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がんと放射線とストレスと
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i930年 1東京部生まれ 工学博士.研 究工房シンセ
シス主事。東京大学工学椰校械工学科■葉後 同大学
工学部イ
ヒ学工業科助教授 教捜などを歴任.イヒ学プロ

セス 公害問題 遺伝子工学をシステムの視点から研
究.『見えてきたガンの工体￨『水俣病の科学:『音い

日本人よさようならJな ど著書多致.最 新Tlは 『
物理
学者が溌見 した 米ロ ユダヤ人 キリス ト教の真実,

原子力発電の事故に伴う放射線による人体 への影響︑

化学生命工学の研究者︑西村肇さんは︑長年のご友人が福島に住んでいらして︑

西村 放射線は︑ＤＮＡを構成する原子

にな っていますか︒

今月は︑西村さんに自らのがん研究を通して︑そのご友人 へのメッセージをお願いしました︒
︵
間き手 ・編集部︶

いので 確かに門題ですが︑実際︑生休

をたたき出して︑イオン化してしま いま
す．それが起 こると■し い蛋白ができな

んと放射線の関係を︑どのようにお考え

すし︑地元の方も心配されています︒が

影響が いろいろな形で話題にな っていま

力の原子力発電所事故 で︑放射線の人休

という著書を出しておられます︒東京電

︱︱ 先生は ﹁
見え てきたガ ンの正体﹂

︱︐ ●︱
︱
︱
︱●■■ ︐■■■■一

￨

つまり︑がんについて悩んでいら っじゃるそうです︒

︱ 福島 の友 人 への メ ッセージー

西村 ‐肇氏

1

東京大 学名誉教授

l

は︑それをすぐ治す補修係 の蛋白分■が

子 力文 化 2012年 (平成24年)9月号

J原

il

ありますから 治
します．

た も の が や ら れ て ︑ こ ち ら の遺 伝 子 で つ

ています．

学 ですから︑すべて実植 データに基づ い

具体的 に言うと︑放射線を 一生 で 一●

く つた の が ま た や ら れ る ︑ と いう こ と で
すね．
ツー シ ョ ット と 言 いま す が ︑ 二 つや ら

能性が

放射線 でＤＮＡ
が壊れるから︑す

れ る と が ん 化 す る のが ︑ と ても 人 事 な と

確実なことです︒

Ｏミリシーベルト浴びるとがんになる可

ぐがんになるので
こ ろ です ね ．

うち五０●ミリンーベルト以ドの被はく

られているかと いうと︑原爆症 の思者 の

ただし︑それはどヽ
ついう ことから考え

五％増えるのは︑科学的には

はなくて︑がんに
なるのは︑補修係
がやられてしまう
からです．前修係

伝 子 が やら れ て

れます． 一つの遺

ように︑がんは 一般的な病気だと思いま

な って． 人に 一人はがんで死めという

︱︱ 今︑日本人は二人に 一人ががんに

ホイ ントはどヽ
ついうことかと いヽ
つと︑

った人の集団とくらべたも のです．

発生 の有無を調べ︑これを被ばくしなか

の人 五万人について四●午間 のがんの

も︑すぐ次 に別 の遺伝子から別 の柿修係

﹁ヒトは 一生で 一〇０ミリシー ベルト の

も遺伝子で つくら

が出 てきます．でも 二つの遺伝子がやら

すが︑がんになる要困を特定するのはな

複ばく でがんになる可能性が

れません︒

に挙がりますね︒お酒などもあるかもし

例えば︑たば こや放射線などよく原困

いな いと ∵ ２ ﹂
とです．

があります． ヒトと いう 一般的なも のは

はち ょ っと注意しなければ いけな いこと

える﹂と いう ふうに言 います．そこに実

五％増

かなか難しいのでしようか︒

になるのではなくて︑それを治す柿修係

西村 日本人はがんが多 いと で つのは高

︱︱

西村 Ｔ確 に言うと︑ ｐ５３と いうがん

と⁚⁝︒

と いうも のではな い︒
うすればこうなる︑

い人 の差が人き いですね︒要するに︑ こ

いう間題 一つと っても︑なる人とならな

たばこでがんになるか ならな いかと

現在 の健康状態と それから食事など生

は がんになりやす い体質かどうかと︑

と よくわかります．結局がんになる率

いる体質によります．家族を調べてみる

西村 がんになる程度はその入 の持 って

つまり ＤＮＡがやられたらすぐがん
がある．その補修係が二 つともやられて

齢化︑
長く生きているからそうなるのです．

抑制遺伝 すは 一つですが それを つく っ

科学 データを解釈するときに気を つけ

活全部含めて︑がんになる危険率が決ま

一つやられても大したことはない

ていろ場所か 遣伝子として二つあると

てほし いことが 一つあります．それは科

︱︱

いう ことです． こちらつ遣伝子で つく っ

どういうことですか︒

しまうと︑がんになると いう ことです︒

起こるとがんになるのです．

れると いう︑なかなか考えにく いことが

に一 ヒ
―
注般 ト
意的 と
すない
べ もう
きの
だは
い
な
い
こ
と

イ
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ってくるのです．
そうすると︑本
当 の実験データと
いう のは︑免疫状
態や健康状態︑年
齢を分けて︑この
人は 一〇％ この
人 は 二％と 出 せ
ば それは確かで
すが︑ヒトでは実
験 できな いので︑
そこま でのことが
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できな いのです．
たまたまある貴重
な被ばくデータを
使うしかありませ
ん︒それは結論を
出すには数が足り

あてはめるも のではありません︒

の集団に ついての精論 であ って︑個人に

いますが︑疫学 の結論はヒトと いう 一つ

ったも のです．こう いう研究を疫学と い

ですから︑ ヒトと いう のは勝手に つく

めにして︑ ヒトと呼びます．

な いので︑タイプが違う ヒトをひとまと

点は 被
程度の異なる 13の 集団についてのがん発生相対危険率データ
点線のカーラは データの分布範囲
直線は 被ばく程度と危険辛は1し
例関係にあるはずとの推論に吾ういて
データ全体から導き出した被ばくF・
疫と危険率についての疫学的結論

ヒトが いな い以Ｌ 自分はどうなるか

とですね．

トは いませんよ﹂と いう こ

ること は できま せん．﹁ヒ

て︑判断は自分がしな いと
︱．科学者 に判断を求め

康状態︑年齢そ の他を考え

で︑自分で自分の家系や健

者 に聞 いてもわからな いの

と いう ことは︑医者や科学

答えしか出ません︒

けば︑﹁
大丈夫とは言えません﹂と いう

大丈夫 ですか﹂と問
科学者や医者に ﹁

を考えてやらな いとだめと いうことです︒

うかの判断は︑あくまで自分 で自分 の体

を覚悟して避難地から地元に帰るか︑ど

でしないといけないとでつことです．それ

れはあくま で日安 で︑最後 の判断は自分

忌味がな いとは言えませんが︑そ
西村 一

いては精論 できな いのが ﹁
疫学﹂と いう

集団に関する結論 であ って︑個人に つ
のはあまり伺 ったことはな

免
医学 の特徴です．言葉は似ているが ﹁

ヒトが いないという

いのですが︑
確かに人間は︑

疫学﹂とは正反対 です．

︱︱

個別のＡさん︑Ｂさん︑Ｃ
のはいないですね︒

さんで︑ 一般なヒトという

︼
¨
¨
靱
一
一
舞
摯
い
略
事
だ
大
西村 ヽ え︑違 います．た

だ︑疫学 のデータは︑たく

︱︱ 今まで日本人はそういう言い方に

言われても︑一
何で判断すれば いいんだ

さんはありません． マウス

できな いも のですから

ろう﹂と困る方が多いと思います︒
可能性がある︒ 一〇〇ミリシーベルト以

シーベルト受けると

て 結論を０ ×では出せな い︑と いうこ

そう いう渡学 のも って いる弱さを認め

西村

一つは︑行政も科学者も含めて︑
下になると有意の差が現れないなどの数

最
とをは っきり言うべきだと思います．﹁

後の判断はあなたですよ﹂と．

値は︑あまり意味がないということにな

五％がんになる

︱︱ そうすると︑放射線を 一〇〇ミリ

自分で決めなさい﹂と
慣れてなくて︑﹁

広島原爆被爆者について調べた放射線被ぼくによるがん発症の危険幸」と題す
「
る論文のグラフ
グラフは 被は 強度(単位 ヽ)とガン発生の相対危険率 (無被ばく集団のがん発生
率を1として)の関係

なら全部実験 できますが︑人問では実験
⁚．

)に
た
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りますか︒
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慣れてな いと いっても︑みんな株を運
用するでしょう．危険率などデータは全
部ありますが︑
最後 の決断は価人ですよ︒
特に避難地から帰郷 の間題を考えると
きに︑自分 の午齢を考え て⁚．例えば
若 い子供 など は帰さな いよう にします
が︑自分たちは大丈夫だと思 ったら︑決
断する．すべて行政やお■が貴任を取る
から︑それに従えば いい︑と いう考えは
やめな いと問題は解決しませんね︒
科学が提︐できるデータはここま で︑
しかし個人としての判断は ﹁
残る﹂と い
ヽ
とを言 いた いですね︒
２﹂
例えば︑がんの原因はストレスが非常
に大き いのですが︑ ストレスの 一番は人
間関係 です︒人間関係 で 一番大き いのは
他人と の関係です︒
ですから︑自分 の知らな い町で仮設住
宅 の狭 いところで暮らしている︑と いう
ストレスは相当あると思 います．それよ
りはやはり自分 の家 に帰ると違う でしょ
う︒そのときにストレスと被ばくとどち
らを取るかは︑やはり最後は自分の決断
が人事だと思 います．
そして 働く意欲がなくな つていく︑
と いう のが 一番怖 いですね．家 にいれば

自然に農作業をしていた のが︑避難所だ
ストレスという言葉が︑昔 のノイ

とそれもできません．
︱︱

□︱ゼ のように︑独 り歩 きし ています
が︑ストレスの定義をどうお考えになり
ますか．

︱︱ 先生は免疫学を 一時期からかなリ

にな って いると いう こと ですね．

すね︒ ストレスを測る方法︑ ストレスメ

西村 あまりは つきりしたも のはな いで
ーターと いうも のはありません．

研究なさ ったと伺いましたが︒
西村 特にゲ′ム医学ですね．これはお
ただし︑私がたくさんの人にがんの話

ね︒自分 の周りで若くてがんになる人を

スト レ スが 一番 の原凶だと思 つてます

いますか﹂と言うと 普通 の人 の感覚は

では免疫治療をした のです．

たが︑スは免疫学を研究したほかに自分

イチャー﹂にも論文を出して成功しまし

医者 さんにも役 に立 って いると思 いま
す．免疫Ｔ学と いう のをやりまして︑﹁
ネ

をし て︑﹁がんの 一番 の原国は何だと思

見ると︑異常 にストレスが高 い人ががん

2012年(平成24年)9月号 原 F力 文 ￨ヒ 6
・

歳 のときです︒皮膚病を何
一

た︒そのために全身が皮膚病にな ってし

な い乞食生活を避難民として過ごしまし

一年間下着を着替えず 風呂に入ら

西村 私は戦後︑満州 で人変な日に遭 つ

治りもしな いし︑悪化もしな い︒需局

疲れると休戦してしまう︒そうすると︑

当なと ころで休戦するのです︒お工 いに

う ことが起 こるかと いうと︑お互 いに適

いう のは 本当 の戦 いと同じで︑どう い

がんにな った細胞と免疫細胞と の戦 いと

そう いヽ
つことでわか ってきたことは︑

がんや免疫は神経とすごく関係がある︑

含めて︑自分で実際に研究していると︑

対称 に起こるのですよ．そう いうことも

のです． ですから︑どんなも のでも左右

いか強 いか︑脳の中で左右対照に起 こる

よう に感染すると いうより︑免疫力が弱

同じように右と左とできる︒それは同じ

のは同じようながんができる．皮膚病も

︱︱ どういうことでじようか︒

とか治すためにオキシドールで拭 いたり

取らなければだめです．

ま った．

て

していましたが︑結局 身体中の皮膚病

と いうことがよくわかります．

そ の中で私が 一番感じたことは︑足の

白分が千 で触 って︑ここのと ころと場

です． つまり︑四〇年間結核をや ってい
ました．ひど い結核だ った ので︑ 一応は

のところが︑全部がんにな ってしま った

所がわかるようなと ころは神経が いって

治りましたが︑絶対た っては いけな いと

︱︱ なるほど︒

西村 非常に雄し い︒皮膚がんですから

います︒しかし︑足 のすねなど︑そう い

言われました． でも︑どうしてもやりた

下のはうを治そうとすると︑そこには免

内臓 のはうまでいきませんが 医者は治

う神経が いかなくな ったところはどんど

か った ので 五０歳 にな ったときにテ ニ

のです．何百か所と いうがんができ てし

せな いと言 いました．何百か所を 一つ 一

んがんが進みます．

スを始めました．そのとき怖か った のは︑

西村 私は二０歳 のときに死にそうな結

つ手術して取らなければ いけな いのです

最も面白か ったことは︑
免疫と いうと︑

結核が再余するのではな いか︑と いう の

疫細胞が集まるのです．今どこを治そう

が︑そんなことをや つてくれな いでしょ
う． ですから︑定年後時問ができてから

体中で免疫細胞がワー ッと動くようです

がありました︒

ま った︒

自分で 一〇年かけて順 々に手術療法をや

が︑免疫細胞と いう のは極めて貴重で

核をして︑治 ったと言われたのが五八茂

ったのです︒

そんなにたくさんな いので︑警察機動隊

非常によく見ていて

かと いうところに集まるのです︒

︱︱ ご自身 で手術をや ったのですか︒

と同じよう に局所派遣 です︒で 一に行

は痰です．痰 の粘りと臭 い︑それを朝感

︱︱ 皮膚がんというのは難しいですね︒

西村 かきむしるのですよ．かきむし っ

け﹂と言うと︑そこだけに行きます︒

したところを取 ってしまう︒ でも︑攻防

こことこことは関係がある︒両方 一緒 に

もう 一つ︑神経が右と左とあるから︑

スをやり出して走 って︑ち ょ っと でも悪

しているかがよくわかるのですね． テニ

じると 今日は結核菌がど のくら い活躍

一番 よくわかるの

戦ですから︑ 一つや ってもまたすぐ出 て

治さな いと治らな いとか︑右と左と いう

̀ヒ

ところが︑そう いう人間は自分 の体を

て根を取るのですね︒要するに︑がん化

くる．
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か ってな いのです︒それは私が自分 で徹

です︒でも頭が働かな いと修理装置と い

̀ヒ

二〇％は残すと いう のが私 のやり方 で︑

それ で何と か⁚︒競局︑結核 で生き延び

るためにはそヽ
ついう こと が必要だ ったん

でし ょうね．頭を休 のため に残す必要が

ある︒

︱︱ それぼ面自い言い方 ですね︒

西村 ﹁そう しな いと病気 にもな るよ﹂

と いう ことですね︒

︱︱ それは放射線やたばことは別に⁝︒
西村 そう です︒放射線なども 一つの原

因 ではありますが︑人間の体は機械と違

って︑原因があ つたら︑それで壊れるの

底的に皮膚がんの治療をして︑
頭と免疫︑

う のは働かな い と いうこと ですね︒
︱︱ 逆に︑放射線やたば こは原因の 一

ではな い︒身体は必ず修理装置があるの

抗体と の関係がわか つたから︑確信をも

つにはなりますが︑必ずしもがんになる

完治しました︒

たらだんだん良くな って︑初めて精核が

言ったと思 います．しかし︑テ ニスをし
一

は ﹁
それはやめてお いたほうが いい﹂と

スをしていいですか﹂と聞 いたら︑医者

私 のテ ニスの経験から いう と︑﹁テ ニ

がある︒

のではない︑ということですね︒
西村 そう です︒原因を治していくも の

って言えるのです︒頭を 一〇〇％使 って
は いけな い︒
︱︱気功や禅は頭を休ませる︑す っきリ
きせよう︑という働きがありますが︑そ
ちらに近いかもしれませんね︒
西村 近 いかもしれな い︒単純ですが︑
私 の信念は仕事は 一ＯＯ％でや つては い
けな い︒試験を受 けると い っても︑﹁八
〇％で受けなさ い．それで受からな いよ
う なと こ ろは行くな﹂ です︒ いつでも

̀
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化したらやめようと思 っていたら︑実は
痰がだんだん良くな って むしろ治 って
いくと いう ことがわか つたので︑それか
らどんどんや つて︑三〇年治らなか つた
結核がテ ニスを始めて︑ 一〇年 で完治し
ました︒今 でも八０歳 で週三回や ってい
ます︒
一
百いたか つた のは 実は頭は何も気が
ついてな いよう ですが︑病気など︑そう
いうことがあると︑頭 のかなり の部分は

体 の維持 のために使 っていますね︒

一
一
呻
﹄
な
¨
¨
﹈
は
嘘贅
・
だ
︒

︱︱ 自分が意識するということとは別
こ

西村 しかし︑ち ょ つと でも病気をする
と︑ち ゃんとそれは意識にな っている︒
意識しな いでも実は頭は使 っているので
すよ︒
ですから︑ストレスの話はそこにくる．
つまり︑頭を 一〇〇％仕事なり何なりに
使 っては体はだめにな つてしまう︒ち や
んと残しておかな いと︑体維持機能 に支
障を来たす︒それをお医者さんはよくわ

●気功や太極拳には多くの人が集 う

えば曰課であ った農作米をしな い生活を

ですから︑今 のよう に仮設住宅で︑例
を自然に気が ついているのです︒

違うとか︑ 一００％ではな いと いう こと

真剣﹂が
ている中 で︑﹁ 所懸命﹂と ﹁

今日はこれを無理しち ゃいかん﹂
すね︒﹁

絶えず頭の中で自分 の体 の意設がありま

とは︑普通は思 いませんね︒

安静が 一番 いい療
分 で治そうとす る．﹁

してほかの医者 にかからな いですよ︒自

医者自身が病気にな ったとき︑原別と

療していなか ったりする．

言えな いことですが︑医者は自分では治

とかね．これを 一番オリジナルなメッセ
ージとして皆さんに ⁚．医者は絶対に

していると︑病気になりやす いと思 いま
す．頭が働くと いう のは繁張感が大事 で︑
緊張がなければ体 のほう の緊張感もな い
のです．
︱︱ 緊張感をもたなければ いけません
西村 ﹁
真剣﹂とコ 所懸命﹂の違 いです．

真剣さと いう のは白

いるのです．失敗したらヤバイのです．

ヽ
つこと︐︶
や って
つのは︑﹁やるな﹂と いヽ

ただ汗さえ流して いれば いい．共剣と い

れたからやるので︑繁張感はな いですよ．

から︑私は自分が控康かどうか区学的な

から 一切医者に行 ったことがな い． です

西村 受けなか ったです．結核 でやめて

すか︒

治療などは︑お受けにならなか ったので

︱︱ その間に︑外科手術や薬品による

ましたよ．

ると︑﹁
それはよく調 べてお答えします﹂
と■そう ではな い．で ﹂ま では事実だ

﹁これはどうな っているんだ﹂と言われ

と．
ています．﹁
皆さんのお役に立ちます﹂

西村 今︑行政などがサービ ス機関化し

︱︱ なるほど︒

すから︑自然にそうな つた のです．

う のが私 の親成 の医者たち の言うことで

法だ︒治るまで寝ているしかな い﹂と い

分がやると思 ってや

所兄は知らな いのです．

何百か所 ですから︑ 一０年かかり
西村

る一
ア¨
で︑す一
﹂い緊

一所懸命やると いう のは︑ 言わ

看号

まり良 いことはな い

や っても 自分にあ

西村 そうです．Ｈ いたところによると︑

︱︱ 緊張感がなくなりますか︒

す．頼 っていると︑Ｌ者が診 てくれると
思ヽ
つから ．

に対し てと ても神経質だ ろう と思 いま

医者には頼らな いから 私は白分 の体

は完全に示した い と いヽ
つのが私 の今回

それだけに科学的にわか っているデータ

自分 の責● でやるじ ゃな いか﹂と．

それが本当 な のになぜそう 言え な いの

︑
けど︑あとは白分で考え てくださ い﹂

緊張感がな いことを

命は緊張感がな い．

のですよ︒

作家 の五木寛之も医者に行かな いそう で

︐饉

すべて保証と いう のはできませんよ．

か．﹁
あなただ って資産運用は︑最後は

でいヽ
″ヽついヽ
つ占¨
つ

の趣旨です．

張感がある． 一所懸

ただ

一所懸命と いう のは■事 一〇０％です．

甘: 讐
て

すが︑仏も 一切行かな い．と いうことは︑

̀ヒ
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と︑自分の体を考え
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が︑ 一００％はだめということですね︒

″′ 劫 ″嚇 を スハレス
イン′どユー

