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本年10月31日から2週間にわたり、英国グ
ラスゴーで第26回国連気候変動枠組条約
締約国会議（COP26）が開催され、先進各
国の代表が2050年までの自国におけるネッ
トゼロ達成や途上国への支援増額を表明し
ました。日本、アメリカともに岸田新首相、バ
イデン大統領以下大勢が参加し、120以上
の国、地域の代表、オブザーバー、メディア
も含み全体で4万人以上が集まる大きな会
合でした。中国の習近平国家主席の不参
加や、石炭火力発電については廃止では
なく削減への努力を加速させるといった表
現に留まる等課題も残りましたが、気候変動
対策を行っていく上での課題であった、
カーボンクレジット市場の国際運用ルール
の合意、更なる排出削減等様々な成果もあ
がっています。次回第27回会議（COP27、
来年11月にエジプトで開催されます）に向
けて、各国は更なる削減加速を含めた対策
を具体化させていくことになります。
さて、気候変動対策の話の中で、COP26
を含めてネットゼロ、とかカーボンニュートラ
ルという言葉がよく使われます。実際にこの
問題への対応に関わる仕事をされている方
も多いのではないかと思いますが、石油や
ガスの生産、化学プラントを多く有するテキ
サス州は気候変動に大きな影響を持つ二
酸化炭素の排出量は米国内でも最大（実に
13.7％を占めます）であり、州としても、また
ヒューストン市としても喫緊の課題の経済の
観点からも、この気候変動問題に対して、
ネットゼロ社会の実現をリードしていこうとい
う動きが聞かれています。今回はこの動きを
皆様と共有させて頂きたいと思います。
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は、CO2だけでなく、下図にあるようにメタン、フ
ロンなどの大気圏に残り赤外線の一部を吸収す
ることで温室効果をもたらす気体のことで、地球
温暖化の主な原因と言われています。他にも水
蒸気等も温室効果を持っていますが、人為的な
排出ではない事から一般的には区別して考えら
れます。
産業革命以降の温度上昇を1.5度以内におさ
えるという目標を達成するためには、2050年まで
に世界全体で人為的に排出される温室効果ガ
スの排出をネットゼロとする環境負荷の低い社
会の実現が必要とされています。
Overview of Greenhouse Gases | US EPA

温室効果ガスのネットゼロ排出のイメージ

ネットゼロとは
まずはネットゼロとはなにか。ネットゼロとは「温
室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」こ
と、つまり「排出量から吸収量を差し引いた、実
質の温室効果ガス排出量がゼロ」となることで
す。カーボンニュートラルは「排出量」ではなく
「状態」を示しているとの違いはあるものの、ほぼ
同じ意味で使われています。「温室効果ガス」
目 1…ネットゼロ社会へ向けて
2…理事委員会議事録
次
3…ネットゼロ社会（続き）・駐妻日記

出典：環境 | 日本のエネルギー 2020年度版 「エネ
ルギーの今を知る10の質問」 ｜広報パンフレット｜
資源エネルギー庁 （meti.go.jp)

4…常設委員長紹介
5…部会長紹介
6…COVID-19時系列

ネットゼロ実現に向けた対策：削減
ネットゼロを実現するには、排出量を削減する
努力と同時に吸収量を増加する努力が必要と
なっています。米国政府も補助金・税制優遇と
いった制度や規制を通じて、排出量削減と吸収
量増加に向けた取組みの促進を図っています。
先ずは排出量削減に向けた具体的な取り組み
は以下の３つがあげられます。
①エネルギー消費量削減
所謂省エネと呼称されるものです。効率の良
い機器の導入であり、また建物の断熱による保
温効果、デジタル戦略等による操業の最適化等
も含まれます。石油ガス業界では、開発段階に
おけるメタンの漏洩量削減、不必要なフレアリン
グ（開発段階で発生する少量のメタンを強制燃
焼させる事で処理する事が多くあります）の削減
等に活発に取り組んでいますが、これも広義で
はエネルギー消費量削減といえます。
②電力の再エネ化
石炭・天然ガスなどの化石燃料を用いた火力
発電から太陽光・風力・水力・地熱等を使った自
然エネルギーを用いた再生可能エネルギー発
電へとシフトさせる事で化石燃料の燃焼に伴い
発生する二酸化炭素の削減が可能になります。
但し、自然エネルギーは天候に左右されるなど
の問題を有していることから、長期蓄電が可能
な大型蓄電池の開発等が同時に必要となって
います。
③電化とクリーン燃料の導入
例えば、自動車のEV（電気自動車）化促進は
想像以上の速度で進んでいます。他にも油ガス
の掘削リグ、水圧破砕用機器の電気化等積極
的な取り組みを各企業は行っています。但し、
電化による排出量削減には「②電力の再エネ
化」が前提となる点は注意が必要です。クリーン
燃料として注目されているのは水素です。先月
号のガルフストリーム記事が詳しく書いています
が、二酸化炭素を出さずに発電用途、熱源等
様々な用途があります。

7…COVID-19感染者アンケート
8…気ままなフォトアルバム
9…ピーカンキッズ・X’masスペシャル

(3ページへ続く）

10…テキサスメディカル
11…JASH BASH・告知
12…知っとん・Houston Walker・編集後記

令和3年度（2021-2022）11月度 商工会理事委員会 議事録

会員限定
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（続き）
ネットゼロに向けた対策：吸収
次に吸収という観点から見てみますと、例えば農林分野では森林保
護/育成による二酸化炭素吸収促進、牛などの排出物から発生するメタ
ンを回収する事でのメタン排出削減などが挙げられます。他にも、二酸
化炭素をコンクリートの中に吸収させる等のCCU（Carbon Capture &
Utilization）といわれる手法も近年活発に研究がされています。更には、
排出された二酸化炭素を回収して地下に埋めてしまうという手法も世界
各地で既に始まっており、地下の二酸化炭素収容容量の大きさもあり、
また一般的な天然ガス採掘で使うのとほぼ同じ技術で実行できる手軽さ
もあり、環境評価の課題は残るものの今後活発化していく事が想定され
ています。
大手石油ガス企業の取組み
Energy Capital of the Worldといわれるヒューストンでも、この潮流の中
で特にオイル＆ガス産業においても積極的な取組が始まっています。
オイルメジャーの排出削減目標は各社各様ですが、再エネ資産の取り
込み、既存化石Energy Capital of the Worldといわれるヒューストンでも、
この潮流の中で特にオイル＆ガス産業においても積極的な取組が始
まっています。オイルメジャーの排出削減目標は各社各様ですが、再エ
ネ資産の取り込み、既存化石燃料資産との入替を積極的に進める欧州
系メジャー（Shell、bp等）と比較して、上述したメタン排出削減・フレア削
減、電化を含めた省エネといったどちらかというと地に足の着いた取組
が目立つ米系企業との印象がありますが、各社水素をはじめとした新エ
ネルギーの開発、もしくはCCS（Carbon Capture & Storage）と 呼ばれる
排出されたCO2を回収して地下に貯蔵する案件に関するアナウンスが

駐妻のヒューストン日記
第206回 大塚なほ子 さん

3人の子供と共に、主人の待つヒューストンの地へ初めて降りたった日、
世界1位の幅を誇る片道13車線道路とジェットコースターのようなハイウェ
イを目の当たりにして、私のここでの目標は「無事故！ただそれだけ！」と
心に決めました。ところがある日突然車のおしりをゴッツーンと当てられ、
そんな夢も儚く砕け散った4年目の秋です。
海外駐在は2回目となります。前回の赴任地インドでは「自由に車を運
転できない」「宗教上の理由からお肉が自由に買えない」等、とにかくでき
ることが限られた土地でした。それを経てのヒューストン赴任。あまりの自
由さに、逆に不安を覚えた記憶があります。世界中どこにいても同じはず
なのに「選択肢があり、自分で決めることに責任が伴う」渡米時はそれを
強く実感していました。今となれば、だからこそ楽しい！と思えるのです
が。
赴任してすぐに、これから頑張ろう！の意味を込
めて家族でディズニーリゾートへ行きました。そし
てその1週間後、本物のジャングルクルーズを経験
することとなりました。500年に1度の水害、ハリケー
ンハービーです。渡米して3週間、日本からの船便
も届かないうちに当時の住居から強制退去命令。
ボートで救出されることとなりました。子供たちは新
しいスクールに3日行っただけで、また1ヶ月休校、
そんなスタートでした。右も左もわからない土地で
の避難生活は今思えばやはり大変だったし、もう2
度と経験したくないですが、それによって得られた
ものも確かにありました。一緒に励ましあったご近
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目立つようになりました。例えば、早くにネットゼロを宣言し、脱炭素取組
の先端を走っている欧州系のShellは、カリフォルニア州の再エネ小売
のInspire を買収する一方でテキサス州のシェールオイル／ガス資産を
売却するなど、ポートフォリオに占める化石燃料の割合を下げていま
す。米系ではついにChevronがネットゼロを宣言し、再エネから製造され
る「グリーン水素」事業に取り組むべく三菱パワーが主導するユタ州にお
けるプロジェクトへの参画を発表しました。さらに最大手のExxonです
が、ネットゼロこそ宣言していないものの、お膝元であるヒューストン沖に
1000億ドル規模の洋上CCSハブを建設する構想を発表しています。最
近のメキシコ湾の鉱区入札で獲得した50万エーカーを超える鉱区も、
CCSハブに向けた準備と目されています。
また、業界全体の傾向として、脱炭素社会に移行するまでのトランジ
ション燃料として化石燃料の中でも炭素排出係数の小さい天然ガスへ
の注力が見て取れます。天然ガスの直接利用に加えて、天然ガス改質
による水素製造時に発生する二酸化炭素をCCSで処理することで「ブ
ルー水素」、派生品としての「ブルーアンモニア」等の低炭素エネルギー
を製造しようという動きも活発になっています。
弊社も 今年10月18日に「カーボンニュートラル社会へのロードマップ」
において、温室効果ガスの2030年度半減・2050年ネットゼロを発表致し
ました。その中で、次世代エネルギーシステムの社会実装とその移行期
間における天然ガスの安定供給を両立するエネルギー・トランスフォー
メーション（EX）の達成のための投資を行っていくことを表明しておりま
す。ネットゼロ社会の実現に向け、ヒューストンの皆様とアイディアを出し
合い、米国、日本、また世界全体の課題の解決の一助となるよう取り組
んでいければと考えています。
( Mitsubishi Corporation (Americas) ,
Mitsubishi International Corporation
相澤 稔)

所さん、助けてくれる友人、そして家族がいたから乗り越えることができま
した。それから大寒波やコロナ、とにかく経験値を上げさせてくれるヒュー
ストン生活です。皆さんの情報に本当に助けられています。
子供たちはスポーツを頑張っています。季節ごとに様々なスポーツを
体験できるこちらのシステムは色々な可能性を試すことができて本当に
いいな、と思います。また、娘の想定外の入院があり本場アメリカのチー
ム医療を肌で感じることができたのも今となってはいい経験です。通訳シ
ステムも充実しているので、安心して治療を受けることができました。
アメリカ生活で確実に自分の中で価値観が変わったな、と思うことはボ
ランティアについてです。日本ではあまり育てることができなかったボラン
ティア精神ですが、こちらではあまりにも当たり前なので自然と「誰かのた
めに」という感覚が持てるようになりました。飼い主のいない犬のフォス
ター（一時里親）をさせてもらったことは、私にとっても子供たちにとっても
本当にいい経験です。
残りの駐在生活も1日1日を大
切に、出会えた方々との繋がり
を大切に、楽しんでいきたいと
思っています。
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広報委員長
＜ガルフストリーム編集長＞
Japan Oil, Gas and Metals National
Corporation (JOGMEC)

稲田 徳弘

常設委員長

企画・調査委員長

文化委員長

＜商工会主催の各種セミナー＞

＜ピクニック主幹事＞

Japan External Trade Organization
Houston (JETRO)

Kuraray America, Inc.

桜内 政大
セミナーの企画、運営を担当しています。昨年度は新型コロナの影響で全
セミナーがオンライン開催でしたが、事務局の皆さんのご支援で、リアルにも
負けない運営ができたと思います。とはいえ、面談、会議、商談イベントなど
がリアルに戻る中、対面コミュニケーションの価値の大きさを実感していま
す。そろそろ対面型のセミナーを再開できたらと願っています。
出身は仙台、育ちは新潟。JETROでは医療機器の海外展開支援や、安
倍政権の1期目、2期目の2回、内閣官房で仕事をさせて頂くなどしました。ワ
シントンDC駐在の2005年、大リーグ全30球団の球場で野球観戦の記録有
り。テキサス独立戦争の史跡めぐり、ウィスキー醸造所めぐり、ハンバーガー
にステーキ、パイの食べ比べ、テキサス名物のロングホーンやプレーリードッ
グにも会えるサファリめぐりなど、魅力の尽きないテキサスの休日を満喫中で
す。

鈴木 一
日本商工会と日本人会共催のピクニックの主幹事を担当いたします。ピク
ニックは、ヒューストン郊外の観光牧場に約1,000人が集まり、子どもたちお
楽しみのゲーム、バウンスアトラクション、子供動物園、各団体でのバーベ
キュー、豪華賞品のラッフル抽選と、盛りだくさんの一日を過ごす一大イベン
トです。2年間開催できませんでしたが、来年は開催できることを願っており
ます。安全第一に運営を行い、参加されたご家族みなさんが笑顔で帰る一
日にしたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
私は皆様の中でヒューストンの赴任期間がたぶん一番長いと思います。ハ
リケーン、洪水、コロナ、大寒波といろいろありましたが、ヒューストンがそのた
びに助け合って乗り越え、ダイナミックに成長を続けるのを見てきました。常
に前向きに前進していくこと、大切なことですね。

教育委員長

生活・情報委員長

＜日本語補習校 運営委員長＞

＜お助けマップ・読み聞かせ・あそぼーかい＞

Mitsubishi International Corporation

Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc.

伊藤 嘉則

根本真樹子

2019年3月に着任してから早3年、以前駐在していたNYと比べてどうです
か？と聞かれることが多いヒューストンですが、のんびりした空気感、人々の
優しさも相まってとても快適に過ごさせて頂いております、と応えています。
ご家族連れには最高の環境ではないでしょうか？
そのご家族の心配事、関心事でもある補習校運営に関わる教育委員長で
すが、前任の松野委員長から緊急登板的に引き継いだものの、補習校運営
はコロナの影響をもろに受けました。しかしながら運営委員会の委員の皆
様、校長先生を始めとする教職員の皆様、保護者の皆様が三位一体となっ
て取り組んだお陰もあって、昨年のオンライン授業への移行、そして本年9
月からの対面授業への再開を全米でもいち早く対応出来、子供達の学びの
場を継続することが出来ました。この場を借りて皆様の献身的な取り組みに
御礼を申し上げたいと思います。
右肩上がりとなっていた補習校の生徒数の増加もひと段落をしている状況
で、今後商工会でも財政状況を報告し、どのような形でサポート頂けるかも
議論出来ればと思っておりますので何卒宜しくお願い申し上げます。
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広報委員長を拝命して半年が経ちました。
事務局各位そしてボランティアで参加して頂いている編集委員の皆様に
リードしていただきながら、商工会広報誌「ガルフストリーム」を毎月発行して
います。
コロナ禍も下火になり、ようやくin-personでのイベントも始まり出しましたが、
冬に向けてまだ油断は禁物です。まずはビジネス関連の記事の充実を図り
つつ、皆様に興味を持ってもらえるような紙面にしていきたいと思っていま
す。
毎月の編集会議もまだオンラインですが、対面での会議を早く実現させた
いところです。
ヒューストンへは家族で赴任してきました。20年ほど前に家族で暮らした時
と比べると、日系のお店が増えているのには驚きました。
こちらでは、コロナ禍が収まるにつれジム通いも身近なものに感じられ、お
腹に肉がつきすぎないよう、ワークアウトしています。ゴルフは全くのビギ
ナーですが、日本より安価で気軽に楽しめるので、帰任までには「趣味はゴ
ルフ」と言えるようになりたいと思っています。

生活情報委員会の傘下では、現在「お助けマップ」、「あそぼーかい」、「絵
本読み聞かせの会」の3つのグループが活動を行っております。パンデミック
後もZoomのビデオ会議を利用して活動を継続しました。生活情報委員会の
年間行事となっております古本市もまた、旧年度は2回開催することができま
した。
私個人の生活もコロナがきっかけで大きく変わりました。いつか行ってみた
い場所だったアメリカの国立公園への旅を2020年12月に実現、一回こっきり
の旅行になるはずが、すっかりアウトドアにはまってしまい、国立公園を巡る
旅がスタートしてしまいました。
コロナ過で制限はあっても、「できること」以上に「やってみたいこと」が増え
たことで、コロナは今まで知りえなかったことに出会うきっかけを作ってくれま
した。生活・情報委員会もまた、「やりたいこと」「やってみたいこと」をテーマ
に皆様といっしょに活動していきたいと思っております。今後とも、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
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鉄鋼部会長
Nippon Steel North America, Inc.

小倉 智彦

部会長

2021年10月末にヒューストンに赴任して早いもので1年が経過しました。8
月にはコロナ感染者が急増する局面も有りましたが、日本に比べて感染者
が多くても経済再開後は、ほぼ普通の生活を楽しんでいるヒューストンの
人々のおおらかさが魅力的な街です。
米国駐在は2度目になります。20年前に駐在したシカゴも大好きな街でし
たが、最近では米国内出張からインターコンチネンタル空港に戻ってくると
家に帰ってきた安心感を感じるようになりました。でも片道5車線もある高速
道路はサーキットの様で未だ慣れません。
商工会では昨年度から引き続き鉄鋼部会長を務めさせて頂くことになりま
した。コロナ禍が長引く中で活動にも制限がありますが、商工会を通じて地
域に貢献出来ればと思います。宜しくお願い致します。

物資・化学品部会長

機械･電子部会長

Nippon Shokubai America Industries, Inc.

Satake USA Inc.

林 辰徳

吉政 元晴

今年1月1日にヒューストンに赴任しました。海外赴任は初めてで、かつコロ
ナ禍での海外生活ということで最初は大変苦労しましたが、5月には家族を
迎え入れ、ようやく生活の基盤が整ってきたところです。週末にはロードバイ
クでサイクリングを楽しんでおりますが、ここヒューストンは日本よりも暖かいた
め年間通じて趣味を満喫出来そうです。また家族と色々なところに旅行に出
かけて米国生活を更に充実したものにしたいと思います。
商工会ではゴルフコンペの担当をさせて頂くことになりました。昨年は中止
となったコンペも今年は大変喜ばしいことに再開することが出来ましたので、
コロナの情勢を見ながら次回も皆様に楽しんで頂けるようなコンペを開催す
ることで、ヒューストンにおける日本人同士の交流に微力ながら貢献出来るよ
う努めて参ります。これからどうぞ宜しくお願い致します。

本年度から機械電気部会長を務めさせていただくことになりました。
私は2019年夏に当地へ赴任し、早いもので2年以上が経過しました。最初
の半年間は新生活に戸惑うことも多く、ヒューストン在住の日本人の方々に
助けていただき、2020年からはコロナ禍で人との出会いが制限される中で、
地域における人との繋がりを以前より大切に感じるようになりました。
今年度から、徐々にイベントや行事が通常通りに開催されるようになろうか
と思います。微力ですが、商工会の活動を通じて在米日本人の交流の場を
提供できるように努めて参りますので、どうかご支援を賜りますよう御願い申
し上げます。

運輸･サービス･金融・貿易部会長

エネルギー部会長

MOL Chemical Tankers America, Inc.

ENEOS Americas Inc

藤原 昌平

山村 智

ロンドンでの6年間の駐在を経て、2014年3月にヒューストンに赴任して参
りました。海外駐在生活も気付けば13年と8ヶ月、大分長くなってきたなとし
みじみ思う所であります。
社会人になってから友人の勧めで始めた波乗り、イギリスでもロンドン市
内から片道4時間かけてデボン州にあるお気に入りのポイントまで通う程は
まっていましたが、残念ながらメキシコ湾に面したヒューストン界隈でまとも
な波が立つ所も無く、波乗りに代わる新たな趣味としてゴルフを始めまし
た。当初は打ちっ放しやレッスンにも通って本格的に上達しようと頑張って
おりましたが、最近ではスコアにそこまでとらわれず気心の知れた友人達と
楽しくラウンドする事をモットーにゆるくやっています。
仕事上日本人の方と接する機会も少なく、また日本人コミュニティとの繋
がりも個人的な知人・友人を除けば殆ど無いまま今までやってきたので、こ
れを機に皆様とお付き合いをさせて頂けたらなと思っておりますので宜しく
お願い申し上げます。
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2018年4月にヒューストンに赴任して、既に3年半以上たちました。エネル
ギー部会長は、2018年度に半年間のみ経験しており、今回が2回目になりま
す。
ヒューストンに来てからバスケットボール観戦が好きになり、コロナ前にはト
ヨタセンターにヒューストン・ロケッツの試合を何回も見に行っていました。コ
ロナ以降はTV観戦ばかりになってしまいましたが、これからは再度会場に足
を運ぼうと思っています。チームは有力選手が抜けて再建途上ですが、きっ
と以前以上に強くなると信じて応援しています。
テキサス会ゴルフコンペは、昨年度9月に2年ぶりに開催できましたが、新
年度も開催の予定です。全てのイベントが元通りになるにはまだ時間がかか
るかもしれませんが、まずは一人でも多くの方に、会員同士の時間を楽しん
でもらいたいと考えております。
自分自身のゴルフは進歩がなく困っていますが、無理をせず、一緒に回る
方に迷惑をかけず、スコアにこだわらず、を心がけてプレーをすることを目標
にしております。（全て反省に基づいた目標ですが）
今年度は商工会がポスト・コロナの新しい活動に向けて動き出すと信じて
おりますが、エネルギー部会長の仕事を通じて少しでもそれに貢献したいと
考えております。よろしくお願いします。

5

新型コロナウイルスCOVID-19 時系列データ
世界
7日 WHOが中国シノファームのワクチンを緊
急使用のリストに追加

米国

2020年12月号・2021年5月号に引き続き、ガルフストリーム編集部では2021年
5月から2021年11月における新型コロナウイルスに関連した出来事について、
時系列でまとめました。（編集部）

テキサス州・ヒューストン
1日

8日 インド で1日の死者が4000人を超える
9日 EUがアストラゼネカのワクチンの追加発
注はしないと発表

8日
10日 FDAがファイザーとビオンテックのワクチン 12日 12歳～15歳のワクチン接種が始まる
の緊急使用許可の対象年齢を、これまで
の16歳以上から12歳以上に引き下げるこ
とを承認
13日 CDCがワクチン接種が完了すればマスク 17日 ハリス郡のコロナ脅威レベルがLevel 2に
やソーシャルディスタンスの確保なしで活
下がる
動できるとする新たな指針を発表

商工会関連
バーチャルウォーキング大会を5月中開催 7日
図書館は火木土の予約制で開館継続
日本語補習校は、リモート授業を継続
読み聞かせの会がオンラインで開催
9日

12日 あそぼーかいがハイブリッド形式で開催

24日 国務省が日本への渡航中止勧告
25日 成人の半数以上がワクチン完全接種

27日 バイデン氏、新型ウイルスの発生源に関
し追加調査を指示

6月

1日 イギリスが1日当たりの死者数を「ゼロ」と
発表
16日 デルタ株蔓延のためイギリスは、6月12日 8日
に予定していた規制緩和を1か月延期
26日 デルタ株蔓延のためイスラエルは屋内の 23日
マスク着用を義務化
オーストラリア シドニーではデルタ株蔓延
のためロックダウンを開始
27日 デルタ株蔓延のためモスクワで114人の死 24日
者（過去最多）。ロシア製ワクチンの不信
が強く接種率は2割

北海道、岐阜県、三重県へまん延防止等
重点措置を適用
11日 宮城県のまん延防止等重点措置を解除

19日 5月度理事委員会をWeb会議形式で開催 12日 愛知県、福岡県に緊急事態宣言を発令

20日 あそぼ―かいがハイブリッド形式で開催

2021年
5月

日本
4都府県の緊急事態宣言を31日まで延長
し、愛知 福岡の追加を決定

28日 ハリス郡のコロナ脅威レベルがLevel 3に
下がる

21日 厚生労働省がモデルナとアストラゼネカ
のワクチンを正式承認
23日 沖縄県に緊急事態宣言
愛媛県のまん延防止等重点措置を解除
24日 東京と大阪でワクチン大規模接種セン
ターでの接種が始まる
J&Jのワクチンを日本で承認申請
東京都でインド型変異ウイルスのクラス
ターを初確認
28日 北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪
府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及
び沖縄県への緊急事態宣言延長（6月20
日まで）を内閣府が発表
30日 ファイザーのワクチン接種対象が12歳以
上に拡大
3日

国務省は、日本への渡航を中止勧告から
再考へ緩和
CDCは、mRNACOVID-19ワクチン接種
25日 Williamson Countyで、3件のデルタ株検
後の心筋炎および心膜炎の関連性を発
出を報告
表

沖縄県が、県立学校を原則、来週7日か
ら2週間、休校にすることを決定
12日 読み聞かせの会がオンラインで開催
17日 沖縄県の緊急事態宣言の期間延長（7月
11日まで）を内閣府が発表
16日 6月度理事委員会をWeb会議形式で開催 21日 北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪
府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県へ
の緊急事態宣言は、蔓延防止措置へ（7
月11日まで）

ニューヨーク州で非常事態宣言を解除

19日 イギリスはコロナの規制を撤廃

7月

19日 ロサンゼルスでマスク着用義務化
12日 東京都が8月22日までの期間、4回目の
緊急事態宣言
20日 オーストラリア ビクトリア州でロックダウンを 20日 イギリスへの渡航を規制
延長
27日 イギリスのコロナ感染者数が6日連続で減 29日 米国疾病予防管理センター（CDC）は7月 22日 ハリス郡のコロナ脅威レベルが再びLevel 21日 7月度理事委員会をWeb会議形式で開催 21日 コロナの状況が改善しない中、無観客で
少。デルタ株によるピークを越えた可能
27日、新型コロナウイルスの変異株である
2に上がる
オリンピックが始まる
デルタ株による感染増を受けて、感染拡
性、との報道＠ニューズウィーク
大地域（注）ではワクチン接種完了者で
あっても屋内ではマスクを着用するようガ
イダンスを変更した。ワクチン接種完了者
のマスク着用は原則不要とした5月13日以
来の方針変更となる。
3日 ワクチンが効いているから？ イギリスでは 3日
デルタ株の感染者が急増も、死者は増え
ず

8月

ニューヨーク市長がデルタ株の感染拡大
を受けて、9月13日から米国初となる屋内 6日
施設利用にワクチン接種証明書提示義
務化を発表

3日
デルタ株の感染拡大により、ハリス郡のコ
ロナ脅威レベルがLevel 1に上がる

5日 変異ウイルスの「デルタ株」の広がりによ
り、世界全体で感染者が2億人超えとな
り、感染拡大に歯止めがかからない状況
9日
続く
9日 フランス政府がデルタ株の感染拡大を受
け、飲食店や公共交通機関を利用する際 18日 バイデン政権が新型コロナウイルスワクチ 23日 HISDなどの現地校がマスクを義務化し新
にワクチン接種証明の提示義務化を開
ンの2回接種完了から8カ月が過ぎた18歳
学年をスタート
始、反対者23万人が大規模デモ
以上を対象に、9月20日以降に3回目の
25日 8月度常任委員会をWeb会議形式で開催
追加接種を始めると発表

テキサス州に居住・滞在する者が、日本
時間8月5日（木）午前0時以降に日本に
入国する際には、入国時に検疫所長の
指定する場所（検疫所が確保する宿泊施
設）において3日間待機することを求めら
れる
日本時間8月9日夜、オリンピック閉幕。選
手団のコロナ感染はうまくコントロールさ
れた（陽性率0.02％＠ロイター8月6日）
が、国内ではデルタ株が蔓延（開幕から8
月6日までに14万人の国内新規感染者＠
ロイター）。オリンピックを自宅で感染する
ことによる家庭内感染が広まったとの見解
も

26日 市の保健局がワクチン接種率上昇に向
け、新規接種者に最高150ドルの報奨金
を提供
4日
9日

9月

18日 先進国と途上国のワクチン接種の格差を
なくし、ワクチンの分配を加速させるよう
WHOが国際社会に訴える。アフリカ大陸
の接種率は人口の3％余り

29日 米ユナイテッド航空がワクチン接種を拒ん
だ社員593人を解雇へ

10月

有効なワクチン接種証明を保持する入
国・帰国者が入国時に陰性の場合は、自
主待機期間が14日から10日に縮小される
措置を実施

川上会長が総領事館を訪問し、水際措置 5日
緩和要望書を提出

政府が水際対策における新たな緩和措
置を発表、ワクチン接種済みかつビジネ
ス往来などの条件を満たした入国者の待
機期間を3日に短縮も運用上の問題で企
業関係者らから不満の声

27日 10月度常任委員会をメールによる書面決
議で開催、年次総会と懇親会はWeb会議
形式で開催

1日 新型コロナウイルスの死者が世界全体で 2日
500万人超え、米国１位、ブラジル2位、イ
ンド3位

4日

6

12日 ワクチン2回接種が人口の50％超になっ
たと政府が公表、 接種開始から7ヵ月

1日
19日 ブラジルのコロナ死者60万人超も、政府 21日 65歳以上などがファイザーとモデルナの
はカーニバル等の大規模イベントへの規
ブースター接種対象となる
制緩和
CDCが5～11歳の子供に対するファイ
ザー製新型コロナワクチンの接種を推奨
すると発表。

4日 ワクチン接種停滞によりWHOが欧州は再 8日 外国人の入国にワクチン証明が必須とな
びパンデミックの「震源地」と警告。欧州各
る
地でロックダウンなど規制強化に反発する
デモが勃発
19日 CDCが18歳以上の大人全員を対象にコ
ロナ・ブースター接種を推奨
26日 WHOは新たな変異株をオミクロンと命名、
感染力などの調査を開始

9日 政府が12日が期限となる緊急事態宣言
を19都道府県で30日まで延長と決定

19日 第570回テキサス会「合同杯」ゴルフコン 20日 テキサスからの入国において3日間の強
ペを今年度初めての大型対面イベントと
制隔離を解除
して開催
22日 9月度理事委員会をWeb会議形式で開催

5日
11月

日本語補習校が対面授業を再開

バイデン大統領がコロナ・ワクチンの接種
10日 「エグゼクティブコーチング」ウェビナーを
を義務化する「新アクション・プラン」を発
開催
表、従業員100名以上の企業もその対象 12日 ヒューストン地域のコロナ感染によるICU 17日 「バイデン政権の経済政策と中間選挙に
に
入院患者が14％に減少、5月31日以来初
向けた政治情勢」ウェビナー講演会を開
めて15％を下回る
催
18日 第2回古本市を予約制で開催

ハリス郡コロナ脅威レベルが2に下がる
17日 11月度理事委員会をWeb会議形式で開
催

26日 ハリス郡コロナ脅威レベルが3に下がる
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29日 オミクロン株蔓延に伴い、30日からの
外国人の入国を禁止
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COVID-19 感染者の声から学ぶこと
～今から出来る感染への備え～
中国・武漢で新型コロナウイルスの感染が確認されてから2年、ヒュース
トンも繰り返す感染の波にさらされました。私たち日本人のコミュニティー
も 無 傷 で は い ら れ ず 、 感 染 を 経 験 し た 人 た ち が い ま す 。 今 回 、Gulf
Stream編集部では感染経験者へのアンケート調査を実施しました。次の
感染の波に備えて何をしておくべきなのか、感染者の経験から得られた
知見を共有します。
1. アンケートの概要
今回のアンケートでは12名の方に協力いただきました。このうち入院に
まで至ったのは1件のみですが、自宅療養で済んだ方の中にも40℃近い
熱が出たケースがあります。感染のタイミングは昨年末から年初にかけて
と今年の7～9月に集中しており、どちらもハリス郡における新規感染者数
が増加した時期と一致します。このうち今年7～9月に感染した方は1名を
のぞいてワクチン接種完了済み、つまりブレークスルー感染でした。この
ことからワクチンを接種していても安心はできないということが分かります。
感染源に心当たりがあるのは7件で、うち3件が家庭内でのお子様から
の感染となっており、学校（現地校）での感染例1件と合わせて、学校を経
由した感染パターンが広がっていることが分かります。一方で感染源が思
い当たらないというケースも4割以上あり、いつどこで感染するか分からな
いという不安は残ります。
また感染前にとっていたコロナ対策を見るとマスク着用や手洗いの励行
など、多くの方が基本的な感染対策をとっていたことが分かります。決して
気を抜いていたわけではないのにかかってしまう、新型コロナの厄介さが
読み取れます。

2. 感染に備えて準備しておくこと
感染が分かってからの対策として多かったのが「感染者の隔離」です。こ
の時、単に部屋を分けるだけでなく、食事、トイレ、シャワー、洗濯などを
含めた生活動線を完全に分けるのは効果があるようです。部屋の間取り
やお子さんの年齢によっては完全な分離は難しいと思いますが、家庭内
で感染者が出た場合に備えてあらかじめイメージしておくと良さそうです。
なお療養中に急に症状が悪化した例もあり、自宅療養の場合でもすぐ
に医療機関に連絡できるようにしておきましょう。そのためにも元気なうち
からかかりつけ医 (Primary Care Physician (PCP))を持ち、定期的に健診
（Annual Checkup）を受け、かかりつけ医との関係を築いておくことが大事
です。症状、治療などのアドバイスが必要な時は自分で判断せずかかり
つけ医に指示を仰いでください。通常、診療時間外や休日でも
Answering Serviceなどで対応してくれます。息が苦しいなど緊急時には

911に電話をして救急車を呼びましょう。詳しく知りたい方は日本人会サイ
トの医療ハンドブックをご参照ください。
その他、感染者の体験からは以下の項目を準備しておくと、感染してし
まったときに有効だと分かります。
● 紙コップや紙皿、プラスチック製の食器などの使い捨てできるものを用
意する
● 体温計も2本以上用意する（感染者と感染してない人で分ける）
● 家庭用の検査キットを常備しておく（結果がすぐ分かり対策を打ちや
すい）
● 解熱剤やスポーツドリンクなどの常備
● 隔離期間中に時間をつぶせるもの（本や趣味の物）
● 血中酸素飽和濃度測定器（Pulse Oximeter）
医師の処方箋無しでも薬局など店頭で購入できる一般医薬品のことをOver-theCounter Medicineと言います。同じ名前の薬でも、適正年齢や形状、用量などが異
なる色々なバリエーションがあるので、わからないことがあれば、医者や薬剤師に相
談しましょう。以下は、当地でよく常備薬として購入されています。
Tylenol® タイレノール（解熱鎮痛剤）
●有効成分：アセトアミノフェン
●胃への負担が少ない
●妊婦、小児にも安全

Advil® アドビル （解熱鎮痛消炎剤）
●有効成分：イブプロフェン
●炎症を抑える働きもある

Robitussin® ロビタシン（鎮咳去痰薬）
●有効成分：デキストロメトルファン

Benadryl® ベナドゥリル（抗ヒスタミン薬）
●有効成分：ジフェンヒドラミン
●鼻水、痒みなどによく使われる
●ヒアリに噛まれた際にも有効
●眠くなる薬もあるので注意

3. まとめ
今回のアンケートを通じ、感染対策をとりワクチンを接種してもなお、気
づかぬうちに感染するリスクのあるCOVID-19の手強さが改めて浮き彫り
になりました。これから本格的な冬場を迎え、感染が再拡大する可能性は
大いにあります。十分に予防を心がけることも大事ですが、同時に、感染
してしまった場合に備えて準備をしておくことも欠かせません。家族の一
人一人について、もし感染したらどのように部屋を分けて看病をするの
か、トイレや食事はどうするのか考えてみてください。事前に考えたことが
あるのとないのとでは大きく違ってくると思われます。また使い捨て食器や
常備薬の準備も大事です。気づきにくいですが、体温計が2本いることな
ども忘れてはいけません。
アンケート結果の詳細などは次回のガルフストリームにてご紹介します。
引き続き皆で協力しあって乗り切っていきましょう。
（編集部、医療監修 福田由梨子先生）

テキサス州感染者数（新規:左軸・累計:右軸）ワクチン接種者数（累計:右軸）

テキサス州死亡者数（新規:左軸・累計:右軸）
テキサス州死亡者数（新規:左軸・累計:右軸）
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Dr. Ned Shimizuの気ままなフォトアルバム
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野生動物の宝庫 Caprock Canyons State Park
まるで映画ジュラシックパーク気分。 ヒューストンから車で約11時間

私は、ヒューストンに来た2０年以上前、オフィスの近くのテリハーシーパー
クや、ダウンタウンよりのメモリアルパークで狂ったようにマウンテンバイクをし
ていた頃がある。Gulf Stream 2001年8月号（気ままな
フォトアルバム 2） 参照。運動量も多く、歯医
者の職業病である腰痛もすっかり治
り、いいのだが、なにせ危な
い。その頃マウンテン

バイクのことをマウバと呼んでいたが、マウバごとBayouに落ちたこともある。よ
く友達と遠征にも行っていたが、このまま続けるといつか手の骨を折ると、歯
医者を中断かもと思いやめた。去年一番下の子が自転車に乗れるようにな
り、8歳の子に合わせたマウバなら大丈夫と思い、時々やってはいたが、2020
年パンデミックで、自転車やカヤックは大人気で店先から姿を消した。2020
年11月のThanksgiving。飛行機も飛んでないので、前からちょっと興味が
あったCaprock Canyons State Parkへ行くことにした。マウバもできる。
清水直樹 （清水歯科医院）

ここに興味があったわけは、バッファローが見れるから
だ。プレーリードッグタウンもある。パンデミックのためス
テートパークは人数制限があり、なかなか予約が取れ
ないが、ここだけは余裕でテント場も取れた。バッファ
ローがいるとは書いてはあったものの、例によって、牧
場のような柵の中に放し飼いにしてあるだけだろうし、
プレーリードッグなんて、双眼鏡でわかるくらいだとたか
をくくっていた。予約のテント場はステートパークから5
分くらい外で、やはりステートパーク内のテント場はいっ
ぱいであった。ここはステートパークの近くを走っていた
鉄道跡地もあり、その鉄道沿いにテントを張れる。た
だ、基本駐車場で何もない。その代わり、まず予約が取
れないことはない。探せばちゃんとしたおしゃれなB＆B
もあるので、駐車場泊なんてという人にはそちらがお勧
めだ。夜遅くに着き、次の朝ステートパークへ。遠くの
方にバッファローらしき影。車で近づくとたくさんいる、
柵はあるが自分たちもその中なので、まるで野生だ。日
も少し登って、マウバトレイルへ移動。何とステートパー
ク内のキャンプ場のすぐ横がプレーリードッグタウンに
なっていて、子供たちは大喜びだ。
8歳と15歳の子供2人とマウバで走る。11月で暑くなく
気持ちいい。Palo Duro Canyonステートパークほどの特
徴的な地形はないが、開けた岩地や砂漠を走ってい
く。道が下り、干上がった川筋を進んでいく。すると向こ
うから巨大な動物の気配が。水場があり、そこにバッ
ファローが水を飲みに来ている。目の前だ。これはビ
ビった。こんなのが突進してきたら、子供どころか、自分
もひとたまりもないじゃん。柵の中だけじゃなかったの？
大体一度は絶滅しかけた、巨大生物が目の前にいきな
り出てきたので頭は混乱。子供はエサをやりたいとかの
んきなこと言ってるが、いやいやそんなことしてる場合で
はない。遠めに刺激しないように見る。写真だけはしっ
かり撮る、そのための望遠レンズだ（笑）。バッファロー
は人には興味も示さず歩き去っていった。やはり餌付
けをしないアメリカ方式はいい。宮島のシカのように人
に群がってこられると私たち家族はすでに存在してい
ない。興奮冷めやらぬまま、先に進む。低い場所で水
が多いのか、その後も時々バッファローを見た。まさに
バッファローが荒野を歩き回っていたころのアメリカ大
陸に紛れ込んだ気がした。次は上りである。ほぼ上り詰
めた時再びぎょっとした。何頭ものバッファローが、トレ
イルの頂上付近からこちらをにらんでいる。あんな群れ
が上から一気に駆け下りてきたら、死ぬしかない。トレイ
ルの端の方に登り、叫んだり、フラッシュライトで照らし
ても動かない。日が暮れて暗くなっていく。もしかして下
の水場に行きたいのかなと思い、いったんマウバをもっ
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て、少し下り道端に隠れる。向こうはこっちを常に見て
いる。だいぶして、一頭がドッ、ドッという感じでゆっくり
降りて行った。やはりそうだ水場だ。3頭ぐらいがゆっくり
と下って行った。しかしまだ何頭も上にいて動かない。
どうしよう。もうすっかり真っ暗だ。寒くなってきたし。もし
かしたら。バッファローは大きいが、草食動物なので人
間が怖いのかも。マウバはそのままで3人でブッシュに
隠れてみる。しばらくすると、自分たちの周りを、ドッ、
ドッと地響き。かなり近いので、腹に響く。姿は見えない
が、降りて行ってるようだ。いきなり目の前に出てこない
ことを願う。まるでジュラッシックパークの恐竜から身を
隠してるみたいなスリルだった。こっちは映画ではな
い。無事全てのバッファローが降りて行ったようなので、
隠れていたブッシュから出て、テント場を目指す。真っ
暗だ。フラッシュライトで山の中をGPS頼りに戻った。荒
野の大冒険であった。バッファローといえばイエロース
トーンだが、あれは基本車からだ。野生のバッファロー
にマウバで遭遇でき、こんな体験ができるところがほか
にあるだろうか？この臨場感はすごい。私は今までオー
ルタイムNo.1のステートパー
クはCaddo Lakeだと言って
きたが、今となってはここが
一番に躍り出た感じだ。ハ
イキングでも同じ体験はで
きる。ジュラッシックパーク
の世界、そしてかわいいプ
レーリードッグも楽しめるこ
こは理屈抜きに凄かった。

ここに載せられなかった写真はテキサス観光をご覧くだ
さい。テキサス観光はさらに見やすく新しくなりました！
”最新絵日記”も絶えずアップしているので、テキサス
の旅行の参考にどうぞ。
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今後の開催予定
*スタッフは随時募集中です。

10月のあそぼーかいは、「運動会」をテーマに対面と
オンラインで開催しました。まずは、あそぼーかいのマ
スコットキャラクターのとらおくん、とらこちゃんが登場。
みんなで元気よく挨拶した後、運動会について知って
いることをお話ししました。運動会を知らない小さなお
友達もお話を聞いて興味深々。さぁ、いよいよあそ
ぼーかい運動会の始まりです!
最初にアンパンマンの「サンサン体操」をみんなで
歌って踊りました。子供たちはメンバーの動きに合わ
せて大きく手を伸ばしたり、ジャンプしたり、一生懸命
踊ってくれました。次にエプロンシアターで「うさぎとか
め」のお話を聞いてもらいました。エプロンの上を動くう
さぎやかめの動きを真似したり、うさぎとかめの競争に
ハラハラドキドキしながらお話を楽しんでくれました。
そして、お母さんと一緒に綱引きと玉入れ。綱引きは
お母さんとタオルを引っ張り合って勝負。子供たちは
大好きなお母さんと綱引きをしてとっても楽しそうでし
た。玉入れではメンバーがもつ籠にボールを入れても

らいます。初めての玉入れに戸惑うお友達もいました
が、ママがボールを入れると、それを真似て上手に
ボールを籠に入れてくれました。
最後は恒例のお誕生日会。みんなで「Happy Birthday to You」を合唱してお祝いしました。お誕生日のお
友達はメダルをもらえるので、是非お誕生日月にも遊
びにきてください!
今回は「運動会」がテーマだったので、体遊びを中
心に実施しました。子供たちは元気いっぱい体を動か
して楽しんでくれました。来月からは工作も組み入れて
いくので、楽しみにしていてくださいね。ご参加いただ
いた皆様、ありがとうございました。今月も、対面とオン
ラインのハイブリッド開催をすることで、より多くの子供
たちと楽しい時間を過ごせたことを嬉しく思っていま
す。まだまだコロナ感染に関しては厳しい状況が続き
ますが、少しでも多くの子供たちと楽しい時間を共有
できるよう今後も活動を続けていきたいと思います。
（児嶋貴子）

pecan.asobo@gmail.com
1月14日（金）午前10:00-10:30及び
11:00-11:30
1月のあそぼーかいは、上記の日
程で2セッション、対面での開催とな
ります。
初めてのちびっこもお待ちしてい
ます。次回のあそぼーかいの予約
サイト(対面)やZoomリンク等の詳細
はヒューストン日本商工会Facebook
ページ、ヒューストンなびに掲載予
定です。また、止むをえず中止や予
定変更になる場合はヒューストンな
びにてお知らせします。

houstonyomikikase@gmail.com
開催日は未定です。HPにてご確認く
ださい。

▲とらおくん、とらこちゃん

▲うさぎとかめ

▲タオルで綱引き

日本では、クリスマスに家族でケーキやフライドチキンを食べたり、クリスマス
デートなどが定番でしょうか。「アメリカでは、どんな風にクリスマスを迎えるのか
知りたい！」というリクエストにお応えし、ヒューストン風の楽しみ方をここにご紹
介いたします。もちろん、それぞれの家庭ならではの伝統はあると思います
が、この機会にぜひ読者の皆様もお試しあれ。（編集部）
1. Christmas Home Tour & Light Tour
12月の初旬から様々な団体がファンドレ
イジングを目的としたホームツアーを開催
しています。現地の一般家庭をツアー用に
数軒解放してくれるので、豪華なクリスマス
の装飾を施した家をうっとりしながら見学
し、「これぞアメリカのクリスマス！」といった
雰囲気を楽しむことができます。さらに、夜
はご家族でドライブに出かけ、電飾が素敵
な地元のコミュニティ（例： River Oaks、Prestonwood Forest）を回るのも良し、
もう少し足を延ばして Santa's Wonderland のようなホリデー専門の遊園地（有
料）を訪れるのも楽しみの一つです。
2．Gingerbread House
家族で一緒にできる定番のアクティビティとして、ミニチュアサイズのお菓子
の家（ Gingerbread House ）作りがお勧めです。堅焼のスパイスクッキーを素材
とし、キャンディーなどで飾り付けるのですが、最近ではキットも販売されてい
ますので、ヘンゼルとグレーテルに出てくるよ
うメルヘン風のお菓子の家を簡単に作ることが
できます。ついでに、アメリカ人なら冬の風物
詩として誰でも知っているThe Gingerbread
Man の絵本も一緒にぜひ読んでみてくださ
い。この時期、人の形や子供の形に焼き上げ
られたジンジャークッキーやスパイスティーな
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▲玉入れ

ども良く店頭で見かけますので、おやつの時間にぜひどうぞ。
3. Messiah
日本では年末にベートーベンの交響
曲第九番が定番となっていますが、ここ
アメリカではヘンデル作曲のオラトリオ
「メサイア」がクリスマスの定番となってい
ます。地元のHouston Symphonyなどが
毎年演奏するコンサートへ行くのも素敵
ですが、観ているだけじゃ物足りない人には地元の教会などで行って
いるSing-A-Longコンサートに飛び入りで参加し、「みんなで歌えば怖
くない精神」で一緒に歌うというオプションもあります。コーラスのパート
に分けて練習用のYouTubeビデオも結構あるので、事前に少しだけ
練習しておき、当日は上手なコーラスメンバーの横で歌うと、何となく
自分も上手に歌えている気がして天にも昇る心地を味わえます。
4.Christmas Books
「The Night Before Christmas」「The Polar Express」「How The
GRINCH STOLE CHRISTMAS!」など定番の本がたくさんあります
が、個人的におすすめは「Yes, Virginia, There is
A Santa Claus」です。1897年と昔の話ですが、ア
メリカニューヨークのサン新聞社に掲載された話
を本にしたものです。「サンタクロースっているん
でしょうか？」という日本語翻訳の本もありますの
で、一度読んでみてはいかがでしょうか。大人に
もお勧めの本です。
お助けマップのＨＰにもクリスマス特集がありま
すのでこちらもご覧ください。

出典：偕成社
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今月号は小川優樹先生から肝胆膵外科がご専門の真木治文先生にバトンが移りました。

第204回
肝臓手術前に患者さんからよく受ける質問
医師（現MD Anderson Cancer Center 研究員）
真木治文

手術が本当に有効かどうかを証明するためには、手術ができる人（病巣を
切除しきれると判断された人）に対して、手術をするかしないかをさいころを
振って決めること、すなわちランダム化して比較する実験（臨床試験）を行う
必要がありますが、これは手術を受けないことになった場合の不利益が大
きすぎて、行うことができないためです。そのため過去のデータを分析し
て、根治「的」に切除できると判断された場合には治癒を目指して手術を行
うことが推奨されます。
3. 大きい手術を受けて本当に大丈夫でしょうか？
肝臓の手術は比較的からだの負担の大きい手術の一つです。肝臓のど
の部分をどれだけ切除するかといった手術の仕方や、患者さんの年齢・基
礎疾患などによって変わりますが、1-2%の確率で、種々の合併症のために
術後回復できずに亡くなってしまう方がいるのも事実です。治りにくいがん
であるがゆえ、手術を受けるメリットよりもデメリットの方が大きい場合は手術
を受けない、もしくは他の治療を受けるという選択もあり得ます。外科医に
とって、目の前の患者さんが本当に手術を受けた方がいいのだろうか、術
死や合併症を無くすにはどうしたらよいかという疑問は研究の発端ともなっ
ています。

こんにちは。東京大学医学部附属病院の肝胆膵外科・移植外科より
2021年7月に赴任してきました真木治文と申します。現在MD Anderson
Cancer CenterのSurgical Oncology部門に所属して、主に肝臓手術に関
わる臨床研究を行っています。この記事では日本で10年強、外科臨床
に携わってきた中で、主に手術の説明を行う際に(インフォームドコンセ
ント)、患者さんから比較的よく受ける質問について概説したいと思いま
す。現在臨床の現場には立っていないため、米国での実際とは異なるこ
とはご容赦ください。
1. 今まで全然症状がなかったのですが、本当にがんですか？
肝臓のがんに関しては、肝臓から出てきたがん(原発性肝癌)にせよ、
他のがんから肝臓に転移してきたがん(転移性肝癌)にせよ症状の出な
いことが一般的です。手術で切除しきれないほど進行してしまった場合
に、皮膚や白目や尿の色が黄土色になる黄疸や腹痛、お腹の張りなど
の症状が出る場合が多いです。言い換えれば、早期発見がしにくく、検
診が重要とも言えます。現時点で血液検査など簡便な検査で確定診断
をつけることは難しく、検査としては腹部超音波検査やCTなどの画像検
査を行う必要があります。

4. 切除して残った肝臓はどうなりますか？
肝臓は現代においても代替可能な機械、いわゆる人工肝臓が開発され
ていないので、全て摘出すると生きていくことができません。一方で、ギリ
シャ神話でプロメテウスがハゲタカに肝臓をついばまれては再生するという
神話があるように、自己再生する臓器として昔から知られています。実際に
は障害を受けていない肝臓の場合は70%を切除しても、2週間ほどで、ほ
ぼ元の大きさに戻り、肝機能も問題ないことがわかっています。ただしトカ
ゲの尻尾と異なって、切り口から伸びてくるわけではなく、残った肝臓が肥
大して、元の大きさに戻るため、形は変化します。では90%切除するとどう
なるかというと、残った肝臓が小さすぎて、からだの要求に耐えられずに、
肝不全となり亡くなってしまいます。では80%ではどうなるのか、といった限
界を調べるのも肝臓外科医の研究のテーマの一つとなっています。また先
に述べたように再発することの多い肝臓がんですが、根治を目指して再び
切除することができることも特徴の一つです。
5. 肝臓を切除する際に胆嚢は取りますか？
肝臓手術の際には、解剖上もしくは手技上の都合で胆嚢も切除すること
があります。胆嚢は切除しても、合併症がない限りはその後の生活には支
障がなく、胆嚢がなくても命に関わらないので、心配不要なのですが、意外
と受けることが多い質問なので、記載させていただきました。

以上、患者側に立って記載したつもりですが、実は患者さんから受ける質
問や悩みの多くが、研究の出発点となっていることを再確認した次第で
す。肝胆膵がん領域の手術は標準化されていない点も多く、施設により手
術適応や合併症率、周術期死亡率の差が大きいことが知られています。自
分にせよ家族にせよ、できれば手術は受けないにこしたことはありません
2. がんを手術をすれば治りますか？
外科医としてもYesと答えたい質問ですが、実際には原発性の肝細胞 が、もし必要となった場合には気軽にご相談ください。
癌や大腸癌からの転移性肝癌などでは切除しても7、8割の方で再発し
てしまいます。数値はがんの進行度合いによって変わるので一概には言
次回は消化器外科の中で胃・食道がご専門の平田祐樹先生です。同
えませんが、手術をしても治らない可能性についてはご納得した上で手
術を受ける必要があります。それでは手術する意味がないのではないか 時期にヒューストンへ来て、かつSurgical Oncology部門の同じ部屋という
という疑問が生じますが、手術できなかった人に比べると長く生きられる ことで、職場で私が寂しい思いをしなくて済むのも平田先生の存在が大き
ことも「ほぼ確実に」わかっているため、外科医は手術できる人には治療 いです。スポーツ好きなところも気が合うので、MLBに引き続いて、NBA
の選択肢の一つとして手術を提示します。「ほぼ確実に」と書いたのは、 も一緒に観戦しに行けたらいいなと思っています。
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他団体便り

ヒューストン日米協会

ヒューストン日米協会（JASH）は11
月2日（火）にJASH BASH 53 を
Toyota Centerアリーナを会場に、佐
川首席領事（総領事代理）をはじ
め 、JASHを ご 支 援 下 さ る 企 業 、 団
体、個人約140名のゲストをお迎えし
て 開 催 致 し ま し た 。 そ し て 第4回
ジェー・ト ーマス・シー ファー・ リー
ダーシップ賞が冨田浩司駐アメリカ
合衆国特命全権大使へ、そして第4
回ヒューストン-日本友好賞が
Armando Perez氏 (H-E-B Grocery

司会のDoran会長と乾杯の挨拶
をするGondo理事

定例講演会

相澤理事より第4回ヒューストン日
本友好賞を授与されるPerez氏

Company, Houston)へ授与されまし
た。
レセプション会場のLexus ラウンジ
では、Houston Rocketsのレジェンド
Mario Elie氏との会話や写真撮影
を 、 そ し て 希 望 者 はClutch City
Dancersの出迎えを受け、選手が実
際に使用しているロッカールームや
プレスルームの見学を楽しんで頂き
ました。ディナー会場のアリーナに
は、The Friedkin Groupより Toyota
Supra とプロトタイプの Toyota Tundra
が展示され、ゲストの方々には特別
な雰囲気の中でお食事と久しぶりの
対面での交流を楽しんで頂きました。
当日の様子は、当協会Websiteをご
覧ください。
ヒューストン日本商工会より、小林
事務局長をはじめ、多くの会員企業
の方々にご列席、そしてご支援とご
協力を賜りましたことを深く感謝申し
上げます。JASHは今後もヒューストン
日本商工会との連携を密にし、ヒュー
ストン地区での日米の文化、教育、ビ
ジネス交流に一層貢献できるよう活
動をして参ります。引き続きご支援と
ご協力をどうぞよろしくお願い申し上
げます。

スペシャルゲストのHouston Rockets
レジェンドMario Elie氏、名川副会
長、赤間理事

野 口 宇 宙 飛 行 士、斎 藤 理 事 と
Clutch City Dancers

「バイデン政権１年目の振り返りと政策動向」
（主催：ヒューストン商工会）

1月の定例講演会は、米州住友商事ワシントン事務所の吉村亮太所 事会社。著書に『米国通商政策リスクと対米投資・貿易』（共著、文眞堂）。
長と渡辺亮司調査部長を講師に招き開催します。2021年1月のバイデン
お申込みサイト： こちら(登録締め切り：1月14日)
政権発足からちょうど１年を迎えるタイミングで、これまでの政権運営を振
お問合わせ先： ヒューストン日本商工会事務局
り返るとともに、環境やエネルギー、通商など経済にも大きな影響を与え
Tel. (281) 493-1512
る主要政策のまとめと、今後の課題や展望について解説していただきま
Email: sansuikai@jbahouston.org
す。皆様のご参加をお待ちしております。

定

時： 2022年1月18日（火） 2:30 pm～3：30 pm（質疑応答を含む）
場： United Way Community Resource Center オーディトリアム
50 Waugh Drive, Houston, TX 77007
員： 100名

講

師：

日
会

吉村亮太（よしむら・りょうた）氏
米州住友商事 ワシントン事務所所長、住友商事 理事・
米州総支配人補佐。
東京大学教養学部教養学科卒。1987年住友商事入社
後、防衛ビジネスを20年間担当。2006年よりワシントン事
務所所長、12年より東京本社にて調査・渉外・海外業務
分野を担当ののち、20年４月より現職。
渡辺亮司（わたなべ・りょうじ）氏
米州住友商事ワシントン事務所・調査部長
慶応義塾大学総合政策学部卒。ハーバード大学ケネディ
行政大学院（行政学修士）修了。松下電器産業（現パナ
ソニック）、日本貿易振興機構（JETRO）、政治リスク調査
会社ユーラシア・グループを経て2013年より米州住友商
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三水会センター
ホリデー休館日及び図書返却日
のお知らせ
クリスマス＆年末年始ホリデーシーズンには三水会センター(図書館、商
工会及び補習校事務局)が下記日程で休館となります。なお、休館に伴い
図書返却日も一部変更されます。

 休暇期間 ： 2021年12月24日（金）～2022年1月3日（月）
 貸出変更 ： 2021年12月10日（金）～12月18日（土）4週間の貸し出し
・詳細は図書館カウンター及びホームページにてご確認
下さい。
・延滞された場合には休館日も延滞金に加算されますの
でご注意下さい。
尚、悪天候などによる図書館の急な閉館に関する情報は
商工会ホームページに掲載いたしますので、各自お確か
めの上、ご来館いただきますようお願い致します。
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By
Kumiko

No.149
■興業中 – Jan. 2, 2022
Potted Potter @ The Hobby Center
ハリー・ポッター全7作からネタを集めたというパロディーショーがやってきます。 作中に
登場するスポーツQuidditchの実演もあるそうですよ。

■開催中 – Jan. 9, 2022
Devine Spark: KANA HARADA @ Asia Society Texas Center
ダラスを拠点に活動する日本人アーティスト原田佳奈さんの作品展が開かれていま
す。なお同姓同名の女優さんとは別人ですのでご注意ください。

■営業中 – Jan. 30, 2022
Green Mountain Energy Ice @ Discovery Green
ヒューストンにもスケートの季節がやってきました。日によってサンタが登場したりプロ
のフィギュア選手のショーがあるので、事前にチェックすることをオススメします。

■Jan. 17, 2022
28th Annual MLK Grande Parade @ Midtown
Martin Luther King Jr. Dayの恒例のパレードです。マーチングバンドの演奏も楽しみ
ですね。

■Jan. 29, 2022
Nickelodeon’s JOJO SIWA D.R.E.A.M the tour @ The Toyota Center
ケーブルテレビの子供向けチャンネルNickelodeonで人気アイドル JOJO SIWA が
ヒューストンにやってきます。

■Jan 26-30, 2022
Houston Auto Show @ NRG Center
自動車好きにはたまらないイベントがやってきます。メーカー各社の新モデルの展示
に加えて試乗のチャンスもあるようです。クラシックカーの展示も見逃せません。

編集後記
年の瀬が迫ってまいりました。皆様にとって、2021年はどのような一年
でしたか。
私は、もうすぐ在米10年目、在ヒューストン5年目になる、所謂「永住
組」です。そんな私にとって、今年一番の出来事と言えば、家族ぐるみ
でお付き合いのあった駐在さんご一家が、別の国へお引越しされたの
を見送ったことです。楽しい思い出がいっぱいである分、お別れは大変
辛いものでした。実はつい最近も、ガルフストリームのレイアウト作業で
お世話になった方2名が、来年日本ヘご帰国されることを知りました。駐
在員さんのご家族なので、いつかその日が来ると知ってはいたものの、
いざそうなると、とても寂しいです。短い間でしたが、素敵な人達と知り
合えて、学ぶことがたくさんありました。この場をお借りして、お礼申し上
げます。
ヒューストンに住んでいる以上、これからも見送る側として、寂しい思い
をすることでしょう。しかし、昨今はバーチャルで簡単に、お互いの様子
を知り、繋がることができます。一緒に過ごした楽しいひと時を思い出せ
ば、また会える日まで元気でいようと思えるし、この先も、どんな一期一
会のご縁があるか、楽しみです。
そんなわけで、最近ヒューストンにいらした方、前からいらっしゃる方
も、ガルフストリームのボランティアで、ご一緒してみませんか？（堂々
と、宣伝です。）
末筆ながら、皆様にとって、新年が幸多き一年となりますようお祈り申
し上げます。
（編集委員： キリアン知佳）

ガルフストリームは毎月１５日発行です。
編集委員および投稿募集中！
問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org
ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。
発
行 ：
発行責任者 ：
編集委員長 ：
構成 ・ 編集 ：

※内容は記事執筆時点の情報に基づいています。変更になる場合もありますの
で、お出かけ前に各自で最新の情報を主催者サイト等でご確認ください。
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ヒューストン日本商工会
川上 篤樹
稲田 徳弘
ガルフストリーム編集委員一同
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