
人が寄生虫と共生することの
重要性をメッセージしてきたから、
カイチュウ博士の愛称……

高橋 お忙しいなかお訪ねすることになり、恐縮して
います。今日はよろしくお願いします。
藤田 こちらこそ。
宮川 藤田先生は東京スポーツ（スポーツ新聞）にエ
ッセイを連載されていますよね。
藤田 『カイチュウ博士の虫の居どころ』という通し
タイトルをつけ、火曜日から日曜日の紙面に連載して
います。もう5年目になりましたか。トータルで2000
回を超えました。
宮川 実は私、そのエッセイの愛読者なんです。それ
だけに藤田先生との座談会に出席しないかという依頼
があったときは、ぜひ、と……。
藤田 ご愛読、ありがとうございます（笑）。面識のな
い方から、アレ、読んでいますよ……と声をかけられ
ることも多いんですよ。
宮川 そうでしょうね。とにかく面白いです。先生の
駄洒落、秀逸ですから……。
藤田 最近は、やや不調で……（笑）。
高橋 お話しに割り込むようですが、カイチュウ博士
……ですか!?
藤田 （笑）私の研究テーマのひとつが寄生虫学なん
です。それも寄生虫の駆除などということではなく、
寄生虫が体内に居れば人のアレルギーは抑制されると
いう効果などを説き、新聞や著書、テレビなどを通じ

て人と寄生虫の共生の重要性をメッセージし続けてい
ます。そこで付いた愛称がカイチュウ博士。
高橋 人と寄生虫の共生の重要性……!?
藤田 そう、私たち人類は、その遠い祖先である旧人、
猿人の時代から何十万年もかけ、ある種の寄生虫との
間に、相互に利益のある共生関係を築いてきました。
その意味では寄生虫ではなく共生虫と呼ぶべきなので
すが……。いえ、寄生虫との共生だけではありません。
何十万年も前から人類は大自然の生態系と共生する良
い関係を結んできました。ところが、近代科学の浅知
恵のせいか、200年ほど前からその共生関係がおかし
くなりはじめました。自然の生態系を共生という関係
から見るのではなく、克服、征服の対象という観点か
ら見るようになってきた。傲慢になってしまったんで
すね、私たち人類は。その結果が、たとえば、アレル
ギーの頻繁な発症です。その他、さまざまな問題が生
まれていますよ、現代人の体と心に……。
宮川 そうか、先生がメッセージされているのは寄生
虫との共生に止まるのではなく、大自然の生態系との
共生について……なんですね。
藤田 その通りです。
高橋 なにか、すでに今日の座談会のテーマが見えて
きたように思いますが、この問題は後で詳しくお伺い
することにして、藤田先生をよく知らない読者のため、
まず、生い立ちからお話しいただけませんでしょうか。
藤田 分かりました。

運命に従い、
自然体で生きてきたら、
いつの間にか寄生虫学の専門家に

高橋 お生まれは？
藤田 1939年です。オヤジが軍医をしていた関係で、
その勤務地である満州（現在の中国東北部）で生まれ
ました。
高橋 父上は関東軍（旧満州に駐屯していた日本陸
軍）の軍医だったんですか。
藤田 そうです。
宮川 じゃ、満州で子供時代を過ごされたのですか。
藤田 いや、軍に勤務していただけに戦争の行方があ
る程度、分かっていたからかもしれません。母と私た
ち兄弟は敗戦の半年前に東京に帰されました。帰った
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藤田紘一郎（ふじた・こういちろう）さん
●略歴
1939年旧満州生まれ。医師であった父上の勤務先である三重県に育つ。東京
医科歯科大学医学部卒業。東京大学大学院医学系研究科修了。医学博士。長
崎大学医学部教授などを経て東京医科歯科大学医学部教授。現在は同大学名
誉教授、人間総合科学大学教授。専門は寄生虫学、熱帯医学、感染免疫学。
日米医学会議のメンバーとしてマラリア、フィラリア、成人T細胞白血病、エ
イズ関係の免疫研究、人畜共通感染症などの研究のかたわら、各種マスコミ
での活動を通じて寄生虫やペットと人の共生関係のPRに努めている。そのた
め、カイチュウ博士の愛称も持つ。1994年に『笑うカイチュウ』（講談社）を
出版し、講談社出版文化賞・科学出版賞を受賞。その他、『踊る腹のムシ』
『えっヘン』（講談社）や『パラサイト式血液型診断』（新潮社）『ゼロ歳から
の免疫学』（集英社）など、きわめて多数の著書を持つ。

かつて存在しなかったほどの高感度社会が誕生しようとしています。その高感度社会の一端を担おうとしている三技協グル
ープの社員が、社会のさまざまな分野の第一線で活躍している方々と意見交換をする場としてリレー座談会を設営しまし
た。毎号、さまざまな分野の第一線で活躍しておられる多種多様なゲストをお迎えしています。そうしたゲストと三技協グ
ループの社員の意見のやりとりのなかに、日本の、いや、地球の現状と明日が見えてくるのではないでしょうか。第40回
目は、東京医科歯科大学の藤田紘一郎名誉教授を研究室にお訪ねしました。カイチュウ博士の愛称で知られ、また、スポ
ーツ新聞に洒脱なエッセイを連載されているなどテレビを含む各種マスコミでも活躍される藤田さん。寄生虫をはじめとす
る大自然の生態系との共生を忘れかけた現代文明はきわめていびつなものになってしまった……との藤田さんの警鐘は、座
談会に参加した三技協グループの社員に多大な感銘と刺激を与えました。
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直後、赤羽の大空襲を経験しましたよ。悲惨な体験で
した。で、母と弟と3人でオヤジの里の愛媛県に疎開
しました。
宮川 父上は？
藤田 敗戦後、ずいぶん経ってから日本に戻ってきま
した。そして、三重県の明星村にあった国立の結核療
養所の所長になり、私たち家族も療養所の官舎に移り
ました。結核療養所ですから人里離れた田園にありま
してね、牧歌的な日々でしたよ。勉強もろくにしない
で遊びほうけていました。当然、成績は芳しくなく 、
少なくとも優等生ではありませんでした。
宮川 でも、国立大学の医学部に合格された!?
藤田 小学校と中学校は住んでいた村の学校だったん
ですが、その村には高校はありません。そこで、汽車
通学の三重県立宇治山田高校に入学しました。その1
年生のとき担任の先生に将来の志望を聞かれまして、
はて、どうしたものだろう……。
高橋 父上と同じ医者になろうなんて考えてはいらっ
しゃらなかったんですか。
藤田 なにしろ牧歌的な少年でしたから（笑）、将来の
ことなんて何も考えていませんでした。そこでハタと考
えたところ、同級生はほとんど農家の子で家を継げば
いいが、私には継ぐべき家も土地もない。じゃ、勤め
人になるか。でも、結核療養所と牧歌的な村しか知ら
ない。勤め人とは何ぞや……見当もつかない。ただし、
医者ならどんなものか見当がつく。そこで、医者にな
りますと言ったところ先生があきれて、君、なにを言
ってるの……と。

宮川 なぜ、あきれられたのですか。
藤田 それまで勉強なんてほとんどしていませんでし
たから、その時点で650人中550番ぐらいの成績だった
んです。
高橋 それじゃ医学部は無理ですよね（笑）。
藤田 で、ああそうか、医者になるためには勉強をし
なければならないんだと初めて分かり（笑）、しかも、
家に金はありませんから私立ではなく国立の医学部に
進まなければならない。猛勉強を開始しました。
宮川 そんな状態から勉強を始めて医学部に合格した
んですか！
藤田 私が受験した頃は二つの国立大学を受験するこ
とができましたから東大の理学部と東京医科歯科大学
医学部を受け、両方に合格しました。
宮川 東大は理Ⅲ（医学部進学コース）じゃなかった
んですか。
藤田 当時は理Ⅲがなかったんです。理Ⅰと理Ⅱだけ。
専門課程に移行するときに理Ⅰと理Ⅱから医学部を受
験し、合格しなければならない。確実に医学部に進め
るという保証はなかったんです。じゃ、医科歯科大学
に入学しようと……。
高橋 そこで寄生虫学と出会われたのですね。
藤田 最初は整形外科医になるつもりでした。
宮川 なぜ、志望を変更されたのですか。
藤田 成り行きです。若かったですからね、とにかく
女性にモテたい。当時の医科歯科大学は近所にあった
お茶の水大学とサークル活動を共にすることが多かっ
たんですが、モテようと考え最初はESS（英会話クラ
ブ）に入りました。でも、牧歌的な少年でしたから少
しもモテない。じゃ、というのでテニス部に転じました。
そこでもモテない。とうとうあきらめ、ヤケになって
柔道部に移りました。
宮川 ずいぶん極端な転向ですね（笑）。
藤田 柔道にケガは付き物でしょっちゅう骨を折った
り関節を痛めたりします。整形外科の先生のお世話に
なる。だから柔道部の学生は整形外科に進むことが多
いんです。私も当然のごとく、整形外科医になるつも
りでいました。4年生（医学部は6年制）のときから整
形外科の医局に出入りしていたんです。
高橋 なのに、なぜ寄生虫学に？
藤田 インターンのとき学内のトイレで小便をしてい
たら隣に立たれた加納六郎という先生が、熱帯病の調

査旅行のお供を柔道部のなかから探せと命令されたの
です。この先生は昭和天皇に生物学を教えられた先生
で、医学的にはハエとかダニ、蚊などの熱帯病を媒介
する生物の分類研究をされていた偉い先生ですが、 柔
道部なら頑丈だから荷物持ちにいいということですよ
ね。ハア、なんて適当な返事をしたら、少し後で、あ
れ、どうなった？
宮川 荷物持ちを志願した柔道部員はいなかったんで
すか。
藤田 完璧に問い合わせを忘れていたんです（笑）。
で、探したけどいませんでしたと嘘をついたら怒られ
まして、じゃ、お前がついてこい。渋々、お供しまし
た。その調査旅行のときに加納先生が、藤田、お前は
不器用だ。それでは整形外科医はつとまらない。あき
らめて、これからは自分の研究を手伝えとおっしゃる
んです。そこでこれも何かの縁と思って整形外科から
熱帯医学と寄生虫学に転じ、さらに、類縁関係にある
微生物学、細菌学まで手を拡げることになりました。
高橋 ハハア（笑）。
藤田 （笑）いい加減に見えるでしょう。私は、孤立
に負けない3カ条というものを唱えています。「自分に
正直に」「運命には従う」「誰かを喜ばせる」の3カ条
です。これ、人生観でもありますが、そのときも2番目
の「運命には従う」に従ったというわけです。
宮川 先生のエッセーが楽しいのも、その3カ条に 従
って自然体で生きてらっしゃるから……！

藤田 嬉しいお褒めの言葉です。その後、専門医とし
て熱中したのは象皮病などの原因として猛威をふるっ
ていた寄生虫フィラリアを退治することでしたが、結
局、1978年、寄生虫による伝染病であるフィラリアを
私たちが日本から絶滅させました。
高橋 大変な業績ですね。
藤田 ありがとうございます。でも、その結果、国内
に私の仕事はなくなってしまった（笑）。
高橋 皮肉なものですね。
藤田 寄生虫研究をしていた仲間の多くは内科などに
転じていきましたが私は不器用なもので、転向できな
かった。当時、日本企業の海外進出が活発になり、日
本人が現地で感染症にかかるケースが増えてきました。
じゃ、その対策をやるかと、インドネシアなどで研究
していたら不思議な現象にぶつかったのです。

何十万年もかけて
人と寄生虫は双方に益のある
共生関係をつくってきた

高橋 その不思議な現象とは？
藤田 衛生状態が悪く、まず間違いなく体内に寄生虫
を持っているはずの現地の子供たちはアトピーや花粉
症などのアレルギーになっていないという現象です。な
ぜなんだろう。考え、研究し、ついに寄生虫学と免疫
学を合体させた新しい医学分野にぶつかりました。
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宮川 とは!?
藤田 人間の体内の寄生虫……たとえばカイチュウは
アレルギーを抑える物質、つまり免疫機能の暴走であ
る過剰免疫を抑制する物質を分泌していたのです。研
究の結果、それが分かってきました。
高橋 カイチュウは、悪さもするが良いこともしてく
れるということですね。
藤田 カイチュウはそんなに悪さなんてしませんよ。
高橋 でも、子供の頃、カイチュウは腸壁を食い破る
って習いました。
藤田 そんな事実はありません。あれは、誤った衛生
思想が生み出した妄想です。カイチュウは人間の体の
なかに住み着きますよね。人間の体はカイチュウにと
って生活の場です。その生活の場を荒らしたら自分が
困るでしょう。逆に、自分の生活の場を保護、整備し
ようとする。だから、アレルギーを起こさないような
物質を分泌するのです。つまり、人間はカイチュウに
食事等を与える。カイチュウはアレルギーから人間の
体を守る。寄生関係ではなく共生関係です。
宮川 カイチュウは寄生虫ではなく共生虫……。
藤田 そうなんです。カイチュウが人間の体に住むよ
うになったのは冒頭に説明したように何十万年も前の
ことです。ひょっとしたら最初は寄生関係だったかも
しれません。でも、何十万年もかけて相互の関係性を
調整し、共生関係になっていったのです。

高橋 でも、先生たちが絶滅させたフィラリアとの間
には共生関係はなかった!?
藤田 フィラリアと人間は関係性の調整に失敗したの
か、あるいは最初から親和力がなかったということで
しょうね。こう考えて下さい。一般に寄生虫と呼ばれ
るもののなかには、人間との間に共生関係を築くこと
に成功したカイチュウのような共生虫もあれば、フィ
ラリアのように築くことに失敗した寄生虫もある。
高橋 なるほど。カイチュウにそれほど害がなくアレ
ルギーを防いでくれるという益があるなら、意図的に
カイチュウを体のなかに養うという方法もあり得ますね。
藤田 カイチュウより手に入りやすいサナダ虫を使っ
て、アレルギーに苦しむお子さんに飲ませたこともあ
ります。私自身も体内にキヨミちゃんと名付けたサナ
ダ虫を養っていました。キヨミちゃんは寿命で亡くな
ってしまい、今は、ほら、ここにアルコール漬けにし
て保存してあります。
宮川 サナダ虫にキヨミちゃん……ですか（笑）。
藤田 私の健康を守ってくれる大事な共生の相手です
から、それなりの敬意と愛情を持って接しなければな
りません（笑）。
宮川 でも、そんな説明、なかなか学会には受け入れ
られなかったでしょう。
藤田 国内ではまったく受け入れられませんでした。
論文を学会で発表してもまったくの黙殺。海外の方が

高く評価してくれました。もっとも、最近では国内で
も一定の評価を受けるようにはなってきましたが……。
ただし、今はサナダ虫を体内に養うことが難しくなり
ました。
高橋 なぜですか。
藤田 サナダ虫自体が絶滅の危機にさらされているか
らです。つまり、サナダ虫の卵を含んだ人間の便が川
に流れ、ケンミジンコに取り込まれ、そのケンミジン
コを食べたサケの体内で幼虫に成育し、その幼虫をも
っているサケを食べた人間の腸内でサナダ虫が大きく
成長するという生態的な循環がかつては成立していま
したが、今は人間の便が川に流れることなどなくなり、
サナダ虫の幼虫を持つサケなど、探してもなかなか見
つからなくなってきました。10年ほど前にはまだどこ
かには存在し、そうしたサケを手に入れては家族や助
手たちに食べさせたものですが……。
宮川 なら、どうしたらいいのでしょうか。
藤田 広い地球にはまだサナダ虫をもっているサケな
どが生き残っているかもしれません。それを輸入する
か、あるいはカイチュウやサナダ虫が分泌しているア
レルギー抑制物質を人工的に合成するか……。
高橋 寂しい話ですね。
藤田 寂しい話です。何十万年もかけてつくってきた
良き共生関係がわずか100年か200年の間に回復不可
能に近いところまで破壊されてしまったのですから…。
カイチュウなど寄生虫との共生だけではありません。私
たち人類は母なる地球が用意してくれた大自然の生態
系と良き共生関係を結ぶすべを早く学び取る必要があ
るように思います。たとえば、水との共生などです。

食文化も文学も、
生態系との共生のなかから
生み出されてきた

高橋 今年の3月でしたか、先生が水の本を出されま
したよね。拝読させていただきましたが、その本のな
かで先生は水道水に警鐘を発しておられました。
藤田 海外で病原菌を運ぶ水の研究をやっていまして、
70カ国ぐらい行っていたんです。ところが最近では逆
に、怖くて水道水を飲めなくなってしまったんです。
発ガン物質も入っているし。それだけじゃなく、水道
水を飲み続けていると老化が進むし、肌も荒れる。そ

れで海外で長生きしている人たちの飲んでいる水を調
べていたらカルシウムが多く含まれているということが
分かりました。そういう水がなぜ体にいいのかを調べ
ていたら、水というのは生き物だということも分かっ
てきました。水道水のような死んだ人工の水ではなく、
天然の水を大切することを考えなければなりません。
高橋 水を煮沸すると白い粉が残りますよね。石灰の
ような……。あれは体にいいのですか？
藤田 ミネラルですよね。体に必要な物質ではありま
すが、多すぎても困ります。私や高橋さんみたいにコ
レステロールや中性脂肪が高い体質の人間は脳梗塞や
心筋梗塞が起こりやすい。そうした人がカルシウムや
マグネシウムを多く含んだ硬度の高い水を飲んでいる
と、脳梗塞や心筋梗塞が起こりにくくなります。これ
は、疫学統計できれいに証明されています。しかし、
軟水になれている日本人は高度の高い水で下痢をおこ
しやすい。要するに、その人の体質や体の状態に応じ、
飲む水を選ばなければならないということです。ある
人にとっていい水が別のある人にとってもいい水とは
限りません。
宮川 日本の水は、ほとんどが軟水ですよね。
藤田 ミネラル成分の含有が少ない軟水です。だから、
それに合わせた食文化というものができていまして、そ
れが日本食であるし、お茶であるということです。コ
ーヒーは軟水でいれても美味しくないんです。その逆
に洋食というのは、硬度の高い水がある地域に生まれ
た食文化ですので、肉料理は軟水を使っても全然、お
いしくない。
宮川 それも広い意味での大自然との共生関係ですね。
藤田 そうなんですよ。心と体だけではなく、文化も
また、自然との共生関係のなかで成立してきたんです。
それもまた、乱れてきました。共生関係が希薄になって
きました。その結果、さまざまな弊害が生まれています。
宮川 たとえば、どんな弊害ですか。
藤田 最近の日本では、心筋梗塞や脳梗塞などの血管
系の病気が増えています。肉食の多い地域では心筋梗
塞や脳梗塞が多いように思われますが、実はその地域
で使用している硬水、含有ミネラルの量が適量ならコ
レステロールの体内付着を予防するんです。ところが
軟水だとそうはいかない。そこで食文化を洋風に急激
に切り替えた日本では心筋梗塞や脳梗塞が増えている
んです。
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阿部孝夫さん（川崎市長）

前回のれいめいに原稿を寄せてからわずか3カ月で
すが、この3カ月間に、川崎にはぜひともご報告した
い嬉しいことが多発しました。そこで今回は日記風に、
時系列に沿ってそれらをご紹介してみたいと思います。

10月9日／川崎を訪問中の姉妹都市リエカ市（クロ
アチア）のヴォイコ・オベルスネル市長との間に環境
問題で協力することなどを盛り込んだ確認書を交わし
ました。リエカ市は30年前からの姉妹都市であり、こ
れまでも文化交流などを実施してきましたが、今回、
さらに環境問題を含めた交流に深めたわけです。川崎
を環境問題 の国際的な研究センターにしたいという私
の願いも、また一歩、前進したように思います。

10月31日／麻生区万福寺に建設を進めてきた『川
崎市アートセンター』が開館しました。このセンター
は小劇場や映像ホールなどを備え、川崎市民の芸術活
動の拠点のひとつとして活用されます。

11月3日／市民有志によって結成された『多摩麻生
観光ガイドの会』の活動がスタートしました。

11月6日／2009年10月31日まで2年間の任期とな
る9名の市民文化大使を選任しました。今回は、能楽
師の鵜澤久さん、ピアニストの小原孝さん、声楽家の
佐藤征一郎さん、日本映画学校の校長の佐藤忠男さ
ん、パラリンピックメダリストの成田真由美さん、女
優の藤村志保さん、脚本家の山田太一さんを再任し、

新たに人形作家の与勇輝さんと映画監督の林海象さん
に加わっていただきました。

11月20日／川崎市議会におき、市議に支給されて
いる政務調査費の1円以上の支出は2008年4月から収
支報告書に領収書の写しなどを添付するという方向で
関連条例を改正することに市議63人全員の合意が成立
しました。

12月11日／独立行政法人である理化学研究所横浜
研究所（横浜市鶴見区）との間に、相互連携に関する
協定書を締結しました。川崎市はこれまでも同研究所
と研究施設の紹介などで協力関係を築いてきましたが、
それをさらに前進させ、今後は市内の教育機関や医療
機関などと同研究所の最新技術の研究協力を継続的に
進めていくことになります。その第一弾として川崎区
の市立川崎病院におき、理化学研究所横浜研究所が開
発した遺伝子診断技術を用いた共同臨床実験がスター
トします。この協定書の締結によって科学技術がさら
に発展し、その成果による国際貢献が川崎から発信さ
れることを期待しています。

阿部市政は行財政改革だけが目玉ではありません。
このように、市民の皆さんの自主的な活動を含め、多
種多様な形で川崎という都市のルネッサンス（再生）
を実現していく……。これこそが私の目指す改革の真
の姿です。

最初におつきあいいただいたときは法政大学教授
で、今や、川崎市長……。『れいめい』74号の座
談会のゲストにお招きして以来、豊富な実務経験
とアカデミズムをテコに地域社会の改革に情熱を注
いでいらっしゃる阿部先生と、IT革命の担い手で
ある私たち三技協との間に相通じるものを感じ、経
験交流の場という意味を込めてお願いしたこの連
載エッセーも、さらに充実してきました。
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高橋 大自然との共生関係を無視したからですね。
藤田 その通りです。また、大腸ガンも増えています。
硬水の沸く地域では肉食の多い食文化が成立しますよ
ね。だから、その地域の人々は肉食にふさわしいよう
な体をつくります。たとえば腸は短くなります。それ
に対し、軟水によって培われた日本食は植物性の素材
が主体になり、それに慣れてきた日本人の腸は長くな
ります。その長い腸を持った我々が急激に肉食主体の
食文化に切り替えれば、腸における消化吸収が十分に
機能しなくなって当たり前です。だから、大腸ガンが
増えることになる。逆に胃ガンは減っていますがね。こ
れは塩分控えめの食文化に切り替わってきたからです。
高橋 なるほどねえ、私たちの健康は自然環境と緊密
にリンクしているんだ。
藤田 健康だけじゃないですよ。たとえば文学だって
自然環境と緊密にリンクしています。イギリス文学は
痛風文学だなんて言われているんですから……。
高橋 痛風文学？
藤田 クリスマス・キャロルにしても嵐が丘にしても、
イギリスの小説にはよく、苦虫を噛みつぶしたような

気難しい人物が登場しますよね。あれ、痛風を病んで
いるんです。痛風の発症原因は、基本的には過剰な肉
食の習慣と湿気です。霧の街などという言葉があるよ
うに、イギリスには湿気のきつい地域が多い。痛風が
発症しやすいんです。ジクジクジクと長く痛み続けま
すよね、痛風は。患っていると、自然、不機嫌でかい
じゅうな性格が形成されます。そうした人物を登場さ
せるから、あるいは、作家本人も痛風に悩まされ続け
ているから、あのシニックなイギリス文学が成立しま
した。
宮川 なるほど。
藤田 体と心だけではないんです。文明や文化もまた、
大自然との、言葉をかえれば大自然の生態系との共生
関係のなかに成立し、長い時間をかけて育まれてきた
んです。その共生関係を近代人、現代人の思い上がり
が原因で、きわめて短期間のうちに解消してしまう。
体と心がエライことになっているのと同じく、このま
まなら我々人類の文明文化もエライことになってしま
いますよ。
高橋 貴重なことを教わり、ありがとうございました。
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