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大震災」が歴史上経験のない大災害をも
たらしました。巨大地震、巨大津波が太
平洋に面した東北３県および周辺地域を
襲い、死者・行方不明者をあわせ約２万
人の犠牲者と多くの街に壊滅的打撃を与
えました。さらに、人災と思われる福島
第一原発の水素爆発による放射性物質の
外部漏れ、放射能汚染が一向に解決の方
向が定まらない中、大震災後の医師会に

年）

供や婦人の方々をはじめとする被災者の

価が寄せられました。そして現在も、子

ための迅速な行動に国内外から賞賛の評

ム）の活躍、わが国の医師の国民を守る

に固執する官僚や外部審議会、各種団体

担当委員に日本医師会の諸政策の説明を

全役員は精力的に政府三役、党幹部や党

積しておりますが、日本医師会執行部の

制移行、受診時定額負担など諸問題が山

からの圧力など政策実現にはとても複雑

行いました。前政権時代から医療費削減

を目的にＪＭＡＴⅡを立ち上げ、全国の

な要素がありました。現政権の内部の問

超高齢化と少子化が進行する社会におけ

施に向けた論議が激しく行われました。

改革」について政府与党の中で、その実

昨年の暮れ近く、「社会保障と税の一体

くりは、医療施設を中心に考えなければ

を進めなければなりません。新しい街づ

さて、新年は昨年の大震災からの復興

に聞き理解をしていただいたと思います。

議員の方々は日本医師会の主張をまじめ

題は別として、ほとんどの与党の幹部や

る制度持続のための改革と政策ですが、

続き政府と協議を続け、会員の先生方が

の多重債務などの問題もあります。引き
そんな状況下にあって、診療報酬と介護

元のように新しい街の中で安心して医療

なりません。また被害を受けた医療機関

報酬の同時改定、医療における消費税問

活動が出来るように、最大限の努力をす

残念ながら具体的な数値や道筋が国民に

題、事業税、持分無しの医療法人への強

わかるようには説明されておりません。

いております。

医師会や医療の各団体のご協力をいただ

心のケア、生活支援、衛生環境の整備や

24

伝染病予防、医師不足地域への支援など

年 頭 所 感 ２０１２年（平成
原中 勝征

明けましておめでとうございます。
昨年は、３月 日に発生した「東日本

会長

よるＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チー
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日本医師会

まずは、昨年３月

日の東日本大震災

合う昇り龍であることを祈念いたします。 において被災された全ての皆様方に対し

たいと思います。国民の皆様が辰年に見

が必要な問題として、医師不足、医師の

て、心より哀悼の意とお見舞いを申し上

る覚悟であります。今後も引き続き努力
診療科・地域偏在の問題、医学教育・研

等の皆様方と協議し、早急にその体制の

するために、今後、多くの医療関係団体

護チームが適切に活動出来る体制を構築

し上げます。この度の教訓から、医療救

の医療関係者の皆様に、心より御礼を申

また、被災地に赴かれ活動された多く

げます。

影響、医療法改正、消費税などがありま

修制度のあり方、ＴＰＰの医療制度への
すが、政府や議員には多種多様な考え方
を持つ議員がおられます。目的達成には
地元議員に対する地域医師会の活動が重
務を分担してこそ実を結びます。新年を

要であり、日本医師会と地域医師会が責

実現に向け努力したいと存じます。
明けましておめでとうございます。

復興のために全力を挙げて取り組む所存

迎えるに当たって、さらに会員相互の交
流を活発にし、「医の倫理と国民のための

日本医家芸術クラブの皆様方にはご健

今後も引き続き私ども東京都医師会は、

医療」を共通の活動の基礎として行動す

げます。

援、ご協力を何卒よろしくお願い申し上
いご理解とご支援を賜り深く感謝申し上

日本医師会は医師会活動の目的達成の

ることをお願いいたします。
ために自らはもとより都道府県、郡市区

さて、ご高承のとおり、我が国の社会

保障制度、
特に医療を取り巻く環境には、

げます。
本年も役員一同協力して、都民の生命

より、
「受診時定額負担」や「ＴＰＰ協議

問題が山積しております。昨年末に政府

医師会、さらには全ての会員が積極的に
活動へ参加して、わが国の医療をよくす

存でありますので、変わらぬご支援ご協

の課題に対しましては、昭和

年以来

への参加」等が提案されました。これら

と健康を守る地域医療の構築を目指す所
力を賜りますよう何卒よろしくお願い申

るための意見を述べていただける医師会
そして、医師が明るい気持ちで医療活動

し上げます。

を目指して努力したいと思っています。
が出来る医療制度に向けて努力の年にし

36
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11

でありますので、引き続き皆様方のご支

野中 博

び申し上げます。日頃は本会の運営に深

会長

勝で新年を迎えられたことと心よりお慶

東京都医師会

いご発展と各位のご清祥を祈念して新年

終わりに日本医家芸術クラブの限りな

すが、大雑把にいえば、個人の表現行為

野があります。この明確な区分は困難で

年間継続した国民皆保険制度の意義

を改めて十分認識し対応すべきと考えま

としての芸術ではなく、集団が芸術的な

しょう。前者は、絵画や小説等であり、

後者は演劇・オペラ・バレー・舞踊等で

す。絵画や小説は、乱暴を承知のうえで

いえば、紙とペン、さらに画布と絵具と

いう道具があれば、表現できるものであ

るのに対し、集団の表現行為は、舞台装

置や照明をはじめ様々な領域の専門家の

コラボレーションのもとで成り立つもの

です。つまり、大きな経費を必要とし、

他者の支援なしでは成り立たないもので

す。したがって、従来から、各国におい

て、これらに対する公的な支援と民間の

まず、国家予算に占める文化予算の比

本誌には、今までに確か３回ほどのご

率でみると、フランスは文化の国と言わ

切にし、医療は都民・国民のものである

今回は、文化や芸術の支援について述

支援が行われてきましたが、その状況を

べることで、
挨拶に代えたいと思います。

挨拶を書き、そこで文化や芸術の意義に

ので、日本医家芸術クラブの会員の皆様

れるだけに、〇．八六％、次に韓国が

と認識し、心温まる医療提供体制の実現

方におかれましても、倍旧のご支援、ご

ご承知のように、芸術文化と呼ばれる

少し述べてみたいと思います。

協力を切にお願い申し上げる次第であり

〇．七九％、ドイツは〇．三九％、わが

ついて述べさせていただきました。

申し上げます。

創造行為の主体である場合だと言えるで

のご挨拶とさせていただきます。
年１月
24

このたびの医家芸術の刊行にお祝いを

平成

す。
私ども医療従事者には、病気や障害を
抱えた方々を国民全体で支え合う国民皆
保険制度の意義を理解し、地域の病院・
診療所が互いに協働・連携し、住民の皆
様方が生涯住み慣れた地域で、安心した
生活を送るための医療提供体制の充実を

大久保 満男

組織の文化度について

会長

中で、公的な支援なしでは成立しない分

ます。
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図る大きな使命があります。多くの医師
が協働すれば多くの命が救われ、そして
多くの医療・介護の従事者と協働すれば
地域の生活者の人生を支える事が出来ま

社団法人

に向けて、引き続き活動してまいります

私ども東京都医師会は、この理念を大

す。

日本歯科医師会

50

る比率は一．六七％（文化芸術以外を含

民間の寄付が圧倒的に多くＧＤＰに占め

カはわずか〇．
〇三％しかありませんが、

国は〇．一二％となっています。アメリ

間の確保がいかに困難であったかを想像

す。このような困難、特に診療の後の時

習の両立であり、さらに練習場の確保で

通した悩みがあります。それは仕事と練

ラは、全国に多数ありますが、どこも共

ログラムはモーツアルトの「フィガロの

すると、敬意に値する演奏会でした。プ

む）で、日本の寄付は〇．一三％となっ
ています。つまり各国と比較して、わが
国の文化に関わる費用は、公的にも民間

曲

番」
、そしてベートーベンの「交響

円熟した時期の傑作である「ピアノ協奏

寄付も低い水準にあると言えるでしょう。 結婚序曲」
、
次にモーツアルトのもっとも
これらの数字はわが国の文化度が、残
念ながら低いことを示していますが、そ

めることに繋がると期待しています。

の困難な状況のもとで、犠牲的な精神に

限度を超えていますが、仕事の時間、そ

細かな演奏内容の批評は、素人の私の

ますこと心から感謝申し上げます。

の諸事業にご理解、ご協力を賜っており

また、平素より社団法人日本薬剤師会

があると考えています。そして、それを

使いましたが、組織にも文化度という秤

いま、私は、国の文化度という言葉を

に情熱と才能を持つ指揮者を常任として

あることはもちろんですが、教えること

い。そのためには、指揮者として有能で

を持続させ、その質を高めていってほし

います。可能ならば、このオーケストラ

上げます。何より、結果として災害医療

いただきましたことあらためて感謝申し

災地への救援活動等にご支援・ご協力を

曾有の災害が発生し、それに対して、被

さて、昨年は、東日本大震災という未

タルファミリーオーケストラの初めての

で歯科医師を中心として結成されたデン

迎え入れることだと思います。このよう

されたことは薬剤師職能の向上にとって

おける薬剤師の役割が、社会的に再認識

見事に表した企画が、昨年の

月に横浜

お迎えのこととお慶び申し上げます。

よって、芸術的な創造行為が維持されて

時、極めて意義深い演奏会であったと思

れも歯科医療という職務の重さを考えた

皆様におかれましては、心新たに新年を

新年明けましておめでとうございます。

会長

いることを、われわれは、もっと知る必

曲第７番」でした。

児玉 孝

要があります。

れにも拘わらず、全国の芸術集団が、こ

日本薬剤師会

なことが可能ならば、歯科の文化度を高
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21

演奏会でした。アマチュアのオーケスト

12

い復興・再生をお祈り申し上げます。

たたない状況ではありますが、一日も早

でも、福島原発地域では復興の目処すら

まだ“震災”は終わっていません。なか

っても、仲間の薬剤師にとっても、まだ

の復興は始まったばかりで、被災者にと

意義があったと思います。尚、各被災地

可欠となります。

為という、薬剤師自身の自覚と実行が不

があります。いずれにせよ、患者さんの

進、お薬手帳、医薬分業への国民の理解

その延長線上にジェネリック医薬品の促

える形での患者サービスへの評価です。

ような状況下での、キーワードは目に見

の非常に厳しい改定となりました。その

今回は震災復興という財源のない中で

の法制化議論をすべきと考えております。

薬剤師も含めた関係医療職種全体の業務

ら、又、責任分担を明確にする意味でも

を議論するのであれば医療安全の観点か

考えていますが、看護業務の“法制化”

考える上で、チーム医療の議論は必要と

制化という議論が出てきました。将来を

が、中途から“特定看護師（仮称）
”の法

の業務を拡大するのが基本でありました

現行法律下において、薬剤師、看護師等

一方、本年はいよいよ６年制薬剤師が

②社会保障と税の一体改革

．４都道

の長期実務実習で薬局・病院等で指導を

④地域医療計画の見直し（Ｈ

さて、本年も薬剤師に係わる多くの改

ります。

び病院薬剤師の活用。
消費税においては、

化及び、在宅医療の充実における薬局及

場からは、高齢化に伴う薬物療法の高度

す。

しての薬局の役割はキーワードとなりま

病院薬剤師の参画、又、医療提供施設と

えての地域医療（在宅医療）への開局・

直し作業が始まります。超高齢社会を迎

本年４月１日をもって日本薬剤師会は

24
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社会に出てまいります。彼らは、初めて

年度通常国会提出予定）

２０２５年を目標として少子超高齢化

ご承知のように、５年毎に見直しがあ

（Ｈ

社会に対応する社会保障制度の見直しと、

了し、本年４月からは都道府県単位の見

りますが、今回、中央レベルの議論が終

受けた新薬剤師達です。薬剤師の将来を
担う彼らに期待をすることともに、
私共、

その長期安定財源としての消費税の引き

．４実施予定）

各職域の先輩薬剤師が暖かく迎え入れ、

上げが骨子となっております。本会の立

正があります。その中で、特に薬剤師に

同で要望しているところです。

非課税から課税（ゼロ税率）を三師会共

．４．１より）

関わる重要な課題を時系列的にお示しし
年度診療報酬・調剤報酬改定

．４．１実施）

元々は、医師不足対策からの問題で、

ます。

24

⑤公益法人の見直し（Ｈ

府県単位の見直し、Ｈ

じように指導をしていきたいと考えてお

24

今度は社会人の薬剤師として実習時と同

24

③チーム医療

①平成
（Ｈ

24 24

す。
すべての職域の薬剤師が加入できる、

のオール薬剤師の会としての組織改革で

たします。その目的は、将来を見すえて

制の構築です。それに伴う、一般用医薬

であり、そのポイントは地域医療提供体

超高齢社会に向かっての医療体制再整備

お気付きのように、これらの共通点は

本格的に風景写真を撮り始めたのは昭

長年に亘って写真を撮っていますが、

「富士山と笠雲」

んで行きたいと考えております。

また、将来を担う薬学生が学生会員とし

品を含む、
全ての医薬品の供給において、

公益社団法人として、新たにスタートい

て加入しやすい、環境づくりを目指し、

薬剤師に対する期待を裏切る訳にはいき

たる丹波川から下流の羽田河口まで飽

和六十年頃からです。多摩川の上流にあ

の覚悟と実行力が問われる年であると思

表紙の笠雲は朝霧高原で撮影したも

（東京都品川区）

会員増強につなげていきたいと考えてお

ません。その為には、医薬分業支援体制

きるほど撮影した後に、北海道の富良野

原田茂雄

ります。

中心から、地域（在宅）医療支援体制づ

と美瑛、福島の花見山、尾瀬国立公園の

表紙の言葉

⑥薬事法改正の経過措置終了

くり中心へ都道府県薬剤師会及び地域薬

まで）

尾瀬、富士五湖の周辺などを撮り捲って

．５．

剤師会の組織強化が不可欠です。そして

日をもって薬事法改正の

現在すでに、厚生労働省の一般用医薬品

のです。笠雲は山越えの気流が山腹に沿

で発生します。一月の寒さが厳しい早朝

います。さらには、他力本願から“自力
本年は辰年です。十二支で唯一架空の

に精進湖で笠雲を見付けて、雲で山頂が

販売制度定着状況調査の３回目の調査が
からは、正式な薬事監視の重点項目にな

動物です。まさに、本年が皆様にとって

隠れないような県境に移動し、笠雲と山

って上昇し、下方の水蒸気を上空に運ん

る可能性もあります。国民への一般用医

“夢”のある“昇龍”になる年であるこ

頂を同時に撮ることができました。

本願”へ脱却する必要があります。

薬品の安全な供給のためにということが

とをご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせ

回医家写真展出展）

改正の目的であり、薬事法違反は許され

（第

ていただきます。

薬剤師としての説明、特に第一類は文書

ません。キーワードは、直接対面による

行われております。また、本年６月１日

経過措置期間（３年間）が終了します。

本年５月

31

による説明が不可欠です。全力で取り組

41
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（Ｈ

何より、すべての職域の薬剤師一人一人

いました。

31

24

ティラノサウルス
トリケラトプス

館には日参したほど。まあ、自分で言う
のもなんですが筋金入りです、はい。
ティラノサウルスの魅力を一言でいう
とずばり、
「力強さ」でしょうか。全長

｢

｣

んだ鋭い歯。逞しい後肢。そして太くて

ｍ。巨大な頭に頑丈な顎。ギッシリと並

恐竜二大スターが競演！ 「あなたが

長い尻尾。骨格標本でありながら、目に

前回の恐竜博から６年経ちました。待

るんだろう。二つ目の角を曲がると、そ

こにトリケラトプスがいます。よし、こ

こだ。えっ、なに、これは？ティラノサ

る！（写真１）
。衝撃的です。こんなティ

ウルスがしゃがんでいる。いや蹲ってい

ラノサウルスの姿、一度も見たことがな

い。説明には「待ち伏せ」の四文字が。

しかし、待ち伏せにしてもこれ、低姿勢

壁に設置したビデオから解説が流れて

すぎませんか。

きます。「しゃがんだ状態から立ち上がる

- 8 -

出 来 尚 史
知 ら な か っ た恐 竜 の 真 の 姿 が 明ら か

映るのは血と肉の詰まった７トンの塊。

謳い文句に誘われて、行ってきました

覚にとらわれます。比類なきパワーの権

全てをなぎ倒して迫ってくる、そんな錯

に！」
「恐竜博２０１１」
。
二大スターとはティ
どちらも映画、小説、絵本にと引っ張り

ち遠しかった。期待に胸を躍らせてゲー

化です。

だこの人気者です。何を隠そう私はティ

ラノサウルスとトリケラトプスのこと。

ラノサウルスの大ファン。その英姿を仰

ったというのに、いったいどうなってい

なんだか子供が多いな。夏休みは終わ

トをくぐりました。

がんがため、これまでいろいろな博物館
に足を運びました。アメリカ自然史博物

写真1 「恐竜博2011」 国立科学博物館

12

VS

のですか、ティラノサウルスを。変な話

前肢の使い方を示すためにしゃがませた

のに短い前肢が役に立った」
。となると、

入らなかった時代です。

持でした。終戦まもなくのこと、新しい

込まれて行くような、そんな不思議な気

けは何度も何度も見ました。異界に吸い

水平に保った形です。「背中と尾の強力な

上体を下げる。尾と胴とをほぼ一直線、

ます。
「水平型」というのは尻尾を上げて

「水平型」へと、復元画の移行が始まり

１９８０年代に入って「直立型」から

筋肉、腱、靱帯の働きによってこの姿勢

絵本や図鑑は全くと言っていいほど手に
もう少し大きくなってから、映画『ロ

が可能となる」と本にありました。後肢

というより休憩しているように私には見

スト・ワールド（１９２５作）
』
、
『キング

を軸にして頭・胴体と尻尾がバランスを

だなあ。緊張感のないこの姿、待ち伏せ

化石の復元様式はその時の考え方に大

コング（１９３３作）
』を再映で見る機会

型」は構造力学的に無理で、
「水平型」の

取りながら動くのだとか。従来の「直立

えますが。
きく左右されるようです。ティラノサウ

スに似た二脚歩行の肉食恐竜が登場しま

がありました。いずれもティラノサウル

方がずっと自然な姿だ、というのです。

ルスの化石が発見されたのは二十世紀初

す。もちろん尾を垂らし上体を立てた姿

め、アメリカでのこと。どのような形に
組み立てるか、最初はずいぶん悩んだで

てきましたね。王者の風格という点では

上体を下げたので突進するイメージが出

（１９５４）
』
誕生の裏にはこの恐竜のイ

少しマイナスかな。

勢（直立型）です。日本の誇る『ゴジラ

ことがないんだから。結局、上体を大き

っともゴジラは作りものの怪獣。ティラ

メージが働いていたかもしれません。も

しょうね。恐竜が歩く姿なんて誰も見た
く持ち上げ、尻尾を地面に垂らした恰好

この復元像の大変革は一度に行われた

になりました。その後はすべて「右へ倣

リカで発行された地質学の本です。尻尾

のもこのスタイルの復元画でした。アメ

私がまだ幼い頃、父の本棚で見つけた

に素晴らしい。画家の名はウイリアム・

かづちの音』
。
これに添えられた挿画は実

げましょう。レイ・ブラッドベリの『い

青年時代に読んだ小説の中から一つ挙

ています。

冊が「直立型」
、二冊が「水平型」を載せ

渡期でした。私の手元にある図鑑では二

ノサウルスと同列には並べられませんが。 わけではありません。１９８０年代は過

を垂らしたティラノサウルスと一緒にト

スタウトです。直立型のティラノサウル

え」
。肉付け復元画も同様です。

リケラトプスも載っていました。本の中

スを重厚なタッチで見事に描いています。 す必要があったからです。アメリカ自然

がかかりました。骨の一つ一つを組み直

博物館の方では改訂にずいぶんと時間

身は全く理解できなかったけれど、絵だ
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メートルを超す高さ、まだまだ威圧感が

います（写真３）
。これでも頭の位置は４

一九九九年に「水平型」がデビューして

た（写真２）
。日本の国立科学博物館では

ィラノサウルスはまだ立派な立ち姿でし

たとか。私が見学した１９７７年にはテ

史博物館での切り替えは１９９３年だっ

などしたのですか。襲われる予定のトリ

もそもティラノサウルスは「待ち伏せ」

ておく必要がありましょう。それに、そ

後肢を緩めて腰を上げ、重心を前に移し

難い。飛びかかるつもりなら、もう少し

推察されますが、成功しているとは言い

びかかろうとしている姿」を意図したと

トプス、一対一で戦ったらどちらが強か

ところでティラノサウルスとトリケラ

のでは、と私は考えます。

何も好んで待ち伏せすることはなかった

物を狙う時は集団で狩ることもできる。

はいくらでもいたはずです。足の速い獲

鈍足だったとしても、それより遅い獲物

攻撃しない。襲われた時だけ後頭部のフ

ったか。トリケラトプスは全長９ｍ、推

リルで頸を守り、巨大な角で応戦したと

ケラトプスも「おまえこんなところでな

ティラノサウルスの足は遅かった、と

思われます。一方のティラノサウルスは

ありました。

いう説がありま

その突きを躱しながら回り込んで噛むと

定体重８トンの重戦車型。体格の点では

す。これが「待

いう戦法ですね。片や身を守るため、片

遜色ありません。草食であるため自らは

ち伏せ」の出所

にやってんだ」と言いたげな顔。これで

でしょうか。し

や餌を得るため。真剣さは互角とはいっ

は狩りになりません。

かし走行速度に

ても大概は捕食者の方に軍配が上がった

- 10 -

そして２０１１年の夏。後肢を深く折

関しては、時速

のでは。もちろんトリケラトプスに逆襲

18

り曲げ、腰を下ろしたティラノサウルス

㎞くらいだ

され、あえない最期を遂げたティラノサ

白亜紀後期を代表するこの両雄、どち

以上で走れた、
など諸説紛々。

らも６５５０万年前の恐竜絶滅期まで繁
たとえ

㎞の

ウルスも少なくはなかったはずです。

㎞

写真3 国立科学博物館/常設展（上野）

った、いや

30

18

の登場です。
「獲物を待ち受け、今にも飛

写真2 アメリカ自然史博物館 1977

栄したと言われています。狩る者と狩ら
れる者、お互いに鎬を削りながら全体と
してバランスを取っていく。そのような

終末期医療における「水
分・栄養補給」のあれこれ

病院では入院期間が長引くと診療報酬が

減額し長期滞在が許されない事情、
また、

市中病院や介護施設等では食べられない

る。担当医は患者に水分栄養補給路を確

患者・人を受け入れてくれない事情もあ

保して転院・転所を勧めねばならない。

新

健康な人は毎日３度の食事を習慣的に

患者本人や家族は担当医の説明に同意し、

浜 名

トリケラトプス。すきあらばと狙う３頭

摂り日常生活を維持している。
ところが、

群れの中に子供を囲いながら移動する

自然の配慮があったのでしょう。

のティラノサウルス。白亜紀の平原を舞

水分・栄養補給の具体的な処置とは、

愛する家族の末永い延命と、万万が一に

を考慮しなければならない。私たちは病

経管栄養のための管の胃内への留置、あ

何らかの原因で、食べられなくなる状況

気や事故で治療や処置が必要なら診療所

るいは、
太い静脈にカテーテルを挿入
（Ｃ

台に一体どのようなドラマが展開された

遠い（近い？）将来人類が滅亡するよ

を受診し処置を受け、重症なら急性期型

Ｖポートの皮下埋め込み、あるいは単に

食べられるようになるかもしれないとの

うなことがあれば、人類の化石を研究す

の一般病院を受診し入院して治療を受け

カテーテルの挿入）の処置で、経管栄養

が何日も続けば栄養失調から餓死する。

るのは新しい知的生命体ということにな

る。治療や処置で病気や怪我が改善し、

期待感もあると思われる。

りましょう。もしかしたら「人類博」と

の種類は鼻から胃に管を留置する経鼻胃

経済的に困窮すれば社会福祉制度の利用

銘打った催し物が開かれるかもしれませ

食べられるようになり、日常生活動作を

管、内視鏡を用いて胃に直接穴を開け体

のでしょうか。化石標本を前にして想像

ん。今日の「恐竜博」ではティラノサウ

自前で出来れば自宅へ戻れる。しかし、

表から胃の内部に管を留置する胃ろう管

終末期医療を標榜している療養型病院
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の翼は果てしなく広がります。

トリケラトプス、武器は歯と角で

病状が改善し落ち着いても、特に高齢者

ルス

の場合、食べられなくなるとか、日常生

兵器の化石があったりして――。

みてもらえなければ、今後の進路をどう

には診療報酬額の高い医療処置を必要と

開腹して造る腸ろう管がある。

人類で

した。
「人類博」の場合は人類

vs

すか。
武器は？ 人の化石のかたわらに核
いやこれは単なる冗談です。

するかが重要なテーマとなる。急性期型

活動作ができなくなるとか、在宅で面倒

（ボタン式あるいはチューブ型）
、
まれに

vs

ーキンソン病など）の悪化・進展、蘇生

る）
、頸髄損傷で四肢麻痺、神経難病（パ

水頭症で脳室腹腔誘導術後を受けてい

後・急性硬膜下血腫術後、何例か２次性

も膜下出血根治術後）が多い。脳腫瘍術

血管障害（高度脳梗塞・脳出血術後・く

周囲に無反応で発語なし。疾患として脳

広義の遷延性意識障害（開眼しているが

炎治療後、高齢で摂食・嚥下機能低下、

歳以上の患者の主病名は誤嚥性肺

１名が中心静脈栄養を受けている。これ

名が経管栄養を、

ている。私の担当する患者では、経鼻胃

注入中止の相談を受け、厚労省の「終末

またある家族から経鼻胃管から流動食の

否、皮下注射に切り替え終焉を迎えた。

食べられなくなり、家族は経管栄養を拒

ケースで、高齢化と肺炎を契機に次第に

過去に経管栄養から経口摂取に改善した

胃ろうの手術を依頼したケースは２例。

いた。過去数年間入院中の患者で他院に

増加し、経鼻胃管に変更した事例が３名

食・嚥下機能が低下し、誤嚥のリスクが

られていても、病状の進行悪化から摂

たい意欲のある人であった。入院中食べ

間で２名程度。対話ができて口から食べ

し、胃ろう管、経鼻胃管が外れた人は年

の指導の下に嚥下訓練で嚥下機能が改善

経管栄養中の患者で言語療法士
（ＳＴ）

中心静脈栄養を長期間行なうと、発熱

い３か月ぐらい維持できる。

下注射で水分を補えば生命予後はだいた

下注射（７００ｍｌ／日）を勧める。皮

勧める。静脈が確保できなくなれば、皮

らい、可能なら手足の静脈からの点滴を

可能ならお楽しみ程度の補食を食べても

が多い。その場合、多少とも口から摂食

ないかと心配する家族は、拒否すること

が通り、誤嚥性肺炎を起こし易いのでは

置を勧める。だが、見栄えが悪く喉に管

者に延命処置として簡便な経鼻胃管の留

肢があることを説明する。意識のある患

内容の開始・不開始・変更・中止の選択

プロセスの指針」を説明し、医療行為と

食べられなくなれば、「終末期医療の決定

の考えで従事している。入院中の患者が

テルの詰まり、不穏のある患者はカテー

球菌などで菌血症・敗血症に進展）
、カー

ら

変更・中止にはならなかった。その患者

％以上占め

後脳症などで、日常生活動作は低下し全

期医療の決定プロセスに関するガイドラ

し、カテーテル感染（黄色ブドウジョウ

する医療区分３・２の群が

介助が必要である。うち気管切開でカフ

年５月）
」を説明したが、

名・胃ろう管

付気管チューブを装着されているのは５

イン（平成

管

名いる。中心静脈栄養の１名は胃癌全摘

は遷延性意識障害で気管切開と経鼻胃管

配が絶えない。突然、棘波状に高熱と悪

テルを自己抜去などするため、管理上心

症をきたし、時期を異にしてＣＶポート

私は「終末期医療は延命治療なり」と

出術術後で、転院後時期を異にして敗血

90

で延命中で入院５年目になっていた。

テルを使用中である。
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12

を外し、現在大腿静脈に挿入したカテー

19

10
60

寒戦慄が出現すればカテーテル感染を疑
系・尿路系・皮膚の蜂巣炎など感染症と

置を要することはいうまでもない。胃ろ

管を留置してしまえば、開腹して救命処

う管交換時期は造ってから４か月ぐらい

のバトルが命の終焉まで続く。
「無駄な延命治療をしないでくださ

い、
血液培養と感染症の程度をＰＣＴ
（プ
ロカルシトニン）値・ＣＲＰ値・白血球

妄の患者は無意識に胃ろう管を抜けば再

から行なう必要がある。不穏や夜間せん

び胃ろう管を挿入しなければならず、皮

経過し胃のろう孔がしっかり器質化して

心情的に出来ない。私には今まで水分栄

下や胃壁の外側へ迷入しないとも限らず、

「承知しました」と直ぐ中止することは

テーテルを抜かなければならない。認知

養補給を停止した事例は無い。単なる延

造影剤による胃の同定は必要である。慢

い」という生前意思を提示する家族に、

症で不穏のある患者は、ＣＶポートの針

命処置の中止で、殺人罪に問われること

性期の不快な症状は、胃のろう孔の周囲

数で評価し、必要なら感受性ある抗生剤

をいじり抜く。そのためＣＶポート部か

り外し事件参照）
。そこで厚労省の「終末

は無い（射水市民病院での人工呼吸器取

を多めに投与する。敗血症を繰返せばカ

皮下出血が周囲に波及して腫れれば高カ

増える兆しがある。すなわち皮下注射の

広義の遷延性意識障害患者に胃ろう管、 延命治療の中止ではなく変更する事例が

しても胃ろう孔から胃液の漏出をとめる

ると厄介である。点滴で水分栄養を確保

動食が漏出し、孔が胃酸で浸食拡大され

出血などを経験する。胃ろうの孔から流

内視鏡を用いて簡単に造設可能というこ

行なわなければならない理由である。

で胃ろうの管とろう孔の管理をしっかり

万人ほどい
道）
、ろう孔部の感染、敗血症などがあげ

れ以上いるのではないかと想像される。

るそうである。経鼻胃管の人も同等かそ

う管を留置している人は

を待つ。静脈確保が難しければ抗生剤の

られている。腸管を貫通して胃に胃ろう
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ら細菌が侵入し皮下膿瘍を起こす。また

選択である。他施設では既に実践されて

炎・肉芽形成と出血、胃ろうの壁からの

あるいは経鼻胃管から流動食を注入し、

いるのかもしれない・・・・・。

期医療の決定プロセス指針」を参照し、

延命し続けることは、患者にとって苦痛

ロリー輸液の継続はできない。

の無い安楽な状態と言えるのか、常に考

とであるが、寝たきりの患者には大変な

胃ろうの合併症で難渋したことがある。 ことは出来ない。看護師や介護士の協力

れず口から痰の排除を出来ず、のどをゼ

ストレスに違いない。造設時の合併症と

えさせられる点ではある。彼らは訴えら
コゼコして吸引してもらうのを常に待っ

して、他臓器の誤穿刺（肝臓や腸管、食

新聞報道によれば、全国の病院で胃ろ

抗生剤と輸液を何日間も行い病状の改善

ている。仮に肺炎と診断すれば、禁食し

筋肉注射もやむを得ない。つまり呼吸器

26

学座を作った演出家でもありましたが、

八九三～一九六九）は、岸田国士らと文

阿川弘之は一九二〇年（大正九年）広

作家・獅子文六となるのは、雑誌『新青

もしれません。

は代表的な延命処置の一つであることを
島市生まれ、東大国文科を繰上げ卒業し

豪伝」からです。戦争末期の四二年七月

年』三三年一月号より連載した「西洋色

いずれにしても経管による水分栄養補給
家族へ十分納得・認識させて対処したい。

に復員して四月に上京、短篇を二作書い

から一二月にかけて、
岩田豊雄名義で
『朝

て海軍予備学生となり、一九四六年三月
ています。最初の「年年歳歳」は『世界』

日新聞』連載した「海軍」によって、戦

更・不開始を決めるまでには、医療側も
家族側も面談でエネルギーを費やし、家

（一九四六年九月）
に発表されたもので、

一旦経管栄養が始まれば、その中止・変

族はしこりを残さないためにも葛藤を乗

甥の浩が大竹に移転した旧制広島高等学
初めに一部を短篇として発表した『春

校に受験しようとしている話。

り越えなければならないだろう。
（療養型病院勤務、２０１２、２）

の城』は、のちに長編としたところ、第
四回読売文学賞を受賞しました。第一章
十で太平洋戦争が始まり、十一で大竹の
海兵団に入団するという少年たちが、デ
ッキに集まっている場面が出ます。
一九五六年四月に、新潮社より刊行さ
れた『雲の墓標』は、海軍予備学生の日
記を主体とし、一九四三年一二月の大竹
海兵団入隊から始まります。四四年一月
には大竹港にドイツの潜水艦が入り、土
浦海軍航空隊行きとなり特攻戦死……。
横浜生まれで、
慶応出身の岩田豊雄
（一

までの三ヵ月、大竹の海兵団と、広島県

に一番で合格、一九四五年五月から終戦

『大義』に感動し、海軍特別幹部練習生

（広島出身の陸軍中佐）のベストセラー

知県生まれ、本名は杉浦英一。杉本五郎

戸川猪佐武といった文士一族です。特派
員としてフィリピンや中国で日本人戦犯
と接触し、
「硫黄島」で芥川賞を受賞しま
した。
『あゝ江田島』
（一九五八年）など
が評価されています。
城山三郎（一九二七～二〇〇七）は愛

い さ む

後、追放の仮処分を受けました。
菊村到は一九二五年の神奈川県生まれ
で、早稲田の英文科卒、本名は戸川雄次
郎。父は作家の戸川貞雄、兄は評論家の

大竹と海軍と小説
渡 辺 玲 子
多方面で活躍している作家でエッセイ
ストの阿川佐和子を、テレビで見たり、
その名前や対談を活字で読んだりします
と、作家で広島県名誉県民である父親・
阿川弘之のことを、つい連想してしまい
ます。
それは彼の小説の中に、私の住んでい
る大竹や海兵団のことが出てくるからか
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先遣隊で過酷な体験をしました。当時、

点のような位置にある）の海軍砲術学校

郷原（呉と広島を底辺とした三角形の頂

音も似ている。これは偶然の一致だろう

本語の名前（ＮＡＭＡＥ）もローマ字で

も子音がＮとＭの組み合わせである。日

名前をＮＡＭＡ（ナマ） という。いずれ

の名前に、また電力のワットはジェーム

ンドロ・ボルタというイタリア人の学者

いる。因みに電圧のボルトは、アレッサ

ロイドをニコチンと命名したと言われて

者の名前に因んで、タバコ固有のアルカ

ス・ワットというイギリスの学者の名前

表記すれば、ＮとＭの組み合わせで、発
か。もしかしたら太古にインドネシア語

に由来する。

していた第二十三分隊第二教班の教班長
によるシゴキは、特別厳しいもので、隣

あたりから流入した外来語とも推測でき

大竹海兵団にいた者は六千人。彼が所属

の班の教班長でさえ顔をしかめていたそ

沢庵、隠元、雪隠の３語に何か共通点

る。そこで名前に関する雑ネタを集めて

を残す」という成句がある。中国語には

に持ち帰って栽培を広めたと言われてい

は中国で修行した隠元という僧侶が日本

ると言われている。隠元（いんげん）豆

根の漬物を創案した僧侶の名前に由来す

があるだろうか。沢庵（たくわん）は大

吉田健一などもいますが、
機会があれば、

「豹死留皮、人死留名」という同じ趣旨

る。トイレを昔は雪隠（せっちん） とも

「虎は死んで皮を残し、人は死んで名

みた。

うです。
海軍出身の文士としては、梅崎春生、

海や海軍と関係の深い女流作家にも触れ

の成句がある。中国の豹が海を渡って日

言った。雪隠という僧侶がトイレで排便

源氏鶏太、島尾敏雄、庄野潤三、平野謙、

てみたいと思っています。

本に来たら虎に変身してしまった。これ

中に悟りを開いたからという語源説があ

が本当の豹変である。
タバコに含まれるアルカロイドをニコ

女形を「おやま」と読む。歌舞伎で女

私の名前

性の役を演じる男性の俳優である。江戸

る。沢庵、隠元、雪隠は昔の僧侶の名前
の島に初めて到達した際に、ヨーロッパ

チンと呼ぶ。コロンブスが大西洋を横断

に持ち帰った土産物の中にタバコもあっ

に由来する。

名前を英語でＮＡＭＥという。ドイツ

時代に小山某という歌舞伎俳優がおり、

して、現在のメキシコ湾のキューバ近く

語は英語と同じ綴りのＮＡＭＥをナーメ

たそうである。タバコの成分を研究した

女性の演技が巧みで人気があった。歌舞

清

と発音し、イタリア語はＮＯＭＥと綴っ

ジャン・ニコとぃうフランス人の生理学

豊 泉

てノーメと発音する。インドネシア語も
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やま）が女形（おやま）の同義語になっ

の演技を指す程だった。
そこから小山
（お

伎ファンの間では小山と言うだけで女性
に登場するナルシソスという人物の名前

という言葉がある。やはりギリシャ神話

自己陶酔と訳されているナルシシズム

国した。未知の疾患に遭遇した当時のヨ

コロンブスに同行した船員が罹患して帰

本来は西インド諸島の風土病だったが、

ッパに持ち帰った疾患と言われている。

ロンブスが大西洋を航海した際にヨーロ

ーロッパの医師がギリシャ神話にヒント

に由来する。ナルシソスは美少年で、池
を愛さなかったので、神が罰として池の

を得て命名したと言われている。早魃続

に映る自分の顔に惚れ込んで、若い乙女

俳句と同じ五七五の川柳という短詩型

畔に咲く水仙に変えてしまった。水仙を

きで水が無くなり牧草も枯れたので、牧

た。起源を辿れば女形（おやま）も人名

の文芸がある。江戸時代に柄井川柳とい

意味する英語のナーシサスや自己陶酔の

に由来する。

う選者がいて大いに人気を博したそうで

名前の牧童が天の神を呪う言葉を口にし

場で羊の番をしているシフィリスという

たら、罰として永遠に治らない難病にな

の名前に由来する。
頭蓋骨の直ぐ下にある第一頸椎にはア

ったという神話がある。エコー、ナルシ

ナルシシズムはナルシソスという美少年

弾き語りで七七七五調の歌を唄った都々

トラスという固有の名称がある。やはり

シズム、アトラス、シフィリスなど、ギ

ある。また七七七五という形式の都々逸

逸という名前の芸人の評判が良かったそ

ギリシャ神話に登場する人物の名前であ

学用語がいくつもある。

リシャ神話に登場する人物に由来する医

という文芸もある。江戸時代に三味線の

うである。川柳も都々逸もやはり人名に

果てで鎖に繋がれ、永遠に天空が落ちて

る。ゼウスに反抗したアトラスは大地の

している。エコーはギリシャ神話に登場

た。ベサリウスという解剖学者が、頭蓋

こないように両肩で支える罰を与えられ

昨今は超音波による画像診断が日常化

由来する。

する人物の名前に由来する。人の悪口ば

骨を支える第一頸椎が、あたかも地球を

の名称に自分の名前を付けてしまった。

はローマ皇帝のユリウスに、
う。
JULY
はやはりローマ皇帝のアウグ
AUGUST
ストゥスに由来する。強権を振るって月

アルキメデスの原理、
ピタゴラスの定理、

とい
AUGUST

かり言っているので、天の神様が、自発

名したと言われている。

支えるアトラスに似ているところから命
梅毒のシフィリスもギリシャ神話に登

ユークリッド幾何学なども古代ギリシャ

、８月を
JULY

的には喋れず、他人の言葉を鶏鵡返しに

場する人物の名前に由来する。梅毒はコ

７月を

言うだけという罰を下した。現在は反射
波とか谺（こだま）という普通名詞とし
て使われている。
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の学者の名前に由来する。
月の名称からの連想だが、３月生まれ
る。

く泉という意味だと外国人に説明してい

た。私の名前は、清らかな水が大量に湧

ために入

葉の裏や縁には鋭い棘がでている。この

上を這っている。葉は密生し、おまけに

りにくい

で弥生（やよい）さん、５月生まれで五

し、上か

前回の続き

(

ない。

だった。

の野営地

には絶好

あざむく

軍の目を

アメリカ

)
名 降伏式まで。

聞いて大場大尉のもとには、組織や統率

タコ山と言うのは、全山タコの木（英

らも見え

月（さつき）さんというお名前の女性が

大場 栄隊

第４回 サイパン戦跡巡り

いる。８月生まれで葉月（はづき）さん
というお名前の患者さんも診たことがあ
る。４月生まれで「やよい」さんという
患者さんを診たことがある。「一ヶ月ずれ
３月なので、生まれる前から「やよい」

美濃部 欣平

川柳、エコー、アトラス、ジュライ、オ

者を失ってバラバラに山に籠っていた兵

コーヒー山の米軍との交戦での勝利を

大場隊 タポーチョ山麓のタコ山ヘ

ーガストなど、人名とは縁の無さそうな

や民間人が集まってきた。兵隊約１５０

行き、神主さんが氵（さんずい）の付く

名パンダナスの木）に覆われていて、幹
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ていますね」と言ったら、分娩予定日が
という名前を親が決めておいたら出産が
４月にずれ込んだが名前はそのままとい
う裏話を聴かせてくれた。

言葉だが、歴史の根源に遡ると、みな人

人、民間人約２００人がタコ山で共同生

漢字をいくつか挙げて、その中から清を

はタコの足のように何本にも分かれて地

活をするようになった。

選んだという命名の経緯を幼い頃に聴い

蛇足だが、私の名前は、両親が神社へ

名から発している。

ボルト、ワット、沢庵、隠元、女形、

47

東側は穏やかな傾斜だが、西側は険しく
５年

月１日、大場隊が整然と隊列を組

常に切り立った険しい山だった。１９４

対し武器も兵の数もすでに多大に失って

いながら戦車で攻め上ってきた。それに

んで日の丸を掲げ軍歌を歌いながらを下

ことを阻まれ、多くの死者をだした。こ

命を捨てた猛攻撃に米軍は一時前進する

いた日本兵は体当たりの白兵戦にでた。

切り立っていて、ジャングルの深い谷が
複雑な地形になっているためこの方向か
年前に思いをはせた。

りてきた

人の日本兵が残っていて、頂上近くまで

の場所は死の谷と呼ばれた。頂上には

タポーチョ山は、７３４Ｍだが小さな

攻め上って来た米軍陣地を勇猛果敢に急

タポーチョ山

戦った後、アメリカ軍との停戦に応じ下

サイパン島の最高峰だ。島の中央に位置

ヵ月

の米軍基地に降りてきたタコ山への山道

な火力に追われて、日本軍と民間人は島

日本軍が後退してきてこ

カ軍に南部を占領された

身自殺する悲劇が起こった。

た民間人の多くがママッピの断崖から投

７日日本軍総攻撃、玉砕、そして残され

く。７月６日、司令部は地獄谷で自決。

の最北端マッピ岬へと追いつめられてい

の山に立て籠もった。負

１９４４年６月

深い熱帯樹木越しに見上げるタコ山は、 きる。

の入り口に立った。
本当に全山密生したタコの木に覆われ非

傷兵や軍と行動を共にし

達が景色を楽しむために登ってくる。頂

現在、タッポーチョの頂上は、島の観光
日か

て避難してきた多くの民
１９４４年６月

の山の争奪戦で日米両軍

念碑と、大場栄隊の降伏式の写真入り説

る。日米の戦争があったことを記した記

上には大きな白いキリスト像がたってい
の激戦があった。アメリ

明版がたっていた。

日までの５日間、
こ

カ軍は激しい砲爆撃を行

ら

20

スポットになっている。４輪駆動で若者

日に上陸したアメリ

襲し戦った。しかしやがて米軍の圧倒的

案内で、大場隊が日本軍玉砕後も

私たちは、戦跡ガイドのヨネコさんの

ら入ることは不可能だった。

12

していて頂上からは３６０度島を展望で

15

66

間人も集まってきていた。

15

25
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16

クリーの台座に大砲の一

物の真ん中に、古いコン

これらの観光用の設置

のほかにも、赤十宇社や歴史博物館など

る。爆撃に耐えて残った建物の一部はこ

常に堅牢なコンクリート造りで立派であ

われている。日本統治時代の建造物は非

角墓地と呼ばれている小さな墓地があり、

に使用されている。この教会の北側に三

つての激戦を物語るもの

当時の収容所の人が建てた慰霊碑が南洋

ぽつんと残っていた。か
には、何の説明もなく朽

桜の赤い花の下に残っていた。その他に

部なのか錆びた鉄の筒が

ちるままに放置されてい

も、戦没兵士の慰霊碑やお墓、小さなお

地蔵さんも置かれている。２年に一度長

た。

パン唯一の湖・ススペ湖

ススペ収容所は、サイ

戦場となり銃火に追われ、飢えと渇きに

た。南国移住の夢と希望の地が一転して

た。私たちもお線香をあげ、手を合わせ

関係者の方々とご供養されていると伺っ

野の善光寺さんが来られ、
戦友会、
遺族、

の周辺にあって婦女子を

ススペ収容所

含めて１万２０００人の
戦前は、ここには南洋

のなかでガイドのヨネコさんが、ちょっ

みと不幸に思いをはせた。暗い過去の話

活しなければならなかった民間人の悲し

民間人が収容されていた。 苦しみ、家族を失い身ひとつで収容所生
興発の砂糖キビ製糖工場

とほっとする話をしてくれた。アメリカ

軍は収容所の民間人の労働仕事に賃金を

マウントカーメル教会が
建ち、工場の一部はその

出していたそうだ。収容所の日本人も器

があった。現在は美しい

まま高校の校舎として使
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という。戦いのない収容所の中では、遠

に売っていた、アメリカ兵が買っていた

用に色々なものを作っては、アメリカ兵

尉は、１キロ離れた崖山へ、

が発覚すると予想した大場大

その後すぐにタコ山の野営地

上ススペ収容所へ下山させた。

に、彼等の身の安全を確認の

隊の移動を命じた。移動をは

本の子供たちやおかあさん達の人間的な
交流もあったに違いない。１９４４年の

じめて、５００メートルも行

く故国を後にした若いアメリカ兵達と日

月ごろから、多人数になった収容者の

かないうちに、野営地は米軍

た日本兵たちは、日本の連合艦隊が島を

食糧を賄うために野菜農園も作られるよ

メリカ軍の巡察隊と戦闘にな

奪回に来るまでは徹底抗戦だ！玉砕すべ

に襲撃され、タコ山から火炎

り、１５０名の日本兵の多くが戦死して

きだ！という思いを捨てきれなかった。

があがった。さらに途中でア

る危険を避けるため、野営地を３ヵ所に

しまい、残存兵は４分の１近くに減って

アメリカ軍は、日本大本営から派遣され

（大場大尉は、このころ米軍に発見され
分けていた。
）
から数百メートルしか離れ

名が下山

しまった。
（後に、２番線野営地の兵隊が

うになった。その場所は、２番線野営地

ていなかった。大場隊の兵隊はしばしば

合流出来たので、最終的には

日連合軍は無条件

降伏」をしたという事実は大変な衝撃で

大場大尉は、戦いを止め、山を下りる

一同呆然自失であったという。
尉は、
再び野営地をタコ山に移したが
「生

には上官の命令がなくては出来ない、パ

のビラが撒かれるようになった。大場大

タッポーチョ山山麓のタコ山で、抵抗

きて虜囚の辱めをうけず」の教育をうけ

らくすると「戦争は終わった」と日本語

「１９４４年８月

が終わったことを説明させることにした。

た伊藤 昌海軍少佐をタコ山へ送り戦争

民間人の服装をして、農園で働く日本大

月アメリカ兵が

47

残兵狩りに山に入ってこなくなり、しば

１９４５年９月～

した。
）

に接触したり、収容所に忍び込んで情報
を得たり、アメリカ軍の倉庫から薬、食
糧を持ち出したりしていた。
名 降伏式まで

15

12

生活を共にした民間人を終戦の翌年３月

１９４５年３月～４月

大場隊
47
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10

が届いた。

から正式

天羽少将

ガン島の

銃の返還 大場 栄大尉の軍刀敬礼。

メリカ兵たちは、驚き感動したという。

日本兵の規律正しく、誇りある態度にア

軍歌を歌いながら、堂々と行進してきた

パンの米軍基地へおりていった。全員で

有りましたことを、
お詫び申し上げます。

した。投稿文中、幾らかの記録の誤りが

くださいました方、誠に有難うございま

お世話になりました。又、拙文をお読み

月１日 午前９時 タッ

文書を出
１９４５年

ポーチョの戦いは終わった。

年度 夏季号

いわれている。

日

したのは、
１９４４年７月８日と

日本民間人が、
最も多く投身自決

②マッピ岬
（バンザイクリフ）
から、

１９４４年６月

訂正 ①アメリカ軍のサイパン上陸は、

＊

してもら
いたいと、
要求した。
月

少将から

年の今回ま

③観光案内で「最後の司令部跡」と

- 21 -

末に天羽
の命令書
月１日下山前、全員が身だ

しなみを整え、収容所の婦人たちの協力
で、
洗濯し、
繕われた軍服に身を包んだ。
兵隊たちは洞窟からでて整列し、万歳三

後記 ― 訂正箇所
年夏季号より、平成

「サイパン戦跡巡り」を医家芸術 平
成

で６回に渡り、連載させていただきまし

21

12

た。医家芸術編集部の皆様方には、大変

15

唱をした後、おおくの亡き戦友たちの慰
霊祭を行った。弔いの銃声は死闘を繰り
広げたサイパンの山に響きすいこまれて
いった。
人

広瀬曹長が掲げる２メートルはある大
日の丸の旗を先頭に、隊列を整えた

23

11
の部隊はタコ山から２番線を通ってガラ

47

21

12

＊

して有名なマッピ山麓のトーチ
や飯盆等が錆びたまま放置されているの

６月

日

東大文学部無期限ストに突入

)

東大闘争全学共闘会議（東大全共闘）

カだが、
史実上の最後の司令部は、 を見ると、半世紀以上の経過が経ったと
は、
思えない。
サイパン玉砕の戦史には、

結成（全共闘議長・山本義隆）
。教養学

７月 ５日

北部地獄谷といわれる山中であ

生まれたがために、波乱の運命に巻き込

何人かの軍医もおられた。あの時代に、

終わり

日

部無期限ストに突入

れと祈りを込めて。

東大紛争と私

(

白矢 勝一
１）東大闘争（安田講堂攻防戦）事件

学部「無期限スト」

法学部無期限スト突入。開校以来初の

月

まれた諸先輩に、深く哀悼の意を表し

る。
年度 夏季号

訂正‘サイパン、タポーチョ山で、
（日米

ます。慰霊のために、長野県の善光寺か
らお参りに来られるとお聞きする。私た

両軍は）となっているが、日本軍は
山の自然胴窟を利用した塹壕から攻

ちも御参りするときは、必ず、線香をお

月４日）で５回目に

上げしてくる。旧日本兵士の御霊、安か

撃し、米軍を手こずらせた。
あとがき
日～

サイパン島戦跡巡りは、今回（２０１
月

れど、妻と二人で計画を立て、ガイドの

分に戦跡の跡を訪れたとは、言えないけ

なった。毎回３‐４日の滞在だから、充

１年

26

12

月１日

東大評議会で大河内一男総長の辞任を
承認

月４日

新学部長会議で加藤一郎法学部長を学

日

長事務取扱（代行）に選出
月

文部省（当時）が、１９６９年度の東

日

大入試中止を発表する

年１月

秩父宮ラグビー場で７学部代表団と大

学側の集会。駒場共闘１００人以上逮
捕
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10

11

11

昭和

10

津田さんやヨネコさんのお陰で南部から、
北部まで主なる戦跡は訪れることが出来

東大医学部の学生がインターン制度に

日

昭和

だ新しい発見があるが、この小さな島も

代わる登録医制度に反対し、無期限ス

年 １月

たのではないかと思う。訪れる度に、未
かつては、旧日本軍が必死に守った島だ

トに突入

29

29

11

10

44

30

った。その奥に入って行くと、古い鉄兜

43

12

22
10

１月
翌

制度に代わる登録医制度」に反対したこ

以降、加藤一郎総長代行及び各学部長

禁状態にした）は進展がなく、翌年の「安

日

田講堂攻防戦」へと展開していった。

との話し合い（と言っても、教授らを監

医学部の学生達は、この制度改定に反

（以上、
東大紛争関係ホームページより）

とから始まる。

東大・医局長を缶詰状態にして制度改定

対するため無期限ストを実施。さらに、

日にかけて、封鎖解除実行（安田

講堂攻防戦）
。
東大内での逮捕者は６０
０名以上
いったい何を目的にしていたのか？イン

ターネットでは下記のようになっている。 反対を申し入れた。しかし東大・医学部

日、東京大学（以下、

発表した。ところが、処分発表された１

いる全学共闘会議（以下、全共闘）の学

安田講堂、その他の教室を不法占拠して

東大）
・加藤一郎大学総長代行は、東大・

年１月

人は、缶詰事件に関与していないことが

昭和

学生側の要求は全共闘と民青系では異

その後判明し、学生側と東大側で紛争の

人の学生の処分を

なり時期によっても変遷し一定はしない

は、
この缶詰事件で

が、主として①医学部、文学部などの不

生達を排除するため、警察に出動要請を

時間の攻防戦を展

火種となる。この処分撤回を要求する学

の機動隊を派遣し

当処分の撤回、②警察力導入への反省と

６月には、反日共系の学生たちが、東

行った。この要請に警察は、８５００人

な交渉権の確認、
④学部分断工作の中止、

学生達は、バリケードを作り、投石や火

教室や安田講堂に立て篭った全共闘の

開した。
長は警察に出動要請。機動隊１２００人

炎瓶で機動隊に抵抗した。機動隊は、催

占拠した。これに対して、大河内東大総

私の頭に残っているのは資本主義、帝

が大学構内に入り、
不法占拠を解放した。

涙ガスや放水で徐々に教室を開放してい

大のシンボルである「安田講堂」を不法

国主義に加担する東大を頂点とする教育

７月５日には、学生達の集会で「全学共

日

19

分、全員逮捕がされるまで

45

時間の攻防戦を繰り広げた。

午後５時

システムという考え方である。

月、この一連

く。最後の砦となった安田講堂では、全
戦うことを明確にした。

共闘の主流派が多数篭城し、翌日の
年１月

闘会議」が結成され、医学部の不当処分

などであった。（全共闘の要求は特にはっ

35
撤回と警察介入批判など７項目の要求で

きりしないが）

生側と東大側で平行線が続く。

18

再発防止、③学生、職員の教授会と対等

17

の騒動に対して、
大河内総長が辞任する。

11

― 経緯 ―
東大闘争のきっかけは、昭和

に、東大・医学部の学生が「インターン

35

43
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44

19 18

充満、器物破損などで、さながら戦場に

リコプターが旋回し大騒音、催涙ガスの

東大及び周辺地域では、報道関係のヘ
ら勉強。

ンパ、合ハイ、クラブ活動に参加しなが

自然と仲良くなる友人が増えてくる。コ

いう声が聞こえ、慌ただしくなる。バリ

いた。
「無期限ストが可決されたぞー」と

我々二人は長い影を落としながら歩いて

学年のあるセクトに属している人が話す。 日から授業がないねー、
ゆっくり寝れる」

クトの学生たち、そんな中で二人は「明

ケードを正門につくる動き、走り回るセ

などとのんきなことを笑いながら話して

クラス会には東大紛争なるものを上の

生達３７１人を逮捕、重軽傷者は１００

（今は精神科になっている、この人にも

いた。ところが、そこから長い長い紛争

この安田講堂の攻防戦で、全共闘の学

おける市街戦の模様を呈した。

余人にのぼった。

会いたいものだ）この人はどもりで、ア

の日々を迎えることになるのである。

してくれる、そのときは各セクトに属す

テーションで上のクラスの人が色々説明

の身になって考えて欲しいということに

するか」今でも北朝鮮に拉致された家族

自分におこった、そうしたら自分はどう

しい、
医学部で起こった理不尽なことが、

築かれセクト別のタテカンが並ぶ。「ワレ

学スト突入、駒場正門にはバリケードが

まで続いてもいいということである。全

う形容詞がついていることである。いつ

このストのすごいところは無期限とい

しみを自分の苦しみと考えて行動して欲

ンアンと調子をとりながら話す。「人の苦

年東大に入学。当初、オリエン

る学生たちも、自分たちの思想を述べて

似ている。ところが、スト前までは、や

昭和

２）無期限スト

人くらい同

いたが、それほど本気で相手を非難する

年７月５日、

はり他人事でクラス選出の代議員になる

い回しのアナウンスが流れる。構内に入

ワレハ～トウキョクノ～……」独特の言

こともなかった。１クラス

じ教室に集まる。お互い、まだちょっと

のもいやであった。昭和

などは選択であちこち大きな部屋に押し

などはクラス別、社会学や法学、政治学

４月に入学後、ドイツ語、英語、数学

無期限ストに突入。

成（全共闘議長・山本義隆）
。教養学部も

東大闘争全学共闘会議（東大全共闘）結

43

毎日のように行われるクラス討論、
オ

かける。時間があるときは高校でいうホ

されて行った。日和見という言葉が、何

つれ、全共闘、民青、ノンポリに色分け

ルグに来るセクトの人の話、日がたつに

ームルームみたいなものが行われていた。 を歩いていた。ドラム缶に火が焚かれ、

クラスで仲のいい藤井君と駒場寮の前

っても授業が行われない。

話をするくらいの仲だった。

50
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43

っていった。友達の関係で私は民青系の

て使われ、それが不思議とも思わなくな

をひよっているのか！などと動詞化され

まうのかもしれない。

いときは少しの違いで派閥を別にしてし

について黒板に書いて説明していた。若

革マル、社青同、中核などセクトの違い

れるんや」
》

気の毒に思うのか、この足にキスしてく

る。いろいろな名目でデモを行った。新

ったように見えた。三島由起夫は関西弁

して話す学生とかいて、三島由起夫も困

対決、私もその中にいた。赤ん坊を肩車

見て、この傷に女が惚れるんや。
」と笑い

自分の悪いところを言いあって、「これ

「ここに禿げがあってナ」

「頭悪いのでなやんどるんや」

「どない？このやけどの跡」

三島由起夫が駒場に来て全共闘と対話、 「このにきびにほれてくれるんや！」

若いときは何でも面白いもの。

それで皆で女に持てる方法を考えた。

動きをしていた。敵は本来当局、政府で

宿西口の地下広場では一般市民や学生た

でいうと「ええかっこしい」やなと思っ

あるが、なぜか学生同士が争うことにな

ちがあふれかえるほどいっぱい集まり連

ていた。ところが自衛隊で割腹自殺、本

我々のクラスも討論の場と化した。学
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日議論しあっていた。

三島由起夫の本で不道徳教育講座とい

転げる。

う本がある。
内容はよく覚えていないが、

○大阪で日本万国博覧会開幕８岡本太郎

こんなことがあった。

当にびっくりした。

ッド、この教育システムが帝国主義につ

とてもユーモアがあって面白い。
「潮さ

問とはなにか？東大を頂点とするピラミ
ながる！ベトナム戦争反対！教授の特権

え」
「仮面の告白」などはどうかな？と思

事件

年１月１９日東大安田講堂の

封鎖解く。

昭和

年の思い出

○赤軍派日航機「よど号」ハイジャック

の太陽の搭

三島由紀夫、衝撃の割腹死と同じ年に

から米兵機が飛べば自動的に日本は戦争

を許すな！沖縄の基地を廃止せよ！沖縄

うが、この不道徳教育講座は知的なユー

足悪いやろ、それを言うたら女はそれが

「自分の欠点を見せればええのや、俺、

《主人公が女にもてないと悩んでいたら、 ４）昭和

以下のような内容だったと思う。

場面は皆でおもしろがった記憶がある。

モアに溢れている。その中で銀閣寺の一

していることになる。
３）三島由紀夫
私は紛争のはじめの頃、民青にも入ら
ず、全共闘にも入らず夜マージャンばか
りしていたことがある。昼はクラスで討
論、中村というクラスメイトがブント、

44

44

全共闘であったものに対して、「お前は

あのときの教室を思い出す。
イトを漕ぐ。

ている。そこで合宿してナックル４やエ

があり、多くの企業や大学が艇航を持っ

引けなくなったのであろう。信念を貫く

日、自分の信念を貫き、そのとき引くに

呂君は今どうしているのであろう？若き

が止められ、突然普通の世界に戻ってし

学の自治を破り、代議員大会で全学スト

友。真剣に考え苦しみぬいて、権力が大

これから自分の生き方で示す」と言った

に食事したという話を予備校時代に一緒

日本一になって、当時の東大総長と一緒

練習で来たのであろう。全学ボート部が

があり、東大紛争で全学ストの時、よく

東大には学部ボート部と全学ボート部

いた。日大全学共闘会議（日大全共闘）

名になった秋田明大は週刊誌にでていて

の友人がどうなったのか？東大紛争で有

についての文章がある。その中の主人公

私のＨＰにラクルテルの反逆児の小説

なぜ授業に出るのだ！出て行け！」「俺は

まった。中には林先生のようにクラスの

ったが、ボート部に入り、エイトの一人

だった坂田君（彼は始めひ弱な東大生だ
となっていた）に聞いた思い出がある。

いるようなことを書いていたようだ。「泣

結成。議長秋田明大。田舎で百姓をして

の自分を殺すことにもなる。

とは、自己破壊にもつながることで、今

くれる 担任もいたが、そっけなく、お前
はバカかということを平気でいう先生も

学生運動しながらエイト（８人乗り）を

いてくれるなおっかさん、背中の銀杏が
５）写実の画家クールベなど思いながら

赤軍派、浅間山荘事件、オウム、若い

対しして飛び出し逮捕された昔の知り合
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仲間をいつも訳隔てなく暖かい眼で見て

いた。

漕いでいた……いい思い出だ。

江夏が奪三振日本新記録

パリ・コミューン、三万ともいわれる

ときはまっすぐイノシシのようにわき目

今となっては全て遠い昔である。

ブルーライトヨコハマ

民衆が殺され、その首謀者として逮捕さ

もふらず走ってしまう。天皇崩御の時反

い、時は過ぎ、時代も変わり、穏やかに

いが少し残っているのだなと感じた。

過ごしたはずであった自分にも、昔の勢

１８７７年、あの第一回印象派展が開

東大紛争で農学部を退学させられた勝

彼。

催された３年後、 歳でこの世を去った

んばっているようだ。

「友よ」
「機動隊ブルース」

れたのが、クールベ。

泣いている」の橋本治は本など書いてが

こんな歌が流行っていた頃、私は東大
牧場に行き、馬に乗ったり、ソーセージ
を作ったりもしていた。
埼玉県の戸田に東大ボート部の合宿場

58

６）東京紛争その後
だろう。多くの命が失われ、今後もそれ

も影響されている。懐かしい話やそれぞ

をしたことで有名）
。 皆この紛争に今で

サラリーマンをしてまた医学部に入りな

私は農学部畜産学科を卒業したあと、

７）自分のその後

れの人生を語りあった。

が続くのだから…。
年ＳⅡⅢ３Ｂの同窓会

東大紛争の初期の目的は達成されたか
に見える。
東大の昭和

が２００６年７月８日、 年ぶりに開か

時代の理不尽は数十年の後に時代が解

人の出席。この会はそ

決する。ロウテイション、この制度は現
人中

れた。

の後毎年行われることになった。

びただけと批判される面もある。しかし
昭和 年ＳⅡⅢ３Ｂで、Ｓは
。 おした。
Science
普通は教養学部の駒場の学生は其れほ
この制度により医師の医局離れをよんだ。 Ⅱ類（薬学 医学 理学 農学 医学

と思われる、６年の学生時代が８年に延

場を知らない役人と知識人の産物である

38

43
16

だがこの理不尽の解消はまた新たな局面

国語がドイツ語。入学してからしばらく

保健）
。Ⅲ類（医学 保健）
。Ｂは第二外

の仲間は、毎日のように議論したり、マ

ど強い絆はできないそうだが、あの当時

ージャンしたり、何しろ無期限ストでバ

起こした原因は、意味は違ってもそのま

と思う人もいよう。しかしこれらを引き

た我々はクラス編成のその日、記念すべ

真のコピーを皆に配った。４月に入学し

同窓会の席で、親友の丸井君が昔の写

ての付き合いは長く続かないそうだ。し

普通東大の二年間の教養時代は友人とし

ても、
みんなしっかり覚えているようだ。

思う世界にいた友達なので特別で卒業し

して東大紛争が始まる。

を生じさせる。
何事も一気にすすまない。性急過ぎる

ま続くことない。ただこの変化は結果が

き一同に会する写真を撮っていた。みん

かし私のいたクラスは今でも同窓会があ

リケードの中の仲間、異常の中が正常と

似ているが本来の目的とされたものでは

な初対面でこれからえらくなるぞという

行為は先走りとしての価値しか持たない

ない。こういうことは歴史のなかで繰り

クラスは民主青年同盟と全共闘、ノン
ラスから精神科医になったのが５人。東

ポリに分裂。授業はないものの、毎日の

る。

医局はそれまでの力を失った。それと

大紛争がいかに精神に影響したかわかる

ようにクラス討論をしていた。大学とは

怖いほど緊張した顔をしている。このク

ともに地方の医療崩壊が始まった。この

ような気がする、と中安（宮崎勉の鑑定

返されている。

制度をつくった輩は死刑に処してもいい
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50
43

いる！日本を変え新しい民主制度に変え

不尽なことが毎日のように繰り返されて

して考えるべきだ！医学部ではこんな理

腐っている！他人の問題を自分の問題と

なにか？学問とはなにか？今の自民党は

た。

っかり心は青春時代にぶっ飛んでしまっ

の名前とともにあの頃の記憶が蘇ってす

こに我々の汗したボート部の若かりし日

引を押入れから見つけて送ってきた。そ

らの一人が昔の我々の都内対抗試合の索

それをぐいぐい飲むのである。汗をかい

かと思う。
どんぶり鉢に紅茶がいっぱい。

（※ズッペとはスープのことではない

はれ上がった口をした山角。

川に落ちたり、夏は蚊に唇をさされて、

この時の情熱、若さ、このために大学

夏休みを利用して合宿するのだ。皆で定

その周りには運動場がたくさんあった。

東大の山中寮は山中湖の近くにあり、

山陰の安旅行、山口大学の寮に泊めても

それぞれ道は違っても思いでは一緒、

た後、それはどんどん身体に吸収され

なくては！貧困、差別を無くそう！
を去った友人、敗北を一つの生き方とし

年後、山角君の別荘で合宿しようという

毎日のようにアジテイト、デモ、ガリ版

農学部では学生執行部副委員長をし、

キロ一周マラソンは皆覚えて

出は、それぞれ一人二人しか覚えていな

言うものは、不思議だ。楽しかった思い

ことになっている。面白いことに記憶と

これから第２の人生、そのとき山中湖に

そー、お前が」皆まじめに生きてきた、

なぜ」「全共闘のバリバリだったから」「う

大入試がなかった頃、皆で留年、
「お前は

らい、銭湯に行った記憶、紛争当時、東

る。
）

胸が熱くなる。

刷り……。しかしの合間をぬって桜の木

山中湖

くて「そんなことあったっけ」となる。
1

1

いて、昔の俺たち仲間いつまでもやって

人はほとんど覚えていない。戸田で合宿
)
(

学部ボート部の仲間は今も心の支え。彼

してまずいズッペ ※ を飲んだり、冬に

加して

レクチャー＋トーク『マッピングにつ
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て変えていくと言った友人、思い出せば

の下で花見をしたり、デートをしたり、

キロは走れんでも、ゆっくり歩
矢で一時間ちょっと、山角が 時間半、

いこう。

行って

マージャンしたり、多くの友人と心から

いる。森本が 時間以内で一位、次が白
渡辺が足のまめをつぶしてビリ。山中湖

付き合えることが出来た。
東大農学部ボート部の同窓会もしばし

でフォークダンスをしたことや、女の子

らと夜行列車で山陰の旅、日光の旅、彼

８）その同窓会の翌日のレクチャーに参

年ぶりに

13

13

仲間に会えると思ったけで胸が高鳴った。 を誘ってボートに乗ったことなど他の友

ば行われるようになった。数

10

けただけなのである。

関わった個々人の生き様に影響を与え続

できたのだ。東大紛争は我々この紛争に

ある理由がその時ようやく考えることが

できていた。 我々がいまだに不燃焼で

彼が答える前に私には自分なりの答えが

る。「それはどういう意味なのか」
と質問。

って悪くなってしまった」というのであ

の紛争の後には何も残らなかった、かえ

東大紛争に関連する話がでた。彼は「こ

助教授』による講演があった。その中で

東京藝術大学音楽学科音楽環境創造学科

化運動について考察する気鋭の社会学者

か）
』
『新自由主義社会における政治・文

いて話そう 毛利嘉孝（もうりよした

の気概を思い起こすぐらいだ。

み込まれ時に不条理にあうと、その当時

化され姿を変えていく。社会人として組

回った節がある。そしてその思い出は風

なんら解決されることなく自己の保身に

の志は虚しく破り去られることが多い。

かけてくる。あれでよかったのか？青年

たものだ。 東大紛争は心にいつも問い

食事を心待ちにしたり、山に登ったりし

からだ。
若い頃そんなふうに喧嘩したり、

りその日その日が幸せと不幸を実感する

い。その日食べられることが幸せ、つま

いだから、過去や未来を考える必要はな

することはない。その日生きることが戦

その日食べるものを探すライオンは自殺

貧しかったがある意味幸せな日々だった。

まともに答えずはっきりと別のことを話

論に勝った負けたは無い。質問されても

私は議論は感情が支配すると思う。議

い。

旦は運動の全体像を炙り出さねばならな

これを出来るだけ客観化する為には、一

論で全体が分かるかと云うと心もとない。

分が属した党派運動から見ただけの運動

ものであったのか確認しえていない。自

き、その渦中にあった者もまた自分が何

「戦後学生運動」を「汝」と見立てたと

でいて自分自身である我々を知らない。

であるように思う。
我々は、
一人一人我々

――「汝自身を知れ」は、つくづく名言

今まで、ひたむきに生きてきた、色々

ホームページで面白いものがあった。

まかり通る。とにかく長い年月の後振り

幸の大声のはぐらかし。こういう議論が

管の対決、たけしのテレビタックルの浜

す。
議論がかみ合わなくてもいい。
小泉、
「戦後学生運動」を考察する。れんだ

なことがあった。泣いたり笑ったりする
のが人生。ところがどこかでいつも引っ

いこの「戦後学生運動」考察に面白いの

返ると何かわかってくるのだろう。

思い出させるものもある。子供の頃川に

がある。少し同調できないところもある

かかってくるものがある。ふと懐かしく
もぐって魚をヤスでとる、そんなときの

が大半あたっている気もする。

当時の青年たちにとって、実際にはも

川の中の音、川の表面を通してみる空、
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ル」
「さらば恋人よ」なんかを歌った。こ

を持って参加。
「アーインターナショナ

一銭の得にもならぬデモにわずかな金

マでもあった。

に青年の胸を捉え、それが時代のニュー

ような生き方こそが最もヴィヴィビッド

とであり、かの時代にはここに記述した

い。だがしかしそれは後付けで云えるこ

っと賢い過ごし方があったのかも知れな

く苦笑した」
（早坂著「オヤジの知恵」
）
。

ィ・ムッシュウ』と微笑み、私は仕方な

事を手伝ってくれている。
』ギランが『ウ

年時代、連中の旗頭でした。今は私の仕

い。
』私を指差して話を続けた。
『彼も青

る重心が低くなる。私は心配していな

いことを経験的に知れば、物事を判断す

して所帯を持ち、人生が一筋縄でいかな

たちは、間もなく社会に出て働き、結婚

け回す連中よりも信頼できる。彼等彼女

になってしまった。官僚が物事を自分た

こらなくなった。日本は完全な管理社会

した。それ以後学生運動は、まったく起

たちは筑波大学をモデル校とする案を出

こういう紛争が起こらないように役人

が必要であったのだ。

と問題点の解決を図るように動く指導者

常識枠で暴力行為をやめ政治家や教授ら

れが当てはまる。東大紛争はその当時の

耽り、女の尻を追い掛け回す連中も中に

私はデモもしていたが、マージャンに

る。中国のトップたちは自国の矛盾に満

ってしまった。天安門事件後と同じであ

はただ黙って彼らに踊らされるだけにな

て聞いた。全学連の学生達が党本部前の

のことである。なぜこの運動が潰れたの

今我々が確認せねばならないことは次

人の生き方に影響を与えるが社会運動と

結論としてこれらの紛争はその後個々

ちた体制を維持するには徹底した封じ込

はいたぞと思った。

ちの都合の良いように決めていく。国民

ういうときに連帯感が沸いてくる。
９）東大紛争、今
「１９７０の安保闘争の頃、フランス
のル・モンドの極東総局長だったロベー

街路を埋めてジグザグデモを繰り広げて

か、潰されたのか。その原因を尋ねるの

民支配能力を増大させるだけに終わった。

しては失敗で一時的であろうが政府の国

ル・ギラン記者が幹事長室の角栄を訪ね

いた。
『あの学生達をどう思うか。日本の

なぜこの運動がつぶれたか？「理論の大

に、
「理論の大いなる貧困」これである。

考え、心配している。若者は、あれでい

なる貧困というならまさに今の日本にそ

いなる貧困」？それは違う。理論の大い

う。

しかしこれもいつか変換を迎えるであろ

め作戦が妥当と判断したのである。

視野は狭いが、まじめに祖国の先行きを

将来を背負う若者達だ。経験が浅くて、

い。マージャンに耽り、女の尻を追い掛
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※全号秋季号のお詫び
秋季号の中で、医家美術展、及び医家
当方のミスにより掲載していなかった作

写真展の作品をご紹介いたしましたが、
品がございましたので、ここに掲載し、
お詫び申し上げます。

回 医家美術展作品

第

回 医家写真展作品

41

大武秋笙『梅雨明け』

大武秋笙『日光浴（マヨルカ島・スペイン）
』

以上です。大変ご迷惑をおかけいたしま
した。

- 31 -

大変申し訳ありませんでした。

第
白幡雄一『三美神と裸婦』

59

ものである。

天正十一年正月二日。正親町院御年六十五歳。俄に中風。

全く人事を識らず。痰涎鋸声、身温にして御脈浮暖なり。竹

候相違うなり。時に予、之を見て中風と申す。故に通仙の診

田定加法印は傷寒と申し、半井通仙は中風と申す。二医の診

候と合すと仰せらる。先ず通仙が御薬斟酌す。故に予、勅を

奉じて御薬を進上す。翌日四日、初めて人事を識る。漸漸と
して食進みて平復す。

医学天正記・中風門

(

歳で亡くなっている。
この記
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先ず蘇合円を進上、姜汁にてとく。其の後、小続命湯二貼
にて安んず。
正親町上皇は１５９３年に

年前のものであり、この時の病気は、その年

)

たのは竹田定加法印（室町時代初期に明にわたって医術を習

に十分な内容を持っている。正親町院の病気に際し、呼ばれ

『医学天正記』のこの記事は、その時の状況を推測される

れない。

なっているので、健康上の問題が譲位につながったのかもし

いる。ただ、天正９年頃から頻繁に病気の記事が出るように

か、あるいは逆に譲位に反対されたとかいう憶測がなされて

正親町天皇は、織田信長の意向によって譲位させられたと

齢から考えてもまず脳卒中と考えてよかろうと思われる。

録は亡くなる

77

曲直瀬玄朔、正親町上皇の中風を治す

年
（１５８６）

歳

12

《名医のカルテより》

世紀後半の戦国

安 井 廣 迪

正親町天皇（１５１７‐１５９３）は、

生を送った。
曲直瀬玄朔の『医学天正記』によれば、１５８６年、

の時、中風に罹患したらしい。その時の記録は以下のような

65

に後陽成天皇に譲位し、上皇となって仙洞御所に隠棲し、余

によって権威を高めたことで知られる。
天正

時代を生きた天皇で、毛利輝元や織田信長、豊臣秀吉の援助

16

14

得して帰った竹田昌慶の子孫）と半井通仙院（平安・室町期
を通じて典薬頭を丹波家と分け合った医家の出身。名医と謳
われた）の２人であった。
曲直瀬玄朔は、この２人と相談し、中風との診断のもとに
当薬を行った。
最初に用いられた蘇合円は、正式名称を蘇合香円といい、
『和剤局方』の一切気門に収録されている処方で、芳香性の
開竅薬（意識障害を改善する薬）が主となっている。麝香や
次に使われた小続命湯は、唐代の医学全書『千金要方』に

- 33 -

蘇合香などの芳香性の高貴薬が入っている。
記載された脳卒中の代表的方剤で、内容は、附子、防風、芍
味よりなる。

薬、防已、麻黄、川芎、黄芩、桂枝、生姜、杏仁、甘草、人
参の

代を通じてよく用いられた。

方製剤に収録されていないので一般に知られないが、江戸時

に発散するという効能を持っている。この処方は、医療用漢

邪（ふうじゃ）が侵襲して発症したものに対し、その邪を外

邪が体を侵襲して発症すると考えた。この処方は、外から風

中風とは、
「風に中（あた）る」という意味で、昔の人は風

12

その

半 場 久 也

―― だけれどもあなたにお会いしませ

す ―― この夏はボヘミアへ帰りました

―― この二年間私はアメリカに居りま

御無沙汰しております。
うか？ 五年間、

今日は何処からどうやればいいのでしょ

なってしまいました。私はヴィソカーか

娘が病気になって、このプランがだめに

しかし思うようになりません。
―― 私の

ることを楽しみにしておりました。――

私はこの夏イッシュルにあなたを訪問す

の子供をプラーハに残してきて、息子の

やれることをしているところです。五人

ら動くことが出来なくなってしまったの

もっと以前に書くべきでしたが、ジム

オタカルと妻がいるだけです。だから私

んでした！ 私にはあなたに申し上げた

ロックが申しております所によりますと、

等は何時も郷愁に襲われています。若し

です。
それから九月にはプラーハへ戻り、

あなたが私の作品に目を通していただい

書くとすれば、それは私にとって唯一の

いことが沢山あります！ ―― けれど何

たそうで、またスークとネドバルによる

慰めになるのです。たとえ当地で音楽の

十月にはアメリカへ旅立ったのです。で

と、あなたは彼等にウィーンで私の序曲

をどうやって話し始めたら良いのでしょ

について話されたということです。また

楽しみが十分にあっても、私は出来るだ

すから、今私は再びここにいて、何時も

沢山の人達はあなたが私にとってとても

け失礼しています。
―― でも時々管弦楽

うか？ 難しいです。

大事なパトロンになっているのだと言っ

や室内楽のコンサートへ出かけます。こ

（カットも筆者）

ているのです。 ―― それなのに今日は

◎ヨハネス・ブラー
ムス 宛て

たのハ短調と、その次にはホ短調の曲を

この演奏はとても素晴らしいです。あな

ここで聴くでしょう。
（訳注・ブラームス

せん。感謝いたします。私のためになさ
ってくれたこと全部に対してあなたに感

作曲の交響曲第一番と第四番と思われ

私はただ飾り気のない言葉しか出てきま

謝いたします！

ニューヨーク、一八
九四年十二月二十八日
『尊敬する先生であり友達であるあな
たに！
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○
30

ことは珍しいのですが――私の作品は

曲《カーニヴァル》を演奏し、こんな

によると、リヒターが十二月九日に序

今ウィーン新聞を読んだのです。それ

し解説付で）演奏されるのです。私は

近いうちに私の三曲の序曲も全曲（但

イドルが指揮します。そして何と！

―― ザ
る）
―― 楽しみにしています。

っておられます。ですから私は今日の任

かしあなたは他の誰よりも私のことを知

わけ伝えることが沢山ある場合には。し

いうことはとても困難なことです。とり

謝ります。しかしあなたに手紙を書くと

行儀の良くないこの手紙のことを心から

抱いていただければと祈っています。お

りたいですし、あなたが私に真の友情を

んが、この際あなたに心からの挨拶を送

新しい年にあと３日しか残していませ

り神経質に彼の動向に気を配っている様

在を知らせた。ドヴォルジャークはかな

で、ブラームスにドヴォルジャークの存

オーストラリア国家奨学金制度判定委員

ブラームスやシューマンの味方であった。

音楽評論家ワーグナーやリストを嫌い、

れ、一八九〇年バーデンで死亡。有名な

ハンスリックで一八二五年プラーハ生ま

文中、ハンスリックはエドゥワルド・

ジムロック氏は暫く私に手紙を寄越

務を何とかうまく切り抜けたと思ってい

子が分かる。文の中で、
「私はこの夏イシ

ているような気配を感じる。

退けられたのです。
しません。私が今日彼に聖書の歌の校

ュルにあなたを訪問することを楽しみに

.
H
.
E

ことで、ザルツブルクの近郊にある《ヴ

ル》というのは《バート・イシュル》の

第二番を作曲した。因りにこの《イシュ

五重奏曲やトリオ、それに弦楽五重奏曲

滞在してクラリネットのためにソナタや

作り、その後一八八九年から毎年ここに

品八十七と弦楽五重奏作品八十八を

一八八二年ここでピアノ・トリオ作

はこの地が大変気に入ったらしく、

していた…」とあるが、ブラームス

るのです。どうぞご機嫌よろしく。
』

で彼は恐る恐るブラームスの顏色を窺っ

たことが分かる。そのせいか、この手紙

るブラームスに五年間もご無沙汰してい

若い頃から大変に目をかけてもらってい

コメント〔この手紙の文章を読むと、

――――――――――――――

五年ぶりのブラームスへの手紙

正刷りを送ったので、それをやってい
るのでしょう。ハンスリック博
れるようですが、何をなさりた

士はもう年金生活に入っておら
いと思っているのですか？――
やはり相変わらず、きちんと新聞に論
評を書いておられるのですか？ しば
という頭文

字を探すのですが、それを見つけるこ

しば私は新聞の中で

とは珍しいですね。どうなっているの
か私には分かりません。
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ォルフガンク湖》
の近くの温泉地である。
「リヒターが序曲《カーニヴァル》を
」
とあ
演奏… 私の作品は退けられた。
るのは、ドヴォルジャークの作曲した
この棘の新聞批評に良くないことが載
っていたということと思われる〕

- 36 -

◇お断わり 半場久也先生の遺稿は、
回まであり、順次掲載します。

37

２０１２年（平成２４年）謹賀新年

日本医師会

会 長

会 長

会 長

日本歯科医師会

日本薬剤師会

東京都医師会

会 長
日本医家芸術クラブ顧問

原 中 勝 征

博

孝

大久保 満男

児 玉

野 中

日野原 重明

日本医家芸術クラブ委員長

太 田

日本医家芸術クラブ副委員長

怜

井 静 照

初 芝 澄 雄

日本医家芸術クラブ副委員長

広島県医師会会長 碓

天 瀬 裕 康

松 木 耀 子

五月のコンサートのご出演をお待ち申し上げます。

初春のお喜び申し上げます

洋楽部部長

賀正 戯曲と詩を ご支援下さい

文芸部 美術部

広島市大竹市 渡辺医院
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２０１２年（平成２４年）謹賀新年

へたも絵のうち（熊谷守一） 楽しい絵画展です
ご出品、ご来場、大歓迎！
九月十四日（金）～十六日（日） 銀座ギャラリー悠玄

鈴 木 啓 之

日本医家芸術クラブ再生委員
美術部

白 矢 勝 一

日本医家芸術クラブ再生委員
美術部部長
日本医家芸術クラブ再生委員

津谷 喜一郎

安 井 廣 迪

日本医家芸術クラブ再生委員
文芸部

萩 野 仁 志

日本医家芸術クラブ再生委員
洋楽部

二 宮 文 乃

新春のお喜びを申し上げます

書道部

下手で自信はないのですが参加することが楽しいです

頌春

小南 長次郎

生かされて日々感謝と試練ありがたい

俳句部 川柳

〒一六五‐〇〇二五

文芸部

日本医家芸術クラブ再生委員

〇三―三三八九―九二一八

東京都中野区沼袋四―三一―十二―二〇七

竹 腰 昌 明

新春を迎え、医家芸術クラブの発展を祈る

写真部部長
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２０１２年（平成２４年）謹賀新年

安彦 洋一郎

大森 佐一郎

会員の先生方にとり良い年になりますよう
お祈り申し上げます

写真部

美術部

(

会員の皆様のお役に立てる様努めます。ご指導ください。

日本医家芸術クラブ事務局

電話 〇四二―三四四―八〇五六

東京都小平市美園町一―一五二―四

ＦＡＸ 〇四二―三四四―〇八七九

多数の年賀広告のご協力ありがとうございました。

※順不同にて掲載

)

藤 倉 一 郎

新村 富士夫

浜 名 新

大 原 政 子

本年も皆様にとっても良き年でありますように

書道部

文芸部

文芸部

- 39 -

兵庫

廣 辻 逸 郎

抱き上げて絵馬に願いを七五三
買初や七味の調合中辛に
現世にまだまだ未練去年今年
着ぶくれてきつねうどんのあげが好き

小 南 丁 字

立春というに終日家に居る
東京
孫文展百年の歩蝉しぐれ

福 富 清 子

静岡

岩 本 漂 人

（新潟朝日池二句）

東京
荷の底の文に滲みて蕗の味噌

冬ざれやひとかたまりのオオヒシクイ

有 泉 七 種

辰年の初辰の水撒きにけり

常住のこころあらたに初湯かな

長野

ガンジスの支流の支流リュウキュウガモ

中州には鰐岸辺にはインドガン

チャンバル川アジサシ三種日向ぼこ

（インドチャンバル川にて三句）

着ぶくれてみるハクガンという珍鳥を

帰寮の子筵どさりと雪中花
し きょう な ん じ ざ か

かな

朝錬の白息此 経 難持坂
雪うとまし雪愛しやな母のごと
をみな等と銃後守りし雛飾る
（蛇足）

此経難持坂＝大田区池上の日蓮宗総本山
池上本門寺総門へ向かって登る石段。加藤
清正が献納したと伝えられる。約三十米の
高さへ九十六段で登る。

限りなく晴れて寒波のとどまれり

諸神の寂れて御座す二月かな

老梅のいのち確かに蕾みたり

蟄居する日々のいつしか冬籠

籾 木 秀 穂

癒えし身に沁み入るごとき柚子湯かな

東京

秋海堂長崎に渡り四百年

年越しを重しと思ふ齢かな

時を超え啄木偲ぶ秋館

老朽の丹精が賞菊花展

震災の慰霊の紅葉ダライ・ラマ

寒拆や今年も暮となりしかな

寒拆は少しさびしくなつかしく
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長野

楢 本 勝 彦

神戸より嫁して酪農枯野照る
ギターサックス合奏奉仕クリスマス
聖樹の灯楽譜抱えし少年団

年忘れカラオケ開講美男美女

福 神 規 子

夫婦鶴赤富士に翔ぶ神無月
東京
一景の蒔絵のごとき冬紅葉
尼君の母の墓とや石蕗の花
撞鐘の中の真闇や雪もよひ
雪もよひほのあかりして吉野窓

秋 霧 朝 光

雪降るやまぼろしに舞ふ祇王祇女
青森
嘶きし裸馬の鬣風る
千鰈寒波に耐えた姿して
豆を撒く巫女の下駄にも社の名
穏やかに過ぎて厄日を忘れけり
茄子漬けは母の色なり地酒酌む

東京

小 南 丁 字

眠り覚め三千年の古代蓮
３キロ圏住めない部落蝉嘆く
白鵬の賜杯なくも七連覇
みてみたい泥鰌総理の政治力

秋 霧 朝 光

冬眠の食いだめ熊の街漁り
青森

あれこれと物を欲しがる北の核
電源の上で原発泡を吹き
アンテナを曲げて聴いてる裏ばなし

納税の通知書だけは確実だ
今一歩踏み出せぬまま今日も暮れ
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胡蝶蘭

茨城

羽 生 藤 伍

胡蝶蘭傘寿の祝に贈られし半年の余も咲き続けたり
た

学校の工事二宮金次郎百葉箱も動かされたり

ひ ぬま

鉢の花水やりし後すっきりと美しく起つ子等も斯くあれ
宴席の外に庭越しさざ波の涸沼広がり先に筑波嶺

東京

横 田 英 夫

純白の大きわが猫梅・ざくろ・百日紅の梢までのぼる

厳 冬
購いて植えしばかりのシクラメンはや抜かれたり寒空の下
残りたる花赤々と咲き居れど抜かれし跡は乾きて暗し

先ず一つ次に二株抜き行けり計り難きは人の心ぞ
大寒のきびしき朝に沈丁花の蕾僅かに色付きており
路地植えのクリスマスローズの葉の上に一筋白く朝霜の置く

年 末

東京

小 松 安 彦

ギリシアはどうなることかいにしへの希臘の壺を見詰めてをりぬ

昨夜には並びてをりし木星と月とは今宵少し距離置く

年末にエレクトーンの演奏を聴きて年始の憂さを忘れる

木星の照らすイブの夜しろたへのスカイツリーは白く輝く

東京

林

宏 匡

クリスマスイブの追憶あれから二十年とは信じられない

戯 れ

健康より癌を好むか忠告をよそに煙草を目を細め吸ふ

捨てられしマスクのそばに燻れる煙草の吸殻忌忌しけれ

捨てられしマスク枯枝に掛けありぬ人に見立てて誰の戯れか
と

医学紙の写眞は謙虚に見ゆれかし巨頭面して嗤ふ見出しに

今朝診たる幼な児の声外にひびく夕べ穏しくカルテに記す
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青森

秋 霧 朝 光

父逝きて気負いて生きし十五年「気」を抜くと決め心安らぐ
胸ふかく思いをひとつまたひとつ畑にこぼして今日の風すがし
沁みじみと除夜の鐘ききあと五年吾生き延ぶる使命あると決む
鈴の音カランと鳴らしドアを押す茶房に癒しの席がまちいる
生きざまの拙きわれに似たる子ら牛歩の親子ともに進まん

〈冠句〉

「君慕う」

青森

君慕う 高嶺の花と 輝きて

君慕う 夢を残して 去った恋

君慕う 胸に畳んだ 儘の恋

君慕う 昔の写真 影を追う

君慕う 胸に生きてる 遠き人

君慕う 心に消えぬ 去りし日々

君慕う 詩集は今尚 この胸に

君慕う 遠いみちのく 追う静

君慕う 運命哀しき 静が無い

君慕う 吉野に慈悲の 舞い扇

君慕う 命惜しまぬ 悲恋花

秋 霧 朝 光
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〈詩〉
ロボット序章 ――遠い先祖――
天 瀬 裕 康
原初 我々の先祖は 「棒」のような物だったらしい

いわんや恐竜に比べたら……

弱虫だけれど 相当の残虐性を持っていた彼らは

そのうちに彼らが出遭うのは 火の使用という大事件だ

棒を手にして戦い 少しずつ強くなっていった

他の動物と違って 彼らは火を恐れなかった

火を扱うようになってから 彼らの生活は一変した

それは別段 不思議なことではない

銅や鉄を作る技術は 文明の流れを変える

火による調理によって 食事に楽しみが加わった

そう 一本の「棒」のような簡単な道具……

この星の生き物は みな簡単な

火がなかったら 金属の精錬は出来なかった……

寒くなった時には 暖をとることが出来る

単細胞生物から出発したのではなかったろうか
だけど我々の先祖は 単細胞生物ではなかった

文化的な貢献をした銅は 鉄の硬さに敗れた

木の棒や石の凶器は 金属の出現で姿を消してゆく

だが狩りの時も戦場でも 刀は弓矢に及ばないことがある

生物というよりは物体に近い……いや、物体だったのだ
したがって人類やその他の生物のような

飛び道具の時代が暗示されるのだが いずれにしても

先祖の棒は 武器としてだけ使われたのだろうか？

だが それがすべて なのであろうか？

我々の先祖は 武器として誕生したらしい

進化の跡を辿るのは無理だろう
生物という観点からすれば
人類は すぐれた動物ではない
サルよりも木登りは下手だし
ライオンのように強くもない
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その時の 棒の役目は何だろう？ 太鼓の役目は？

しばしば人類は 太鼓を作り それを叩く

生物としてのロボットと 非生物系のロボット

二種類のロボットがいるのに気付くだろう

そこで 時代背景を現在に近付けると

我々の先祖は一本の「棒」だった ということなのだ

ただ とにかく大切なのは

両者の間の均衡は破れ その地位は逆転するかもしれない

道具が考える機械になる日 人間より優れた存在になる時

共存出来ないことに なるかもしれない

何時の日か 人類と道具は

まんざら しないでもない

未来に破滅が待っているような予感なら

そんなことは我々は知らないが

我々は何期目の文明に居るのか？

今の文明を築いたのだ、という仮設

人類は一度破滅したのだが、それがまたやり直して

第一期文明という言葉がある

問題を起こすのは 後者のほうだろう

いろんな場合があるのはあるが
こわ

例えば 恐そうな動物を威嚇すること
他には 仲間への伝言 戦闘の相図や危険の告知
どうやら武器との因縁は切れそうにもないが
太鼓を楽器として聞く場合だって あるだろう
収穫を祝う お祭りの際の 太鼓の音
こうなると棒は 武器ではなくて 楽器だ
そういえば人類には
自然界にある生き物を食べ荒らすだけでなく
植物を栽培し 動物を飼育するという
一見 自然を大切にするような志向もある
コメやムギが サルをヒトにしたのかもしれない
動物の中では 家畜化されたイヌやウマが目立つ
普通 ヒトが犬や馬を家畜化したと思われているが
その逆も 考えられないではない
動物を家畜化した人類は 動物としての力を失った
これはロボットを考える際とても大切なことなのだ
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原稿募集と次号についての大切なお知らせ

次号締め切り ６月

日（水）

今号も多くの方にご投稿いただき、厚く御礼
申し上げます。
そして、前号につづき、発行時期が大幅に遅れ
てしまったこと、お詫び申し上げます。
前号、前々号より作業は馴れてきたものの、一
度遅れてしまった発行時期を戻すのはなかなか
難しく、このままですと次回春季号の発行が夏に、
夏季号が秋に…となってしまいそうです。原稿締
め切りを短くする方法もありますが、それですと
ご投稿いただいている会員の皆様に多大なご迷惑
をおかけすることとなりますので、検討した結果、
次号は、
『春季・夏季 合併号』とさせていただき
たい旨、ご了承いただけますでしょうか。
会員の皆様のご協力なくして発行できない機関
誌ですが、このような編集側の一方的なお願いで大
変申し訳ありません。
ぜひ、今後ともご理解とご協力をよろしくお願い
申し上げます。
次号（春・夏合併号）では、特に特集は設けませ
んので、多くの会員のご投稿をお待ちしています。
※ちなみに次回発行は『文芸特集号』です。どうぞ
お楽しみに。
（編集作業中です）
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20

○ ほ

ん
瀉血というのは、一般的には静脈を傷
つけたり針を刺して出血させることであ
させたり、暖めた動物の角やコップを当

るが、皮膚に蛭を這わせて、これに吸血
てて陰圧をかけて、傷をつけた皮膚の表
面から出血させたりする方法もある。
【はじめに より】
数千年にわたる医学の歴史の中で、瀉
血はほとんどすべての時代を通して治療
として行われてきたのであるが、まこと
に不思議なことである。確かに瀉血によ
って病態が改善することもあったであろ
とっては、考えられないことである。

うが、私たちの現代医学を学んだものに
【おわりに より】
（近代文藝社・九五二円）

二人芝居上演記念誌
『ばらっく』
原作：天 瀬 裕 康

敗戦後四年を経た一九四九年（昭和
二十四年）
、市内のあちこちにバラッ
クと呼ばれる掘立小屋が立ち並んで
いました。

この冊子は、二人芝居「ばらっく」の

市民交流プラザ）を記念して刊行した。

公演（二〇一一年十二月三・四日 広島

【う・し・ろ・が・き より】

- 47 -

『瀉血の話』
藤倉一郎 著

瀉血 ――この無意味な医療が何
故何千年も行われてきたのか？

ギリシャの古代から、ほんの百年前
まで当たり前のように行われていた
不思議

!!

!!

ときこ）の二人芝居による『ばらっく』

趙博（ちょう・ばく）
、土屋時子（つちや
ました。

害者が、肩を寄せ合いながら暮らしてい

お多くの被災者が苦しんでおられます。

に原発事故という人災があって、いまな

この作品を書いた時点で、被爆者である

爆と、福島の原発による被爆が重なって

作者の頭の中では、広島の原爆による被

いました。

この公演記録を読まれ、あるいは菜園

をご覧くださる場合、そうした事実も思

い浮かべて今日的な意義も感じていただ
――ここは爆心地に近く、
「相生通り」の

心に響きます。被爆し、廃墟となった広

ちかごろ絆という言葉が、しみじみと

て 天瀬裕康 著 より】

【冊子内・人間の絆（きずな）―公演に寄せ

けるなら、
これもまた絆だと思うのです。

住民は、追い立てられても家を壊されて

島が復興してゆくさい、貧しさや不当な

☆

も、すぐ舞い戻り、バラックを立て直し

近所の人たちの間に、心の結び付きがあ

噂に耐えることができたのも、親子や隣

これは、そうした人情があった頃の、

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。

（ばらっく上演委員会・一、五〇〇円）

※付録・劇中歌などＣＤ付き

ここでは被爆者であることが特殊なこと

て、その日暮らしの生活を続けました。

たちが、政治のひずみや戦争のしわ寄せ

被爆地に近い通称「相生通り」と呼ばれ

ったからでしょう。

に、苦しみ苛まれながら、この川べりに

た「ばらっく」街に住む、チンドン屋母

ではありません。ここに住むすべての人

追い込まれてきたのです。日本人の被爆

この作品が上演された二〇一一年の三

子の話です。
（中略）

した。引き揚げ者や復員兵士、その他、

月には、東日本で大震災が起こり、さら

者だけでなく、朝鮮人、中国人もおりま
いろんな事情を背負った戦争と原爆の被
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第 51 回

医 家 書 道 展
平成 24 年 5 月 22 日(火)～27 日(日)
午前 11 時～午後 6 時（最終日は午後 3 時終了）
会場：大黒屋ビル・6 階ギャラリー
東京都中央区銀座 5 丁目７－６
TEL：03(3571)0006
恒例の医家書道展を開きます。
皆様お誘いあわせの上ご高覧下さいますよう
ご案内申し上げます。
（ 出 品 者 ）
秋葉琢磨

小口英世

竹内栄樹

福冨清子

飯島初江

加瀬幸雄

田村豊幸

御手洗玄洋

梅澤信子

酒井敏夫

中村純一

矢数圭堂

大西正一

佐藤 稔

新関寛二

安川あい子

大原政子

鈴木久世

二宮文乃

池田壽雄

小口明子

高嶋純子

原田喜美

＜主催＞ 日本医家芸術クラブ書道部
神奈川県茅ヶ崎市浜之郷 831 小口内科医院
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南部坂について
初芝 澄雄
左右に旧毛利家の屋敷跡が多いようで

崖で、坂の真上が十字路になっていま

坂が上っています。左手の側が宿舎の

中に隠れるようにあり、この祠の近く

す。新宿の方からですと、右側、森タ

す。そして左手から氷川坂が上って来

で地図で探しますと、南部坂が近い所

ワーの裏手には毛利庭園と云うのがあ

ています。この道を下って行くと、中

に浅野家の奥方が住んでいたと記され

ります。テレビ朝日の近くです。又、

段左側に氷川神社の入口の道がありま

冬季号と言うには少し遅い季節での

にあることが、分かりました。そこで

左側の旧自衛隊の跡地には檜木坂公園

した。此の神社は八代将軍徳川吉宗公

発刊となりましたが、今号もまた力作

ています。大石蔵之助が討入前に尋ね

の名が残っていますように、毛利家の

が作ったもので、広い境内がありまし

揃いの充実した誌面になりました。

六本木通りの方から行ってみますと、

屋敷が多かったようですし、近くにあ

た。話は飛びますが、赤坂から近いた

恒例の新年のご挨拶をいただき、さ

ていった屋敷跡だったのです。私はゆ

る乃木神社などもその名残のようです。

めか、包丁塚と云うのがあり、説明を

まざまな難局をともに乗り越えてゆか

左手が高台になっていて、米国大使館

さて話は変わりますが、六本木の周

読みますと、料理人の人びとが建てた

なければならないという思いを新たに

っくりと昔の事を思いながら、先ほど

辺は非常に坂道が多いのです。そして

と言う珍しいものでした。又、境内に

しました。明るい紙面作りを心がけま

宿舎になっています。久国神社の先ま

檜木坂の近くに氷川神社があり、その

大イチョウがあり、都内で第二位の高

すので、ご支援のほど、よろしくお願

の南部坂を引き返しました。

境内を歩いて居て知ったのですが、忠

木で、表示では天然記念物との事でし

いします（ＨＹ）

で行きますと、南部坂は左手に直角に

臣蔵の話に出てくる浅野家の奥方も此

た。そうして古い小さい神社が植込の

都営大江戸線の六本木駅の近くには、

処に住んでいた事を知りました。そこ
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来年度のイベント案内
第５１回ドクターズファミリーコンサート
２０１２年５月２０日（日） 午後１時３０分開演（予定）
場所：新宿区立牛込箪笥ホール

第５１回医家書道展
２０１２年５月２２日（火）～２７日（日）
場所：銀座・大黒屋ビル６Ｆギャラリー

第６０回医家美術展
２０１２年９月１４日（金）～１６日（日）
場所：ギャラリー銀座「悠玄」

第４２回医家写真展
２０１２年１０月１６日（火）～２１日（日）
場所：JCⅡフォトサロン

医家芸術 56 巻 冬季号 （通巻 607 号）
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