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米国情勢全般
＜バイデン大統領の選挙公約と進捗状況＞

www.jbahouston.org

は党派に関係ない潮流で、大きな政府へのシフトはオバマ、トランプ両政
権時代から開始。共和党は伝統的に小さな政府を掲げているものの、トラ
ンプ政権ではその思想を破棄。さらには、バイデン政権は危機を理由に米
国を大転換すべきとリベラル派は主張。
・ただ、それを阻むのが議会。現在、民主党がホワイトハウスに加え、上下両
院で多数派を占め、少なくとも2023年1月まで米国政治は民主党の「三冠」
いわゆるトライフェクタとなっている。ただ、上院も下院も民主党は僅差で多
数派。一部例外を除き多くの法案は廃案となる運命にある。民主党のみで
可決できる案件でも、ジョー・マンチン上院議員（民主党、ウェストバージニ
ア州選出）をはじめ穏健派の反対で動かないケースも散見される。

・1月20日、バイデン政権発足から1年が経過。バイデン政権は発足当時、
フランクリン・ルーズベルト（FDR）大統領以来とも言われるほどの深刻な
危機を多く引き継いだ。政権が特に重視したのがパンデミック、人種問
題、気候変動問題、そして経済問題の4大危機。バイデン政権は解消しな
いこれら問題以外にも、アフガニスタン撤退、犯罪拡大、サプライチェーン
など新たに様々な問題に直面。そして社会の二極化も深刻。バイデン大
統領は就任演説で米国民に結束を訴えたものの、いまだにトランプ前大
統領を含め共和党支持者の多くがそもそも非合法的に選ばれた大統領と
見ていることで厳しい政権運営となっている。

各種政策
・当選直後のハネムーン期間の終わりとともに支持率が低下するのはこれ ＜環境政策＞
＜バイデン大統領の支持率急落＞

までの大統領でも見られたこと。ただ、歴代大統領でバイデン大統領より
支持率が低いのはトランプ前大統領のみ。
・2021年夏以降、支持率が大幅に低下した要因は、(A) Afghanistan：アフ
ガニスタン撤退、(B) Border Crisis: 国境問題、(C) Coronavirus: コロナ、
(D) Deadlock:こ う 着 状 態 の 議 会、(E) Economy: 経 済（イ ン フ レ）な ど
ABCDE問題。
・国民の多くがトランプ時代の混乱から、バイデン政権発足で正常化がもた
らされると期待していた。だが、バイデン政権下、パンデミックも終息せ
ず、経験豊富の外交専門家を集めたはずの政権がアフガニスタン撤退で
失態を犯すなど政権は信頼を失ってしまった可能性がある。バイデン政
権に対する期待があまりにも高かったこともあるが、信頼回復は容易では
ないかもしれない。
・なお、二極化社会のため、支持率の天井は低いものの底は固く、支持率
低下には限界がある。
＜バイデン大統領の支持率急落＞
大統領1期目初年度12月時点の支持率（％）

バイデン大統領支持率推移
2021年1～12月（％）

・国内外で誰もが疑問に思っているのが、米国が1997年の京都議定書、そ
して直近のパリ協定といずれも離脱したことからも（パリ協定はバイデン政
権発足後復帰）、今回も約束を破るのではないかとの疑い。これはジョン・
ケリー大統領特使も海外から良く聞かれる質問。
・バイデン大統領は「America is back」と国際社会復帰を訴えているものの、
次の共和党大統領でまた180度政策が変わるのではとの疑問もある。た
だ、次の4点（①民主党支持者が多い州などの地方政府主導の動き、②金
融界をはじめとする市場の変化、③超党派で重視する国家安全保障の観
点からの重要性、④国民の支持拡大）からも、米国のグリーン化のモメンタ
ムは続く可能性がある。
・バイデン政権は2030年までに2005年比で排出量を50～52％削減、2050
年までに排出ゼロとする目標を打ち出している。ただ、今後、排出削減を
かなりスピードアップしなければならない見通し。
・新技術などで変わる可能性はあるが、直近で民主党単独の歳出法案の
「ビルド・バック・ベター（BBB）」の環境条項が全て成立する可能性が低い
こと、そして施行できる規制に限界があることなどからも、2030年の排出削
減目標を達成するのは極めて困難。とはいえ、今後、米国の排出削減の
動きは加速する見通し。

＜コロナ政策＞
・米国はコロナの感染者は引き続き拡大傾
向。バイデン政権の当初の計画が狂った
背景には、コロナ対策の政治化が挙げら
れる。多くの共和党支持者がマスク着用
やワクチンに抵抗。2021年5月の段階では
米国がワクチン接種率でリードしていたに
も関わらず、12月時点ではG7諸国の中で
は最下位。
・バイデン政権が2月に施行を目指してい
た企業のワクチン義務化策（100人以上の
従業員を抱える民間企業についてワクチ
ン義務化）を保守寄りの最高裁判所が阻 （写真上）吉村さん（下）渡辺さん
止したことは政権のコロナ対策にとっては
＜バイデン政権の大規模な財政支出＞
大打撃。
・米国の歴史では大きな政府と小さな政府と行ったり来たりしている。今、時 ・だが、南アフリカや英国などの例からも、間もなく感染者数は下落すること
代は再び小さな政府から大きな政府に振り子が戻ってきている。この動き が期待されている。
（3ページへ続く）
目 1…定期講演会
2…常任委員会議事録
次 3…定期講演会（続）・告知

4…コロナ禍の一時帰国情報
5…COVID-19 Q&A
6…在留宝人 加冶屋百合子

7…週末の過ごし方 クッキング編
8…ここは本当に地球なの？
9…駐妻日記・ピーカンキッズ

10…テキサスメディカル
11…ヘタウマ英語・私の本棚
12…知っとん・Houston Walker・編集後記

令和3年度（2021-2022）1月度 商工会常任委員会 議事録

会員限定
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・選挙までまだ10ヵ月残されているため、民主党は挽回できる可能性は僅
かながらある。挽回のカギを握るのが（A）Abortion（人工妊娠中絶を巡る
（1ページ続き） 最高裁判決）、（B）Black Swan Event（戦争やテロ事件など予期せぬ出来
事）、（C）Coronavirus(コロナの沈静化とそれに伴う経済正常化)、そして
＜通商政策＞
（D）Donald Trump（トランプ前大統領の影響拡大）などによって民主党支
・全般
持者の投票率が上昇すること。
一部同盟国向けに対し関税撤廃（鉄鋼・アルミ関税を関税割当制に切り
・仮に中間選挙で民主党が下院、あるいは上下両院を失った場合、2023
替え）の動きもあるが、政権が変わっても管理貿易政策は変わっていな
年以降、バイデン政権は新議会でほとんど法案を可決できず、政権運営
い。なお、バイデン政権は従来の輸出市場拡大から輸出管理、サイバー
は今以上に厳しさを増す。現在、バイデン政権が政策実行を急いでいる
セキュリティなどに通商政策の軸足をシフト。直近では安全保障の観点だ
背景には、中間選挙で議会、特に下院での多数派を失うリスクが高いこと
けでなく、インフレ懸念からも、サプライチェーン障害にも政権は注目。
がある。そもそも春以降、選挙サイクルが始まると法案可決は難しさを増
・米中関係
す。
米国では政権だけでなく国民そして議会、産業界でも対中懸念が広がっ
＜大統領1期目の中間選挙（2022年11月）＞
ている。ワシントンでは唯一、党派を超えて一致しているのが反中感情。ト
現職大統領の政党の下院勝利は厳しい歴史
VS.
ランプ前政権では米中デカップリングを全面的に推し進めたが、バイデン
国民が危機対応・経済V字回復評価？
政権では安全保障に懸念があるハイテクなどに対象を絞り、デカップリン
グを継続。
・米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）
現在、バイデン政権はUSMCAでメキシコとカナダと様々な課題に直面。
自動車の原産地規則の解釈を巡る対立、メキシコの労働問題、そして現
在、米国議会で審議中の電気自動車（EV）向けの税額控除などは自動
車業界をはじめ北米地域で活動される企業はサプライチェーンにも影響
することからも、今後注目。
・米国のCPTPP加盟の可能性
バイデン政権は、CPTPP加盟については、やはりラストベルトの労働者を
考慮する必要があり、簡単ではない状況。一方、成長するアジア太平洋
地域で米国が関与しなければ、中国が影響力を拡大して、域内経済から
米国は取り残されるリスクをワシントンの有識者、そして産業界などは懸
念。妥協策であるバイデン政権のインド太平洋経済フレームワーク（IPEF)
は議会承認不要の項目に限られ、FTAのような包括的な協定にはならな
い見通し。

中間選挙
＜2022年中間選挙に向けた政策や政治見通し＞
・大統領の率いる政党に対し中間選挙は厳しい。1期目の中間選挙は、通
常、大統領の信任投票。過去を見るとFDRとブッシュ（息子）のみが、大
統領就任1期目の中間選挙で下院の議席数を増やしている。いずれも大
恐慌、そして9.11米国同時多発テロといった危機後の選挙。同様に有権
者が今年11月の時点でバイデン大統領のコロナなどの危機対応を評価
するかは不明。より可能性が高いのは今回も信任投票となり、民主党に
厳しい戦いとなること。
・現状、下院はほぼ確実に民主党が多数派を失う見通し。また、上院は不
透明であるものの、現在の大統領の支持率ではレッドウェーブ（共和党シ
ンボルカラーの赤い波）が押し寄せることで、民主党が少数派に転落する
リスクがある。

3/9

コロナ禍で変化していく米国の労働環境
-人材採用・確保、リモートワークの課題・対策等-

＜講師略歴＞
吉村亮太（よしむら・りょうた）
米州住友商事 ワシントン事務所長、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年に住友商事入社後、防衛ビジネスを20年
間担当。2006年よりワシントン事務所長、2012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、2020年４月より現職。
渡辺亮司（わたなべ・りょうじ）
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）。
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ソフトボール大会のお知らせ

（主催： ヒューストン商工会）
日
時：
開催形式：
対
象：
定
員：
講
師：

2022年3月9日（水） 3:00 pm～4：00 pm （質疑応答を含む）
Zoomによるウェビナー
ヒューストン日本商工会会員をはじめ、どなたでも
100名
藤田満美子 （ふじた・まみこ）
Senior Benefit Director / Baldwin Risk Partners (BRP)
神代孝通 （こうじろ・たかみち）
Business Development Specialist / Executive Search Consultant /
Tabata Oxford Personnel LLC (TOP Group)

詳細・申し込み： こちらから (締め切り： 3月2日)
お問合わせ先 ： 事務局 Email: sansuikai@jbahouston.org
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現在、2019年以来のソフトボール大会をCullen Park Softball Fieldに
て開催することを予定しています。ただし、オミクロン影響などまだまだ
予断を許さない状況ですので、下記の通り、開催日の1か月前の状況
を鑑みたうえで、最終の開催の判断をさせて頂く予定です。
皆様の安全を第一に対応を考えて参ります。
開催月日： 2022年4月17日（日）
＜3月中旬の状況を見て、最終開催可否判断の予定＞
＜雨天の場合： 5月中旬を予定、確定次第ご案内＞
開催場所： Cullen Park Softball Field
（19008 Saums Rd, Houston, TX 77084）
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年末年始に一時帰国された方も多いと思いますが、オミクロン株の出現もあり入国時の状
況もどんどんと変わっています。ガルフストリームでは、年末から1月にかけて帰国した人た
ちの体験を元に、これから帰国を考えている人の参考になるような情報をまとめてみました。
【出発前の準備】
出発72時間以内の陰性証明の取得やアプリのインストールなど、出発
前の準備は特に変化ありません。コロナの検査ではセルフキットも無料で
配られるようになりましたが、これでは日本政府指定の様式で証明を発行
してもらえないので、検査機関に受けに行く必要があります。最近は無料
で受けられるところも多いですが、結果が出るまで時間がかかるケースも
あり、常にプランBも意識しておきましょう。日本の様式に対応した検査機
関についてはこちらもご参照ください。
一方、デジタル庁がVisit Japan Webというサービスを始めており陰性証
明などを事前に電子データで登録できるようになっていますが、入国時に
は相変わらず紙での提出が必要で何のためのデジタルサービスなのか
不明。今後の改善に期待したいですが、現時点では登録するメリットはな
さそうです。
ところで到着地が羽田空港の場合、AMAZONで注文をしておくと指定
宿泊施設に向かう前に空港内のロッカーで品物を受け取ることができま
す。いろいろ持って行きたいけどスーツケースに入りきらないという場合な
どに便利なサービスです。詳細はこちらを参照してください。
【隔離生活6日間】
1月号でも紹介したとおり、テキサス州は12/16から3日間の指定施設待
機となり、12/30からは6日間の待機、2/11からは再び3日間に短縮されま
した。指定施設はホテルの場合が多いですが、大学校の寮というケースも
ありサービスの質も様々。ホテルガチャなんて言葉も出てきているようです
が、幸運を祈りつつ最悪に備えて準備をしておきましょう。
スーツケースのスペースとの相談になりますが、以下のグッズは準備し
ておくと役に立ちます。

・ポータブルミニオーブン
客室数の多いホテルの場合、全室に配膳を終えた後でようやくお弁当
を受け取ることができます。場合によっては1時間近く待たされてご飯も冷
え冷えなんてことも。ホカホカにするのは大変ですが、ちょっとでも温かい
のがいい人には携帯式のミニオーブンが役立ちます。但しお弁当箱まる
ごとは入らない場合があるので、小分けして温められるようラップやアルミ
ホイルも用意しておくといいでしょう。

▲ポータブルミニオーブン

▲お弁当を加熱

・ビタミン剤
外出できずお弁当も個人個人に合わせたものではないので、ビタミンな
どの栄養は不足しがちです。ストレスもたまりがちですので、健康状態が
心配な方にはビタミン剤などのサプリメントをオススメします。

【濃厚接触者指定】
さて、これだけオミクロン株が流行っていると自分が感染していなくても
濃厚接触者になってしまうこともあります。以前は機内に1人でもオミクロン
の感染者がいると全員が濃厚接触者指定を受けましたが、最近は感染者
の前後2列内の乗客に限定されています。
濃厚接触者になると指定アプリ（MySOS）を通じて通知が来るほか、居
住地の自治体から電話連絡が来ます。以前は入国時の隔離（3日間もしく
は6日間）を終えたあと、さらに別の施設での隔離を要請されていました
が、今は日本国内での濃厚接触も急増しておりホテルの手配が追いつか
ないのか、自治体によっては自宅での待機で問題ないようです。なお、
1/29から濃厚接触者の待機期間が7日間に短縮され、入国後の待機期間
も同様に短縮されていますので、指定施設で3日間隔離された後は、残り
4日間自主待機となります。
【再入国の準備】
一時帰国を終えてアメリカに戻るときに必要なのがワクチン接種証明と
陰性証明です。ワクチンをアメリカで接種した場合、証明書をアメリカに置
き去りにしてしまうと万事休すなので、忘れずにコピーをとって持って行き
ましょう。
陰性証明はもともとフライトの3日前までOKだったのが1日前に短縮され
てしまいました。こうなるといつでも受診できてすぐに結果が出る検査が欲
しいですよね。
そんな希望に応えるのがFDA承認のセルフ検査キットです。これはアメ
リカ国内で販売されているので、出発前に買って日本に持ち込む必要が
あります。キットを買っておけば、あとはネットワーク環境とモバイルPC、平
らな台で準備完了。箱に印字されたQRコードからアカウントを作成し、オ
ペレーターに接続して検査を始めます。検査方法はオペレーターが英語
で指示してくれますが、訛りがキツい場合もあるので、事前に動画を見て
手順を確認しておくことをオススメします。また検査開始時に箱が未開封
であることを示す必要があるので、うっかり事前に開封しないように気をつ
けてください。
大まかな手順は、①箱を開けてキットをとりだす。②検査カードのQR
コードを読み取る。③薬液を検査カードの穴に垂らす。④綿棒を両方の
鼻に突っ込んでぐりぐり回す。⑤綿棒を検査カードの穴に突っ込む。⑥検
査カードを閉じて15分間待つ。⑦検査カードの表示部に線が1本だけ浮
かんだら陰性。2本だと陽性。
陰性が確認されればすぐに証明書がメールで届きます。証明書はレ
ターサイズでスマホの画面では表示しにくいので、印刷しておいたほうが
空港でのチェックインがスムーズになります。
この他に、最近では日本国内でも比較的安価にコロナ検査を受けられ
る施設が増えています。但し、CDCのガイドラインでは証明書には人物を
特定する情報が2つ以上必要とされており、上記のeMedの証明書では氏
名と生年月日が記載されています。検査機関によっては証明書に氏名し
か記載がない場合もあり、生年月日やパスポート番号を追記しないと
CDCの要求に合致しません。
コロナ検査をする場合は、証明書の様式がどのようなものか事前に確認
しておいた方がいいでしょう。
（編集部）

・ティーパックのお茶、ドリップ式のコーヒーなど
粉末式のお茶やコーヒーなどはホテルに常備されている場合があります
が、香りを楽しんでリラックスしたいという方は自分の好みに合わせたもの
を持って行った方がいいでしょう。ご飯は基本的に朝昼晩の3食しか出ま
せんので、お菓子など小腹を満たすモノも欲しいですね。
▲キットの中身
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テキサスメディカルセンターの最前線で感染症専門医としてご活躍されている福
田由梨子先生に、読者の皆様から頂いた質問にお答えいただくコーナーです。
Q１： ブースター接種の受け方について教えてください。1回目と2回
目のワクチン接種の際は大規模接種会場もあって案内が充実してい
たのですが、今回は情報が少なくどうやって受けたらいいのかよくわ
かりません。また副反応についても教えてください 。

CVSやWalgreensなどの薬局やクリニック、病院などの医療機関で接種
できます。Harris CountyウェブサイトのPublic Healthのページからどこで接
種できるか調べることができます。予約なし（walk-in）で接種できるところも
ありますが、事前に各ウェブサイトから予約して行った方が無難です。人
種、国籍、保険の有無に関わらず無料で接種できます （一部手技料が
発生する場合あり）。保険がない場合、無料で接種するための手続きがな
いか接種場で確認して下さい。ブースター接種後の主な副反応は、初回
と同様、発熱、頭痛、倦怠感、接種部位の痛みなどがあり、大抵の場合、2
-3日以内によくなります。
Q2： ワクチンは3回受けたのですが、12月にコロナに感染し、幸い軽
い風邪程度の症状でした。これで自然の抗体もできたということで、
今後は以前ほど感染予防の心配はしなくても大丈夫でしょうか。
風邪程度の症状で済んでよかったですね。コロナに感染してから90日
間は感染に反応して産生された抗体が再感染から守ってくれると言われ
ています。ただ、抗体が作られない場合や、新たな変異種が出現する可
能性もあるので、人が多い場所に行く時はマスクを着用し、コロナ感染者
に濃厚接触をした時はご自身に症状がでてこないか注意深く観察するな
ど一般的な対策は継続した方がよいでしょう。
Q3： 単身赴任している駐在員です。2月中旬に妻と3人の子供達（3
歳、5歳と12歳）がヒューストンに到着する予定なので、現地校へ行か
せる前に子供たちにワクチンを打たせた方が良いか考えています。
子供の場合、どこで接種すればよいのでしょうか。また現地校での感
染予防対策につき、アドバイスをお願いします。
5歳以上のお子さんには接種が勧められています。Q1と同じ方法で予
約、接種ができます。子供を受けいれていないところもあるので、予約時
に情報を入力する際に年齢を間違いなく入力して下さい。
子供の学力向上、成長への影響を考え、感染予防対策をしながらなる
べくインパーソンにしようという心意気は統一しているものの、残念ながら、
政治や思想の違いの影響が現地校での感染予防対策にも表れていて、
区域によりマスクを着用義務としたり努力目標としたりとバラツキがありま
す。日本語補習校に比べ感染予防対策が徹底していないとの声は複数
からあがっています。周りがマスクをしていなくてもインドアだけでもマスク
をしようと家庭内でルールを決めたり、あまりにひどい場合は先生方と話し
合ってみるのもいいかもしれません（アメリカ人の親は結構抗議していま
す）。
アメリカの学校の大きな利点は、オンラインで勉強するシステムが日本よ
り整っていること、必要に応じて検査ができる学校もあること、区域ごとに
ダッシュボードで感染者数などを公開していること （Houston Independent
School District COVID-19 DASHBOARD, Katy Independent School District COVID-19 Case Tracker）などがあげられます。

Q4： セルフ検査キットを購入するにあたり、どの様な製品がおススメ
があれば教えてください。また、使用する際の注意事項などがあれ
ば、お願いします。
薬局や信用できるサイトから購入するのであれば、製品の質はほぼ同
じです。キットに書いてある取扱説明書を注意深く読みましょう。CDCの
ウェブサイトには、動画を含めて検査の仕方や結果判定の仕方が掲載さ
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れています。セルフ検査キットのほとんどは抗原検査で、安全面から鼻の
奥までは綿棒を入れないので、感度がそこまで高くはありません。結果が
陰性でも症状があり心配な場合は、医療機関でPCR検査を受けた方がい
いでしょう。
Q5： 12月に2歳の子供も含め、家族そろって感染しました。自主隔
離して10日目、14日目に再検査したのですが、まだ陽性の結果が出
ています。現時点では症状はほとんどないのですが、さらに長く陽性
が続くと心配です。大丈夫でしょうか。また、陽性反応が出ている限
り、周りの方々を感染させる可能性もあるのでしょうか。
検査法にもよりますが、感染後症状がなくなっても、検査結果がしばらく
陽性になり続けることもあります。一般的には症状がなくなれば大丈夫で
すが、心配ならばかかりつけ医に相談しましょう。
今まで感染したことのない人が初めてテスト陽性となった場合は、新たに
感染したとみなされ、症状の有無に関わらず、周りへの感染を防ぐために
隔離が必要です。ウイルスが人に感染した後、時間とともに体内のウイル
スは感染力を落とし残存していても自己複製ができなくなります。セルフ
検査キットや普段の診療の一環で行われる検査法では、感染力がある活
きのよいウイルスと感染力がない残存しているだけの死骸のようなウイルス
を区別することができません。感染力があるウイルスがまだ体内にいるか
を調べるには追加の詳しい検査が必要で一般的には行われていません。
もともと健康で感染したけれど無症状または軽度の症状で済んだ場合
はだいたい10日も経過すると感染力はほとんどなくなり検査も陰性になる
ことが多い一方、重症化した人、免疫状態が低下した人は感染力をもつ
ウイルスが体内に長くいて検査が陽性である期間が長い傾向にあります。
しかし、感染力がなくなり体が回復しても、死骸のようなウイルスが鼻腔に
長く残存するために検査が陽性であり続けることもあるのです。よって、感
染から回復し時間が経過しても陽性結果が続く場合、周りを感染させる可
能性はほとんどないと言えますが、ケースバイケースのこともあるので、心
配ならばかかりつけ医に相談しましょう。
会社によっては、感染後に会社に復帰する時に陰性結果の提出を求め
る会社もありますが、上記の理由から、回復して元気なのに検査が陽性で
あるために戻れないという事態が発生し得ます。そのような場合、かかりつ
け医が感染性がないと判断し診断書を書くことで、復帰可能となります。
飛行機の搭乗に関しては、アメリカの国内線搭乗時、アメリカの入国時
には、90日以内にコロナに感染した場合は陰性結果、もしくは医師の診
断書が求められます。一方、日本入国時には陰性証明が必要です。陽性
が長引いて陰性証明がとれない場合、事前に厚生労働省に問い合わせ
た上で、認められればかかりつけ医に診断書を書いてもらいましょう。
コロナ禍が始まってから、メソディストやベイラー医科大学病院などの大
きな病院ではUrgent Care (急病診療所。急病になり病院にかかりたいけ
れど、かかりつけ医がいない、かかりつけ医の予約がとれない時に利用で
きる診療所。救急外来に比べて軽症の患者さんが対象。) をオンラインで
始めました。自宅療養中のコロナ感染者も対象なので、治療を受けたい、
相談したいことがあるなどの場合、オンライン診療を検討してみるのもいい
かもしれません。オンライン診療に通訳を無料でつけることができます。
【免責事項】 本記事は、2022年2月10日時点の情報に基づき、情報提供を目
的に執筆しています。万一、内容に関して、不利益を被る事態が生じたとして
も、一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。

福田由梨子先生
横浜市立大学医学部卒。ベイラー医科大学感染症科所属。
米国内科・感染症科専門医、創傷治癒学専門医、医学博士。
コロナオンライン勉強会などを通じて、ヒューストン在住の日本
人の方々にコロナ関連の最新情報を発信。
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加治屋百合子さん（Part１）

ヒューストンで暮らす約4,000人の日本人の中には、世界的なレベルで活躍されている方もたくさんいらっしゃ
います。ガルフストリームでは、ヒューストンの在留邦人の中の日本の「宝」ともいえる方々をご紹介します。
第一回目は、ヒューストンバレエのプリンシパル（トップダンサー）である加治屋百合子さんです。現在ヒュー
ストンバレエには、8人の日本人ダンサーが所属していますが、加治屋さんは、2014年7月にヒューストンバレエ
に移籍し、同年11月にプリンシパルに昇格して以来、看板ダンサーの一人として活躍されています。2021年に
は芸術各分野において優れた業績を挙げた人に与えられる第71回芸術選奨文部科学大臣賞*1を受賞され、
日本でもますます注目を集めています。
（佐藤暁子）

●バレエとの出会い・上海バレエ学校
―お忙しいところ、お時間を取っていた
だきありがとうございます。まずは、バレ
エを始めたきっかけを教えてください。
私が通っていた幼稚園には全国大会
に出場する鼓笛隊があり、指揮者に選
ばれました。でも私は鼓笛隊についてい
たダンスチームで踊りたかったのです。それで小学校に入学した際に、家の
近くのバレエ教室に母が連れて行ってくれました。ですが、初めてのレッスン
では泣いていたのを覚えています。私は鍵っ子だったので、寂しくないように
と、学校が終わった後にいろいろな習い事をやらせてもらっていました。その
ひとつがバレエでした。
バレエ以外にも、お琴教室や塾などに通っていた中、10歳の時に父が仕事
の関係で上海に行き、全寮制のバレエ学校があることを教えてくれて興味を
持ち面接をすることになりました。でもそのときはバレリーナを目指していたわ
けはありませんでした。
学校の面接では、「まだ小さすぎるのでもう1年待った方がいいのではない
か」と当初は言われました。中国の国立バレエ学校で、スパルタ式のとても厳
しいところでした。「ロシアメソッド」といって、生徒募集の時も、生徒の体型だ
けではなく親の体型も見て決めるなど、生徒は「選ばれしエリート」で本当に厳
しい。10歳の何不自由なく育ってきた日本人の子供が、そんな厳しい所では
もたないだろうと両親に話していたそうです
が、両親も「短期間でも本人がやってみたい
なら」ということで誰も長く続くとは考えては
おらず、入学に至りました。
―学校生活はどんなふうでしたか？
学校は全寮制で、朝の6時からストレッチ
が始まるような生活でした。そのころの上海
はまだ発展途上で、寮の水道は蛇口からお水は出ない、電気はつかないとい
うことが多々ありました。女子寮はビルの4階で水が上がってこないので、水筒
に水を汲んで4階までもっていき、歯磨き、顔洗いをしていました。その当時の
トイレは流れないことも多く、ドアも壁もなく側溝みたいになっていました。
他にも私より年上の外国人留学生が数名おりましたが、留学生の多くは自国
との生活のギャップがあまりにも大きく、皆さん自国が恋しくてホームシックに
なっていました。でも、私はまだ小さかったということもあり、同年代のクラスメイ
トが同じ環境にいたため、これがここの普通なのだと受け入れていました。今
でしたら信じられない生活です。
寮には、学生が抜け出さないためでしょう（笑）鉄格子の門の管理があり、週
末しか校外に出られませんでした。入学当時は寮には電話がなかったので、
学校の向かいにあるホテルに行き、家族に電話をかけたのを覚えています。
その当時、日本へのコレクトコールが1分で千円（？）くらいで、あとで莫大な請
求書が来ていたと母より聞きました（笑）。そんな時代でした。学校生活も終わ
りになろうとする頃に、やっと寮の居室に電話が配置され、卒業間際くらいに
携帯電話が出てきました。
あの頃は携帯電話がなく、通信手段として母や祖父母にたくさん手紙を書い
ていました。それが一番の楽しみで、母も私も当時の手紙は全て大切な記
憶、宝物として保管しております。中国では日本語を話す機会があまりありま
せんでしたので、手紙のおかげで日本語を保つこともできていたと思います。
母には一番寂しい思いをさせたのかなと思います。中国にいた時が私の一
番の成長期だったので、「百合ちゃんは、ママの知らないところで大きくなった
ね…」とあとで言われました。中国に留学して1ヶ月後くらいに、寮のドアをノッ
クする音がして、開けたら母がいました。「百合ちゃん、そんなに頑張らなくて
いいよ」って、飛行機のチケットも持っていました。上海の生活が厳しいこと
や、私がバレリーナを目指していたわけでもなかったのを知っていたので、「も
う帰ろう」って私を迎えに来たのです。
でもその時は、子供心に「始めたことをこんなにすぐにやめてしまってはいけ
ないのではないか、今帰ったら自分に負けてしまう」という負けず嫌いな私が、
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「残りたい」と母に言ったのです。母は、「あの時はすごくショックだった、寂し
かった」と後で聞きました。
―授業は中国語ですよね。中国語は…？
北京語（マンダリン）はマンツーマンで教え
ていただき、留学して3ヶ月経った頃には、話
していることが分かるようになっていました。
名前は中国語読みで“バイフーツー”と呼ば
れて、日本語より中国語の方が上手く話せて
いました。ですが、アメリカに来てからは話す
機会があまりなく、アメリカにあるチャイナタウ
ンでも広東語を話す方が多いので、会話をする機会はあまりないですね。
中国語の発音は難しいですが、私は子供のころに覚えたのでアクセントに苦
労することなく話せるようになり、中国人と会話をしていても、私が日本人だとは
誰も分からない様です（笑）。
―中国人のクラスメイトの様子はいかがでしたか？
今は違いますけど、あの当時は、中国人の生徒は国から選ばれた先鋭揃い
で、親御さんは先生に「とにかく叱って、うちの子を一人前にしてください」と強
い姿勢でお願いしていました。国から選ばれた学生は、学費も食費も免除、そ
れに中国のバレエダンサーとしての仕事も将来約束されているというエリート
コースであるためです。
ですが学生の半分以上のクラスメイトは、自分の意思ではなく選ばれたから
やっているという感じでした。当時のクラスメイトは15人おりましたが、現役でバレ
エダンサーとして今でも踊っているのは、私を含めて2人になってしまいました。
―さっき体型の話が出ましたが…。
クラスメイトのみんなは、何千人もの中から選抜されて入学してきているので、
生まれつきバレエ体型の人たちばかりでした。バレエでは足の甲が出ている方
がきれいなのですが、私は全くそうではなかったので、足の甲が綺麗に見えるよ
うに毎日、毎日、鍛錬により矯正して、甲が出るようになりました。
―大変なことばかり！よく続きましたね。
国立学校なので先生も国から派遣されていて、一人でも優秀な中国人のダン
サーを育てないと、先生としての資質を問われてしまいます。私は留学生なの
で、他の中国人の生徒と同じような指導を受けることは出来ませんでした。その
ため、当時は自分が『日本人の加治屋百合子である』ということがとても嫌で、中
国人になりたいとずっと思っていました。…みんなと同じように先生に見てほし
いという気持ちでいっぱいでした。
最初のころは「一番下手なのは百合子だ」「一番醜いのは百合子だ」と言われ
ていましたが、「だけど一番努力してる」と先生に努力を認められて、「ああ、そう
なんだ。じゃあもっと頑張らなくちゃ」と、叩かれても言われたことをバネにして頑
張りに変えていました。ほんとにバレエに純粋でしたね（笑）。
初年度は、踊ることより手の位置や柔軟性などの基礎の練習ばかりでした。で
もあの時、基礎を叩き込まれたことが今の私の土台になっています。
13歳の頃、中国の国内コンクールに私のクラスからも出ることが決まり、コン
クールに向けた練習が始まりました。コンクールでは、一人ソロを踊るのです
が、今までの基礎に「踊る」「舞う」が加わったことで、私はバレエが好きになって
いきました。また、練習をすればするだけ自分が上達していくのが感じられ、そ
れを先生に褒めていただけたのが嬉しくて、時間があればいつも練習をしてい
ました。みんなからは、「百合子にはスタジオに行けば会えるよ」と言われるくら
い睡眠も食べる時間も惜しまず、ずっとスタジオで練習をしてどんどんバレエに
のめりこみ、虜になっていきました。
（Part2に続く）
*1 芸術選奨 舞踊部門 文部科学大臣賞受賞（文化庁による受賞理由）： ヒュースト
ン・バレエ・プリンシパルとして国際的に活躍。令和2年は日本バレエ協会公演『海賊』
に主演し、磨き抜かれた高い技術と深い洞察力、華やかな存在感をもって圧倒的な舞
台を見せた。またウェブ発信を通して、コロナ禍で苦境にある日本人アーティストの支
援活動を実行、賛同者は世界的に拡大している。海外を拠点に研鑽（けんさん）を積
み続け、様々な形で日本バレエ界に貢献する加治屋百合子氏の活動は社会的影響
力も大きく、高く評価されるものである。
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拡大版

第4回

連載「週末の過ごし方」

クッキング・調理器具編その1

第3回から少し間があいてしまいましたが、週末の過ごし方シリーズは
まだまだ続きます。これまでは週末のお出かけに関する情報を紹介して
きましたが、週末は家でゆっくり過ごすという人も多いでしょう。
そこで今回はクッキングに着目。週末は時間をかけて料理にこだわりた
いという人にも、平日のご飯をまとめて用意しておきたいという人にもお
すすめの調理器具を紹介します。

アメリカならでは？ エアフライヤー
アメリカの百貨店で調理器具のコーナーを訪れるとやたらと目につくの
がエアフライヤーではないでしょうか？最近では日本でもノンフライヤー
という名前で出回っているようですが、まだまだアメリカほどではない気が
します。
そんなエアフライヤー、試したいけど使い方が分からなくて敬遠してい
るという方も多いのではないでしょうか？そこでガルフ編集部メンバーに
使い勝手を取材しました。

しそのまま調理するだけで中はほくほく外はカリッと仕上がります。スライ
スした後、コーンスターチと少量のオイルでコーティングすればよりクリス
ピーに仕上がります。スイートポテトを使うと栄養的にさらにいいかも。
・鶏の唐揚げ
脂肪の多いもも肉で作るとよりジューシーな仕上がりになります。衣は
粉をまぶすより卵とまぜた方が粉っぽさが残りません。
・豚カツ
ヒレならTenderloin、ロースならChuckを買ってきましょう。小麦粉、卵、
パン粉をからめて最後にオイルスプレーをシュッ。感激モノのサクサク豚
カツが出来上がります。
・揚げ出し豆腐
普段は揚げ焼きにしているところ、油をやや多めにスプレーするとなか
なかの出来映えに。もっちり仕上げるには時間をかけすぎないのがポイ
ントです。

まずは原理から
本体の説明に入る前にちょっとお勉強。このエアフライヤー、油を使わ
ないのにどうやって揚げ物ができるのかご存知ですか？名前から連想さ
れる通り空気を加熱して食材を温めるのですが、食材の中にもともと含ま
れている油を活用する点がポイントです。
そこでエアフライヤーを使うときに欠かせないのがオイルスプレー。油
分の少ない食材を使用する際には表面にシュッと吹き付けると揚げた感
がぐっと増してジューシーに仕上がります。最近はアボガドオイルのもの
などもありますので、お好みのものを一本用意してはいかがでしょうか。

バスケットタイプか、トースタータイプか
で、いよいよ本体の話に入りますが、エアフライヤーは大きくバスケット
タイプ（縦型）とトースタータイプ（横型）に分かれます。それぞれ各社か
ら様々な機種が販売されていますので一概には言えませんが、揚げる
パワーはバスケットタイプの方が強そうです。
一方トースタータイプは見た目の通りトースターやオーブンの機能も兼
ねていることが多く、マルチに使いこなしたい人に向いていそうです。

トースタータイプの調理例
・焼き魚
揚げるんじゃないの？と思われるかもしれま
せんが、意外な一押しが焼き魚。冷凍のサバ
やホッケをエアフライヤーの機能で焼くととても
美味しく仕上がります。但し魚の臭いがつくの
でご注意ください。
・冷凍食品
その他、フレンチフライやチキンナゲット、春
巻きなどの冷凍物はカリカリに仕上がります。冷
凍物とエアフライヤーの組み合わせで時短クッ
キングすれば忙しい平日ももう一品増やせるか
もしれませんね。

その他の機能
前述の通り、機種によってはオーブンなどの機能も備えていますが、つ
いつい見過ごしがちなのがDehydrate機能。時間をかけて食材から水分を
抜くことができますので野菜や果物のチップスを作ることもできそうです。
時間のある週末にいろいろ試してみてはいかがでしょうか。

まだまだ続くクッキングの道

▲トースター型

▲バスケット型

バスケットタイプの調理例
・ポテトフライ
冷凍ポテトではなく通常のじゃがいもでトライ。スティック状にスライス
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ということで、やや駆け足でエアフライヤーを使った様々な
料理を見てきましたが、アメリカにはまだ他にも様々な調理
器具があります。連載「週末の過ごし方」では引き続き、クッ
キング編を展開しますのでお楽しみに。
ブラックフライデーのセールは終わってしまいましたが、自
分も作りたくなったという方は是非、キッチンを充実させてヘ
ルシーな自炊ライフに取り組んでみてください。
（編集部）
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アメリカの大自然の驚異を感じるなら「グランドサークル」へ。グランドサーク
ルとはユタとアリゾナの州境にある巨大な人口湖レイクパウエルを中心に描
いた半径230kmの円（サークル）のエリアのこと。このエリアの中には8つの国
立公園と16の国定公園が存在し、アメリカの雄大な自然を体験することがで
きます。このグランドサークルにある世界屈指のグランドキャニオンや、アンテ
ロープキャニオンなど有名な観光地はご存じの方も多いと思いますが、今回
はまだあまり知られていないとっておきの絶景スポットを2つご紹介します。

▼（左）キャンディクリフ 岩肌 波、（右）マーブル

▲キャンディクリフ 全景

★自然が造った巨大な階段「グランドステアケース」～The Grand Staircase～
とは？

ユタ州南部からアリゾナ州北部にかけて、地殻変動により緩やかに傾斜
し、平らな地と崖が連なる地形が広がっています。それがまるで巨大な階
段のような形状から「グランドステアケース」と呼ばれています。2憶5千年
前から気の遠くなるような年月をかけて造られた壮大な階段は、5つのクリ
フ（崖）によって区切られた6段から形成され、むき出しになった地層には
太古から刻まれた地球の歴史を感じとることができます。
＜グランドステアケース＞
7000年前ー ピンククリフ

＊ブライスキャニオン

1憶年前ー グレイクリフ
1憶5千年前ー ホワイトクリフ

＊ザイオン

2憶年前ー バーミリオンクリフ
2憶2千年前ー チョコレートクリフ

＊グランドキャニオンはこれ以前

★世にも奇妙なキノコ岩群「トッドストゥール」～The Toadstools～

このグランドステアケースの190万エーカー（デラウェア州より少し大きい）
もの広大な地域が1996年クリントン大統領により国が保護する国立モニュ
メントに指定されました。このグランステアケース・エスカレンテ国立モニュ
メント（Grand Staircase=Escalante National Monument）には上記の6段
のクリフのうち、グレイクリフとホワイトクリフとの間の約1憶4千年前のジュラ
紀のカラフルな地層が見られ、そこにキノコの形をした奇岩が立つちょっと
奇妙な光景のスポット「トッドストゥール」があります。
カナブとページを結ぶRt89沿いの駐車場を降りて、キノコ岩群があるとこ
ろまで約0.8マイル（1.3キロ）ほどの砂道を歩くこと20分、色々なキノコ岩が
ニョキニョキと見えてきて、ここは地球じゃなくて火星かどこか？と錯覚して
しまう光景。キノコといえば英語でMushroomですが、その中でも笠のつい
た食べられない毒キノコをトッドストゥール（Toadstool）と呼びます。
さて、ここでみられるキノコ型の奇岩はどのようにして作られたのでしょ
う？長年風雨によって大地が削られ、フードゥー（Hoodoo）と呼ばれる尖
塔の土柱が形成されます。地層の土壌の軟度は様々で、エントラダ砂岩
層という地層がもろく崩れ、上の硬いダコタ層の岩が落ちて乗っかったま
まキノコの笠になって残ったので、このようなキノコのかたちになりました。
このキノコの笠により下の支柱部分が浸食から守られ、絶妙なバランスを
保って今でも立ち続けているのですね。次来るときにはまた新しいキノコ

ができているかな、もしくは崩れてなくなっているものもあるのかな。でも自
分の生きている時間なんて地球の歴史でみたらほんの一瞬なので何も変
わらないのかな、などと自然の偉大さに思いを馳せるのでした。
★とってもカラフルな絶景「キャンディクリフ」～Candy Cliffs（Yant Flat）～

波のように隆起した縞模様の地層「ザ・ウェーブ」はテレビや写真などで
お馴染みの方も多いと思います。但し、ここに行きたくても自然保護の為
に1日20名に入場制限をしており、運よく抽選に当たった人しか行くことの
できない運まかせのスポットです。その近くには、必ず訪れることのできる
ザ・ウェーブに似た風景が存在します。
ラスベガスから車で2時間ほど走るとセントジョージの近くにディキシー国
立森林公園（Dexie National Forest）があり、その中にあるヤントフラット
（Yant Flat）は地元の人達からは通称「キャンディクリフ」と呼ばれていま
す。キャンディのようなクリフってどんなところなんだろう？心がときめきま
す。なんともかわいいネーミングですが、ここに来るとその意味がわかりま
す。
ヤントフラットのトレイルヘッドから平坦な砂の上を約30分ほど歩くと急に
視界が開けて大パノラマが広がり、遠くにはザイオン、グランドキャニオン
が望めます。目の前には縦横無尽に隆起した岩肌が現れ、道なき道をひ
たすら歩きまわっていると、平衡感覚がおかしくなって、岩の波におぼれ
そうに…。岩肌は風や雨水によって削られて、縞模様だったり、亀の甲羅
のような柄、チェッカーボードのようだったり、中にはマーブルのような岩肌
も。このユニークな景観を作り出しているナバホ砂岩層は約1憶8000万年
前から存在し、地殻変動で海底が隆起、そこに風によって運ばれた砂が
堆積し1500万年もの時間をかけて形成された地層です。長い年月をかけ
てできた地層は、そこに含まれる酸化鉄の影響でこの淡いピンクやオレン
ジ色などとっても色鮮やか。起伏に富んだカタチ、風雨が創り出したデザ
イン、そしてカラフルな色。その景観がまるでキャンディのようで「キャン
ディクリフ」と呼ばれるのもわかりますね。まさに自然の創り出したアートを
楽しみながら自然の驚異を体験できます。見るだけでは伝わってこない躍
動感を、実際にここに足を踏み入れると全身で感じます。
トッドストゥールとキャンディクリフはどちらもザ・ウェーブの抽選会場のあ
るカナブからも近いので、もしザ・ウェーブの抽選に外れてしまった場合に
行くこともできます。但し、道中は太陽を遮るものは全くありませんので夏
場は注意。砂漠地帯で乾燥もしていますので、十分な水を必ずお持ちく
ださい。
The Toadstools
JTB USA, Inc
Grand Staircase=Escalante National Monument ルックアメリカンツアー
US Hwy 89, Big Water, UT 84741
伊藤美和
Candy Cliffs (Yant Flat) Dexie National Forest
FR031, Washington, UT 84780

▲（左）トッドストゥール全景 （右）トッドストゥールのシンボル、 姿形から名付けられた「ET岩」
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駐妻のヒューストン日記
第208回

竹下由貴子 さん

これまでドイツ、ブラジル、ここヒューストンと海外生活も12年目になろう
としています。気がつけば、引っ越し回数はアクシデントを含めて10回を
超えました。結婚当初、「長い新婚旅行だと思って楽しんでおいで。」
と、送り出してくれた私の上司。まさに長い長い旅が続いているような、そ
んな気持ちで今に至ります。家族と共に船に乗って、と言うよりはむしろ、
ジェットコースターに乗っているような感覚かもしれません。山あり谷あり、
時には障害物ありのスリルを味わいながら、スピードの緩急をつけ、同じ
方向に向かって家族で協力して共に歩んでいく、そんな海外生活を送っ
ている気がします。
ジェットコースターに乗って向かう先々には、いつも新しい世界が広
がっています。子どもと一緒に異文化を体感し味わえる楽しみは、この
「長い新婚旅行」ゆえ。初めて知る季節行事や料理。感情表現の表し
方、歴史に対する認識の違い。日本で生まれ育った私にとって、海外生
活は刺激的で「学ぶこと」の連続でした。それぞれの国で語学学校に通
い、学生時代に得た日本語教師の資格を引っ張り出し、時には先生とし
て日本語を教えるお手伝いをしたり、コロナの影響で中断してしまいまし
たが、興味の赴くまま、若い学生さんに混
じって不得意だったエッセイのクラスを
HOUSTON COMMUNITY COLLEGEで
受講したりもしました。
正直に言えば、夫に帯同してついて行く
と自分で決めておきながら、仕事を続け
て責任ある立場を任されている友人の話
を聞くと、時には羨ましく思ったりすること

12月のあそぼーかいのテーマはクリスマス。会場にはクリスマス柄のキ
ルトマットやツリーが飾られ、マスコットキャラクターのとらおくん、とらこちゃ
んも今回はサンタの帽子をかぶって登場です。クリスマスに向けて楽しみ
なこと、クリスマスをどのように過ごしたいかなどとお話ししてから、みんな
で「あわてんぼうのサンタクロース」を歌いました。歌のリズムにあわせて手
作りのシェイカーを鳴らし、会場の雰囲気も一気にクリスマスモードへと盛
り上がりました。（シェイカーは小さなペットボトルの中にカラフルなビース
を入れて、テープで蓋を密閉するだけなので、手軽に作れますよ。）
みんなのお待ちかねのパネルシアターにも今回はサンタ、トナカイ、雪
だるまなどが出てきて、音楽に合わせて陽気に動く様子に、子どもたちだ
けでなく大人たちもくぎ付けになっていました。ちょうど12月がお誕生日月
になるお友達も来てくれていたので、みんなでハッピーバースデーの歌を
歌ってお祝いしました。お誕生日用の特別なメダルをもらって嬉しそうな、
恥ずかしそうな表情が印象的でした。 その後はみんなでクリスマスがテー
マのぬりえをしました。お母さんに手伝ってもらいながら塗ったり、自分で
集中して塗ったりと、みんな一生
懸命取り組んでいると…。そこにな
んと本物の（?）サンタさんが遊び
に来てくれました!絵本に出てくる
サンタさん同様、赤い服をまとい、
ブーツを履いて、顔にはたくさん
のおひげ。そして手にはプレゼン
トが入った袋を持っています。突
然の登場にみんな驚き、ぬりえの
▲人気のとらおくん、とらこちゃん
ことなどすっかり忘れてしまいまし
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もあります。気がつけば3カ国目に入った40代。
専門職でなく、職場復帰にブランクのある私を
再び雇ってくれるところは限りなく少ないでしょ
う。楽しみながらも、どこか焦りや葛藤を抱えて
いた時期もありました。
コロナが流行してからここ一年半、平日は毎
朝ランニングかウォーキングをしています。当初
はダイエット目的でしたが、同じように走る友人
やご近所さんともおしゃべりできるのが楽しくて、励まし合いながら何とか
毎日続けています。最近は、やってみたかったテニスを習い始めました。
長い人生の中でこんな旅もいいじゃないかと、ようやく力が抜けてきた
のは最近のことです。この時間を純粋に大切に楽しんでもいい。海外だ
からと言って、特別な何かを成し遂げようとしなくてもいい。仕事を辞めて
しまった負い目があるのか、無意識のうちに「学ぶこと」を必死に探してい
たような気がします。
いずれ日本に帰ったら、何かの形で日本に暮らす外国人ご家族のた
めのお手伝いがしたいと思っています。私自身、生活する上で「言葉の
壁」は非常に大きなものでした。非英語圏では特に、現地語が堪能でな
い場合、自分でできるはずの小さなことがわからない、欲しい情報を自分
で上手く集められないストレスは積み重なります。大量の郵送物が、広告
なのか重要な書類か分からず途方にくれたり、子供の医療や学校に関
する情報をインターネットで検索するにも、それに該当する適切な言葉
が見つけられなかったり…。近所のクリーニング屋のおじさん、同じア
パートに暮らすおばあさん、ご近所ファミリー、語学学校の友達。今でも
大変な時にサポートしてくれた友達には感謝の気持ちでいっぱいです。
小さなストレスを解決できるように、言葉の問題や習慣の違いで隠れるよ
うに生きることがないように、おこがましいですが少しでもお返しがしたい
気持ちです。彼らが私にしてくれたように、あの時の心細い気持ちを日本
にいる外国人の方が感じる機会が減るようお手伝いできたらいいなと
思っています。

た。サンタさんから「良い子にしていたかな?」と問いかけられると、みんな
が手を挙げることができました。サンタさんか
らプレゼントを一人一人に手渡してもらうと、
みんなとっても嬉しそうでした。そして最後に
は一家族ずつサンタさんと一緒に写真を撮り
ました。こんなに身近でサンタさんを見る機
会はあまりないので、中には緊張している表
情の子や泣き出してしまった子も見受けられ
ましたが、今回のあそぼーかいが2021年のク
リスマスの素敵な思い出の一つとなってくれ
ると嬉しいです。
ご参加いただいた方々
ありがとうございました。ま
だまだコロナの感染状況
が 落 ち 着 きま せ ん が、様
子を見極めながら、少しで
も多くの子どもたちと楽し
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。（小原佑季） ▲サンタさん登場 メリークリスマス！
ピーカンキッズ

今後の開催予定

*スタッフは随時募集中です。

あそぼーかい pecan.asobo@gmail.com
3月3日（木）
3月のあそぼーかいは開催の一週間前に予約サイト(対面)やZoomリンク等の
詳細を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します。
やむをえず中止や予定変更になる場合も同様です。
読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com
開催日は未定です。HPにてご確認ください。
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今月号は平田雄紀先生から消化器外科がご専門の朴正勝先生にバトンが移りました。

第206回
血栓は金曜日
医師（現MD Anderson Cancer Center研究員）
朴 正勝

題名からダジャレですいません。大阪より参りました消化器外科医の朴
正勝と申します。現在、MD Anderson Cancer Centerでポスドクとして膵癌
に関する基礎研究を行っていますが、元々日本では大腸外科医として主
に大腸癌の診療を行なっておりました。さて、そんな私が今回お話しさせ
て頂くのは、血栓の話です。皆様は静脈血栓塞栓症（venous thromboembolism; VTE）という病気をご存知でしょうか？馴染みの深い名前としては
エコノミークラス症候群とも呼ばれています。VTEとは血管の中に形成さ
れた血の塊（血栓）により血の流れが悪くなり、痛みや足の腫れなどの症
状を来す深部静脈血栓症（deep vein thrombosis; DVT）と、その血栓が剥
がれて肺の血管につまり、胸痛や呼吸苦などを来す肺塞栓症
（pulmonary embolism; PE）を総称したものになります。エコノミークラス症
候群という可愛らしい名前から、風邪のような「軽い」病気に勘違いされる
かもしれませんが、実は致死率の高い「怖い」病気です。2002年のサッ
カーW杯の直前に日本代表の高原選手がこの病気にかかり、その危険
性からW杯を辞退することになったことを覚えていらっしゃる方もいると思
います。また、2004年に発生した新潟県中越地震後の車中泊避難で
VTEが多発し、少なくとも6人が死亡したことが知られています。最近では
COVID-19の感染者でVTEのリスクが増大し、死因の一つになっているこ
とも話題になりました。「聞いたことはあるけど、よく知らない」血栓症の基
本的な知識を皆様に紹介したいと思います。
そもそも、「何で大腸外科医が血栓症の話をすんねん」、というツッコミが
入ると思いますが、実は消化器外科医と血栓症には深い関係がありま
す。2014年に中村らが報告した日本におけるVTEの現状において、手術
はVTEの高い危険因子として挙げられております。さらに、癌はVTEのハ
イリスク因子であり、非癌患者さんとの比較でそのリスクは約4倍、胃や膵
臓、大腸といった消化器系の癌の中では膵癌が最も頻度が高く、そのリス
クは約15倍と報告されています。しかも、VTE、とりわけPEは死亡率10%
以上であり、心筋梗塞（死亡率：約7%）よりも死亡率が高い、非常に危険
な病気です。このようなVTEの背景を考えると、癌の手術を中心に行う
我々、消化器外科医にとってVTEは最も避けるべき術後合併症の一つで
あり、切っても切れない関係ということが分かって頂けると思います。
では、VTEの疫学的なデータを紹介させて頂きます。皆様は日本人に
おけるVTEの発症頻度をご存知でしょうか？PEだけを対象にしたデータ
になりますが、2006年の日本血栓止血学会の報告では発症頻度は年間

10

100万人あたり62人と報告されています。癌が年間100万人あたり約8000
人罹患すると言われており、それを考えると、発症頻度が低いことは何と
なく分かって頂けると思います。一方、欧米でのPEの発症率は日本の約8
倍程度であり、心筋梗塞や脳梗塞などと並んで循環器系疾患での主要
な死亡原因の一つとされています。この発症頻度の違いは遺伝的要因も
ありますが、ライフスタイルや食生活の違いが大きな影響を与えていま
す。後述しますが、肥満（BMI30以上）はVTEの危険因子であることが分
かっています。WHOの報告では、欧米諸国の多くは成人肥満率が20%
以上であり、約4%程度の日本の成人肥満率と比較して5倍以上高い現状
です。VTEは欧米人の病気であり、日本人にはあまり関係ないのでは、と
思われるかもしれませんが、近年、日本も食生活の欧米化により肥満が
増えてきており、VTEの発症頻度も徐々に変化しています。1996年にお
けるPEの発症頻度は100万人あたり28人と報告されており、先程のデータ
と比較すると10年間で2倍以上増加していることが分かります。今後も
VTE発症の増加が予想されており、日本人にとっても無視できない病気
になりつつあります。
続いて、VTEの発症要因についてお話しさせて頂きます。静脈血栓の
形成には、「Virchowの3徴1」」と呼ばれる、①血流のうっ滞、②血管内皮
の障害、③凝固機能亢進の3つの要因あります。特にこれらの要因が重
なると、血栓が形成されやすくなります。例えば、航空旅行は窮屈な座席
で長時間同じ姿勢のままいることで血流がうっ滞する(①)ことや、航空機
内が乾燥しており、脱水状態になりやすい(③)ため、VTEを発症します。
ここに骨折などの外傷、肥満や高血圧症など、血管内皮障害(②)が加わ
ると、さらにVTEのリスクが高まります。また、癌患者においては、腫瘍の
骨盤内占拠による血流のうっ滞、腫瘍細胞から分泌される炎症性サイトカ
インや組織因子による血管内皮障害・凝固能亢進が起こります。加えて、
抗癌剤治療や放射線治療、手術による血管内皮障害や、術中・術後の
長期臥床による血流のうっ滞をきたしやすいため、癌患者においてVTE
が発生しやすいことを理解して頂けると思います。ご存知の通り、空の旅
では定期的に軽い運動をして、こまめに水分を摂取することでVTEの予
防は可能ですが、癌や先天的な凝固機能異常など予防困難な要因もあ
ります。抗凝固薬（血液をサラサラにするお薬）を内服する場合もあります
が、出血リスクを考えると、一概にお勧めできるものではありません。今後
さらなる医療の発展によりVTEハイリスクの方に対する安全な予防薬の出
現もあるかもしれませんが、現時点では脱水を避けて運動を行うのが最も
効果的で安全な予防法と言えます。
まとめになりますが、VTEは致死率が高く、非常に危険な病気です。日
本では比較的稀な疾患と捉えられておりますが、食生活の欧米化、自然
災害などいくつかの発症リスクがあり、今後の増加も懸念されています。
一方で、予防法は適切な飲水と運動という非常にシンプルなものです。
お酒の飲む機会の多い金曜日、ついつい飲み過ぎでしまい、脱水になる
こともしばしばあります。VTEのことを頭の片隅に留めつつ、楽しくお酒を
飲んで頂ければ幸いです。（尚、金曜日にVTEの発症が多い統計報告は
ございませんので悪しからず）
1) 1856年に、ドイツ人の病理学者 Rudolf C. Virchowが提唱した血栓形成の
三大要因

次回はMD Andersonで膵癌の研究をされている牧野祐紀先生です。
大学院（大阪大学）、研究施設、研究分野（膵癌）、アパートメント（しかも
階）まで同じという、何かと共通点が多く、勝手に運命的なものを感じて
おります。まだ渡米されて間もなく、お忙しいにも関わらず、私の無茶振
りバトンを引き受けて下さる心優しい消化器内科の先生です。
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仕事に活かす

ヘ タ ウ マ 英 語

第二回

して、何度もその英語の「発表スクリプト」の練習をしていました。しか
し、どうでしょう。この入念な準備は、ことごとく失敗に終わったので
す。

考えてみれば、当たり前のことです。会議や交渉は対話の場です。こち
前回は、「ヘタウマ英語」の特徴として、英語が上手くないのに、その らの意見の発表の場ではありません。途中で質問が入り、まったく話が別
場の空気をつくり、相手と一緒に１つの世界を作ってしまうという、英語 の方向にいくこともあります。また、発表がうまくできたところで、対話
を体得するための3か条をご紹介しました。
がうまくできなければ、逆にそのギャップが「こいつ大丈夫か？」とか
えって不安を与えてしまう可能性があります。
1: 日本語で説明できないことは、英語で説明できない
2:「対話の流れ」を想定した準備をする
そこで私は、入念な英語の発表スクリプトの準備をやめ、「対話の流
3: 丁寧すぎる英語は、思い切って捨てる
れ」を想定した準備をするようになりました。たとえば、「ある程度、議
今回は、その内容を詳しく見ていきましょう。
日本語の基盤があってこそのヘタウマ英語
私はある会議で、英語がさほどうまくない日本人が、交渉相手を圧倒す
る場面に出くわしました。その方（Sさん）は、簡単な英語で堂々と話し、
相手の外国人にすっかり認められたのです。法律問題だったので優秀な通
訳もついていたのですが、ある場面でSさんの質問に対する回答がズレてい
たとき、相手はなんと、Sさんではなく通訳に向かって「あなたが間違って
いるのではないか」と指摘したのです。

題の内容を相手に説明したら、早々にWhat’s your view on this?と相手に聞い
てしまおう」、「これを言えば、相手はきっと次にこの質問をしてくるは
ずだ」のように、頭の中で対話の「脳内将棋盤」をフル活動させるので
す。

これが、ヘタウマ英語3か条の2つ目「対話の流れを想定した準備をす
る」、です。事前準備で対話の流れに着目するようになっただけで、驚く
ような効果がありました。そのうち、相手から特定の言葉や質問を引き出
すために、こちらの説明をあえてざっくりできるようになり、こうした余
裕がヘタウマ英語の体得につながったのです。
私は度肝を抜かれました。ここにはすでに、言葉の壁を超えた、Sさんの
もし、会議の事前準備に悩んでいるのでしたら、「対話の流れ」に着目
専門知識に対するリスペクトがありました。それは、Sさんはだれが見て
した英語に意識を向け、英語発表のための準備を思い切って卒業してみま
も、自分が話すべきことを明確に理解していたからでした。
あ
しょう！
仕事で使える英語は、英語力以前に、相手に伝えたいことが明確にある
ことが大前提です。ですからまずは、日本語で、「この分野なら何を聞か 内藤博久（準会員）
れても答えられる」という自信を持つために、知識の整理を日本語でする
100年の歴史を有する米国の法律事務所Moses & Singer
ことが必要です。これが、ヘタウマ英語3か条の1つ目、日本語で説明でき
LLPにて労働法、企業法務、知的財産権などを専門に扱う
ないことは、英語で説明できない、です。
ニューヨーク州弁護士（現在、テキサス州の弁護士資格申
当然日本語のように英語ではスラスラ説明できないわけですから、いか
に簡単な英語を使って自分の伝えたい内容を相手に話すかが重要となりま
す。その為には、簡単な英語に合わせて日本語を分解したり、表現を変え
る、例を用いると言っ た工夫を意識する必要がありま す。 あいうえ
「英語発表」ではなく、「対話の流れ」を想定した準備をする
みなさんは英語の会議や交渉の前に、どのような準備をするでしょう
か。私は以前、会議の前に、自分の言いたいことを英語で文字に書き起こ

請中）。幅広いネットワークで米国の大手法律事務所と提
携し、日本企業の米国進出を多角的に支援。日本人経営
者を対象としたリーガルセンスを磨くセミナーを実施し、
YouTubeの配信なども行っている。


Email：hnaito@mosessinger.com



YouTubeチャンネル 久ラジ
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個人ブログ

“Coopers Chase”があります。そこの住人（つまりじいちゃんばあちゃ
ん）4人が結成したのがワイン片手に過去の未解決事件について語り合う
という「木曜殺人クラブ」ですが、前作では村の周辺で本物の殺人事件
が発生、クラブの面々が過去のコネやら何やらを総動員して事件を引っ
かき回し、警察の裏をかき、やがて真相に到り着いたのです。
4人のメンバー、元労働運動の闘士ロン、一見無害そうだが実は抜け目
のない元看護婦ジョイス、エジプト出身の元心理療法士イブラヒム、そ
して行動力抜群のエリザベスはいずれもアクの強いキャラばかりです
が、中でもエリザベスは謎に包まれたキャラとして描かれていました。
今作ではそんなエリザベスの過去、MI5の諜報員時代が明らかになると
RICHARD OSMAN著
ともに新たな事件と謎が浮上します。事件の中心にあるのは国際的な闇
あのじいちゃんばあちゃんたちが帰ってきた！
ブローカーの邸宅から盗まれた2000万ポンド相当のダイヤモンド。そし
「The Thursday Murder Club」に待望の続編登場
て殺人事件。かたや地元警察では麻薬密売人の捜査が進められている
中、イブラヒムは地元の悪ガキにスマホを強奪された上に暴行を受けて
読書にまつわる楽しみは様々ですが、大好きな
倒れます。
キャラクターたちとの再会というのも欠かせない
木曜殺人クラブの面々は事件の謎を解けるのか、ダイヤモンドは見つ
醍醐味の一つでしょう。ハリー・ポッターのよう
かるのか、イブラヒムは怪我から立ち直ることができるのか、そして
に少年が主人公のシリーズであればその成長を見
ジョイスは犬を飼えるのか？登場人物たちの軽妙な会話とともに複雑に
守ることもできますし、P.G.ウッドハウスのジー
入り組んだ謎が解きほぐされていく様は痛快のひと言に尽きます。
ヴズ物であれば毎度変わらぬジーヴズの万能執事
しかし、ただのドタバタコメディーに終わらせないのがこの物語。記
ぶりに舌を巻くという具合です。逆に一話読み切
事の冒頭でハリー・ポッターの、少年の成長について書きましたが、年
りの作品を読み終えて、このキャラクターたちと
寄りにも変化は訪れます。体力は衰え、記憶も怪しくなりますが、一方
まだまだずっと一緒にいたいと思った経験のある
で70歳を過ぎてからでもインスタグラムを始められるし、孫と一緒に
方もいらっしゃるでしょう。
ゲームにだって挑戦できるのです。物語の終盤、ちょっと色んなことに
ガルフ2021年2月号で紹介した「The Thursday
疲れてしまった若手の女性警察官ドナがイブラヒムと会話するシーンに
Pamela Dorman Books/
Viking
Murder Club」は私にとってまさにそんな作品で、
は思わずジーンとくるものがあります。そしてタイトルでもある「二度
USA $26.00
読み終えた後、この愉快なじいちゃんばあちゃん
死んだ男」が意味するものとは？
の活躍をもっともっと見てみたいと願ったものですが、嬉しいことにそ
ラストまで読み終えたあなたはきっとこう思 シ リ ー ズ 第1作 の 「The
の夢が現実になりました。作者のRichard Osmanさん、ありがとう！
うはずです。もっともっとこのじいちゃんばあ Thursday Murder Club」
は「木曜殺人クラブ」
ということで今回は「The Man Who Died Twice」を紹介しますが、ま ちゃんの活躍を見てみたいと。
の邦題で早川書房から
ずは基本設定から振り返っていきましょう。物語の舞台はイギリス。英
(編集委員 鵜飼 信） 発売中です。
仏海峡に面した地方の丘の上に高齢者たちが暮らすRetirement Village

私の本棚

“The Man Who Died Twice”
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By
Kumiko
編集後記
■開催中 – May 23
Ramses the Great and the Gold of
the Pharaohs @ Houston Museum
of Natural Science
歴史好きでなくとも古代エジプトと聞
けばワクワクしますよね。その治世か
ら3200年の時を経て、ラムセス2世の
展覧会が開催されています。特別展
のため一般展示とは別にチケットが
必要です。リノベーション中だった恒
久展示のHall of Ancient Egypt もこ
れに合わせて再オープンしていま
す。

■Feb. 26 – Mar. 27
MLBオープン戦
大リーグのオープン戦（Spring Training）はアリゾナとフロリダの2ヶ所に分
か れ 約1ヶ 月 開 催さ れ ます 。 レギ ュ
ラーシーズンの開幕は3/31です。
■Feb. 28- Mar. 20
Rodeo Houston @ NRG Stadium
冬の終わりとともにロデオの季節が
やってきます。これを見なくちゃアメリ
カに来たとは言えません。是非、生
の熱狂を体感してください。

■Mar. 4-6
Star Wars: Return of Jedi – in
Concert @ Jones Hall
1977年の映画第1作公開から45年、
スターウォーズの人気は衰えることを
知りません。お馴染みのあの旋律が
オーケストラの生演奏でよみがえりま
す。
■Mar. 11-12
Camel & Ostrich Races
@ Sam Houston Race Park
競馬場で走るのは馬だけとは限りま
せん。この日はラクダとダチョウも走り
ます。
■Apr. 26
Bon Jovi @ Toyota Center
少し先ですがアメリカが誇る世界的
ロックバンドBon Joviがヒューストンに
やってきます。
■Apr. 29
Justin Bieber @ Toyota Center
その3日後には、こちらも人気抜群、
カナダ人歌手Justin Bieberのライブ
があります。

オミクロン株が猛威を振るっていますが、皆さま、いかがお過ごしで
しょうか。
1月10日には、ハリス郡のThreat Levelが再び1に上がって、市中でも
マスクをされている方も増えたなと感じていますが、他方では、病院や
PCR検査会場も混みあっていると聞きます。身近に陽性者が出たという
話もよく聞くようになりましたし、これだけ新規感染者が出ていると、いつ
感染してもおかしくない状況になってきていると思います。各世帯に4つ
まで検査キットを無償配布するとのことで、さっそく申し込みました。
オミクロン株の流行が無ければ、今頃は商工会関連のイベントも多数
開催される予定でしたが、多くのイベントは延期あるいは中止されてし
まったところ、ガルフストリームの誌面構成も難しくなってきました。編集
委員の皆さまのおかげで、今月号も何とか12ページを守ってこられまし
たが、ギリギリの運営であることは否めません。早く、これまで通りの活
動ができるように、公私ともに期待するところです。
去年の2月には、深刻な災害となってしまった寒波もありました。今年
はないことを祈りますが、しっかりと準備をしておきたいと思います。皆さ
まがご準備される折には、ぜひ先月号の「寒波の準備は大丈夫？」の
コラムをご参照頂ければと思います。
今後も、皆様のお役に立てる誌面作りを心掛けます。引き続き、どう
ぞよろしくお願いいたします。
（稲田徳弘）
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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