例外のない規則はない
豊 泉

清

漢字が満足に読めない総理がマスメデ

現在の日本の政治家は三点セットのうち

いた︒後の時代に経済用語は全て下に金

を書くと早とちりした者が賃銀を
﹁賃金﹂

と書き誤ったが︑読み方は﹁ちんぎん﹂

のままだったので︑金を﹁ぎん﹂と濁る

例外的な読み方が定着したと推理してみ

たが如何なものだろうか︒

では例外という観点から自作のクイズ

を進呈してみたい︒
２．剽軽

１．達磨

の一つが完全に欠落している︒
漢字を難しいと感じる理由はいくつも

金︑貯金など︑頭にどんな言葉を冠して

か︒

前掲の五つの言葉の共通点は何だろう

５．読本

４．素麺

３．饅頭

あるが︑本稿では﹁例外﹂をキーワード
として考察を試みてみたい︒

閣僚は昔から何人もいた︒追加予算の追

けは唯一例外的に金を﹁ぎん﹂と濁って

も常に﹁きん﹂と澄んで読むが︑賃金だ

金を﹁きん﹂と読む︒現金︑料金︑罰

加を﹁おいか﹂と読み︑財政破綻の破綻

ィアで話題になった︒漢字を誤って読む

を﹁はじょう﹂と読み︑脆弱な基盤の脆

と読むのが原則だが︑達磨︵だるま︶に

上達︑発達︑到達など︑達は﹁たつ﹂
江戸時代は高額の通貨が金貨で︑現在

限っては達を﹁だる﹂と読む︒達を﹁だ

読む︒

破綻の綻︵たん︶や︑脆弱の脆︵ぜい︶

の一円や五円に相当する一文銭は銅貨だ

剽軽を﹁ひょうきん﹂と読む︒軽は﹁け

る﹂と読むのは達磨の一語だけである︒

弱を﹁きじゃく﹂と読んだ大臣もいた︒
の誤読は︑字形が酷似している定や危か

よく使う貨幣は金と銅の中間の銀貨だっ

った︒一般庶民が日常の経済生活で最も

の三点セットを備えていた︒国家の指導

が多いから︑江戸時代には﹁賃銀﹂と書

た︒労働の報酬も銀貨で支払われること

軽を﹁きん﹂と読む︒軽を﹁きん﹂と読

い﹂と読むのが原則だが︑剽軽に限って

西欧諸国の政治家は権力と財力と教養

らの連想と思われる︒

者は何よりも先ず知的エリートだった︒
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頭︵まんじゅう︶の頭は﹁じゅう﹂と読

先頭や筆頭の頭は﹁とう﹂と読むが︑饅

頭巾や頭上などの頭は﹁ず﹂と読み︑

習はきわめて楽なはずである︒﹁例外のな

音という原則が貫かれていれば︑国語学

難しいと結論できる︒もし漢字に一字一

例外的な読み方が混在するから︑漢字は

いう条件付きである︒以上の考察から︑

かったが︑なにやかやとあったため︑入

院に緊急入院した︒早速見舞いに行きた

三年ほど過ぎたある日︑彼は某大学病

った︒

マージャンをしている彼の姿がそこにあ

むのは剽軽の一語だけである︒

む︒頭を﹁じゅう﹂と読むのは饅頭だけ

院後三週間ばかりして彼の病室を訪れた︒

からも例外的な漢字の読み方を集めて一
覧表を作ってみたいと思っている︒

羽田沖事故
︱︱Ａ氏の悩み︵１︶

部屋にただ一人︑彼はベットによこたわ

付けもない真白い壁に囲まれた殺風景な

いう三階建ての古い病院の︑なんの飾り

暮れであった︒昭和初期に建てられたと

春とはいえまだ肌寒さが感じられる夕

い規則はない﹂は蓋し名言である︒これ

である︒
水素や酸素など︑素は﹁そ﹂と短く読
むが︑素麺︵そうめん︶に限って素を﹁そ
う﹂と伸ばして読む︒素を﹁そう﹂と伸
ばして読むのも素麺だけである︒
読の音読みは﹁どく﹂だが︑読本︵と
くほん︶だけは唯一例外的に﹁とく﹂と

昭和五十二年四月︑日航機が東京湾羽

れともそろそろ入院生活に退屈さを感じ

その日︑彼の病状が良かったのか︑そ

っていた︒
田沖で墜落事故を起こした︒Ａ氏は︑そ

ていたのか︑彼は私の顔を見るなり︑ベ

穂刈正臣

くほん﹂と読む場合もある︒また読経︵ど

に別の言葉を冠すると︑連濁現象で﹁ど

の飛行機に航空機関士として乗務してい

澄んで読む︒但し○○読本のように︑上

きょう︶の読は﹁ど﹂と読み︑句読点︵く

ットから起きあがり独特の福島弁で自分

の体験した﹁羽田沖事故﹂について語り

たが︑奇跡的に助かった︒
やがて彼は定年退職した︒私は退職し

とうてん︶の読は﹁とう﹂と読む︒読に
は﹁とく﹂
﹁ど﹂
﹁とう﹂という例外的な

まに会うのは日曜日のとあるマージャン

﹁あの事故については︑私には人に言え

はじめた︒

この字をこう読むのはこの言葉だけと

屋くらいで︑以前の飛行機仲間と独特の

ない苦しみがあるんですよ﹂

た彼とめったに会うことはなかった︒た

いう唯一例外的な読み方を探して列挙し

口調で会話を交わしながら︑楽しそうに

読み方が三つも存在する︒

てみた︒但し﹁私が調べた限りでは﹂と
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それまで︑私は彼を﹁事故で全身に傷
彼を見舞った二日後に︑私はシカゴで

一室で︑彼は︑羽田から一緒にフライト

運航乗務員宿舎である福岡東急ホテルの

話は羽田沖事故の前に遡るが︑
その晩︑

う何も語ってくれなかった︒

開催された﹁国際航空宇宙学会﹂に出発

と︑強い口調で言った︒

害者﹂としか思っていなかったので︑彼

した︒今回の旅程は長く︑十三日後に帰

を受け︑九死に一生を得た︑気の毒な被

った︒

が今口にした言葉の意味が一瞬判らなか

羽田を出発する前日︑日本航空羽田オ

してきた片桐機長の今後の処遇について︑

翌日私は︑友人から彼が呼吸不全で突

ペレーションセンターにある国内線運航

国した︒

っていた雑誌の空きスペースにメモをと

然亡くなったと知らされた︒それは余り

乗員部の会議室で︑部長と副部長四人︑

彼の話は二時間余りに及んだ︒
私は持
った︒やがて語り終えた彼は︑帰ろうと

事件の中でも奇跡的に助かった人という

にも唐突な知らせであった︒あのような

ひどく悩み苦しんでいた︒

﹁日本航空で体験したすべてのことを先

かれている片桐機長の処遇に付いてであ

か﹂などと︑乗員仲間でいろいろささや
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する私に︑

そして彼の六人で会議が開かれた︒

私が病室を去るとき︑彼は弱りきった

った︒

また︑通常は︑よほどのことが無いか

忘れたことなど彼は披露した︒

いわれるフライトバックをホテルに置き

ックの際︑片桐機長が﹁乗員の命﹂とも

当したＹ機長だった︒このフライトチェ

ワ線で片桐機長のフライトチェックを担

副部長の一人は︑最近︑成田︱モスク

た︒

げると︑彼のにこやかに微笑む写真はも

に出かけた︒手を合せながら祭壇を見上

翌日︑信濃町のお寺で行われたお通夜

ったかのように私には思えた︒

あの念押しの言葉が︑彼の遺言でもあ

﹁きっと︑きっとですよ︑先生﹂

体を部屋の出口まで運び︑別れ際に言っ

会議の議題は﹁体調が悪いのではない

思いもあってか︑彼の死が信じられず︑

じ

生は書き残しなさい︒きっと︑きっとで

えい

悲しみより驚きのほうが先であった︒

い

すよ﹂
こんにちは・ひとこと
まる

丸 井 英 二

どの分野といって自信が無いので
すが︑皆さまの成果の鑑賞から始め
させていただきます︒
どうぞよろしく︒
-

東京都文京区本郷２ １順天
堂大学医学部
︵公衆衛生学︶
１

の一言でキャンセルしたことなど︑
当時︑

チェック﹂
だが︑
片桐機長は体調が悪い︑

ぎり乗員はキャンセルしない﹁フライト
帰チエック﹂を引き受けることになった

訓練の一環ということで︑
片桐機長の
﹁復

ていた︒それゆえ︑運航乗員の職場復帰

下する遊園地のジェットコースターのご

た︑と彼は語った︒あたかも急角度に落

恐ろしい思いをしたことは一度もなかっ

た︒長年乗務してきた彼だが︑これほど

夕闇の中で明るく照らし出された飛行

とく奈落の底に落ち込んで行くように思

のである︒

結局この会議で﹁明日︑夕方に出発す

ーンという金属音をたてて地上を離れた︒ ングレベルにするんだ﹂と叫んだ︒ウイ

機の走行を示す灯の間を︑ＤＣ︱８はキ

平行に位置させることである︒

ングレベルとは︑飛行機の機体を地平に

異な行動も披露されたのである︒

仲間内で取りざたされていた同機長の奇

る福岡行きの片桐機長のフライトに同乗

夜七時に羽田空港を出発したＤＣ︱８は

叫びながら彼は前に座っている機長に

彼は︑大声で﹁ウイングレベル︑ウイ

われたのだった︒

し︑機長の機内の様子をモニターするよ

順調に︑さらにエンジン音高くして上昇

また同機長の﹁技能チェック﹂につい

をつづけた︒コクピットでは︑機長が右

夜空に明るく輝く東京タワーが迫ってき
ていた︒

彼の大声に機長はようやく︐我に帰っ

たのか︑操縦桿を手前にひき︑機体はや
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うに﹂と彼は命じられたのである︒
ては︑Ｍ機長が福岡から帰った翌日の羽

目をやると︑なんと操縦桿を握ったまま
東京の夜空の闇の中を機体は急角度に

上昇しつづけた︒そして︑高度六千フィ
ートに達して左に大きく旋回した︒その
時だった︒

放心状態のようだった︒すぐ目の前には

側︑左側には副機長が座り︑機長の後ろ

お

に航空機関士の彼が座っていた︒

田︱札幌便で行うことが決められた︒
当時︑彼は航空機関士としての職務の

うち

てる

他に︑国内線運行乗員訓練部教官を兼ね

の

こんにちは・ひとこと
やま

っとウイングレベルにもどった︒東京タ

山之内 照雄

突然︑機長が操縦桿を前に倒したので

大惨事を免れたのである︒その後は︑通

ワーへの衝突は危うく回避でき︑墜落の

皆さまとグラスを傾け︑楽しく過

ある︒飛行機は上向きの状態から急角度

常の操縦が行われて飛行機は午後九時に

で下向きに頭を突っ込んだ︒上昇から急
に下降に転じたその動きに︑彼は危険を

福岡空港に無事着地した︒

ごしたいと思います︒

感じ︑瞬間この飛行機は墜落すると思っ

東京都小平市仲町２４１ ︵整形外科︶
16

ユングフラウ

スイスの若い女性にも
オバア？ お婆 ？

ウインクしたり︑手を振りながら﹁オバ

当たったことがよほど嬉しかったのか︑

落着︒

フランス航空の乗務員であったか︑一件

実は︑乗客の寝静まった前夜︑我が輩

関西空港の帰国ゲイトを出て

ワーデスの慰問

しているスチュ

ア﹂と去って行った︒

は︑手持ち無沙

すぐ︑重い旅行カバンを自宅へ

をして︑そこに

汰で退屈そうに

宅急便で送るために︑しゃがん

隅 坂 修 身

でチェックしていた︒その我が

の乗務員をモデ

ルにして描いた︒

居合わせた男女

かけられたものだから︑びっく

絵の色付けに︑

赤ワインとチョコレートを使い︑ポラロ

りした︒
﹁お爺﹂なら理解できる
が︑それに︑この顔には二週間

イド︵日本製の小さなのが珍しいらしい︶

で絵の所望をかわしたことが︑彼等の印

象に残ったに違いない︒
目聡く見付けて︑

若い女性であろうが構わず︑別れに﹁オ

ス語訛があった︒
それに︑
男であろうが︑

まてよ︑先程の﹁オバア﹂にはフラン

た名峰といわれるマッターホルン︑それ

南スイスには︑アルプスで最も完成され

したのは︑スイス旅行の帰りであった︒

ところで︑このエアーフランスに搭乗

声を掛けてくれたのだ︒

これに対し
﹁オバア﹂
とくる声の先は︑

バア﹂と言うのはフランス語を話す人達

にアイガー︑メンヒそしてユングフラウ

いかと︑
﹁お婆﹂と返す︒
隊列を組んで通り過ぎる︑制服姿の肌が

である︒すると︑先程の男女の一行は︑
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輩の頭上より﹁オバア﹂と声を

㊤スイスのユング
フラウたち ㊦世
界最高峰のポスト
ユングフラウヨッ
ホより投函したハ
ガキのスタンプに
3,454ｍとあった

白くて鼻の高い人達からだ︒その予想が

る﹂になっているかもしれない︑まあい

ない程だから︑﹁うちのお婆にゃヒゲがあ

ある﹂と歌われた歌もあり︑若者が知ら

はない︒しかし︑
﹁うちの女房にゃヒゲが

分の無精ヒゲもあり︑女性と間違うはず

にわか画伯のスケッチ旅行

などが連なる︒
マッターホルンが昔は︑
﹁魔の山﹂と恐
再が付くのに︑時間や人生には再が無い

国してでも描く価値はあった︒入国には

永らく﹁魔の山﹂と恐れられ︑誰ひと

神秘的で魅惑的な山である︒村人には

古代エジプトのオベリスクを思わせる

号 平成

未来も開けていくであろう︒

︵鳥整会誌 第

表紙絵の言葉から︶

年︑登頂

年

月

けば︑新たな難問も見えてくるが︑

げ﹂の目線で飽くなき探求をしてい

怠慢か︑広い未知の世界に︑
﹁赤ひ

我々が現状に安住してしまうのは

分野でも言わずもがなである︒

害を未然に防ぐという思想は︑医療

返しのある穀物小屋の︑ネズミの被

また︑ここに見える支柱にネズミ

っている︒

など多くのことが︑今では可能とな

それまでに出来なかった遺伝子解析

５年に遂に成功した︒
医学分野でも︑

不可能と思われていた山も︑１８６

ン登頂に遅れることほぼ

プスの登山史上︑最高峰のモンブラ

り登ろうとはしなかったらしい︒アル

ようだ︒
例えあったら︑貴方なら⁝⁝

れられ︑誰ひとり登ろうとしなかったら
︵鳥取県西部医師会報

１４８から︶

しい︒その谷の奥の︑自給自足の寒村に

﹃迷える子羊﹄

すぎなかったツェルマットも︑１８６５
年にイギリスのエドワード・ウィンパー
の初登頂で︑両者は有名になった︒今で
は︑スイスでも人気ナンバーワンを争う
のもの︒これは︑なにを突き刺し空に向

ほどである︒その山の形は︑正に矛先そ
かって現れたか？ 天候に恵まれ山はよ
く見え︑その矛先を凝視しながら歩く︒
ヨーロッパで一番標高の高い鉄道駅
り氷河に出て︑ひとりで１日ぶらぶらし

︵３４５４ｍ︶
︑
ユングフラウヨッホ駅よ
てみると︑結構賑やかだ︒しかし︑我が
輩以外に︑絵を描いている物好きな人間
は見付からず︑８月初旬というのに︑雪
スイスには山だけではなく︑ 世紀よ

No.

マッターホルン ４(４７８ｍ は)南ス
イスに位置し︑
アルプスで最も美しく︑

12
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80

20

まで降って水をさす︒
り時計が止まってしまったような村︑ソ
リオがあって二日間︑イタリアから再入

24

18

スイスの国旗は赤地に白十字 ツェルマットの風景は

神学博士から大変換
ていない︒

は腸閉塞を起こし︑腹痛に悩んで死を待

シュヴァイツァー博士は熱帯アフリカ

牧師になる資格を獲得した︒その彼が聖

哲学と神学を学び︑神学博士の称号と︑

牧師の長男として生まれた︒そのため︑

イツ領アルザス地方のギュンスバッハで︑

神学博士の称号を持ち︑牧師としても︑

大学の医学部長に告げたところ︑すでに

医療活動をしようと決心した︒この旨を

熱帯アフリカ︑
赤道直下のガボンに行き︑

そこで彼はフランス系の宣教師がいる

つより他はない︒

で︑現代医療に恵まれない現地人を対象

書に出てくる乞食ラザロの物語を引用し

オルガン奏者としても充分に生活できる

彼は現在フランス領となっている旧ド

に医療活動を行い︑一九五三年ノーベル

て︑大変換を決心するに至った︒裕福で

医師シュヴァイツァーの献身

平和賞を受けたことは︑良く知られてい

そこで医学部長は︑シュヴァイツァーの

彼が︑医学部に入りたいと言い出した︒

功

る︒彼はまず哲学と神学の文科系の学問

前の道端に︑乞食のラザロが居て︑あの

何一つ不足するものがない金持ちの家の

ガン演奏を学び︑大学在学中はフランス

も良いから︑恵んで欲しいと願っていた

金持ちの食卓から落ちこぼれたパン屑で

授に相談したことが︑後日明らかにされ

頭がおかしいのではと思い︑精神科の教

海老沢

を修め︑趣味として高校生の頃からオル
で著名なパイプオルガンの奏者ウイドー

その彼が三十歳を過ぎてから︑医師に

涯で計四八〇回に及んでいる︒

各地で行ったオルガン演奏回数は︑全生

に生長していた︒事実︑彼がヨーロッパ

ルガン奏者としても充分に生活できる程

彼は牧師としてだけでなく︑パイプオ

た︒アフリカ人に多いヘルニアに罹患す

父の所に届いた書簡を見て彼に知らされ

で活躍している宣教師から︑牧師である

である︒熱帯アフリカの医療事情は現地

に恵まれないアフリカ人は乞食のラザロ

ロッパ人を金持ちに例えると︑現代医療

これは現代医療に恵まれた自分達ヨー

げたところ︑彼女はそれでは自分は看護

ーした才媛である︒彼女に彼の意向を告

り︑ヘブライ語を含む七ヵ国語をマスタ

ヤ人の歴史学者ブレスラウ教授の娘であ

ならない︒また彼の婚約者は著名なユダ

ており︑七年間の生活費も稼がなければ

計七年かかる︒彼はすでに三十歳に達し

彼が医学部の全課程を終了するには︑

た︒

なる決心をしたため︑まず理科系教養課

ると︑ヨーロッパであれば外科手術によ

婦の学校に入りその資格をとるから︑一

という話である︒

程三年と医学部の四年︑計七年かけて三

り容易に治療できるが︑熱帯アフリカで

ル教授について勉強した︒

十七歳で卒業したことは︑あまり知られ
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はじめた︒

病など︑現在でも満足な治療薬がない患

に外科手術も担当したが︑アフリカ睡眠

の宿舎まで造ってやらねばならない環境
やっと仕事が軌道にのり始めたとき︑

者に接しては︑ただ自然の経過をみるだ

緒にアフリカにつれて行ってくれと申し

第一次世界大戦が始まった︒彼の国籍が

彼はアフリカでは一般内科的診療の他

後に両者は結婚したが︑結局彼は規定

敵国のドイツであるため︑捕虜収容所に

にあった︒

に従い︑教養部と医学本科の計七年を経

けしか方法がなく︑現代医療の無力さを

出た︒

て医学部を卒業︑その後パスツール研究

入れられ︑はじめはアフリカで︑ついで

彼はノーベル平和賞で受領した賞金で

所に通って︑熱帯医学を学んでアフリカ

現診療所の他に︑オゴウエ河の対岸に敷

痛感したと述べている︒

そして途中でアメーバ赤痢に罹患︑こ

地を購入︑病棟の建設に取り組んだ︒

フランス本国に送還された︒
れは手持ちのエメチンで抑えたが︑南フ

に旅立った︒彼の妻は︑シュヴァイツァ
ーがアフリカで医療活動を行うのに必要

ランスのプロバンス地方に移動されてか

第二次世界大戦後︑医学会総会が東大

た︒

ら︑微熱がでるようになった︒後日自国

な医薬品︑手術器具など一切の調達をし
彼らはフランスのボルドーから赤道直

医学部精神科の内村教授の主催の下に開

催された︒その時内村教授がシュヴァイ

に送還されてから右上腹部の疼痛を覚え
るようになり︑自らアメーバ性肝膿瘍と

下のガボンに向けて出航したが︑船中で
熱帯地方滞在歴の長い医師に遭遇し︑熱

ーまで︑約一六㎞の道を妊娠中の夫人に

さな図書館があり︑そこには同病院で働

と言う︒シュヴァイツァー病院内には小

断わられた︒彼は飛行機が嫌いであった

ツァーを招請したが︑遠路のため出席を

ンス領植民地ガボンのランバレネに到着

付き添われて徒歩で行き︑そこからシュ

いたことのある野村実博士の著作など︑

そのため︑自宅から最寄りの駅コルマ

診断した︒

してみると︑住居は椰子の葉で葺いた粗

トラスブルグの大学病院に行き︑緊急開

機会があったと述べている︒現地のフラ

帯医学の実際について︑かなり深く学ぶ

末なもので︑
電気さえない環境であった︒

日本語の本が多数並んでいる︒
再手術を受けている︒これにより完全に

腹手術を受けた︒一回の手術で完治せず
回復し︑第一次世界大戦が終わると︑ま

患者は医師がいるという情報を耳だよ
りに数十㎞を徒歩で来たり︑なかには家

もなくアフリカに再出発して医療活動を

ュヴァイツァー﹄近代文芸社︵東京︶

︽引用文献︾ 海老沢功著﹃素顔のシ

飲料水は雨水を濾過したものである︒

族全員をつれて来る者があるので︑彼等
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開業ＡＢＣ
中 村 雄 彦

ト医療危機﹂
︑
お医者さんも知らない治療

既に﹁漢方薬は効くか﹂
︑
﹁ドキュメン

ファンを多く含む赤みの魚︑大豆などを

き︑バナナをはじめアミノ酸のトリプト

治療としてはセロトニンの重要性を説

の業績は従来の定説を覆すものでノーベ

著者田辺氏の述べるように︑松澤博士

多く摂取し運動をすることを勧めた︒

才からの頭の健康診

法教えます﹂
︑
﹁

冊を超える著書

があり︑一作ごとに名声をあげられてい

断﹂
︑
﹁脳ドック﹂など

書評 田辺 功著 ﹁心の病は脳
る著名な方でもある︒

筆者の田辺氏が松澤博士の論文や直接の

松澤大樹博士の話を聞くとなっている︒

られ︑
﹁医療にもっと科学を﹂と常に心が

雑誌の論文のほとんどを読みこなしてお

田辺氏は大変な勉強家で︑新刊の医学

ル賞級のものである︒

話を詳細に砕いて正確かつ︑大変にわか

けられ︑これまでも社会常識や学会︑学

本書は放射線科医の東北大学名誉教授

位と

００９年１月現在︑既に重版を数え︑

りやすくまとめたもので︑医師は勿論素

界の常識とかけ離れたことも出来るだけ

n
o
z
a
m
A
著者田辺功氏は東大工学部航空学科卒

認知症は脳の萎縮とは無関係とし︑また

型精神病﹂という病名をつけた︒そして

つ病を合併していることに着目し﹁混合

松澤博士は統合失調症の患者は必ずう

のきっかけになる﹂と書いておられる︒

一変されるべきで︑松澤博士の発見はそ

の非科学的で不可解な精神医療はいずれ

たるものは精神科﹂とおっしゃる︒
﹁従来

もあったと思われる︒特に﹁非科学の最

た︒従来の大新聞が載せにくかった記事

の本の総合ランキングで

月に出たこの著書は︑２

驚異的な売れ行きで︑私などが今更申し

人の方が読んでも明快で実に面白く︑一

２００８年

上げるまでもないのだが︑著者からわざ

気に読了させる好著である︒

で︑長らく朝日新聞の医学・医療担当の

アルツハイマー病のアミロイド説は誤り

田辺氏のいわれる様に︑今までの定説を

だくことにした︒

記者として活躍され︑現在はフリーの医

アルツハイマー病は脳の扁桃体の傷と同

で︑多数の患者の脳のＭＲＩの画像から

が素晴らしいので禿筆を振るわせていた

方面にわたって学識豊かな歯切れのよい

なかった未知の疾患が認められるのは容

ひっくり返す︑あるいは全くいわれてい
した︒

時に記憶中枢の海馬の萎縮によると結論

療ジャーナリストとして医学︑医療を多

取材し︑ユニークな記事を書いてこられ

わざ贈呈され︑一読してあまりにも内容

症が治る︱﹂

の傷︱うつ病 統合失調症 認知

20

40

XI

極めて適切な解説で︑多くの読者を有す
る方である︒
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11

12

飽くことのない新しいことを追っての執

かりとした基礎のある学問にもとづいた

る︒

からの益々の御健筆の冴えを切に期待す

易ではない︒
私事だが︑田辺氏によって朝日新聞全
拗な探究心の結果である︒繰り返すが本

︵京都市北区︶

泰

国版に掲載していただいた私がドイツ語

書はその意味で︑
正に貴重な一書である︒

村上

松澤博士の貴重な御研究の益々の発展を

蕾の美しいボケは︑平安の昔から
地植や盆栽として多くの人々に愛で
られてきた︒
花言葉を調べると︑
﹁ 先 駆 者 ﹂︑
﹁熱情﹂
︑
﹁妖精の輝き﹂︑﹁ 平 凡 ﹂
とある︒
３月中旬︑春の花々に先駆けて小
豆つぶのようにかわいらしい蕾をつ
けると︑それらがみるまに膨らんで
開きかけた美しさは︑まさに妖精の
輝きと言えよう︒
我が家のボケは︑今年も沢山の蕾
をつけた︒魅せられて思わずシャッ
ターをきったのだが︑作品は花言葉
通り﹁平凡﹂になってしまった︒
︵第 回日本医家写真展出品作品︶

﹁ボ ケ﹂

表紙の言葉

炎﹂があり︑英文で﹁タバコ耕作者の皮

で書いた世界初の疾患に﹁シイタケ皮膚

お願いするとともに︑著者田辺氏のこれ

年︶
47

膚炎﹂がある︒特に今では海外での発表
例も数多くみられ︑昨年出版された講談
社の﹁皮膚科診療カラーアトラス大系全

年かかっている︒

軽井沢万平ホテルで︵昭和
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膚炎﹂は︑現在のように広く知られるま

られてきた︒
こ う し た新しい 事項は田辺氏 から
﹁我々のいうスクープです﹂といわれ︑
れまでしょっちゅういわれてきた︒本書

﹁何か新しいことはないですか﹂と︑こ
が素晴らしいのは松澤博士の卓越した業
績によることは当然だが︑田辺氏のしっ

38

８巻﹂に私自身が執筆した﹁シイタケ皮
でには発表してから

件ほど日本

10

初の疾患・事項をこれまで発表し︑認め

い︒私は上記疾患を含めて

界では新しいことが認められるのは難し

横並び︑エビデンス中心で安全第一の学

30

温泉街での野球の素振り
市 田 隆 文
勤め帰りの夜︑温泉街を回って帰る道
すがら︑ふと旅館の前でどこかの野球部

あの時︑札幌の大会に出ていたの？﹂な

﹁東医体でどこまで勝ち進んだ？﹂
﹁え︑

ポーツ︑部活︵ぶかつ︶はなんだい？﹂

で知り合った医師︑
研究者との懇談で
﹁ス

大いに受けた記憶も新しい︒

のスライドで披露した︒あとの懇親会で

特別講演でその記事とスコアを講演最初

っていたのを思い出し︑弘前大学主催の

が群馬大学医学部主催の東医体新聞に載

年の夏の東医体でのことであ

さて︑バットの素振りであるが︑それ

ど︑突然数十年来の旧知のように話が盛
り上がることが多い︒

は昭和

る︒前年度の札幌で初優勝したわれわれ

先日も︑ある整形外科の集まりで︑専
門外の知識を得たいとのことで肝炎の講

新潟大学医学部は勇躍︑仙台の地に乗り

員十数名︑バットの素振りを行っている
のが目に留った︒夕食を終え︑就寝前に

りの中心の整形外科の教授とじつに

演を行った︒その後の懇親会で︑あつま

ようにバットを振っている︒ 年前とち

して︑あるいは黙々と反省でもするかの

とが分かった︒一瞬にして︑

年前の状

年以上前に準硬式野球で対戦していたこ

館であった︒ふと︑同宿の人たちを眺め

緊張して乗り込んだ宿舎が大きな和風旅

込んだ︒
勿論︑
二連覇を目指してである︒

ットの素振りを大勢で声を掛け合ったり

気合いを入れて︑明日の試合のためにバ

46

っとも変わっていない︒ほほ笑ましく︑

況が脳裏に蘇った︒
あの時の︑
あの打球︑

ると︑それは大相撲の一向で︑当時の大

〜

関前の山を筆頭に︑高見山など総勢

名が同じ旅館に逗留していた︒高見山

が東医体︵東日本医科学生体育大会︶で

医学部の運動部活員が一番憧れる大会

忘れてしまったかのようであった︒同時

も︑鮮明に思い出し︑話は止まることを

にきて︑前日の宴会と翌日対戦したこと

ある時︑風呂場に入ると︑前の山を頂

れんばかりの大きさであった︒

た山が歩いているようで︑あっけに取ら

が歩いていると︑それは背中に針を立て

が在籍していた東京大学が新潟まで遠征

ある︒今も東医体︑西医体︑全医体とい

点にすれば︑一番下の相撲取りというの

で入ってきた︒年の頃は︑われわれ学生

か︑お弟子さんが大きな白パンツを脱い

たかも野球部ＯＢ会の様相を呈してしま
また︑弘前大学に決勝で完封した記事

った︒

に懐かしい名前がどんどん出てきて︑あ

などをよく尋ねる︒また︑学会︑研究会

どこまでいった？﹂
﹁優勝は何回ある？﹂

動しているのかい﹂そして︑
﹁東医体では

た︒

20

い合い︑学生が実習で来ると︑
﹁何部で運

30
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30

スコアまで記憶が蘇り︑さらにその教授

30

そして少し昔を思い出させる情景であっ

30

もあり︑
﹁頑張ってくれ﹂と励ましたくな

してみな﹂と言って︑軽々とバット数回

全員の顔が弛んだのを覚えている︒バッ

より若く︑本当に可愛い顔をした若者で

トが腕より細かったのも鮮明に覚えてい

振り︑
﹁軽いね﹂と言ったのを見て︑周り

僕たちは夕食後︑明日の相手の分析を

る︒

る情景であった︒
中心にミーティングを行い︑その後︑必

あった︒かれにとって風呂場は︑上下関
係で大変な相撲社会で一番ほっとする時

ず各自バットを持って宿舎前で素振りを

何気ない旅館前での野球部員の夜の素

た︒そして︑おもむろに凍って硬くなっ

することが日課となっていた︒掛け声を

振り風景が今の世の中になっても変わら

なのか︑かわいい顔でお風呂に入ってき
ていたアイスクリームを湯船で少し溶か

本と素振り

を行い︑その後入浴して︑就寝するのが

に︑一瞬にして

ないことに︑なんだかほっとするととも

本︑

合わせて︑

決まりであった︒
そんな折︑
相撲の中堅︑

本︑

して︑美味しそうに食べ始めた情景が未
だに思い出される︒大きなからだが︑湯

若者が出てきて︑﹁ちょっと貸してみ

年以上も前の情景を思

湯で周りを少しずつ溶かしながら︑小さ

100

船に浸かり︑小さなアイスクリームをお

50

﹁あんたたち︑どこから来たのかね﹂な

ぶん振りながら︑
﹁それほど重くないな﹂

ん優勝︑連覇した︒決勝は前年度︑われ

勝挙げ︑クリーアップを打って︑もちろ

その東医体では︑僕はピッチャーで２

い出させてくれた︑嬉しいひと時であっ

いさお

は知っているつもりであったが︑どこと

厳しい上下関係のある社会であること

の夜︑仙台の西公園の伊達政宗公の前の

連覇を果たした︒あまりに嬉しくて︑そ

相手で︑最終回に逆転サヨナラ勝ちで二

われに３連覇を阻止された北海道大学が

なく若い衆とこんなことをしていて︑上

く警察沙汰になりそうになったのは︑今

でもわが野球部の語り草にもなっている︒

噴水池で︑裸になり大騒ぎをして︑危う
そんな時に大関前の山も出てきた︒一瞬

何年たっても野球からなかなか縁が切

の大関あたりに叱られるのではないかと

の緊張感があったが︑﹁俺にもちょっと貸

思って︑躊躇しながら話し合っていた︒

心地よかった︒

どなどひと時の和気あいあいのムードが

た︒

30

な！﹂と声を掛けてきた︒バットをぶん

さわ

功

-

７
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20

なスプーンで食べている姿は微笑ましく

び

こんにちは・ひとこと
え

海老沢
世界的に有名な東大眼科教授石原
忍先生の書﹁好学楽道﹂の色紙を先
輩に見せてもらい︑その複写を額に
納め毎日眺めている︒専門の医学の
他に何か趣味を持てという意味か︒
東京都世田谷区東玉川１ ︵内科・熱帯病︶
19

れない︒整形外科学会︑脳外科学会が︑
﹁完︑いやいや肝で候﹂

い︒

や人骨が一緒に出土するのではないかと

十六年にはより深い層︵下層︶から動物

ンゾウが生息していた時代に人間が存在

本州最北端の下北半島では︑にぎやか

していたかどうか︑ということなのであ

ナウマンゾウへ惟いは

る︒

秋 元 光 博

駆巡る

期待されたのである︒いうなればナウマ

年に一回の学会総会の後に懇親の野球大
会を楽しそうに行っているのを聞いてい
た︒とある日本肝臓学会の演題選定委員
会で会長が︑一つ学会の目玉が欲しいと
懇親の席で意見を聞いた︒即座に﹁学問
以外で野球東西対抗を行うのが宜しい﹂
と冗談交じりに提案したのが少しお酒の

八年前から日本肝臓学会では年に一回︑ て知られ︑太平洋戦争前から︑石灰岩の

せてくる︒これを風呂やストーブの薪に

に輝く頃になると︑流木が海辺に押し寄

な水泳の季節が過ぎて︑北斗七星が寒空

採掘によって︑今から万を数える時代の

する風習は今でも随所に見られる︒しか

本州最北端の尻屋崎は石灰岩の山とし

秋の肝臓学会大会に合わせて東西対抗野

哺乳動物であるナウマンゾウ︑トラ︑オ

し細かい榾拙は近辺で焼くしかない︒

入ったわれわれであった︒

球を行っている︒その言い出しっぺが僕

オツノシカなどが知られている︒

なってもまだ野球をやっているのは︑こ

体で対戦している間柄である︒この年に

部の出身で︑新潟遠征時とその年の東医

で︑彼は最初に述べた東大鉄門会︑野球

る︒

が尻労の安部洞窟の発掘調査を行ってい

民俗学・考古学研究室︵阿部祥人教授︶

が︑平成十五年には慶應義塾大学文学部

海峡に面したムシリ島の対岸一帯からだ

出土場所は太平洋側の尻労地域と津軽

が火を囲む︒卵を温めて孵そうとした人

という︒神酒を温め︑肴を供えてみんな

ぞってこれを焼いて渡り鳥の安全を祈る

り鳥の骨であると信じ︑一夜︑漁民はこ

この灰色の榾拙は︑力尽きて死んだ渡

ともう一人東芝病院の三代俊治研究所長

れら青春の思い出が身体に沁みついてい

なにせ石灰岩の礫のため発掘は難渋し

厳しい自然をたくましく生き抜いてきた

科学的︑
論理的でないと批判するより︑

そして最近︑団塊世代に野球少年だった

たようだが︑第Ⅱ層から小動物の骨片︑

北方漁民の心の優しさに素直に感動し︑

も居たかも知れない︒

人が多いのにあらためて気が付くことが

第Ⅳ層から石刃が検出されており︑平成

るのかもしれない︒

多くなってきているのが︑はたまた面白
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それぞれの風土︑歴史︑民話に触れ︑そ

称賛し︑こんな風習の下北半島を訪ね︑
が︑かつて﹁ニッポニウム﹂という名前

ランス︶などの国名がついたものもある

メリシウム
︵アメリカ︶
︑
フランシウム
︵フ

ーンという科学者も滞在していた︒後に

した研究室には︑ドイツのオットー・ハ

番元素のウランが核分裂することを

の底にある歴史的背景に惟いを馳せるこ

寂しくて人は焚き火の輪に入る

潮時を心得ている枯れすすき

じめて新元素を発見した︒しかし︑追試

のヨーロッパ留学中に︑日本人としては

総長となった小川正孝が一九〇四年から

の元素も存在した︒後に第四代東北大学

紀には︑
その研究と利用が一気に進んだ︒

ウランは一七八九年に発見され二十世

である︒

発見し︑ノーベル化学賞を受賞する人物

とは︑
誠に楽しいというのが実感である︒

除夜の鐘わが身を裁く音ならむ

験での確認で︑一度は元素表に採用され

﹁ニッポニウム﹂
﹁ウラン﹂

に変わるという理論を発表し︑一九三八

分裂前後の物質の差すべてがエネルギー

ところが︑小川の発見から焼く九〇年

年にオットー・ハーンがこの核分裂を確

一九〇五年にはアインシュタインが︑核

後︑新たな事実が判明した︒小川は新元
素を当時未発見だった元素表の

かめ︑一九四二年にはイタリアの物理学

たニッポニウムの名が姿をけしてしまっ

ぞう

在レニウムと名づけられている

番元

該当する元素として発表したが︑実は現

原子力発電は︑こうした著名な科学者

の運転に成功したのです︒

者エンリコ・フェルミが世界初の原子炉

番に

た︒

惟いを馳せる

しゅう

酸素や酵素などの元素の仲間には︑ア
こんにちは・ひとこと
しん たに

三

素だったことが分かったのだ︒

のほか︑多くの先人たちが長年にわたり

力を合わせることによって誕生したのだ︒

ニッポニウムの発見時点では︑まだ

番元素は未発見であったので︑ニッポニ

十六日に初めて原子力による発電に成功

ちなみに日本では︑一九六三年の十月二
-

ている︒

し︑この日は﹁原子力の日﹂と定められ

にあったわけで︑残念なことであったと
惟う︒
ところで︑小川がニッポニウムを発見
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92

ウムの名が構成まで残るチャンスは大い

75

周

43

75

新 谷
今回︑大学の同級生の津谷先生の

ご紹介で入会させていただきました︒
茨城県南部の救急基幹病院ですが︑
昨年７月に院長になったばかりです︒
よろしくお願いします︒

茨城県取手市本郷２ １

︵神経内科︶

１

詩吟の本より
大 黒

勇

平成元年五月四日︑第七十八回文京區
吟剣詩舞道大會にて︑吟道館流目白吟詠
會員として︑荊妻が四人合吟の一員とし
て出演した時の詩が赤馬ヶ關と題する詩
であった︒そこで吟道館流の教本を取出
して見た︒いつかも述べた様に︑今はそ
のまま日本流に吟じ得る様に流し書きに

○●●○●○●

長風波浪一帆還

○○●●●○◎

天邊始見鎮西山

○○●●●○◎

碧海遥回赤馬關

●●○○●●◎

なって居るので︑
次の如く復文してみた︒

三十六灘欲行盡

平起式十五刪韻
氣になるのは轉句下三字が孤平になって
但規則は︑その場合上二字は平平とすべ

居る事である︒
然しここは許される所で︑
きをこれは平仄になって居る︒されど起
承結の三句は正規のままである︒

作者は靈雨伊形質︒肥後の詩人で熊本
の學館に學び學師になった由︒広辞苑に
よれば赤間關︵又は赤馬關︶は下關の古
鎮西府︑即ち九州は作者の故郷︒三十六

称︒鎮西は九州防衛の爲大宰府に在った
は多くのの意で瀬戸内海の早瀬の意︒
なきちち

次の一篇は 先 考 が時々吟じて起句の
みが今も耳に残って居るので︑採上げて
みる︒
蒙齋月田右門
●○○●●○▲

暁行

暁風吹髪覺秋冷
●●●●●○▲

○●●●●○●

●○●○●●○

抜剣欲斬老松影

残月滴露濕人袂
忽驚大蛇當道横

︵▲ 仄で押韻 ︶

作者は肥後熊本藩の儒者なりと︒大蛇
は幕府を指す︒徳川は松平姓なので老松
に譬へたのである︒要するに倒幕運動の
容易には捗らぬのを歎いた詩なりと︒
平仄を檢するに日本語ではベイ︑
レイ︑
エイと同韻に見えるが︑承句と結句の七
字目は上聲二十三梗韻で仄韻であり︑筆

者は仄韻詩に就いては全く知らないから
敢て觸れない︒ついでに述べれば起句の
袂は音ベイで去聲八霰韻︒
次は菊水流三十周年記念公演に︑荊妻

が群舞の一員として演じた春嶽松平慶永

●●○○○●◎

研才磨智競謀身

○○○●●○◎

の偶成を採上げよう︒

眼見年年開化新

○●○○●●◎

能守忠誠有幾人

○ ○● ● ○ ○ ●

飜愁習俗流浮薄

仄起式十一眞韻

研はみがくが平︑すずりが仄︑磨はみ

がくが平︑いしうすが仄︑知は平だが智
は仄︒

●○○●●○◎

次に荊妻がよく練習して居た劉禹錫の

竹枝詩を載せる︒

蜀江春水拍山流

○○○○●●◎

山桃花紅満上頭

●○○●●○◎

水流無限似儂愁

○○●●●○●

花紅易謝似郎意

平起式十一尤韻
花は散り易い︑
男心の移り易いのに似︑
私の愁は盡きないの意︒
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悲喜こもごもの生涯
青 山 六 弥
日露戦争が終わって十五年後の大正九
年︵一九二〇︶
︑私は農家の六男として生
まれた︒母四十五歳︑母乳はあがり︑コ
ンデンスミルクの缶が戸棚に多く積まれ
ていたのを覚えているから四︑五歳まで
は飲んでいたと思われる︒昭和二年︑わ
つ
が家に電燈が点いた︒その明るさに驚嘆
ほ や
した︒それまでは石油ランプで火屋がす
ぐ黒ずみ︑毎夕︑掃除するのが役目だっ
た︒
小学生時代は︑一生を通して最も自由
で︑元気溌剌︑痛快な時で︑夏は沢蟹と
り︑秋には山葡萄やあけびとり︑冬は手
製の竹スキーで楽しんだ︒雪が深く︵福
島県阿武隈山地︶町の学校まで三㎞の通
学は大変だったが︑父兄数人が先導して
くれて助かった︒六年生の時︑学芸会で
模擬国会をやり︑総理大臣を演じ︑演説

が音吐朗々と上出来だったと褒められ︑
嬉しかった︒議長のつけひげが落ち︑付
け直したら又ポロリで大爆笑︒演出の渡
辺先生は絵が得意で︑ヤレバ出来ルと言
うのがモットーであった︒
中学校は三春町にあり︑汽車通学で最
寄のＴ駅まで三㎞程で︑冬が難儀だった
ので︑一年生の冬期だけ下宿をしたが︑
五年間無欠席であった︒中三の時︑父が
食道癌で亡くなった︵享年六十四歳︶
︒当
い こ じ
方には一大ショックで︑依怙地になり︑
農作業︵特に夜の︶を嫌がり︑家督を継
いだ兄と不仲となり︑五年生の修学旅行
には参加できなかった︒費用のことで争
った爲で心の傷として長く残った悲しい
想い出の一つである︒
一年生の三学期に教頭による英語の課
外授業があり︑イソップ寓話︑ロビンソ
ン漂流記など発音を重視した教えを受け
たが︑今でもかなり暗誦している程︑力
が付いたことは確かだった︒後年︑先生
は奈良の畝傍中学校長を最後に退官され

た︒実はこの渡部乙彦先生の娘が︑今は
亡き妻稀代子で︑仲人はかつて五年生担
任のＩ先生であった︒
中卒後︑紆余曲折はあったが︑兄嫁の
叔父に当たる開業医︑青山重一郎の養子
にきまり︑昭和十四年︑昭和医専に入学
した︒大戦前の緊迫した情勢の中︑皆︑
真剣に勉強した事は確かで︑授業を欠席
する者は極めて少なかった︒解剖学実習
は後で東大教授となられた人類︵骨︶学
の大家︑鈴木尚先生指導で︑筆者が下肢
筋のスケッチをしていたのを見て︑﹁よく
描けているね﹂と声をかけられた事があ
った︒また課外授業でドイツ語を習って
いたのが縁で︑ドイツ大使館︵オットー
大使︶の音楽会に招待され︑大使夫人ら
と﹁モーツァルトの夕べ﹂を楽しんだ事
もあった︒
二年の時︑母が亡くなったが帰郷しな
かった︒家事一切よく出来た立派な母で
あった︒卒業後は短期現役軍医となり︑
昭和十八年一月十日︑満州の東方︑ソ連
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国境に近い虎林の師団司令部付きとして
赴任した︒同行のＹ君と一緒で心強かっ
た︒終戦直前は安東市近くの歩兵部隊付
きで︑ソ連軍の武装解除を受けた後︑貨
車に乗せられ一ヶ月もかかってソ満国境
を越え︑バイカル湖の南二百㎞程のバイ
ンゴール収容所に到達した︒それから三
年の抑留記は本誌に発表済みなので割愛
させて戴く︒
復員船はあの日本海大海戦で﹁敵艦見
ゆ﹂の発信をした信濃丸︒これが最後の
ご奉公との事だった︒昭和二十三年八月
三十日︑舞鶴で復員となり︑翌日故郷常
葉町に帰って養母をはじめ親族と会った
が︑長兄︑養父重一郎︑義弟︑義妹が亡
くなっていた︒養父は昭和十九年十一月
二十七日に鬼籍に︑肺炎だった︒奇しく
もわが医師免許証交付月日は同じ二年前
である︒
肝腎の医院は東京より来られたＵ医師
が診療をされていた︒すぐ交代とは行か
ず︑当方は郡山市の太田病院内科に勤務

させて戴く事になり︑もう少し研修を続
けたいと思っていた矢先︑二年で帰り開
業する破目になった︒まだ健保が制度化
されていなかったので︑八年間で多くの
未収金があり心底から嫌になった︒実子
孝が大学卒業後三年経ったので︑昭和三
十二年四月︑交代する事がきまり︑再び
太田病院に復職させて貰う事が出来︑満
足した︒
昭和二十五年に前述の稀代子と結婚し︑
一姫二太郎と子供に恵まれ︑精一杯働い
た︒当時肺結核が多く︑熊谷岱蔵︵元東
北大総長︶博士が来られ︑個々の実例多
数に就いて懇切な指導を戴いた︒一部県
の学術大会で症例報告もした︒病院の外
来患者が多く︑一日千五百人程で︑内科
外来診療が午後三時までかかった事もあ
った︒自衛隊の診療援助をしたり︑学校
検診も多かった︒
また同僚六人とグルタチオンの解毒に
関する動物実験を︑昭和医大薬理学角尾
教授指導で︑診療終了後の夜︑十一時頃

まで二年間続けたが︑
マウス及び鶏卵
︵鶏
胎子︶の管理も難しかった︒論文完了ま
で三年余を要した︒学会発表後揃って学
位が授与された︒
昭和四十二年には世界一周の旅を︑同
僚と二人で病院視察の名目で楽しんだ︒
夜の診療依頼なく安眠が出来︑生涯で一
番楽しかった二十三日であった︒昭和四
十八年︑
付属鶴川病院長を命ぜられ赴任︑
町田市民となった︒第一次救急病院の指
定︵月二回位︑休日の内科︑小児科︶を
受け︑当日は多忙を極めたが軽症が八割
で︑また重症で当方では無理な患者を近
くの北里病院まで救急車に同乗し搬送し
た事も数回あった︒医師不足で当直を週
二回近くした︒
昭和六十三年には妻稀代子を膵癌で亡
くした︵享年六十二歳︶
︒三年後院長を辞
任︑東京都医︑特老ホームの非常勤を十
二年︑平成十八年三月を以って医業から
退いた︒プール通いや絵を描く時間が多
く満足していたが︑平成十九年一月に第
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きみ

こ

一腰椎の圧迫骨折をした︒入院の適応で
ないとの診断で車で通院︑三ヶ月後には
プールにも行き︑今に至ったが脊椎前彎
で長い歩行は不能︒
そこで一大決心をし︑
この一月︑自動車運転免許更新を果たせ
た事は︑今後の生活の幅を向上出来る画
期的な快挙と喜んだ︒
夜間は運転しない︑駐車が楽に出来な
い店などには行かない︒町田市民プール
まで九㎞︑楽に行け駐車場係りも親切︑
泳ぎ仲間は十人余り︑休み時間の世間話

つぼ

こんにちは・ひとこと
おお

大 坪 公 子
松木耀子先生のおすすめで入会さ
せていただく事になりました︒楽し
く豊かな気持ちにさせてくれる声楽
せていただきたいと思います︒

は大好きです︒皆様と楽しくすごさ
-

東京都世田谷区三軒茶屋１ ︵内科︶
21

５

はこの上なく楽しく笑いが絶えず最高の
癒しだ︒水中歩行二十分︑クロール︑背
泳混ぜ五十ｍをゆっくり二百ｍを完泳す
●
●
るのがノルマ︒月一回二十五日に﹁ニコ
ニコ会﹂
の名で茶話会を会館食堂で催し︑
話題は政治や社会の動向︑野球の話等い
つも盛り上がる︒
元教師︑技師︑歯科医︑元会社員等の
他︑主婦二人で年齢は小生を除き 〜
歳まで︒異色は斉藤精神病院の調理を
担当された方︵主婦︶で︑宗吉︵北杜夫︶
先生の外来患者が多いとか︑茂吉先生の
命日の昭和二十八年二月二十五日には︑
関係者一同揃って鰻を食べる習慣が続い
ているなど︑興味深い話題を少しずつ話
される︒先日︑茂太先生の著書﹃茂吉と
その周辺﹄他一冊を借用した︒プールで
は皆さんがこの老人を大切にして下さる
ので感謝に堪えない︒今︑食事は朝昼が
自炊︑夕食のみ二階の長男夫婦孫と一緒
にしている︒消化の良いもの少量︑蛋白
質は卵︑魚︑肉は十分︵一日 ｇ見当︶
79

50

65

採る様にし︑風呂の掃除︑洗濯など小ま
めに体を動かし︑プール行きのない日は
カートを用い三十分近く散歩する︒プー
ル行きは月十回位︑いつまで続けられる
かが課題︒無理をしない心算でいる︒
いま︑過ぎ来し方を省みると正に波乱
の一生と言える︒最も濃密な時間は︑鶴
川病院勤務の十九年であった︒苦いカル
テもあるが︑若い半身不随の患者を寄生
虫︵アスペルギルス︶に由る脳栓塞と疑
い北里病院で確認され三ヶ月で治癒した
例もある︒また東大医師会主催の臨床医
学研究会︵春秋会︶に約十五年間にわた
り延べ数十日通った事は大変診療に役立
った︒多忙の中︑日曜日にアサヒカルチ
ャー教室で油絵を学び画友が出来た事も
楽しい思い出であるが院長在任中︑最大
の援助者とも言える妻を失った事は最大
の衝撃で︑仕事に精を出すのが困難とな
って了った事が悔やまれる︒
来年は卆寿︑
一日一日を楽しく明るく過ごすよう努め
たい︒
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﹁療養型病院﹂と﹁終末期
医療﹂とのかかわり

スごとに倫理委員会で判断する﹂という

数日あるいは２︱３か月の場合︑慢性疾

難病︶に冒されている場合で予後的には

患で急性増悪を繰り返して予後不良にな

独自の指針で運用を開始︒
終末期医療における﹁延命治療中止︑

月から数年で死を迎える場合などを包括

る場合︑老化現象とか脳血管障害で数か

します︒これらの人たちは︑その時々の

病院での関心事は︑生命維持装置の象徴
である
﹁人工呼吸器﹂
をとりあげている︒

急性期の肺炎︑呼吸困難などの心不全︑

あるいは不開始﹂などについて︑多くの

厚生労働省の﹁終末期医療の決定プロ

心肺機能は換気・循環機能保持に必須で

腎不全︑吐血︑下血︑糖尿病悪化︑癌の

新
年

あるが︑
﹁水分・栄養補給﹂も基本的な生

浜 名

５月︶には︑
﹁延命治療の開始・中止・変

末期などで状態不良に陥っても︑医療対

セスに関するガイドライン﹂
︵平成
更などについて患者の自己決定を原則と

命﹂の終焉が近づけば︑いくら治療・対

応で何回かは危機を脱します︒だが︑
﹁寿

体維持に必須の因子である︒
江口医師は第２の人生をある﹁療養型

応しても︑心肺機能の回復が得られず︑

する﹂
︑
﹁医師の独断を避けるため複数の
医療従事者によるチームでチェックし医

病院﹂へ就職して数年が経つ︒現在彼は

護士・栄養科・リハビリ科・医事課︶と

族と医療側︵医師・薬剤師・看護師・介

理解させる努力をしている︒入院時︑家

わりあい﹂を︑担当医として家族へ提示・

場合︑ベッドサイドで﹁アンビューバッ

による﹃看取り﹄になります︒看取りの

管内挿管？ 昇圧剤？ その他の処置︶

吸入︑バルーン留置︑気管チューブの気

処置︵経管栄養︑静脈からの点滴︑酸素

終末期に直面した場合︑当院の対応と

死が避けられません︒

の情報交換の場で︑
﹁終末期医療﹂の対応

グを用いた人工呼吸﹂
︑
﹁胸の外側から行

﹁療養型病院における終末期医療との係

学的妥当性︑適正を判断する﹂
︒
﹁患者本
人の意思確認ができないとき家族と相談

ようなケースで﹁刑事責任﹂に問われる

のことを説明・提案している︒

する﹂などが記述されている︒

か﹂といった﹁臨床基準﹂は示されてい

﹁
﹃療養型病院﹄は︑最終的には︑
﹃終末

ない︒
日本救急医学会は平成

年

月︑
﹁人

臨床現場で最も関心のある事項︑﹁どの

工呼吸器の取り外しを選択肢の一つとす

う心臓マッサージ﹂での﹁簡易心肺蘇生﹂

を行いません︒医学用語ではＤｏ Ｎｏｔ

期の医療﹄を担っております︒
﹃終末期﹄
とは︑
治癒不可能な病気
︵癌︑
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19

る﹂指針を決めた︒また︑日本医科大学

10

では︑
﹁人工呼吸器を外すのは︑個別ケー

19

れて表情を曇らせる家族は多い︒

いわれて︑聞きたくもない言葉を聴かさ

﹁終末期医療﹂あるいは﹁ＤＮＲ﹂と

生︶をしませんが︑よろしいでしょうか

急性心肺不全に陥ってもＣＰＲ︵心肺蘇

Ｒｅｓｕｒｃｉａｔｅ︵ＤＮＲ︶
︑つまり

い状況かを見極め︑最適な受け皿の病院

小康状態であるものの悪化・再発しやす

患者の病状に対する継続治療の必要度︑

対応といえる︒担当医は︑担当の高齢者

で患者を快癒︑小康状態に導く︒当然の

払い﹂で︑医師はできる限り治療・処置

急性期型病院での診療報酬は﹁出来高

︵通常の病院︶
﹂に大きく分けられる︒

の﹁長期療養型病院﹂と︑
﹁急性期型病院

静脈経路として︑手足の静脈︑困難のと

開腹して造る﹁腸ろう﹂がある︒一方︑

胃に穴を開けて管を挿入する﹁胃ろう﹂
︑

管栄養には﹁経鼻胃管﹂
︑内視鏡を使い

題となる︒
﹁説明と同意﹂を経て︑処置の

患者の水分栄養補給をどうするか︑大問

口摂食について﹁困難﹂と評価すれば︑

ース︑ＳТ︵言語療法士︶は︑患者の経

病院であれ施設であれ︑担当医師︑ナ

⁝⁝

平成５年に長期療養目的のための﹁療

として﹁療養型病院﹂
︑施設として﹁老健・

｣

き鎖骨の下部の皮膚から鎖骨下静脈︑頚

方法を選択しなければならない︒

年に﹁介護

保険制度﹂が発足︒療養病床群は療養病

特養・有料老人ホーム・在宅など﹂を選

養病床群﹂がうまれ︑平成
床と名称を変え︑
医療の必要性の高い
﹁医

静脈へカテーテルを挿入し﹁中心静脈栄

部の皮膚から内頚静脈︑鼠径部の総腸骨
一方︑療養型の病院では︑経営上の観

択・紹介する︒

年医療法の改

療保険型﹂と介護を重視した﹁介護保険
型﹂に分けられた︒平成

他方︑
﹁尊厳死﹂などの関連で︑本人あ

養︵ＩＶＨ︶
﹂がある︒
重症度の高い︑
治療処置を必要とする
﹁医

るいは家族の要望で水分栄養補給の﹁延

点から︑診療報酬の点数の高い︑従って

廃止され︑療養型病床は

療区分３﹂と﹁医療区分２﹂の患者を積

命処置﹂を︑
﹁中止あるいは不開始﹂とす

万床から

年末に﹁介護保険型病床﹂は

万床に減り︑新規に﹁介護療養型老健﹂

極的に入院させ︑
﹁医療区分１﹂の患者を

年

月から療養型病床に適用

が新設される︒
平成

らの新規入院患者

症

型病院の﹁受け皿﹂として機能分担がよ

症例中︑実に
り明確となり︑治療・処置を要する患者

例に経鼻・経胃管︵ＰＥＧは８症例︶の

最近︑江口が担当した︑急性期病院か

Ｌ﹂を連動させた﹁診療報酬の点数﹂が

される﹁医療区分３・２・１﹂と﹁ＡＤ

が選別されて転院してくるので以前より

処置が︑２症例に中心静脈ポートが挿入

さて病院は︑機能の面から︑慢性期型

決められ運用されている︒

繁忙度は増した︒

１０

１５

１２
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12

る場合もありうる︒

２２

正で平成

１８

３８

敬遠する︒故に︑療養型病院では急性期

２３

１８

命処置﹂で︑経管栄養の普及は日本の平

されていた︒
これらの処置は代表的な
﹁延
る︶
︒この事実は︑大昔では考えられなか

命の終焉﹂まで生き長らえる︵生かされ

︵ＤＮＡ︶があろう︒

を第一と考えて行動する医療人の習性

﹁本来の死﹂の状況とは︑
﹁ざわざわし

の条項で︑医療側は﹁承知しました﹂と︑

の本人自署の書類に﹁延命処置の中止﹂

﹁尊厳死﹂に関する﹁リビングウイル﹂

ない静かな場所で︑口から食事を摂れな

経口からの摂食︑点滴による輸液︑ある

った現象である︒

くなれば口を湿らす程度にして︑断食み

いは管から水分・栄養を中止︑あるいは

・１

療養型病院でも嚥下・咀嚼機能が低下

たいな状況で︑
﹁心肺停止﹂を迎えたであ

不開始する﹁行為﹂を安易に実行できな

均寿命の延長に寄与している︵男

し﹁経口摂食﹂が出来なくなれば︑水分

ろう︒
だが︑
身内の苦労は並大抵でない︒

備が必要と考えられる︒なぜなら医療側

いだろう︒
﹁プロセス指針﹂を参照した準

による対応と処置があるにしても︑自然

らである︒

は﹁法的﹂に咎められないか心配するか

・９歳︶
︒

栄養補給をどうするか？ ﹁説明と同意︑

現代でも︑
﹁在宅﹂で﹁死﹂を迎える場面

歳︑女

︵ＩＣ︶
﹂の場面となる︒
﹁管﹂か︑手足

では︑かかりつけ医あるいは在宅専門医

江口の担当患者の場合︑ある家族は

の経過で﹁看取る姿勢﹂にはいささかも
変化は無い︒医療経済からかなり安上が
現代の病院での﹁病院死﹂と﹁在宅死﹂

神経内科専門医は︑病状経過︑進行し

点滴のみを許容した︒江口は今まで︑全

歳後半の男
とは随分かけ離れたものであろう︒この

た症状から﹁パ○病○連○患﹂と診断︒

江口は以前︑神経難病の

ていない︒キーパーソンで入院フィーを

要因は︑病院に入院すると︑医師から﹁治

患者は入退院を繰り返し︑
内服治療中で︑

ば︑時々の感染症・心肺不全症・腎不全

せられるからではないか︒患者の﹁生命﹂

の願いから必要な﹁延命処置﹂を容認さ

家族思いの患者は︑意識清明のとき︑

ない病﹂を自覚した︒

性患者を受け持った︒

支払っている介護人は︑自身も高年齢で

療﹂という名目で﹁生命維持﹂のための

動作は制限・障害された︒本人は﹁治ら

身体の運動機能は徐々に障害︑日常生活

りである！

自分の意思・言葉を相手に伝えられな

同時に︑切羽詰った状況下で家族の必至

要請を︑家族は受け入れざるを得ない︒

症︑吐血や下血をクリアさえすれば︑
﹁寿

健康を心配するからであろう︒
い︑動けない全介助の人でも︑水分・栄

ての﹁延命処置﹂を絶った事例を経験し

﹁管﹂栄養を拒否し︑手足の静脈からの

由か︒

の﹁静脈﹂か︑それとも﹁中心静脈﹂経

７９

養が︑管あるいは静脈経路で与えられれ

７０
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８５

中の急性期型病院に入院させた︒担当医

ら食事を摂れなくなり家族は患者を通院

処置﹂を断る書面を自ら署名した︒口か

家族への負担が少なくなるように﹁延命

師は当直医に連絡︑自らベッド上で﹁心

性心肺停止﹂状態で発見され︑当直看護

悪くその日の午前七時ころ︑患者は﹁急

件で家族と面談する手はずであった︒運

ある日の午後︑今後の﹁延命処置﹂の

たことであろう︒

処置の不開始﹂か︑難しい選択を迫られ

管﹂か︑
﹁点滴﹂か︑はたまた﹁延命

であったか？

を︑どういう風に折り合いをつけるべき

は﹁リビングウイル﹂の書状から︑手足
を実施した︒誤嚥性肺炎を生じたが抗生

の静脈から補液を注入する﹁延命処置﹂

にしてみれば︑︱︱いきなり︑胸をそん

た︒
﹁延命処置﹂を希望されなかった本人

肺蘇生﹂をおこなったが蘇生されなかっ

臓マッサージ﹂
・
﹁人工呼吸﹂の簡易の﹁心

︵た︶ち︑断食に入って﹁自決﹂という

食を断り︑管栄養・点滴による補液を断

力があり強い意思表示で︑自身︑経口摂

しかし︑患者本人は︑意識清明で判断

｢

剤で改善した︒入院期間が２か月以上に

なに強くぐいぐい押せば︑痛いじゃない

入院時︑不確かな言葉で︑意味は聞き

然の行為﹂と受け止め︑非難はしないだ

医療人なら︑
当直の看護師の行為を
﹁当

埋め込まれた点滴ポートを引き抜き︑﹁自

推敲されると︑夫人のいるそばで︑首に

宅医療に切り替え︑
﹁ＳＧ﹂という作品を
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なり江口の病院へ転院してきた︒

﹁死﹂を全うすることは︑
﹁尊厳死﹂の典
あろう︒

年７月高名な﹁Ｙ・Ａ﹂という

か︑
肋骨はボキボキ悲鳴をあげているぞ︑
﹁書類﹂を見ていないのかね︒突然︑胸

平成

取りがたく︑理解されがたい内容で︑右

の衝撃にびっくりして︑深い眠りを覚ま

型として﹁法的﹂に咎められはしないで

左上肢・左右の下肢は屈曲性拘縮となり︑

されて苦笑したかもしれない︒

手の指に触れると強く把握して離さない︒ もう少しやさしくしてくれんか︒おれの
ＡＤＬは低下し︑全介助の状態へ悪化し

ろう︒たとえ︑
﹁リビングウイル﹂の書状

作家は︑多発癌で闘病され︑病院から在

ていた︒
妻はあるとき︑
﹁リビングウイル﹂の書
状を差し出した︒
︽治らない難病ですので︑
﹁尊厳死﹂に

決﹂されたそうである︒言うなれば﹁尊

だが︑多くの人は︑終末期に意識は不

厳死﹂を完遂されたとも考えられる︒
江口は︑もし患者は生存され続けてい

清明で混濁する︒意識清明時に自署され

た習性はそうさせたに違いない︒

命処置﹂を継続︒体は衰弱し︑筋肉は弱

た場合︑
﹁リビングウイル﹂の書状の要請

があったとしても︑身体に深く染み付い

弱しく︑静脈確保は困難となっていた︒

江口は︑手足の静脈から﹁補液﹂で﹁延

準じて﹃延命処置﹄を全て断ります︾

１８

た﹁書類一枚﹂が残され︑医療側と家族
側は︑結論を下さなければならない︒そ
の書類を最大限尊重するにしても︑基本

扁桃腺手術始末記

最近では︑手術の前にインフォーム

ド・コンセントと称して︑患者に病名︑

手術の必要性を丁寧に説明し︑本人が納

扁桃腺は︑咽頭の入り口に位して外部

これで所謂手術ミスとして︑様々なト

易 王

階的︶不開始か？ ﹁完全な中止﹂か︑

からの細菌︑ヴィールス︑異物の進入を

ラブルを起こすのを予め防げるのである︒

陶

もし補給するとすれば︑
﹁管﹂か﹁静脈︵手

防ぐ︒軽い風邪などは扁桃腺が腫脹する

私が外科を始めた頃には︑小児でもかな

高熱を発し︑腎臓に影響を及ぼす様な時

注射する時にも必ず説明し︑決して嘘

され︑咽頭粘膜に消毒薬を塗って︑喉に

外来の診察台に座って口を大きく開か

れて行かれた︒

た︒手術されるとは露知らず︑病院に連

大介は︑両親からは何の説明もなかっ

ることで︑泣く子は少なくなった︒

近頃は︑予防注射でもちゃんと説明す

けば泣き出す子供になってしまう︒

子供から強い不信感を持たれ︑注射と聞

をついて騙してはならない︒さもないと

ってくる︒

には薬剤以外に外科的な手術が必要にな

手術の必要性を丁寧に説明していた︒

常識である︒

足からか中心静脈か︶
﹂
か？ 担当医単独

事で︑更なる炎症を防ぐ︒だから扁桃腺

り理解力があると考えて病気を図解し︑

得したら手術承諾書を書いてもらうのが

で判断・実行すれば糾弾されるい畏れも

は人体にとって防御的な役目を果たして

的な水分・栄養補給を注入するのか︑
︵段

あり︑既存の﹁プロセス指針﹂を参照し

ゆき

だが︑扁桃腺を切除によって咽頭の番
人がいなくなり異物や細菌などが侵入
して感染などを起こしやすくなる傾向
がある︒
大介は小さいときから風邪を引きやす
く︑小学校入学前に手術を受けた方がい
を受けた︒この事は︑大介の心に深いト

いきなり長い大きな注射針を刺された時

いだろうと︑６歳の時に扁桃腺切除手術
ラウマを残した︒
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て対応せざるを得ないのではないか⁝⁝︒ いるわけである︒だが炎症を繰り返して

み

︵２００９・３・吉日︑完︶

はら

こんにちは・ひとこと
き

木原 深雪
こんにちは︒私は医療や保健の仕
事も芸術も大切に生きてゆきたいと
考えております︒皆様とご一緒に楽

しませていただけましたら幸いです︒
どうかよろしくお願い致します︒
福岡市博多区千代４丁目 ３︵精神保健看護学︶
31

人を見ると︑暴力的な手術を思い出し恐

その後︑大介は診察台に座って白衣の

った︒

耳鼻科医は慌てて咽頭にガーゼを詰め

怖を感じる様になった︒子供の心に︑こ

も激しく︑だーっと出血した︒
こみ︑圧迫止血しようとした︒この先生

んなトラウマを残すのはよくない︒

には︑何が始まるのかわからず判らず本
反射的に注射器を手で払いのけ︑

い︒圧迫止血のガーゼで気道を塞がれ︑

はこの様な︑出血の経験はなかったらし

当に驚いた︒
﹁痛い！ 何をするの！ 嫌だ 止!め
ろ！﹂

引いても高熱を出さなくなった︒

大介は扁桃腺を手術してから︑風邪を

呼吸が苦しくて手足をバタバタさせた︒
下手をすれば窒息︑死亡している︒完全

と︑わめいた︒
父親は狼狽して︑耳鼻科の医者とナー

最近撮った胸部レントゲン写真を見る

しば喘息様の発作を起こすようになった︒

しかし気管支炎を併発しやすく︑しば

母はチアノーゼで紫色になった大介を

な医療ミスだ︒
咄嗟に前屈させ︑背中をバンバンと激し

一緒にガガァーと吐き出せたので呼吸が

てしまう︒

が︑風邪を引くとすぐ気管支炎を起こし

扁桃腺手術の結果とは一概に言えない

べ︑タクシーで帰った︒この耳鼻科医は

大介は一休みしてアイスクリームを食

恐れがなければ︑手術は慎重にした方が

が多いが︑リュウマチや腎炎など合併の

手術をした方が良いかと︑聞かれること
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スとで暴れる子を力ずくで押さえつけ︑
せ︑扁桃腺切除手術器の針金の輪を咽喉

無理に開口器を挿入し︑強引に口を開か

楽になり︑しかし手術は不完全に中断し

近頃︑小児科専門医を標榜する医師が

少なくなり︑子供の患者が増えた︒

父の友人で︑腕がいいと評判だったが︑

よいと︑大介は返事する事にしている︒

風邪を引きやすい扁桃腺肥大児の親に︑

此の一件で父にも母にも一挙に信頼を失

まった︒

止血に役立った様で︑間もなく出血は止

ナースが口に含ませてくれた氷の塊は

て︑終了した︒

である︒

と︑慢性気管支炎で︑軽度肺気腫の状態

く叩いた︒

し

大介は︑凝固した血液の塊とガーゼを

に挿入して半ば暴力的に扁桃腺をひきち
ぎった︒この時点では麻酔は全く効いて

ひさ

おらず粘膜の剥離も不十分だから︑痛み

き

こんにちは・ひとこと
で

出来 尚史

残生に彩りを添えんと思い︑入会
を希望しました︒ご指導の程よろし
くお願いいたします︒
-

千葉県流山市向小金３
２
︵内科︶
72

妄想による石川
啄木との対話

(
)

日

日〜

池 田 壽 雄

月

日＝写真㊤

Ｔ：石川啄木 １８８６年２月
１９１２年４月
( )

Ｉ：池田壽雄 １９３８年

ございます︒

Ｉ それもそうですね︒極楽が最高と世

Ｔ 実に久しぶりに娑婆の方と話すこ

Ｔ お風呂に入って︑冷え切った体が温

全国的に有名になっておられますよ︒

０年たちましたが︑和歌の名手として︑

Ｉ 啄木さんが亡くなられておよそ１０

間の人は考えて暮らしているのですがね︒ とができて︑嬉しいです︒

﹃ああ︑いい気分だな︒最高！﹄

まると︑

Ｔ え？ そうですか︒で

歌を詠んだのではりませんか

という気持ちになることがあるでしょう︒
天才石川啄木と

も︑
私は有名になるために和
﹁架空対談﹂する

いい事です︒

ら︑そういうことはどうでも
池田白楽先生㊧

日から

日にかけて３

例えば︑陳列棚に飾られているネクタイ

人間にとっては退屈極まる場所ですよ︒

申し分ないのですが︑変化を好む性分の

土はおっしゃる通りに結構なところで︑

け体を洗いたい気持ちになるでしょう︒

は︑お風呂から上がって︑シャボンをつ

いう気分にそっくりです︒でも︑実際に

そういう娑婆の評価はどうでもいいこと

土に来てしまったら︑
天才とか鈍才とか︑

Ｔ 褒めて下さって有難う︒でも︑冥

才︑啄木さんは天才だと思います︒

信じられないことですね︒まさしく︑天

た両親には感謝しています︒

です︒ただ︑そういう才能を与えてくれ

そうしないと︑湯あたりしてノボせてし

いて有難うございます︒

Ｉ 極楽の貴重な情報を教えていただ

まいますよね︒それが娑婆の姿です︒

イの姿がいいじゃないですか︒

られて世の中の風に吹かれて動くネクタ

みたいなもので︑やっぱり男の胸につけ

日間で歌われたというのは︑

月

６首の歌を︑１９０８年の６

Ｉ それにしても︑
﹃一握

世紀の娑婆に来ていただいて有難う

Ｉ こんにちは︒初めてお目にかかり

〜＝図㊦

20
14

の砂﹄に掲載されている２４

11

ます︒冥土でゆっくりとお休みの所を︑

例えて言えば︑極楽はそう

25
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13

Ｔ いえいえ︑どういたしまして︒冥

23

21

Ｉ ﹃東海の小島の磯の白砂に
われ泣きぬれて蟹とたはむる﹄

はただ瞬間的にそういう映像というか︑

Ｔ それは褒めすぎだと思います︒私

今や︑ゴルフのクラブを握ってゴルフ

す︒情報時代になって︑世の中にコメン

画像が頭に浮かんだから句にしただけと

を楽しむ人口よりも︑テレビでゴルフの

ね︒これを数分間の思考で可能にしたと

﹃ズームアップ﹄といいまして︐撮影し

メラという撮影する器具があるのですが︑

いう記憶しかありません︒大体﹃歌人﹄

番組を見て楽しむ人の実数がはるかに多

ト︵意見︶を述べる能力を持った人々が

ている対象をどんどん大きくして撮影す

という人種は︑そのように分析しながら

いと思います︒

いうのは︑天才でなくては誰がするでし

る技術があります︒

歌を作るわけではありません︒分析する

やたらに増えてきました︒その副作用が

﹃東海の﹄という言葉で︑太平洋︑つま

ことと︑歌を詠むことは︑
﹃ゴルファーの

ょうか︒

りユーラシア大陸の東側の海という場所

りの事情をよく心得ていて︑スポンサー

の歌は特に有名ですよ︒現在︑ビデオカ

を説明する︒つまり︑
﹃日本の﹄という意

プレーを報道する人﹄と︑
﹃プレーしてい

になってテレビ局に大金を支払っている

のだと思います︒

ゴルフの番組のスポンサーは︑その辺

はないかと私は思っております︒

そろそろ問題にしなくてはならないので

味に取れますね︒
﹃小島の﹄の言葉で︑日

るゴルファー自身﹄と位に異なった行為
であることを世の人は知らなくてはなり

本列島の一つの小島を呼び出す︒
﹃磯の﹄
という言葉で︑さらに島の場所を鮮明に

Ｔ つくづく変な時代とは思いません
のだったら︑あなたがプレーしたらどう

から︑元の︑和歌の話に戻らせていただ

Ｉ 話題がゴルフに逸︵そ︶れました

か︒

という言葉で︑初めて作者の自分がどう

ですかと質問したら︑決まって口ほどに

きます︒先の︑
﹃東海の﹄の歌には︑色々

だから︑ゴルフの批評家に︑そう言う

ません︒

いう状態かを伝える︒﹃蟹とたはむる﹄
で︑

はプレーできないものです︒和歌の批評

１．大と小の対比＝海は大きい 島は

な秘密が隠されていると私は思います︒

一部を明らかにする︒
﹃われ泣きぬれて﹄

する︒
﹃白砂に﹄という言葉で︑島の更に

作者自身が行っている行為を明らかにす

の苦労があるものか︑貴方は知っている

をするのは楽ですが︑作るのはどれだけ

２．色彩の対比＝海は青い 砂は白い

小さい

れています︒

Ｉ おっしゃる意味はよく理解できま

のですか︒

る︒つまり︑見事にズームアップが行わ
これが︑綺麗に﹃五七五七七﹄の句に
おさまっている︒本当に素晴らしいです
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大な数の和歌があったと推定して間違い

ありません︒もし︑１００年の時間が経

直言って嬉しいです︒
名歌には必ずテクニックが隠されてい

過して一首でも︑国民が愛唱していたな

３．湿度の対比＝海は湿っている 砂
ます︒そうして︑作者の心情がストレー

しょう︒つまり︑その一生に意味があっ

ら︑その歌人は成功者だと評価できるで

は乾燥している
４．動と静＝蟹は動く 砂は静か

ります︒けれども︑技巧を凝らせば凝ら

トに歌を鑑賞する人の心に響く必要があ

戯れる

５．センチメンタリズム＝泣き濡れる

が︑そこいらは紙一重の世界です︒

があります︒シンプルがベストなのです

行﹄の欠点がありますから︑作者が上手

指導者は︑
﹃読者﹄です︒でも︑
﹃一方通

する人がいなくてはなりません︒最高の

たということになるでしょう︒

島﹂のオ

﹃研ぐ作業﹄と﹃削る作業﹄は似ており

すほど︑その直接性が失われていく欠点

＝﹁われ﹂のア ﹁泣き﹂のア

ます︒和歌は研がなくてはなりません︒

６．音韻の反復 ＝﹁東海﹂のオ ﹁小

﹁蟹﹂のア ﹁戯れる﹂のア

に指導を受けるのは困難です︒もう一つ

優れた歌を作るためには︑適切に指導

＝﹁東海の﹂のノ ﹁小島の﹂のノ

﹃磨く作業﹄と﹃削る作業﹄も似ており

の指導者は﹃歴史﹄だと思います︒でも︑

﹁磯の﹂のノ

ます︒和歌は磨かなくてはなりません︒

和歌は歌ですから︑当然︑発声して鑑

しいことはありません︒作者冥利で嬉し

いると知らせていただいて︑こんなに嬉

作者が生きている間には︑実現されない

た歌は︑読んだ人が生きている間︑忘れ

いです︒

﹃研ぐ﹄とは︑矢の鏃︵やじり︶を鋭く

去られることはありません︒矢が抜けな

Ｉ 一つ質問して宜しいでしょうか︒

賞しなければなりません︒すると︑音韻

また︑東海という﹃海﹄と︑歌から推

いからです︒

﹃格差社会﹄について︑啄木さんはどう

年たっても︑母国の日本人に愛唱されて

量される一滴の﹃涙﹄の対比が︑この和

﹃磨く﹄とは︑歌人が自分の心を磨く作

恨みがあります︒私の作った歌が１００

歌には隠されていると思います︒巨大な

業です︒そこにやましい物が隠れている

尖らせる作業です︒歌は鑑賞する人の心

大自然と︑われという小さな存在の対比

考えられますか︒１００年たっても︑国

に刺さっていく矢に例えられます︒優れ

でもあります︒

ならば︑読者は容易に感知します︒です

民に愛唱される和歌の名手としての意見

の反復の効果をたやすく知ることができ

Ｔ なるほど︒和歌の世界の秘密を明

から︑優れた一首の和歌の後ろには︑膨

ます︒

らかにしてくださって︑作者としては正
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Ｔ ﹃格差社会反対﹄というのは︑票
回ればいいのです︒共に︑仲良く︑文化

し︑才能がない人間は﹃鑑賞する側﹄に

能ある人間は﹃作る側﹄に属すればいい

石川啄木さんが︑同じ姓の石川遼選手に

Ｉ 貴重なご意見を有難うございました︒

のように考えています︒

を聞かせて下さい︒
が欲しい政治家の言い出しそうな言葉だ

ついて︑最新の情報をご存知だとは知り

今日は︑冥土でゆっくりとお休みのと

ませんでした︒本当に驚きました︒

を楽しめばいいのではありませんか︒
現代の教育は︑
﹃作る側﹄をたくさんに

と思います︒格差は大いに結構︑そのよ
うに私は思います︒短い期間の教育で︑

大きく成長する才能を持った人がいます︒ するのが良い政治だと勘違いしているの

いました︒心から感謝申し上げます︒ご

貴重なお話を聞かせて頂いて有難うござ

ころを︑ここに来ていただいて︑しかも

﹃作る側﹄
は文字通りのエリートです︒

冥福を心からお祈り申しあげます︒

20 日 木蓮忌（内田百閒）

30 日 荷風忌（永井荷風）
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神様はそのように作っておられるのです︒ ではありませんか︒
こういう私は政治家には向かない人間

求されます︒
有名なプロゴルファーの
﹃石

凡人の数百倍の難関を突破する才能が要

ら︑２００９年４月の﹃マスターズ・ゴ

16 日 康成忌（川端康成）

日記す︒石川啄木の

だと百も承知しています︒政治家が行う

ルフ・トーナメント﹄では６オーバーで

13 日 啄木忌（石川啄木）

13

８日 虚子忌（高浜虚子）

命日の日に︶

行政は︑
﹃機会の平等﹄にとどめるべきで
求めます︒また︑それが﹃自分には実現

予選を落ちましたが︑彼のプレーを楽し

５日 達治忌（三好達治）

︵２００９年４月

できる﹄と厚かましくも平気でウソをつ

んだ日本人は数百万人いたのではありま

２日 連翹忌（高村光太郎）

川遼選手﹄がその右代表です︒残念なが

ける︑
政治家に喜んで庶民は投票します︒

通しております︒才能がある若者はそれ

4 月の文学忌

す︒
﹃結果の平等﹄を凡庸な庶民はとかく

だから︑民主主義は政治的には庶民広く

せんか︒
ゴルフはスポーツの一種ですが︑
ております︒

今や代表的なエンターテイメントになっ

受け入れられているのです︒
文化の世界では︑
﹃結果の平等﹄なんて
ありえません︒そもそも才能が不平等な
より低きに流れる﹄というのに逆らう行

を伸ばせばいいし︑ない者は作品という

和歌の世界でも︑全く︑その点では共

為だと思います︒文化は︑作る側と鑑賞

か︑結果を楽しめばいいのです︒私はそ

のに結果の平等を求めるのは︑﹃水は高き

する側の二つに分かれると思います︒才

4 月 1 日 三鬼忌（西東三忌）

日ご他

比翼の鳥の味寝︵うまい︶せむ﹂は︑去

子︑尾形夫人でした︒夫人は三十年余歌

を取り上げられています︒作者は尾形雅

界の尾形仂︵おが

梓されていたのです︒その中には

の泉﹄にまとめ︑十月末︑花神社から上

道に勤しまれ︑その間の作品を歌集﹃夜

る３月
た・つとむ︶氏︵新

比翼の鳥

聞各紙に訃報＝

福 冨 清 子
ご近所の方で︑お能や俳句にご造詣の

カットは朝日新

用例のとぼしき中より語意を汲むと

深いＯ・Ｋ夫人と親しくさせて頂いてい

寺境内を我が家の庭のごとく︑そこで存

付属小学校で東大寺前管長と同級︒東大

に移られ︑定年後

大教授から成城大

す︒氏は東京教育

を 詠 ん だ も ので

事の一部︶のこと

なほいささかの曇り惜しみて

夫は外にわれは内より窓を拭く

主の席を占めて温む

藤吉郎とあだ名さづかりわが猫の

ななめ道草わが止みがたく

まつすぐに真中を目指す夫に添ひ

腐心の夫に父が重なる

分に遊ばれたとか︒
年代に﹁医家芸術﹂

は岳父︵京大国文

二人きりの暮しにあればわが病むは

日付記

聞３月

と深く関わっておられたという高橋希人

学教授頴原退蔵

その方が︑昭和
氏の歌集
﹃思念﹄
をお貸し下さいました︒

氏︶から﹃江戸時

夫のこごみてもの刻みをり

流し台低きをかこつ丈高き

非常事態ぞ夫蹶起せり

周年記念

たところ︑さっそく医家芸術

誌﹃ゆかり﹄に掲載された同氏の作品

を引き 継がれま

折りをりに想うべくなりぬ﹁美しき

ひと葉﹂となりて地にかえらむを
縁かな五十五年を眠りをりし

など︑戦争︑平和︑大学紛争︑オーム︑

なし得るはただ﹁感謝﹂あるのみ

人みなの神仏に見ゆ病むわれに
用例カードいま夫の手に

のうた﹂で大岡信氏が

月５日付朝日新聞﹁折々

首のコピーが送られてきました︒氏は︑

代語辞典﹄の編纂

かような事を医家芸術事務局にお伝えし

28
した︒

振るわれていたそうです︒いずれ夫人に
もお見せして楽しい語らいの時を持ちた
いと楽しみにしています︒
ところで︑今回の俳画の句﹁春の闇
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26

ます︒奈良ご出身の夫人は︑奈良女高師

２００６年

11

当時の本誌短歌欄のほか随筆にも健筆を

10

10

30

家庭内で尾形先生が猫と戯れる姿や︑ガ

肉親︑
友人︑
趣味の草木染め等とともに︑
立たれたのです︒

性にかけての手術も空しく︑彼岸へと旅

ことでしたが︑容態急変︑わずかな可能

いう顔で眠っています﹂

たのです︒伯父は楽しくて仕方がないと

奥様の時と同じく︑唐の玄宗皇帝・楊貴

と︑
つたない悼句をノートに記しました︒

春の闇比翼の鳥の味寝せむ

彼の世よりの花の便りにゆき給ふ

ることと思いました︒そして

私は︑感動でゾッとしました︒あり得

ラス戸を夫婦が内と外から磨きあう姿な
いました︒こんな素敵な歌を詠まれる奥

ど︑まことに微笑ましい情景が描かれて

月

さまと大学者のコンビが︑この世のもの
と思えない程でした︒
ところが︑その年も押しつまった

﹁連理の枝 比翼の鳥﹂

妃をうたう白楽天﹁長恨歌﹂の

にならったものです︒表現が今様から遠

月︑着手か

年の歳月を経て遂に角川学芸出版

﹁伯父を見守るために︑集中治療室の隣

忌を前に追悼文集﹃美しきひと葉﹄が出
版され︑
﹁もう思い残すことはない﹂と先

の部屋に一人で控えている時に︑私は確
ろこちらへいらしたら﹄というのが聞え

かに伯母が優しい声で﹃あなた︑そろそ

生にどっとお疲れが出ないことを周囲が
念じておりました︒
２月︑腰痛で入院︒リハビリ順調との

の謦咳に接しました︒

講となる２００２年まで︑そ

ライフワークに集中すべく閉

から︑先生がご体調の関係と

む﹂を開講された１９９０年

チャーセンターで﹁蕪村を読

尾形仂氏が新宿の朝日カル

しまいました︒

胸に惻々と迫る思いをそのまま吐露して

典﹄の完成﹂だったとうかがいました︒

﹃江戸時代語辞典﹄は昨年

比翼の鳥の片羽落つ﹂と詠みました︒

く離れていることは承知の上︑今自分の

姪御さんのお話です⁝⁝

私は︑夫人のご逝去を悼み﹁霜冴えて

人の間の最後の約束が﹁
﹃江戸時代語辞

日奥様がご他界になったのです︒お二

12

より刊行されました︒そして奥様の三回

ら

11
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26
70

田村と芳賀の因縁
①

田 村 豊 幸

賀の好字に改めたのではないかといわれ

︵一〇七八︶に下野へ戻ってきたとき︑

である︒清原姓を芳賀姓に変えたのは︑

即ち高澄の代に﹁芳賀初代﹂ときめたの

箱根の関所を越えた所から見る一面の

理していた社領の領主になったためと考

大前神社という当時その土地を中央で管

ている︒

にした関西から北上した人は︑そう思う

縹渺たる荒野にひろがる無数の古墳を目

延喜式内神社の宮司は︑その地方の神

えられている︒

話は新しくなるが︑明治天皇が京都か

の祀を担当し︑治安行政は武士が担当し

のも無理はなかったかもしれない︒

物事はすべて︑その起源︵因︶と︑果

ら東京へうつられたときも︑箱根までが

まえがき

を結ばせる作用︵縁︶とによって︑定め

ところで︑第

ていたのである︒

代花山天皇だが︑この

北進すれば蝦夷地に近づくにつれて不安

文化的和人が住む土地で︑それを過ぎて

代冷泉天皇は﹃栄花物語﹄

憤死した広平親王の怨霊に祟られて発狂

によると︑藤原族主催の天皇競争に負け

天皇の父第

れている︒

さて︑芳賀氏のことであるが︑史上こ

の増す土地とされていたという︒

られている︑運命なるものがあると言わ
その通りだと思う人もいれば︑そんな
ことはないと思う人もいるし︑わからな
いという人もいる︒

舎人親王＝御原王︱小倉王︱清原夏野

前で円融に奪われたので︑ひどく落胆し

代天皇になれるかと思っていたら︑目の

れが正式に現われるのは次のようである︒ したと記されている︒花山は自分こそ
︱︵七代略︶︱清原高重︵従五位下大監

た︒

この話は︑その通りだと思う派の人の
私は大正十一年十二月十九日に︑昔︑

物寛和元乙酉冬蒙花山天皇勅勘下野国ニ

武天皇の系統である清原高重をフトした

高重については前述したが︑高重が配

清原は下野の芳賀の地へ住みついた︒

ことで怒り︵勅勘︶下野国へ配流した︒
この清原高重のあと六代続いて清原高

北野ニ葬ル︶

茨城キリスト教大学︑志田諒一教授によ

澄の代になったとき白河天皇の承保二年

長保元己亥十二月二日︵九九九︶卆京泉

ると︑荒墓︵はか︶の文字をきらって芳

奈良時代の栃木県は想像を絶する未開の

さて花山天皇はある日︑側近だった天

京の都から天皇に配流された人が来た栃

64
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65

土地であったらしく︑芳賀というのは︑

木県東南端の芳賀郡の真岡市に生まれた︒ 遠流サレ芳賀郡鹿嶋戸郷松原之里ニ居ス︑

話である︒

64

れをあげてみる︒
芳賀善次郎先生が昭和十九年︑集団疎

流されるとき︑それについて来たのが田
村の先祖と伝えられているから︑私は︑
開させられた所が︑ご先祖の領地だった

芳賀一洋氏と会う

芳賀善次郎先生と会えたことは︑私に

とってたいへん重要なことだが︑不思議

化財保護委員佐藤行哉先生に︑先生がお

氏との奇遇である︒平成八年五月のこと

それは白河・芳賀重広の子孫芳賀一洋

なことがさらに起こった︒

そのた

亡くなりになるすぐ前︑芳賀の殿様のこ

である︒朝日新聞が渋谷パルコで芳賀一

長い間︑私がおつきあいした栃木県文

芳賀郡であることがその第一︒

清原のあとの芳賀とも因縁は浅くないと
思うので

め︑かつ

とが急に気になって︑いろいろ教えてい

ある︒

て﹁花山

洋による﹁八〇分の一の世界・木造機関

庫たち﹂という展示をやることを写真つ

ただいたこと︒
芳賀先生がまだ調査されていない場所

天皇﹂と
いう一書

きで報じていた︒

水塔・作業小屋・タクシー会社などの木

だった︑会津・常陸・出羽・筑前と︑芳

造建築を実際の八〇分の一の大きさで再

を︑まとめた︒
︵平成十一年︑大阪美健ガ

を次々にたのまれたので︑まったく経費

現した約三〇点の風雨にさらされ︑さび

説明は﹁昭和初期の機関庫や駅舎・給

をかけることなくその土地へ行くことが

賀氏旧跡のある地元から︑薬理学の講演

でき︑芳賀先生のご調査をお助けするこ

イド社発行︶
芳賀善次郎先生と会う
昭和四十三年新宿区市谷薬王寺十一に

芳賀氏の始祖︑清原高重公は花山天皇

私の曽祖父直七らが真岡線の敷設に苦

付いた煙突やまくれ上がったトタン屋根
の勅勘により下野へ配流されたが︑今年

労したことを思い出していた︒展示台の

とができたのがその第三︒

という著書がある︒芳賀先生は山形県西

の京都薬学大会に出席の際︑学術視察の

住む芳賀善次郎先生の﹁芳賀氏変遷氏﹂
置賜郡鮎貝村
︵現白鷹町九九二︱〇八三︶

場所が花山天皇御陵のとなりで︑しかも

せていただいたのである︒偶然の因縁の

ていることを発見したのが︑その第四︒

附近の地名と下野芳賀の地名とが酷似し

そっくりの光景が︑ずらり並んでいた︒

上には︑私の少年時代の真岡停車場付近

な作品﹂とあった︒

など︑芳賀一洋氏によるノスタルジック

され︑そこに私は概略次のように加えさ

に大正四年に出生され︑この本を世に残

偶然と思われることが起こったので︑そ
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かつての真岡にあった鉄道ステーション

とで︑協力したこともある︒おかげで︑

る︒かつて︑真岡線に汽車を走らせるこ

ることは︑私もむかしから良く知ってい

話した︒菊地市長が汽車大好き市長であ

菊地恒三郎市長に︑その作品のことをお

お盆休みで帰省したとき︑当時の真岡の

れられ︑鬼怒川や小川や山を駆け巡った

里帰りのとき︑かならず私も上三川に連

母は上三川町の出身で︑幼少の頃︑母の

十年頃︑東京に出て居をかまえました︒

二六番地で︑祖父・勇吉の時代︑明治四

﹁私の戸籍上の本籍は白河市道場小路一

むかしの真岡停車場付近の超精密模型を︑ ものです︒そんなある日

を釘づけにしていることは︑うれしい限

現在︑真岡駅構内に展示され︑多くの人

真岡の農家宅に一度だけ︑おジャマした

車の背中にゆられ︑広い大きな庭のある

突然母が言い出し︑二里の道程を自転

芳賀氏が精魂こめて制作することになり︑ ﹃今日は真岡へ行くよ⁝⁝﹄

りなのだ︒

その頃の情景は今もクッキリと私の脳

ことがあります︒

氏が︑系図に示した芳賀十二代高直の

とクサリで汲み上げる方式の暗くて恐ろ

裏に刻まれているようで︑ジャラジャラ

後日︑それらの作品を作った芳賀一洋
弟・重広の子孫であることを知った︒一

着駅舎︑その脇に建っていた大きな木造

しい井戸や︑白っちゃけた矢野バスの終

洋氏は五代前から系図が明らかである︒
しばらくして︑一洋氏から次のような
おたよりをいただいた︒

倉庫など⁝⁝それら全

部が︑最近急に作り始

めた私のストラクチャ

ーの土台になっている

ようです﹂
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