrast and K - 1 colmuns (parameters). 
X=matrix(0,nrow=N,ncol=K-1) 
for(i in 1:N){ 
X[i,dat.rawl$k[i]-1]=1 

if(dat.rawl$b[i]!=1){ 
X[i,dat.rawl$b[i]-1]=-1 
} 
} 
デザインマトリクス（図5）は15行×6列であり、各

行は図4のdat.rawlに対応しており、各列は左から治療
2、3、4、5、6に対応している。 
たとえば、1行目は列2が1になっているが、図4の

変数dat.rawlの1行目の列bと列kに対応しており、こ
のデータが治療1と治療3を比較したデータであること
を表している。対応する治療アームがないところはす
べて0になっている。また、治療1は参照治療として扱
っているので、デザインマトリックスの中には、含ま
れていない。また、直接比較のペアのいずれも治療1で
ない場合は、デザインマトリックスの下3行のように、
対照に-1、介入に 1の値が設定されている。図 1の
dat.rawlの下の3行の列bと列kを見ると、治療3と6、
3と5、3と5の比較がされているので、その該当する部
分に-1（対照）、1（介入）の値が設定されている。 
さて、NMAの解析結果の内、各ペア比較のオッズ比
の自然対数の統合値、すなわち平均値Meanと治療1を
参照治療としたオッズ比の自然対数に対する分散共分
散行列のデータは、OpenBUGS、gemtc、pcnetmeta
などを用いたNMAの解析結果から得られる。 
付属のサンプルデータの場合は、変数Thrombo.post. 

summary$statisticsに格納されているデータの中で、
列名がMeanの1行目からK-1すなわち5行目までのデ
ータが治療1とそれ以外の治療のオッズ比の自然対数の
統合値になっている。変数 Thrombo.post.summary 
$statisticsの内容は図6に示す。この変数は行列データ
なので、行と列を [行番号,列番号] あるいは ["行名"、 
"列名"] で指定してデータを抽出できる。 
そ し て 、 Thrombo.post.summary$statistics[1:K-

1,"Mean"]には以下のようなデータが含まれている。 
dd[1,2]　dd[1,3]　dd[1,4]　dd[1,5]　dd[1,6]  
-0.00366677　 -0.14516718　 -0.03931217　 -0.10 
240619　-0.13942948 

図 2　オッズ比の対数のデータと各アームの治療番号のデータを追加した変数 dat.rawwの内容
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また、治療1を参照治療としたオッズ比の自然対数に
対 す る 分 散 共 分 散 行 列 の デ ー タ は 、 変 数
Thrombo.post.covに格納されており、その内容を図7
に示す。 
これで必要なデータがすべてそれぞれの変数に格納

されたので、nmathreshのnma_thresh( )関数を用い
て、バイアス調整閾値の計算を行う。 

図 3　オッズ比の自然対数に対する分散共分散行列　変数 V

図 4　1行 1コントラストにフォーマットを変換した変数 dat.rawl

図 5　デザインマトリックス X
図 6 

ネットワークメタアナリシスの解析結果の内統合値（Mean）を含むデータ

図 7 
ネットワークメタアナリシスの結果の各比較の統合値の分散共分散行列



まず、研究レベルでのバイアス調整閾値を計算する
ため、以下のスクリプトを実行する。この例では固定
効果モデルに設定してある。ランダム効果モデルの場
合は、nmatype="random"とする。opt.maxは値が小
さい方が望ましい効果の場合はFALSE、大きい方が望ま
しい効果の場合はTRUEに設定する。 
#Study level thresholding. 
thresh=nma_thresh(mean.dk=Thrombo.post.summary
$statistics[1:(K-1),"Mean"], 
lhood=V, 
post=Thrombo.post.cov, 
nmatype="fixed", 
X=X, 
opt.max=FALSE) 
これらスクリプトを6行すべて選択して実行ボタンを
クリックするとコンソールには図8の様に、現時点での
最善の治療は3であるという結果が示される。 

nma_thresh( )関数の実行結果を格納した変数thresh
はリストオブジェクトでさまざまなデータを含んでい
るが、thresh$thresholdsに各研究に対するバイアス調
整閾値が含まれており、その内容は図9に示すとおりで
ある。これらの値を用いて、Forest plotにバイアス調
整閾値を重ねて描画することができる。 
以下にそのスクリプトを示す。 

###Forest plot. 
#Create row labels. 

dat.rawl$lab=rep(NA,nrow(dat.rawl)) 
for(i in 1:nrow(dat.rawl)){ 
dat.rawl$lab[i]=paste0(dat.rawl$studyID[i] ," 
(",dat.rawl$k[i]," vs. ",dat.rawl$b[i],")") 
} 
#Calulate 95% CIs. 
dat.rawl$CI2.5=dat.rawl$lor+qnorm(0.025)*sqrt(diag
(V)) 
dat.rawl$CI97.5=dat.rawl$lor+qnorm(0.975)*sqrt(dia
g(V)) 
#Calculate the proportion of CI covered by invariant 
interval, for sorting. 
#Coverage <1 means that the CI extends beyond 
the bias invariant threshold, and 
#the threhold is below the level of statistical 
uncertainty. 
dat.rawl$coverage=apply(cbind(thresh$thresholds$lo/(
dat.rawl$CI2.5-dat.rawl$lor),thresh$thresholds$hi/ 
(dat.rawl$CI97.5-dat.rawl$lor)),1,min,na.rm=TRUE) 
#Plot 
thresh_forest(thresh, 
y=lor,CI.lo=CI2.5,CI.hi=CI97.5, 
label=lab,orderby=coverage,data=dat.rawl, 
CI.title="95% Confidence Interval",y.title="Log OR", 
label.title="Study (Contrast)",xlab="Log Odds Ratio", 
xlim=c(-3,2),refline=0,digits=2,calcdim=FALSE) 
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図 8　関数 nma_thresh( )実行結果

図 9　バイアス調整閾値のデータ
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最終的に得られたForest plotを図10に示す。 
研究 ID（比較される治療番号）、オッズ比の自然対
数の統合値と95%信頼区間、そしてバイアス調整閾値
の最小値と最大値がグラフとともに示されている。バ
イアス調整閾値の両側に書かれているのは治療番号
で、ベースケースでは治療3が最善であるが、カッコ内
の左側に書かれているバイアス調整閾値最小値の値の
バイアスで調整すると、左側の番号の治療が最善にな
り、カッコ内の右側に書かれている最大値のバイアス
で調整すると右側の番号の治療が最善に変わるという
ことを示している。すでに述べたように、バイアス調
整閾値最小値から最大値の範囲をDecision invariant 
bias adjustment interval決断不変バイアス調整区間と
呼ぶ。その研究のバイアスの評価から推定されるバイ
アスの大きさがこの範囲であれば、ベースケースの最
善治療が否定されることはないということを意味す
る。言い換えると、ネットワークメタアナリシスの結
果は堅牢と考えられるということを意味する。 
このForest plotで示されているバイアス閾値の最小

値と最大値のいずれかが実際に観察された値の中に存
在しうる場合は、研究 IDが太字で示され、バイアス調

整閾値の範囲を示すバーの色が変えてある。この例で
は、研究34、35、11がそうなっており、いずれも左側
の最小値が0または0に近い値なので、それぞれの研究
がバイアスの影響を受けている可能性が高いと判定さ
れた場合、治療3が最善の治療であるという結論が翻る
可能性が高いことになる。ここで、バイアスリスクの
評価結果が意味を持つことになる。 
これら3つの研究以外は、バイアス調整閾値は非常に
極端な値であり、実際にはあり得ないような値と考え
られるので、これらの研究のバイアスリスクが高いと
判定されたとしても、治療3が最善であるという結果は
翻らないと判断できる。 

バイアス調整閾値の計算手順と理論的背景 

nma_thresh( )関数で実行されている計算とその理論
的背景はかなり複雑である。Phillippo DMらの論文お
よびAppendixには詳細な計算式が記述されているが、
その理解は容易ではない。図11にモデル、定義、主な
計算式を示す。 

図 10　研究ごとのバイアス調整閾値を描画した Forest plot

パネル 1



50(20) あいみっく　Vol.41-2 (2020)

パネル 5

パネル 4

パネル 3

パネル 2

図 11　バイアス調整閾値解析のモデル、定義、計算式（パネル 1～5）
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この中で、パネル5にある、Influence matrix Hにつ
いて解説したい。HはNMAで得られた効果推定値の分
散共分散行列Σnとデザイン行列Xの転置行列とデータ
ペア間の分散共分散行列Vの逆数（掛け算すると対角要
素が1になりそれ以外が0になるような行列）の行列間
の掛け算で算出される。Rのスクリプトで記述すると
H=Σn%*%t(X)%*%solve(V)で計算される。Σnは上
記の変数では図7に示す変数Thrombo.post.covに相当
し、XとVは変数X、変数Vに相当する行列のデータで
ある。 
まず、solve(V)の結果を図12に、t(X)%*%solve(V)
を計算し変数Tに格納し、その結果を図13に、さらに
Hを計算した結果を図14に示す。 
図12を見ると、変数Vすなわち、各研究の比較の効

果推定値に対する分散の値から、その逆数、すなわち
精度Precisionが計算され、それらが対角要素に含まれ
ていることがわかる。図13を見ると、Tの内容は列が
研究別に比較に対応した形で、効果推定値に対する分
散の逆数、すなわち効果推定値の精度が含まれてい
る。同じ比較は同じ行に含まれる形に変換されてい
る。メタアナリシスで得られる統合値は、それぞれの
行ごとに統合された値になる。 

このHとNMAの結果得られた効果推定 Thrombo. 
post.summary$statisticsから効果推定値の統合値（図
6に示すMeanの列の値）からパネル4に従って、バイ
アス調整閾値 および  を計算することが
できる。そして、パネル4の下段に示すDecision invariant 
bias adjustment intervalを求めることができる。 

k*=3（ベースケースの最善の治療が3）、m=13の
場合のバイアス調整閾値の計算をMicrosoft Excelで実
行した結果を図13に示す。m=13は図4に示す1行1コ
ントラストにフォーマットを変換した変数dat.rawlの
13行目の研究に相当するので、研究 ID 34の研究であ
る。E(dak*)は上記の図 6の Thrombo.post.summary$ 
statisticsのmeanの列の値、もし Rで抽出するなら
Thrombo.post.summary$statistics[,"mean"]で得られ
る。この効果推定値はdd[1,3]と治療番号がカギカッコ
内に書かれているが、右側が対照となる様に計算され
ている。一方で、図15のE(dak*)はパネル1に示すよう
に、左側のaが対照になるような表記になっているの
で、セルB4のE(d13)の場合dd[1,3]の値の正負を逆にす
る必要がある。B列の値は Thrombo.post.summary 
$statisticsのmeanの列の値が、どちらが対照なのかに
よって正負を決める必要がある。パネル4の上段の上の
例に該当するので、-E(dak*)/([H]k*-1,m-[H]a-1,m)の式で計算

図 12　solve(T)の計算結果

図 13　T= t(X)%*%solve(V)の計算結果

図 14　Influence matrix Hの内容　H=Σn%*%t(X)%*%solve(V)=Σn%*%T
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する。なお、[H]k*-1,mはHのm列のk*-1行目のセルの値
を、[H]a-1,mはm列のa-1行目のセルの値を意味する。 
図15の列Fで正の値で最小値は18.5、負の値で最大

値は-0.0057である。この値は、図10の一番上に示さ
れている研究34のバイアス調整閾値 invariant interval
に一致する事がわかる。 

NMAの場合のバイアス調整閾値の計算は比較される
治療が3つ以上あるため、非常に複雑であるが、通常の
ペア比較のメタアナリシスの場合は、H行列の1行のデ
ータだけを使う場合に相当することになり、単純化さ
れる。精度の値の総計を求め、それを各研究の精度の
値で除し、それに統合値を掛け算することによりその
研究に対するバイアス調整閾値が得られる。その意味
は、その研究の効果推定値をバイアスの値で調整する
と、統合値が無効果の値になるようなバイアスの値と
いうことになる。たとえば、サンプルサイズが大き
く、精度が大きいほど小さなバイアスでも統合値への
影響は大きくなると考えられる。 

コントラストレベルのバイアス調整閾値 

nmathreshでは各研究のバイアス調整閾値だけでな
く、コントラストレベルのバイアス調整閾値も算出で
きる。コントラストレベルになると、複数の研究の統
合値の結果に対するバイアス調整閾値が計算される。 
上記の研究ごとのバイアス調整閾値の計算と基本的

には同じであるが、デザインマトリックスXが異なって
くる。また、図1に示したような個別研究のデータは不
要である。 
まず、研究数を変数Kに設定し、変数Xにデザインマ
トリックスを格納する。 
# 
K=6　　#Number of treatments. 
#Contrast design matrix from the network diagram. 
X=matrix(ncol=K-1,byrow=TRUE, 
c(1,0,0,0,0, 
0,1,0,0,0, 
0,0,1,0,0, 
0,0,0,1,0, 
0,-1,1,0,0, 
0,-1,0,1,0, 
0,-1,0,0,1)) 

このデザインマトリックスは図5に示す、治療の組み
合わせで異なるものだけを1行ずつ取り出したものに相
当する。この例では治療1と比較される治療が5種類、
直接比較されるペアの種類は7つあるので、7行x5列の
行列になる。 
結果をコンソールに出力すると図16のようになる。 

次に関数nnls27）を使っている recon_vov( )関数を用
いてNMAの結果得られている分散共分散行列（上記の
Thrombo.post.cov）の再構築を行う。以下のスクリプ
トを実行する。 
#Reconstruct using NNLS(non-negative least squares) 
lik.cov=recon_vcov(Thrombo.post.cov,prior.prec=0.000
1,X=X) 

lik.covには7種類のペアからオッズ比の自然対数が統
合値として算出されるので、図17に示す7行×7列の分
散共分散行列が作成される。 
次に、nma_thresh( )関数を用いて、バイアス調整閾
値を計算する。引数 lhoodに図17に示す lik.covが設定
される。引数Xには図16に示すデザインマトリックス
が設定される。その他の引数の設定は上記の場合と同
様である。 
#Calculate the thresholds with nma_thresh function. 
thresh=nma_thresh(mean.dk=Thrombo.post.summary
$statistics[1:(K-1),"Mean"], 
lhood=lik.cov, 
post=Thrombo.post.cov, 
nmatype="fixed", 
X=X, 
opt.max=FALSE) 

Forest plotの作成のため、以下のスクリプトを実行
する。 
#Making a forest plot. 
#Get treatment codes for the contrasts with data. 

図 15　バイアス調整閾値の計算結果

図 16　コントラストレベルのデザインマトリックス
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d.a=d.b=vector(length=nrow(X)) 
for(i in 1:nrow(X)){ 
d.a[i]=ifelse(any(X[i,]==-1),which(X[i,]==-1),0)+1 
d.b[i]=ifelse(any(X[i,]==1),which(X[i,]==1),0)+1 
} 
#Transform from d_ab style contrast references into 
d[i] style from the full set of contrasts for easy 
indexing in R 
d.i=d_ab2i(d.a,d.b,K=6) 
#Create plot data. 
plotdat=data.frame(lab=paste0(d.b," vs. ",d.a), 
contr.mean=Thrombo.post.summary$statistics[d.i,"M
ean"], 
CI2.5=Thrombo.post.summary$quantiles[d.i,"2.5%"], 
CI97.5=Thrombo.post.summary$quantiles[d.i,"97.5
%"]) 
#Plot. 
thresh_forest(thresh,contr.mean,CI2.5,CI97.5,label=la
b,data=plotdat, 
label.title="Contrast",xlab="Log Odds Ratio",CI.title= 
"95% Credible Interval", 
xlim=c(-0.3,0.3),refline=0,digits=2,calcdim=FALSE) 
得られたForest plotを図18に示す。 
この結果でも、5 vs 3と6 vs 3の結果がバイアス調整
閾値によって順位が変わりうることを示している。 
バイアス調整閾値の妥当性を考察する際にはネット

ワークジオメトリあるいはネットワークグラフが助け
になる。今回の例のネットワークジオメトリを図19に
示す。 

最後に 

Phillipo DMらのモデルは通常のペア比較のメタアナ
リシスにも適用可能なので、エビデンスの確実性の評
価の際に有力な方法になりうると考えられ、エビデン
ス評価に、より客観性を持たせるツールになる可能性
がある。 

nmathreshはひとつのアウトカムに対する効果を比
較するだけであるが、今後、複数のアウトカムに対す
る効果をまとめて比較して、最善の治療を明らかにす
るところまで拡張可能ではないかと考えられる。 
今回用いた Rのスクリプトは ZIPファイルとして

http://zanet.biz/med/dl/imic/imic-53.zipからダウンロ
ードできるようにした。 

図 19　ネットワークジオメトリ 
円内の数字は治療番号、線の数字は研究数、太い線の三角は 3アームの研
究のループを示す。

図 17　コントラストレベルのオッズ比の自然対数の統合値に対する分散共分散行列

図 18　コントラストレベルのバイアス調整閾値を描画した Forest plot
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このコーナーは、ライフサイエンスに関わる若手研究者の方にリレー方式でご執筆いただいています。

1．何を研究したら良いかわからないまま大学院へ 

高校生物の教科書に書かれている最も重要な知見は
何でしょうか？『生命は生命からのみ産まれる』とい
う自然発生説の否定や『核酸にコードされた遺伝情報
がタンパク質として発現する』という分子生物学のセ
ントラルドグマは生命を理解する上で非常に重要な概念
を提唱したものだと思います。私もそのような生命につ
いての理解を大きく進める研究がしたいと思い、2001
年4月に東京大学に入学しました（もうすぐ20年経つ
と思うと、時の速さは恐ろしいです）。 
しかし、大学に入ってから具体的にどんな研究すべ
きかすっかり迷ってしまいました。というのも、高校
時代に私が面白いと感じたものは最早過去の研究であ
って、もう生物学の中心的な謎はすっかり解かれてし
まっているのではないかと思い込んでしまったのです
（不勉強も恐ろしいです）。これからの生命科学研究
においてDNAの二重らせん構造や遺伝暗号の解明のよ
うな大発見がまだあるかというと、そうでもないよう
な気がしました。でも、何か大きな仕事がしたい。生
物の種類も、細胞内の現象も腐るほどあるけど、『一
般的に重要』と言えるようなテーマをやりたいとい
う、妙な大志だけは抱いていました（若さも恐ろしい
です）。 

そして、理学部生物化学科の横山茂之先生の研究室
に配属して選んだテーマが『RNAポリメラーゼと転写
調整因子の複合体の構造解析』でした（というか横山
先生と当時横山研で講師をしておられた関根俊一先生
に選んでいただいた）。私としては、「そりゃあRNA
ポリメラーゼとか転写調整なら、生命現象の根幹だ
し、重要な仕事ができるはず！」と思って大学院で研
究に取り組みました。しかし、RNAポリメラーゼは分
子量約40万という巨大タンパク質複合体で、その結晶
構造解析は何年頑張ってもデータが取れるかわからな
いようなギャンブリングな研究テーマでした（近年は
クライオ電子顕微鏡の技術発展により巨大分子の構造
解析も比較的容易に行えるようになりました）。実際
に、私が大学院在学中だった 2006 年に、 Roger 
Kornberg博士がRNAポリメラーゼIIの構造解析でノー
ベル化学賞を授与されたほどですから、大学院生が挑
戦するテーマとしては非常にチャレンジングなものだ
ったのだと思います。しかし、当時の私は、「学者に
なるのは芸術家を目指すのとそう変わらない」という
くらいの気持ちでいましたので、ギャンブリングなテ
ーマにチャレンジすることについては当然そんなもの
だと思っていました。ただ、個人面談で横山先生に
「君には将来Kornbergのような研究者になってほしい
と思っているんだ」というようなことを言われたとき
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RNAポリメラーゼの進化を追って



には、流石に「そんな無茶な」と内心思いました（横
山先生も恐ろしいです）。 

2．RNAポリメラーゼの構造とその魅力 

その後、紆余曲折・七転八倒したものの、Gfh1とい
う転写休止を引き起こすタンパク質とRNAポリメラー
ゼの複合体の構造決定になんとか成功しました（図
1）。この構造から、RNAポリメラーゼのNTPの取り込
み口をGfh1が塞ぐことで転写反応を休止させているこ
とが明らかになり、論文として発表することができま
した（Tagami et al., Nature, 2010）。大学院の間に、
自分がなにか特別な工夫をしたとも思いませんが（一
生懸命実験はしましたが）、なんとか良い研究結果を
報告できたのは、なんと言っても粘り強くご指導して
くださった横山先生、関根先生のおかげです（特に関
根先生にはめちゃくちゃご迷惑をおかけしました）。 
さて、このRNAポリメラーゼとGfh1の複合体構造で
は、Gfh1の作用メカニズム以外にもとても面白い現象
が観察出来ました。RNAポリメラーゼ自体の構造が非
常に大きく変化していたのです。RNAポリメラーゼは
カニのハサミのような構造をしていますが、Gfh1が結
合した構造ではそのハサミの根本から約7度、ねじれる
ように回転していました（図1 “シェルフ”と“コア”の
間で回転している）。そこで、私が突然ひらめいたの
は「この構造変化は、太古の昔、RNAポリメラーゼが
まだ小さなタンパク質だったころ既にインストールさ
れていたのではないか？」ということです。もし、
RNAポリメラーゼが現在のような巨大なタンパク質複
合体に進化した後に何らかの構造変化の仕組みが付け
加えられたのであれば、進化の過程であとから周辺部
に加わったドメインだけが動きそうなものです（実
際、そういう構造変化もあります）。しかし、今回の
構造変化の“関節”はRNAポリメラーゼの巨大な構造
の中核ともいうべき部分にある。ということは、その
中核構造が出来た時期にこの構造変化も獲得されたの

ではないか？　というか、そもそもRNAポリメラーゼ
のような巨大で精巧な分子マシーンはどのように出来
てきたのだろうか？　このようなことを考えているう
ちに私は、できることなら自分でRNAポリメラーゼの
ような『構造変化によって機能調整される分子マシー
ン』を作ってみたいなどということを妄想するように
なりました。 

3．イギリスへ 

さて、そんな妄想をしているうちにポスドク1年目
（理化学研究所の横山先生の研究グループに移ってい
ました）も終わりに近づき、「そろそろ次の行き先
を、出来れば海外留学先を見つけないと」と考えはじ
めていたときに東日本大震災が起こりました。私がい
た理化学研究所横浜事業所でも停電等でしばらく実験
が出来なくなりましたが、その時間を無駄にすまい
と、本腰を入れて留学先を探すことにしました。当
時、私の興味は「タンパク質を自分でつくること」に
移りつつあって、分野を変えて海外ポスドクに挑もう
と考えていたのですが、相変わらずの不勉強でタンパ
ク質エンジニアリングについてはあまり詳しいことを
知りませんでした。ただ、国も分野も変えて、さらに
研究対象まで変えたら流石に潰れてしまうかも知れな
いと思い、ポリメラーゼ関連のエンジニアリングをし
ている研究室がないか探すことにしました。そこで、
まずgoogleで「polymerase engineering」と検索した
ところ、1番上にヒットしたのが英国MRC分子生物学
研究所のPhilipp Holliger博士の研究グループでした。
直後にPhilの研究室からRNAポリメラーゼリボザイムの
エンジニアリングという非常に面白い論文が発表された
こともあり（Wochoner et al., Science, 2011）、これ
はもうここに行くしか無いと決意を固めて、連絡をとり
ました。東日本大震災の影響で1ヶ月延びた奨学金の締
切（海外学振）にギリギリ書類を間に合わせて、なんと
か海外留学を実現させることが出来ました。 
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図 1　RNAポリメラーゼと Gfh1の複合体構造
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4．生命の起源をさぐる 

RNAポリメラーゼリボザイム（以後、RPR）という
のは人工的にエンジニアリングされたRNA酵素で、
RNAポリメラーゼ活性を持ちます（図2左）。つまり
『RNAを合成することができるRNA』です。なぜ、そ
んなものを研究しているかというと、生命がどのよう
に地球上に誕生したかを解き明かすためです。最初に
書いたように、生物学の教科書には『生命は生命から
のみ産まれる』と書いてあります。では、生命の祖先
を段々とさかのぼって行ったときに、最初の生命は一
体どのようにして産まれたのでしょうか？　少なくと
も最初の1回だけは『非生命から生命が産まれた』はず
です。でも、どうやって？　現在の生命は『核酸にコ
ードされた遺伝情報がタンパク質として発現する』と
いう基本的なシステム（セントラルドグマ）の上に成
り立っています。しかし、DNA、RNA、タンパク質と
いった様々な分子種が相互依存的にはたらくシステム
が太古の地球にいきなり出現したとは考えにくい。そ
うすると、分子生物学のセントラルドグマも、原始生
命では成り立っていなかったのではないかと想像され
ます。そこで、もしRNA酵素がRNA（さらに言えば自
分自身）を合成することが出来れば、RNAを中心とし
た単純な生命誕生のプロセスが実証出来るのではない
か？　そのような動機で、 RPRのエンジニアリングが
世界の複数の研究室で行われていたわけです。 
私がPhilの研究室ではじめたテーマは、RPRを補助す

るペプチドを探すことでした。当時（2012年）は、
RPRをちゃんと機能させるためには高濃度のマグネシウ
ムイオン（200 mM）が必要だったのですが、そのよう
な環境ではRNA自体が分解しやすいという問題があり
ました。そこで、マグネシウムイオンのかわりにRPRの
機能を補助してくれるような何かを探索することにした
のです。様々な物質の中でもペプチドを用いることにし
たのは、RNA中心の生命から徐々に現在の『核酸＋タン
パク質』の生命に進化してく過程も再現できないかと考
えていたからです。やはり研究中は様々な紆余曲折あっ

たものの、最終的に、ごくごく単純な正電荷ペプチド
（オリゴリジンなど）がRPRの活性を大きく上昇させる
ことを示すことが出来ました。さらにオリゴリジンの存
在下でRPRの進化実験を行ったところ、低マグネシウム
イオン環境でも高い活性を示す変異体を得ることも出来
ました（Tagami et al., Nat Chem, 2017）。この実験
で、RNAだけの世界よりもペプチドやタンパク質も含ん
だ生命が最終的に発展してきた理由の一端を明らかにで
きたのではないかと思っています。 
ちなみに、イギリス時代の研究環境で最も印象的だっ
たのは、研究者たちが実に楽しそうに研究生活を送っ
ていたことです。私は、Philの研究室に加わった当初、
こんな怪しいテーマをやっていて将来ちゃんと食って
いけるのだろうかという不安も感じていました。生命
の起源の研究というのは、生命科学の非常に根源的な
問いであるにもかかわらず、はっきりとした証拠を得
づらいという問題があります。まともに科学的な議論
ができるかすら怪しいという印象をお持ちのかたも多
いのではないでしょうか？　しかし、Philの研究室で素
晴らしい能力を持った研究者たちがユニークなアイデ
アを楽しそうに試している姿に触れて、これでいいの
だと思うようになりました。まあ、もともと芸術家に
なるくらいのつもりで研究の道を選んだのだから… 

5．帰国・独立 

どこに需要があるかわからない妙な研究をしていた
私ですが、その後、幸運にも理化学研究所で独立ポジ
ションを得ることができました。現在は、大学院のと
きに魅了されたRNAポリメラーゼの構造変化と機能調
整がどのように獲得されたのかを明らかにしたいと考
え、『非生命的に合成可能な単純なペプチド』と『現
在の巨大なRNAポリメラーゼ』の間をつなぐような進
化実験を試みています（もうちょっと役に立ちそうな
研究もしていますが）。この研究で、『無生物からの
生命の発生』や『セントラルドグマの成り立ち』とい
った生命科学の根源的な謎の解明に少しでも貢献でき
ればと思っています。

図 2　RNAポリメラーゼリボザイムの活性とオリゴリジンの効果
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1．2000年代前半の時代背景 

転職の2000年はつい最近のことのように思うのです
が、既に20年も経ってしまいました。2000年代前半
に起こった私の選んだ主な出来事を表にしました。 

2000年の白川さんのノーベル賞受賞は久しぶりの受
賞で日本は沸きました。この後野依さん、小柴さん、
田中さんと日本人の受賞は続きました。それまでは日
本人はまれに受賞するだけという印象だったので、誇
らしく思いました。 
ハリーポッターシリーズは私の愛読書です。初めて

その人気を知ったのは転職後で、日本語と英語の両方
を読んで、更に映画も全てみました。好きなキャラク
ターは、映画の影響があってスネイプ先生です。ま
た、宮崎駿の映画も大好きで、子供が小さい頃、ほぼ
毎日「となりのトトロ」を観ていたこと（倍速で45分
でした）もあり、全ての映画を見ました。アカデミー
賞を受賞した「千と千尋の神隠し」はもちろん最も好
きな宮崎アニメの一つです。これらの映画は家族で楽
しむことができ、新しい映画が上映されると必ず子供
たちを連れて観に行きました。転職後は非常に忙しか
ったことと子供が大きくなっていたこともあり、一緒
にいる時間が減っていましたが、映画はコミュニケー
ションをとるうえでも役に立つ安価な娯楽でした。 
この間に起こった世界的事件は言うまでもなく、ア
メリカ同時多発テロです。今でも忘れませんが、NHK
を見ていたら急にビルが燃えている映像に変わり、最
初映画か何かのシーンかと不思議に思い、それがニュ
ーヨークの貿易センタービルの今の映像だと理解する
までに時間がかかりました。その当時誰が、アメリカ
本土が攻撃されることを想像できたでしょう。あまり
にも衝撃的な事件でした。この前年に同僚のオフィス
から貿易センタービルを見て感激していた私は、まず
その同僚に安否確認のメールを出しました。彼女は目
の前で崩れ行くビルを見て、言葉もないと辛そうに返
信をくれました。また同様に前年ワシントンでお世話
になった調査会社の人にもメールをしましたところ、
彼女の家はペンタゴンからとても近く大変な思いをし
ているとの返信がありました。返信をもらえただけ良

かったと思います。この事件の後、アメリカは政治が
変わっていきました（表）。 

2．入社 

前回お話ししましたように IMICの方のお陰で転職を
決意しました。初めての転職なのでやり方が分から
ず、英語の履歴書・職務経歴書の書き方もわからず、
本などで学んだり、経験者に聞いたりして進めまし
た。新しい情報センターの立ち上げを目指しての募集
でしたので理想の情報センター構築についての小論文
提出もあり、自分の知っている限りでの理想を精一杯
書いたものを提出しました。転職後に分かったことで
すが、その内容はファイザーではほぼ達成できている
もので、その当時の内資と外資（グローバル企業）の
違いはとても大きいものでした。元上司が強く引いて
くださったお陰で無事入社が決まりました。 
入社後の最初の仕事は、会社について知ること、SOP
を勉強すること、しばらく遠ざかっていたインフォプ
ロとしてのお仕事を再勉強することでした。それまで
とは違う環境でカルチャーショックを感じる事ばかり
でしたが、何より驚いたのは、入社後2週間でアメリカ
に出張することが入社前に決まっていて、そのための
準備をしなくてはならなかったことです。今までの会
社では考えられないことでした。 
最初の海外出張は Global Information Specialist 

Team（GIST）の会議に参加するのが第一の目的でし
た。GISTでは、各国で行われている業務の紹介や関係
部門からのスピーチが行われ、多くのブレイクアウト
セッション等も行われていました。発表の詳細は最早
覚えていませんが、ファイザー内の会議ではあるもの
の大きな研究会のような形で行われており、情報セン
ターを立ち上げようとしている私にとってはとても有
意義な会議でした。また当時のCEOのスピーチも聞く
機会を得て、そのオーラに圧倒されたのを覚えていま
す。日本の企業トップにはそこまでのオーラを出す人
を見たことがなかったので、非常に感動しました。 
更にグロトン研究所（研究開発の中心、コネチカッ

ト州）、ニューヨーク本社、ファイザーカナダ（モン

藤井 信栄 
Nobue Fujii 6
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コンピュータの2000年問題で、大きな問題は起こらなかった。
日本で介護保険制度が始まる。
雪印集団食中毒事件発生、被害者数13,420人。
白川英樹が日本人で19年ぶりにノーベル化学賞を受賞。
シドニーオリンピック開催。高橋尚子が女子マラソンで初の金メダルを獲得する。
ハリーポッターと賢者の石がベストセラーとなる。
野依良治が日本人で2年連続ノーベル化学賞を受賞する。
雪印牛肉偽装事件が起こる。
アニメ映画「千と千尋の神隠し」が記録的なヒット。
アメリカ同時多発テロ事件発生。
iPod発売。
前年１２月から本年を通してナスダック暴落。ドットコムバブル（インターネットバブル）崩壊。
ほとんどの小中高で完全週５日制へ。
FIFAワールドカップ・日韓大会が開催。
初の日朝首脳会談。10月15日に拉致被害者5名が日本へ帰国。
小柴昌俊がノーベル物理学賞を受賞、田中耕一がノーベル化学賞を受賞。
EU域内12カ国、通貨をユーロに統合。
日経平均株価がバブル崩壊後の最安値7,603.76円を記録。
SMAPのシングル「世界に一つだけの花」が257万枚の大ヒットを記録。
SARSがアジアを中心に世界的に大流行。
日本で新札が発行される。千円札は野口英世、五千円札は樋口一葉に。
アテネオリンピック、日本金メダル16個の快挙。
メジャーリーグでマリナーズのイチローが年間最多安打262の新記録を樹立。

2004年

2000年

2001年

2002年

2003年

表　2000年代前半の主な出来事

トリオール）の情報センターを見学ました。グロトン
研究所図書館とニューヨーク本社情報センターは広々
とした図書館で夫々の利用者に沿った情報を集め、コ
レクションの保管方法の工夫もされており、SDIなどの
プロアクティブな情報提供も充実したしていました。
ファイザーカナダは、その当時の日本社長が日本の前
にカナダの社長をしていて、新しい図書館を作ったと
いうことで訪問しました。ここの図書館は前述の2つの
図書館ほどに大きくはありませんでしたが、ビルのフ
ロアプランを有効に活用し、美しく落ち着ける場所を
提供していました。 

2週間の長い出張でしたので、仕事の合間にはニュー
ヨークやモントリオールを楽しみました。ニューヨーク
では、まずニューヨーク公共図書館に行きました。ここ

は、多くの映画の舞台にもなったことがある有名な図書
館ですが、とてもクラシカルな建物の中で、多くの人が
利用する図書館で、またショップがあり、多くの観光客
も訪れる場所です。私のイメージする公共図書館とは全
く違う場所でした。広報も充実しており、その重要性を
知ることも出来ました。図書館5番街を歩き、ブロード
ウェイミュージカルも観に行きました。モントリオール
はショートツアーがありましたので、街を巡りました。
とてもきれいな街でした（写真）。 

3．全く新しい情報センターの立上げ 
～新しいコンセプトの情報センター構築（資料室と
いう名の倉庫から半年で新しい情報センターの立ち
上げ）～ 
海外出張から帰ってきてから、怒涛のように押し寄

せる仕事との闘いになっていきました。転職を決めた
ときは新しい情報センターを作るという予定がありま
したが、入社時点では一旦白紙になっており、まずは
倉庫の中にあるような図書室の運営から始まりまし
た。チーム体制は私とお手伝いの派遣社員の2名での運
営です。図書配架方法の見直し、広報活動の見直し、
関係部署との話し合い、コレクション（デジタル含
む）のメンテナンス、システム関連の導入メンテナン
ス、等々、しかし前述しましたようにしばらくこの世
界から離れていた人間にとっては、思い出しながら、
学びながら、そして早急に物事を動かしていくという
ことはとても大変でした。特に文献検索業務は、大正
製薬の調査チーム時代から私の主業務ではなかったた
め、ブランクも長く、最も苦労しました。 写真　NYCLibrary
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さて、出張から帰って1か月ぐらいした時、白紙撤回
されていた新情報センターの構築が社長命令で急に動
き出すことになりました。それも6か月後のゴールデン
ウィーク明けにオープンを目指すという信じられない
スピード感で動くとのこと、更なる怒涛の日々が始ま
りました。 

～コンセプトの決定～ 
新しい情報センターの構築にあったって最も重要な

ことの一つに確たるコンセプト（ぶれるものではいけ
ません）の決定があります。これは情報センターに限
ったことではなく、何か新しいことを始めようという
時にはあるのとないのでは、全てにおいて大きな違い
が出てきます。何を決めるにおいても指標になるから
です。このことを教えてくださった上司には大変感謝
しています。しっかり身についたため、この後私が新
しいことを始める時は常にスムーズに進めることでき
るようになりました。 
>Non-Traditional-Library（型にとらわれない新しい） 
>More User Friendly（親しみやすい） 
>Information Exchange Place（情報交換の場としての
図書館） 
の3つを基本コンセプトとしました。 

～フロアプラン等決定（図書館見学、業者決定）～ 
フロアプラン等を決定するにあたり、比較的新しい他

社の図書館や多くの工夫をして利用者の多い公共の図書
館の見学に行きました。色々なアイデアの中で今でもは

っきり覚えているのは、開放的な図書館に共通していた
のが書架の高さや開閉書架に工夫がされているというこ
とでした。手前の書架を低くすることにより、場の開放
感が生まれる、当たり前のようですが実際実感してみな
いとその本当のところが分かりませんでした。 

Information Exchange Placeは、当時話題のナレッ
ジマネジメントの一環として、情報共有をする場を設
けるという発想でした。従来の図書館は静かに本を読
む場所であり、人が話しあい、ディスカッションする
場を設けるのはありえないことでしたが、TMICではコ
ンセプトに従い、そこを重視したフロアプランを作り
ました。　更に当時の企業図書館にはなかったと思い
ますが、TMIC内に大型テレビを設置し、スカパーにつ
なげて、色々な番組を見ることを可能にしました。後
のことになりますが、この二つを実現したことで、
TMICは従来の図書館とは全く違った使い方をされるよ
うになりました。　例えば、午後6時以降はアルコール
類の飲食許し、多くのパーティーが開かれました。所
属していたメディカル部門ではクリスマスにクリスマ
スパーティーをTMICで開くことが恒例になりました。
また、2002年の日韓ワールドカップの日本の試合を
TMICで流し、社内のファンが応援に観に来ることが承
認され、皆で熱く応援したことは懐かしいことです。 
業者選定は、お願いした業者の皆さんがいずれも良い

案を出してくださったのですが、一番コンセプトにあっ
た案を出してくださった業者に決めました。明確なコン
セプトが、業者選定にも役立ちました（図、写真）。 

図　TMICイメージ
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4．TMICオープン、運営 

多くの皆さんのご協力によって無事に新しい情報セ
ンターをゴールデンウィーク明けにオープンすること
が出来ました。とても華々しいオープンイベントを行
い、大変多くの人がお祝いしてくださいました。以前
の回で申し上げましたが、普通であればこのような
華々しいスタートは妬みの種になりそうなものです
が、多くの人を巻き込み、協力してもらって出来た
TMICは、その多くの人たちのものであり、喜びでもあ
ったわけです。人を巻き込んで、理想に向かって働く
ことの大切さを改めて学びました。 

～運営～ 
多くの人の協力で立ち上げたTMICですが、その後の

運営が本当の意味での情報センターの成功を決めま
す。コレクションの管理、利用促進はもちろんのこ
と、顧客ニーズの把握、情報活用の推進、TMICの広報
等、社内にTMICの存在、必要性を認めてもらう活動を
多く行いました。また、ニーズの高まりの中で必要だ
ったのはセンター業務の効率化でした。その一環とし
て、まず行ったのが文献検索業務の完全外注です。業
務が増える中、検索サービスのための時間が十分に取
れなくなり、依頼が滞ってしまうようになりました。
上司と相談の上、完全外注に踏み切りました。この外
注は、結果として社内の文献検索業務を集中化するこ
とに移行が出来、TMICの社内における立場を向上させ
ることになりました。 

～著作権～ 
次の大きなアクションは著作権クリアの構築です。

それまでは日本の製薬企業では文献のコピーを提供す
るにあったって著作権クリアを行っていませんでし
た。これは、製薬企業が顧客に対して自社の製品に関
わる情報を提供するのは義務であり、その主なものが
文献コピーの提供だったからで、義務を遂行するため
に必要不可欠なものに対しては免責されるという考え
でした。　しかし、著作権というものを考えた場合、
免責はないと考え、またグローバルの方針、自分（フ
ァイザー）に対しても他者に対しても権利を守る、と
いうことに沿うものでもありました。これを推進する
には、社内、特に営業の理解を得る必要があり、その
説明の為にまず自分が著作権を理解する必要がありま
したので相当勉強しましたし、知識を持った方に教え
を請いました。特に協力してくださったのは IMIC等の
文献複写代行業者の方々でした。 

TMICの立ち上げの時にも感じましたが、ファイザー
は新しいチャレンジに対して大変協力的で、この著作
権クリアプロセスの構築においても、一番影響のある
営業からも多くの支援を得ることができたのは大変あ
りがたいことでした。 

TMICの立ち上げについては、多くの雑誌に投稿しま
したし、2002年5月に行われたGISTでも発表しました
（初めての英語でのプレゼンテーションで、準備に多く
の時間をかけたのを覚えています。しかしそのお陰で、
発表の場では緊張することがありませんでした）。 

5．感謝 

ここまで述べてきましたように転職して、多くの方
からの協力があってTMICの立ち上げ、運営を行うこと
が出来ました。スムーズなファイザーでのスタート
は、上司をはじめ多くの方のお陰と感謝しています。　
特に当時愛知県にあった研究所の情報室の室長は、慣
れない業務を進めるにあたって悩んでいる私の相談役
になってくださり、常に助け舟を出してくださいまし
たし、同じ部署の別チームでデータベース構築をして
いたチームリーダーは「メスフラスコにバケツで水を
入れられているみたい」と業務量の多さにため息をつ
いていた私の隣に来て、頑張ろうといってくださいま
した。お二人にはとても感謝しております。 

TMICのセンター長の仕事を1年半ほどした時に上司
との自己開発面談をしました。その時に自分が将来何
をやりたいかを考え、社内外の情報提供を担うナレッ
ジセンターの長になりたいという明確な目標が出来ま
した。このためのネクストステップとして希望したの
がお客様相談室という外部への情報提供を担う部署で
業務を行うということでした。それから10ヶ月後にお
客様相談室に異動が叶い、お客様相談室長になりまし
た。次回はお客様相談室長から目標を達成するまでの
お話をします。

写真　TMIC
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■小学生の頃、「逓信総合博物館」（2013年8月末で閉館）で「未来
の電話」として展示されていた「テレビ電話」を初めて使ったときの
感動は今でも鮮明に覚えていますが、今や新型コロナウィルスの影響
でそれが当たり前となってきています。企業では通常業務や会議だけ
でなく採用面接でも利用しているそうですし、医療現場では遠隔手術
も可能となり、プライベートでは遠くに住む家族との連絡や仲間との
イベント開催のみならず、お見合いや結婚式までもがオンラインに。
こんな短期間でここまで利用の範囲が拡大するなんて、誰が予想した
でしょうか。時代に乗り遅れないよう、日々精進しなければ。
（SNM48） 
■今回の「あいみっくぽえとりぃ」は詩ではなく、敢えてニーチェの
言葉を選びました。イラストのMさんの絵に合わせたのですが、パン
デミックの真っ只中にあって力強い言葉が欲しかったのです。釈迦に
説法かもしれませんが、巣籠もり生活に飽きたらひもといてみること
をお勧めします。読む者をこの世の彼方へと連れ去り、読後に世界が
違って見えること請け合いです。何度読んでも新たな発見があり、そ
の時々の状況により心に響く言葉が違って面白いというのが私の感想
です。（安全性の母） 
■5月25日に緊急事態宣言が解除されました。他国のようにロックダ
ウンもせずに何とか第1波を乗り切ることができたので、今後も気を
緩めずに日々気を付けて生活したいと思います。GW中は外出できな
かったので、ネットでたくさん買い物をしてしまいました。その中

で、一番買って良かったのが電気圧力鍋です。ご飯は使っていた炊飯
器よりも美味しく炊けましたし、煮込み料理は材料切って、調味料入
れてほっとくだけで、驚くほど味が染みて肉はホロホロに柔らかくな
ります。プリンも美味しくできました。ネットでレシピを研究して、
レパートリーを増やしていきたいです。（ぴょん） 
■新型コロナウイルスの影響によって、世界中の人々が次々と非常事
態を経験することとなりました。日本より先に感染拡大が進みロック
ダウン状態となった他国の友人達の状況はかなり厳しいようでした。
その様子を聞いていたこともあり、日本では外出禁止のような強い措
置は取られなかったものの、私自身もできるだけ不要な移動をしない
生活へと切り替えていきました。この望ましくない事態の中で良い面
を探すとするならば、これまで当然と考えられていた生活の仕方や働
き方などを見直す機会が与えられた点だと思います。在宅勤務の利点
を知ることができたのもそのひとつで、これを機に、感染拡大防止の
観点だけでなく、災害時、生活スタイルの多様化、都市部での満員電
車の問題なども考え、全員が毎日オフィスに移動して仕事をするとい
う前提が世界全体で柔軟に変化していくと良いと思いました。新型コ
ロナウイルスは今後も予測できない状況が続きそうで、半年後、1年
後の日本や世界で何が起こっているかは分かりませんが、医療業界の
みならず世界中の様々な業界で工夫をしながらこの状況をなんとか解
決していけたらと願います。（しまこ） 

あいみっくぽえとりい 　詩とイラストによるコラボレーションをお届けします。
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報告その他の研究報告に関する情報」を収集し、安全確保業
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文献複写・検索サービス

■ 文献複写サービス
医学・薬学文献の複写を承ります。IMICおよび提携図書館所
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データベース開発支援サービス
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ガイドライン作成の支援など、経験豊かなスタッフがサポートい
たします。

出版物のご案内

■ 医学会・研究会開催案内(季刊)
高い網羅性でご評価いただいております。

一般財団法人国際医学情報センター
http://www.imic.or.jp
お問合せ電話番号

営 業 課：03-5361-7094
大阪分室：06-6203-6646


