
　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保証するものではあり
ません。日時、内容等に変更がある可能性がありますので、詳しくは各
問合先へご確認ください。
　有料・要申込の場合の料金や申込方法など詳細は Web 版に掲載 
しております。ぜひご覧ください。http://www.manabinome.com/

「学び」イベント情報 募集中!!

掲載料は無料です。

研究者の皆様が市民へ向けて開催している公開講座や
シンポジウム等の情報提供をお待ちしております！
研究者の皆様が市民へ向けて開催している公開講座や
シンポジウム等の情報提供をお待ちしております！

これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

定期
開催 トワイライトサロン

「天文台長土佐誠の宇宙が身近になる話」
講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）他

仙台市天文台　オープンスペース

17:00

▲

17:45

Tel 022-391-1300仙台市天文台
http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

毎週土曜日

7
JUL

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

7月10日（火）〜7月28日（土）福島美術館から感謝をこめて
「福島禎蔵が愛し遺したコレクション」
4 期：あの人・この人〜人物画を楽しもう！

福島美術館
社会福祉法人共生福祉会　福島美術館
http://www.fukushima-museum.jp/

場　所

主催者

URL

7月11日（水）ろうさい医イはなし
「みずむしの予防と治療」
講　師　谷田　宗男（東北労災病院皮膚科部長）

東北労災病院　1F 待合ホール

13:30

▲

14:30

Tel 022-275-1467東北労災病院地域医療連携センター
http://www.tohokuh.johas.go.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月13日（金）ミュージアム講話「福島美術館産みの親・
福島禎蔵が愛し遺したもの」
講　師　濱田　直嗣（文化史家）他

福島美術館 4 階会議室 50 名

13:30

▲

15:30

Tel 022-266-1535

Tel 022-266-1535

社会福祉法人共生福祉会　福島美術館
http://www.fukushima-museum.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

問合先

定　員

7月13日（金）市民公開講座 No.434
「橋の材料と構造を観る」

講　師　山田　真幸（東北工業大学 都市マネジメント学科 准教授）
東北工業大学一番町ロビー 2 階ホール 120 名

18:00

▲

19:30

Tel 022-723-0538東北工業大学
http://www.tohtech.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月14日（土）〜7月15日（日）みちのくウイルス塾
（日本ウイルス学会後援第 17 回ウイルス学夏の学校）
講　師　三浦　尚之（国立保健医療科学院主任研究官）他

仙台医療センター メディカルトレーニングセンター 2 階 （15 日は 9:00 〜 12:00）

13:30

▲

17:00

Tel 022-293-1173仙台医療センター・ウイルスセンター
http://www.snh.go.jp/Subject/26/juku/

場　所

主催者

URL

問合先

7月21日（土）サテライトキャンパス公開講座
「『夜と霧』に学ぶ“生きる意味”」

講　師　加藤　美紀（仙台白百合女子大学 カトリック研究所所長）
仙台市市民活動サポートセンター 6F セミナーホール 70 名

10:30

▲

12:00

Tel 022-374-5090学都仙台コンソーシアム・仙台白百合女子大学
http://sendai-shirayuri.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月21日（土）サテライトキャンパス公開講座「食産業におけるバイオマス
の利活用 ―廃棄物を肥料、エネルギー、プラスチックに―」
講　師　柳澤　満則（宮城大学食産業学群助教）

仙台市市民活動サポートセンター　6F セミナーホール 60 名

13:00

▲

14:30

Tel 022-377-8319学都仙台コンソーシアム・宮城大学
http://www.myu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月21日（土）第 55 回まちなか美術講座
「海老原 喜之助（ポアソニエール）」
講　師　濱㟢　礼二（宮城県美術館 学芸員）

東北工業大学一番町ロビー 2 階ホール 120 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-221-2111宮城県美術館・東北工業大学一番町ロビー
http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

9
SEP 東北医科薬科大学附属薬用植物園見学会

東北医科薬科大学附属薬用植物園

10:00

▲

12:00

Tel 022-727-0086東北医科薬科大学
http://www.tohoku-mpu.ac.jp/garden/

場　所

主催者

URL

問合先

9月  9日（日）市民公開講座「スマートエイジング〜
認知症ゼロ社会の実現を目指して〜」
講　師　川島　隆太（東北大学加齢医学研究所 所長）

東北大学　川内萩ホール

13:00

▲

15:00

Tel 022-722-1657第 24 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
http://www.c-linkage.co.jp/jsdr2018/

場　所

主催者

URL

問合先

9月21日（金）第 156 回サイエンスカフェ：数学はお医者さんに
なれるか？〜がんのある治療法と数学の関わり〜
講　師　岡部　真也（東北大学大学院理学研究科准教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-5132東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

9月22日（土）高校生のための心理学講座シリーズ　
心理学と社会：宮城学院女子大学（企画）
講　師　木野　和代（宮城学院女子大学）他

東北大学川内南キャンパス文科系総合講義棟法学部第二講義室 150 名

10:30

▲

16:20

Tel 03-3814-3953公益社団法人日本心理学会
https://psych.or.jp/event/sympo2018_highschool/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

9月25日(火）日本心理学会第 82 回大会公開シンポジウム
「がんをめぐる親子のコミュニケーション」
講　師　尾形　明子 ( 広島大学 ) 他

仙台国際センター大ホール 1,000 名

15:30

▲

17:30

日本心理学会第 82 回大会準備委員会
http://jpa2018.com/

場　所

主催者

URL

定　員

9月26日(水）日本心理学会第 82 回大会招待講演
「正義と公正の心理学」
講　師　大渕　憲一 （放送大学教授）

仙台国際センター大ホール 1,000 名

13:10

▲

15:10

日本心理学会第 82 回大会準備委員会
http://jpa2018.com/

場　所

主催者

URL

定　員

9月27日(木）日本心理学会第 82 回大会公開シンポジ
ウム「災害復興と心理学」
講　師　髙橋　紀子 ( 福島大学 ) 他

仙台国際センター大会議室萩 225 名

15:30

▲

17:30

日本心理学会第 82 回大会準備委員会
http://jpa2018.com/

場　所

主催者

URL

定　員

9月28日（金）第 54 回リベラルアーツサロン：イエ亡き時代の
死者のゆくえ―“死者の記憶”のメカニズム―
講　師　鈴木　岩弓（東北大学教養教育院総長特命教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-5132東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

9月29日（土）サロン講座
「親子で楽しむ、ヤギとのふれあい講座」
講　師　齊藤　千映美（宮城教育大学教授）

宮城教育大学 小学 3・4 年生の親子 12 組

9:30

▲

12:00

Tel 022-214-1233せんだい環境学習館たまきさんサロン
https://www.tamaki3.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

9月29日（土）宮城大学公開講座：南三陸羊肉誕生秘話 
―廃棄ワカメから美味しいラムが―
講　師　大竹　秀男（宮城大学食産業学群教授）

宮城大学太白キャンパス 50 名

10:30

▲

12:00

Tel 022-716-6692宮城大学
http://www.myu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

9月  9日（日）

学術の世界と市民をつなぐ情報誌「まなびのめ」第41号／発行日2018年7月5日
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笹氣出版印刷株式会社内「まなびのめ」編集部
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随時更新中！随時更新中！ まなびのめ

おじゃまします
学びの庭に

においは鼻と口と脳でかぐ

坂井　信之 先生

東北大学　大学院文学研究科・文学部　教授
［心理学］

がんの早期発見をにおいで

藤村　　務 先生

東北医科薬科大学　薬学部　教授
［臨床分析化学］

41第 号2018. 7
季刊誌

これからの主な「学び」イベント39件 掲載！
「学び」イベント に行ってきました

名著への旅
Voice Park

『ポケモンの神話学　新版ポケットの中の野生』（中沢新一）

「学び」の場所へ

行ってみよう！

第42回 名著への旅

　近頃、スマートフォンを片手に公園に集まったり、街中を
歩き回ったりしている人たちをよく見かける。それはスマー
トフォン向け位置情報ゲームアプリの「ポケモン GO」（ナ
イアンティック／株式会社ポケモン）に夢中になっている人
たちである。
　1996 年に任天堂の小型ゲーム機「ゲームボーイ」用の
ソフトとして「ポケットモンスター」（以下、ポケモン）が発
売された。本書は、ポケモンに熱中した一人の人類学者が
著したポケモン論である。
　筆者は、フランスの人類学者レヴィ= ストロースが提唱
した「野生の思考」という概念を、ポケモンを遊ぶ子どもた
ちの姿の中に発見する。「野生の思考」は、人間が芸術や
神話など何かを想像することができる能力である。ゲーム
の世界の中で草むらに分け入りポケモンを捕まえ、名前を
与え、分類する。自分が捕まえたポケモンを友だちのそれ
と交換し、所有しているポケモンを取捨選択しながら自分
なりに最善のチームを作り出して対戦する。こういった一連
の行為に、現代に息づく「野生の思考」の姿があるという。
　たかがゲームを遊んでいるといって侮ってはいけない。
ゲームを通じて、人間が本来備えているはずの創造性が芽
吹く兆しを見ることができる。                                 （隼）

『ポケモンの神話学
　新版ポケットの中の野生』

中沢新一 著
角川新書

（2016年10月20日　初版発行）

オブザーバー：笹氣義幸　寺田征也（明星大学)　佐々木隼相（東北大学大学院）
協力：株式会社市瀬　有限会社阿部正志製本

次 号
テーマ   ：「新しい学会・研究会」「新しい学会・研究会」

におい
QRコードから
アクセス！

お問い合わせ
022-288-5555
sasaki@sasappa.co.jp

お問い合わせ
022-288-5555
sasaki@sasappa.co.jp

笹氣出版印刷株式会社では毎年「文字・活字文化の日」にちなみ、
皆様に広く文字・活字や印刷のことにふれていただけるイベントを開
催しております。今年も下記日程で開催しますので、ぜひ奮ってご参
加ください。

日程：2018 年 10 月 19 日（金）・20 日（土）
 9：30 ～ 16：00

場所：笹氣出版印刷株式会社

入場
無料

開催のお知らせ開催のお知らせ

14



おじゃまします
学びの庭に

今回の「学びの庭におじゃまします」のテーマは、「におい」。
いわゆる五感の中でも、「におい」の感覚・嗅覚を、案外軽視してしまっていないでしょうか。
東北大学・坂井信之先生のお話をうかがって、認識があらたまるかもしれませんよ。

においは鼻と口と脳でかぐ
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

【応募締切】2018年8月31日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.1  嗅覚が関わっているのは、脳の中のどの部分？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。藤村務先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。藤村務先生の記事もご覧ください。

懸賞

コーヒーの香りは人の行動を変える
　私たちは困っている人を見かけて「力になりたい」と思って
も、実際に声をかけることはためらいがちです。ところが昨年
の 10月、私が監修した食品メーカーの心理学的な実験では、
たいへん興味深い結果が得られました。
　まずインターネットで千人にアンケートを取ったところ、
「困っている人を見かけても見ないふりをしたことがある」と
答えた人は 75％に上りました。そこで、困っている人に声を
かける人の割合が、コーヒーの香りが漂う場所では増えるか
を調べることにしたのです。100名の方に集まっていただき、
実験内容を伏せたまま、屋外の指定のコースを歩いてもらいま
した。そして「木に引っかかった物が取れない」「落とした物
が転がってしまった」という人に“遭遇”してもらったのです。
　有効な結果だけを数えると、コーヒーの香りが無くても手助
けした割合は 14％（77回中 11回）で、香りがあった場合は
46％（82回中 38回）でした。心理学では、香りと人の親切
行動に関係があることはよく知られています。今回もコーヒー
の香りが、他人を助けようとする人の後押しをするという明確
な結果が出ました。私が行った別の実験でも、コーヒーの香り
がストレスを減少させることが分かっています。
　心理学は文系でもあり理系でもある学問で、私は文学部・大

学院文学研究科と電気通信研究所の両方に所属しています。感
覚について脳科学の成果も用いて研究しているのですが、にお
いについては、新しいことが次々と分かってきました。
　人間の感覚としては、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚が知ら
れています。これを「五感」と呼ぶのはあくまで総称で、温度
や振動の感覚なども「触覚」に含めた表現です。この五感の中で、
人間にとって最も重要なのは視覚だとされてきました。一方で
嗅覚は軽視されがちでしたが、実は他の感覚と比べても、その
役割は小さくありません。むしろ二つの意味で、「五感の中心」
だとさえ言えるのです。
　一つは情報源との距離です。視覚と聴覚は、遠く離れていて
も情報が得られます。味覚と触覚は、接しなければ感じられま
せん。そしてにおいは、その中間にあたるのです。動物は食料
を得るために、そのありかを探る必要があります。一方では敵
や危険から逃れるために、やはりその位置を察知しなければな
りません。人間も、熟した果実や食べられる動物のにおいに近
づき、危険な動物や山火事のにおいから遠ざかることで、現代
まで生き延びてきたのです。

 女性が男性を選ぶのは視覚か嗅覚か
　私が「嗅覚こそが五感の中心だ」と考えるもう一つの理由は、
脳科学の成果によります。他の感覚に比べると、嗅覚こそが
もっとも生物としての根幹にあると言えるのです。
　視覚は脳の後方およそ 3分の 1にも上る部分に関わってい
ます。一方で嗅覚が関わっているのは、大脳皮質の「海馬（か
いば）」という部分。これは動物の進化過程でも古くからある
部位で、本能的な行動や記憶に関係しています。つまり嗅覚は、
動物が生き延び子孫を残すために不可欠な脳の部位と、深く結
びついているのです。視覚情報は、現代の人間にとって確かに
重要です。聴覚とともに、文明の発達を促してきたと言ってよ
いでしょう。しかし嗅覚は、私たちが生きる上での核とも言え
る機能に関わっているのです。
　動物は自分の命を危険にさらしてでも、わが子の命を守ろう
とすることがあります。生物学では、自分という個体の維持よ
りも、自分が受け継いだ遺伝子を残す方を選ぶからだ、という
考えが有力です。動物のオスができるだけ多くの相手との間に
子どもを作ろうとすることも、この考え方で説明できるかもし
れません。一方メスの方は、自分が生む子どもの生存確率を上
げようとして、しっかりと相手を選びます。

　遺伝子の配列が似ている両親からは、病氣や環境の変化に弱
い子どもが生まれがちです。そしてその配列の情報が、実は体
臭の違いに表れていることが分かってきました。既にネズミの
実験では、メスがにおいをかぐことで、自分と異なる遺伝子配
列を持つオスを選ぶことが確かめられています。
　人間も両親が持つ「HLA遺伝子」の配列の違いが大きいほど、
子どもが病氣に強くなるという研究があります。女性が自分と
は違う配列の遺伝子を持った男性を見抜き、パートナーに選ぶ
ことはあり得るでしょうか。教えている女子大生にアンケート
を取ると「見た目で好きになるし、においで嫌いになる」とい
う人が大多数です。しかし人間の女性も、男性のにおいから自
分との遺伝子配列の違いを知ることができるらしいことが明か
されつつあります。研究の進展を楽しみにお待ちください。

 子どものうちに感覚の幅を広げよう
　ふだん私たちは五感を個別に意識することは少なく、様々な
情報をまとめて受け取り、統一的に認識しています。中でも嗅
覚は他の感覚、特に味覚と触覚と関係が強く、「味のほとんど
はにおいだ」と言ってもよいほどです。
　私たちは味がほとんどしないはずの水を飲んでも、同時にバ
ニラのにおいがすれば甘味を、レモンのにおいがすれば酸味を
感じてしまいます。ですから炭酸飲料などは色とにおいを変え
るだけで、実は味は 1種類でも、多様な果実を称する商品を
作ることができてしまうのです。また、治療で塩分や糖質を控
えた食事が必要な場合は、においで味を感じてもらい、満足感
を高めることも可能です。
　香料の開発が進んだ今、私たちは飲食物だけでなく、トイレ
や車の芳香剤、洗濯の際に用いる柔軟剤など、様々な「作られ
たにおい」をかぎながら暮らしています。「おいしくなる」「香
りで氣分が上がる」「肌触りが柔らかく思える」など、におい
の効果は絶大です。しかし食品添加物は使って良い物質が決め
られていますが、香料は使用できない物質しか決められていま
せん。過度の利用には慎重さも必要です。
　医学では実際には効果がない薬でも、医師や薬への信頼感・
安心感だけで症状が改善する場合があることが知られていて、
偽薬効果、またはプラセボ効果と呼ばれています。脳は錯覚す
るのです。錯覚も悪いことばかりではありませんが、商品の効
能書きやパッケージデザインは、冷静に受け取る必要があるで
しょう。たとえば日本で「アロマセラピー」と呼ばれているも

のには、治療効果が科学的に証明されていないものもあり、言
葉で説明を受けた後に始めてリラックス効果が見られるものも
あります。
　また高齢者の「においがおかしい」「味が変だ」という訴え
から、脳の異変が判明することもあります。認知症やパーキン
ソン病など、早期の発見・治療が有効な病氣の場合もあるため、
感覚の問題だと軽視せず、専門医に診断してもらいましょう。
　人の嗅覚は個人差が大きく、しかも保守的です。成長してか
ら出会った未知のにおいは嫌うことが多く、現代の若者にヒノ
キのにおいをかいでもらうと、ほぼ全員が「くさい」と表現し
ます。人の体臭も、例えば高齢者のにおいに否定的なのは、身
近に高齢者がいない環境で育った人に顕著です。
　加えて日本には、伝統的に無臭を好む文化があります。しか
し「においを消す」ことをうたっている商品は、実はにおいを
消しているのではなく、化学物質で人の嗅覚を鈍らせているに
過ぎません。また強い殺菌効果を持つ、人体に有害な物質が含
まれているものもあることを知っておきましょう。
　部屋も人も香料を漂わせたり、無臭を保ったりした中で育ち、
花畑のにおいや海辺のにおいを知らずに育った人は、作られた
においに魅かれるようになるでしょう。味も作物が本来持つ味
わいより、人工的な味の方を選ぶようになるでしょう。子ども
のうちに自然に触れ、色々な人々に接し、多彩な物を食べてみ
て、感覚の幅を広げることが大切です。またにおいに限らず、
ご自分の感覚を手がかりに調べたり考えたりすることを、楽し
んでいただければと思います。
（取材＝ 2018年 5月 14日／東北大学川内キャンパス

文学研究科研究棟 6階　心理学研究準備室にて）

東北大学　大学院文学研究科・文学部　教授
専門＝心理学

坂井　信之先生
《プロフィール》（さかい・のぶゆき）1969 年九州生まれ。大阪大学人間科学部卒業。
同大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士（人間科学）。日本学術振興会研究員、
科学技術振興事業団研究員、神戸松蔭女子学院大学・大学院准教授を経て、2011 年に
東北大学大学院に着任し准教授。2017 年より現職。 著書に『香りや見た目で脳を勘違
いさせる　毎日が楽しくなる応用心理学』など。

のには、治療効果が科学的に証明されていないものもあり、言



多く含まれてにおいます。
　また「早期発見・早期治療」を目指す研究は、高齢化社会に
おいて問題になっている病氣についても進められています。認
知症やアルツハイマー病の原因となる物質は、症状が現れる
20年も前から、脳にたまり始めることが分かってきました。
　日本は世界的に見ると、健康保険制度がたいへん良く整って
いる国です。米国に留学した際には、そのことを痛感しました。
治療が難しい病氣や症例が少ない病氣になっても、多くの場合
は比較的小さい自己負担で、高度な医療が受けられます。
　しかし新たな薬や医療技術が開発され続け、さらなる高齢化
が進んだ結果、医療費は増大し、健康保険制度が危機に直面し
ていることも忘れてはなりません。自治体が健康診断を行った
り、一部のがん検診を無料にしたりしているのは、重い病氣の
人が増えると医療費で財政が苦しくなるからに他なりません。
がんの「早期発見・早期治療」は本人だけでなく、患者を支え
ることになる家族、さらには自治体や日本全体にとって重要だ
と言えるのです。
　私たち研究者は、より優れた診断法や治療法の開発に努めて
います。皆さんも生活習慣や食生活を見直し、積極的にがん検
診を受けるなどして、ご自身・ご家族・社会の「健康」を守っ
ていただきたいと願っています。
（取材＝ 2018 年 5月 25 日／東北医科薬科大学小松島キャンパス
� 教育研究棟 9階　臨床分析化学教室教授室にて）

おじゃまします
学びの庭に

テーマ「におい」。「におい」の話題を調べていたら、
息などのにおいで病氣を特定する研究が進められているらしい、ということがわかりました。
東北医科薬科大学・藤村務先生に、呼氣のにおいと食道がんのお話を伺いました。

がんの早期発見をにおいで
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。
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Q.2   食道がんの患者さんの呼氣に多く含まれる４物質とは？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント
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【応募締切】2018年8月31日　当日消印有効

 がん検診をもっと簡単にしたい
　私たちの研究室では、がんの診断法や治療薬の開発に取り組
んでいます。医療が発達した現在、がんは必ずしも「死に至る
不治の病氣」ではなくなりました。診断法や治療法が進歩した
ことで、がんになっても命が助かったり、生活の質を向上させ
たりすることが可能になっています。
　しかしがんで亡くなる方は年間 37万人に上り、日本人の死
亡原因の約 30％を占めて第 1位です。がんは高齢になるほど
発症の可能性が高く、50代以上では急に割合が増加します。
原因は十分に解明されていないため、決め手となる予防法はあ
りません。しかしタバコの煙が肺がんにつながることや、食生
活が欧米化し、肉を多く食べるようになった日本人に大腸がん
が増えたことははっきりしています。皆さんも、どうか生活習
慣や食生活に注意してください。　
　がんは病氣ですが、私たちの体に発生する「新生物」でもあ
ります。細胞分裂を繰り返して急激に増えますし、周囲の部位
に広がったり他の部位に移ったりすると、治療はきわめて困難
です。発生した部位のがんを「原発（げんぱつ）」、移った部位
では「転移」と呼びますが、原発のうちに発見・治療ができれば、
今は 8割もの方の命を救うことができます。「早期発見・早期
治療」が非常に重要です。
　早期発見には、がん検診が有効です。特に胃がん・肺がん・
乳がん・大腸がん・子宮がんの 5つは、国が強く受診を勧め
ています。がん検診は職場や自治体の健康診断に含まれている
こともありますし、人間ドックなどで受けることもできます。
しかし受診率は、決して高くありません。部位によって検査が
異なり、費用が自己負担である場合も多いためでしょうか。時
間が取れないとか、検査に行くのが面倒だという理由で受けな
い人もいるようです。
　実は私は 2年前に、姉を乳がんで失いました。福祉の仕事
で忙しく働きながらも、毎年がん検診は受けていましたが、あ
る年あまりの多忙さに 1度だけ受診しなかったのです。する
とその翌年の検診でがんが見つかり、わずか 2年の闘病で他
界しました。がん検診では「来年もあるから」は通用しません。
たとえ指定の日を逃しても、多少費用がかかっても、ぜひ受診
していただきたいと思います。
　それにしてもがんの診断は、もっと簡単にできないもので
しょうか。短時間の検査ですぐに結果が出て、安価な検査法が

あれば受診率も上がり、もっと多くの方の命が救われるはずで
す。私が取り組んできた「呼氣を分析して食道がんを診断する」
という研究は、まさにそれを目指しています。

 4 つの物質を特定し特許を取得
　私は大学で薬学を学び、薬剤師の経験もありますが、人の縁
もあって、がんの研究に長く携わってきました。専門は「臨床
分析化学」です。医療の世界では、実際に患者さんと接するこ
とを「臨床」と言います。臨床医らとチームを組み、患者さん
の体の組織や、体から出る代謝物を分析して、病氣の診断や治
療に役立てる研究をしてきました。
　体の内部のようすや病氣を知るには、レントゲン写真を撮っ
たり血液や便を調べたりします。職場や自治体の健康診断はこ
うした方法で行われ、短時間で多くの人を検査できて、コスト
も比較的小さい点がメリットです。もしも病氣の疑いがあれば、
自覚症状が無かったり軽かったりしても、より精密な検査を受
けるよう勧めます。
　しかしがんは発生する部位・種類が多いこともあって、早期
の発見は容易ではありません。たとえば男性生殖器の前立腺は、
がんと肥大症が代表的な病氣です。どちらも尿が出にくくなる
という自覚症状がありますが、肥大症は服薬などで治療できる
のに対し、がんは転移すると治療は困難です。これを見分ける
血液検査に、「PSA検査」があります。しかし数値がある範囲
内を示す<グレーゾーン4～10�ng/mL>では診断が確定でき
ず、最終的には何本も針を刺して、体内から取った組織を調べ
ることになります。こうした患者さんの負担が大きい検査でも、
がんと診断されるのは3割に過ぎず、7割は肥大症なのです。
　がんを早期に発見するためには、検査をもっと簡単にしなけ
ればなりません。そして実は「におい」にこそ、その可能性が

あるのです。昔から医療関係者は、病氣とにおいの関係に氣づ
いていました。医師の中には、がん患者さん特有のにおいにつ
いて、その強さと病状の関係を指摘する声もあります。ただ、
においの原因や理由の解明、そして診断や治療への応用につい
ては、ほとんど手つかずだったのです。
　研究が進んだ近年は、人間よりも嗅覚が発達している犬を訓
練すると、9割以上の確率でがんの人をかぎ分けられることが
分かっています。また線虫という生物が、がんのにおいに引き
寄せられることも証明されていて、これは数年内にも検査に用
いられそうです。しかし生物を用いた検査では、数値による客
観的な診断はできません。根拠の説明やメカニズムの解明も、
現状では困難です。
　酒酔い運転や酒氣帯び運転がアルコール検知器で摘発できる
ように、もしも呼氣を調べてその場でがんと分かる装置があれ
ば、早期発見は大きく前進するでしょう。そう考えた私たちは
食道がんと呼氣の関係について研究を進め、昨年には特許を取
得することができました。
　食道がんは割合として欧米人よりも日本人に多く、周囲に広
がりやすく転移しやすいがんです。一方で薬や治療法が向上し
ているため、原発の段階であれば、再発や転移なしに 10年以
上生きることもできます。初期には自覚症状がほとんどなく、
診断には内視鏡検査などが有効ですが、検診の指針となってい
る方法はありません。早期の発見が難しいがんの一つなのです。
　私たちは食道がんの患者さんの呼氣を、氣体に含まれる成分
と量を調べる「ガスクロマトグラフィー質量分析法」という方
法で分析し、特徴的な 4つの物質を突き止めることができま
した。健康な人に比べて、食道がんの患者さんの呼氣にはアセ
トニトリル、アセトン、酢酸、2-ブタノンが、明らかに多く含
まれていました（図1）。いずれも特有のにおいを持つ物質です。
　実用化にはまだ時間がかかります。しかし簡易な検査法が確
立し、他のがんの診断にも広げることができれば、やがては健
康診断にも取り入れられ、より多くの人の命を救うことができ
るようになるはずです。

 早期発見は本人も家族も社会も救う
　病氣とにおいの関係の究明は、がん以外でも進んでいます。
先ほど挙げた物質のうち、アセトンは昔から、糖尿病の患者さ
んのにおいの原因として知られていました。過度なダイエット
で栄養失調の状態になった場合も、このアセトンが呼氣の中に

東北医科薬科大学　薬学部　教授
専門＝臨床分析化学

藤村　務先生
《プロフィール》（ふじむら・つとむ）1964 年岩手県生まれ。東北薬科大学薬学部卒業。
東北薬科大学大学院修士課程・同博士課程修了。博士（薬学）。順天堂大学医学部・大学
院医学研究科で助手・講師・准教授を務め、2015 年度より東北薬科大学教授（2016
年度より「東北医科薬科大学」）。

図 1　4物質を使用した ROC曲線
＊健常者と比べて食道がん患者の呼氣中に有意に上昇している 4物
質があることが示された。



これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

　　参加体験記

　－200℃の空氣にさわれて良かったです！
　液体窒素の中に入れた風船が、アルミホイルを丸めたようにパリ
パリと音を立ててしぼんで、外に出すとまた元に戻ったので驚きま
した。� （仙台市宮城野区　ぱやくん )

　「東大寺と東北」展に行ってきた。行く前は奈良・東大寺と東北が
どう繋がるのか疑問だったが見てスッキリ。
　生前東北地方にも訪れた公慶上人の坐像（重要文化財）を始め鎌
倉時代の東大寺焼失と復興に奥州藤原氏がどう関わったか、宮城の
伝統和紙がどのように法会で使われているかという資料がわかりや
すく展示されていた。
　他、源頼朝や織田信長、徳川家康の書簡など貴重な資料が展示さ
れており、中でもそこで息をしているような存在感の重源上人坐像
（国宝）は時間の許す限り見ていたい魅力があった。
� （岩手県北上市　M.�S.）

■液体窒素☆－200℃の世界を体験しよう

� 講師：東北大学金属材料研究所助教　伊藤　桂介　氏
2018年 5月 12日（土）10:30 ～ 12:30　東北電力グリーンプラザ　コミュニティールーム

■東日本大震災復興祈念特別展
　「東大寺と東北―復興を支えた人々の祈り―」

2018年 4月 28日（土）～ 6月 24日（日）　東北歴史博物館

「学び」イベントに行ってきました

「まなびのめ」配色法：襲色目（かさねのいろめ）
第 41号・夏／「破菖蒲」（ha syōbu）

その他のお便りと編集部からのコメントはWeb版でご覧いただけます。

読者と編集部の
キャッチボール

読者の声

　第 40号 明治150年

　祝・40号…おめでとうございます。今後も期待しています。
� （石巻市・35歳　男性）
編：ありがとうございます。思えば、ほぼ 10年。今後もご愛顧くださ
いませ。
　

　今号では、外国人研究者による近世・近代、特に仙台地区の歴史的な
話題が掲載されています。研究者、研究内容に感心いたしました。
� （仙台市青葉区・65歳　男性）
編：以前から外国出身研究者のインタビュー記事を作れたら、と構想し
ていましたが、「明治 150年」のテーマで実現できたのは、「まなびのめ」
らしさかな、と思います。
　

　JR 品井沼駅から元禄潜穴と明治潜穴を巡るまち歩きをしたばかりで
す。当日はボランティアガイドさんの解説や、松島町教委の好意で普段
は開けていない資料館も職員さんに開けていただきました。長い年月を
かけての大工事が手作業で行われていたことに驚きを禁じえませんでし
た。クレイグ先生の記事がすっと入ってきました。
� （仙台市太白区・67歳　男性）
編：ちょうどタイムリーな 40号発行となったようで何よりでした。こ
のように行動と知識がうまい具合に繋がると、本当に嬉しいものです。
どちらも楽しんでいるお姿が目に浮かぶようです。
　

　文字を読むのが好きだから読んでるけど、毎回面白みに欠ける。真面
目過ぎる。� （仙台市青葉区・48歳　女性）
編：ご意見として今後の紙面づくりの参考とさせていただきます。
　

　明治 150 年。外国出身で仙台に係わる 2人の先生に共感しました。
まず新しい目で現在の姿を見ていることです。地道な活動で大衆の心を
つかんだ、わらじ村長の鎌田三之助。私たちの目から全く忘れられた存
在ですが、農民の活動に密着したことをあらためて知りました。次に仙
台藩への評価について述べたモリス先生。古文書から歴史を語ることに
歴史の重みを知り、オーストラリアとの共通性をさらに深めたこと等、
仙台藩への評価を知る契機となりました。� （名取市・78歳　男性）
編：海外出身の研究者が大変深いところまで東北を捉えられていること
にまず驚きます。こういった記事を読むことで、私たちも自分たちの住
む東北について、より深く考えていく契機としたいものです。
　

　今回、参加体験記を採用していただきました。ありがとうございまし
た！　記念に保存します。そして、これからも「学び」イベントに参加
して、自分の知識と教養を深めていこうと思います。
� （柴田郡柴田町・34歳　女性）
編：参加体験記の投稿ありがとうございます。市民の声を学術の世界に
届け、双方向の「つながり」をつくっていくことを追求していますので、
その意味でも参加体験記は大変貴重です。今後も「参加体験記」をお待
ちしています。
　

　イベント情報を、集める際にいつも、利用しています。非常に助かり
ます。� （仙台市若林区・18歳　男性）
編：Web版には、紙版に掲載しきれなかったイベントも多数掲載して
います。スマートフォンからもご覧いただけますので、どうぞご利用く
ださい。

「まなびのめ」第40号懸賞クイズの
正解は下記のとおりです。

図書カ
ード

1,00
0円分

図書カ
ード

1,00
0円分

図書カ
ード

1,00
0円分

今号も「まなびのめ」クイズを実施しております。正解者の中から抽選で3名様に図書カードが当たります
ので、奮ってご応募ください！！ ※詳細は研究者インタビューページをご覧ください。

Q.1 　品井沼の干拓事業で大きな功績を残した人物と言えば？
答え　鎌田三之助

Q.2　家臣に農地を割り与え、そこから年貢を取らせる制度を何と呼ぶ？
　 答え　地方知行制

第40号

クイズの正解発表！！

Web版はより多くの情報を
随時更新しています。

http://www.manabinome.com/
まなびのめ│ 検索

キーワード・タグ
検索も
できます
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※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

7月21日（土）サテライトキャンパス公開講座「ユニバー
サルデザイン―みんなの暮らしを快適に―」
講　師　橋本　陽介（宮城大学事業構想学群助教）

仙台市市民活動サポートセンター　6F セミナーホール 60 名

15:00

▲

16:30

Tel 022-377-8319学都仙台コンソーシアム・宮城大学
http://www.myu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月25日（水）ろうさい医イはなし「腰痛について」

講　師　日下部　隆（東北労災病院脊椎外科部長）
東北労災病院　1F 待合ホール

13:30

▲

14:30

Tel 022-275-1467東北労災病院地域医療連携センター
http://www.tohokuh.johas.go.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

特別展「古代アンデス文明展」

仙台市博物館 （入館は 16:15 まで）

9:00

▲

16:45

Tel 022-225-3074「古代アンデス文明展」仙台展実行委員会（仙台市博物館他）
http://www.city.sendai.jp/museum/

場　所

主催者

URL

問合先

7月27日（金）市民公開講座 No.435「環境共生型汚水
処理システムとしての人工湿地について」
講　師　矢野　篤男／中山　正与（東北工業大学 客員研究員／ 教授）

東北工業大学一番町ロビー 2 階ホール 120 名

18:00

▲

19:30

Tel 022-723-0538東北工業大学
http://www.tohtech.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月27日（金）第 53 回リベラルアーツサロン：ワインの〈テロワー
ル〉を歴史する―近代フランスのワインづくり―
講　師　野村　啓介（東北大学大学院国際文化研究科准教授）

東北大学片平キャンパス片平北門会館 2 階エスパス

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-5132東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月28日（土）宮城大学公開講座：データから見る地域
経済の現状と課題
講　師　川村　保（宮城大学食産業学群教授）

宮城大学太白キャンパス 50 名

10:30

▲

12:00

Tel 022-716-6692宮城大学
http://www.myu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月28日（土）サテライトキャンパス公開講座
「声でわかる のどの病氣と健康」

講　師　石毛　美代子（東北文化学園大学医療福祉学部准教授）
仙台市市民活動サポートセンター　6F セミナーホール 80 名

10:30

▲

12:00

Tel 022-233-3451学都仙台コンソーシアム・東北文化学園大学
http://www.tbgu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月28日（土）実験教室「電子ロボット「梵天丸」〜工作
とプログラミングを学ぼう〜」A コース
講　師　水谷　好成（宮城教育大学教授）

東北電力グリーンプラザ　コミュニティールーム 10 名

12:30

▲

16:00

Tel 022-225-2969東北電力グリーンプラザ
http://www.tohoku-epco.co.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月28日（土）サテライトキャンパス公開講座「夏の怪談教室〜怪異と幻想の日本文
学 vol.3」（1）「われこそは玉梓が怨霊」―『南総里見八犬伝』と怪異―」
講　師　石川　秀巳（東北大学名誉教授）

仙台市市民活動サポートセンター　6F セミナーホール 80 名

13:00

▲

14:30

Tel 022-279-4703学都仙台コンソーシアム・宮城学院女子大学
http://www.mgu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月28日（土）サロン講座
「南極で暮らしてみたら！どうなるの？」

講　師　土屋　範芳（東北大学大学院環境科学研究科教授）
東北大学青葉山新キャンパス環境科学研究科本館　大講義室 小学生以上の親子50組

13:30

▲

15:30

Tel 022-214-1233せんだい環境学習館たまきさんサロン
https://www.tamaki3.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月27日（金）〜9月30日（日）

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

7
JUL 7月28日（土）サテライトキャンパス公開講座「夏の怪談教室〜怪異

と幻想の日本文学 vol.3」（2）「江戸怪談の魅力と深層」
講　師　深澤　昌夫（宮城学院女子大学学芸学部教授）

仙台市市民活動サポートセンター　6F セミナーホール 80 名

15:00

▲

16:30

Tel 022-279-4703学都仙台コンソーシアム・宮城学院女子大学
http://www.mgu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月29日（日）実験教室「電子ロボット「梵天丸」〜工作
とプログラミングを学ぼう〜」B コース
講　師　水谷　好成（宮城教育大学教授）

東北電力グリーンプラザ　コミュニティールーム 10 名

12:30

▲

16:00

Tel 022-225-2969東北電力グリーンプラザ
http://www.tohoku-epco.co.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月29日（日）公開シンポジウム
「東日本大震災後の 10 年を見据えて」
講　師　奥山　恵美子（前仙台市長）他

東北大学川内南キャンパス　文科系総合講義棟 2 階　法学部第 1 講義室

13:30

▲

16:45

Tel 022-217-4840日本学術会議第一部・東北地区会議・東北大学
場　所

主催者 問合先

8月  4日（土）サロン講座「ドロをリサイクルして、
お花を育てよう！」
講　師　高橋　弘（東北大学大学院環境科学研究科教授）

たまきさんサロン（東北大学青葉山新キャンパス環境科学研究科本館） 小学生以上の親子15組

13:30

▲

15:00

Tel 022-214-1233せんだい環境学習館たまきさんサロン
https://www.tamaki3.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月  5日（日）記念講演会「ナスカの地上絵を生んだ
古代アンデス文明」
講　師　坂井　正人（山形大学 学術研究院教授）

仙台市博物館ホール 200 名（往復葉書にて 〆切 7/18）

10:30

▲

12:00

Tel 022-225-3074仙台市博物館他
https://www.city.sendai.jp/museum/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月  8日（水）高校生のための心理学講座シリーズ　
心理学と社会：東北大学（企画）
講　師　和田　裕一（東北大学教授）他

東北大学川内キャンパスマルチメディア教育研究棟 2 階 M206 250 名

10:20

▲

16:30

Tel 03-3814-3953公益社団法人日本心理学会
https://psych.or.jp/event/sympo2018_highschool/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月25日（土）宮城大学公開講座：大規模災害時のボランティア活動
とは―東日本大震災における支援活動から考える―
講　師　佐々木　久美子（宮城大学看護学群教授）

宮城大学サテライトキャンパス（SS30）2 階 30 名

10:30

▲

12:00

Tel 022-716-6692宮城大学
http://www.myu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8月31日（金）第 155 回サイエンスカフェ：見えるもの、
見えないもの〜脳と視覚の不思議な関係〜
講　師　鈴木　匡子（東北大学大学院医学系研究科教授）

せんだいメディアテーク　1 階 オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-5132東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

9月  1日（土）ジェンダー論公開講座「ルポ 貧困女子」

講　師　飯島　裕子（ノンフィクションライター／大学講師）
エル・パーク仙台 70 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-268-8300

Tel 022-266-1535

（公財）せんだい男女共同参画財団
http://www.sendai-l.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

問合先

定　員

福島美術館から感謝をこめて
「福島禎蔵が愛し遺したコレクション」
5 期：遠忌 300 年 仙台藩 4 代藩主 伊達綱村と黄檗宗

福島美術館
社会福祉法人共生福祉会　福島美術館
http://www.fukushima-museum.jp/

場　所

主催者

URL

8
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9月  4日（火）〜9月22日（土）

「学び」イベントに
 参加したら感想を書こう！

参加体験記

粗
品

進
呈

粗
品

進
呈

「学び」イベントに足を運ばれた読者の皆様から寄せられたご意見ご感想、講義内容
のレポートを、『「学び」イベントに行ってきました』のコーナーでご紹介しています。
ぜひご投稿ください！

ご投稿いただいた全員にもれなく粗品をプレゼント！
掲載採用させていただいた方のうち毎号1名様に1000円分の図書カードを進呈！
※採用の可否、図書カード当選者は編集部に一任いただきます。

【投稿者プレゼント】

■投稿内容
　・イベントタイトル
　・開催日時
　・会場
　・登場者（講師・演者等）
　・参加体験記（420字以内）
　・氏名（ペンネーム）
　・連絡先

■投稿方法
　はがき、FAX、E-mail、Web版投稿フォームのいずれかより
　ご投稿ください。

■投稿先
　「まなびのめ」編集部
　※詳細は最終ページをご覧ください。

「学び」イベントに
 参加したら感想を書こう！


