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データーの改ざんが疑われる二つの大学の
論文について詳しく説明します。

ディオバンはノバルティ
スファーマ社が販売してい
るアンジオテンシンⅡ受容
体拮抗薬 (ＡＲＢ) に分類さ
れる血圧降下剤です。ＡＲＢ
の市場は２０１０年の統計
によると全血圧
降下剤市場の約
半分を占め、ディ
オバンはＡＲＢ
市場のトップを
占めています。今
回、ディオバンの
一番の売りとし
ていた心筋梗塞
や脳卒中などの心血管イベントの発症の危険
を 抑 制 す る 効 果 に 対 す る 研 究 論 文の 一 部 に
データーの改ざんがあると考えられ、論文の撤
回という異例の措置となりました。
ひまわり薬局 関場一裕

一つ目は京都府立医大の論文で、日本人の高
血圧患者約三千人のデーターから、ディオバン
がほかの降圧剤より脳卒中や狭心症を減らせ
ると結論づけていました。府立医大は調査の結
果、
「この結論には誤りがあった可能性が高い」
としています。具体的には、カルテが確認でき
た二二三人の患者について脳卒中や心不全な
どの発生数に着目し、解析データーにカルテに記載のない
病名が使われていたり、記載のある病名が使われていな
かったりするケースが計三四件見つかりました。この操作
はディオバンを使った患者のグループでは病気の発生数
を減らし、使っていないグループでは発生数を増やす傾向

「ディオバン」の報道について

がありました。

二つ目は慈恵会医大の論文で、慈恵医大付属病院および
関連病院の高血圧患者約三千人を対象に行われた研究で
す。しかし、外部委員を含む調査委員会は関係者からの聞き
取りのほか、大学が保有していた六七一人のデーターを分
析したところ血圧値八六件の食い違いを確認しました。ど
ちらも心血管イベントの抑制効果を裏付ける主な論文とし
て発表されているもので、データーの解析過程においてノ
バルティスファーマ社の元社員が関わっていたことが明ら
かになっています。

全日本民医連では、これらの事は、許されない反社会的な
行為であり、薬害を生みだしてきた社会構造の問題として
重大に受け止め、ディオバンをはじめ、ノバルティスファー
マ社が製造販売する医薬品の購入自粛を決めました。今回
の報道は、研究データーの改ざんの氷山の一角にすぎない
かもしれません。
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―岐阜・御殿場にて保養プロジェクトを行いました―
静岡民医連事務局長 高橋俊和

その様な中、全国で震災の人々を励まそうと様々な
保養プロジェクトを企画しました。その一つとして昨
年に引き続き二本松市のお寺が運営する幼稚園に
通っていた仲間七家族二五名を、岐阜・御殿場に八月
十七日～二二日（二〇日～二二日までが御殿場）の日程
で招きました。
今回の主催団
体 は、真 宗 大 谷
派の岐阜教区が
中心となり実施
さ れ ま し た。岐
阜ではお寺に泊
ま り な が ら、川
遊びやバーベ
キューなど自然
にふれあう企画
を行いました。
静岡では御殿場の国立駿河療養所に泊まって、ハン
セン病について学んだり、遊園地・動物園・アウトレッ
トなど大人の保養も含む企画を行いました。参加した
人たちは、昨年駿河療養所の自治会長のハンセン病の
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昨年プロジェクトに参加してから、様々な活動（原発反対集会、
各種学習会、甲状腺エコー検査など）に積極的に関わるようになり
ました。また子ども達の健康管理については特に行政任せにせず、
積極的に関わるようになり、現在国が定めている二年に一回の甲状
腺検査について疑義を持ちながら、子ども達の健康について不安を
抱いていました。

今回、企画を検討する中で、親たちから子供の甲状腺エコー検査
と医師との懇談を切望していたこともあり、三島共立病院で小児の
甲状腺エコーと静岡県保険医協会会長（生協きたはま診療所長）の
聞間医師に依頼をし、双方とも快諾を得て、実施の運びとなりまし
た。

エコー検査は二日分け子供一一名、大人二名の合計一三名が検査
を受けられ、結果については福島の郡山生協病院へお願いをしまし
た。

聞間医師との懇談は二時間行われ、親たちからはこれまでの疑問
や不安、今後の健康管理など様々な質問が出て、聞間先生も丁寧に
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二〇一一年三月一一日午後二時四六分ごろに発生した「東日本大
震災」は、Ｍ（マグニチュード）九．〇で気象庁観測史上最大の地震
でした。福島第一原発ではその地震の揺れと津波により、核燃料の冷
却機能が停止しました。その結果メルトダウンや水素爆発をおこし、
大量の放射性物質が大気中に飛散し、大地を汚染しました。多くの住
民が故郷を捨て、各地域に避難する事態になりました。

福島の被災者に寄り添って

三四回「医学生のつどい
医学生のつどい」
三四回「
のつどい」報告
静岡民医連浜松事務所 佐藤秀樹

第三四回「民医連の医療と研修を考える医学生のつど
い」（通称：医学生のつどい）が八月五日～七日の三日
間、愛知県の豊橋にて開催されました。医学生のつどいの目的
は学習や企画を通して自らの医師像を模索していくことです。
講演会や分科会、グループディスカッションを通して上記の
テーマについて真剣に議論し、学びを深めました。
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でもあります。患者さんひと
りひとりの人柄や家族関係や職業など、病気だけでなく、患者さんの背景
まで考えた看護や支援がきめ細かくできるように配慮しています。具合が
悪い方、気になる方にはこちらから、電話を入れて様子を聞くなどしてい
ます。往診も行っていて在宅の患者
さんや家族の方の支えに少しでも
なれればと思っています。急に具合
の悪くなった方にもすぐ対応でき
るよう小回りが利いて安心しても
らえるような対応もしています。

今年は若い女医さん、看護師も入職して、平均年齢がぐっと若返りました。
新しいスタッフが加わったことで、診療の幅が広がってきています。常に
最新の情報を勉強できる診療所でありたいです。

こんにちは。生協きたはま診療所です。
診療所が開設されて、十四年がたちました。ベテラン中堅の医師２名を中
心に看護師、事務、放射線技師、栄養士など総勢十四名で患者さんを診て
います。

職場紹介

学生の皆さん、診療所には病院と
また違った役割もあります。診療所
にも是非「職場体験」にいらしてく
ださい。
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今年は全国から医学生が約
一三〇名参加し、浜松医大か
ら三年生のＭさんが参加しま
した。

初日には川崎協同病院の和
田浄史医師が「患者さんに寄
り添うこと―エンドオブライ
フケアと民医連の医療―」と
題して講演を行いました。和
田医師は終末期医療に対し
て、「タイミングをはずさな
い」「タブーを作らない」を
モットーに、終末期の患者さんの思いに寄り添う活動を紹介し
ました。具体的には「娘の花嫁姿を見たい」「自分のペットに
会いたい」などの患者さんの思いを、病院のスタッフが困難を
乗り越え、それぞれできることを見つけ、かなえる活動を行っ
ていることでした。

和田医師の講演会では患者さんに寄り
添う大切さを実感できました。

さんは「あまりほかの大学
あまりほかの大学の
医学生と話す機会がなかったの
機会がなかったの
Ｍさんは「
大学の医学生と
かった。みんな（
みんな（医者になるぞ
医者になるぞ！
という）モチベーションが
で良かった。
になるぞ！という）
もがんばらなきゃ！」と感想を述べていました。
。
高い。私もがんばらなきゃ！」
！」

リンゴを持ってみんなでハイ、ポーズ！

企画
レポート

医大設置、戦略特区に
戦略特区に提案
医大設置、
川勝知事「東部が
東部が念頭」
念頭」
川勝知事「

日程：2014年３月
年３月24日（月）
～ 26日（水）
日（水）12:30
場所：東京グランドホテル
日程：
年３月 日（月）14:00
日（月）
日（水）
※詳細については下記問い合わせ先までお願いします。

浜松佐藤町診療所
医師 水谷民奈

県は九日、国が募集している国家戦略特
区に「グローバル人材育成のための医科系
大学・大学院の設置」を提案したと発表し
た。川勝平太知事は定例記者会見で「医師
の不足している東部地域が念頭にある」と
述べ、特区指定で県東部への医大誘致の環
境整備を図りたい考えを示した。
具体的なプロジェクトとして、医大や医
科系大学院を誘致し、県内で従事する医師
や新しい治療 法を開 発する研究者 を育て
る。付属病院では高度な専門的医療を提供
する。国際貢献ができる日本人医師の育成
にも努め、海外からの医師留学生も積極的
に受け入れる。
必要な規制改革として（一）医学部新設
認可の緩和（二）外国人医師の臨床修練期
間を現行の二年から四年に延長する制度の
見直し（三）付属病院の病床規制の緩和―
を盛り込んだ。

静岡新聞より

医大誘致は過去二回の選挙で公約に掲げ
た知事の肝いりの政策。知事は「さまざまな
大学・医療関係機関と交渉し、文部科学省や
厚生労働省にも働き掛けをしてきたが、協議
が整っていない」と説明し、「首相主導の戦
略特区で、岩盤と言われる省庁の厚い壁を突
破したい」と述べた。
二〇一三年九月十日
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折り鶴・・・友
達のお見舞いな
どで、皆さんも
一度は作ったこ
とがありますよね。ツルは基礎的
な折り紙遊びで、私にとって飽き
あきた作品の一つでした。
しかし、小学生高
学年の頃でしたか
昔の折り鶴遊びを
解説した本に出
会って衝撃を受け
ました。繋がった鶴
の作品集です。初め
の切り込みの絵し
かなく、未だにどう
折ればいいのか分
からず完成できな
い作品も中にはあ
ります。
よく作った「雛遊び」（写真）という作品を
久々に折りました。親鶴のお腹に八羽、口・尾・
羽に四羽、計一二羽の子鶴がくっついていま
す。完成するのに一時間。難しいほど作り上げ
た達成感もひとしおです。

じぇじぇじぇ！1枚の折り紙だけでこの
ような作品が出来るとはすごいですね。

（※水谷医師が在籍する浜松佐藤町診療所に
は、毎年浜松医科大学から地域医療研修の一環
として研修医が来ております。Ｂｙ 編集者）

看護学生・薬学生
三島共立病院 学生担当
Tel：055-973-0882
e-mil：kangakusei@shizumin.com

イベントのお申込み・お問い合わ せ
医学生
静岡民医連浜松事務所 担当：小黒・佐藤・小高
Tel：053-435-5932
e-mil：igakutai@shizumin.com

おすすめ

情報☆

―「折り鶴」―

医療情報 in 静岡

イベントスケジュール
イベントスケジュール

「３月つどい」
つどい」参加者（
加者（医医生）募集中！！
募集中！！

民医連では毎年８月に「医学生のつどい」（正式名：民医連の医療と研修を考える医学生のつど
い）を行っております。毎年約200人の医学生が全国から集まります。民医連のこと、医療のこと、そし
て私たちや患者さんを取り巻く社会のことを皆で考え学べる場です。「３月つどい」では夏の「医学生のつ
どい」に向けてみなさんの学びと交流を深めていきます。ぜひ参加お待ちしてます!!

