特集「医師としての
喜びと悲しみ」／他

前回の夏季号に続き、この医家随想欄に６００号特集のテーマ「医師として

今でも長い間の主治医となっている患

ことは、この上ない感謝である。

者やその家族から夜間に私に連絡してく

れれば、往診もし、聖路加国際病院の救

命救急センターで診察もしている。

人の命の大切さ、普通の職業人以上に

切実に感じ、お互いが命を大切にすると

日に１回は小学生に

いう人間として一番重要なことに従事す

る中で、今では

歳の時か

「いのちの授業」を国内外の小学校を訪

れて行っている。
これは私が

る。

ように、 過去５年間、これを行ってい

し、人を赦し、仲良くする行動が出来る

月前から聖路加国際病院の内科医として、 ら始めた仕事で、子供達にいじめをなく

年７月、つまり、日米戦争の始まる６ヶ

が、私は戦時下の東京にあって、昭和

私の同級生の三分の一は戦地で死亡した

の喜びと悲しみ」を掲載します。多数のご応募ありがとうございました。

百歳、なお現役に感謝
日野原 重 明

戦時下の罹災者の医療に当たったのであ
った。

年（１９３８年）に京都大

学医学部を卒業し、その時代は今の医師

年間、そして今もなお、聖路加

未来の世界を作る子供達に平和のメッ

この

ち医師として臨床医学に携わる身分にな

セージを直接伝えられると言うことは、

て生きていけるエネルギーが子供達から

私がこの高齢にも関わらず、情熱を持っ
私の生理的能力の続く限り、臨床家と

きているのである。

それにより、私は毎日生き甲斐を感じ生

も与えられる。
こんな喜びは稀なもので、

生時代に肺結核と結核性胸膜を患い、そ
こと、今の私の健康から判断し、１００
の後遺症のために戦時も兵役免除となり、 歳を超えても現役の医療人として働ける

して患者やその家族のために奉仕できる

の教育を行っている。

国際病院の最高責任者の任にありますか

歳、すなわち白

年の長い年月が経ち、
私は

月４日には

それから
今年の

99
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10

ら、臨床の前線で患者を診察し、研修医

免許には国家試験もなく、医学士すなわ

私は昭和

95

16

ることが出来た。

72

12
72

寿を迎えることとなるわけである。医学

10

岩 崎

キスカ島からの生還

野戦病院

哲

昭和十八年、南方の日本軍はニューギ
ニア島のブナ、重要な軍事上の意味を持
っていたガダルカナル島が、飢餓とマラ

た。病院長は私ともう一人、田代軍医少
尉を呼び付け、二人に早急にキスカ行き
を命じた。
「三日後に出発のこと、但し輸
送船は危険だから三日の夜、海軍の潜水
艦に便乗せよ」とのことだった。
当日の夜、
潜水艦イ 号に二人で便乗
させてもらい、夜八時ごろ出港した。艦
は夜は浮上して全速で走り、昼間は一日
中潜行で走るという航行であった。昼間
の潜行中は、段々酸素の減少により息苦
しくなり、夜浮上した時に出入り口から
甲板に出て、空気を充分吸うという航行
だったが、その時の空気の旨さ、今でも
忘れられない。
幌莚を出港後五日後にキスカ湾に入港
したが、日が暮れるまで湾内に潜行、夜
の時間を見計らって、
イ 号は湾内に浮
上した。
野戦病院の下士官が二人を迎えに来て
くれた。その晩は守備隊本部の三角兵舎
（野戦用の宿舎で、土を深く掘って三角
の屋根をかぶせただけの兵舎）に泊り、

色々とキスカとアッツの戦況を聞かされ
た。
驚いた事に、陸軍の野戦病院は未だ開
設されていなくて、負傷兵は一応海軍の
医務室を借りて手術しているとのこと
（医務室といっても、防空壕内で狭い場
所であるが）
。翌日、昼間は敵機の襲撃が
あるので、日の暮れるのを待ち夜間にな
ってから下士官の案内で、陸軍野戦病院
の宿泊地へ連れて行って貰い、病院長に
到着の申告に行き、金子軍医少佐に会っ
た。大変喜んでくれた。
翌日の午後であった。我々の病院の壕
の上の丘の高射砲隊陣地が敵機の爆撃の
直撃を受け、敵機も我が高射砲の被弾に
より墜落したけれど、負傷が七人出て運
搬して来るとの通報が来た。衛生兵に手
術の準備をさせている内に担架で七人が
運ばれてきた。
将校が一人、大腿の骨折破片創で出血
も激しい。直ぐ手術台に乗せたが、他の
兵隊のうめき声もひどい。将校の大腿は
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リアの為、戦線は全滅状態となり、戦局
は次第に悪化していると言う情報が、野
戦病院本部に入って来ていた。
当時、私は北海守備隊野戦病院に軍医
中尉として配属されていた。米国の日本
軍に対する補給路妨害は厳しくアッツ、
キスカに対する軍事物資の補給は、殆ん
ど不能の状態であり、我々も北千島の
ほろむし ろ
幌 莚 島で、キスカへの出港を待機させ
られていた。
昭和十九年二月、「敵の爆撃による負傷
兵続出のため、外科の軍医二名、至急派
遣せよ」との命令が、守備隊本部から来

58

58

切断して断端の処理をしなければならな
い。切断の用意と命令を発したが、機械
出しの兵が「軍医殿、消毒が間に合いま
せん」と叫ぶ。
「そうか、クレゾール液につけて、ガー
ゼで拭いて出せ」と命じ、局部の消毒と
いっても、
ヨーチンをぶっかけるだけが、
駆血帯で絞らせ、切断刀で実施した。床
で担架に横になっている兵隊が呻き出し
た。「軍医殿腹から血が出て止まりません。
腹が膨って来ます」
私は心の中で、兵隊の開腹の方が先か
な、と思ったが、我々が教わった軍陣医
学では、将校を先に治療し戦意を弱退さ
せぬ事と教わった。差し当たり、衛生兵
に命じて止血剤と強心剤の注射をさせて
置いた。やがて切断術も終わり直ちにそ
の兵隊を手術台に乗せて開腹を実施しよ
うとしたら、
あまり靜になっていたので、
体をゆすって呼び起したら、やっと眼を
開き「軍医殿、母さんに一度会いたい」
と言うので、私が大声で「よく解ったぞ」

に言ってみた。
「守備隊三、〇〇〇名を無
と言ったが、腹部にメスを入れる前に絶
事に引き上げさせ、本土の防衛に増兵し
命した。
やっぱり間に合わなかった。残念だ、
た方が良いと思うけれど」
この兵隊を先に手術していたら、助かっ
彼はしばらく考えていたが「軍医殿の
たろうと思うと、医師として良心に恥じ
考えは分かりました。明日一応上告して
た。然し若い当時の私としては、やはり
見ましょう」と言って笑っていた。
軍人としての気持ちが先立ったのだろう。
それから約一週間後、大本営からキス
壕内の手術で忙しく、血のついた手で握
カ島の「ケ号作戦が発令になった」と野
飯を食った記憶もある。
戦病院本部に連絡が来た。私は心の中で
「シメタ」と思ったが、彼からは絶対口
戦史上、稀に見る奇跡の撤収作戦
外しないように念を押してきた。
北極圏の濃霧は凄く、五月、六月には
特に濃く、二〇メートル先がやっと見え
る位に立ち込める。注意しないと日本軍
艦同士の接触事故も起きていると聞いた。
「ケ号作戦」とは撤退の作戦である事が
後でわかった。果たせる哉、
「ケ号作戦」
は濃霧の立ち込める六月に予定されてい
た。キスカ島周辺は、敵のレーダー探知
機と空からの偵察機の厳戒は強化されて
いるし、海軍の陸上守備隊二、〇〇〇人
を加えた五、〇〇〇人の兵士が全部無事
アッツ島玉砕のあと、大本営はキスカ
島をどうする戦略なのだろう。まさか、
また玉砕を考えているのではあるまい。
私は部隊本部の参謀将校に直接会って聞
いてみた。彼曰く「そんな事は無いだろ
う。米軍の上陸作戦を迎え撃ち、多大の
損害を与える事を考え、北方の第五艦隊
に戦闘準備を下命しているらしい」と言
う。
それは結局、アッツの戦闘と同じでは
ないかと私は思った。それで私は更に彼
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があった。各隊は黙々と立ち上がり夜の
行軍をして、夫々の守備位置に着いた。
同じ事が三回実施され、やはり敵の警備
の厳重さを物語っていた。
六月二十日。正に天佑神助があった。
非常に濃い霧がキスカ湾内に立ち込めて
いた。海面に接していた霧の下に、艦隊
の勇姿が薄っすらと見えた。待機してい
た部隊は急にざわめき出した。十数隻の
大発ボートが、夫々番号札の立っている
海岸の砂浜に着いた。各隊は夫々の場所
で忽ち乗り込んだ。不思議と敵の空撃も
艦砲射撃も無い。
但し私が驚いた事件が目の前で起きた。
陸軍兵士の「武士の魂は小銃である」と
教育されたその魂を、兵士が全員大発ボ
ートから海へ投げ捨てた事である。兵科
の隊員はこの様に通知されていたのであ
ろう。私の想像していた惨状も何も起こ
らず、五、〇〇〇人の兵士が僅か三十分
以内に乗艦が終わった。
私が乗艦したのは、軽巡洋艦「木曽」
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に撤退する事は、常識的には約三〇％位
しか考えられない。
「ケ号作戦」は六月十
日と決定された。
北海守備隊と第五艦隊との、各艦に対
する陸上部隊の人員の割り振りが、艦隊
と守備隊の細かい無電により極めて細部
まで決められ、各部隊に通知されて来た
のには驚いた。

六月十日が来た。日が暮れるのを待っ
て、夜になってから、各部隊は続々と指
定されたキスカ湾の部署に黙々と待機し
た。予定の時刻になっても艦隊は入港し
て来なかった。約一時間経過したら、本
部から口伝えで、
「今晩は中止」との伝言

陸軍軍医中尉当時の筆者

港した。我々はその後、千島列島の守備
隊に編入され、昭和二十年八月十五日の
敗戦を迎えた。

がんの免疫療法が
奏功して延命
實

るために定期的に画像での追及を行なっ

たのだが、１年近く経って、右下肺葉に

怪しい病変が見つかった。肝臓を経由し

ない肺転移は１００例に１件位見つかる

のだそうだが、肺の病変も腺がんであっ

こうなると、いよいよ余命の期間につ

た。

いての覚悟が必要になってくる。それで

も友人の医師たちが自分の事のように心

私が大腸がんに罹患したのが今から

関節置換術と組み合わせて導入し、見事

外科医が腎臓がんの骨転移の病変の人工
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櫻 井

配してくれて、通り一遍ではない様々な

その時代から遡ること５年位であった

生体の不思議さについてはどんなに科

分かっているものの、或る程度証拠が揃

が、東北大学学長を務めた石田名香雄先

治療法のお勧めを頂戴することになった。

えばそれに頼ってみたくなるのは昔から

生が各地で講演して歩いたとされるＬＡ

学が発達しても解明されない謎が山積し

変 わらぬ願 望で あろう。 今流 行りの

）療法
Ｋ（ Lymphokine Activated Killer
については、私が現役時代に仙台と塩釜

免疫療法もその一つであった。

evidence-based medicineと云う言葉
で誇張するまでもなく昔から変わらぬ人

の医師会の要請を受けて、 歳代の或る

ている、医学も万能でないことは十分に

間の心情であろう。
セ

にそれ以降の転移巣を食い止めた経験を

歳の時であった。凡そ

ンチ直腸を切除されてから化学療法を受

持っていた。今でもそのドクターは健在

年前の

けながら、型の如く転移巣の有無を調べ

62

であった。第五艦隊の編成は軽巡洋艦三
隻と駆逐艦五隻であり、それに陸軍兵士
が全部無事に乗り込んだ。これは正に天
佑神助による奇跡としか言い様が無い。
艦隊は敵の電探をごまかす為に、島を一
回りしてから全速で南へ下った。 ノッ
トの速度が出ていて、甲板に出ると速風
で吹き飛ばされそうであった。
私がこの作戦実行には、勿論敵機の銃
撃、爆弾による負傷兵続出で、私が次々
と手当てする事を想像していたので、こ
のスムースな撤退作戦は本当に嬉しかっ
た。
米軍は誰もいなくなったキスカ島を、
二～三日後、爆撃と艦砲射撃により上陸
したとの事、ニュースで入ってきた。第
五艦隊は三日後に千島の幌莚港に無事入
キスカ島戦線の「苦しみと
喜び」をお伝え致しました。
私は本年九十三歳になりま
した。

60
20

16

18

化することが想定される。
どこまで実証されているか、かなり怪

で、盆暮れにご挨拶を頂いている。
そのＬＡＫ療法を私が受けることにな
しいが、雑学の一端の話では落語などを
聴いて笑いこけるとＮＫ細胞が増えるの

ろうとは思ってもみなかった。しかし初
期の臨床治験の時代も進んで、２００

表紙の言葉

（東京都調布市）

竹腰 昌明

未分化の胚葉から細胞が分化して、

いる関係で、ここを基点になんどか

イタリアは好きな場所で、家内の
従姉妹がスイスのルガーノに住んで

タオルミーナの漁船

夫々機能の分離した器官を構成していく

訪れたがシチリアは初めてであった。

だそうだ。

を数日
すれば、いわゆる Natural Killer
の培養で４～５倍に増加させることが出

謎の解明と再生医療の開発は今真っ盛り

２で活性化

来る。それを分離して自分の体に点滴注

年余に亘って月１回ずつ治療を受けるこ

私の場合、肺の転移巣切除の手術後、

抗してジェンナーが思いついたとされた

人類が体験した多くの伝染病とそれに対

にあるように思われる。太古の時代から

化細胞の分裂と増殖は似たような路線上

正常の細胞分裂や組織の増殖と、未分

がただずんでいる。紺碧の海に浮か

しえのロマンを伝えるギリシャ劇場

・ベッラ」が浮かび、高台にはいに

ーンに輝く海には「麗しき島イソラ

エトナ山が望める。エメラルドグリ

高級リゾートといわれ、紺碧の海と

タオルミーナはイタリアきっての

の話題になっている。

と によって ＮＫ 細胞のパ ーセ ントが

免疫療法の嚆矢は癌治療にもその原理が

ぶ極彩色の船と陰影に写欲をそそら

られた。序でながらビールス性の感冒に

％から

ある。

％台まで増加する結果が得

適応されるのではないかと思ったりして

れ、数枚シャッターを切らされた１

（東北大学名誉教授、整形外科）

に感謝している毎日である。

年前の闘病体験から脱却出来た事

いる。

も一切罹患しない体質になってきた。
ＮＫ細胞は体外から入り込む異種蛋白
を非活性化すると云われているＴ細胞で
あるが、考えてみれば生体内で異種蛋白
を産生するであろう悪性腫瘍はこの細胞

（第

回医家写真展出品作品）

を届ける猟師は幸福であると思った。

と。世界の観光客に喜ばれる海の幸

枚である。聞いてみれば漁船とのこ

配されることなく安定した治療が可能で

射で投与することによって、副作用も心

の自己血の採取を受けて

ml

が作り出す活性物質の働きによって不動

40

70
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15

20

診療風々録
――喜怒哀楽の情景

村 山 正 則

である。

ろ姿に、底知れぬ人生の余熱を感じるの

すら頑固にわが道をつづけるＫさんの後

んの年齢のふさわしさを見せるが、ひた

…と判っていても止められない。
ＩＴ化、

ろうが、それが人類の破滅につながる…

る。その進歩を止めることは出来ないだ

簡便を要求する。頭脳が文明を発展させ

車社会、遺伝子操作、殺人武器の数々…

「老人検診？ イヤダネ、そんなもの」

自信の失われる思いだ。

健康法があまりにも説得力がないようで

と、医者の言うもっともらしい長寿法、

ぎてこの若々しさと逞しさを目前にする

の限りをつくして来た人だが、八十を過

酒。煙草は今も口から離さない。不摂生

大工職人として現役時代は夜更かし、深

Ｋさんは八十八歳。
小柄だが元気一色。

である。そのどれもが目と指先の感覚が

縫合こそが、外科医の技の振るいどころ

合技術……。多彩な「技」を求められる

合、血管吻合、腱縫合、皮膚損傷への縫

部分は縫合処理に費やされる。消化器吻

られている。外科手術のエネルギーの大

芸術家のように技巧的メスさばきを求め

対処し、精神科医より深層心理を探り、

されてしまって、小児科医よりも繊細に

い文句であった。今日の外科学は細分化

「豪快」とはかつての外科医にふさわし

いう名前だったかナ……あの人」――

ますかァ――主人の名前？ ハテ、何て

「そう言われてみると、もう五年になり

ん、いつもお元気そうで……」
。

「ご主人が亡くなられて五年。おばァさ

浮かぶこの頃。

というＡ・Ｊ・トインビーの言葉が思い

“文明は分化を破壊しながら発展する”

あるのじゃないか。

…人間が生きる上でその限度を超えつつ

……と素気ない。釣りが唯一の生き甲斐

「怒」―文明と文化

で、汐焼けの顔に逞しく生きてきた年輪

頼り――という手仕事。それが外科医に

「喜」―人生の余熱

を見せている 。釣りの獲物を手に「先

代わってロボットが手術をする……なん

う判ります。……墓掃除が日課のこの頃

「――家内に先立たれてありがた味がよ

変ですね……」
。

「先日は奥さんの三回忌――お独りで大

そうかと思うと、

「哀」―解放と孤独

生！ 元気かネ」……と、こちらの言う

――文明というものは、快適、便利、

い。

文句をあちらから言い乍ら私の前に坐り、 て。そんな日の絶対にないことを信じた
「ドッコイショ」と立ち上がる姿にＫさ

世間話をして帰ってゆく。
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です」
こんな会話に接する度に考えさせられ
・ ・ ・
る。――老いた男やもめがいつまでも覚
えているのが亡妻の名前。未亡人になっ
た老女が真っ先に忘れるのが、亡くなっ
た亭主の名前――という俗説は、どうも
真実のようだ。
ところで、六十五歳になるとこの国で
は「高齢者」の称号が与えられる。七十
四歳までが前期高齢者、七十五歳を過ぎ

小さな指を包むようにして入ってきた。

「どうしたの？」
・ ・ ・ ・ ・
「ハサマレタノ」

が進むと、八十過ぎれば「末期高齢者」
。

来ていた幼稚園児の男の子が私の顔を見

窓を閉めると、祖母さんの診療に従いて

ると後期高齢者と称される。こんな分類

「おやおや、何にはさまれたの？」
・ ・ ・
「オニイチャンのオクチ」
お菓子を取り合って
いてお兄ちゃんの歯に
噛まれたらしい。

――なるほど、こん

診察室の窓の隙間か

な表現もあるんだな。

ら木枯らしの冷たい風

が吹き込んできた。

九十以上は「終末期高齢者」と称される

看護師さんが急いで

のであろうか。この国には昔から「お年
寄り」という美しいやさしい日本語があ

（カットはいずれも筆者）

ナント、
うまいことを言うではないか。

て言った。
・ ・ ・ ・
「カゼサンも外が寒いからお部屋の中に
入りたいんだ」――
ったではないか。
「楽」―表現の妙
外来に五歳の女の子が母親に連れられ、
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私の「太宰治研究の母胎」
――――医家芸術と私

浅 田 高 明
私が医家芸術クラブへ初めて入会した

五回の文芸特集号へのやや長文の原稿を

含めて、合計二十回の投稿を載せていた

年間、

活字になるまで、ほぼ一年半から二年近

だいて、一旦、退会した。昨年夏季号よ

は、全国から多くの原稿が集まっていつ

くまで待たされることが多かった。その

り再入会、早速、年末の文芸特集号へも

も満杯状態らしく、大抵は送稿してから

点、こちらの「医家芸術」誌は、駄文に

一文を載せてもらい、お世話になってい

と言うのは、その年八月一日発

とになったと伺い、通巻三一二号に初投

今回、本誌が通巻六〇〇号を迎えるこ

る次第である。

もかかわらず、入会後、その殆どが日を

行の「医家芸術」第二十七巻第八

稿して以来の私としても、この二十七年

のは、昭和五十八年の夏だった。

号（通巻三一二号）へ入会の挨拶

間の時の流れの速さに、只々、驚き、感

「医家芸術」
誌は、
今までの私にとって、

慨ひとしお深いものがある。

尾崎一雄氏』
（写真下＝編集部注・

太宰治研究を健やかに育て導いてくれた

《こんにちは・ひとこと》を書い

掲載誌では見出しが墓銘碑と誤っ

大切な母胎であり、掛け替えのない拠り

た上、拙稿『墓碑銘―今官一氏と

ていました）を載せてもらってい

宰関連の文章である。

稿の内訳をみても、その十八回までが太

しろ的な存在でもあった。二十回文の投

昭和四〇年代中頃から、折にま

るからである。
かせて少しずつ進めていた作家・

頭書の今、尾崎両氏の太宰にかかわる

主治医であり高名な精神医学者、かつ詩

おかずして直ぐ載せていただけるのは、

人でもあった中野嘉一氏とも懇意にして

太宰治の人と文学の主として実証的調査

爾来、平成十二年の年末号、第四十四

想い出は勿論だが、彼の麻薬依存症時の
日巻十二号（通巻五二〇号）までの十七

とても有難く嬉しかった。

本医事新報」誌のメディカル・エッセイ

研究の成果を、それまで私は、時々、
「日
欄へ投稿していたが、如何せんその欄に
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ご好意により、互いの著書の書評・新刊

の本誌通巻三七二号で、当時の編集子の

いただいていた私は、昭和六十三年八月
ていた。

人となって荒れ果てるがままに放置され

宅は、住人の俳人・林周平氏死去後は無

も、名声や作品は永久に讃え伝えられ、

てゆくのは世の常、時の習いではあって

はみな、朽ち崩れ、衰え廃れ、消え失せ

語り継がれてゆく格好の譬えなのであろ

の全国的展開のお願いも平成五年八月の

運動に関する小田原市への嘆願署名運動

庄助日誌」をモデルにした太宰作品『パ

クでもある「孔舎衙健康道場」と「木村

く登場させていただいた私のライフワー

又、この「医家芸術」誌上へ何度とな

太宰文学上に意義深く、文化財的価値

本誌通巻四三二号へ載せて頂いた。しか

ンドラの匣』（写真㊤はロードショーのポ

紹介を同じ見開き二ページに掲載させて
伊豆・下曽我の尾崎氏宅を訪ねた同

し地主と小田原市の話し合いが、中々進

スター）も、昨年、生誕百周年記念行事

う。

じ日、氏の紹介で太宰の名作『斜陽』の

まないうちに、

の一つとして映画化され、現在はそのＤ

も頗る高いこの家屋の補修、保存・維持

モデルであった近くの「雄山荘」を見学

昨年の暮れ、失

もらったのも忘れ難い想い出である。

取材したが、この支那風作りの純和風邸

火から全焼して

である。時あた

返す返すも残念

人女優賞を受賞したのも私には嬉しいニ

春初め、二〇〇九年度キネマ旬報社の新

演した芥川賞作家・川上未映子さんは今

作品中の看護師長・竹さんに扮して好

ＶＤも発売されている。

かも太宰治生誕

しまったのは、

百周年があと数

文学、芸術のもたらす限りない幸いと

ュースであった。
する師走二十六

楽しみ、憩いと安らぎの感をしみじみ味

日で終わろうと
日の明け方の出

わっているこの頃である。
所詮、人や物

来事だった。
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医者が患者になると
（その２）

は覚えているのだろうよ」

り、彼は人間の潜在意識にある抑圧され

のフロイド（１８５６～１９３９）であ

実は私、偶然にＰＳＡ検査で異常値、

「眠りの深浅は、ノンレム睡眠に分類さ

組織で未熟度最悪、直ちに前立腺全摘、

た性欲衝動が夢という表現方法で現わさ

だろう。しかし「夢が無い」とか「夢を

以後、ゴセレリン系ホルモン剤を継続注

れるが、夢を分ける話は聞かないな」

持て」などと、アンビション、アンビシ

れると言う。

ャスと同義的に扱われもするようだが、

射、しかも後期高齢者。そういわれてみ

「うなされる夢」確かに潜在意識の発露

但し条件がある。

ると術後は、性欲に関係する夢など経験

上 田 正 昭

「健全なる精神は健全なる身体に宿る」

した記憶がなく、当然なことだろうと納

きのう

きなり女房が金切り声を出す。

（ローマの詩人ユウェナリス）

朝、寝惚け眼で居間へ顔を出すと、い

「あなた、昨日何か嫌なことがあったの
ですか！」

「えっ、何んでだ」

得していて、さばさばした日々を過ごし

ている次第。

いきなり話が飛び『医芸』夏季号、２

よく宴会などで泥酔した夜の夢の中、
も、どの便器の蓋も開かないで狼狽して

０１０年７月発行に、私も「医者が患者

あっちこっちのトイレを次々覗き回って

きだそうと、肩を揺すったのですが、ム

いる自分、そんな夢を度々見る。勿論尿

になると」といった拙文を掲載、そして

「だって、昨夜の夜中、突然大声を出し

ニャムニャと言って寝入られてしまわれ

意に外ならない。

て、怒鳴り出したので」
「何があったか聞

たもので」

「一般的に言われているのは、朝方は眠

ないのかな」「夢って、
そんなものだろう」

どは忘れ、記憶に残っている方が稀では

「恐らく毎晩夢を見てるだろうが、殆ん

入らないこともなかったし」

ところで夢研究の第一人者は心理学者

その日の体調に左右されるに違いない。

覚』とあり、当然良夢も悪夢もあって、

『睡眠中にもつ非現実的な錯覚または幻

を調べることなどないだろう。

辞苑』で『夢』といった辞を繙き、定義

恐らく殆んどの人達、
わざわざ辞書
『広

みる。
ちょっと前号の復習になりますが、長
寿は素晴らしい、しかし人間のＤＮＡも
くたび
草臥れてきて、正常でない細胞分裂、異

れたもので、厚かましくも続きを語って

としての喜びや悲しみ』の延長募集とさ

秋季号（９月）でも、身近な特集『医者

「いやァ、全く覚えが無いな、特別気に

りも浅いし、目覚めも近いから、朝の夢

- 12 -

常生成を来たし、私の場合、前立腺癌、
膀胱癌、更に今年の正月には胆石に伴う
胆嚢炎で胆摘と続く。

潜在意識というより、本能的にＳＥＸの

日頃性的に抑圧されているかは別問題、

ン技師だと分かっている。不思議なこと

問題から離れられないようだ。フロイド

矛盾だが若い男女はナースとレントゲ
に翌日再び現れた。声を掛けたら又出て

に勝ちを譲る。

今年の正月上旬、快晴の日が続き、病

いく。奇妙な幻覚だ。
どうやら高齢者の手術によるダメージ

元々私は不眠症で眠剤を習慣的に使用
しているもので、術後、当直医に依頼し

床から眺めた外の景色、底が抜けたよう

されたが、なぜか私の病室に異変が起き

翌日愚妻から昨夜の騒動の経緯を聞か

といって片付けるに抵抗がある。紛れも

見えるとなると、尋常でなく、単に悪夢

幻視の翌日再度出現、しかし覚醒しても

用、幻覚、つまり夢なのだろうが、その

女の抱擁像なくて、二度と夢にも現れな

石酸塩剤に変更、以後残念ながら若い男

変わらず眠剤を服用、但しゾルビデの酒

幸い後遺症といった弊害もなく、相も

す。

学校の先生になるよう望んでいたからで

長男である私に父親の後を継いで村の小

った事と、
当時すでに家運が傾いており、

いました。それは私の身体が非常に弱か

になる事を大変嫌い、又其の事を恐れて

然し父母は将来自分の子供が
「絵描き」

変好きでした。

子どもの頃より、私は絵を描く事が大

（一）絵を禁じられた少年時代

唐 澤 信 安

絵と共に生きた開業医

な真青な空、ほっと息を衝いたものだ。

にも弱くなり、薬剤に対する反応、副作

は本人の想像以上に強烈、つまり体力の

勿論本人は麻酔同様無意識状態、どう

用、眠剤における幻覚が生じ、とんでも

消耗が若い時より著しく、当然ストレス

やら眠剤の副作用、突然錯乱、術創の痛

ない体験をしたので、参考までに述べて

たところ、点滴に流され、直ぐ入眠した

みなど物かは暴れ出し、点滴を抜くは、
みる。

らしい。

シーツも寝間着も血だらけ、大分看護師

ているのだ。前号記述の通り全く見たこ

ない事実。

今回間違いなく注射による眠剤の副作

とも、出会ったこともない若い男女が病

に迷惑を掛けたようだった。

室の入口、
カーテン越しに抱擁しながら、

何んら害はないものの、いらいらする

い。

ぼそぼそと喋っている。うるさいという

ので「出て行け！」と怒鳴ったら、そっ

より、煩わしい限り。

と消える。
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菓子より絵が大好き」と地方版に大きく

者の目に留まり、「絵の天才児現わる」「お

が、たまたま毎日新聞福山支局の新聞記

た。それは小学校入学前、私の描いた絵

は、小学校に通うと益々厳しくなりまし

親達の絵を私が描くことに対する姿勢

出動させられました。

所に飛行機の部品や、高射砲弾を造りに

令が下り、中学三年生になると町の鉄工

毎日のように軍事教練があり、学徒動員

しくなり、農家への手伝いから始まり、

もらいました。太平洋戦争は日増しに激

らない事」が約束で、やっと進学させて

学付属病院に一年間入院という運命を勧

るように……」との診断を受け、又々大

ン写真で陰影の異常を指摘され、治療す

が、卒業前に大学より「胸部のレントゲ

も絵を描く気持ちにはなれませんでした

医学部に入っても生活は苦しく、とて

色々指導を頂く機会を得ました）
。

記事となって取り上げられた事件があっ

入院中、暇をもてあましている時に、

私は全く絵の世界から遠い所で深夜迄、 告されました。
毎日麦飯一個のおにぎりで、空腹に耐え

てからです。
昭和十年頃の日本の画家達の生計は大

て当時のお金で五百円はたいてパレット

絵を描いてみたくなり、その人に依頼し

美人看護婦さんに出会いました。今一度

林武画伯の画塾に昼間通い、夜勤専門の

変苦しかったようで、それを知っている

に関しては一切「図画」
（当時は美術の時

ると同時に、仲間の教師達に依頼して私

小学校教師の父は、村の小学校に入学す

と筆２本、絵の具５本、溶き油少々、そ

れにキャンバスは買えないので、板を購

和二十五年頃、志を立て直して親友の某

世の中が敗戦の混乱より立ち直り、昭

それも入院中の身で大学祭にそっと出

（二）初めての油絵

て働き続けました。
やがて終戦の頃には、私の身体は「栄
おろ
養失調症」となり、絵を描く事は疎か、
勉強を続けることさえ全く無理な身体と
なっていました。

間をそのように表現していました）の時
間は六年間、まるで指導に当たらせず、
それでも暇を見つけては「講談社の絵

君と二人で東京を目指し、画家でなく弱

品してみた所、顧問の太平洋美術会員の

郷の山河」と「自画像」でした。

そこで、魂を傾注して描いたのが「故

本」を相手に兵隊画を模写したり、当時

かった己の病弱体質を治すべく医学の道

某先生の目に留まり、間接的に友人より

入して来て戴きました。

子供達の憧れであった田川水泡先生の

に進み、医学部の学生となりました（そ

絵を描くよう勧められました。

誠に子供心に残念な日々を過ごしました。

「のらくろ」の漫画も随分沢山描いてみ

の間、高橋禎一先生、亀沢シズエ先生に

旧制中学に入学する時は「美術部に入

ました。
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然し、石膏デッサンの経験もない私に
古武士の風格を備え、大学で教壇に立ち

くなられた萩野昭三先生などそうそうた

郎先生、管楽器の鈴木黄先生、先ほど亡

当時、音楽部には大学の先輩の小林勝

ルで弾かせて貰った。

もとても比較にならない程劣等で、本格

乍ら故郷の熊本城や、残雪の阿蘇山の雄

る、かつ少々小うるさい先輩が揃ってお

先生は歌人の宇野東風先生のご子息で、

リエにお邪魔する生活が始まりました。

的に絵の勉強をする気にもなれず、絵に

姿を描き、日展や光風会に出品されて居

は、美術部の学生さん達とか構図の上で

失望しながら大学を卒業しました。そし

歳近

られた。年齢は私より

年多少と

的画家の道を歩み始めました。長年の夢

バイオリンのソロ演奏をさせてもらって

ぎれはあったが、毎年乏しい腕を顧みず

く上だったと思う。
それから

歳から

られました。

がやっと叶いはじめ、私も一水会や日展

いる。今は家族会員の歯科医の娘がピア

その内、宇野先生の門人を許され本格

てインターン生となり、再び絵とは無縁

に出品するようになり、医家芸術のお世

の多忙な医師修業の道が始まりました。

その後、専門の画家の先生方と交流を

回の発刊、
退

時間がかかり忘れたころに自分の文が出

当時は執筆者が多かったのか、掲載まで

屈まぎれにつまらない随筆を毎号書いた。

雑誌はつい最近まで年

ノ伴奏を受け持つ。

絵を楽しんでいます。

「医家芸術」と

た。隔月発行になってからと思うが、６

年前当時の定宿帝国ホテルに泊まり、時
奏したくなった。
「医家芸術」の事は前か

思い出し連載で「東京今昔」
、次いで戦時

堂のあたりを散歩し、東京の子供の頃を

連れてこられた日比谷公園、日比谷公会

間があったので麻布にいた子供の頃よく
ら知っていた。早速入会し、音大出のピ

中無理やり学童強制疎開で生まれてから

年、ステージでバイオリンを独

中 村 雄 彦

年

話になり乍ら、現在は水彩画に移行して

（三）私の尊敬する画家宇野千里先生

30

アニストの伴奏でモーツアルトのＫ３０
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26

10

12
１のソナタ全楽章を東京文化会館小ホー

昭和

26

深め親しくご指導を得て、再び筆を持つ
ことが、始まりました。
今から五十年も前、世田谷の一角、深
沢の緑の街で小さな医院を開業しました
ちさと
時、偶然、宇野千里先生のお宅とアトリ
エが隣にありました。先生は熊本大学の
美術の教授で、八十号のキャンバスに向
かってご郷里「熊本城の開かずの門」を
精魂込めて重厚な作風の筆を重ねて居ら
れる姿に接することとなりました。
以来、
本物の画家の生活に接し、胸が高鳴る思
いで往診の暇を見つけては、頻繁にアト

59

年過ごした東京から撤退させられ、
大

る。遠隔地からの患者さんも多く、東京

術論文執筆もこなす。四半世紀を越すお

や大阪から来る方もいる。学会発表、学
俳句は子供の時正岡子規を読んで作っ

付き合いだが、今後もこれまで同様「医

いものは医師会関係の雑誌などに書く。

しを「新潟の家」として書き、次いでさ

てみたが俳句とはいえない。 年ほど前

いなる田舎、新潟市の母の実家での暮ら
らに不本意ながら皮膚科部長として新潟

家芸術」とともに歩んでいくつもりであ

ある日、近くに住む女性がわが家を訪

穂 苅 正 臣

たくましい女性

雪明り百人の人診終えたり

ＮＨＫの俳句講座をみていたら自然に数

中田教授からは脳外科の講義を受けただ

労災病院に就職し、やむなく開業、結局

け、俳句の教えを請うた事はない。その

る。

外国はこれまでミュンヘン大学皮膚科

後も全くの独習、句会吟行は無縁、気の

句できた。私のいた大学は高野素十、中

に留学し、ヨーロッパを中心に毎年２，

赴くままの自然体、自然に口を衝いて出

田瑞穂という超一流の俳人がおられたが、

３回出向いた。ルツエルン、ベローナ、

るに任せる。 年前から欠かさず「医家

定住した上越市の現在の生活を中心に

ザルツブルク音楽祭、
ミラノ、
ウイーン、

芸術」に投句は続けている。年に２、３

回を超すクラシ

山菜をお土産に持ってきてくれた。春の

ねてきた。私と同郷の産まれの彼女は、

匂いのする山菜であった。これは彼女と

０句はできる。
「医家芸術」から「新年１
こんなわけでこれまでの人生、俳諧同

ック・コンサートを聴いた。著名な美術

様無理せず全くの自然体、好きなことだ

久方ぶりに帰郷したとのことで、沢山の

ローマ、パリ、ベルリンなどは何日居て

０句」を依頼されたことがある。

も飽きない。語学は高校から趣味にして

の為かこれまで名のつく病気は全くせず、

の二度目の出会いであった。

は言葉に困らない。

薬中の薬は全くない。

ある。彼女と知り合いになったきっかけ

近くで、わが家から歩いて五分くらいで

年間休まず診療を続けている。
現在服
今も一日１００人を超す来診者を診療す

帰国後忘れないうちに、旅行記を医芸
に書かせて頂く、つい筆が走り、字数が

40

超過して編集部に迷惑をおかけする。長

彼女の家は、私と同年輩の知人夫婦の

け、力まず好きなようにやってきた。そ

パの主な劇場だけで

ベニスなど一流劇場は総なめ、ヨーロッ

「開業ＡＢＣ」を連続執筆中である。

20

館は殆どいった。滞在先は主に首都圏、

20

いるので、ドイツ、イタリア、フランス

50
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10

は、あるとき私の故郷の物産展があり、
その同年輩の夫婦を誘って出かけた。帰
宅後、その夫婦が、今日、私に誘われて
物産展に行った旨を彼女に云い、私が新
潟県糸魚川の生まれだとも話したのだっ
それを聞いたとき彼女は、自分の生ま

た。
れ故郷も同じところだし、自分の母親と
私の母親とが女学校時代の同級生ではな
いか、と何故か思ったのだそうだ。
こんなわけで、それを確かめるため、
私と彼女はその夫婦の家で逢うことにな

ことに驚いた。彼女の実家は、今は市町
村合併で糸魚川市になったが、日本海の
の う
海岸べりにある景色の美しい「能生」に
ある。大変なお金持ちの家であったらし
く、母親の遺産相続では税務署が財産見
積もりをしきれかった、という話を聞い
たことがある。何しろ江戸時代には「北
前船の交易」に関係していたとかで、高
価な書画骨董を沢山所蔵するこの地方の
豪商であったらしい。
気候が良い穏やかな連休直前の午後で

という質問に、

「毎日、何をしているのですか」

「毎日がけっこう忙しいですよ」

と答えていた。また、近くのスポーツク

ラブで毎日五百メートルは泳いでいると

いう。どれぐらい続けているかと訊ねる
と、

「もう八年間、続けています」

つづけて「毎日泳いでいるからスポー

ツクラブの年会費の二十三万円は一回当

たりに直すと安いものだ」と言い、おか

げで友達も沢山できたと嬉しそうに言っ

ていたせいか、
話もあまり弾まなかった。

たちの初対面でもあり、お互いに緊張し

母親も写っていたのである。この時が私

写真を持ってきた。すると、そこに私の

彼女は女学生時代の母親が写っている

バイクは小さな道でも入ることが出来る

出するのが楽しみだ、と話した。また、

バイクだそうで、子供と一緒に方々に遠

あり高齢？でもある彼女の趣味の一つが

またがってやって来たのである。女性で

われるが、皮のズボンをはき、バイクに

って教えていたそうだが、教えるのは何

のだそうだ。最近まで三味線の弟子を取

に来てから「三味線の名取り」になった

を自然に覚えた、と語った。後日、東京

たびたび彼女に付いて行ったので三味線

巡る
「髪結いさん」
が近所に住んでいた。

彼女が子供の頃、芸者さんのところを

た。

だが今回は、家内がわが家の庭に咲い

し、駐車に場所が取らないのが便利だ、

あった。彼女は七十歳を越していると思

た自慢のバラの花を見せたくて自宅に上

とも言った。
故か女性よりも男性がいいのだそうだ。
顔つやもよくて若々しい彼女であるが、 その理由までは話さなかった。

ったのであった。

がってもらったので話が弾んだ。
同郷の人がこんなに近くに住んでいた
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音符のない三味線は、教えるにもして
東京に来てからも広い家に住んでいた

った、とも語った。
が、結婚して現在の家に住むようになっ

小唄を歌いながらになるので歌を知らな
ければならないと言い、都都逸の「梅は

てその狭さに驚いたという。今は子供も

年７月

浦 河

平成

御園生

潤

日、 年ぶりに母方

負けず嫌いであろうと思われたのは、

なっていたので、
列車での訪問となると、

後は、訊ねる際あまり鉄道を利用しなく

の故郷である浦河町を訪ねた。大学卒業

夫婦であるパーテーに出席したおり、自

おそらく

年ぶり、
ＪＲ移行後初めての

分がダンスを踊れないため恥をかき、そ

ことになる。

和洋、どちらもこなせるらしいこの女

当日は「曇時々晴」の予報で、実現の運

かなか訪問日を決定できないでいたが、

この７月は北海道の天候も不順で、な

性の活躍には目をみはらされるものがあ

びとなった。

大変なお金持ちであるらしい。子供は二

ぎ先はこのあたりの八雲・深沢地区では

それ以上は語らなかった。ただ彼女の嫁

近くの人達とも交際しており、人々をよ

なるわれわれ夫婦だが、彼女はわが家の

今のところに住んで三十五年以上にも

誘導塔もカラフルで印象的だった。 分

新千歳空港の滑走路ライトが煌々と光り、

２号」
（函館行）を利用した。曇天の中、

に出発した日高本線上り列車が１版ホー

ムに到着した。３両編成のうち様似方１

という思いが募った午後の一時であった。 両のみが折り返しの普通列車となる。車

たくましい昭和生まれの女性を見た、

で苫小牧着。その７分後、静内を朝一番

往路は苫小牧まで特急「スーパー北斗

った。

が語ったときである。

の後一生懸命にダンスを習った、と彼女

広さになった、と云っていた。

結婚して夫婦二人になり、ちょうど良い

桜か―――」を口ずさんだりした。
今はもう自ら三味線を弾くこともなく
なったが、遠くから聞こえてくる三味線
の音には、なんともいえない情緒を感じ
るとも言った。
しんない
国立劇場でおこなわれる「 新 内 」の
招待券を差し上げたい、と家内が云った
ところ、その日は偶々池上のお寺で物売
りのボランチアがあってだめだという。
忙しい女性である。
ご主人との結婚のなりそめを聞いたと

14

く知っているのに驚かされた。

ころ、「友達に紹介された」 とだけ語り、

16

人だけだが、
ご主人の兄弟が八人もおり、
義母が健在の頃には、兄弟やその子供が
時々集まり、部屋を三つぶち抜いて会食
をしたという。食物は各自の持ち寄りだ

41
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22

23

ロは２０３・６キロ。日高本線の旅を満

浦河町には、私の母方の実家がある。

喫できた。

山中から再び海沿いに出て日高三石、そ

父方の親戚関係の折り合いが悪く幼少期

をくぐるが、このあたりに至って私の胸

して再び山側へ回るといった景観が味わ

から母に連れられ、あるいは単身で、休

の鼓動は高鳴り目頭が熱くなってきた。

定刻８時３分に発車。日高本線は車窓

えるところで、山沿いの区間ではこじん

校期間中などにこの街の親類の家に滞在

両切り離しと車内清掃作業後に乗車、他

風景の変化が大きく、鉄道ファンに人気

まりとした水田、そして牧場とサラブレ

に登山者風の乗客が数名乗った。

の外塗装は
ッドの姿が多く見られた。

◇

青／白にピンクのストライブと私好みの

がある。
また走行するキハ
色で、この路線の景観にマッチしている

実に浦河に近づいてゆく。向別（むこう

荻伏（おぎふし）
、絵笛（えふえ）と、確

影響が非常に大きかったと考えられる。

年齢になって洞察すると、父方の祖母の

当時の親戚関係悪化の一因は、今この

していた。札幌の家の居心地がよほど悪

鵡川までは広大な勇払（ゆうふつ）原

べつ）トンネルを抜け、浦河町の堺町の

蓬栄（ほうえい）
、本桐（ほんきり）
、

野を疾走、その先は太平洋岸を進み、富

風景が現れてきた。向別川橋梁を渡って

と思う。

川（とみかわ）あたりからは牧場に放た

岸浸食により線路が付け替え
（切り替え）

（きよはた）～厚賀（あつが）間は、海

跨線橋は連絡通路として現在も利用され

廃止され、
こじんまりとしてしまったが、

浦河に定刻着。この駅も列車交換設備が

というか、また逆に「当然の結果」とも

想に反して」というか「期待に反して」

３名の子育てを終えた祖母だったが、「予

学歴至上主義とかなり偏在した価値観で、

かったのだろう。

れたサラブレッドの姿も楽しめる。清畠

られた。
苦労の大きかった区間でもある。

ており、私の幼少期の様々な思い出が蘇

れ、みじめな晩年を過ごした。我が家の

言えようか、３名の子どもたちに排斥さ

木造駅舎を訪ねる旅がブームと聞くが、

浦河を発車すると列車は上り勾配にか

日高本線にもそうした駅舎が目についた。 ってきた。
苫小牧から１時間半で静内着、 分停

年間を細々と暮らす生

かり、浦河トンネルを抜け築堤の上を行

活を余儀なくされ、旅立っていった。

頭の整理ができぬまま思春期を迎え、不

札幌の生活環境に非常な矛盾を感じ、

片隅で最後の
く。浦河の街並みを眺めながら列車は進
59

車する。次の東静内を過ぎると、列車は
山沿いの風景を味合わせてくれるように

分に東町（ひがしちょう）

み、

10

着。ここで下車した。札幌からの営業キ

時

なる。春立（はるたち）まで小さな４つ
のトンネル（第１～第４春立トンネル）

10

17
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40

を図っていた私に対して、人々はいつも

安・苦悩をかかえて浦河の街へ現実逃避
浦河町の基幹病院の前で一礼して、帰路

な交流を願いつつ、友人医師が勤務する

る。ハケも筆も、英語は「ｂｒｕｓｈ」
。

うにと、外国に来てまで漢字に頭をひね

「詩」や「死」もあり、無礼にならぬよ

筆で名前を書き、篆刻でもあれば、まる

についた。
…………………………………………

極めて寛大、
鷹揚な姿勢で迎えてくれた。
こうした状況の中、日常生活を営む上

で日本の命名式のようで、珍しい光景に

隅 坂 修 身

ペンネームにしたのが
「舞黒」
であった。

た、マサイ族のダンスもぴったりだと、

舞うのであればこの上なし。ケニアで見

「舞」と黒字の「黒」を合わせ、黒字に

「毎苦労砂
ロ サ-ージェリー」を漢字で、
砂利」では長くてイメージが暗い。手の

さて、顕微鏡を使っての手術「マイク

映るらしい。

北海道医療新聞社のご好意により転載

ペンネーム

米子あれこれ

させていただきました。

で不可欠な社会性の能力の獲得は、同世
代の仲間たちからみて遅れをとってしま
ったが、 歳を迎え過去の反省材料をも
とに人生の軌道修正を図る時期に入って
きている。どこまで修正可能か全く未知
数であるが、これからの私の課題と考え
親戚関係のいざこざ、またそれに起因

ている。
すると思われるもろもろの影響等は、と

（４月７日）

一昔前の「安かろう、悪かろう」が、

米子空港の滑走路が２５００メートル

今では「安ければ安いほど良かろうが、

もすると「臭いものには蓋」と葬り去ら

何が悪い」と開き直っている商品に、一

と延長になり、海外へのチャーター便も
日本文字で書いてくれと頼まれることが

抹の不安すら抱かないで、飛び付くので

れるものであるが、今回の浦河訪問で周

ある。
かなは簡単だが、
彼らには珍しい、

あれば、あなたは、疑いも無く、心の生

きょろきょろ

表意文字の漢字に興味があるようだ。電

活習慣病だ！

増えるだろう。訪れた国の人の名前を、

かつての日高本線の主役であった「急

あるのだと見せれば、畏敬の念で、目を

度も札幌との間を往復したものだったが、 子辞書で、該当する漢字がこんなに沢山

行えりも」に乗り、いろいろな心情で何

丸くする。例えば、
「し」の音に対して、

囲と思う存分語り合えたのが収穫であっ

現在日高本線のダイヤから優等列車は消

た。

えている。浦河の人々との今後の心豊か
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50

野正弘著 日本語オノマトベ辞典 小学

オノマトベは外国語の何倍もあり、小

カムカ？

に、胸がワクワク？ それとも、胸がム

供の頃のキャラメルの『おまけ』のよう

ぜか、この『おまけ』付きと聞いて、子

い、防腐剤のおまけ付きなのである。な

れ、店頭に並ぶまでに腐っては儲からな

は当然だ。それに、日数を掛けて輸送さ

ているので虫も敬遠するから、奇麗なの

人件費の安い国で、農薬で作り育てられ

であれば、挙動不審で逮捕されていたか

らしていた。この国では、時代が少し前

実行し、この動作に不審を抱かれたと漏

につけたブルガリアの女性が、帰国後に

な手刀を切る手振りを、日本留学中に身

だろう。人前を横切る時、日本では上品

「お前は臭い」となるならば、大変失礼

顔の前で手を横に振る否定のしぐさが、

意味不明のほうが良い。「
「いえいえ」
と、

り、
誤解されるくらいなら、
しぐさ明瞭、

うに、全く逆のことを意味する場合もあ

飛び付いた安い食料品の出生を探れば、 じるしぐさも、お国柄が違えば、このよ

ずなのに、その表記が実に多彩で、ニワ

き声は、国によってあまり違いが無いは

供でも理解する。ところが、この鳥の鳴

しかし、ニワトリの絵を見せれば、子

ことはしばしばある。

元の人には、英会話が全く役に立たない

せても、一度ホテルを出てしまうと、地

は媒介語としての英語でほとんど用が足

日本人も一瞬戸惑う。外国のホテル内で

の英語発音は
「キャラオーキ」
と聞こえ、

「忍者」などもある。例えば「カラオケ」

本語でも外国語になった単語に、
「漫画」

アグラ」と言っても通じないので、肝臓

フランスのスーパーマーケットで、「フォ

トリを連想できない場合もある。また、
また、女性がの意味で、小指を立てた

のあたりを指しながら鳴き声とジェスチ

もしれない。

辞書が出るほど、日本語は豊な言語であ

り、お金のことを、親指と人差し指でリ

ャーをやったら、
「分かった」と連れて行

館、擬音語、擬態語４５００と銘打って
（舞黒・８月７日）

ングを作るが、これが、国によっては卑
しぐさ

る。

猥であったり、人前をはばかるしぐさの

かれた所は、卵売り場であった。通じる

ようだ。

海外旅行で一般の人が苦労するのは、

でいる。

（舞黒・６月８日）

このような理由により、絵会話に励ん

ためには発音も大切で、難しい。

（舞黒・７月７日）

こちらが「お出で」と手招きしている
のに、相手が「あっちえ行け」と取って

推計三千語もあれば、言葉であろう。日

絵会話

場合は、手のひらを上に向けて手招きす

しまったとしたら、心外であろう。この
るのが良いそうだ。日本国内では良く通
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ジェノヴァ懐古旅行 （３）
美濃部 欣 平
ジェノヴァはヴェニスに次ぐ北イタリ
ア第二の港湾都市である。イタリア政府
給費留学生選考試験に合格し、留学先は
神経外科であったが、睡眠導入剤を使用
して、
睡眠機構を研究することになった。

り口には明かりがもれていて、二階へ続

く階段が見えていた。

帰路に乗船したビクトリア号という名

前のイタリア船籍の豪華船の話に戻るが

帰っていく同じイタリア船籍の客船に出

会うと、大きく何事か叫びあいながら、

手を振り合っていた。途中、メッシーナ

海峡というイタリア半島とシチリア島と

の間にある、オーイと呼べば届きそうな

狭い海峡の間を通り抜けていった。

マレー半島とスマトラ島に挟まれた狭

いマラッカ海峡を通り抜け、着いた港町

がシンガポールだった。シンガポールに

は、かつて第二次世界大戦中、日本陸軍

南太平洋方面司令部が置かれていた所と

次に着いた町は、ジャカルタだった。

聞く。

ここは、ジャガタラお春の歌で有名にな

った港町だった。日本へ帰国する前に、

このヴィクトリア号は、香港までしか行

かず、香港で下船することになった。そ

のころ香港は英国統治領だった。その関
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実験材料は猫を使用した。猫は業者に依
頼したりしたが、それも難しくなると、
共同研究者のカンヂアドクターと一緒に
野生猫を捕まえにいった。
檻に入れられた猫に麻酔するのは、ま
た一苦労であった。その研究の成果は、
いくつかのレポートに発表した。野生猫
がよく住み着いているところは、有名に
なったコロンブスの生家であった。観光
客等が多い昼間には無理だが、誰もいな
くなった夜間になって、麻袋を持って、
こっそり忍んで行った。そのコロンブス
の生家には、現在だれも住んでなく、入

カフェ ピエトロロマネンゴ
（1790 年創業、ヴェルディも
通ったと言われる
↓

↑ ９月２０日通りにあるレストラン
「ゼッフィリーノ」

↑サン・ジョルジュ銀行の前で

私が宿泊していたホテルブリストール
↓
19 世紀の貴族館跡という

係で、英語を話す中国人が多く乗船して
いた。私の同室者も中国人で、ボーイス
カウトの指導者だった。
また香港で有名な総合病院で働くこと

危険だという貧民街にも一人で入って

興じていた。

行った。貧民街は狭い通りの両側は高層

ビルが建っていて、昼間も暗い通りにな

の客の中で病人が出た時、その情報をも

だった香港に住んでいた看護婦さんが、

そんな出来事があるうちに、船で一緒

っていた。

たらしてくれた。中には高熱を出す利用

高熱を出した時に私が対応してくれたお

になっていた看護婦さんもいて、乗船中

者もいて、私が持参していた抗生物質が

ランに招待してくれ、食事をご馳走にな

礼にと、両親を連れて来て小さなレスト

った。その後、一人で観光地で有名なヴ

結構役に立った。
しかし、客船の中には、イタリア国籍

ィクトリアピークなどへ行って楽しんだ。

その一週間後、飛行機で二年ぶりに日本

を持つ船医がいて、乗船中の患者はその
行為は不法だと文句をつけてきた。それ

へ帰国した。

船医が治療することを主張し、私の医療
に対しては私は「病気の患者を放ってお

人が、それ相応の宿を紹介してくれた。

そこで同室だった香港に住む中国人の友

したが、
約束した場所には現れなかった。

が、初めての香港の街を案内すると約束

香港ではカトリック神父と自称する人

究所運営プロジェクト・リーダーなどに

リマ市 ＪＩＣＡ派遣 国立精神医学研

在クウェート日本大使館医務官④ペルー

ス 沖縄移住地第一診療所③外務省から

神経薬理研究室②ボリビア サンタクル

①アメリカ ミネソタ州立大学薬学部

数カ国で海外勤務する切っ掛けになった。

この最初の海外留学経験は、その後、

その宿は、宿泊客の殆どが中国人で、賭

けない」と反論した。

け麻雀をしたり、碁並べのような遊びに
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タリア語、英語、スペイン語を一応話せ

そのため外国語を話す機会が多く、イ
えているので、いつ「夕食はもういらな

私はいまマジメに安楽な死にかたを考

に、本誌の皆さんに伝えたいのである。

私がしかられるのはあえてかえりみず

が見たあのままの姿で死んでいたとのこ

れ」と言って、それを食べた後、私たち

そしてある日、「夕食は少しにしておく

従事してきた。

るようになり、現地の人の健康相談にも

い」と言ったらいいか、と毎日のように

議で仕方がありません。

ん。自分の死ぬ時が分かるのかと、不思

が、病の床に就いていた訳ではありませ

また百歳にはならないという歳でした

と。

応じる事ができた。妻子と共に異文化や

思っているところだったのだ。
私が五歳の頃に体験した不

―３１４５ 丹波市山南町野坂

（〒

山路いこい苑内）

歳）
の親友が、

………………………………

つい最近、
私と同年
（

歳の心臓外科医だった人

に急死され、神も仏もないという話をし

一人息子で
てありました。その白い布を取ると、な

たばかりであった。長寿をよろこぶこと

載のお許しを得る文通は私自身のイノチ

近次に示すような珍しい話を知った。転

日本老友新聞という全国紙で、私は最

与えたそうです。

払いも済ませ、残りの金を孫たちに分け

だそうです。出来上がった棺桶を見て支

良い大きさの棺桶を作ってくれ」と頼ん

大工さんに「檜の五分板で、自分に丁度

からお礼申し上げます。

になるのかもしれない。秋末幸子様に心

きない人がいるのか。また考え悩むこと

ても、このように準備ができる人と、で

自分が死ぬことがわかるのか。わかっ

に、新聞を読んだのだ。

の期間が老衰末期だからわからないので

後から話を聞きますと、
曾お婆さんは、

んと曾お婆さんが死んでいたのです。び

の隅っこに、白い布がかぶせ

入っていきました。その部屋

ない」と言われていた部屋に

ある日私は「入ってはいけ

思議なお話です。

………………………………

治安の悪さ、気候の厳しさなどを経験し
苦労しながら生活した年月は、一年が十
年に匹敵するほどの強烈な思い出になっ
ている。
以上五十年ぶりに訪れたジェノヴァの
旅は、若い日の自分とその後の医師生活
（了）

の過ごし方を、じっくり振り返る時間を
与えてくれた。

秋末幸子さんのお話

88

が空しいということになっていたところ

60
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669

っくりしました。

兵庫県 秋末 幸子

やっているヒマがない。

田 村 豊 幸

５歳の不思議な体験

河童橋
浜 名

新

（１９

「河童橋」は「梓川」に架かる「つり橋」
で「上高地」の象徴でしょう。
《
「ハネ橋」だった橋を、明治

景と環境を、維持しないといけない。
「河

さに三位一体である。未来永劫、今の情

聳える「穂高連峰」と、
「河童橋」は、ま

意か？ 大惨事になり観光客の不慮の死

ニオンへのバスの旅行」で運転手の不注

近頃「氷河特急」
「ＵＳＡのグランドキャ

分発、
中央高速道諏訪湖Ｉ

が報道されたばかり。

新宿８時

童橋」を渡る多くの人は、
「デジカメ」を
片手に、ポーズをとった仲間に焦点を当

る造形美術品は森の中で奇異な感じ。千

一走りして美ヶ原高原散策、車窓から見

Ｃで下り、荻野屋で蕎麦御膳。ビーナス

８月中旬、
夏休み、「クラブツーリズム」

曲川ＩＣから高速道へ、信州中野ＩＣで

ラインを通り、霧が峰高原の散策。ニッ

のバスツアー「乗鞍スカイラインと上高

下り「信州いきいき館」で地元作家の唱

て、ボタンをそっと押す。友との「絆」

川」に、知らぬ間に、
「河童」が棲みはじ

地。霧ケ峰・ビーナスライン・美ヶ原」

を大事にして、これから、
「夢」がかなえ

めたそうだ。それから、いつの間にか、

（宿は湯田中・渋温泉郷の星川館）１泊

歌を合唱後、湯田中・渋温泉郷のホテル

コウキスゲの花はなく鹿害か？ 次いで

人々は、
「つり橋」を、ニックネームの「河

名、夫婦、

られますように……》

童橋」と呼称するようになった。

２日の旅行に夫婦で参加。

親子、友達、 歳代女性と客層はまちま

で、
「パワースポット」として、脚光を浴

年になる。上高地の４季折々の環境の中

た。
「河童」題棲みはじめて今年で１００

大事故にならないうちに、架け替えてき

い環境で傷むと、人々は修繕・補強し、

と感動を与えている。木製の橋が、厳し

バスの１日の走行距離は何百ｋｍに及ぶ。 Ｃから野麦峠・島々・沢渡温泉郷から、

時間に遅れないこと。高速道路の整備で

間をもらえるのが嬉しい。マナーは集合

場所に連れてってくれて、現地で自由時

バスツアーの良い点は、手軽に行きたい

都庁の駐車場は体が溶けるように暑い。

ち。
「山のパワー」をもらいにいざ乗車。

テ」に立ち寄る。信州中野ＩＣ・松本Ｉ

翌朝、晴天、８時発。
「馬刺しのビアン

すごく元気。

太鼓、地元出身の女性の歌手と司会者、

「スナック」通りから夏祭り会場へ。和

びて７時夕食。
くじ引きの景品に釣られ、

右手にダム湖を見て、釜トンネルを抜け
「中央観光」の運転手の技量に大感謝。

「星川館」着。午後６時過ぎ。一風呂浴

「河童橋」は、地元の人々の暮らしを支

１０）年、
「つり橋」にかえたとたん、
「梓

30

びてきた。静かに流れ下る清冽な「梓川」

え、訪れた多くの人に、すばらしい景色

43

と、見上げれば、はるか遠く、連なって

80
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43

へ。ウエストンのレリーフを拝む。ホテ

から「梓川」沿いに、
「田代橋」から対岸

の帯。左手に「焼岳」が迫り、
「大正池」

そこへ「マガモ」一羽。絶え間ない人々

て上高地へ。私は「大正池」地点で降車。

里介山著）
」に出てくる「白骨温泉」
「平

８時過ぎ無事故で新宿着。
「大菩薩峠（中

往路を辿り、
松本ＩＣから中央高速道へ。

から梓川のほとりでオニギリをほおばる。 往復、妻は「お花畑」を散策。帰路は、

２時間の自由散策。まず「自然探求路」

湯温泉」
「高山」の看板が、往時は歩いて

駐車場へ。私は、眼の前の「魔王岳」を

とバスの運転手がアナウンス。
「畳平」の

はこの字体が鳥を意味していた。雀は小

いる。隹は「古い鳥」という意味で、昔

隹（ふるとり）という部首に分類されて

と燕
灬は
（れっか）
、梟は木偏、雀と雉は

和辞典の鳥の部首には載っていない。鳥

燕、梟、雀、雉なども鳥の名称だが、漢

む二字の漢字から成る名称もある。鳥、

鴦（オシドリ）のように、鳥の字画を含

ら、失で射る鳥、つまり狩猟の対象にな

釈できる。雉は失と隹の組み合わせだか

と隹の組み合わせだから、小さい鳥と解

行ったのか、懐かしかった。

読めますか

る鳥と解釈できる。雄と雌も隹の部首に

載っており、本来は鳥のオスとメスを意

午後１時定刻に出発。道路わきに観光

に鳥を書く漢字と、鳶、鷺、鷲、鶯、鷽、

鵲、鵯、鴻などのように、旁（つくり）

鳥の名称には鵜、鴨、鴫、鶴、鶉、鶫、

うに雌と牝を使い分ける。

ばメスの鶏は雌鶏、メスの牛は牝牛のよ

の部首に属する牡と牝で表現する。例え

清

バスが何台も待機。山小屋風の「帝国ホ

燕雀安知鴻鵠之志哉という漢文を習っ

豊 泉

ルなどの宿泊施設は以前より増えている
か？ 「河童橋」の中央で雲ひとつ無い
「岳澤」の雪渓と、屏風のような「穂高
連峰」が視野に。眼下には清冽な「梓川」
の流れ。写真撮影があちこちで。やはり
「パワースポット」である。バスターミ

テル」の建物が樹林の中に少し見え隠れ

鵞のように、下に鳥を書く漢字がある。

たことがある。「燕雀いずくんぞ鴻鵠の志

味する漢字である。獣のオスとメスは牛

する。
「釜トンネル」の先を右折、近代的

因みにガチョウを意味する「鵞」には、

を知らんや」と読み下す。短い文の中に

◆善知鳥

な「安房トンネル」を抜け、
「平湯」から

我と鳥を横に並べた「鵝」という字体も

ナルに大型の観光バスのオンパレード。

乗鞍スカイラインへ。ヘアピンカーブを

燕、雀、鴻、鵠と、鳥の名前が四種類も

登場する。

ある。
鶺鴒（セキレイ）
、鸚鵡（オウム）
、鴛

繰り返して高度を上げる。「青色の花をつ
けた『青トリカブト』が群生している」
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子規、不如帰など、何通りもの宛字があ

る。ホトトギスには杜鵑、時鳥、蜀魂、

信天翁、百舌鳥などを教わったことがあ

雲雀、家鴨、軍鶏、矮鶏、水鶏、啄木鳥、

鳥の名称には宛字表記が多い。朱鷺、

のが躊躇される家を「敷居が高い」と形

り「敷居」と書くことが多い。訪問する

はトイレである。閾（しきい）は発音通

厨（くりや）はキチンで、厠（かわや）

因みに陶磁器を焼く
「かま」
は窯と書く。

する「しおがま」神社は「塩竈」と書く。

いう町は「塩釜」と書くが、そこに鎮座

は同じ漢字である。パソコンでは「ちゃ

台の「ちゃぶ」と卓袱料理の「しっぽく」

卓袱（しっぽく）料理と呼ぶ。実は卓袱

食事をした。長崎名物の中華風の料理を

台（ちゃぶだい）を囲んで、一家揃って

する。謡曲の演目にもなっている。青森

に棲む海鳥で、東北地方の沿岸でも繁殖

善知鳥を「うとう」と読む。北太平洋

入る前に手を洗うために茶庭に設けた石

使われている。蹲（つくばい）は茶室に

容する。敷居が家の出入りの象徴として

に変換できる。

ぶ台」も「しっぽく料理」も瞬時に卓袱

私が子供の頃は、丈の低い円形の卓袱

「三和土」という難読宛字がある。

る。

市内には善知鳥という名前の神社が鎮座

を食べる風習がある。魚の種類も豊富で

日本は海に囲まれており、昔から海産物

◆海鼠腸

製の手水鉢である。筧（かけひ）は竹を
樋」という表記もある。籬（まがき）は

あり、魚偏を書く漢字も馴染深い。鮨屋

半分に割って水を流す樋である。
「懸け

している。
難読宛字の横綱格と思われる。

目を
梲粗
をく
「編
うん
だだ竹垣である。

で濃い緑茶を提供する大きな茶碗には魚

◆卓袱台
昨今は生活の洋式化が進んで、日本人

つ」
梲と
の読
実む
物。
を知らなくても、

鮫、鰊、鰆、鰈、鱧などを習ったことが

が住む家にもダイニング・キチンやリビ

ある。因みに鱈（たら）
、鱚（きす）
、鯰

偏の漢字が何十字も書いてある。
鮎、
鮒、
余談だが草木を植えた庭を前栽（せん

（なまず）
、鰯（いわし）
、（ほっけ）
、

鯉、鰍、鱒、鮪、鯖、鯵、鰹、鰤、鮭、
ざい）と呼ぶ。前（ぜん）を「せん」と

鱩（はたはた）
、鮗（このしろ）などは和

「うだつが上がらない」という慣用句は

読み、栽（さい）を「ざい」と読むから、

製の漢字で、漢字の本家の中国には存在

よく口にする。

蹲、
梲筧
な、
ど籬
、、
漢字一字の言葉が

二字とも清濁があべこべである。また農

ング・ルームなどの英語が入り込み、伝

ある。甍（いらか）は屋根瓦で、竈は「か

家の台所の土間などを「たたき」と呼び、

統的な和語が急速に消滅しつつある。家

まど」とよむ。子供の頃は「へっつい」

屋や建築に関して、甍、竈、厨、厠、閾、

と呼んでいた。宮城県の「しおがま」と
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海女（あま）の「あ」
、海豚（いるか）の

読むかという江戸時代のクイズがある。

海の字を五つ連ねた海海海海海を何と

たに違いない。

智恵を絞って漢字もどきの文字を創案し

国の漢字だけでは間に合わず、日本人が

しない。日本には魚の種類が多過ぎて中

読み、海の豚を「いるか」と読む。

学生時代に習った。河の豚を「ふぐ」と

ざえ）
、蝦蛄（しゃこ）などという宛字も

が、烏賊（いか）
、河豚（ふぐ）
、栄螺（さ

字を見たことがある。魚の字を含まない

公魚（わかさぎ）など、魚の字を含む宛

氷下魚（こまい）
、柳葉魚（ししゃも）
、

じき）
、虎魚（おこぜ）
、秋刀魚（さんま）
、

る。

るほど美味しい肴という命名の由来があ

なくて、他所から盗んできて飲みたくな

ツオの腸の塩辛を酒盗という。酒が足り

らわた」という意味である。余談だがカ

び）の「え」
、あまり馴染が無いが、寒天

「ざこのととまじり」と読む。雑魚を「ざ

「雑魚の魚交り」
という慣用句がある。

うか。肝（きも）
、脛（はぎ）
、項（うな

ら読めるはず……と決め付けてよいだろ

病名に関する漢字は片端から全部すらす

私ども医師会員は、身体部位や症状や

◆痘痕も靨

「い」
、海胆（うに）の「う」
、海老（え
の原料や刺身のつまにする海髪（おご）

じ）
、腕（かいな）
、眼（まなこ）
、踵（き

びす
噯（
）
、
お
腓く
（び
こ）
む
、ら
嚊（
）
、
い

こ」と読み、次の魚を単独で「とと」と
と同源で、魚に「ぎょ」
「うお」
「さかな」

びき）
、嚔（くさめ）
、頤（おとがい）
、腸

読む。金魚を「きんとと」と言う幼児語

えお」と読める。昔の人も知的水準の高

の他に「とと」という読みもある。余談

（はらわた）
、膕（ひかがみ）
、囈（うわ

という海藻があり、海の部分を「お」と

い漢字遊びを大いに楽しんでいたようで

だが、公金をごまかす行為を猫糞（ねこ

読ませる。ゆえに海海海海海は「あいう

ある。

ごと）
、皸（あかぎれ）
、掌（たなごころ）

の腸を除き、海水で煮て干したものを海

海鼠と書いて「なまこ」と読む。海鼠

「あくび」は欠伸と書く。また嚔（くさ

という二通りの漢字がある。一字違いの

など、馴染のない訓読みがある。話し言

通りの宛字表記がある。海苔（のり）
、海

参（いりこ）と呼び、また海鼠の腸の塩

め）は話し言葉でクシャミという。

他に「ばば」という読みもある。

海の字を含む宛字読みは予想外に多い。 ばば）と書く。糞には「ふん」
「くそ」の

鞘（ほや）
、海驢（あしか）
、海月（くら

辛を海鼠腸と書いて
「このわた」
と読む。

「うに」には海胆、海栗、雲丹という三

げ）
、海星（ひとで）
、海豹（あざらし）
、

酒の肴として珍重される。
「わた」は「ほ

脛には「すね」と「はぎ」という訓読

葉で
噯ゲ
とッ
噫プという「おくび」には

香魚（あゆ）
、沙魚（はぜ）
、旗魚（か

海神
（わたつみ）
などという宛字がある。
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みがあり、股には「また」と「もも」と

三通りの漢字があり、
「なみだ」には涙、

訓読みがある。
「ひじ」には肘、肱、臂の

ぶり」
「かしら」
「つむり」という複数の

かと」ではなく「きびす」と読む。
「眦を

む。
「踵を接する」という成句は、踵を「か

「臍を曲げる」は原則通り「へそ」と読

ぞを噛む」
という成句だけのようである。

臍（へそ）を「ほぞ」と読むのは「ほ

耳を劈（つんざ）く

血が滾（たぎ）る

目が翳（かす）む

目を瞑（つぶ）る

目を瞠（みは）る

傷が疼（うず）く

泪、涕という三通りの漢字があり、
「ひと

腕を拱（こまね）く

眦を決する

み」にも瞳、眸、睛という三通りの漢字

決する」の眦を「まなじり」と読み、話

手が悴（かじか）む

踵を接する

人体部位を含む慣用句がいくつもある。 口を噤（つぐ）む

がある。画竜点睛の「睛」は快晴や晴天

し言葉の「めじり」に相当する。痘痕（あ

心を苛（さいな）む

臍を噛む

の「晴」と酷似しているが、よく見ると

ばた）も靨（えくぼ）という成句にはや

いう訓読みがある。頭には「こうべ」
「か

「睛」
の偏は日ではなく目である。「ひげ」

指を咥（くわ）える

胸が痞（つか）える

味になるのだろうか。
奇妙な漢字である。

肩を窄（すば）める

頭を擡（もた）げる
身体の動作を表す言葉にも難読漢字が

声が掠（かす）れる

けに難しい漢字が登場する。厭と面を組

鬚は「顎ひげ」を指し、古代中国では生

よく登場する。尻を捲（まく）るという

首を傾（かし）げる

み合わせると、何故「えくぼ」という意

えている部位によって異なる漠字を当て

慣用句がある。本のページの場合は、同

を意味する漢字には髭、髯、鬚の三通り

ていた。
「かむ」という動作には噛む、咬

じ漢字を捲（めく）ると読む。眉を顰め

ある。髭は「口ひげ」
、髯は「頬ひげ」
、

む、嚼むという三通りの漢字を当ててい

阻（おそ）など、悪を「お」と読む例も

しん）
、悪寒（おかん）
、悪露（おろ）
、悪

く」と読むが、医学用語の中には悪心（お

悪性腫瘍や悪液質の悪は原則通り「あ

身が竦（すく）む

涙に噎（むせ）ぶ

合は顰（しか）めると読む。

の場合は顰（ひそ）めると読み、顔の場

ると顔を顰めるは同じ漢字を書くが、眉

（しゃが）れ声、鼻撮（つま）み、転た

上（のぼ）せる、気怠（けだる）い、嗄

（うな）される、微睡（まどろ）む、逆

（うずくま）る、跪（ひざまず）く、魘

る、熱（ほて）る、額（ぬか）ずく、蹲

その他にも、躙（にじ）る、摩（さす）

る。

ある。
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寝（うたたね）
、肌理（きめ）
、汗疹（あ
せも）
、黒子（ほくろ）
、肉刺（まめ）
、胼
胝（たこ）
、雲脂（ふけ）
、雀斑（そばか
す）など、耳で聴けば即座に理解できる
が、読んでみろと言われれば、零点しか
漢字はまことに難しい。小学生時代か

取れないような難しい漠字もある。
ら慣れ親しんでいるが、七十歳代になっ
ても未だに満足に読みこなせない。最近

《 川 柳 》

政界茶番劇
池 田 白 楽
代表選毎度毎度の茶番劇
すみませんマニフェストは空
手形
すみません「政治とカネ」はない
ことに
この野郎顔では笑って激突し
剛腕の壊し屋相手と口合戦
口下手が「国民主導」とまくし
たて
付き人に大臣おみやげ代表選
円高で株価低速知らんぷり
イラ菅は一も二も三も雇用だ
と
口下手がうまい事言う代表選

待ってろな大臣にしてやるか
らな
海外へ優良企業逃げはじめ
残るのは赤字企業ばかりとは
そのうちに企業栄えて国滅ぶ
救うのは龍馬だけとはなさけ
ない
脱小沢菅はできないうごけな
い
参院選負けた責任菅にあり
でかい程火事と喧嘩は面白い
喧嘩して円高・株安そっちの
け
カネとカズ（数）一郎腕の見
せどころ
カネなしで菅さんやって見て
ごらん
官僚は面従腹背裏をかく
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は新聞や週刊誌に漢字クイズがよく載っ
ている。私もクイズが好きで、目に触れ
％くら

ると片端から挑戦している。お恥ずかし
い話だが、正答率は平均すると

の随筆を綴ってみた次第である。

欄や国語辞典の解説を併記しながら一編

めなかった漢字を列挙し、クイズの解答

のか」と軽蔑されるのを承知の上で、読

手の内を明かせば、「こんな字が読めない

似たようなネタを配列してみた。執筆の

鳥、建築、魚、人体の四群に分類して、

ておいた漢字クイズの問題を自分なりに

いである。コピーしてファイルに整理し

80

