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2012 年 9 月 6 日（金）～ 8 日（日）
ギャラリー銀座『悠玄』にて
平成二十五年九
月六日（金）～八

【8 日 美術展懇談会】

平先生にお越しいただき、懇親会では

今年も昨年に引き続き、画家の藤島清

なりました。

され、力作ぞろいのすばらしい美術展と

今年は二十名による三十一作品が出展

第六十一回医家美術展が開催されました。

日（日）
、ギャラリー銀座『悠玄』にて、

第 61 回 医家美術展

作品の寸評をしていただき

◆浅谷 浩正『通潤橋』

参加され、作品にかけた想

懇親会には十名の先生が

絵の中にマッチしていてとてもよい空間

がこの色ではなかったのですが、今回は

てもうまくいっています。去年は空の色

去年と似た感じの絵ですが、今年はと

いや近況などをお話され、

ができています。あとは隅の処理をもう

ました。

有意義な時間を過ごされま

少しにげるようにするといいです。隅に

目がいってしまうような強い線はあまり

好ましくないです。
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した。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

浅谷浩正『通潤橋』

◆江川 政昭『アトリエの住人』

いい絵です。色も綺麗です。まだ静物
今までの花火の作品から変わられて富

雪景色の中の紅葉ですか、その樹の表現

寒さが表現されてる素敵な作品です。

ね。写生の部分をもう少し遊び心を加え

てはいかがでしょう。空間の扱い方です

するなら、もう少し冷たくつっぱねてみ

画を勉強中とのことですが、アドバイス

士を描いています。この富士の形が素敵

がおもしろいですね。描いた大きさもバ

て色々試してみるのもおもしろいのでは

◆飯田 収『妙高残雪』

です。写実ではなく絵の中でのオリジナ
ランスがよく素敵です。

◆安彦 洋一郎『富士』

ルの富士山がとてもいいです。下の木の

ないでしょうか。
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形ともマッチしています。真ん中の雲の

江川政昭『アトリエの住人』

表現をもっと安彦先生らしく大胆にされ
てもよかったかもしれません。

安彦洋一郎『富士』

飯田収『妙高残雪』

◆榎本 貴夫『ハロン湾―ベトナム』
『鳴子温泉峡』
去年の作品も覚えています。この先生
の作品はとてもマチエールの出し方が上
手です。絵肌がとても美しいです。
「ハロ
ン湾」の方の空ですが、実際に空の色が
一部赤かったと先生がおっしゃっていた
ようですが、その赤がいいです。絵の中

4

にハーモニーがあって素敵です。
「鳴子」

『ミニトマトの静物』

◆荻野 公嗣『冬の池』

されます。
でもよく描かれると思います。

こともできますし、非常に厳しさが追求

りみて描けるので自分で自分を批判する

変ですが、静物は日常にある物をじっく

静物は難しいです。写生ももちろん大

榎本貴夫『鳴子温泉峡』

「冬の池」の方は水彩画としての特徴が
でていてきれいな作品です。

荻野公嗣『冬の池』

荻野公嗣『ミニトマトの静物』

も素敵ですが、
「ハロン湾」のほうが作品
としては魅力的です。

榎本貴夫『ハロン湾―ベトナム』

◆唐沢 信安
『済生学舎 舎長 長谷川泰像』
『緑道の散歩』
どちらも素敵な作品です。家に飾れる
ような素敵な感じです。人物の表情や散
歩の様子などいいです。おいている筆の
跡がとてもきれいです。色をおいている

なので対で出されたのがいいです。
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◆木内 徴子『ベルゲン港町』
『あじさい』

す。
「ベルゲン」はまた全然違う作風です

描き方ひとつでもだいぶ変わると思いま

るともっとよい作品になります。屋根の

い作品です。もうひとつ構成の工夫をす

「あじさい」は非常におとなしくやさし

唐沢信安『緑道の散歩』

ね。あじさいと対照的な感じがする作品

木内徴子『ベルゲン港町』

木内徴子『あじさい』

が、絵の中に空間があってとてもよいで
す。
唐沢信安『済生学舎 舎長 長谷川泰像』

◆坂下 昇『唯称庵の紅葉

色が綺麗です。油絵ですが、油絵は不

す。あえて言うならもう少し強く表現す

きれいです。きれいにまとまっていま

多い気がします。柄の使い方。あとはマ

（広島県安芸高田市甲田町）
』

透明の特徴をもっているのですが、油の

るところがひとつあるといいです。作者

ンドリンの表現が他のものと比べるとも

◆木村 典子『晴れ着』

使い方しだいでもっと良くなると思いま

がどこに一番感動したのかが伝わってく

う少し繊細に描いてもよかったと思いま

白幡雄一『裸婦』

しっかり描けています。ただ物が少し

す。今回の作品は少し水彩画に近い描き

るような部分があると絵が引き締まりま

す。裸婦はよく描けています。

坂下昇『唯称庵の紅葉
（広島県安芸高田市甲田町）
』

◆白幡 雄一『裸婦』

方のように思えます。油絵の特徴をもっ
す。
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と出すと力強い作品になると思います。

木村典子『晴れ着』

◆白矢 勝一『サイクリング』
『女と楽譜』
『 鏡 』
「鏡」ですが、鏡の中の裸婦のほうが

白矢勝一『 鏡 』

うまく描けて右の裸婦がうまく描けなか

白矢勝一『女と楽譜』

ったとおっしゃっていましたが、右の裸
白矢先生じゃないと描けないものです。

婦もいいと思います。この女性の表情は

7

画面のまとめかたはいいです。「サイクリ
ング」
は二度と描けない絵だと思うので、
とてもいい作品だと思います。このくら
い思いきった作品もおもしろいと思いま
す。ハンドルがあるようでない、しかし
ハンドルを持ってるように見える。乗っ
てる人が大人なのか子供なのか、裸なの
かどうなのかわからない。そんな不思議
な感じが見る人の心をつかみます。

白矢勝一『サイクリング』

◆白矢 けんじ『春は曙』
『秋は夕暮れ』
『平等院の夜』
作者独特の描写なのでこれはこれでい

◆鈴木 啓之『割れた壺』

『微光の中の静寂』

『オーロラが出た！』

「割れた壺もおもしろいのでは」とい

う批評を参考にこの作品を描かれたとの

ことですが、割れた壺の中に入っている

かけらを、違う素材のものに入れ替えて

描いてみたらまたひとつおもしろい作品

になったかもしれません。例えば藁縄と

か。材質の違う物を一緒に描くと引き立

つ作品になったかもしれません。「オーロ

ンになるが、実際に見ると青白いものだ

ラ」はきれいです。写真に撮るとグリー

ということで、描かれたそうですが、鈴

木先生自身の思想や哲学なども取り入れ

て実際の見たものと違う表現をしてもよ

のもいいですが、もっと先生のオリジナ

かったかもしれません。見た通りに描く

ル感を出してもおもしろい作品になった

のではないでしょうか。砂を絵具に混ぜ
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いと思います。アイディアなどがユニー

白矢けんじ『秋は夕暮れ』
白矢けんじ『平等院の夜』

クです。自分の世界観を持っているので
絵に表現されています。

白矢けんじ『春は曙』

鈴木啓之『微光の中の静寂』
鈴木啓之『オーロラが出た！』

◆鈴木 博『つづみ』

力作です。着物の柄に苦労されたとの

ことですが、とても上手です。一番気に

なるのは手です。手が切れているのはい

いのですが、手が切れていてもその先を

見る人に創造させらるような描き方が必

とよい作品になると思います。
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要です。影の使い方や線の使い方でもっ

鈴木博『つづみ』

て作品を描かれたとのことですが、それ
は味が出ていいですね。

鈴木啓之『割れた壺』

手前に延びている１本のアザミがいい味

きれいです。
夢のある感じの作品です。

成功です。しかも白だけでなく何か柱の

両側の窓だけでなく上に窓を描いたのが

◆安田 修一『湯の丸高原の思い出』

きれいです。短時間で描かれたとのこ

を出しています。距離感も出ていて、空

◆新本 稔『奈良登大路の風』
とですが、しっかり空間がでていていい

安田修一『湯の丸高原の思い出』

◆山崎 嘉弘『カラー』

です。城と階段の表現法を少し変えたり

影のようなものを入れ込んでいるのも大

の感じといいバランスです。

山崎嘉弘『カラー』

成功だと思います。空間の使い方がとて

も上手です。
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するともっとおもしろい作品になるかも
しれません。

新本稔『奈良登大路の風』

◆山下 婦美子『人物Ｂ』
す。電話がおいてありますが、その電話
ひとつとっても、今にも鳴りそうなくら
いの存在感が描けるといいです。
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裸婦は非常に難しいですがうまく描け
難しいのですが、とても上手です。

山田治『私の隠処（夜）
』
山田治『私の隠処（朝）
』

ています。小さい作品で裸婦を描くのは

◆山田 治『私の隠処（夜）
』
『私の隠処（朝）
』
同じ場所の夜と朝ですね。情景がよく
出ています。盛りだくさん並べられてい
ますが、物が少し多すぎた感じです。描
写は化粧をしすぎない純粋な絵で素敵で

山下婦美子『人物Ｂ』

第６１回医家芸術美術展
氏名
浅谷 浩正
飯田 収
安彦 洋一郎
江川 政昭

作品名

サイズ
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通潤橋
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油彩
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F20

鳴子温泉峡

F15

冬の池

F6

水彩

ミニトマトの静物

F8

水彩

済生学舎 舎長 長谷川泰像
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日本画

緑道の散歩

1

油彩
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油彩

婦人科

晴れ着

Ｆ10

油彩
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唯称庵の紅葉（広島県安芸高田市甲田町）

F30

油彩

外科

裸婦

F50

油彩

耳鼻科

サイクリング

F20

女と譜面

P30

油彩

眼科

鏡

F20

春は曙

F20

平等院の夜

F20

アクリル

家族

秋は夕暮れ

F20

割れた壺

F20

微光の中の静寂

F6

油彩

皮膚科

オーロラが出た！

F6

鈴木 博

つづみ

Ｆ30

油彩

耳鼻科

新本 稔

奈良登大路の風

F10

油彩

外科

安田 修一

湯の丸高原の思い出

F30

油彩

内科

山崎 嘉弘

カラー

S50

洋画・アクリル

内科

山下 婦美子

人物Ｂ

F4

油彩

内科

私の隠処（夜）

20

私の隠処（朝）

10

油彩

精神神経科

榎本 貴夫
荻野 公嗣
唐沢 信安
木内 徴子
木村 典子
坂下 昇
白幡 雄一
白矢 勝一

白矢 けんじ

鈴木 啓之

山田 治

ベルゲン港町
あじさい
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眼科
内科

平成 25 年 10 月 16 日（水）～20 日（日）
JCII フォトサロンにて

昨年に引き続き、
今年も千代田区にあ

ＵＲＬへアクセスしてください。
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◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

◆石井 光子

いなかだてのマリリン・モンロー

るＪＣＩＩフォトサ
ロンにて、十月十六
日から二十日に第四
十三回医家写真展が
開催されました。
二十二名の会員に
より四十四作品が出

（ワックス人形）

評：人形を囲んだ人たちの楽しさが素直

ハリウッドのマリリン・モンロー

に捕えられ、モンローとの違和感もなく

すてきです。

◆岩瀬 光

13

展され、今回も力作
揃いの写真展となり
ました。
最終日に行われ
た懇親会では、前回

だくとご覧いただけます。または左記の

『医家芸術 写真部』にて検索していた

日本医家芸術クラブホームページへは、

覧できますので、
どうぞご利用ください。

す。写真は当クラブホームページでも閲

もに高岩先生による寸評を掲載いたしま

していただきました。作品のご紹介とと

に引き続き、写真家の高岩先生に寸評を

第 43 回 医家写真展

モンブランに登る

サンモリッツ湖の朝
（フランス・アルプス）

（スイス・アルプス）

評：モンブランの写真は最高です。全部
白で統一されて、人たちの黒、手前の濃
いグレーから純白の山脈まできっちりと

水玉もきれいです。ただもうひと工夫、

見る人に訴える何かが欲しいものです。
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過不足なく描写されてすばらしい出来で

純

評：花の描写は的確で、花びらについた

（ 夢 ）

す。また、左の雲が山の厳しさを弾きた

（ジュピンドモナコ）

てて、今回の展示のトップです。
◆大武 省三

麗

◆大武 秋笙

評：農夫のさりげない笑顔が大変魅力的

初夏
昼下

評：田の草取りの時期は暑さも厳しく農

家にとって厳しい時です。手前を歩く人

が抱いた赤子に日が当たらないように傘

を掲げているのがほほえましく、背景の

農家の描写もきっちりとして、力のある

写真です。

◆木村 典子
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評：彼の地を訪れれば、誰でもが奇岩・

怪岩に惹かれて写したくなるものです。

敢えてそれを避けて、旅の楽しさを写し

た方を撮りました。

奇岩を臨む（カッパドキア）

清涼
一服

で、彼の生活がよく捉えられています。
◆大森 佐一郎

（ルーマニア農夫）

◆斎藤 三朗

◆佐々木 正
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評：もともときれいな花をきれいに写す。
それは多くの人たちがやっています。そ
れより、潮の引いた干潟に夕日がつくり
高くかいます。

だす模様の一瞬の美しさの発見の努力を

よく撮られていますが、ツアー旅行の範

評：象の写真も、滝の写真も過不足なく

貴婦人たち―泰山木―

囲から踏み出していない気がします。

渇き

地球の割れ目

はい、ポーズ（カッパドキア）
汐のシンホニー

◆白矢 勝一

ピアニストの憂鬱
黄昏の町で

評：人間ばかり写している私としては、
一番好きな写真です。左手のぶれがそれ

17

となく動きを表していて、奥で見つめる

◆白矢 智靖

ます。

すばやくそれを捉えた腕前に感心してい

る風景は、
いかにもヨーロッパの街角で、

の、男女二人の警官が白い馬に乗ってい

評：歴史を感じさせる石造りのビルの前

白馬ポリス

客たちも演奏を引き立てています。

◆白矢 泰三

知らんぷり

私に聞かせて
不穏

評：街角の人形遣いと子供との対話、そ
れを取り囲む人々の表情がそれぞれに愉
しく写されていて素敵な街頭スナップで
す。岡の上で景色を見ている４人は連れ
なのか他人なのかわからないけれど、不

てピエロの胸元が見える絵作りをしたら、

りすぎて、写す人がもう一歩右にまわっ

すが、センターの赤いハートが出しゃば

の風船細工を売るピエロで愉しい写真で

真になっています。もうひとつは、街角

を真正面から写して不思議な雰囲気の写

いている。有名なレストランです。それ

評：ゴッホの絵は左の方から町並みを描

ピエロの恋人たち

訴える力が強くなったのにと残念です。
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思議な光景で面白いです。

◆白矢 輝靖

ゴッホは不在

◆関口 直男

旭光
冬の妖精

評：クロスフィルターをずらして使った
効果は面白いのですが、下の町のシルエ
ットが面白くないので、ひと工夫ほしい
ものです。もうひとつは、車のリヤウイ
ンドーに着いた氷の結晶は不思議で、面

評：桜も紫陽花も確かな腕できっちり捉

雨上がり

るような魅力が欲しいです。

えられていますが、新しい発見の胸が躍

◆竹腰 昌明

19

白い写真になっています。拍手！

◆鷹橋 靖幸

朝日に匂う山桜

吹雪の中で
アラスカの大地

評：鳥の方は引きすぎです。レンズが精
一杯だったのかもしれませんが、吹雪の
の川岸も左の草も多すぎです。もうひと

雪の描写が不鮮明になっています。周り
つは、アラスカであることは間違いない
のですが、光線が順光で、平板になって
います。旅のスケジュールもあるのでし

20

ょうが、側面光か逆光で立体感とタッチ
が欲しいと思います。

◆竹中 康雄
評：
『瀬戸の輝き』の写真は素敵です。灯
台のシルエットも面白いし、いいところ
に漁船を配して、海のきらきらと、バッ
クの山並みもすべて理想的です。

春の訪れ

瀬戸の輝き

◆中野 義宏

夜桜

パームツリー

評：
『パームツリー』は意図がつかめませ
ん。
『夜桜』はもっと左に入って花の間か
ら街灯が見えるように大胆な構図をとれ

21

慮しすぎです。

ものが欲しいです。

配するとか、とにかく主題になる力強い

ある樹を主題にして、まわりに他の林を

もっと踏み込んで、例えば紅葉の特徴の

も確かに秋の林の景色ですが、
平凡です。

写したら人をひきつけると思います。『秋』

評：
『雲』はもっと特徴のある形のものを

秋

ば生きてきたのではないでしょうか。遠

◆逸見 和雄

雲

◆本村 美雄

富嶽星景

東京湾花火―2013

評：花火の写真も素敵ですが、河口湖越
しの富士山を画面の下に据えて、満天の

22

敬意を表します。素敵です

上げただけで絞れるのですから。

くなる道だとは思います。感度をすこし

て両方にピントを合わせるのがもっと良

ことになりました。でも、もう少し絞っ

その常識ははずしてＯＫにしようという

いた水滴に惹かれて写したものだから、

う意見です。でもこの場合、花びらにつ

トがしっかりあってなくてはだめだと言

した。花の写真は花の中心の雌蕊にピン

評：睡蓮については、色々議論がありま

睡蓮

星を長時間露光で捉えた、技術、努力に

◆村上 泰

水仙

◆矢崎 定造

釣り場に来た恵比寿と大黒天
流しびな

評：恵比寿様の方は、シャッターチャン
スが悪くて、手前の人の動きがイマイチ
の人ももう少し明るくできたはずです。

ですし、デジタルですから、後処理で奥
『流しびな』はサイズが引きすぎです。
もっと流している雛がよく見えるように
寄るべきでした。それと、今から水に入
れようとする人が二人もいるのに、その
動きをまたずにシャッターを切っていま

23

す。あの二人が膝を着いて水に入れる瞬
間を中心に写せば随分生き生きとした写
真になったはずです。

◆山本 健一
評：それぞれ綺麗な写真です。しかし、
題名が独り歩きしているように思えます。

写した方の思い入れがいささか過剰で、
樹が語る力をもっと自然に受け止めてみ
てはいかがですか。

雨にも負けず

風にも負けず

第４３回 医家写真展 作品目録
（2013 年 10 月 16 日～20 日）
氏名

作品Ⅰ

作品Ⅱ

石井 光子

いなかだてのマリリン・モンロー

ハリウッドのマリリン・モンロー
（ワックス人形）

サンモリッツ湖の朝

モンブランに登る

（スイス・アルプス）

（フランス・アルプス）

大武 省三

麗（ジュピンドモナコ）

純（夢）

大武 秋笙

清涼

一服（ルーマニア農夫）

大森佐一郎

初夏

昼下

木村 典子

奇岩を臨む（カッパドキア）

はい、ポーズ（カッパドキア）

斉藤 三朗

汐のシンホニー

貴婦人たち―泰山木ー

佐々木 正

渇き

地球の割れ目

白矢 勝一

ピアニストの憂鬱

黄昏の町で

白矢 泰三

知らんぷり

白馬ポリス

白矢 智靖

私に聞かせて

不穏

白矢 輝靖

ゴッホは不在

ピエロの恋人たち

関口 直男

旭光

冬の妖精

鷹橋 靖幸

朝日に匂う山桜

雨上がり

竹腰 昌明

吹雪の中で

アラスカの大地

竹中 康雄

春の訪れ

瀬戸の輝き

中野 義宏

パームツリー

夜桜

逸見 和雄

雲

秋

本村 美雄

東京湾花火ー２０１３

富嶽星景

水仙

睡蓮

矢崎 定造

釣り場に来た恵比寿と大黒天

流しびな

山本 健一

雨にも負けず

風にも負けず

岩瀬

村上

光

泰
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郷土・女医の足跡に
懐いを馳せる

士・西田耕平・みゑの長女として大畑町

（現）に生まれた。８歳の時（慶応３年）

歳で

上京し、父はイギリス人相手の貿易を始

めたが、母はまもなく病没した。

横浜共立女学校に入学した京子は、５年

医院で診療に当たった。幸八は長野県下

び帰郷して今別の養父の下に帰り、丸山

見千吉郎と知り合い結婚（明治

桜井女学校で英語の教師として奉職中岡

間の在学中にキリスト教の洗礼を受けた。

水内郡出身で済生学舎（日本医科大学）

ン農科大学に留学し、夫の後を追うよう

１カ月後千吉郎は農業研究のためミシガ

年）
。

卒後、縁あって今別町に開業。元三郎は
年日本医科大学卒。

に京子もまたアメリカへ出帆した。しか

し行先はミシガンから遠く離れたペンシ

板柳町出身。大正

後継ぎに迎えた秋田出身の惇は、医業の

ルバニアであった。この明治

秋元 光博
一昨年「青森県人名辞典」の編纂が完

傍ら今別町長、県議でもあった元三郎同

年は、奇

日発刊した。医療部門を担

結し、７月

様、婿２代にわたり町長を務めた。惇町

年）
を青森県認可第１号の女医と記した。

まりで診療の代理をした日医卒の小生に

長選で多忙の折、
（昭和

格し、医制施行後初の女医となった記念

当した私は、丸山さだ（明治

～昭和

名になった荻野吟子が医術開業試験に合

しくも渡辺淳一の小説「花埋み」でも有

彼女は旧姓吹田で、今別町（現）の医師

すべき年でもあった。ペンシルバニア女

年）した京子
ところが、すでに岡見京子（安政６～

９２７号をもって医籍に登録され、医術

は夫と一緒に帰国した。同年８月、第３

を受けて医師となった。京子は南部藩

女性として初めて外国で正式に医学教育

高橋瑞子、本田鈴子に続く、日本で５番

開業免状を受けた。
荻野吟子、
生沢クノ、

昭和

年）の活躍があったのだ。日本の

子医科大学を卒業（明治

とっては、誠に奇しき縁と思わざるを得

17

丸山幸八の養女となり丸山元三郎を婿に
卒業。 年東京帝国大学付属病院入沢内
年まで葛飾区四ツ

科。 年帰郷して青森県立病院内科に勤
務。その後上京して

22

45

25

11

17
年頃）
、２日泊

12

えない。

20

迎えた。大正７年東京女子医学専門学校

29

31

木で丸山医院を夫婦ともに開業した。再

18

16

10

13

目の女医であった。同年４月夫とともに
ス・ツルーの協力を得て「衛生園」を開

かな余生を送った。昭和

年他側の乳癌

歳であ

千吉郎と京子の間には三子があった。

や肝、胆のう疾患で死亡した。

院として合併されて「赤坂病院分院衛生

長女メリモリスは在米中世話になったモ

年に赤坂病院の分

園」と改称した。この利用者は殆どが外

いた。同園は、明治

学の創立者高木兼寛にも達し、翌年９月

国の婦人宣教師らに限られていたためか、

帰国した京子の噂は、東京慈恵会医科大
慈恵病院婦人科主任となった。新渡戸稲

リス夫妻の名に因んで命名したが、大正

歳で死亡した。どういう

った。青山霊園に葬られている。

造とともに渡米した夫がクリスチャンで

年閉鎖となったが、

３年乳癌の為

わけかその理由を審かにしえないが、戸

その間、京子は同園内に看護学校を併設
して看護婦の養成に努力した。さらに近

カから帰国後の京子の活動は、彼女が望

籍には彼女の名前はみられない。アメリ

年

病院に明治天皇の行幸があった際、女子

の制度をも始め、看護婦教育や派出婦制

所の病家に看護婦を派遣する派出看護婦

帰国以来、夫の千吉郎は、二、三の学

が出来ていなかったのである。吉岡弥生

のをすんなり受容するだけの十分な素地

たが、所詮日本には彼女の理想とするも

んでいたものとは大きく懸け離れていた。

校で牧畜や絵画を教える傍ら、北海道や

度においても、彼女が先駆的役割を果た

であったに違いない。しかし、この年に

伊豆に土地を求め開墾事業に従事した。

は、京子について「岡見さんの躓きは、

メリカで生活してきた彼女にとって、こ

天皇が慈恵病院を訪れたという記録はな

衛生園の経営は実質的に彼が行なってい

世の中から進みすぎていたために起こっ

彼女なりにその落差を埋めようと努力し

く、皇后は看護婦教育所の卒業式などの

年肺炎のために亡

したことは高く評価されると思う。

式典に行啓していることを考えるならば、

たという。彼は昭和

徒であることが周囲のナショリズムによ

癌で手術を受けてからは、医業や官職か

子学院の英語の教授となったが、 年乳

くなった。京子は明治

年当時の豊多摩

ら身を引き、目黒の自宅でバイブルクラ

ほどの天恵の才能や天与の美貌に恵まれ

先覚者が苦労するのは宿命である。彼女

視した直訳的な仕組みとある」とした。

た先覚者の悲劇であり、日本の実情を無

ある。その後、京子は赤坂溜池の自宅で

って排斥されたのではないかとの見方が
開業していたが、明治

ながら、彼女ほど個人的社会的名声を求

39

スを開き、啓虔なクリスチャンとして静

41

年から麹町の女

むしろ京子夫妻が洋行帰りのキリスト教

のような男女の差別は絶えられないこと

の拝謁を拒絶されたことが契機となって

24

在任約３年で突然同病院を辞任した。ア

スト教の伝道にあった。しかし明治

経営的にも苦しく

81

16

あったように、彼女の本来の目的はキリ

30
39
11

26

25

郡淀橋町に、桜井女学校時代の知人ミセ

26

めなかった人もいなかったという。
世間で騒がれている課題のなかには、
故事を繙いてみることにより、新しい事

下り、みずみずしく洗われて、新たな

秋は夕暮 白神山に日が入るころの風

創造の力を得る。

らい、懐かしい先人に触れてみた。以上

の音、虫の音は、みやこの文化と生業

実もみつかることがある。「温故知新にな
思うにまかせて筆をとったが、そぐわな

をつらぬく格別のひびき「もののあわ

『陣中読物』及び関連諸誌

並びに作家たち

天瀬 裕康

平成二十五年の終戦の日、縁あって広

慰問雑誌『陣中読物』第一号を見るため

た。双従兄に陸軍の軍医がいたせいもあ
り、かねてから興味を持っていた陸軍の

ふたいとこ

島県福山市の「ふくやま文学館」を訪れ

れ、世界の人々の心に訴える。

してこそ、陸奥独得の丸山さだは生ま

れ」への、この感覚のするどさを生か

い内容はお詫びして筆を擱く。
最後に我が郷里、陸奥に心からの懐い
を詩に託し次の世代に繋ぎたい。

であった。

私たちは陸奥の風土と歴史のゆたかさ

たなびく。

いろの夜明けの雲は、いまも岩木嶺に

このすがすがしさ、この誘いとよろこ

て立ち働く京子とさだ。

かえって背筋をのばし、声をかけあっ

冬は早朝 白い霜のおく寒さのなかに、

としている本もあるが、奥付に従い発行

字が読みにくいためか、昭和十八年発行

年十二月印刷」とあり、この「印刷」の

いる。表紙右肩に小さい字で「昭和十八

印刷、昭和十九年一月一日に発行されて

この雑誌は昭和十八年十二月二十五日

をとうとび、ここにたくわえられた知

びこそが、縄文三内丸山誕生都市青森

春はあけぼの 岡見京子がながめた紫

恵を今日にいかし、明日に伝える。

はあくまでも十九年一月としておく。

その発行所は陸軍恤兵部であり、《恤兵

の風格なり。
陸奥創造の品格を高めて、

金を以て調整し、配布するもの》と記さ

れている。恤兵とは兵に恵み癒すこと、

これを世界の先端に立たせるだろう。
るは、先人のみたまの火。その火にみ

恤兵金とはそのため軍に出す寄付金のこ

夏はよる 八甲田の闇を飛びかうほた
ちびかれて、私たちの心は夜の深みに

27

芸特集号に述べているから参考にして頂

釈については、渡辺晋が『医家芸術』文

ところである。
「恤」
「恤兵」等の字句解

と、恤兵部とはそのための事業を行なう

違いない。

人の生涯を追ったら、長篇小説となるに

のち従軍し、各地に潜入している。この

奇人傑物で、
兵役を拒否して脱走したが、

来の巻）
」が始まる。里村は岡山生まれの

筋の生涯を貫いた人だ。

は文藝春秋社の出身で、
『ホトトギス』一

治節」を深川正一郎が載せている。深川

二八頁、表紙は藤田嗣治、目次絵は吉田

が出来たのである。すなわちＡ６版・一

楯に陸軍がいたから、かなり贅沢な雑誌

版関係者等による翼賛グループで、後ろ

た作家、画家、音楽家、映画・演劇・出

編輯所の文化奉公会は戦地より帰還し

南國の風俗印象と副題を付けた特別色刷

鐵兵であり、
豊富な執筆陣を感じさせる。

かりき」を書いたのは、新感覚派の片岡

会のリーダーだった。現代小説「曾て若

「源平盛衰記」の火野葦平は、文化奉公

女は鳥海青児画伯夫人である。戦線小説

小説は美川きよ作「眉あかるし」で、彼

この後は小説が三編続く。最初の現代

が井伏鱒二である。井伏の「鐘供養」を

撲小説・歴史小説）
、明朗小説「鐘供養」

撲小説「兄弟相撲道」が鈴木彦次郎（相

が子母澤寛（
『新撰組始末記』など）
、相

テランが登場する。
時代小説
「狸穴物語」

続いて〈讀切傑作〉と題し、三人のベ

治は、随筆「極意の歌」を書いている。

のちに大衆文壇のトップに立つ吉川英

一（経済学者・早稲田大学総長）と、高

次の「増産よもやま対談会」は阿部賢

きたい。

貫三郎であった。
以下、
目次の順に従い、

の「南方畫信」は、畫・文ともに笹岡了
特別読物としては、
「名将と合戦」を大

ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ』に一文を載せてい

巡る問題については、渡辺玲子が『ペン

る。

田保（随筆家・劇作家）による対談であ

内容を瞥見してみよう。

によるものだ。

松村秀逸で、要点は質実剛健・アジア解

場彌平が、
「木村名人決戦譜」を倉島竹二

まず、巻頭言は大本営陸軍報道部長・
放・正義必勝などで、闘魂の糧としての

るが、お寺の鐘まで供出せねばならない

事態だったのだ。民間の出版社に寄稿し

郎が書いている。

内務省の検閲を受けていたら、差し止め

『陣中読物』の創刊を祝福している。す

繋ぎの感じとして「北方より南方の兵
)

このあとに、短歌の「佳き日」を藤川

それはともかく漫画の「遠方ながら見

られた可能性もないではない。

へ」
（柴田賢次郎 という記事もあった。

次に里村欣三（一九〇二～一九四五）

忠治（歌人・国文学者）が、俳句の「明

言葉であろう。

でに切迫した状況下としては、想定内の

の、連載現地空想小説「アジアは一つ（馬

28

ろがね叢書』のように、雑誌対短編集と

のイメージは、海軍の『戦線文庫』対『く

もともと私の念頭にあった
『陣中読物』

ころではある。ならば、南方の島々用に

おいて高崎隆治が言うのも、理のあると

の南方色は薄い、と『戦時下の雑誌』に

したがって、
その時期でも
『陣中俱楽部』

うに、中国大陸への増兵は続いていた。

てゐ申す」は、戦後、政治漫画で一世を
文化奉公会写真部編のグラビア「踊る

た。だが事実としての『陣中読物』の内

いったふうな、相補関係的なものであっ

十五年戦争の二期までは、陸軍の主たる

中俱楽部』
とほぼ等しいものだったのだ。

容は、陸軍が従来から発行していた『陣

れたのであろうか？

配布するため、
『陣中読物』創刊が計画さ

風靡した清水崑の作品である。

っている。満州事変・日中戦争と続いた

大東亜」には、南方の美人がたくさん写

舞台は中国大陸だった。南の島が問題に

これは奇異に感じられる。同じようなも

創刊号の出た昭和十九年一月前後の状況

の状況を考えると、あまりにも贅沢だ。

それも考えられないでもないが、当時

なってきたのは、第三期の太平洋戦争に

のを二種類出す必要はあるまい。
もしかしたら、
『陣中俱楽部』を縮小し

入ってからである。里村欣三の連載が馬
来（現・マレーシア）から始まっている

昭和十八年十月一日のダイア改正で旅

を振り返ってみよう。

たのか、と考えてもみた。だが事実は、

客列車は大幅に削減され、五日には関釜

た形の『陣中読物』に替えるつもりだっ

その他、郷土だより、映画評判帖、文

両者とも併存したまま発行されているで

のは、象徴的と言えよう。
壇噂話、読書案内など、盛りだくさんで

戦争を経て十六年の太平洋戦争の開始ま

が『婦人画報』に載ったのは、昭和十九

会が雨の神宮外苑で行われた。その有様

同年十月二十一日は、出陣学徒の壮行

連絡船「崑崙丸」が撃沈された。

人・富安風生、歌人・藤澤古實、詩人・

で、いわゆる十五年戦争の三分の二にお

年一月号である。

昭和六年の満州事変から十二年の日中

はないか。ならば、なぜ？

山本和夫たちだ。

ける陸軍の主たる舞台は、中国大陸であ

募集も行なっている。予定の選者は、俳

ある。また『陣中読物』読者文芸作品大

さらに、編集後記に相当する「編輯便

中国大陸だったに違いない。

った。
『陣中俱楽部』の主たる配布先も、

十八年二月からすすみ、昭和十九年七月

階に達していた。雑誌の誌名改題は昭和

し、言論・出版に対する圧力は、最終段

日本の国力は、すでに底をついていた

り」において、短歌、俳句、詩の投稿を

『十九年兵の苦闘』
（文献参照）が示すよ

やがて太平洋が主戦場になってきたが、

呼び掛けているのだった。
以上を瞥見すると、これは日本の余裕
を見せているようにもとれるだろう。
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十日、情報局は中央公論社と改造車に自
であり、原爆と枕崎台風の両者による悲

クションが柳田邦男の『空白の天気図』

一号は、じつに貴重な一冊であった。

想いは巡って止まない。
『陣中読物』第

たという。

に参議院議員となり、法務委員長を務め

松村は一命をとりとめ、昭和三十一年

隊一九四五」である。

劇を描いたのが井上ひさしの「少年口伝

発的廃業を支持し、両社は月末を以て解
散するのだった。
そうしたことを念頭に置くと、『陣中読
物』創刊についての疑問は続く。
日本の余力を示すためとするのにも無
理があるが、それは将来の研究に委ねる
として、巻頭言を書いた松村秀逸（当時・
がある。

大佐）に関連し、付言しておきたいこと

【文献】
市川家康『紙・インキ・印刷の科学』朝陽会、
昭和四十三年七月。

（集英社、二〇一一年六

井上ひさし「少年口伝隊一九四五」コレクシ

ョン戦争と文学

月）所収。

〇年一〇月。

平櫛隆『大本営報道部』図書出版社、一九八

昭和六十年五月。

永田龍太郎『井伏鱒二文学書誌』永田書房、

〇〇五年七月。

橋本健午『
『戦線文庫』解説』日本出版社、二

昭和五十六年十二月。

戸川猪佐武『素顔の昭和―戦前』角川書店、

年一二月。

高崎隆治『戦時下の雑誌』風媒社、一九七六

田印刷所、平成六年九月。

善八五中隊戦友隊、編『十九年兵の苦闘』花

一九九一年八月。

宍戸幸輔『広島・軍司令部壊滅』読売新聞社、

平成九年二月。

外務省・編纂『終戦史録』日本文献編纂会、

19

柳田邦男『空白の天気図』新潮文庫、昭和五

十六年七月。
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――陸軍報道部長の軍務を果たしたあ
と松村秀逸は、昭和二十年七月、中国軍
管区参謀長（少将）として広島に赴任し
た。八月六日、原爆で重傷を負い広島県
佐伯郡大野町の陸軍病院に収容されたが、
九月十七日、枕崎台風に遭う。山津波の
ため病院は全壊、見舞いに来ていた秀逸
の母親は落命した。同院に泊まっていた
（医学部及び理学部）は、死亡・三名、

京都帝国大学原爆災害綜合研究調査班
行方不明・七名、負傷・八名だった。
この枕崎台風の悲劇を追ったノンフィ

ふくやま文学館所蔵

技術の粋を集めたレーダー施設。これほ

もいうべき秀麗不二の山、対するは科学

山の奥底では今なおマグマが活動してい

自然の営為のなんと激しいことか。この

返して、
日本一大きな円錐火山を造った。

のだろう。地球は幾度となく噴火を繰り

私の富士山頂
ど意外な取り合わせが他にあろうか。「や

るのだ。
目を閉じるとその灼熱の脈動が、

出来 尚史

っぱりこの目で見なきゃね」Ｆ君との話

日が昇るにつれて汗ばむほどの陽気に

は即座にまとまった。それから三日後、

なった。休憩の時にはシャツを脱いで爽

「富士山にレーダードームを見に行こ

登山日は好天に恵まれた。五合目の佐

やかな風を受けた。梅雨に入った気配は

はるかな深みより伝わってくるような気

富士山の頂上に巨大な気象レーダーが

の道を歩んだ。そのうち靴の裏に石のゴ

藤小屋を出発して、しばらくの間火山砂

私たちは富士山頂への第一歩を踏み出す。

設置されて三年目の夏だった。台風の早

全くない。五月のような気候だった。

う」Ｆ君と昼食をとっている時、そんな

期探知を目的としたこのレーダーは昭和

ロゴロした感触が伝わってくるようにな

七合目付近で登山路に雪が混じるよう

がした。

四十年三月の観測開始以来、その威力を

った。少し前まで見えていた背丈の低い

になり、やがて完全な雪道となった。右

昭和四十二年六月初めのことであった。

存分に発揮していた。なにしろ３７７６

植物はいつの間にか消えていた。右も左

方に目をやると幅の広い帯状の残雪域が

話が出た。

ｍの高みである。
遮るものはなにもない。

上方から伸びてきていた。凹凸の少ない

斜面である。
「帰りはあれだな」と指をさ

も同じような乾いた斜面が続いている。
かと思われた。しかし見慣れてしまえば

すと、
Ｆ君もニヤッと同意の笑いを返す。

大小さまざまな岩が散在し単調さを破る

をなすのは直径５ｍのパラボラアンテナ

これも荒涼たる風景の一構成物に過ぎな

二人ともこのために尻セード用の鹿皮を

プクラスの性能を誇った。レーダーの核
であり、それを直径９ｍの球形ドームが

い。広い山腹に私たち以外の登山者はい

加えて最大探査距離８００㎞と世界トッ

覆っていた。

トーンの世界に投げ込まれたようだった。

八合目から雲の中に入った。突然モノ

準備していた。帰路が楽しみだった。
ザク、ザク、ザクザク。この足の下にい

しかし方向を誤ることはない、ひたすら

一歩一歩踏むたびに山は音を立てる。

なかった。

写真で見た限りではレーダードームを
な建造物が富士山の頂上に存在すること

ったいどれだけの堆積物が詰まっている

擁する測候所はかなり大きい。そのよう
自体不思議であった。かたや造化の妙と
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ｍはあろうか。堂々たるその

立ち姿は「台風の砦」と呼ばれるにふさ

ぺんまで

豊富だった。下を覗くと火口底も雪で覆

わしい。ドームの表面は平滑ではなく、

を辿った。北縁から南縁にかけて残雪は

アイゼンを着ける必要はなかった。斜度
われていた。気温零度、微風。私たちは

めた形になっていた。この特殊な構造に

多数の三角形を組み合わせて球形にまと

上に向かって進むだけだ。雪は柔らかく
が強く危険だと思われるところではピッ
進んでいった。

上りも下りもない雪田を、やや急ぎ足で

これで終わりだ。感激の一瞬である。下

ると青い空以外なにもない。長い登りも

かの残した踏み跡だけが頼りである。ゆ

していたドームの影も消えた。あとは誰

なった。風も強くなっている。見え隠れ

三十分ほど歩くと霧が出て視界が悪く

事業だったはずだ。

送、設置、どれをとっても先例のない難

に耐えられるのだろう。設計、製造、搬

よってはじめて山頂を襲う桁外れの暴風

雲の層を抜けて頂上に出た。頭を上げ

ケルでステップを刻んだ。

界の様子は、と覗き込んだが雲海のせい

るい登りの右手上方にぼんやりと建物の
輪郭が見えてきた。
「あそこだ！」踏み跡

ったが、それは叶わぬこと。いまこの瞬

中に入ってレーダーそのものを見たか

がら、どこまでも広がっていた。二人が

で見えなかった。雲は陽光にきらめきな
いるところは地上から切り離された別世

間にも何人かの観測員がモニターや計器

にかじりつき、遠い洋上の大気の動向に

を外れて強引に接近した。
最初はのっぺらぼうの大入道が出たか

界のようだった。形からいえば天上の円
形舞台のようにも見えた。もし神が存在

も来る日も観測は続けられる。冬の山頂

の時期だけではない。春夏秋冬、来る日

は烈風吹きすさぶ極寒の地。雪が降れば

目を凝らしているに違いない。いや台風
ちを押し潰さんばかりの迫力だ。ああ、

文目も分かぬ白一色の世界になるという。

と思った。霧の中からぬっと、白く巨大

これがレーダードームか、すごい。Ｆ君

劣悪な気象や高山病と闘い、孤独と向き

な球体が現れたのだ。頭上にあって私た

火口は差し渡し７―８００ｍというと

も私も口をぽかんと開けたままだった。

合う毎日である。並大抵の覚悟では任務

のような劇場で演じられるのだろう。
ころか。対側に小さくレーダードームが

あまりにも近くにいたため、首をそらし

するのなら、聖なるパフォーマンスはこ

見える。風が吹き、雲が乱れた。乱れた

ても上の方は見えない。ドームの直径が

を全うすることはできまい。ここで働い

勢いだ。
「急ごう！」私たちは行動を再開

９ｍ、それを円筒形の構造物が支え、さ

ているのはいったいどんな人たちだろう。

雲は高く巻き上がって頂上に押し寄せる
した。

らにその下に建物がある。基部からてっ

ドームを目指して反時計方向に火口縁
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15

しい箇所だった。その他は何の変哲もな

ンテナとレーダードームが唯一測候所ら

でデータの送信用だと思われた。このア

ナを見つけた。東京の方を向いているの

少し離れたところでむき出しのアンテ

ことにした。

いだろうか。そう期待してしばらく待つ

会ってみたいものだ、誰か外に出て来な

ような人間。その人間が不屈の精神を持

他にあろうか。大自然の前には芥子粒の

蕭条たる山巓にこれほど相応しい建物が

あるいは頭を擡げ肢を踏ん張った獅子。

いた。測候所はまるで要塞だと思った。

空間を睨み据えるようにドームは立って

雲に隠されて何も見えない。その虚無の

ーダードームを見上げた。懸崖の外側は

挑んだ野中到夫妻の話である。寒気や病

の人』を著した。富士山頂で冬季観測に

さらに何年かのち、新田次郎は『芙蓉

いたとは夢にも思わなかった。

ーダーの建設にこのような形で関与して

の『強力伝』はすでに読んでいたが、レ

心人物の一人であったことを知った。氏

庁の役人であり、このプロジェクトの中

た。読んで初めて、新田次郎が当時気象

セードに終始した。用意してきた鹿皮は

リセードと洒落たかったが、あらかた尻

と信じがたい偉業といえる。

であり、当時の施設、食糧事情を考える

在し観測を続けた。明治二十八年のこと

いに悩まされながら夫妻は八十二日間滞

ってこの砦を造ったのだ。

大いに役に立った。

帰りは雪の大斜面を滑って降りた。グ

い建物である。所々に古い造りが残り、
何度か増改築を経てきたことが見て取れ
た。
富士山頂の気象観測がいつ、どのよう
にして始まったのかは知らない。しかし

を超克して切り拓いてきた。その歴史が

思われる。使命感に燃える人たちが艱難

がその時は八合目止まりだった。「富士山

っていない。十二月に雪上訓練があった

それ以後、富士山の頂上には一度も登

者たちの記録が続く。しかしそれらの活

留、越年観測の先鞭をつけた）など開拓

郁雄のちの測候所長（昭和七年単独で残

五年、初めて越冬観測に成功した）
、藤村

野中夫妻の後には佐藤順一技師（昭和

このレーダー施設に繋がる。そう考えた

に二度登る奴は馬鹿だ」という先輩の教

ここに至るまでは長い道のりであったと

だけで一種身震いにも似た感慨が湧き起

を忘れてはならないだろう。彼らの尽力

にも上らなかった無名の裏方たちのこと

躍を讃える一方で私たちは、人の口の端
が発表された。レーダー建設にまつわる

なくしてはレーダー建設に至る長い道は

何年か経って、
新田次郎の
『富士山頂』

えを今日まで忠実に守っている。

人とも諦めてそこを離れることにした。

セミドキュメンタリーのような小説だっ

観測員にはとうとう会えなかった。二

こってくるのであった。

剣ヶ峰を下るとき一度だけ振り返ってレ
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日」
（萩原枯石）

という句を新聞で知った。句の中の数字

「８月や６日９日

だ。ここに集う若い人たちは、先人の偉

は広島と長崎の原爆忌、終戦記念日を指

かける情熱は綿々と受け継がれているの

富士山頂の気象レーダーは三十四年の
大な魂に触れながら、日々励んでいるこ

歩めなかった。
長きに亘って重責を果たした。気象衛星

年の歳月がたつ。昭

日当時６歳児であった私

今年は終戦から

すのはいうまでもない。

富士山が世界文化遺産に登録された。

とだろう。

年８月

は誕生月を迎えて

和

の人並みの６歳児は、「現在でも鮮やかに

今年の夏も大勢の登山者が山頂を目指し
たようだ。観光登山、信仰登山、スポー

思い出します」と相手に言っても、記憶

歳になる。田舎育ち

ツ登山、学術登山。目的は様々だ。人々

はえてしてあいまいであるが故に、信憑

英雄の記念碑といった体裁だろうか。
測候所は平成十六年に無人となった。

あるに違いない。清浄無垢なご来光、重

が持ち帰る頂上のイメージも各人各様で

立つ平成四年、気象大学校教授の土器屋

るのは、あの日Ｆ君と見たレーダードー

富士山頂と聞いて私が真っ先に想起す

その後の

の当時しっかり刻み込まれたにしても、

ないのかもしれない。６歳時の記憶がそ

性は乏しく、その人自身の気休めに過ぎ

由紀子氏率いる観測チームが「自由対流

あるいは思い込みが、主体になるのかも

年間に積み重ねられた記憶、
の意志を具現化したかのように立つレー

しれない。

ムだ。絶巓にあって虚空を睨み、不退転
ダードーム。その姿は今なお私の心に留

マに研究活動を開始した。
（
『富士山頂の

畳たる雲海、雄大な火口・・・・

74

圏における大気化学と物質循環」をテー

ように利用されているのか。無人化に先

いるという。それでは余った空間はどの

送され、博物館として公開されている。

成十一年。その後は麓の富士吉田市に移

の登場によってその役割を終えたのが平

15

68

現在観測、通信はすべて自動で行われて

15

のアナウンサーは、
「アメリカ軍はＢ

ドン〟というまったく新しい爆弾でした」

は一瞬のうちに廃墟と化しました〝ピカ

下し、キノコ雲が上がり熱線と爆風で街

爆撃機から新型爆弾を広島の市街地に投

29

確か８月６日に、ＮＨＫのラジオ放送

大気化学観測』学士会報８３１号、二〇

年を想う

まり、色褪せることはない。

戦後

浜名 新

68

34

20

〇一年）
。これがきっかけとなって、平成
十七年にはＮＰＯ法人「富士山測候所を
対象を大気化学、宇宙線、永久凍土、高

活用する会」が発足した。その後、研究
所医学と広げ、毎年相当の成果を上げて
いると聞く。テーマは変わっても研究に

68

で観察された。そして東側にある丘の森

打ち上げられる音にも似て、はるか頭上

ょうど大型の打ち上げ花火がするすると

の星空に、砲弾が飛翔する姿と音が、ち

置していた自宅の２階屋から深夜、暗闇

は激烈を極めた。浜名湖湖畔の東側に位

載機、巡洋艦から打ち出された艦砲射撃

開していた敵航空母艦から飛び立った艦

欠かなかったに違いない。日本近海に展

場が稼動し、アメリカ軍の攻撃目標に事

ヤマハ・スズキなど、転用された軍需工

松には三方が原台地にある浜松航空隊、

争の影響がいたるところに見られた。浜

当時、故郷である遠州（浜松）にも戦

避難したものである。気丈な祖父は泰然

と平行に奥深く掘られた横穴の防空壕に

頭巾をかぶり、ヤクシ山ののり面を地面

るしかない。艦砲射撃の日には、黒色の

狙われたらどうしようもない。幸運を祈

殺傷・破壊するのが射撃手の役目なのだ。

まであろう。戦争という状況下、相手を

艦載機による機銃掃射は射撃手の意のま

損傷を受けた話を、後年話してくれた。

た叔父は、艦載機の機銃掃射を受け顎に

わさがあった。地方の汽車に乗り合わせ

った米兵が、憲兵に連行されたというう

落する。落下傘で脱出して山林で見つか

で飛行に耐えられなくなれば、やがて墜

奮した。飛行機がエンジントラブルなど

い煙を吐きながら墜落して行く状況に興

して、政府からの連絡はまちまちであっ

生存の有無について、戦況や時局が切迫

由も無かった。終戦間際に外地の兵隊の

れるのか、戦死してしまったのか、知る

が、家族の誰もが、父がいつになれば帰

くればいいね」といったに違いない。だ

あろう。そして母は、
「お父さんが帰って

族全員はほんとに〝ホッ〟としたことで

と手短にみなに伝えてくれたはずだ。家

解できず、
母が
「戦争が終わりましたよ」

聞こえてきたが、無論その内容はよく理

下の肉声（詔勅）が雑音に混じりながら

古びたラジオを家族が取り囲み、天皇陛

集めたような気がする。
正午きっかりに、

メンバー（姉２人、兄１人、私、母）を

確か終戦の何か月も前から軍の将校た

ちの○○分隊？ が温泉街の舘山寺のホ

テルに泊まり、浜名湖の水面に標的を浮

かべ、爆撃訓練をしていたそうだ。当時

35

と告げたであろう。

の上端に、真っ赤な夕日に似た茜色の色

自若として防空壕に避難しないときもま

た。

調が上へ上へと空を染めているではない

まあったような記憶がある。
年（１９４５）８月、暑い夏、
蝉が〝シャゴシャゴシャゴ〟と合唱して

学徒動員令が公布され、旧制中学生、高

いた

天皇陛下からあります」と祖父が家族の

女学校生、大学生などが軍需工場などに

日の正午、
「今から大事なお話が

昭和

か。浜松市街地が燃え盛り空を真っ赤に
ある時は上空の青い空に、日本軍とア

焦がしている情景であった。
メリカ軍との戦闘機同士の空中戦が繰り
広げられ、機銃掃射を受けた戦闘機が白

20
15

何人かの将校たちが実家の空室になって

姉は近くの分隊に通い勤務したそうだ。

駆り出されたという。高女生であった長
たような気がする。塩については浜名湖

り前で、芋粥、すいとんなどが食卓に出

戦後も続いたようだ、主食は麦飯が当た

などで客を誘致していた。当時は鄙びた

泉と称し、花火大会、海水浴場、お月見

光明媚な観光地で鉱泉を沸かし舘山寺温

する空中ケーブル、ホテル建設、バス路

社が資本注入し、遊園地と大草山と連絡

線の充実を図り、
有力な観光地になった。

観光地であった。地元資本の遠州鉄道会

飼っていたので貴重な蛋白源であった。

空中ケーブルから眼下に広がる遠州灘、

の海水から、また、サトウキビから黒糖

ラッパが鳴り響いていた。どのくらい滞

田んぼもあり、
５月家族で田植えをした。

浜名湖、三方が原大地、内浦湾の湖面と

を作っていたと思う。鶏卵は自宅で鶏を

在したのかはっきりしない。６歳の身に

確かヒルにすいつかれた下腿の皮膚が赤

舘山寺山、旅館街など箱庭的景色が望ま

請に祖父が承諾したのであろう。起床の

は怖い感じがした。その頃、竹やりなど

精神で生活していたが、物資が極端に窮

く腫れあがった記憶がある。自給自足の

いた入院病室に寝泊りしていた。軍の要

ら思うと笑止千万と決め付けるわけにも

で相手と戦う話題が流布していた。今か

れ、いつ見ても見飽きない誇れる風景で

ある。大草山には舘山寺国民宿舎が営業

乏していた。
戦後は強盗が頻発し嫌な世相となった。

室で寝泊りした。冬のある朝？ 突然火

は恐れおののいた。戦後、軍属たちが病

区の住民はみな殺しになるだろう、と私

ー・ライターなど貴重な〝放出品〟が市

日本に搬送し終えた衣類・寝袋・オーバ

経済復興を遂げる。米軍の負傷兵たちを

質的な後方基地になり、朝鮮特需が起き

まあ負傷もせず、戦死せずに帰還できた

従事した。ラバウルの激戦地からよくも

ラバウルへ転戦した。野戦病院で治療に

征した。中国支那戦線から南方の激戦地

私が生まれるとすぐ父は軍医として出

している。

が起こり〝カラッ〟風にあおられて病室

場に出回ってきた。戦後誰もが厚顔に民

る。父と対面した状況がどのようであっ

はないか、妹の誕生から推定するのであ

21
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いくまい。
「刀と槍」は日本の武士の伝統
的な武器であるから。住み慣れた身近な

昭和

年朝鮮戦争で日本は戦争の実

場所で、敵兵が上陸してくれば、この地

は瞬く間に全焼してしまった。紅蓮の熱

せない。 年の遅くも春頃帰還したので

ものである。いつ頃帰還したのか思い出
年（１９４０）に

主主義思想をとなえた。
アメリカ製品は、

新聞報道では昭和

私の実家は浜名湖のほとりにある。風

の貴重品となった。

相手を優越させる、かけがえのない舶来

25

風の恐ろしさを身近で体験した。

だ。
その後は米穀通帳が戸別に配布され、

砂糖・マッチなどの配給が始まったよう

15

戸を開けて、
「お父さんが帰ったよ」と叫

いは家族に知らせるために走って玄関の

ったのか、呆然と眺めていたのか、ある

感的に「父」だと思った。私は父に近寄

から庭に歩いてきたような気がする。直

が戦闘帽をかぶり背嚢を背負って、道路

庭で遊んでいると１人の中年の兵隊さん

たか、
ぼうぼうとした記憶から推測した。

かなかったのでないかと思った。戦争を

きに限っていた。戦争は悲しい思いでし

きはお神酒が入り、よほど機嫌が良いと

たろう。父が戦地のことについて話すと

時、食事と睡眠が何よりの楽しみであっ

たろう。空襲警報の響かない平和なひと

少なく、苦しい危険な状況の連続であっ

難であったに違いない。うれしいことは

続で、運が無ければ生き延びることは困

かった。戦地ではまったくの非日常の連

く対応している。繰り返される誤嚥性肺

ている。寝たきり老人の発熱患者に忙し

型病院に勤務し老人医療の第１線で働い

さて、私は現在第２の医師生活を療養

がえさであったと思う。

今は高級魚である「ホッケ」の冷凍もの

戦後、うなぎの養殖が盛んになった。

じて沈めたようなうわさが広まっていた。

は兵器類、戦車などを浜名湖に、闇に乗

の類だったに違いない。敗戦で軍関係者

幸運なことに、父は戦地から無事帰還

んでいたのかもしれない。

ても勤まるものでない。父が帰還してく

診もしょっちゅうで、体力が無ければと

の開業医の苦労は大変である。夜中の往

むような苦労の連続であったろう。田舎

いた艪でこぐ平底の木造船を繋留地から

の代替として使用）取り用に使用されて

（当時畑の肥料が無く、農家の人は肥料

近所の仲間と、浜名湖の海草の「モク」

戦後、小学生の悪がきになった私は、

高齢になると呆けてしまい、自身の終

て必須の検査である。

尿、血液の培養所見は抗生剤選択におい

抗生剤以外は無力である。
だから吸引痰、

多量に消費されている。感染症に対して

テル感染などに対して、点滴と抗生剤が

炎・尿路感染・ＣＶ（中心静脈）カテー

れたおかげで、私は地元の高校から東京

無断で借り出し、浜名湖で岸から沖へ漕

末期の延命について、自ら明確に判断で

してはならないと子供心に思った。

の医大を卒業して一人前の勤務医師にな

ぎ出したり、泳いだりして遊んだもので

ときに、
終末期での処置や延命について、

きなくなる。だから、心身ともに健康な

して医院を再開した。父と母は血のにじ

ることが出来た。父が帰還しない限り医

着き、ふたを開け？ 皮膚に液体が触れ

各自判断してどうして欲しいかを、私の

ある。時に錆びたドラム缶が浮いて流れ
ると「タダレ」を生じた経験がある。あ

「終末期の考えかた」を書面に記載して

た。おそらく百姓にでもなって田畑と格

れはどう見ても化学兵器
（イペリット剤）

師になることさえまったく不可能であっ
闘していたであろう。
父は戦地のことについてはしゃべらな
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おくことは必要ではないか。尊厳死協会

（２００７）厚生労働省が示した「終末

ることも無く、意思を相手に伝えられな

を聞きだす努力をしている。言葉を発す

の都度、医師は抗生剤を多量に使用して

期医療の決定プロセスに関するガイドラ

延命させる努力をするが故に、終末期の

にはいり、
「リビングウイル（生前意思と

私は入院患者で口から食べられる人が

医療費の増加はとどまることを知らない。

いで、
全介助され管栄養などで生き延び、

食べられなくなり、飲み込みが困難にな

管栄養の弊害といえるかもしれない。だ

イン」
、その他が参照になる。要は医療側

「事前指示書の作成（鼻あるいは胃チュ

れば、これからどうするか、まず家族同

が身内から考えれば、病人が受け取る年

して尊厳死に準じて不必要な延命処置を

ーブによる栄養補給の有無）
・
（延命のた

士で真剣に話し合いしてもらい、意見統

感染症（誤嚥性肺炎、尿路感染症、ＣＶ

めの気管内挿管による人工呼吸器を使用

一してもらうことにしている。最近は自

金額が高額であれば、家族は出来るだけ

カテーテル感染など）を繰りかえし、そ

の有無）
・
（心肺蘇生などの処置の有無）
」

ら積極的には管栄養を勧めないことにし

長生きして欲しいと望むかもしれない。

と患者側との忌憚のない意見交換から結

を書面にすることが推奨されている。

ている。その際、水分栄養の補給の選択

経済的負担は大きいにせよ、病院にいけ

論、本音が導き出されるはずである。

これらの文書には法的根拠はないが、

肢として手足の静脈から点滴を勧める。

得られるのも事実である。

ば愛する人に対面できる楽しみと喜びが

人もいる。また、最近、終末期における

担当医にとって担当する患者の終末期の

静脈確保が困難になれば、皮下注射に変
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しないで欲しい）
」
として書面にしておく

処置に対するよりどころになる。
しかし、

更する。但し、この場合、生命予後の期

療養型病院においても、その病院の信

といって、医師は直ちに延命処置を中止

間が制限（短縮）されることをしっかり

これらの書類を医療側に提示されたから
するわけにいかない。なぜなら、患者は

条（方針）
、担当医師の信条から延命中心

の医療になるのは当然である。入院の経

伝えなければならない。
「リビングウイル」
、
「事前指示書」な

急性期の一般病院で、治療の過程や病状
から、なんらかの延命処置（気管切開、

る事例はまだ極めて少ない。しかし誤嚥

過中に延命処置、例えば管栄養を中止す

性肺炎を繰り返す事例では、担当医師と

備する人は、現在少数派である。私は入
院時診療計画を説明する際、これからど

患者側と十分に話し合い、管栄養を中止

どの患者の「生前意思」を書面にして準

うして欲しいかについて家族の「本音」

中心静脈栄養、管栄養、留置バルーンな

年

どなど）を受けて療養型病院に転院して
くるからである。
延命処置を中止するには、平成

19

して、点滴に変更する事例が増える傾向
こう。

チが主人公である。まず要約を記してお

精神科医のアンドレィ エフェームィ

て病室から脱出しようとするが、看守人

のである。エフェームィチは必死になっ

によって６号室へ隔離させられてしまう

･

がある。

チェーホフを読む（２）

採鉱場で働かされた。しかし島の実情はほと

かれらは人間以下の生活をしいられ、鉱山や

強盗や政治犯まで罪人を収監する島だった。

時サハリンは囚人の流刑地だった。殺人犯や

歳でチェーホフはサハリン旅行をした。当

１８８８年、プーシキン賞を受賞した後、

トリッチと話をしている間に、彼との会

時６号室に入院中の患者イワン・ドミー

友人もなく空しく過ごしていた。そんな

者を診察しながら、打ち解けて話し合う

善病院の医師になって、精神科の入院患

のであろう。しかし小さな辺鄙な町の慈

哲学的な思索を愛する真摯な性格だった

チは神学を学ぼうとしたくらいだから、

がついたらとんでもないことになってい

人生は思いがけない陥穽があって、気

ロシア国内でも評価が高かったのである。

れたような気がした」と語ったという。

した。まるで自分が６号室に閉じ込めら

屋にいられず立ち上がると部屋を飛び出

レーニンは「背筋が凍る思いがして、部

書き込まれている」と絶賛され、革命家

「わが国の現状が微にいり細にわたって、

この小説は作家のレスコーフによって、

中を起こして死亡してしまうのである。

んど知られていなかった。シベリヤ鉄道は開

ものだったので、回診のたびに、彼と人

話がはずみ思考の仕方や態度が興味深い

たりするものだが、こんな話は今日でも

に取り押さえられ、頭を殴られて翌日卒

通していなくて、１万キロの長旅は大半を馬

生の意義とか、現状を如何に生きるべき

よく在りそうである。もともとドミート

崇高な目的があったわけでもなく、父

車で行かなければならない。１８９０年４月

かを語り合った。次第に彼との会話が楽

リッチは真面目に物を考えるタイプの人

のいうままに医師になったエフェームィ

チェーホフはモスクワをたって７月サハリン

しくなり、ドミートリッチの言っている

「６号室」

に辿りついた。３月の間，流刑因の調査をし

間であったが、不幸が重なり大学在学中
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藤倉 一郎

歳の時に「６号

て、海路帰国した。そして

ったので、大学を中途退学し、小学校の

に父親がなくなり、続けて母親がなくな
病院内ではこれが評判となり医師エフェ

教師になったが、これが長く続かず天涯

し合える相手をみつけたような気がした。
ームィチは精神病者とみなされ、副院長

ことも、理にかなっており、はじめて話

して活躍した。

室」を書いた。この年コレラが流行し郡医と

32
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妄想という精神異常になったのである。

孤独になり、次々と考え込むうちに被害
人間は皆異常かもしれない。

が正常であろうか。
考えようによっては、

った。

余計なものはない。余計なことはしな

い。 年近く生きていてその通りである。

通の生活をしていた人が、突然、異常と

ねない。

もっともなことが多くいかにも起こりか

な気がする。
二人の会話を読んでいると、

命取りになってしまったことは、気の毒

すためにしたドミートリッチとの会話が

明なのに、精神鑑定で簡単に精神異常と

精神異常の機構がどうなっているのか不

らでもいる。

るし、エフェームィチの程度の人もいく

のだが、こんな人は世間にはいっぱいい

は被害妄想症で入院させられてしまった

が、人間かもしれない。ドミートリッチ

常と異常の間を行きつ戻りつしているの

るからこんな小説が書けるのだ。この正

ー科。５人いる従業員と最近話した。
「先

今だに現役。専門は皮膚科、アレルギ

よう。

い。多少は目をつぶる。血圧は大丈夫の

った。許容範囲、細かく言えばきりがな

レステロールは高い。血糖値も最近上が

消化剤程度。年に２回、検診はする。コ

医者のくせに、
薬を飲んだことがない。

力がない、何も出来ない、何もしていな

無駄がないと言えば聞こえは良いが、能

小説を書いている方だって異常性があ

いうことで精神病院に入院させられてし

されたらたまったものでない。人間の存

生（私の事）は随分お若いですね」
。おせ

エフェームィチは自分の孤独を紛らわ

まうということは。それだけで精神異常

在を突き詰めていくと、むしろ異常のほ

若いとはよい言葉ではない」と理屈をい

熟を意味する、英語でもフランス語でも

いじ半分にしても悪くない。「若いとは未

い。

を来たしても不思議ではない。主人公の

うが正常かもしれないのだ。

それにしても凄惨な話だ。まったく普

医師エフェームィチは精神病患者のドミ

余計なものは入れない

ートリッチと会話が弾んだということで、
異常と判断されたのである。
明日にでもあなたが精神病院に入院さ
せられたとしても不思議ではない。正常

風呂に入る。湯船にたっぷり付かる。石

日常も余計な手を加えない。一日２回

って誤魔化す。
「余計なものは入れない」先日近くの

鹸は１回。クリーム類、整髪料は全く使

中村 雄彦

ありふれた生活をして、ありふれた苦

スーパーで出来たてのパンの張り紙にあ

たく不明なのだ。

とは何か？異常とは何か？この辺はまっ

労をして、ありふれた悩みをしているの

40

80

年には学術貢献著しい功績で

日本医師会最高優功賞を受賞した。強制

昭和

仕事柄、
「クリームは何が良いですか、
されない、人様の手を借りず自分で好き

わない。自然のまま。
化粧品は何がお勧めですか」
と聞かれる。

旧海軍守備隊基地諸施設跡
サイパン赤十字

傷病兵を収容しつつ北へ後退中、アメ

①北部 マトイスへ

リカ軍戦車の攻撃を受け１９４４年７月

のである。
これからどうなるか、先の事は自分で

８日南洋興発病院長、ガラパン病院病院

なようにやった。苦労はない。暢気なも

健康法と言われるものは全くやった事

もわからない。今まで通り好き勝手にで

あっけにとられ、あきれ顔。
はない。食事は一日３回。家内の作った

題、

編ほどあ

北部 マトイス ウラマトイス パ
ナデル飛行場跡 マッピ岬
南部 南洋興発製糖工場跡 南洋興
発診療所跡
南部 旧アスリート飛行場跡

美濃部 欣平

二〇十三年七月十三日～十八日

第九回サイパン戦跡めぐり

宜しくお願い致します。

っている。

駄文も出来れば書かせて頂きたいと思

きればよいと思っている。

何もしないのが宜しいと答える。相手も

60

料理。決まった時間に決まった量。たま
軒。気分次第で変える。

にレストランで外食。行きつけは３，４

ー徴候など日本初の症例が
る。

41

歩くのは好きだ。天候さえ良ければ、
一日３，
４回は歩く。
時間にすれば４，
分ほど。万歩計は持たない。

後である。数えると現在学会発表

論文執筆を行なってきた。全て自由開業

り、面白い症例を取り出して学会発表、

なように英文、独文、仏文の専門誌を取

正に自然のまま。趣味と言えば、好き

50

編ある。

64

椎茸皮膚炎は世界初、レーゼル・トレラ

学術論文独文、英文を含めて

56

10

決した。その場所を探しウラマトイスに
した日本兵や民間人の死体累々たる惨状

崖となっている。山の下は頂上から投身

マッピ山の北側は目もくらむ垂直の断

②パナデル飛行場

入っていった。険しい岩肌を見せて連な
だった。

長及び医員、看護婦、野戦病院患者は自

シュが深く入ることは出来なかった。道

る島東側の山容は不気味。奥まではブッ
③南雲忠一中将

中部太平洋方面艦隊司令官南雲忠一中
将が、
パナデル飛行場作りを命じたとき、

日には、旧日本軍の

格納させる計画があった。

この垂直の山壁に横穴をあけて飛行機を
１９４４年７月

くなり裸足でした。米兵は助けた子ども

海へ。小さな子供たちは避難中、靴もな

多くの民間人が子供共々眼下の深い

バンザイクリフ。

④マッピ岬

敷き軽飛行機が発着していた。

未完成の飛行場にアメリカ兵が、鉄板を

10

をおぶって救護所に運んでくれたそう。

南部チャランカノア 激しい砲、爆撃

⑤南洋興発製糖工場跡

に耐え残った当時の建物の一部は、マウ

ウントカーメル高校の校舎として使われ

ている。南洋さくらの赤い花が咲き、バ

スケットボールをする元気な声がひびい

42

の辺にて焼香しご冥福を祈った。

旧日本軍パナデル飛行場

てくる。
⑤南洋興発病院跡
サイパン戦の終焉から

年の歳月が

流れた。タガンタガンに埋もれた廃墟と
なって診療所の建物が残っていた。

吉田 幸世南洋興発社医 １９４４年

受け、医員、看護婦共々覚悟の死をとげ

に北へと退避中アメリカ軍戦車の攻撃を

⑥アスリート飛行場跡

いたのか。感慨ひとしお。

た。…………在りし日此処で診療されて

日南洋興発の防空壕にて 患者

６月

秦 南洋興発病院長 １９４４年７月

戦死。

の手術中爆撃を受け、メスを持ったまま

15

８日 負傷兵の治療をしつつ、軍ととも

旧海軍

サイパン

設の諸施

守備隊造

設があっ

た。此処

には多く

の激戦の

戦跡が点

在してい

る。

サイパ

ン赤十字

事務所も

無数の弾

痕を残し

43

69

た当時の日本軍の建物を使って活動して
いる。
災害救援施設としての被災者の一時避
難所も弾痕だらけの日本軍の建物。
内部はタイル張り。分厚い堅牢な鉄筋
コンクリートで造られているので、南洋
の熱い太陽も遮断して居心地快適そう。

（火災で家が全焼した一家族が入ってい
ました）

みのべゆきえ

「今、すいません っておっしゃいま

〝すいません〟

い声。悲しい澄んだ声……のような気が

現実なことは信じられませんが。ヨネコ
さんは何十年も戦跡を巡り霊的感性も鋭
いのでしょう。
あれからヨネコさんの聞いた〝すいま
せん〟の声のことを考えました。すいま
せん……すいません きれいなうつくし

「いいえ、わたくし言いませんわよ」

してきました。

した？」とヨネコさん
「でも、聞こえたんです。女の方が、

いところ、ウラマトイスまで来てくださ

あれは、
自決した従軍看護婦さんが
『遠

ウラマトイスの道の辺で、日本から持

ってすいません ありがとう』とおっし

すいませんって」とヨネコさん
参のお線香、供花を手向けてみなで合掌
しました。しばらくして
人気もない深閑としたジ
ャングルに来たときのこ
とです。
〝すいません〟女の人
のこえ？ 私には聞こえ
ません。
飛行機に乗り蒼い海を
渡り、
日本へ帰りました。
私は俗物ですから、非

44

ゃったのでしょうか？ もし私に聴こえ
ましたなら
いいえ、私の方こそすいません こん
なに遅くなって。ごめんなさい。

サイパン戦跡めぐり
中支派遣軍編
呂武１６３９部隊

うえ

美濃部 幸恵
いまも聴こえる調子っ
ぱずれの父の軍歌

戦地からの手紙 ２
しな（支那）もゆきがふって
みず

よんかい

うちのなかの水も こほりました。

よう す こう

お父さんのおへやは、四階のいちばん上
なので
揚子江のながめがとてもいいよ

あさ ひ

け

さ

おお

ふね

朝日がのぼるのを
おがむことができます。
つ

たの

今朝も大きなお船が のぼって
て がみ

着きましたから

て がみ

みなの手紙が くるかと楽しみ
です。
しょう が つ

おく

このお手紙がつくころは、
しゃしん

もう お 正 月でせう
みなで 写真をうつして送って
ください。
おとうさんより

医師会お仲間の絆

初期の便りは、軍医さんになった医師

の集団と共に支那（場所、年、月日は規

則で書かれていません）に上陸した時の

『日本からくるとき、海もしずかで敵

もの。
栄第一六四七部隊となっています。

の潜水艦も出没せずなんでもなかった。

45

だよ。今、日本でど

フジシマ先生も一緒
召集軍医さんが大勢つきましたよ〟

〝昭和一八年半ば頃から一九年にかけて、

その当時、
衛生兵だった堀さんのお話。

オジサン、オジイサン軍医さんが来たと

堀さんのように若い兵隊さんたちは、

んなことがあったか、
皆医者ばかりだから

言っていたとか。
父は三十四歳でしたが。

わからない』
さらに『今日偶然

そこから各所に配属され私の父は、２、
３キロ離れた場子江に面した江岸分院に

にツチダ先生が当隊
に到着しているのがわかり面会にいった』

名の軍医さんが

入りました。そこには

幸運にも、又医師会のノガミ先生と同

いたようです。

「ツチダ先生も自分たちがここに居るこ
とを知らなく互いに偶然を喜んだ」「医師
会の方でも我々のいる場所は分からない
偶然知人の開業医のお仲間と一緒にな

風のビルが建ち並び、赤い花が咲き、街

川沿い一帯は租界の重厚なヨーロツパ

室になりとても心強かったのです。

れたことは、外地配属中とても心強くう

路樹をぬけてきれいな鐘の音が聴こえる

らしい」と書いています。

れしかったようです。

美しいところだったようです。

戦局は日本軍不利の様相に傾いて行き
ます。

つづく

漢口日本人街にも、江岸分院にも変化

がしのびよります。

協力

堀 俊郎氏 小松 直孝氏 佐々木圭子様

戦場体験放映保存の会

漢口第一陸軍病院

氏（鹿児島県薩摩市）と連絡がとれまし

漢口第一陸軍病院元衛生兵の堀 俊郎
先生は南支に移動になりました。

ゃくとされ素晴しい方。

お電話ですが記憶力も、お話もかくし

た。御年九十一歳。

お気の毒なことです』

便りがないと心配して手紙がきた。全く

キ君（先生）の奥さんから、もう二年も

『ニューギニアに行ったと思われるササ

しかし戦局が悪化するに従い、ノガミ

『スギハラ君（先生）はどちらに征った
か分らないかなぁ』
父の開業仲間のほとんどが次々と召集
されていきました。
最初の上陸地から一週間ばかりかかっ
て、漢口第一陸軍病院に着きました。

46

13

い租界の街並みは、観光名所として日本
からも旅行客が訪れています。

軍医召集制度２

陸海軍の委託学生制度

大学医学部在学中に志願して軍の委託

医学専門学校は 委託生徒になります。

学生になります。

（医専は 昭和十四年に緊急大量な医師

「江岸分院」堀氏により、父の居た揚
子江に面した病院は、漢口第一陸軍病院

養成の為、設置される。
）

医学部を卒業すると、歩兵連隊に衛生

その後、軍医学校で軍陣医学、軍事学

訓練を受けます。

部見習い士官として入隊し二か月の歩兵
るものは軍医であった」と大東亜戦争当

の教育を受け、
陸軍は軍医中尉
（医大卒）

「動員時の要因不足で、もっとも大な

江岸分院 だったとわかりました。
＊堀氏の衛生兵としての、最後のお仕事は驚くばか
りです。次の機会に書かせてください。

時の陸軍省人事局長の回想であります。

軍医少尉（医専卒）に任官され、各所に

漢口はどんなところだったのでしょう
中国湖北省にあり、長江（揚子江）を

「日本医学百年史」によれば当時の医

配属されました。

挟んで漢陽、武昌、漢口の城郭都市は武

ったのです。

学部卒業者のほとんどが軍医になって行
軍医になった全体の七割が陸軍軍医、

●軍陣医学→衛生学、防疫学、外科、内

漢口は、古くから物流、商業で栄え一

漢三鎮と呼ばれていました。
八五八年からイギリス、ドイツ、フラン

三割が海軍軍医になったといわれていま

軍医学校の教育では、

ス、ロシア、日本の５ケ国の租界がおか

科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、放射線

●将校教科→ もあります。

科はありませんね。

＊軍陣医学には、さすがに 小児科と婦人科、精神

科、口腔外科、病理、衛生材料、救急法

す。

＊前号では軍医予備員（召集による軍医

◇志願による現役軍医

れ、太平洋戦争（大東亜戦争）当時まで
「東洋のシカゴ」と呼ばれ、経済の中心
現在は武漢市となりましたが、漢口地

制度）を書かせていただきました。

地でした。
区は今も武漢の経済的中心であり、美し

47

→軍医は将校階級に属したので、兵科の
将校と同じく将校としての必要教科も学

★多くの傷病兵を前に医薬品の不足に歯
ぎしりし。

また、幸いに生還された方々のたゆま

ぬご努力によって、戦火に焦土となった

なりました。
私たちはその恩恵によって、

日本の医療は世界に誇れる高い水準と

日本は奇跡の復活をとげました。

病兵に自決用の手榴弾をくばり。

★野戦病院撤退時には、涙をのんで重傷
★隊長亡きあとの隊長となって生き残り

安心して平和のうちに暮らしております。

びました。
連隊本部や大隊本部付きとして配属さ

の兵を指揮し、白刃をふりかざし敵陣

●戦術と衛生要務
れた戦場において戦術を理解し、衛生部

＊軍医召集制度については、陸軍と海軍では多少の

に突入し。
★敵弾に追われ、飢えと渇きでジャング

隊や衛生材料などの、管理、運用の知識
は必要でした。

召集制度も変動があり、私のようにまったくの門

制度の違いがあり、さらに終戦間際の混乱期には

或るいは、

外漢には複雑でした。

ルをさまよい。
★言われもなく戦犯の汚名を着せられ。

このような教育をみっちり受けて、若
き医師たちは、立派な陸海軍医将校とし

記述に間違いがございましたら、大変申し訳なく

ウィキペディア（軍医 日本）

軍医サンよもやま物語 関 売 光人社

参考資料

ご指摘、お教えいただければ、幸いでございます。

おわびもうしあげます。

★玉砕の将兵たちと運命を共にした若き

に残っている……。

彼等の無念の働哭は今もずっと消えず

戦争に翻弄された青年医師たち

軍医たち。

て多くは、激戦の戦地へと送りだされて
行きました。
先の大東亜戦争では、医学部卒業後、
軍医学校で一年の教育を受け、隊付き軍
医中尉、少尉として激戦の南方や、中国
奥地へ配属された若い年齢層の軍医が最
も多く戦死をしたのではないでしょうか。

陸軍衛生制度史（昭和篇）

医制百年史（厚生省）
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ドックの今昔
穂苅 正臣

である。また女性が半数を占める。昔に

「先生、背広 二着 頂戴」と言った。

康を手に入れたではないですか」と言っ

私は「二着の背広よりもっと貴重な健

ドックの支払いを健康保険組合の援助

るのがリバウンドもなく一番いい方法だ

てごまかした。減量には米飯をやめさせ

比べれば値段も下がった。

度があるためかもしれないが、それでも

と思っていた。

で全額または半分以上を肩代わりする制
-

さらに検査結果が２
４ ５万円はかかる。

当クリニックの人間ドックでは、最後
に行う診察と指導の段階で出番となる。

代の女

性が現れた。身体的にどこも悪いところ

ある日のこと、少し小太りの

者のほとんどが半日の日帰りか、長くて

時間くらいですべて出そろうので、受診

年近く前、大学

この仕事に就いてからまだ１年もたって
いない。私が若かった

多くは中年を過ぎたお年寄りであり、某

をやめなさい」とその青年に云ったとこ

がカウンセリングを受けに訪れた。「ご飯

セラーをしてきた。ある日、肥満の青年

し油ものを減らしたほうがいいですよ」

「コメのご飯をやめなさい。それから少

して昔から言っているように

しいて言えば肥満です」 と、いった。そ

「あなたは悪いところはありません。

がない。
欠点といえば、
少し肥満である。

企業の社長と思われ、人間ドックは高齢

キロ減り、親戚の

長い間私は、スポーツクラブでカウン

も一泊である。

者が受診するものと思っていた。また値

ろ、二年間で体重が

は、病気でもない健康人を診るようなド

人に会っても当人かどうか判らなかった、

「私の家はおじいさんの代から中野で米

彼女は怪訝な顔をして反論してきた。
また、ある企業に勤めていたころのこ

屋をやっています。朝はご飯で、昼は半

ということがあった。
キロ痩せな

と、糖尿病である友人に「

発言を私がしたのである。そこで作戦を

彼女の家業にとって商売敵とも言える

んですよ」
キロ痩せてから私の前に現れた。

分がご飯、夕食は家に帰ってまたご飯な

代

さい」と言った。もしそれが実行出来た

う。

とつづけた。

段も高かった。若くて生意気な医師たち

入院して検査を受けていた。患者さんの

病院の人間ドックの患者さんは一週間も

30

ら背広を二着買ってやるよ、と約束した

10

のクリニックが丸の内にあるというロケ

年もたった今、この仕事に就いて今

ックの検診の仕事を嫌っていたように思

18

までの考えが見事に吹き飛ばされた。こ

代、

40

のである。
彼はお米のご飯をやめて、

者は若い人が多い。それも

30

10

49

50

ーションによるのかもしれないが、来院

50

やめたほうがいいですよ。お蕎麦もうど

「ご飯だけではなくて、含水炭素を全て

変更した。
だろうか。

者の特徴が五七五調で簡潔に描写できる

○に適当な言葉を入れ、流行医者と藪医

真夜中でも「診てもらいたい」と門を叩

◆流行医者しているところを起こされる

る。

さらに、若かったころのようにドック

正させられた。

という考えは、この若い女性に限って修

長い間言い続けてきた
「お米を取らない」
、

生に診てもらうといいよ」と大勢の人に

され、
「あなたも病気になったら、あの先

偉い。最期までよく診てくれた」と感謝

医者は、遺族から「あの先生はまことに

重症患者を最後まで誠実に診察してきた

「殺す」は少々きつい表現だが、末期の

◆流行医者一人殺すと二人増え

◆藪医者に芽を吹かせたは風の神

こつ夜が増えてきたに違いない。

あちこち飛び回っている。妻は空閨をか

業医は、真夜中にも往診依頼が相次ぎ、

評判がよくて次第に患者が増えてきた開

◆はやり出し独り寝多き医者の妻

致している最中に決まっている。

という野暮な解説は不要である。ナニを

く患者が訪れる。何を「している」のか

で老人を診るのではなく、今や立場が逆

勧めるから、新しい患者が次々に訪れて

普段は全く患者が来ない藪医者でも、風

肥満に対する減量のやり方として私が

になり、年取った医師の私が若い受診者

くる。現代風に言えば口コミの影響力で

あちこち飛び回る。藪医者にとって風邪

邪の流行期になると往診依頼が相次ぎ、

んもスパゲティーもパンもです」と。

を診るようになったのである。

◆藪医者は一人治すと二人死に

あろう。

の薬も効かないと、もたもたしながら一

腕の悪い医者が、あの薬も効かない、こ

ら、まるで藪のような医者だ……という

風が吹くと揺れ動く。風邪で動き出すか

の流行が経済的な救いの神である。藪は

匙を投げる

人の患者に掛りきりでやっと治したと思

豊泉 清
流行医者 一人○○ 二人○○

◆玄関で腹を立たせる流行医者

落語のような語原説もある。

評判の良い名医の所には大勢の患者が押

ったら、その間に診察や治療が手薄にな
悪い医者を指す「藪」という俗称は江戸

し寄せるから、待ち時間も長くなる。
「い

った患者が二人も死んでしまった。腕の
医者を詠んだ江戸川柳がある。流行医

時代から連綿と使われていることが分か

藪医者は 一人○○ 二人○○

者を「はやりいしゃ」と５音で読む。○

50

「脈がある」という表現がよく使われ

死んだのは私の要求が激し過ぎたからで

亭主が腎虚と診断されて死んだ。亭主が

◆腎虚にて死んだを嫁は苦労がり

る。脈搏が触れて、まだ死んでいないと

気に病んでいる。

はないだろうかと、女房が世間に対して

払えない貧しい庶民も多かった。

◆愛敬も世辞も加味して流行医者

譬えである。漢方医学では先ず脈の触れ

いう意味から、先の見込みや望みがある

つまで待たせるんだ」と怒鳴り出す気の

流行医者は単に医療の腕前が優れている

短い患者もいる。

だけではなく、世間話や駄洒落や冗談な

は診察の謝礼や薬代を指している。仁術

は仁術という。
この川柳に登場する
「礼」

仁義礼智信という儒教の教えがある。医

打診という。

手の様子を前もって探る行為も比喩的に

本格的な交渉に入る前に、それとなく相

の状態を知る打診という診察法もある。

患者の身体を指で叩き、その音で内臓

重症患者が死にそうになると「ほかの医

◆とどめをば余人に渡すさじ加減

いる。

腎虚ですな」と医者は勝手に決め込んで

んな状態で……」と説明すると、
「ああ、

いう医者の質問に、女房が「これこれこ

に医者の家を訪れた。
「どんな症状か」と

◆容態を言うと腎虚とのみこまれ

よりも、謝礼の金額の方を重要視する藪

◆房事とは何でござるに医者困り

者に診てもらいなさい」と言って逃げて

方で全身状態を把握する脈診という診察

医者もいる。

察した医者が「房事を控え目に……」と

過度の性行為で体力を消耗した患者を診

ど、話術も巧みで患者の気持ちをそらさ

◆脈よりも足元を見て医者は逃げ

しまう要領のいい藪医者もいる。

女房が病気の亭主の往診を依頼するため

「脈を診る」は患者の診察である。
「足元

指示を与えるが、
「ぼうじ」などという高

◆病人の方で藪医のさじを投げ

法を重要視している。

を見る」は往診依頼のあった家の様子か

尚な漢語は一般庶民には通じない。「ナニ

「頼りにならない」と病人の方が先に見

ない特技も持ち合わせている。

ら、診察料が払えるか否か判断する行為

の回数を減らせ」と分かり易い言葉で言

切りを付けてしまう藪医者もいる。
がいる。房事過度で憔悴した状態を漢方

ておき、
この患者はこの症状が強いから、

る。薬草の乾燥粉末を何十種類も用意し

◆仁義より礼の字を医者大事がり

である。どうもこの家は診察料が払えそ

の専門用語を交えて患者に説明する医師

う方が親切である。現代も難解な横文字

時は医療保険などという制度がなく、裕

医学で腎虚（じんきょ）と呼んでいた。

江戸時代の医者の大部分は漢方医であ

出す計算高い医者もいたようである。当

うもないと感じると、診察しないで逃げ

福な家はたっぷり謝礼を払うが、薬代も

51

この薬をちょっと多めになどと、薬草の
粉末の分量を匙で加減する。漢方医の腕

)

年

月

日（金）

延長しました！

(

)

平成

年

月

日（金）

次々号 春季号 締め切り

平成

次号 冬季号 締め切り

(

の見せ所は、
症状に適した薬草の選択や、
匙加減である。現代語でも匙加減という

患者の体力に応じた分量の判断、つまり
言葉が比喩的によく使われる。また「匙

12

２

を投げる」という比喩的表現もよく使わ

20

14

れる。医者が薬を調合する匙を投げ出す
為である。努力をしても事態の改善され

ことは、患者の治療に見切りを付ける行

25

26

毎号、会員のみなさまのご協力、誠にありがと
うございます。
夏季号でお知らせしておりました冬季号の原稿
締め切りですが、原稿の集まりがあまりよろしく
ないため、締め切り期日を延長いたしました。こ
の機会に是非、冬季号へのご投稿をよろしくお願
い致します。冬季号は年明け発行の新年号となり
ます。例年通り年賀広告も募集致しますので、詳
しくは、クラブ通信又は別紙お手紙にてご確認を
お願い致します。そして、夏季号で募集しており
ました『文芸特集号』ですが、無事発行すること
ができました。ご協力ありがとうございました。
購読ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。

52

る徴候がないので、それ以上の努力を諦
める譬えとして使われる。
江戸時代にオランダ医学が日本に導入
され、
「メスを入れる」など、オランダ語
由来の医学用語を交えた成句も日常よく
口にする。医療を題材にした江戸川柳を
列挙しながら、江戸時代の医療行為に由
来する成句や慣用句の考察を試みてみた。

冬季号・春季号 原稿募集のお知らせ
冬季号締め切り延長のお知らせ

その

半 場 久 也

（前出、トラギーはプラーハ音楽界の権

たいていうことなのです。もうそんなに

日に、ブレーメンの船《ハーヴェル号》

長くかかることは無い筈です。
二週間後、

で行きます。そして祝日の終わった四月

威）
昨日《フルダ号》でブレーメンから確

私等は旅立つつもりです。つまり四月九

かにあなたのお手紙について、私は大変

十八日にプラーハへ着く予定です。そし

『尊敬しているトラギー博士様！

嬉しく思います。更に、あなたが私に長

に致します。あとは、特に音楽について

て親愛なるドクターに私の友人として直

は、あなたのところでお話しましょう。

いこと返事をくれなかった事を別に悪く

ベンドルが私の地位を受け継いだこと

ただ一つのことを今言いますけれど、ハ

ちにお目にかかり、私がとても大事にし

は以前人から聞きました。そのことは良

ンスリックの批評を読み、彼があの調子

思っていません、というのは、あなたが

いです。
（原注・カレル・ベンドルは一八

で《オテロ》に言及したことを奇妙に感

厚い友情に感謝することを逸しないよう

九四年十一月十日プラーハ音楽院のドヴ

ていたあなたの貴重で愛情深い心遣いと

ォルジャークの後を継いでいた。
） この

じました。なんと言っても彼の最近の新

私のことを忘れていなかったことを知っ

先がどうなるかは任せるほかありません。

聞論調は傑出していました。彼が私の室

て、私は今とても感激しているのです。

しかし何はともあれあなたに今言わなけ

内音楽作品に関してどのように書いたか、

（カットも筆者）

ればならないことは、つまり、私は再び

たか、あなたも当然御読みになったでし

《新世界より》交響曲をどのように書い

宛て

◎ヨゼフ・トラギー

家族のいる家へ帰ることをもはや待って

ょう。
このことは私にとって驚きであり、

いられないということです。また例えい
くらここが気に入ったとしても私達は全

大きな喜びでした。あなたは私に何か新

ニューヨーク、一九

員子供達に憧れて、早くボヘミアへ帰り

九五年三月二四日
《ラーン号》が三月二十六日にニュー
ヨークを出港する
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○
36

めの協奏曲を今書いたところです。あ

ね？ 私はチェロとオーケストラのた

作があるかと尋ねていらっしゃいます

残っている。プラーハで占めていた音楽

た様子であるが、帰郷後の就職の心配が

国の手筈を整えていて、すっかり安心し

コメント〔ドヴォルジャークは既に帰

――――――――――――――

元院長となっている〕

内藤の書によると、プラーハ音楽院の

（追記）ヨゼフ・トルギー博士は、

回まであり、順次掲載します。

◇お断わり 半場久也先生の遺稿は、

てあったのだろう。

のですが。もしあなたのところで具合

なたにこの作品を弾いてあげればいい

院教授の職を半年前にベンドルに取られ
のことは良いです…」とあっさり言って

が悪ければ、例えばフラーブカ弁護士
とについてはもう手紙に書きました。

しかし、後に帰国した彼に待っていたも

いる。とはいえ内心は少し心配である。

てしまっているのだ。
この手紙で彼は
「そ

今日はこれで失礼させていただきま

さんのところでやりましょう。このこ

す。このさき何を書いて良いのか分か

帰国直前 心はふるさとに
のはプラーハ音楽院の教授職であり。そ

54

りませんので。この後ボヘミアへ
日の火

未だ３通の手紙を書かなくてはな
りません。ということは
紙を明日ポストへ出さねばならな

文中、プラーハの権威である音楽評論

の後、院長に推薦されている。

のです。祝祭日の終わった後プラーハ

ないので不明である。恐らく誉めて書い

が、その内容についても何も書かれてい

セロ》について何か新聞に載せたらしい

品で、
一八九二年完成の演奏会用序曲
《オ

家ハンスリックがドヴォルジャークの作

いです。
』

い。あなたには感謝の気持ちでいっぱ

心のこもった挨拶をお受け取り下さ

す。

で再会するという願いを込めて終えま

いのです。あまり時間が残っていない

曜日に船が出て、私はこれらの手

23

37

と

も

東京

篠 田 那 珈

赤道を越えし戦友逝き初の盆

東京

籾 木 秀 穂

片膝を立てて昼寝も父譲り

兵庫

廣 辻 逸 郎

コスモスの道の奥なるカッパ淵

東北旅行

声弱き初蝉庭に聞く夕

祭笛カッパの淵に流れ来る

老の年重ね昼寝も回重ね
青春のその日ありあり終戦日

小 南 丁 字

参院選猛暑舌戦ねじれ解く

エキカムシナスカの創造キュウリの葉

夏空が世界遺産の富士描く

エベレスト八十が登つ五月晴れ

た

花冷やお練りの光玉三郎

東京

子等を待つ大南瓜を積み上げて

秋晴れや岩手山背にミルクバス

秋高し座敷童に逢わぬまま
中 村 雄 彦

晩夏光七十年来の友の文
新潟

下手な絵を残して帰る夏休み

うら

旧盆や將門偲ぶ裏筑波

寝返りを打って広々夏座敷

東京

ほ

早稲の穂が色づきし中給油する

汗拭いて赤子の顔の蘇る

〈夜景の灯〉

茶の花の夕べしづかな寺領かな

せ

旧盆や歓のつきざる軍歌かな

子を連れてひたすら歩む梅雨の道

新しき下北道や雁渡る

水辺には水辺の石蕗の花明り

わ

干瓢の出来自慢せし伯母在らず

モーツアルト弾いて真夏は疲れなし

長き夜や妻と話せば母のこと

とある日の磯菊の香と潮騒と

秋 霧 朝 光

夜長の灯一人議論の外に居る

秋暑し虚子像の目の落ち窪み

青森

病む人に看取る人にも夜長かな

稿を継ぐ我に今宵も鉦叩

福 神 規 子

雪しとど満身創痍の五能線
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群馬

豊 泉

捏造の記事で血圧また上がり

福 冨 清 子

東京

程々が善と悟って良い老後

庭の隅自産自消の野菜採り

日記帳毎日一行暑かった

帰りなむいざ黴の宿にも祖霊待つ
青森

高齢化検査をすれば老朽化
堪忍袋繕いながら生きてゆく

秋茜つんつん寄り来力石
天髙しクレーン飛行機雲つかむ

旅立ちの友はメールを躍らせる

秘仏守る媼の伏目白桔梗
秋 霧 朝 光

寡黙饒舌はらから集ふ秋彼岸

自衛艦ぶっつけられたりぶっつけたり
見ちゃおれん美人に尻尾振る男

小 南 丁 字

不揃いのリンゴが春へ光り出す

東京

飛ぶボール球団改革変化球
北の湖還暦赤綱土俵入り
七夕の夢あづかりし雨宿り
蝉しぐれセミの一生ゼミに聴き
八月来る遅々と悲し原爆症

清
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青森

秋 霧 朝 光

花冷えの宵をあゆめば社より神楽の囃子ひびきて和む
風花に誘わるるまま街に出てさくら模様の便箋を買う
歳晩の町警戒の消防車鐘冴えざえと鳴らしつつゆく
冬の憂さ吐き出すごとく雪解けの水音たてて塸くだりゆく

東京

小 松 安 彦

郭公の声澄み透る雨上がり夕近き墓地に去り難くおり

森

第二幕終はりたるらし終幕を観られぬ我の見つめる書類
四畳半の部屋より富士を仰ぎたり山頂に立ち西を眺める

ディズニーランド

東京

横 田 英 夫

熱き陽を遮るものも無き広場にしばし憩えり入園待ちて

日盛りのディズニーランドに人溢れ日陰求めてひたすら歩む

見廻りの職員直ぐに近寄りて車椅子使えと助言して去る

赤や黒の日除け冠りて少女等は白き肌見せ足早に行く

茨城

羽 生 藤 伍

車椅子始めて乗りて押され行くこれは楽なり申し訳なし
のうぜんかつら

凌霄花

七夕や緑豊かなわが庭に凌霄花無数に揺れる

わが庭の小径通れば満開の凌霄花唇に触る

病院は出来高拂い老健は定額療養寂し行く末

夏の田に無線操縦ヘリコプター轟音立てて薬撒きいる

東京

林

宏 匡

わが町の一級河川城下川ブラックバスの釣り人絶えず
梅見行
ぬくと

ほんのりと口に拡がる甘き味君に賜びたる飴を舐めつつ

ほのぼのと心 温 き君と来て一分咲きなる梅を見めぐる

よじ

フランベの炎は上がり葡萄酒を飲みつつ我らのディナーは進む

可憐なる花を咲かせし梅の木の枝黒々と捩れを保つ
な

直線を定規で引いて車道としあとはくねくね曲線の地図

は

白梅の幾つ咲きゐる間近にて晝の弁当味はひてゐる
ひら

「そんな先の話」もすでに過去となり眠りの森を我はさまよふ

ちらほらと咲き初めたる梅花なれば視線集めて誇らしく見ゆ
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○ ほ

ん

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
この本は、いくらか変わった本かもし
俳句自体は、まともな短詩型文学です

れません。
が、それをＳＦとの関連で詠もうとしっ
ているようですし、おまけに横書きでゆ
くのですから、多少は変わった試みと言
できればＳＦ俳句が出現する必然性を

えるでしょう。
（中略）
明らかにしたいのですが、私はここで、
難しい文学論や科学論を展開するつもり
はありません。伝統俳句の花鳥諷詠にお
オブ・ワンダー」には若干の差がありま

ける「感動」と、ＳＦにおける「センス・
すが、窮屈な約束事を取り払い、ＳＦの

『海と修羅』

山田 遼 著

山本五十六は何を求めたのか
ユニークな視点に立って史実を捉え
直し歴史の謎に鋭く迫る
戦争文学の異色作

あらゆる反対を押しのけて真珠湾攻
感覚を活かしながら、日本語の美しさを
撃を実現させた司令官の真の意図は、
保ち続け、
「５・７・５」と言葉をならべ
てゆこうというのが眼目なのです。（後略） 一体なんだったのか――
その一方で、山本が大きな期待をか
【まえがき より】
けた戦争回避の秘密工作とは……。
（溪水社・一、五〇〇円）
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『ＳＦ・科学・ファンタジー
句集』
天瀬 裕康 編著

主流は傍系からうまれる
次の時代は異端者が作る
ＳＦ俳句は存在するか？

日常性にうんざりし、
常識にさからいたい人に
表紙絵：天瀬裕康

!?

※『司令官の孤独 山本五十六への鎮魂
歌』
（朝日新聞出版、二〇一一年）を改題
し、加筆訂正したものです。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

昭和十六年十二月八日の真珠湾攻撃は、
史上空前の奇襲作戦だったが、米国政府
への最後通告の遅れもあって、卑劣な騙
し討ちという汚名を着せられ、七十年以
上過ぎた現在においても、戦術的には成
功でも戦略的には失敗だったとする評価
が定着したままである。
では、この作戦を着想し実現させた山
本五十六連合艦隊長官が、当日の戦果を
どのように受けとめていたかといえば、
戦艦長門の作戦室に奇襲成功の第一報が
届き、事例部員一同が歓喜に包まれるな
かで、山本だけはまったく喜びの色を見
せず、深く沈みこんでいたと伝えられて

いる。
奇襲成功、的戦艦郡潰滅、我が方の損
害は軽微という大戦果が、山本にとって
は極めて不満足なものであったらしい。
それでは彼が期待し求めていたのは何だ
ったのか、あるいはこの奇想天外ともい
うべき攻撃計画は、一体どのような可能
性を秘めていたのか……。
そのあたりを、
これまでとは違った視座に立って追究し
てみた。
（後略）
【あとがき より】
（文芸社・七〇〇円）

『
「道蔵」等
中国医学関係 経典索引』
（附・業績目録）

吉元 昭治 著

人々は儒者をにくみ、僧侶をにくみ、
尼をにくみ、キリスト教徒をにくみ、
回教徒をにくむが、道士はにくまな
い。この理屈が分れば、中国の事は
大半分る（魯迅）

学問に国境なく、
学者に祖国あり（パストゥール）

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
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「道教医学」に関する研究は、中国をは
医学的分類項目があるのか、探す手間が

この書により、
『道蔵』のどの部分に、

体の目安として検索していただきたい。

わたり散在していることがあるので、大
じめ台湾などの諸外国に比べると、我が

省け、研究の一助になると思っている。
ぜひ座右において活用願いたい。
（後略）

目的とする「日本道教学会」が設立され
たのが戦後のことであるように、
「道教」

【おわりに より】

国では皆無といってよい。
「道教」を研究

という言葉は、以前は仏教や儒教と較べ

表紙の言葉

練馬区

『 冬の池 』

荻野 公嗣

調布市の神代植物公園の隣に植物多
様性センターというのがあります。研
究施設のせいか人もまばらです。
小春日和の２月の朝、スケッチに行
きました。池に薄い氷が張って、きら
きら逆光が反射してきれいでした。ベ
ンチに座りスケッチをしているうちに
昼過ぎには氷は溶けてしまいました。
氷の反射を表すのにクレヨンの白を使
いました。水彩を載せても白が抜けて
ハイライトになります。ロウケツ染め
と同じで、面白い効果が得られます。
しかし、クレヨンを多用するのはだめ
です。特に影の部分に使うと、水彩の
透明感が損なわれるように思います。
なにごともバランスが大事のようで
す。

項目中の経典類の頁は、主にその経典

は恐らく世界で初めての試みであろう。

医学の三層構造」による）の索引、目録

『道教経典』類の医学的関係部門（
「道教

【はじめに より】

な影響を及ぼしたのである。
（後略）

のあらゆる面に浸透し、我が国にも大き

民衆の中で芽生え、成長・定着し、中国

し、「道教」
こそが中国固有の宗教であり、

の一種と思われていた事もあった。しか

た。かつては「道教」は「淫教」
「邪教」

ても一般の認識は浅くまた関心も低かっ

の初めの部分を示しているが、中には医

（第六十一回 医家美術展出展作品）

著を事務局まで送ってください。

会員の著作を紹介する欄です。近

※表示価格は税抜きです。

（勉誠出版 製作）

学的項目が経典中にあったり、数ヵ所に
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書

評
山 田

『ＳＦ・科学・ファンタジー
句集』
天瀬 裕康 編著

遼

ＳＦと俳句を結びつける「ＳＦ・科学
ファンタジー句集」が上梓された。
著者であり、編者の天瀬裕康（渡辺晋
山）は、思弁的かつ難解なファンタジー
の傑作「闇よ、名乗れ」の作者であり、

第三部では「同好の句を求めて」と題

ている。

だけあってＳＦと俳句を癒合させるとい

して、様々な句会、俳誌、研究会を通じ

また俳人としても永い足跡を残している
う、一見奇抜な作業は、まことにうって

されている。

という、極めて広範で綿密な作業が展開

て、ＳＦ俳句に該当する秀句を発掘する

本書は、ＳＦ（サイエンス・フィクシ

つけの役廻りである。
ョン・ファンタジー）句集として、その

日本人の心情に深く根ざした俳句とい

第一部では「異端的な俳句史とＳＦ」の
小見出しで、俳諧から説き起して、戦後

界と考えられていた技術の発展が、一部

う短詩形と、一方ではこれまでＳＦの世

ではすでに現実のものとなった日常生活、

の展開からさらには海外俳句、サイファ
点として、新たな時代を作るものは、常

この二つが結合することで、日本民族独

イクにまで及んでいる。そしてその立脚
に異端者だったのではないかと、ＳＦ俳

特の新たな現実が開かれつつあるのでは

Ｃ＝俳句は知っているがＳＦはＮＯの人

ＳＦは知っているが俳句はＮＯの人へ。

これまでの常識から脱却したＳＦ的発想

か停滞や退歩劣化の見られる現状では、

る反面、社会や経済の面では発展はおろ

技術面の進歩には、加速度がついてい

ないだろうか。

句が生れる必然性が述べられている。
第二部は、ＳＦ俳句の入門篇の形で、

へ。Ｄ＝ＳＦも俳句も知っている人へ。

同時に俳句の持つ美意識や心のゆとりも、

や価値観の転換が何としても必要であり、

Ａ＝俳句もＳＦも詳しくない人へ。Ｂ＝

の四つのカテゴリーに分類して、それぞ

我が国は、かつては軍事大国たらんと

欠くべからざる要素だと考えられる。

れに対して数多くの実作が展示されてお
り、さらに連作や群作、川柳にまで言及
して、まことに懇切丁寧な解説がなされ
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して失敗し、その次は経済大国として世
界に雄飛しようとしながら、現在は大き
な壁にぶつかっている。こんな試みをく
り返す民族も珍しいが、今後あるべき目
標となると、それはやはり文化の領域だ
ろう。
短歌や俳句をたしなむ膨大な人口を考
えると、我が国はまさに詩人国家という
べきであり、この日本人の鋭い感性や

年賀広告の募集

となります

※パターンは色々ございます。例として

（通巻六一一
前回の『医家芸術 冬季号』

号）をご覧ください。

年賀広告・一マスを一口とする。

◆一口：千円

◆応募方法：機関誌
『医家芸術 秋季号』

に同封されている別紙申込用紙にて、事

賀広告なども従来通り掲載予定です。そ

可。文字数に気をつけてください。

込みください。また、メールでの応募も

務局あてにＦＡＸまたは郵送にてお申し

ーが、いずれは新たな形の芸術活動とし

例年通り一マスに三行が基本で一口で

たします。

多くの皆様のご協力、よろしくお願いい

の記載事項をご確認ください。

※詳しくは、秋季号同封の別紙申込用紙

込みをお願いいたします。

しますので、お近くの郵便局にてお振り

発行後、事務局より振込用紙を郵送いた

◆支払方法：新年号
『医家芸術 冬季号』

す。左右の行は、お好きな言葉で文字数

告」を募集したいと思います。

〈了〉

帰結だろうと思われる。

文字数のオーバー、または行数の追加

す。

お名前を少し大きな文字で記載いたしま

二十五文字まで。中央の行は所属部署と

一分野として発展するのもまた、当然の

天瀬裕康の提唱するＳＦ俳句が、その

こで、今年も賀詞交換を兼ねた「年賀広

恒例の医師会会長からの年頭所感や年

六年の新年号となります。

次号・冬季号は、早いもので平成二十

H25.1.9

て開花するに違いない。

脈々と受け継がれている創作のエネルギ

H24.12.28～

などは、二口扱いとし、二マス使用して
掲載いたします。
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事務局冬休み

初芝 澄雄
車窓からの眺めについて
千葉駅から東京に向かってＪＲの電車

素糖を原料に作っていたのです。私達は

ではガソリンを薩摩芋と、砂糖のもとの

ンに代わる物を造っていたのです。此処

しています。

が変化したものだと驚いてあたりを見廻

本当に今考えてみると、本当に世の中

乾燥した芋と、南方から届く素糖が貨車
で来る物を、
整理する役をしていました。
石油とは全く違う物で飛行機の燃料を造
っていたのです。話を聞くと驚くと思い
ますが本当だったのです。戦後は全く空

毛駅を少し出ると左手線路に沿って、空

千葉駅を出て東京に向かいまして、稲

変化について少し書いてみました。

時代は変わりますから当然ですが、その

った時にその変化に驚く事があります。

当時駅のホームにアカシアの木が、並木

し東京寄りに新検見川駅がありましたが、

で、廃止されたからでした。更にもう少

行機や軍艦などの研究が行われていたの

大学になっています。第二工学部では飛

の第二工学部がありましたが、今は千葉

囲はあまり人家がなく、駅の右手に東大

次は西千葉駅ですが、戦時中は駅の周

れたことのない方も、どうぞこの機会に

稿お待ちしております。今までご投稿さ

長いたしました。会員のみなまさのご投

おりますが、冬季号の原稿締め切りを延

す。そこで、今回の号にてお知らせして

か、冬季号の原稿の集まりが今ひとつで

しました。申し訳ありません。そのせい

秋季号の発行が予定より遅くなってしま

文芸特集号の発行と重なってしまい、

き地でした。

き地が戦後からありました。某所に昨年

の様に植えられているだけで、周囲に人

新年号です。併せて年賀広告も募集して

ご投稿いただけたら嬉しいです。次号は

最近その窓からの眺めについて、ふと思

から団地の工事が起こり驚きでした。そ

家はありませんでした。話では近くに第

に乗る機会は、六十年以上になります。

こは戦時に飛行機の燃料を作っていた所

二工学部の運動場が造られたから出来た

おりますので、ぜひご協力よろしくお願

時中に学徒動員でそこに行っていたので

と云われていました。今では人家で周囲

で、戦後はずっと空き地でした。私は戦
す。その事について少し書いてみます。

い致します。よいお年を！

（ＥＳ）
は埋められています。

日本は当時石油が不足で此処でガソリ
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