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感染症最前線

The front line of infectious disease

医療生態学ーー感染症対策、共生の視点から
Medical ecology--- from symbiosis viewpoint山本太郎 Taro Yamamoto外務省国際協力局地球規模課題審議官組織

Global Issue Cooperation Division, 
International Cooperation Bureau, 

Ministry of Foreign Affairs

外務省と国際協力
Organizational Chart of MoFA and 

International Cooperation会計課厚生福利室会計課厚生福利室会計課厚生福利室会計課厚生福利室
• 政策課政策課政策課政策課

• 評価室評価室評価室評価室
• 総合計画課総合計画課総合計画課総合計画課

• 民間援助支援室民間援助支援室民間援助支援室民間援助支援室
• 国別開発協力第国別開発協力第国別開発協力第国別開発協力第１１１１課課課課
• 国別開発協力第国別開発協力第国別開発協力第国別開発協力第２２２２課課課課
• 無償資金無償資金無償資金無償資金・・・・技術協力課技術協力課技術協力課技術協力課

• 国際緊急援助室国際緊急援助室国際緊急援助室国際緊急援助室
• 有償資金協力課有償資金協力課有償資金協力課有償資金協力課

• 多国間協力課多国間協力課多国間協力課多国間協力課
• 人道支援室人道支援室人道支援室人道支援室

• 専門機関課専門機関課専門機関課専門機関課
• 地球環境課地球環境課地球環境課地球環境課

• 気候変動室気候変動室気候変動室気候変動室
外務省設置法

National Government Organization Law, MoFA

• 第一章 総則
• 第二章 外務省の設置並びに任務及び所掌事務第一節 外務省の設置第二節 外務省の任務及び所掌事務 (scope and function of MoFA)
• 第三章 外務省に置かれる職及び機関第一節 特別な職第二節 特別の機関
• 第四章 名誉総領事及び名誉領事
• 附則 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的 な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。

本日の話 Today’s topics

• 新型インフルエンザが提起する国際医療協力の問題点ーー公衆衛生倫理
Public ethics caused by potential 
pandemic influenza 

• 及び、新型インフルエンザが提起するこれからの感染症対策ーー共生への視点
Infectious disease control in the 21st

century--- from symbiosis viewpoint

人人人人ののののインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザのののの原因原因原因原因

Human influenza

• インフルエンザウイルスインフルエンザウイルスインフルエンザウイルスインフルエンザウイルスのののの感染感染感染感染によるによるによるによる
A型型型型 type A 流行流行流行流行するするするする（（（（時時時時にににに世界的流行世界的流行世界的流行世界的流行をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす））））

(sometimes causes pandemic)

B型型型型 type B 流行流行流行流行するするするする
C型型型型 type C   流行的発生流行的発生流行的発生流行的発生ではないではないではないではない

• A型型型型インフルエンザウイルスインフルエンザウイルスインフルエンザウイルスインフルエンザウイルスはははは
144種類種類種類種類のののの亜型亜型亜型亜型 (HA16種類種類種類種類、、、、NA9種類種類種類種類））））がががが存在存在存在存在するするするする
Influenza type A has 144 sub-types (16××××9)

新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ

Pandemic influenza
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これまでのこれまでのこれまでのこれまでの新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ登場登場登場登場のののの歴史歴史歴史歴史
History of pandemic influenzaHistory of pandemic influenzaHistory of pandemic influenzaHistory of pandemic influenza

A(H1N1) A(H2N2) A(H3N2) 現在現在現在現在もももも流行中流行中流行中流行中1918年年年年 スペインスペインスペインスペイン型型型型
Spanish flu

1957年年年年 アジアアジアアジアアジア型型型型
Asian flu

1968年年年年 香港香港香港香港型型型型
Hong-Kong flu４０００４０００４０００４０００万万万万－－－－1億人死亡億人死亡億人死亡億人死亡

40 million- 1 billion deaths

１００１００１００１００－－－－４００４００４００４００万人死亡万人死亡万人死亡万人死亡
1- 4 million deaths

１００１００１００１００－－－－４００４００４００４００万人死亡万人死亡万人死亡万人死亡
1- 4 million deaths

Credit: US National Museum of Health and 

Medicine

二二二二〇〇〇〇世紀世紀世紀世紀にににに出現出現出現出現したしたしたした新型新型新型新型インフルエンインフルエンインフルエンインフルエンザウイルスザウイルスザウイルスザウイルス亜型亜型亜型亜型のののの系譜系譜系譜系譜Genealogy of pandemic influenza in Genealogy of pandemic influenza in Genealogy of pandemic influenza in Genealogy of pandemic influenza in 20202020thththth centurycenturycenturycenturyH1N1H1N1H1N1H1N1 H2N2H2N2H2N2H2N2 H3N2H3N2H3N2H3N2 H5N1??H5N1??H5N1??H5N1??スペインスペインスペインスペイン風邪風邪風邪風邪
Spanish fluSpanish fluSpanish fluSpanish flu アジアアジアアジアアジア風邪風邪風邪風邪

Asian flu 香港風邪香港風邪香港風邪香港風邪
Hong-Kong flu1918191819181918 1957195719571957 1968196819681968 ????????????????

History of Influenza 
Pandemic
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新型インフルエンザは何時出現しても不思議ではない。「導火線導火線導火線導火線にににに火火火火はついているはついているはついているはついている。。。。そのそのそのその火火火火はははは消消消消せないせないせないせない」
US mortality data, 1900-90

1918

1918: Worst health event since 

"black death" of 14th century

1918年年年年ののののアメリカアメリカアメリカアメリカ

• 「まず木工職人と家具職人をかき集め、棺作りを始めさせておくこと。次に、街にたむろする労務者をかき集めて墓穴を掘らせておくこと。そうしておけば、少なくとも埋葬が間に合わず死体がどんどんたまっていくという事態は避けられるはずだ」（アメリカ東海岸の公衆衛生担当者たちが米国内の他地域の担当者に対して送ったアドバイス）
• 「インフルエンザもしくは戦争に必要不可欠な場合以外は電話の交換業務を行えない」（電信電話会社の広告）
• 「病院へ運ばれてきた当初、通常のインフルエンザに罹患しているだけのように思われた兵士たちは、しかし数時間のうちにこれまで見たこともないような急激な肺炎症状を示した。入院数時間後には耳から顔全体にチアノーゼが広がり、白人と黒人を区別することさえできなくなった」（診察した医師の記録）• 「何よりもわたしたちを驚かせ、怯えさせた症状は皮下気腫の存在だった。皮下に空気が溜まり、それが体全体に広がっていく。破裂した肺から漏れでた空気は、患者が寝返りを打つたびに、プチ、プチと音を立てた」（看護婦の記録）

Pandemic Influenza in 1918
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１９１８１９１８１９１８１９１８－－－－１９１９１９１９年年年年ののののアフリカアフリカアフリカアフリカ、、、、インドインドインドインド

• 「インフルエンザによって亡くなった人たちの屍骸が何百体と川の流れに浮かんだ」（インド：アメリカからの宣教師の手紙）
• 1918年8月15日、ヨーロッパから1隻の軍艦がフリータウンに姿を現わした。約200名の患者を乗せた軍艦がフリータウンに停泊し、現地の労働者を使って石炭の積み込みを行った。10日後には、2人の現地人が肺炎のため死亡し、多くの人がインフルエンザの症状に苦しみ始めた。
• 8月27日には、「アフリカ」という名の軍艦が石炭を求めてフリータウンに入港した。しかし、当時首都にいた500-600名の石炭積み込み夫たちは、病気のため十分な働きができなかったという。乗組員たちは、現地の労働者と一緒になって石炭の積み込みを行った。「アフリカ」には779名の乗組員がいたが、2、3週間のうちに約600名がインフルエンザに倒れ、51名が死亡した。(シエラ・レオーネに残された記録)

スペインスペインスペインスペイン風邪風邪風邪風邪（（（（1918－－－－19年年年年））））によるによるによるによる推計死亡者数推計死亡者数推計死亡者数推計死亡者数
The estimated tolls caused by Spanish flu (1918-1919)世界全体世界全体世界全体世界全体 (Total) 4880万人万人万人万人－－－－1億人億人億人億人アジアアジアアジアアジア (Asia) 2600万人万人万人万人－－－－3600万人万人万人万人インドインドインドインド (India) 1850万人万人万人万人中国中国中国中国 (China) 400万人万人万人万人－－－－950万人万人万人万人ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ (Europe) 230万人万人万人万人アフリカアフリカアフリカアフリカ (Africa) 238万人万人万人万人西半球西半球西半球西半球 154万人万人万人万人

(Western hemisphere)米国米国米国米国 (USA) 68万人万人万人万人日本日本日本日本 (Japan) 39万人万人万人万人
Johnson & Mueller（2002）改変

2007年1月末現在：感染者269名・死亡者163名
The number infected= 269. Tolls=163. (as of Jan. 2007)

予想される被害

The expected loss
• 鳥インフルエンザ（H5N1）がパンデミックを引き起こしたとき (In 

case H5N1 influenza virus is transformed to human type 
influenza virus)
– 死者死者死者死者：：：：５００５００５００５００万万万万－－－－１１１１億億億億５０００５０００５０００５０００万人万人万人万人（（（（ナバロナバロナバロナバロ国連調整官国連調整官国連調整官国連調整官））））
– Tolls: 5- 150 million

• １９１８－１９年のスペイン風邪が現在流行した場合 (In case 
Spanish flu in 1918-1919 emerged now)
– 死者死者死者死者：：：：６２００６２００６２００６２００万人万人万人万人（（（（５１００５１００５１００５１００－－－－８１００８１００８１００８１００万人万人万人万人））））
– Tolls: 62 million (51- 81 million) （クリス・マレー）

• 死亡の９０％以上は開発途上国で起こる (more than 90% of deaths found 
in developing countries)

• G７諸国の被害は軽微 (the damage in G7 might be slight)

新型インフルエンザ対策指針プレパンデミック期（新型インフルエンザ出現以前）
• ヒトへの感染機会の低減：鳥への対策
• 早期警戒システム強化：サーベイランスの強化新型ウイルス出現期
• 早期封じ込め（WHO事務局長が宣言）
• 流行遅延措置パンデミック期（国境を越えた流行）
• 罹患率・死亡率の低減と社会機能破綻の回避：資源の集中と選択
• 効果的な対策のための研究の推進ポストパンデミック期（パンデミックが終息した後）
• 評価

•抗ウイルス薬の予防投与
•隔離・行動制限

国際協力が欠かせない
新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザがががが提起提起提起提起するするするする公衆衛生倫理公衆衛生倫理公衆衛生倫理公衆衛生倫理
Public Health ethics caused by pandemic influenzaーーーーなぜなぜなぜなぜ外務省外務省外務省外務省がこのがこのがこのがこの問題問題問題問題をををを扱扱扱扱っているかっているかっているかっているか？？？？ーーーー

• 国際協力 International cooperation

–格差という問題 a matter of discrepancy

• 抗ウイルス薬 antiviral

• ワクチン vaccine

• 在留邦人保護 Safety of overseas Japanese

–同胞とは何かという問題
• 海外在留邦人の安全と保護正解正解正解正解はないがはないがはないがはないが、、、、一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが自分自分自分自分のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして考考考考えることがえることがえることがえることが必要必要必要必要
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1. 新型インフルエンザが発生した場合、初期における封じ込めには、抗ウイルス薬（タミフル）が有効とされています。
2. いま日本には１５００万人分のタミフルがあります。しかし、国家備蓄の目標は２５００万人分。１０００万人分目標を下回っています。
3. 一方で新型インフルエンザの発生地となる可能性の高いアジア地域ではシンガポールなど一部を除き、タミフルの備蓄は合計で10万人分しかありません。理由は価格が高いこと国際市場でタミフルの供給が少ないことが原因です。
4. これでは、初期の新型インフルエンザの封じ込めは困難です。封じ込めに失敗すれば、新型インフルエンザは世界に広がります。国際協力が求められている所以です。
5. 一方、新型インフルエンザが世界に広がった場合、タミフルが頼りとなります。新聞などでは、政府の備蓄が少ないといった論調の記事が毎日掲載されています。
6. あなたが外務省（国際協力の現場）で働いているとすれば、どうするでしょうか？

国際的な格差の問題ー抗ウイルス薬ー 国際的な格差の問題ーワクチンの問題ー
1. 新型インフルエンザに対するワクチン製造は、新型インフルエンザが発生した時点で新型のウイルスを採取することが必要です。
2. 従って、ワクチンの種となるウイルスは、新型インフルエンザの発生地で入手する必要があります。
3. 一方、ワクチンの製造能力はG７＋豪・蘭の９ヶ国にしかありません。そうした国の一部では、自国で製造したワクチンに対し禁輸措置も検討しています。
4. あなたが新型インフルエンザの発生国の政府の役人だとすれば、どのようにこの問題を考えるでしょうか？

在留邦人保護という問題

1. 現在、50万人近い日本人がアジア諸国に駐在しています。
2. あなたが外務省で働いているとして、新型インフルエンザ発生時にそうした海外在留邦人、特に発生国の在留邦人に対しどのような勧告を行いますか？
3. 退避を勧告すれば、国内に新型インフルエンザを持ち込む可能性があります。
4. 一方、現地への残留を勧奨した場合、文化や言語が異なる、そして医療サービスの水準が日本に比較して低い途上国で、そうした日本人たちは自助努力が求められます。
5. 要すれば、退避では、国内の安全を脅かすと避難される可能性があり、残留を奨励すれば、海外の日本人を切り捨てたと避難されることでしょう。
6. 退避？ 残留？

ポストパンデミック期の評価

1. 新型インフルエンザは、なんら対策を取らなかったとしても、
1年あるいは2年という時間で、地球を2－3週すれば、自然と終息に向かいます。これは感染し回復した人々が免疫を獲得するからです。

2. たとえ、大きな被害がでたとしてもです。
3. 一方、新型インフルエンザが終息したとき、私たちは、その被害の状況をまず評価しなくてはなりません。
4. また新型インフルエンザ発生期あるいはパンデミック期の対策が適切なものだったかという評価も行われることでしょう。
5. その時、国際場裏では、私たち日本がどのような国際協力をおこなったかが評価され、国内的には、海外在留邦人に対しどのような保護を行ったかということが評価されることになります。

ウイルスウイルスウイルスウイルスとのとのとのとの共生共生共生共生のののの視点視点視点視点

Perspective of symbiosis with 
virus

ウイルスのヒトへの適応段階代表例代表例代表例代表例第第第第1111段階段階段階段階The first The first The first The first stagestagestagestage 適応準備段階適応準備段階適応準備段階適応準備段階ともいえるともいえるともいえるともいえる段階段階段階段階でありでありでありであり、、、、感染感染感染感染症症症症はははは家畜家畜家畜家畜やややや獣獣獣獣からからからから引引引引っかきっかきっかきっかき傷傷傷傷やかみやかみやかみやかみ傷傷傷傷をををを通通通通してしてしてして直接感染直接感染直接感染直接感染するがするがするがするが、、、、ヒトヒトヒトヒトからからからからヒトヒトヒトヒトへのへのへのへの感感感感染染染染はみられないはみられないはみられないはみられない。。。。感染感染感染感染はははは単発的単発的単発的単発的なななな発生発生発生発生のみのみのみのみでででで終息終息終息終息するするするする レプトスピラレプトスピラレプトスピラレプトスピラ症症症症 LeptospirosisLeptospirosisLeptospirosisLeptospirosis猫猫猫猫引引引引っかきっかきっかきっかき病病病病 CatCatCatCat----scratch diseasescratch diseasescratch diseasescratch disease第第第第2222段階段階段階段階The second The second The second The second stagestagestagestage 適応初期段階適応初期段階適応初期段階適応初期段階ともいえるともいえるともいえるともいえる段階段階段階段階でありでありでありであり、、、、ヒトヒトヒトヒトからからからからヒトヒトヒトヒトへのへのへのへの感染感染感染感染がががが起起起起こるこるこるこる。。。。ただしただしただしただし、、、、このこのこのこの段階段階段階段階はははは適応適応適応適応のののの初期段階初期段階初期段階初期段階にににに過過過過ぎずぎずぎずぎず、、、、感染効率感染効率感染効率感染効率がががが低低低低いためやがていためやがていためやがていためやがて流行流行流行流行はははは終息終息終息終息にににに向向向向かうかうかうかう オニョンオニョンオニョンオニョン････ニョンニョンニョンニョン熱熱熱熱OOOO’nyongnyongnyongnyong----nyongnyongnyongnyong feverfeverfeverfever（（（（1959195919591959，，，，東東東東アフリカアフリカアフリカアフリカ））））新型新型新型新型レプトスピラレプトスピラレプトスピラレプトスピラ症症症症（（（（第二次大戦中第二次大戦中第二次大戦中第二次大戦中，，，，アメリカアメリカアメリカアメリカ））））第第第第3333段階段階段階段階The third The third The third The third stagestagestagestage 適応後期段階適応後期段階適応後期段階適応後期段階というべきというべきというべきというべき段階段階段階段階でありでありでありであり、、、、以前以前以前以前はははは動物動物動物動物のあいだでのあいだでのあいだでのあいだで流行流行流行流行していたしていたしていたしていた感染症感染症感染症感染症ががががヒヒヒヒトトトトへのへのへのへの適応適応適応適応をををを果果果果たしたしたしたし、、、、定期的定期的定期的定期的なななな流行流行流行流行をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす ラッサラッサラッサラッサ熱熱熱熱 （（（（1969196919691969，，，，ナイジェリアナイジェリアナイジェリアナイジェリア））））ライムライムライムライム病病病病 LimeLimeLimeLime（（（（1962196219621962，，，，アメリカアメリカアメリカアメリカ））））エボラエボラエボラエボラ出血熱出血熱出血熱出血熱 EbolaEbolaEbolaEbola（（（（1976197619761976，，，，スーダンスーダンスーダンスーダン南部南部南部南部））））第第第第4444段階段階段階段階The fourth The fourth The fourth The fourth stagestagestagestage ヒトヒトヒトヒトにににに対対対対しししし適応適応適応適応したためしたためしたためしたため、、、、もはやもはやもはやもはやヒトヒトヒトヒトのなのなのなのなかでしかかでしかかでしかかでしか存在存在存在存在できないできないできないできない感染症感染症感染症感染症がこのがこのがこのがこの段階段階段階段階のののの感染症感染症感染症感染症 天然痘天然痘天然痘天然痘 Small poxSmall poxSmall poxSmall poxエイズエイズエイズエイズ AIDSAIDSAIDSAIDS梅毒梅毒梅毒梅毒 SyphilisSyphilisSyphilisSyphilis最終段階最終段階最終段階最終段階The final The final The final The final stagestagestagestage ヒトヒトヒトヒトというというというという種種種種のなかからのなかからのなかからのなかから消消消消えていくえていくえていくえていく感染症感染症感染症感染症 成人成人成人成人TTTT細胞白血病細胞白血病細胞白血病細胞白血病 ATLATLATLATL
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ウイルスとの共生への視点

Perspective of symbiosis with virus
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（（（（Y2）：）：）：）：弱毒弱毒弱毒弱毒HIV－－－－１１１１株株株株Low virulent HIV strainLow virulent HIV strainLow virulent HIV strainLow virulent HIV strain（（（（Y1）：）：）：）：強毒強毒強毒強毒HIV－－－－１１１１株株株株
High virulent HIV strain

【性的交流が活発な場合】
Active sexual mixing pattern
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【性的交流が穏やかな場合】
Mild sexual mixing pattern（（（（Y2）：）：）：）：弱毒弱毒弱毒弱毒HIV－－－－１１１１株株株株

Low virulent HIV strain（（（（Y1）：）：）：）：強毒強毒強毒強毒HIV－－－－１１１１株株株株
High virulent HIV strain

大きな石 Time management
• ある日、「時間を管理する」ということについての講義がナイロビ大学の学生を対象として行われました。
• One day, an expert in time management was speaking to a 

group of business students and, to drive home a point, 
used an illustration those students will never forget.

• ナイロビ大学の優秀な学生たちを前にして、教師は「では、ちょっとした頭の体操をしてみましょう」と言い、一ガロン（約四五リットル）の鍋を取り出し、拳ほどの大きさの石を一つずつ丁寧に鍋の中へ敷き詰めていきました。鍋いっぱいに石を敷き詰めたところで、教師は学生に質問しました。「この鍋は、いっぱいですか」
• As he stood in front of the group of high powered 

overachievers he said, “Okay, time for a quiz” and he 
pulled out a one-gallon, mason jar and set it on the table in 
front of him.  He also produced about a dozen fist-sized 
rocks and carefully placed them, one at a time into the jar.  
When the jar was filled to the top and no more rocks would 
fit inside, “Is this jar full?”

• 「はい！ いっぱいです」と、教室中の学生が答えました。
• Everyone in the class said, “Yes.”

• 教師は「本当にそうですか」と言いながら、机の下から砂利の入ったバケツを取り出し、その砂利を鍋に注ぎました。そして、砂利が、拳ほどの石の隙間を埋めていくように鍋をゆすり始めます。教師が鍋をゆすると、砂利は石の間を滑るように落ちていきました。そこで、教師は、もう一度学生に質問しました。
• 「この鍋はいっぱいですか」
The time management expert replied, “Really?” He reached 

under the table and pulled out a bucket of gravel.  He 
dumped some gravel in and shock the jar causing pieces of 
gravel to work themselves down into the spaces between 
the big rocks.  He then asked the group once more, “Is the 
jar full?”

• 教師の訊かんとしていることに、優秀な学生たちは気づき始めていました。
• By this time the class was on to him.  

• 「多分違うと思います」学生の一人が答えました。
• “Probably not,” one of them answered. 

• 「その通り」
• “Good!” he replied.

• 教師は、再び机の下へ手を伸ばし、今度は砂の入ったバケツを取り出し、その砂を石と砂利の間に注ぎ始めました。砂は、石と砂利の隙間を埋めるように流れ落ちていき、やがて鍋の中に消えました。教師は再び質問しました。 「この鍋はいっぱいですか」
• He reached under the table and brought out a bucket 

of sand.  He started dumping the sand in the jar and 
it went into all of the spaces left between the rocks 
and the gravel.  Once more he asked the question, 
“Is this jar full?”

• 「いいえ！」
• 今度は教室中の学生が大きな声で答えました。
• “No!” the class shouted.  

• Once again he said, “Good.”

• 教師は、学生たちの答えに満足そうに笑って、今度は水差しを取り出しました。そして、鍋がいっぱいになるまで水を注いだ後、教室を見渡して質問しました。「この例から何が分かりますか」
Then he grabbed a pitcher of water and began to pour it in 

until the jar was filled to the brim.  Then he looked at the 
class and asked, “What is the point of this illustration?”

• 一人の学生が手を挙げました。「時間は、どれほど詰まっているように見えても、そこには隙間があり、本当に努力すればもっともっともっと時間を使うことができるということでしょうか」と答えた。
• One eager beaver raised his hand and said, “The point is, 

no matter how full your schedule is, if you try really hard 
you can always fit some more things in it!”

• 教師は「本当にそうでしょうか」と、すこし首を傾げた後で言いました。
• 「今の話から分かることはそんなことでしょうか」
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• 教師は「本当にそうでしょうか」と、すこし首を傾げた後で言いました。「今の話から分かることはそんなことでしょうか」
• “No,” the speaker replied, “that’s not the point.

• 怪訝そうな顔をする学生たちに、教師は「重要なことは、大きな石を最初に入れるということです」と話し始めました。「小さな砂や砂利を最初に鍋に入れたとしたら、どうなっていたでしょう」 「この話から分かることは、最初に大きな石を入れなければ、後から大きな石を入れることは決してできないということなのです」
• The truth this illustration teaches us is: If you don’t put the 

big rocks in first, you’ll never get them in at all

• 教師は続けました。「皆さんにとって人生のなかで『大きな石』とは何ですか。家族、恋人、仕事、信仰、夢…。そうした『大きな石』からまず人生の予定に入れていかなければ、大きな石が人生の予定に入ることは決してないということです。
• What are the ‘big rocks’ in your life?  Time with your 

loved ones, your faith, your education, your dreams, 
a worthy cause, teaching or mentoring others?  
Remember to put these BIG ROCKS in first or you’ll 
never get them in at all.”

So, tonight, or in the morning, when you are reflecting 
on this short story, ask yourself this question: What 
are the ‘big rocks’ in my life?  Then, put these in your 
jar first


