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TMDU × JAXA 座談会

宇宙と医学

人類の明るい未来のためにできること
油井亀美也 氏

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
有人宇宙技術部門宇宙飛行士グループ長
宇宙飛行士

吉澤靖之

東京医科歯科大学
学長

松本暁子 氏

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
有人宇宙技術部門
フライトサージャン

室伏広治

東京医科歯科大学
教授／スポーツサイエンスセンター長
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特集 2

TMDUの臨床力

超急性期からの歯科介入で脳卒中の早期回復を目指す
⓮

医療研究 ★ 最前線 未来医療を拓く

TMDU×JAXA 座談会

宇宙と医学

特集１

人類の明るい 未来のためにできること
1961年にユーリ・ガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功してから 56 年が経ち、宇宙
開発は大きな変化を遂げた。今や宇宙は人類共通の“実験室”として活用されている。宇宙
医学という分野も発展している中、医学、スポーツ科学の分野から貢献できることは何か。
JAXAの日本人宇宙飛行士として宇宙に飛び、約142日間滞在した油井亀美也宇宙飛行
士と、油井飛行士のクルーサージャンとしてサポートした松本暁子氏を迎え、東京医科歯科
大学の吉澤靖之学長、 室伏広治教授との4人で「宇宙と医学」をテーマに語り合った。

傷ついた肝細胞を排除して恒常性を維持する
細胞自身による品質管理機構を発見
難治疾患研究所 発生再生生物学分野
仁科博史教授

インフルエンザウイルスを高感度で検出する
糖鎖を組み込んだ導電性プラスチックを開発
生体材料工学研究所 バイオエレクトロニクス分野
合田達郎助教

⓲

附属病院 ◎ 診療科訪問
医学部附属病院 周産期母子医療センター

⓳

卒業生の今 ◎「活躍する医科歯科人」
セイナヨキ・ヘルスセンター
registered nurse 小林桃子氏

⓴

医科歯科大生 f ile ◎「自ら問い、自ら導く学生たち」
保健衛生学科検査技術学専攻４年

南部真由さん

21

⓴

医科歯科百景

銘水｢御茶ノ水｣を活用する

地下水膜ろ過システム
22
㉒

Campus Information

今号の表紙

御茶ノ水駅を降りて聖橋から湯島キャン
パスを臨むと10号館のファサードに張り
出した壁面レリーフが目に入ります。左
から｢ヒポクラテスの誓い｣「アテネの学堂」
「世界最初の全身麻酔公開実演」と３つ
の絵で構成されています。教育、研究、
診療を題材としたこのレリーフ。一度じっ
くり眺めてみてはいかがでしょう。
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特集 1

宇宙と医学

人類の明るい未来のためにできること

無重力空間では地上より
数倍早く体が老化する
吉澤 油井さんは宇宙ステーション
に１４２日間も滞在されたそうです
が、そんなに長く宇宙にいると、人
間の体にはどのような影響があるの
でしょうか。
油井 よく言われているのは、宇宙
で何も運動しないでいると、骨が地
上の 倍くらいのスピードで老化し

か、筋力の低下抑制に役立つ運動に

飲んで骨の老化を遅くできるかどう

Ｓ
（国際宇宙ステーション）
では薬を

生きに役立つかもしれません。ＩＳ

方法が分かれば、地上での健康や長

ですが、そのような現象に対抗する

重力がないことで老化が加速するの

ピードで弱くなっていくそうです。

て、 筋 肉 も 地 上 の ２ 倍 ぐ ら い の ス

見ることになるので季節感はなく

していますから、夏と冬を繰り返し

す。ただ、南半球と北半球を行き来

から雪が降ってくる様子が見えま

日本に秋が来たことを感じたり、北

から木々が色づいているのが見えて

りますね。宇宙からでも山の上の方

油井 時間の感覚や季節感はなくな

時間の感覚は狂うでしょうね。

さらに公転があって１年ですから、

なってくるのです。

ついての実験なども行っています。
松本
吉澤 理解力など、認知的な変化は

宇宙ステーションではグリ

ニッジ標準時に合わせて、地球と同
帰還した後の宇宙飛行士が、

ないのですか。
松本

じ 時間サイクルで生活するように
しているのですが、軌道上にいると
たり入ったりするので、体内リズム
じがしたと話すことはあります。

とか、うまく脳が働かないような感

飛行中、少し物忘れしやすくなった

も狂ってしまいます。自律神経系な
油井 重力があると血液が下肢に集

分に１回地球を周回し、太陽が出

ども影響を受けるようです。
吉澤
無重力になると水分が頭の方に上

まるのが普通ですが、宇宙に行って

太陽が出てきて沈むのが１

日、月が満ちて欠けるのが１カ月、

とができないくらいきれいでした。

と思いますが、フライトサージャン

吉澤 重力がない中で走るのは難し

動を減らしても大丈夫そうでした。

トレと比較したところ、ある程度運

数を測ります。その結果を毎日の筋

する代わりに、全速力で走って心拍

もあります。筋トレを２日に１度に

ることで筋力を維持するという実験

トレーニングを行い、心拍数を上げ

ます。その一つでは、インターバルの

らして大丈夫かという実験をしてい

ですから、運動の時間をどこまで減

油井 宇宙では仕事の時間が最重要

どのように行うのですか。

室伏 宇宙滞在中のトレーニングは

の予防医学のような感じです。

が、宇宙に行くための医学は、究極

学は病気になった人を治すものです

学を専門にしています。一般的な医

は飛行士の健康を維持するための医

非常に薄いことに驚きました。地上
にいるときは水も空気もいくらでも
あると思っていましたが、宇宙から
見るとこれだけしかないのかと。や
はり水や空気は汚さないようにしな
ければと思うようになりました。
室伏 宇宙に行くと人生観が変わる
と、皆さんおっしゃいますね。
油井 そうですね。さまざまな部分
で自分の考え方は変わったと思いま
す。例えば、宇宙に行く前は、地球
は母なる大地で、何をしても多少許
してくれると思っていました。とこ
ろが、宇宙に行ってからは、地球は
小さくて、もろくて、守っていかな
ければいけないものなんだと思うよ
うになりました。

筋肉や骨量を維持するため
トレーニングが欠かせない
室伏 宇宙飛行士になるには完全に
健康でないといけないと聞いたこと
がありますが、本当でしょうか。
松本 全身に対してさまざまな検査
をして選抜をします。そうして宇宙
飛行士に選ばれた人も１年に１回は
医学検査を受けて、飛べる状況にあ
るかどうかを調べます。
油井 たぶんスポーツ選手も同じだ

YUI Kimiya

肩と腰のあたりを下方向に

いっても限度がありますが、宇宙で

気 が し ま す。 地 上 で 安 静 に す る と

れが取れやすく、ケガの治りが早い

ただ、宇宙のほうが地上に比べて疲

かなか伸ばせなくて苦労しました。

いるのを感じても、重力がないとな

のです。運動後に筋肉が硬くなって

油井 宇宙ではストレッチが難しい

だと思いますが。

室伏 運動後のクールダウンも必要

かまりながら行います。

いように逆さまについた手すりにつ

を踏み込む反作用で飛んでしまわな

いのでサドルはついていません。足

入れています。ただ、座る必要がな

車はこげるので、自転車運動も取り

ルのようなマシンで走ります。自転

引っ張るバネをつけて、トレッドミ

油井

そうですね。

油井 本当に青くて、言葉で表すこ

いのだと聞いたことがありますが。

嫁のようだった 」という表現が正し

は「地球は青いベールをまとった花

「地球は青かった」という言葉は、実

ように青かったですか。ガガーリンの

ら見た地球は、ガガーリンが言った

とに興味があります。やはり宇宙か

室伏 私は油井さんが宇宙で見たこ

勢でも仕 事ができるようになります。

ものですが、数カ月経つとどんな姿

球の方に向けてないと気持ちが悪い

なってきます。最初のうちは足を地

頭 に 血 が 上った よ う な 感 覚 が な く

尿がたくさん出る日が数日間続き、

なぜか水分をそれほど摂らないのに

す。
そういう状態がしばらく続くと、

感 じで、ボーッとしたようにもなりま

ような、少し頭に血が上ったような

がってきます。常に逆立ちをしている

1970年長野県生まれ。1992年防衛大学校理工
学専攻卒業、航空自衛隊入隊。2009年JAXA日
本人宇宙飛行士候補に選抜。JAXAに入社し、ISS
搭乗宇宙飛行士候補者基礎訓練に参加。2015年
7月から12月までISS長期滞在クルーのフライトエ
ンジニアとして約142日間滞在。
「きぼう」船内でさ
まざまな実験を行った。

1969年東京医科歯科大学医学部卒業。同大学医
学部副手、 東京逓信病院勤務、 米国イリノイ大
学、ウィスコンシン医科大学、筑波大学等を経て、
1998年東京医科歯科大学医学部附属病院呼吸器
内科教授に就任。保健管理センター長、医学部附
属病院副病院長、理事・副学長を務めた後、2014
年に学長就任。

YOSHIZAWA Yasuyuki
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宇宙航空研究開発機構（JAXA）
有人宇宙技術部門宇宙飛行士グループ長
宇宙飛行士

東京医科歯科大学
学長

重力のない宇 宙では
トレーニングも特 殊です
ストレッチではなかなか
（油井）
伸ばせなくて苦 労しました。

それと同時に、青い大気のベールが

宇 宙にいるときの代 謝や
神経系、
血 液 循 環など
人 体の変 化に
（吉澤）
とても興 味があります。

油井亀美也 氏
吉澤靖之

10
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宇宙と医学

人類の明るい未来のためにできること

者さんは組織のダメージがどのぐら

結局ぶり返してしまう。やはりお医

してトレーニングを始めたりすると、

２週間だと言うのに自己判断で無理

ことですね
（笑）
。お医者さんが全治

でお医者さんの言うことはよく聞く

見てくれる人が不可欠です。その上

ンテナンスやチェックなど、客観的に

室伏 私たちの場合は、定期的なメ

てもケガの危険があるので。

が出ますし、楽しく球技でもと思っ

まるで違っていたそうです。ですか

間は私たちは地上で見ていて、緊急

松本 飛行士が宇宙で活動している

ころが進むといいなと思っています。

訓練できないので、今後そういうと

いきます。ただ、医療に関して日本で

のことなど、さまざまな訓練をして

ないので、宇宙飛行士が採血や歯科

油井 宇宙には医師も検査技師もい

チェックはどうするんですか。

吉澤

たです。

くっていたので非常にやりやすかっ

は常に寝ているぐらいの活動量しか

いで修復するかなど知っていますか

電話などで対応できるようにしてい

年とでは帰還後の疲れやすさなどが

滞在も経験していますが、半年と１

いました。彼らは半年間程度の宇宙

てからの適応が大変だったと話して

調べていましたが、地上に帰ってき

テーションに滞在して、その影響を

の宇宙飛行士たちは１年間宇宙ス

が進んでいます。アメリカやロシア

油井 現在、世界各国の協力で議論

下の対策はどうするのでしょうか。

なります。そうなったときの筋力低

になれば宇宙での滞在は数年単位に

室伏 将来、月や火星に行けるよう

火星行きが実現したとき
人間の精神はどうなるか

らかもしれません。

ないので、常に絶対安静の状態だか

ら、アドバイスを聞くことで長く競

ますし、宇宙飛行士自身も緊急時に

松本

きないので、天井に足をつけて逆立

特殊で、地上のように重力を利用で

油井 宇宙で行う心臓マッサージは

受けています。

救命活動ができるよう地上で訓練を

宇宙にいる間のメディカル

技が続けられたのだと思います。

地上の医師と患者の関係と同じ
何年もかけて信頼関係を築く

ジャンの関係も同じです。宇宙飛行

ちするようにして心臓マッサージを

宇宙飛行士とフライトサー

士はミッションの２年ぐらい前にア

ことがあります。ロシアのボストー
ク時代から現在のＩＳＳまで調べて
解析したところ、１００日で約２・
４％体重が減少していました。宇宙
では骨量だけでなく、筋肉や脂肪も
減ります。ですので、数年単位で宇
宙に行くようになった場合は、スタ
ミナ不足なども懸念されるかもしれ
ません。
吉澤 長期滞在での一番の不安は身
か。

体的な面と精神的な面とどちらです
ら、
数年単位で宇宙に行くとなると、

ので、理想的な場所ですよと。結構

は細くなるし、ウエストも細くなる

言うのは、宇宙では身長も伸びて足

身長も伸びます。女性の方々によく

ので少し 細くなりま す。それに、少し

た。足はほとんど使っていなかった

油井 私が疲れたのはやはり足でし

か。

吉澤 フィジカルとメンタルの両面

は増すと思います。

成り立ちません。そうなると孤独感

かってしまうので、電話での会話は

だと光が往復するだけで時間がか

族に電話もできますが、火星レベル

油井 そうですね。今は宇宙から家

なります。

ると思いますが、火星では状況が異

るのではないかと考えています。Ｉ

代謝が良くなるので、たくさん食べ

でトレーニングが必要だということ

あります。

てもあまり太りませんし。顔はちょっ
ですね。

ＳＳは地球の周りを回ってるので、

と膨れてしまいますけれど、その分

油井 室伏さんもそうだと思います

吉澤 そのときに感じる疲れは全身

シワは伸びますなんて話も
（笑）
。

が、運動の場合はいかにケガをしな

何かあれば帰れるという安心感があ

松本 実際の話をすると、私は宇宙

いかが大切ですよね。鍛えようとし

の疲れとして感じているのでしょう

身体的には放射線の影響で

松本

宙開発事業団（NASDA）に入社。2005年米国ラ
イト州立大学大学院で航空宇宙医学修士号取得、
JAXAフライトサージャンとして数々の宇宙ミッショ
ンをサポート。2016年より東京医科歯科大学客員
教授に就任。

人工的に重力を作り出す装置などが

1990年東京医科歯科大学医学部医学科卒業。医
学部附属病院等の神経内科で臨床と研究に従事
し、1997年同大学院博士課程修了。2001年宇

す。もうひとつ、心理的な影響もあ

MATSUMOTO Akiko

必要になりますし、まだまだ課題は

松本暁子 氏
での体重減少に関して論文を出した

て強度を上げすぎるとどこかで無理

します。これは地上では訓練できな
いので、宇宙に行ってすぐ練習をす
るのです。

地上の医学を宇宙で実験
実験成果を地上の医学に応用
吉澤 宇宙は老化促進モデルとして
利用できるようですが、地上の臨床
に活かせるような研究はありますか。
松本 必ずしも地上での老化と同じ
ではないですが、大腿骨など下肢の
骨に関しては地上の骨粗しょう症の
患者さんの約 倍の速度で骨量減少
が進むことが分かっています。上肢
はそれほど減少しません。そこで、
ビスフォスフォネートという骨粗
しょう症の薬を使って予防の研究を
しています。宇宙から地上という一
方向での研究ではなく、双方に影響
し合う研究をすることが重要です。

東京医科歯科大学
教授／スポーツサイエンスセンター長

サインされ、その少し後から私たち
もクルーサージャンとして担当しま
す。そこからのお付き合いになるの
で、わずかな体調の変化なども分か
るようになり、宇宙にいても大体様

10

1974年静岡県生まれ。1997年中京大学卒業後、
ミズノ株式会社入社と同時に中京大学大学院体育
学研究科に入学。2008年同大学院博士課程修了。
2014年より現職。東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員会スポーツディレクター。ハン
マー投げ選手として、日本陸上競技選手権で20連覇
（2014年）
、2011年世界陸上で金メダル、2004
年アテネオリンピックで金メダルを獲得。

MUROFUSHI Koji

子は把握できる。それくらいに信頼
関係が強いのです。
油井 信頼関係がないとなかなか相
談できませんから。私の場合は松本

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
有人宇宙技術部門
フライトサージャン

宇 宙で適 応できる人 間の
ポテンシャルの高さを信じ
スポーツの面から貢 献できることを
（室伏）
考えていきたい。
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先生に家族も含めて面倒を見ていた
だ い て、 な ん で も 言 え る 関 係 を つ

室伏広治

医 師という経 歴は
宇 宙 飛 行 士としても強みになります。
興 味がある人は
（松本）
ぜひチャレンジしてみてください。

特集 1

宇宙と医学

人類の明るい未来のためにできること

は効果がありそうですか。

室伏 トレーニングによる健康維持

り力を入れていまして、宇宙飛行士

験棟「きぼう」では医学研究にもかな

油井 ぜひお願いします。日本の実

すね。

宙医学に役立つことがあるといいで

宇宙での実験のことを知っていただ

す。そのためにも、たくさんの人に

デアを出してほしいと思っていま

医学の専門家からもいろいろなアイ

岐にわたって進められていますが、

油井 このように興味深い研究が多

ようです。しかし、重力があるとい

骨に振動を伝えるほうが効果がある

動が伝わりにくいのですが、走って

油井 はい。自転車運動では骨に振

がさらに遠くに行くための研究をや
きたいです。

上に還元して、新しい薬を開発する
など地上の方々が長く健康に生きら

吉澤 宇宙では放射能被ばくも大き

います。

で、それぞれでの飼育実験も行って

０Ｇと１Ｇの比較実験ができるの

の飼育も始めました。
「きぼう」
では

あるのです。最近では宇宙でマウス

すが、どうしても重力がある状態で

開発できないかと頑張ってきたので

かもしれません。私たちもなんとか

油井 全く新しいスポーツができる

るかが重要です。

と、重力の問題をどうやって克服す

室伏 スポーツと宇宙ということだ

れることに貢献したいという目的も

いので、遺伝子への影響があるかも
考えてしまうのです。

た 年間宇宙に滞在した宇宙飛行士

松本 先ほど油井飛行士が話してい

調べていきます。

えるか超えないか、といったことも

始まりました。その変異が世代を超

マウスの遺伝子変異を調べる研究も

油井

難しいです。少しでも力が加わると

ではそれよりも止まることのほうが

油井 理論的にはありますが、宇宙

ありますか。

を借りないと動けなくなることなど

メージしにくいですが、誰かの助け

室伏 私は行ったことがないのでイ

まだ始まったばかりですが、

しれませんね。

東京オリンピックに向けて
宇宙と医学にできること

ると同時に、宇宙での実験結果を地

うことが素晴らしく、立ったり座っ
たり、バランスをとったりというだけ
で重力に逆らい運動することになり
ます。ですから、人間にとっては重
力の中で暮らすことが一番の健康維
持方法なのかもしれないと思います。
吉澤 東京医科歯科大学の研究が宇

いって下を探せばいいのではなく
て、どこに飛んでいくかまるで分か
らない。だから、よく物をなくしま
した。
松本 室伏先生はご自身がメダリス
トでありますし、
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会
のスポーツディレクターをされてい
ますが、我々も２０２０年の東京オ
リンピック・パラリンピックに向けて
何かできないかと考えているのです。
油井 ロシアのソチで冬季五輪を開
催 し た と き は、 聖 火 を １ 回 宇 宙 に

ろんフライトサージャンという道も

松本 宇宙飛行士でなくても、もち

者もみんな訓練は受けています。

うこともありますから、医師でない

は言っても、彼が病気になってしま

たちはとても心強かったです。そう

宇宙飛行士も元医師だったので、私

油井 私と宇宙に行ったアメリカの

になります。

行士にとって医師のキャリアは強み

は医学的判断ができますし、宇宙飛

ます。医師の経験がある宇宙飛行士

将来宇宙飛行士になる可能性もあり

歯科大学で勉強している学生さんが

医師が何人かいますが、今東京医科

松本 日本でも宇宙飛行士になった

で、
医学利用の道も開けるはずです。

す。宇宙について知ってもらうこと

宙を利用する時代に入っていきま

れからは宇宙に行くだけでなく、宇

油井 それはぜひお願いします。こ

味を持つ学生も現れると思います。

学などの講義をしてもらえれば、興

ければ、お二人に宇宙開発や宇宙医

一緒に考えていきましょう。もしよ

ＡＸＡとでどんなことができるか、

吉澤 まずは東京医科歯科大学とＪ

帰っていましたね。

持っていって、それからまた持って

ら出てきます。

れています。この研究成果はこれか

遺伝子を持つ双子での研究が進めら

遺伝子にどんな変化があるか、同じ

ＮＡＳＡでは、宇宙に長期滞在して

は、
実は一卵性の双生児なんですよ。

本日はありがとうございました。

交換しながら進めていきましょう。

ないことばかりです。お互いに情報

吉澤 私たちも宇宙については知ら

ければと思います。

の形で宇宙と関わるように進めてい

る最先端の研究についても、何らか

ある東京医科歯科大学で行われてい

ように思うのです。そして、母校で

れは宇宙飛行士に似たところがある

といったことに興味があります。そ

で最高のパフォーマンスをするのか

ベーションを維持して、晴れの舞台

活躍されている方がどのようにモチ

る役割ですが、スポーツの第一線で

松本 私は宇宙飛行士をサポートす

きたいと思いました。

に貢献するような取り組みをしてい

あるスポーツの面から体と心の健康

シャルの高さを信じて、私の専門で

知 り ま せ ん で し た。 人 間 の ポ テ ン

せて、ここまで順応できるのだとは

室伏 人間が宇宙という環境に合わ

たちも学びたいところです。

で、スポーツサイエンスの知見は私

から特に重要になると思いますの

す。特にスポーツサイエンスはこれ

作れるようなトレーナーが必要で

に行ったときの運動の処方、両方を

す。地上でのトレーニングと、宇宙

いってしまいます。なくしたからと

く な ど し な い と、 ど こ か に 飛 ん で

スナーのようなもので体につけてお

とでした。
物を置けないので、
面ファ

に一番大変なのは物をなくさないこ

動いてしまうので、宇宙にいるとき

油井 スポーツトレーナーも重要で

ありますよ。
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ISSに設置された日本初の有人実験施設「きぼう」の
模型。
「きぼう」はISSの中でも最大の実験モジュー
ルで、船内実験室では微小重力環境や宇宙放射
線などを利用した科学実験が行われている。
室伏教授がハンマー投げ競技で使用していたハン
マー。重さは約7kg。ハンマーには1m程度のワイ
ヤーがついている。

