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はじめに

中川義久

本書のコンセプトは、「論文×ネコ」です。

論文を執筆し医学雑誌に掲載にいたるのは困難な作業です。学会で発表

することも大きな苦労をともないます。それを日本語ではなく、外国語で

ある英語で行うのは偉業ともいうべき作業です。英語の論文を読むことす

ら、大きなエネルギーを要します。多くの若手の医師にとっては、論文は

とっつきにくく、できれば避けて通りたい面もあると思います。

皆さんにとって苦手である “論文”を切り口に、気軽に読めてちょっと役

立ち、クスッと笑いながら読むことのできる軽妙な内容を目指したのが本

書です。医師を含む医療関係者を読者として想定していますが、医療には

無縁の方が読んでも理解できるように工夫しました。論文への壁を払拭し、

論文に慣れ親しみ、そして最終的にはスラスラと論文を書くことができる

ようになる！ という崇高な目標を掲げつつ、基本ゆる～く、時にピリッ

と、医学論文の読み書きに使える小ネタを満載しています。

とはいえ、論文アレルギーを持つ方も多いと思います。それを解消する

には何らかの助けが必要です。そこでネコの手を借りることにしました。

「ネコの手も借りたい」というのは、何の役に立たないネコの手すら借り
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たいという意味から、働き手が不足し、非常に忙しい様子を喩えるコトワ

ザです。これほどまでに、役に立たないと認知されているネコですが、本

書では違います。ネコが大活躍します。論文の意味をすばやく掴むための

コツや、論文投稿するときに知っていたほうがよい情報を、ネコにまつわ

るエピソードを紹介しつつ、取っつきやすい文章で書きました。ネコと自

在に会話できることを自認する私だからこそ到達できた境地といえるでし

ょう。エッヘン。

世の中は、ネコが起用されているTV番組やCMをよく見かけると感じ

ませんか？ 特集でネコがよく取り上げられ、ネコの動画を冒頭で紹介し

て視聴者を惹きつけるなど、ネコの露出が増えています。「ネコブーム」の

到来を利用して視聴率を稼いでいます。私は、こんなブームのずっと前か

ら、ネコの偉大さを理解し、ネコに寄り添って生きてきました。ネコは素

晴らしい人類のパートナーです。一見、無縁にも思える、“論文”と “ネコ ”

の相乗効果により、本書は「ムズカシイ」を「楽しい」に変換して読み進

める仕掛です。

医学情報のポータルサイトであるCareNet.comに、私は【Dr.中川の「論

文、見聞、いい気分」】と題する連載企画を続けています。この連載を基礎

に加筆修正して再編集したものが本書です。本書を出版できるまでに原稿

を重ねることができたのは、毎月の締め切りを守ることができず投げ出し

そうになる私を、粘り強く応援してくださった同社の金沢浩子様・遊佐な

つみ様のお陰です。また、製作に尽力いただいた金芳堂の一堂芳恵様の頑

張りにも感謝しています。ニャンともありがとうございます。

では楽しんでくださいニャ！
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イントロダクション

CCメールの “CC”の
意味を知っていますか？

吾輩は猫である。名前は、すでにある。「レオ」というニャ。飼い主であ

る循環器内科医から名付けられたのニャ。百獣の王を意味する、この名前

を気に入ってるニャン！

私が、このレオの飼い主です。循環器内科医です。大学病院という医師

育成機関に勤務しております。そのため、若手医師への研究活動や論文執

筆を指導させていただく機会も多々あります。論文へのアレルギーを払拭

し、論文に慣れ親しみ、そして最終的には論文を書けるようになることを

目指して彼らと接しております。その作業は、仕事としてツライことでは

なく、むしろ自分にとって楽しい時間です。その中で感じたこと、考えた

ことをエッセイとして書き溜めてみました。論文を執筆する背景にある、

科学的思考法や医療統計などにも触れています。また、医療に関連したウ

ンチクやトリビアにも触れて楽しく読める内容をめざします。とはいえ堅

苦しい内容ではなく、肩の力を抜いて読むことができるような軽妙なタッ
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チで進めていきます。

では始まりです。

さて、あなたは英語の論文を読んだことがありますか？ これまで何本

の英語論文を読みましたか？

読んだこともないのに書けるはずはありません。まず読むことに慣れな

ければならないでしょう。

著者の勤務する病院でも論文抄読会が定期的に開催されています。抄読

会の数日前に担当者が選んだ論文のPDFがメールの添付ファイルとして参

加者に送付されます。PubMedなどで検索しダウンロードしたファイルで

す。ペーパーレスの現代では当然かもしれませんが、私はこのメールを受

けとるたびに思い出すことがあります。紹介しましょう。

私が学生であったころ、30年以上昔の、昭和60年（1985年）前後の時代

の話です。

ある教授が医学生を対象に英語論文の抄読会を開催しておりました。そ

の時代には、すでにコピー機はあり、担当者は選んだ論文を参加者の人数

分だけコピーして配布していました。その様子を見ながら、「便利だがダメ

な時代になったなぁ」と、その老先生自身がかつて学生時代に参加してい

た抄読会について語ってくれたのです。

昭和35年（1960年）前後の話と推察します。当時は、まず図書館に行き

過去の雑誌を製本したものが並ぶ書架から目標とする論文を探し出します。

そして、貸出手続きをして自宅に持ち帰ります。
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なぜか？

コピー機がない時代ですから、手打ちのタイプライターで論文の全文章

を打ち直していたというのです。抄読会の参加者が 5人であれば、 5枚の

紙の間に 4枚のカーボン紙を挟んで打ち直していたそうです。

まさにカーボンコピー（Carbon Copy）です。

タイプライターで文書を作成する際に 2枚の用紙の間にカーボン紙を挟

むと、正副 2通の文書が同時に作成できます。複写機やプリンターが発明

される前の複写術です。この名残がEメールでのCCメールです。

正副 2通の文章を打つのではなく、抄読会の参加人数分だけ一度に打つ

のです。 6人分だと 6枚目には文字が現れず、5枚が限界とのことでした。

5枚でも 1文字ずつ力を込めてタイプしないと読めなかったそうです。

抄読会の担当者の苦労は膨大ですが、間違いなく論文を読み、そして書

く力が涵
かん

養
よう

されたことでしょう。
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私は、「論文は風呂で読むのがイチバン！」と本心から思っております。

コツを伝授いたしましょう。英語の論文を読みたくても、「集中できない」

「時間がない」という方に超おすすめです。騙されたと思って試してみて

ください。騙されただけで終わる方もいるかもしれません。仕方ありませ

ん、お許しください。

技術的な説明をします。

何よりも必要なものは風呂のフタです。浴槽に渡しているフタをずらし

て人ひとり入れる隙間を確保します。フタにタオルを敷けば読書台の完成

です。隙間から足を入れ上半身を出し、風呂のフタに両腕を置いて読みま

しょう。

お湯で皮膚が温められると、温められた血液が身体じゅうをめぐって全

論文の読み方

論文は風呂で読むべし、
試してみなはれ！
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身が温まります。これは、手足だけの部分浴でも同じです。首まで浸かっ

てしまうと苦しくなり、長湯に耐えられなくなります。浴槽のお湯に沈ん

だ部分には、水圧がかかります。みぞおちまで浴槽につかる半身浴の場合、

下肢の静脈から心臓へ戻る血液の量が増え、心臓からの血液量が増えます。

首まですっぽり浴槽につかる全身浴では、腹部が水圧に押されて横隔膜が

持ち上がり、心臓を圧迫しがちです。これが半身浴か、それより少し多め

の湯量をお薦めする理由です。

また熱すぎる湯温もダメです。42℃以上のお湯では、交感神経を刺激し

て心拍数が増え、血圧が上昇します。一方で、37～39℃のぬるいお湯に、

ゆっくり入っていると副交感神経が刺激されて精神の緊張がほぐれます。

お気に入りの入浴剤を使えば、さらに効果はアップします！ 私の場合、

「登別カルルス」がベストだとお伝えしておきましょう。乳白色の湯から

澄みきった大自然の香りが漂います。

これらの準備が整ったところで、やおら論文を読み始めることにします。

読むべき論文は紙に印刷したものを持ち込みます。パソコンやタブレット

でPDF化した論文を読む方も多いと思いますが、うっかり湯船の中に取り

落とす危険があります。タブレット端末を風呂場で使うための防水ケース

がありますが、水気を完全に防ぐことができるのか自信がありません。私

は紙派です。入浴後に湿気を吸ってベロベロになった論文はごみ箱にサヨ

ナラします。風呂の中で論文を読むと妙に頭によく入ります。調子が良い

時には、声に出して音読します。風呂場は音の反射が良いので、英語の発

音が良くなったような気持ちになり上機嫌です。
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「論文は風呂で読むべし、試してみなはれ！」と紹介しましたが、「俺は

トイレで本を読む」「私はトイレでマンガを読むのが至福の時間」「風呂よ

りトイレでしょ！」などの声もあるでしょう。私の感想は、「えっ？ トイ

レ？」です。私は、人生でのトイレ滞在時間のすべてを排泄作業のみに集

中してきたからです。

風呂とトイレは全く別物のようで似ている面もあります。両方とも個人

の衛生活動を行う場所です。風呂とトイレが同じ空間に一緒に配置されて

いる場合もあります。英語圏の家では、トイレは通常は浴室に含まれるの

で、トイレに関しても「bathroom」（バスルーム）といいます。個人的に

は、便器が見える空間で入浴するのは苦手です。二人以上で生活する場合

には、一方がお風呂に入っている間は、トイレも使用することができませ

ん。私には、耐えられません。

しかし、同じ「bathroom」ですから、風呂で論文を読むことができるの

論文の読み方

論文をトイレで読んでみた、
失敗した！
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であれば、トイレでも可能かもしれません。百聞は一見に如かず、ともい

います。

挑戦です。論文をトイレで読むぞ！

論文の選択も大切です。敬意を表してNEJM誌から「PARTNER 3試

験」を選んでみました。これは、低手術リスクの大動脈弁狭窄症の治療で、

経カテーテル的な大動脈弁置換術が、従来の外科的手術よりも術後 1年時

の死亡・脳卒中・再入院によって定義されるエンドポイントに優れること

を示した研究です。

2019年 3月に開催された、ACC（米国心臓病学会）2019という大規模な

国際学会のLate-breaking Sessionで公表されました。発表直後に大会場が

聴衆総立ちの拍手喝采となったものです。すぐに情報やコメントがネット

上にあふれ、発表スライドも公開されています。

そのため、試験デザインや結果の概要についてはすでに把握しています。

しかし、詳細な内容を理解するには論文を読む必要があります。論文の

Discussionの部分で、どのような論点が挙げられているのかに興味があり

ました。

読むべき論文を紙に印刷したものを手にして、トイレに入ります。職場

ではなく自宅のトイレです。一般的にトイレに長居すると家族に怒られる

と思います。皆に緊急の必要性がないことを確認のうえで、籠城に入りま

した。さあ、読むぞ！ えっへん！ 手にした英文に目を通していきます。

「だめだ！」
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全く読めません。苦労して文字を追っても頭に入りません。そのうえ、

肝心の作業である用足しもできないのです。最悪です。すべてが快調な風

呂とは大違いです。下品な話をします。人間の生理的現象である、排便・

排尿は快感をともなうものです。不要な老廃物を身体から出してスッキリ

すれば、論文の情報はサクサクと頭に入ると期待していました。期待は裏

切られました。出るモノもなく、入るモノもありません。

排尿や排便の状況は身体のバランスや体調等への影響が極めて大きな事

柄です。何日も排便がなく不快な状態では、「おいしく食事をいただく」と

いうわけにはいきません。排尿や排便は、生命活動を健康に維持していく

ために重要な神聖な行為なのです。そこで、論文を読む、などの邪念を持

ち込むことはトイレの神様は許さないのでしょう。神の怒りにふれ天罰が

くだされては大変です。

悪あがきせずに作戦終了です。トイレ本来の目的に集中し、一定の結果

を得て撤収しました。運気？ を吸った論文はゴミ箱にサヨナラしました。

NEJMの神様（紙様？）、お許しください。この失敗の原因を考えてみまし

た。大動脈弁に関する論文を、排便作業をしながら読むという戦略に無理

があったのかもしれません。ベンベン！

論文を堪能するのは、やっぱり風呂ですね。
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猫、ねこ、ネコ、Cat（キャット：

英語）、Chat（シャ：フランス語）、

Katze（カッツェ：ドイツ語）、Gatto

（ガット：イタリア語）、Gato（ガー

ト：スペイン語）、Feles（フェーレー

ス：ラテン語）…

世界中で猫は愛されています。「喜歓猫」という中国語を訳すと「猫が好

き」となります。中国語でもネコは猫です。今回は、徹底的に猫について

語りたいと思います。

猫さまが主役として取り上げられた有名な論文をご存じでしょうか。数

ある医学雑誌の中でも権威あるNEJM誌に掲載された猫「オスカー」です

（Dosa DM. NEJM. 2007;357:328-329）。

論文の読み方

猫と語り・猫に学び・猫とたわむれる
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論文というよりも医療エッセイと言ったほうが適切かもしれません。「猫

オスカーの 1日（A Day in the Life of Oscar the Cat）」というタイトルで

す。読みやすい英語ですから、一読してみてはいかがでしょうか。一部分

を抜粋してみます。

「Slowly, he stretches first backward and then forward.」

…オスカーが、ゆっくりと後方に前方にとストレッチする姿を描写して

います。昼寝から目覚めたばかりの猫が、ストレッチした際に身体が微妙

に震えているのだろうな、といった記載されていない猫特有の動きまで眼

の前に浮かび上がってきます。

オスカーは、老人介護ケア病棟の住人として暮らしています。子猫の時

期から、居住者の死亡を予測できるという不思議な能力を持っていました。

オスカーは、施設の受け持ちフロアを回診します。診察技法は、触診や聴

診ではありません。ベッドに飛び乗り、「くんくん」嗅ぐのです。嗅診で

す。休診ではありません。嗅診するオスカーに休診日はありません。

嗅診の結果、大丈夫と診断すれば病室から静かに立ち去ります。死が差

し迫っていると診断した場合は、体を丸めて患者に寄り添うのです。オス

カーが丸くなったところの患者は、数時間以内に死亡したといいます。オ

スカーが寄り添うのであれば、死期が迫った可能性があるとして、家族に

連絡することが規則となったそうです。孤独死を防ぐ役割も果たしている

オスカーは、不吉な猫ではありません。患者本人だけでなく、家族やスタ

ッフの心に潤いを与える猫としてつづられています。死を迎える方の傍ら

に静かに寄り添う猫の姿は凛々しいです。



030

世の中は、「ペットブーム」に拍車がかかっているようです。我が家に

も、ご多聞にもれず猫がいます。保健所から譲り受けた元・保護猫です。

名前はレオ。虎やライオンなどを含むネコ科の動物に君臨する王者の風格

が漂う名前です。雑種のドラ猫であることは、すぐに見抜かれますが、飼

い主である私にとっては、血統は問題ではありません。レオがいてくれる

ことが大事なのです。レオがいることにより、何気ない生活の中にも会話

が自然に生まれ、人と人の間に割って入り、コミュニケーションや人間関

係の潤滑剤になってくれるのです。一人で悩んでいる時も、いつの間にか

猫を撫でながら独り言を言っていたりします。猫とソファの上でくつろぐ

と、とても暖かくて心地よいまどろみを覚えます。

猫が素晴らしい役割を果たしてくれるのはなぜでしょうか。過去に何が

起こったかは猫にとって、さほど重要なことではない、ということです。 

レオは、保健所の檻のなかで生命の危機が迫っていた時間を忘れて、今は

我が家での生活に集中しています。猫が、人間よりも現在という瞬間を楽

しむ存在であり、それが生きものの課題であると理解しているからです。

猫は、死を恐れていないように思われます。死は肉体の苦痛から解放され、

死は新しい生への移行であると知っているのです。猫は、なぜ猫という身

体を選んで生まれてきたのか、なぜ今の飼い主と一緒に暮らすことを選ん

だのか、前世はどうだったのかすべてを受容しています。後悔せず、今を

生きるのです。猫は、人間よりはるかに輪廻転生という悟りの境地にいま

す。さすが猫さまです。入門します、弟子にしてください！
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ジャーン！

日本発の「STOPDAPT- 2試験」（Watanabe H, et al. JAMA. 2019; 321: 

2414-2427）の結果が JAMA誌に掲載されました。NEJM、Lancet、

JAMA、BMJの 4つの総合医学雑誌を合わせて、ジャーナル四天王と呼び

ます。世界を代表する医学雑誌で、臨床現場に影響が大きい研究の結果が

掲載されます。名誉なことは勿論ですが、そこで紹介される論文は欧米発

のものがほとんどです。

STOPDAPT- 2試験は、PCI術後の 2剤の抗血小板薬併用療法である

DAPT期間についての研究です。 1ヵ月間のDAPT後にクロピドグレル単

剤投与を行う介入治療群は、12ヵ月間のDAPTを継続する標準治療群に対

して、“非劣性”でかつ “優越性”も有することを示したものです。ぜひとも

一読をお薦めします。

医療統計

猫は虎に劣っていない！
非劣性試験について考える
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優越性試験では、p値が0.05より小さければ差がある、0.05以上なら差が

ないとします。差がないことと、非劣性であることは決定的に異なります。

p値は差があることは証明できても、非劣性の証明はできないのです。介

入治療群と標準治療群を比較した差が良くても悪くても、このくらいの範

囲内であれば許容できるというマージンを研究開始前に定めておく必要が

あるのが非劣性試験です。これを非劣性マージンといいます。

非劣性試験が必要となる理由を考えてみましょう。優越性試験だけで考

えることができれば簡単なはずです。

医学が急速に発展し、大きな進歩を得ることが難しくなかった時代には、

優越性試験で十分でした。医学の成熟に伴い、一足飛びに大きな進化を得

ることが難しくなっています。新治療は標準治療と比較して優っていても、

その差が小さい場合には優越性の証明には膨大な症例数が必要となります。

これが 1つ目の理由です。

もう 1つの理由は、優越性を求めることの非倫理性です。有意に優れる

治療を証明するということは、劣っている治療効果を対照患者に期待する

ことの裏返しともいえます。ここに倫理的な抵抗感があります。また、介

入治療と標準治療との差が非常に小さく、優越性試験で差があることを示

すには非現実的なほど多くの被験者数が必要になる場合があります。これ

が非劣性試験が必要となる理由です。

少し話が難しくなってきました。論文片手にソファでくつろいでいると、

我が家の愛猫がやってきます。自分の膝の上に飛び乗って喉をゴロゴロと
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鳴らしながら「香箱座り」をしま

す。これは、手首を内側に折り曲

げ、その上に上半身を乗せるスタ

イルです。関節が柔軟な猫特有の

座り方ですが、危険にさらされた

時に即座に立ち上がって行動でき

ないので、リラックスしている証

拠です。

私は、本書の自己紹介の中で「猫をこよなく愛する、いきおい余って虎

にも挑戦中」と記しているように虎にも興味をもっています。次頁の写真

で私が頭を載せているのは「ぬいぐるみ」ではなく生きている虎です。猫

と虎は同じネコ科です。虎にしてみれば、猫がトラ科に属するべきであり、

虎がネコ科というのは釈然としないに違いありません。猫と虎を比較する

と大きさが決定的に違います。

他の外見上の違いとして、虎は鼻が大きく耳が丸くて小さいです。虎は

体重を支えるため、猫に比べて足が太くしっかりとしています。身体が大

きくなっても目の大きさはあまり変わらず、相対的に虎は目が小さく見え

ます。大きな目がクリクリする猫はかわいいペット、虎は獰猛な肉食獣と

いう正反対のイメージがありますが、どちらもしなやかで魅力的なハンタ

ーです。猫と虎を比較するには、優越性と非劣性のいずれの検討を行えば

よいのでしょうか？ 非劣性試験ならば、猫が虎に劣らない非劣性マージン

はどうなるのか？ 猫の背を撫でながら、このように何の価値もないことに

思索を巡らせる時間を楽しむ自分は幸せです。
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