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「笑い」はがんに効く︖ 実証実験、吉本や松⽵も協⼒へ
朝⽇新聞デジタル 1/25(⽔) 20:43配信




「笑い」の⼒はがんに効く︖

今年３⽉に⼤阪市

中央区に移転し、オープンする⼤阪府⽴病院機構
仕上がりに満⾜♪⽩髪をキレイに

「⼤阪国際がんセンター」（現・成⼈病センター、

⾃然派club サスティ

⼤阪市）が、漫才や落語によってがんに対する免疫

詳しくはこちら

⼒が上がるかを調べる実証実験を始める。５⽉から
約４カ⽉間、⾎液検査などで効果を確かめ、
２０１７年度にも論⽂にまとめる計画だ。
吉本興業の常設の劇場「なんばグ
ランド花⽉」＝⼤阪市中央区難波
千⽇前

アクセスランキング（国内）

1
【写真】３⽉にオープンする⼤阪国際がんセンター
＝⼤阪府⽴成⼈病センター提供

サンケイスポーツ 1/24(⽕) 21:41
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3

えき）を採取後に病院のホールで漫才や落語を鑑賞してもらい、鑑賞後も⾎液など
を採取。医師らが鑑賞前後で免疫細胞がどれだけ活性化したか調べる。鑑賞の頻度
による免疫細胞の活性化の違いも調べるという。

所持⾦１０円「ヤクザじゃ⾷われ
ん」 職求め社⻑に直訴
朝⽇新聞デジタル 1/25(⽔) 5:00

成⼈病センターによると、吉本興業や松⽵芸能、落語家・桂⽶朝（故⼈）ゆかり
の⽶朝事務所が実験に協⼒。継続的に参加できる数⼗⼈の患者に、⾎液や唾液（だ

「本当にクズだな」浪速のエリカ
様、橋下徹⽒を挑発的に批判

商店街でビル倒壊、道路ふさぐ
今⽉から解体⼯事 福岡
朝⽇新聞デジタル 1/25(⽔) 16:38
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無関係の「商標出願」繰り返す企
業、ついに「ペンパイナッポー
アッポーペン」も︕
弁護⼠ドットコム 1/24(⽕) 22:00

笑いと免疫⼒の関係を⽰した研究は過去にもあるが、担当者は「がん患者を対象
に、ここまで⻑期で継続的に実証する例はないのではないか」と話す。
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「おごってもらった」と⾔えば⼩
学⽣に150万円払わせてもいじめ
じゃないのか 猛烈批判に横浜市
教委が迷⾛ BuzzFeed Japan 1/23(⽉) 18:09

府は、２５年の国際博覧会（万博）の誘致で「健康」をテーマに掲げている。松
井⼀郎知事は２５⽇の定例会⾒で、笑いの効果が⽰せれば万博でもアピールできる
と期待を⽰した。（上⽥真由美）
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