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ることを強く感じさせられた一年で
ありました。折しも、昨年８月１日、
日本医師会は災害対策基本法上の
「指定公共機関」の指定を受けまし
た。今後、国・地方の防災行政にお
ける医療の位置づけの向上を図ると
ともに、災害医療コーディネート研
修やＪＭＡＴ体制の整備など大災害
への備えについて強力に推進して参
りたいと思います。
世界に目を移しますと、エボラ出
血熱の感染拡大をはじめ、混沌とす
るシリア情勢など悲惨な戦乱も続き、
多くの尊い命が犠牲になっておりま
す。こうした報道に接するたびに、
人の生命と健康を守るために日々の
医療に向き合っている多くの医師は、
胸を締め付けられるような思いをさ
れているのではないかと思います。

特に紛争や戦乱については、日進月
歩の医療によって多くの命が救われ
ている現実が、
「生命の大切さ、尊さ」
について改めて考える契機とはなら
ないものかと願わずにはおられませ
ん。
明るい話題としては、昨年 月、
ノーベル物理学賞に３名の日本人科
学者が選ばれるというビッグニュー
スが飛び込んで参りました。今日、
われわれが身近に接する電化製品を
見るにつけ、青色ＬＥＤの発明とそ
の実用化が、どれほど素晴らしい発
明であったか、また、どれほど国民
を勇気づけ、日本人としての自信と
誇りをよみがえらせたか言葉では言
い尽くせないほどの受賞であったと
言えます。
そして同じ月に、東海道新幹線が
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会長

明けましておめでとうございます。
国民の皆様におかれましては、健や
かに新年をお迎えになられたことと
お慶び申し上げます。
昨年は各地で天候不順が続き、土
砂災害や洪水、更には火山噴火等、
各地でさまざまな災害が発生致しま
した。地球の温暖化による天候不順
や火山活動の活発化に対する今後の
災害時における支援のあり方、被災
された方々への医療提供体制のあり
方について、更なる検討が必要であ
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日本医師会

開業 年を迎えました。これまでの
乗客数は延べ 億人に上るとのこ
とで、私も頻繁に利用する一人であ
ります。開業以来、列車事故による
死傷者はなく、また、車両の改善や
スピードアップも続き、今や、全国
の新幹線網は２，６００㎞を超えて
いるそうです。社会構造に与えた影
響は計り知れないものがあり、戦後、
正にわが国の高度経済成長を牽引し
てきた代表の一つであると思います。
高度経済成長を牽引してきたもの
として、われわれ医療関係者が真っ
先に思い浮かべるのは、これより３
年早く 年を迎えた国民皆保険（昭
和 年制定）と呼ばれる公的医療保
険制度です。国民皆保険は、戦後日
本における、まだ発展途上であった
昭和 年に、生活のインフラ整備の
ための相互扶助による保険制度とし
て確立されました。決断された当時
の政治家、経済界、労働界のリーダ
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ーの方々のご労苦と先見の明に対し
ましては、常々、深い尊敬の念を抱
いております。その後、わが国は世
界一の長寿国となり、また、２００
０年にＷＨＯが発表した世界各国に
おける医療制度の比較では、健康寿
命においても世界一になりました。
これは日本の公的医療保険制度が極
めて優れている証と言えるでしょう。
そのベースには、お互いを助け合う
という日本国民の特有の考え方がし
っかりと息づいているのではないか
と思います。現在、アメリカで盲腸
の手術（１泊２日）をする場合、費
用は２００万円以上かかると言われ
ていますが、日本では 万円、実際
は保険適用により３割負担の９万円
で済む現実をもっと多くの方々に知
って頂く必要があります。
昨年、私が参加しましたアジア大
洋州医師会連合（ＣＭＡＡＯ）の会
議では、蔓延している多剤耐性結核
30

の対策が大きな問題となっておりま
した。これには、日本のように国民
皆保険体制が確立されていない状況
も、その背景にあるのではないかと
思っております。また、医療関係者
に対する暴力が増えており、これに
対し医師側はストライキ等の措置で
対抗しているとの報告もありました。
今日、日本においては、昭和 年に
誕生した国民皆保険によって、医師
も患者もお互いに納得できる医療提
供体制が確立されている現実を改め
て実感した次第であります。
現在、わが国の医療界は、団塊の
世代が 歳以上となる２０２５年
に向け、病床の機能分化と連携、在
宅医療・介護の充実、医療従事者の
確保と勤務環境の改善等により、地
域の特性に応じた地域包括ケアの推
進が求められております。本年４月
には改正医療法に基づき、地域ごと
に地域医療構想が策定されることに
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なりますが、その前段階として地域
医療構想策定のためのガイドライン
づくりの協議が進んでいるところで
あります。地域医療構想はこのガイ
ドラインが一つの指標となって策定
されることになりますが、国が作成
した一律のガイドラインのみに頼っ
て策定されるべきではありません。
あくまでも、各地域の実情に基づい
た地域医療構想であることが肝要で
あると思います。
その一方で、わが国の債務は
１，０００兆円を超え、経済成長は
伸び悩み、将来的に労働力人口の減
少が見込まれています。これに加え、
社会保障費は高齢化の進展に伴い、
医療、介護等を中心に更なる増加が
予想され、国家財政上の大きな課題
となっております。今後も財政を緊
縮しようとする立場から、規制改革
や成長戦略の名の下に、公的医療保
険給付の範囲を狭める圧力が続いて
いくものと思われます。
われわれ医療提供者は、正直なと
ころ、諸々の規制がない状況で自由
に医療を提供したいという気持ちも
ありますが、年々、健康保険の財源
が厳しくなる中で、超高齢社会の到
来を迎え、限られた国の予算でいか
に対応できるかという視点で考える
と、ある程度の計画に基づいて医療
を提供していかなければなりません。
しかし、いかなる改革が行われよ
うとも、医療という人の生命に直接
関わる行為において忘れてならない
のは「健康と安全」であり、これを
守るためには適切な規制が必要とな
ります。実際、医療における規制の
ほとんどは、人の生命と健康を守る
ための規制なのです。規制改革の名
の下に、この社会保障の大きな柱で
ある医療を市場原理に基づく自由競
争に委ねるべきではありません。ひ
とたび自由競争に委ねれば、その安

全性と平等性が揺らぎ、わが国の国
民皆保険は崩壊の一途をたどること
になります。真の国づくりは、国民
が健康で安心して暮らせる「まちづ
くり」であり、医療はその根幹にあ
ります。国家戦略において、成長戦
略が極めて重要な政策であることに
異論はありませんが、生命を預かる
医療本体の産業化はふさわしくあり
ません。年頭に当たり、改めまして、
国民の健康を守るための規制につい
ては、その評価のあり方を粘り強く
主張していかなければならないと痛
切に感じているところであります。
こうした厳しい社会経済情勢の中
で、必要とする医療が過不足なく受
けられる社会を構築していくために
は、
「かかりつけ医」を中心に地域の
医師会と行政が主体となり、地域の
実情を反映した、地域に即した形で
の「まちづくり」を進めていくこと
が何よりも重要です。その上で、生
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活習慣の改善対策や各種健診などの
生涯保健事業を推進し、健康寿命を
延伸させる等、時代に即した改革を
進めながら、国民皆保険を堅持し、
持続可能なものにしていかなければ
なりません。
国民皆保険は、わが国の歴史と国
民の固有の価値観に基づき、先人の
工夫と努力の積み重ねにより築き上
げられてきたものです。われわれは、
国民の生命と健康を守るために、世
界的に見ても少ない負担で満足度の
高い、非常に優れた「国民皆保険」
という貴重な財産を、地域医療提供
体制を維持する基本的な仕組みとし
て守り抜き、次の世代に引き継いで
いく義務があります。
日本医師会は医師を代表する唯一
の団体であり、決して医師の利益だ
けを追求する団体ではありません。
「国民と共に歩む専門家集団」とし
て、世界に冠たるわが国の国民皆保

険を堅持し、国民の視点に立った多
角的な活動によって、真に国民に求
められる医療提供体制の実現に向け
て、本年も執行部一丸となって対応
して参ります。国民の皆様方の深い
ご理解と格段のご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。
新年が皆様にとりまして、希望に
満ちた明るい年となりますことをご
祈念申し上げ、年頭のごあいさつと
いたします。

会長

山本 信夫
新年あけましておめでとうござい
ます。皆様におかれましては、お健
やかに新年をお迎えのこととお慶び

日本薬剤師会

申し上げますとともに、平素より本
会の諸事業にご理解とご協力を賜っ
ておりますことに、心より感謝申し
上げます。
少子高齢化が急速に進む中、国か
らは医療及び介護を総合的に確保す
るための仕組みとして、医療・介護
の連携をさらに進める「地域包括ケ
アシステム」の構築が示されていま
す。地域における薬局・薬剤師は、
医師、看護師などの多職種との連携
を密にして、入院から在宅へ切れ目
のない医療と介護の提供体制確保と
ともに、医薬品等の適正使用や健康
に関する相談、情報提供を行う役割
を担っています。また、
「日本再興戦
略」に盛り込まれている薬局・薬剤
師を活用した健康情報拠点事業につ
いては、平成 年度もモデル事業を
継続するための予算要求がされてい
ます。地域住民が、身近な場所で「医
療・介護」サービス、セルフメディ
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れましては、お健やかに新年をお迎
ケーションや健康相談の支援を受け
えのこととお慶び申し上げます。日
られる地域づくりを目指すことは、
頃は、東京都医師会の会務運営並び
２０２５年に向けて、地域包括ケア
に諸事業にわたり、格別のご協力を
システムの構築を進めていく上でも
賜り厚く御礼申し上げます。
重要なことです。薬剤師としての職
東京都医師会は平成 年３月の
能を十分に発揮して、医療・介護を
新会館竣工に向けて、昨年４月に会
含めた地域医療提供体制の確保と国
館並びに事務所を竹橋へ移転しまし
民の健康づくりに今後とも貢献して
た。会員諸先生並びに関係者の皆様
いく所存であります。
皆様方のますますのご健勝とご発
方には何かとご迷惑をおかけいたし
展を祈念申し上げ、新年の挨拶とさ
ますが、本年も公益社団法人として
せていただきます。
の使命を果たすべく着実に活動をし
てまいりますので、引き続きご支援
ご協力を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。
さて、昨年末の突然の解散により
総選挙が実施され、安定した自公政
権が継続される事になりました。景
気回復と同様に年金・医療・介護の
社会保障制度の安定は国民の共通し
明けましておめでとうございます。 た願いであります。わが国の社会保
日本医家芸術クラブの皆様方におか
障と税一体改革は表裏一体であり、

東京都医師会

会長

野中 博
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これまでも常に議論されてまいりま
した。しかし、この度の消費税 ％
実施の延期により財源不足が予測さ
れ、今後の社会保障の行く末に大き
な不安が残ります。
ノーベル平和賞を受賞された 歳
のマララ・ユスフザイさんは、「教育
は人生の恵み」であると述べられてお
りました。教育と同様に「医療も人生
の恵み」であると私は考えます。医療
はやむなく病を抱えた人の心に希望
を育む役割を持っています。つまり、
教育と同様に医療は病を抱えた人間
一人ひとりの自己実現を可能にする
からです。
近年の医学の進歩は著しく様々な
疾患を克服してまいりましたが、継
続した医療を必要とされる方々、ま
た、病気や障がいを抱えながら人生
を歩まれる方々も多く、この傾向は
２０２５年に向かってますます顕著
になるものと思われます。そのため、
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従来の「治す医療」から「支える医
療」への転換が医療界には広く求め
られます。改めて地域の生活者への
医療の役割を考える時であると思い
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可能となります。
また、進歩した医学を必要な人々に
あまねく提供する仕組みが医療であ
り、わが国ではこの医療を全ての国
民の連帯と支え合いを礎にした国民
皆保険制度として実施しています。
この制度により病気や障がいを抱え
た方々を優しく支え、住み慣れた地
域での安心した生活を保障している
のです。
私ども東京都医師会はこの理念を
大切にし、生きる喜びと明日への希
望を抱く心温まる質の高い医療提供
の実現と住み慣れた地域での医療・
介護・介護予防・生活支援・住まい
の５つのキーワードを通じて地域包
括ケアシステムの更なる構築に向け、
今後も引き続き活動してまいります
ので、日本医家芸術クラブの先生方
におかれましても、ご支援ご協力の
程を何卒よろしくお願い申し上げま
す。
結びとなりますが、日本医家芸術
クラブの限りないご発展と各位のご
清祥を祈念いたしまして、新年のご
挨拶とさせていただきます。
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昨年に引き続き、
今年も千代田区に
あるＪＣＩＩフォ
トサロンにて、十
月十五日から十九
日に第四十四回医
家写真展が開催さ
れました。
二十三名の会員
により四十六作品
が出展され、今回
も力作揃いの写真
展となりました。
最終日に行われ
た懇親会では、前回に引き続き、写
真家の高岩先生にも参加していただ
きました。
出展作品をご紹介いたします。写
真は当クラブホームページでも閲覧
できますので、どうぞご利用くださ
い。日本医家芸術クラブホームペー
ジへは、
『医家芸術 写真部』にて検

第 44 回 医家写真展

平成 26 年 10 月 15 日（水）～19 日（日）

JCII フォトサロンにて

索していただくとご覧いただけます。
または左記のＵＲＬへアクセスして
ください。
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ハンブルグの新学期

評：親子の表情がとても素敵ですね。
素敵なシーンです。背景の処理も素
晴らしいです。この構図もすてきで
すが、お母さんの手元をいれて、右
側の空間を少なくして、カメラを左
下に振ると違う感じの絵も撮れます
ね。
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◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
◆石井 光子
『厳冬の富士山』
『ハンブルグの新学期』

評：逆光を生かした手前の雪面の描
写は寒さを表して素敵です。雪がキ
ラキラしていて光の使い方が素晴ら
しいです。

厳冬の富士山

黒い葉の雫の光沢に少し目がいくの
で、バックをソフトな画面にすれば
また違った印象になったと思います。

評：
【入賞作品】薔薇を追いかけてい
く撮影者の執念への努力賞です。黒
バックで絵を単純化して花に視点を
絞り込んで成功しています。素晴ら
しいです。

雫（しずく）

評：白い花の微妙な質感描写が素敵
です。背景の処理も花を浮き立たせ
て申し分ありません。
◆大武 省三
『紅（くれない）
』
『雫（しずく）
』

紅（くれない）

評：花を追い続けておいでだそうで、
さすがです。この薔薇は立体感も花
びらの質感も素敵です。花がとても
生き生きしていて綺麗です。真上の
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◆岩瀬 光
『お堀と桜―弘前城』
『東北の水芭蕉』

評：
【入賞作品】濃いブルーの水面に
映った純白の天守閣の取り合わせが
抜群です。そして画面の上には満開
の桜。素敵です。

お堀と桜―弘前城
東北の水芭蕉

◆大武 秋笙
『厳冬の能登』
『ひよどり』

評：真順光なので、波しぶきの水滴
の輝きがないのが惜しいですが、厳
冬の中で海に挑んだ努力の甲斐あっ
て、厳しい冬の海の感じがよくでて
います。

厳冬の能登

評：鳥の一瞬を捉えた素敵な作品で
す。生き物の写真はとても難しいで
すが、鳥の顔の向きなども素晴らし
いですね。バックが少し煩雑で鳥の
印象を弱めているのが惜しいです。
次は背景も意識してみてください。

ひよどり

◆大森 佐一郎
『初冬』
『早春』

評：撮影者はお寺を訪ねられて、石
段に散らばった枯葉に「初冬」を感
じられたのでしょう。趣のある作品
です。情緒が感じられます。

初冬
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評：浮世絵のような構図で素敵です。
主体を奥に置き、手前の木の配置が
とてもよいです。白と黒の配分が絶
妙です。

早春

評：有名な通りの写真ですね。ゴッ
ホの絵とともにその場所を紹介して
いる地ですが、この場所で過去にゴ
ッホが絵を描いていたと思うと感慨
深いです。車が止まっているあたり
にイーゼルを置いて描いたのでしょ
うか。過去と現在を思わせる素敵な
作品です。

ゴッホの絵の家
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◆木村 典子
『ゴッホのお勉強（オヴェール・シ
ュル・オワーズ）
』
『ゴッホの絵の家』
（オヴェール・シュル・オワーズ）

評：どんなことをお勉強しているの
かとても興味がわきますね。先生が
説明しているのを熱心に聞いている
子ども達と、ひとりそっぽを向いて
いる子どもがまたいいです。

ゴッホのお勉強

宍道湖落陽

評：
【銅賞】近景の島のシルエットが
絵を引き締めていますし、水鳥の群
れもいいところに来てくれました。
日ごろの行いの良さが報われたとい
えますね。プリント処理の色彩、明
暗の処理が立派です。すばらしい作
品です。

◆佐々木 正
『タンゴの街で』
『愛しているよ』

評：とてもきれいな色彩の作品です。
赤と黒、赤と青、構図も素敵です。
バックにある絵はタンゴを踊ってい
る絵なのでしょうか。どれも色彩が
はっきりしていて、絵画のような芸
術的な作品です。
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タンゴの街で

◆斎藤 三朗
『海霧（雲仙・仁田峠から天草を）
』
『宍道湖落陽』

（雲仙・仁田峠から天草を）

評：美しい作品です。静かな風景で
心が休まります。水面に映るほんの
りとした光が心を穏やかにしてくれ
ます。手前の影が作品を引き締めて
います。少し水平線が傾いているの
で、気をつけましょう。

海霧

評：
【銀賞】いい所を捉えたスナップ
ショットです。特に男性の表情がい
いです。街の雰囲気も愉しそうでい
い写真ですね。

◆白矢 勝一
『宵巴里』
『灯りがともる頃』

評：素敵な写真です。デジタルの高
感度特性と光への適応性をいかして
宵の巴里が活写されています。街灯
の光と手前の店のタングステンの光
の差が画面に奥行きを与えて秀逸で
す。

評：これもデジタルの感光特性を巧

みに使った宵の街の優れたスナップ
ショットです。
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◆白矢 泰三
『僕のアコーディオンきいてよ』
『話に夢中』

評：ストリートミュージシャンの少
年のようですね。人通りも無く淋し
さが良く出ています。素敵なスナッ
プです。

僕のアコーディオンきいてよ

宵巴里
灯りがともる頃

愛しているよ

評：街灯の明るさから見て宵のスナ
ップと見えます。もうちょっとカメ
ラを右に振って、もう少し待ってか
ら左から歩いてくる二人を画面に入
れたら素敵だったのにと惜しい気が
します。

奥行きのある作品で、手前の人物が
すっと街の奥へと進んでいく光景が
目に浮かびます。街の灯りもとても
いいです。

◆白矢 輝靖
『挟まれる男』
『雨にラプソディー』

評：二台の路面電車の間を通り抜け
る男性を捉えた作品で、
「挟まれる」
に特別な意味は無いようです。路面
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◆白矢 智靖
『滲む裏町』
『還らぬ日々』

評：壁やドアの汚れ具合から侘しい
裏町の情景がよく出ています。

評：題名はいささか違和感がありま
すが、黄昏の街の描写は素敵です。

挟まれる男

滲む裏町
還らぬ日々

話に夢中

◆関口 直男
『夏に笑む』
『真夏の演奏会』

評：花が画面いっぱいに写っていて
迫力のある素敵な作品です。本当に
花が微笑んでいるようで素敵です。
同じ色の花がバックにちらりと見え
るのは主役にとってはマイナスなの
ですが、花ひとつに絞って主体をと
らえたのはいいかと思います。

夏に笑む

評：並んだ花をトランペットに見立
てたのでしょうか、演奏会という題
名から想像してみました。素敵な演
奏が聞こえてきそうなおもしろい作
品です。花を撮る角度を変えてみて
も、また面白いものが撮れたかもし
れませんね。素敵な作品です。

真夏の演奏会
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電車の形、色彩は目を楽しませてく
れます。愉しい写真です。

評：雨に濡れた石畳の歩道を相合傘
の二人が歩き、遠くに古い教会も見
え、並木の緑もしっとりしていて、
素敵な作品です。

雨にラプソディー

◆鷹橋 靖幸
『南国の夕暮れ』
『雨に咲く』

評：夕暮れが美しいですね。雲と海
の間の夕日のオレンジに目を引かれ
ます。海の深いブルーもきれいです。
少しコントラストが強すぎて、シャ
ドー部分がつぶれてしまったのが惜
しいです。あと、水平線が曲がって
いるので注意して撮影しましょう。

南国の夕暮れ

評：黒いバックに、白い花が浮かん
でとても素敵な作品です。緑の葉も
作品にいい味を加えています。もう
少し近づいて撮影すると、花につい
た雨粒が見えてまた素敵な作品にな
ったかもしれませんが、この構図は
花のボリューム感などしっかり出て
いて素晴らしいです。とてもよいと
思います。

雨に咲く
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◆竹腰 昌明
『バハマ（カリブ）の夜明け』
『朝釣り』

評：南国特有の積雲の列の上に夜明
けの空が広がって素敵なショットで
す。空の赤みがかった色がなんとも
素敵です。手前の船もいい配置です。
これからまさに夜が明ける一瞬をと
らえた素敵な作品です。

バハマ（カリブ）の夜明け

評：
【銅賞】夜明けの富士山の写真と
しても素敵ですが、釣り人の存在と
手前のボートが絵に活気を与えてい
ます。釣り人が動かないのも「静中
の静」でおつなものです。

朝釣り

◆中野 一義
『追想』
『トンガリ帽子の出番』
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評：秋の農村の風物詩を撮影した作
品で素敵です。この時期にしか撮れ
ない自然の情景を素敵に切り取って
います。トンガリ帽子だけ画面いっ
ぱいに捉えても面白かったかもしれ
ませんね。トンガリ帽子から伸びる
影もいいです。

◆中野 義宏
『水浴び』
評：川でしょうか。水面にうっすら
『収穫期』
と写っている木々の影が面白いです。
光の部分と影の部分の構図が素敵で
すね。水面に映った情景から『追想』
となったのでしょうか。素敵です。

水浴び

追想
トンガリ帽子の出番

評：陶器の置物の「水浴び」という
ことでしょうか。楽しい作品です。
光あたり具合がとても素敵です。こ
の場所に本物の小鳥が水浴びに来る
ところを想像して楽しくなります。
手前にピントを合わせ奥をソフトに
しているのもとてもいいです。

評：葡萄棚を見上げたショット、素
敵です。葡萄の隙間から光がもれて

収穫期

とつけたのがわかります。

評：神社の境内を切り取った作品で、
綺麗に並んだおみくじが見事ですね。
灯籠のオレンジが作品を引き締めて
いていいです。ひいたおみくじを結
んでいる人が写っていたら、また面
白かったかもしれませんね。手前の
丸い石も不思議な感じがして面白い
です。

おみくじ
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いて綺麗ですね。奥のほうまでしっ
かり葡萄が垂れていて見事なアング
ルです。
◆逸見 和雄
『暗雲』
『おみぐじ』

評：味のある作品で素敵です。画面
下にある雲の形が面白いですね。不
気味さも感じられ、撮影者が『暗雲』

暗雲

◆本村 美雄
『ボルドーの水鏡』
『帰り路』

評：綺麗な写真です。水面が穏やか
なのでとても綺麗に写っていて素敵
です。青い空とそこにある雲もとて
もいいです。旅のスケジュールでこ
の時間しか写せなかったとお聞きし
ましたが、順光でしたね。光を工夫

ボルドーの水鏡

すれば、立体感がでて、より素晴ら
しい作品になったと思います。

評：
【金賞】逆光の中を連れ立って家
路をたどる人たちが美しく描かれて
います。手前の石畳の路面の描写も
素敵です。ユージンスミスの代表作
『天国への路』を連想しました。し
っとりとした美しい作品で、人生を
感じさせます。

◆本村 香都子
『ボルドーのトラム』
『仏で最も美しい村 コロンジュ・
ラ・ルージュ』

ボルドーのトラム

評：美しい林の中を路面電車が走る。
日本では考えられない長閑で、美し
い光景ですね。素敵な作品です。
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帰り路

仏で最も美しい村

評：
【入賞】美しい村に来て、何処を
写すか迷われたと思います。その中
から、この赤レンガの古い教会風の
建物を選ばれたのはさすがです。思
わず引き付けられました。

コロンジュ・ラ・ルージュ

◆村上 泰
『つゆの晴れ間』
『黄実万両に白雪』

評：
【銀賞】つゆの晴れ間の日差しの
なかの紫陽花をしっかり捉えて、背
景の処理も的確で、綺麗な写真です。

つゆの晴れ間

◆矢崎 定造
『天狗面踊り』
『チビッコ太鼓隊』

評：光線の選び方が秀逸です。万両
の実も雪も見事な質感で描写されて
います。素敵な作品です。

黄実万両に白雪
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評：天狗の面をつけた踊り子たちが
並んでいて面白い作品です。手前の
ちらりと見えるものがなかったらと
悔やまれますが、衣装の色も綺麗に
出ていて素敵な作品です。

評：子どもの表情もいいし、動きの
ある写真で素晴らしいです。楽しそ
うな音まで聞こえてきそうで素敵な
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が水汲みをしていたら、動きのある
面白い感じになりますね。

評：
【大賞】左からの光を含めて、建
物の捉え方が抜群です。二人の後ろ
姿、かなたの町並み、アーチの上の
青葉、総て生活感に溢れていて、素
晴らしい作品です。文句なしの大賞
です。

門

ショットです。空をもっと切ってプ
リントしてみると、また違った感じ
の作品になると思います。
◆山本 健一
『井戸』
『門』

評：綺麗な写真です。色合いや光の
当たり具合が素敵です。空の青さも
建物を引き立てています。この井戸
は使われているのでしょうか。誰か

井戸

天狗面踊り
チビッコ太鼓隊

第４４回 医家写真展 作品目録
（2014 年 10 月 15 日～19 日）
氏名

作品Ⅰ

作品Ⅱ

石井 光子

厳冬の富士山

ハンブルグの新学期

お堀と桜―弘前城

東北の水芭蕉

大武 省三

紅（くれない）

雫（しずく）

大武 秋笙

厳冬の能登

ひよどり

大森佐一郎

初冬

早春

岩瀬

光

木村 典子
斉藤 三朗

ゴッホのお勉強
（オヴェール・シュル・オワーズ）

海霧
（雲仙・仁田峠から天草を）

ゴッホの絵の家
宍道湖落陽

佐々木 正

タンゴの街で

愛しているよ

白矢 勝一

宵巴里

灯りがともる頃

白矢 泰三

僕のアコーディオンきいてよ

話に夢中

白矢 智靖

滲む裏町

還らぬ日々

白矢 輝靖

挟まれる男

雨にラプソディー

関口 直男

夏に笑む

真夏の演奏会

鷹橋 靖幸

南国の夕暮れ

雨に咲く

竹腰 昌明

バハマ（カリブ）の夜明け

朝釣り

中野 一義

追想

トンガリ帽子の出番

中野 義宏

水浴び

収穫期

逸見 和雄

暗雲

おみくじ

本村 美雄

ボルドーの水鏡

帰り路

本村香都子

ボルドーのトラム

村上

泰

仏で最も美しい村
コロンジュ・ラ・ルージュ

つゆの晴れ間

黄実万両に白雪

矢崎 定造

天狗面踊り

チビッコ太鼓隊

山本 健一

井戸

門
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第 53 回ドクターズファミリーコンサート
2014 年 11 月 9 日（日）シラヤアートスペースにて開催

23

昨年 月９日に行われたドクタ
ーズファミリーコンサートは、同年
６月に行われたミニコンサート同様、
東京都小平市にあるシラヤアートス
ペースにて開催されました。
お馴染みの先生方が集い、アット
ホームな楽しいコンサートになりま
した。コンサート終了後は、洋楽部
の懇親会も開かれ、終始和やかなム
ードでご参加された方も楽しそうで
した。会場の様子を、写真のみです
がご紹介いたします。
今年もドクターズファミリーコン
サートを開催する予定です。出演者
大募集です。観覧のみも大歓迎です。
是非足をお運びください。日程など
決まりましたら、機関誌『医家芸術』
やホームページなどでご報告いたし
ます。
皆様のご参加お待ちしております。
11

24

第五十九回邦楽祭
平成二十六年十一月三十日
日本橋三越劇場にて

晴天の十一月晦日、日本医家芸術
クラブ第五十九回邦楽祭が開催され

第六十回邦楽祭、還暦にふさわしく、
目出たく賑々しい感じの会にできたら、
と考え始めております。

一度ご参加下さった先生方、記念のこ
の回に、久しぶりにどうぞ素晴らしい腕
前をご披露にいらして下さい。

未参加の先生方。お稽古を始めたばか
りの方から歓迎致します。三越劇場はや
はり素晴らしい劇場ですので、経験なさ
る事は素晴らしい価値があるかと。どう
ぞお気軽にご参加下さい。

お客様ももちろん大切な会の一部でご
ざいます。お着物でお出かけになるのに
日本橋三越は佳い場所ですので、せっか
くですからお誘い合わせて和装で、と言
う企画にいかがでしょう。

日程は十一月二十九日日曜。場所は同
じく日本橋三越劇場と決まっております。

邦楽祭事務局 二村
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ました。ご参加十一名の先生方、ど
なたも素晴らしい技芸をご披露下さ
り、会場も多いに盛り上がりました。
詳しい評論は次号にまた掲載いたし
ますので、お楽しみに。

次回はついに第六十回。
邦楽祭が還暦を迎えます。

当日楽屋風景(一部)
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剣術ごっこ
出来 尚史
子供の頃、父から剣豪の話を聞く
のが楽しみだった。剣士たちの繰り
広げる天下無双の活躍に胸を躍らせ
たものだ。塚原卜伝、上泉伊勢守信
綱、伊藤一刀斎、宮本武蔵・・・。
熱心に聞きすぎたせいか、床に就い
てからもイメージが頭から離れない。
剣を振りかざした彼らが私の夢の中
を縦横に駆け巡るのであった。
折しもラジオでは『新諸国物語』
シリーズの『笛吹童子』
、
『紅孔雀』
などを放送していた。剣を持って善

と悪とが戦う血湧き肉躍るドラマで
ある。ラジオだから映像はない。雑
誌で見た剣術使いの挿絵を思い浮か
べながら、主人公の風貌や衣装、刀
についてあれこれ想像した。
『新諸国物語』は程なく映画化さ
れた。中村錦之介、東千代之介、大
友柳太郎らの扮する人物はラジオで
想像したイメージと似ているようで
もあり、また違うようでもあった。
映画の利点は視・聴覚双方に訴える
ところにある。聞くだけのラジオで
は一時間を超えて聞き手を引きつけ
ておくことは難しい。その点、視覚
イメージは強烈だ。場面が途中で変
わっても脳の中に焼付いた画像は連

続して流れる。あれよあれよという
間に、劇は大団円へと収束していく
のだ。しかも剣と剣とを斬り結ぶさ
まが眼前に展開する。このスピード
感、臨場感が私には魅力だった。
その後も映画館にはずいぶん通っ
た。剣術使いの登場する映画はほと
んど全部といっていいほど観た。主
として東映の作品だったように思う。
当時の男子の遊びはなんといって
もチャンバラごっこである。校庭や
近所の空き地でよく遊んだ。人数が
多い時は戦争ごっこだ。二手に分か
れ、入り乱れて戦った。武器は棒切
れだった。おもちゃの刀は入手しに
くかった。たとえ棒切れであっても、
使う本人が名刀だと思っていれば、
問題はない。
「今宵の虎徹はよく切れる」
などと粋がることもできるのだ。
棒切れどころか手に持つ物がなに
もなかった、という話をしよう。
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小学校の卒業謝恩会でのこと。余
興として「義経の八艘跳び」をやる
ことになり、どういうわけか義経の
大役が私に回ってきた。衣装は色を
塗った紙を切り貼りして作った。刀
の方は、さすがに棒切れでは具合が
悪かろうと言われ、友達から立派な
おもちゃの刀を借りた。
出番がやってくる。武者震いをし
ながら舞台に上がった時、はたと気
が付いた。腰に差したはずの刀がな
いのだ。慌てて生徒の控え席を見た。
と、今まで座っていた私の席に、件
の刀が鎮座ましましているではない
か。しまった、と思ったがもう遅い。
ええい、ままよ。私は右手を宙に
高く挙げ、跳んだ。あたかも太刀を
持っているかのように振りかざし、
船縁から船縁へ、さらにまた次の船
縁へと、合計七回のジャンプ。徒手
空拳の八艘跳びなんて前代未聞の珍
芝居である。客席の父兄は口あんぐ
り。パラパラとお情けの拍手も聞こ
えたが、私としては穴があれば入り
たいような気分だった。
映画の話に戻ろう。時代劇の立ち
回りに関して、私の父は少々辛口の
採点をしていた。
「模擬刀のぶつかる音は軽すぎる。
真剣が使えないなら効果音を工夫す
べきだ」
「あんな動きでは人は斬れない。ま
るで踊りだ。実の姿から遠ざかりす
ぎると、作品の値打ちが下がる」
父が剣道修行に励んでいたことは
聞いていた。しかし、人を斬ったこ
とがあるのだろうか。私は訝りなが
ら、うんうんと頷き、見たこともな
い本物の真剣勝負に思いを馳せるの
であった。
小学校高学年になると、父のお供
でＨ氏の所にお邪魔するようになっ
た。Ｈ氏宅は堂々たる日本家屋であ
った。長押には槍、床の間には大小

拵が飾られ、その他にも数振りの日
本刀が置かれていた。私はこの家で
刀を扱う作法を教わることになる。
一通りの基本を伝授され、三回目の
訪問の時、
「自由にやっていいよ」と
言われた。注意されたのは次の二点
である。
「周りに人がいないことを確かめて
から抜くこと」
「自分の足を斬らない
ように」
私はお気に入りの小刀をベルトに
差して座敷や庭を歩き回った。教わ
ったように抜刀して少し振ってみた
りした。その間Ｈ氏と父は一献酌み
交わしながら、剣術談義に花を咲か
せているのだった。小学生に真剣を
持たせるとはなんという時代だった
ろう。今時の親が聞いたら卒倒しか
ねない話である。
Ｈ氏と父は時々真剣を用いた型稽
古をやっていた。予め準備して試斬
を行うこともあった。巻いた畳表を
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台の上に積み重ね、それを斬り下ろ
すのである。普段は柔和な父の顔が、
その時ばかりは厳しく見えたのを憶
えている。
「中学に入ったら剣道部だな」
父はいつもこう言っていた。入門
段階としての竹刀の振り方、足の運
び方は早いうちから教わった。防具
をつけての練習もやった。雰囲気に
慣れることも大切だと言われ、剣道
の大会も何度か観戦した。今思えば、
Ｈ氏宅訪問も私を導こうという父の
作戦だった可能性が高い。
さて、中学校に上がった。予定通
り剣道部に入ったか？ 答えは「ノ
ー」
。 初めは入部するつもりだった。
決心を翻したのは上級生の練習を見
学したときだ。鋭い気合。激しい打
ち合い。 窓ガラスは震え、床は波打
つ。あまりの迫力に私は気圧され、
怖気づいてしまった。私が入学した
のは中高一貫の私立校である。高校
生のお兄さんたちはいずれも体が大
きく、私の眼には鬼のように映った。
これではとてもつとまらない。
尻尾を巻いて逃げ出した私であっ
たが、剣道への興味を全く失ったわ
けではなかった。その後も折に触れ
て練習を見学させてもらった。そん
なに好きなら入部すればいいのにと
言われた。そこはそれ、軟弱者の軟
弱たる所以である。在校中とうとう
一度も門を叩かなかった。父の失望
はいかばかりだったか、今なら少し
わかるような気もするのだが――。
当時の剣道部はＭ先生の指導を受
けていた。剣道七段範士、居合道八
段範士。その端厳たる姿には、古の
剣客かくやありけむ、と思わせるも
のがあった。先生は後に無双英信流
の代表として「全日本剣道連盟居合」
の中軸となる。一度でいいから先生
の居合を見たかった。だがそれは叶
わぬ夢。厳しい修行に耐える覚悟が

なければその謦咳に接する資格はな
い。私はそもそも出発点において間
違っていたのだ。
大学では一時期、合気道部に所属
していた。師範のＴ先生は鹿島神流
剣術の達人でもあった。演武会では
合気道の演武に続いて先生の抜刀術
が披露された。豪壮な動きと鋭い太
刀筋。時代を超えた古流剣術の美技
を、私たちは固唾を飲んで見つめた。
合気道には剣を持った相手を想定
した技がいくつかある。しかし、と
この時考えた。素手で真剣に対峙す
ることが果たして可能であろうかと。
Ｔ師範の刀法を目の当たりにした後
では、立ち向かうこと自体、いかに
も無謀な夢物語のように思えた。も
しもこちらが合気道の達人で、相手
が 剣 道 の 素 人 だ っ た ら ？ 勝て る
か？ 私たち初心者がこの問いに対
する答えを持っていたはずはない。
静まり返った道場には刃が空気を切
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り裂く音だけが響いていた。私には
それが冥界からの囁き声のように聞
こえた。
―― 五十年も前の話である。
なにごとも遠い過去へと捨ててき
た。それでも不思議なことに、素振
りの習慣だけは続いている。
「剣術ご
っこ」の延長かもしれない。もっと
も最近は竹刀に替えて木刀だ。三尺
八寸の竹刀は私には長すぎる。たま
には真剣も振ってみる。木刀と違っ
て気持ちが引き締まるのは確かだが、
やはり怖い。
刀剣の展覧会にはよく行った。玉
鋼の故郷、島根県にも足を運んだ。
日本刀はその性能と美において、世
界に比類のない優れた存在である。
気の遠くなるような複雑かつ入念な
工程を経て生み出される。
私は刀を鑑賞する時、なけなしの
想像力を働かせて、その時代の雰囲

気を感じ取ろうとする。灼熱の鍛冶
場で鎚を打つ刀工や、毫の瑕疵も許
さじと身を正す研ぎ師の姿を先ず思
い描く。その次に考えるのは、誰が
この刀を握り、どのように遣ったか、
だ。複数の人の手を渡り、数奇な運
命を経験した刀もあろう。展示品の
向こうに当時の人々の暮らしや社会
の有様が見えてくるようになれば、
興趣も募ろうというものだ。もしか
したら私は刀そのものではなく、そ
れを通して歴史を覧ようとしている
のかもしれない。
言わずもがなだが、刀は殺傷力を
有する。これが他の美術・工芸品と
一線を画するところだ。過日、
「石田
正宗」と名付けられた逸品を見る機
会を得た。伝五郎入道正宗作、重要
文化財である。この刀には棟に二ヶ
所鋭い切れ込みが見られる。展覧会
で見る日本刀といえば、端正な姿、
すまし顔で並んでいるのが普通だ。

しかしこれは違う。切痕はあくまで
生々しく、受けた打撃の強さを物語
っている。実際の戦闘がいかに凄ま
じいものであったか、それを今に伝
える貴重な史料といえる。
当時の人はいったいどのような覚
悟を持って戦場や決闘の場に臨んだ
のであろうか。泰平の世には想像す
るのも難しい。切っ先の向こうに敵
を見据え、間合いを詰め、一瞬の隙
をついて攻撃する。あるいは、相手
の打刀をかわし、間髪を入れずに打
ち返す。敵を制するにはいかなる場
合にも自在に体を動かし、最善の技
を繰り出すことが要求されよう。こ
れを可能にするのは不断の自彊のみ。
剣士は平時においても、鍛錬これ怠
りなかったに違いない。
厳しい修行を続けることによって、
精神も鋭く磨き上げられていくと聞
く。向かう相手は己自身である。自
他一如。自らの体の一部と化した剣
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を媒体として、無我無心の境地に至
るのだ。名だたる剣豪の中には刻苦
勉励、道を追い求め、ついには真の
武の魂を得たものも少なくはなかっ
たと思われる。もしそうだとすれば
その魂は、敵も己もすべてを抱合す
る天地究極の理に繋がるものであっ
た筈だ。
人はなぜ戦うのか。重い問いかけ
であるが、平和な今でこそ考えるべ
きことだと思う。ある者は「戦いは
人間の業（ごう）だ」と言う。なら
ばその原点を探る旅は、歴史学、人
類学を超えて、動物学、進化学の領
域にまで及ぶことになろう。
一方では、その〈業〉が悲惨な展
開を始める前に断固阻止する方策を
考えねばなるまい。叡智を身上とす
る人類の、それが務めというものだ。
社会全体の問題であり、個人個人の
問題でもある。
朝に夕にと私は木刀を振る。もろ

もろの煩悩を断ち切ろうとするが、
頭医者のたわごと １
なかなか心が定まらない。剣先には
輪郭のおぼろげな得体のしれないも
サルの音楽療法？
のが浮かんでいる。混沌そのものだ
と思う。
「剣術ごっこ」に始まり、
「剣
山本 健一
術ごっこ」のままで終わろうとして
私は長年、研究のためにサルを飼
いる私の人生そのものを見ているの
っていたが、サルに音楽療法が大変
かもしれない。なまくらな心で握れ
有効であるという経験をしたことが
ば木刀は畑の長薯と化し、真剣はた
ある。そこで、ここではその話をご
だの鉄棒となる。
大上段に振りかぶり、振り下ろす。 紹介したい。
「もっと集中しろ！」
サルはデリケートな動物で、スト
「背筋を伸ばせ！」
レスが続くとよく自分の毛をむしり、
「足の運びが遅い！」
その結果大きなハゲができる。人間
泉下から父の叱声が飛んでくる。
で言えばリストカットなどの自傷行
このままいけば悟りの「さ」の字も
為に相当するのかもしれない。動物
開けないまま父と再会だ。ええい、
園のサル山ではそういうスタイルは
いっそのこと木刀を携えて移住し、
あまりお目にかからないが、研究所
あちらでも棒振りを続けるか。
のサル飼育室で一匹ずつ小さな檻に
「へっぴり腰のジジイが来た」
入れて飼っていると、ほとんどのサ
と閻魔様には嫌われそうだが――。 ルにそれが見られるようになる。厳
しい訓錬で毎日苦労をさせ続けてい
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ると、ひどい時は体の半分くらい裸
になることさえある。
彼らはもともと森の中で生活して
いたのだ。それが何の因果か狭い鉄
格子に監禁され、
「研究者」と称する
白衣の暴力団に毎日いじめまわされ
ているのだから、彼らのメンタルヘ
ルスが良くないのは考えてみれば当
然である。
私は或る所で「サルは小鳥の鳴き
声に興味を示す」という話を聞き、
さっそくサルの飼育室にＣＤラジカ
セを持ち込み、色々な小鳥の鳴き声
を録音したＣＤを演奏してみた。
すると彼らはギョッとしたように
突然体の動きを止め、どこに鳥がい
るのか探るようにソッとあたりをう
かがい始めた。そしていくら探して
も鳥の姿が見えないとわかると、
時々心地よさそうに目を閉じるよう
になった。私はその時やっと彼らが
どこから来たのかに思いがおよんだ。

そこで毎日数時間そのＣＤをかけっ
ぱなしにしておいた。何日か後、私
は彼らのハゲが小さくなっているの
に気づいた。毛をむしらなくなった
らしい。数週間の後には全てのサル
からハゲは消失した。
そこで気を許してＣＤ演奏を中止
したら、サルたちはまたハゲを作り
はじめた。そこで今度はバロックや
クラシックの癒し系音楽のＣＤに切
り替えてみた。するとどうだろう。
彼らがそんな音楽を森で聴いていた
とは思えないが、サルのハゲは音楽
のＣＤでもやはり治ることがわかっ
た。こうして私は音楽療法が有効で
あることにサルで確信をえた。以来、
サル室でよく音楽を流すようになり、
おかげで私のいた研究所ではサルの
ハゲは見られなくなった。
乳児は、目がよく見えない頃でも
子守歌を聴かせると気持ち良さそう
に目をとじる。明るい曲を聴かせる

と両手を振って喜ぶこともある。
私自身もこのごろタイマーにオー
デイオセットをつなぎ音楽をかけっ
ぱなしで寝るようになって、長年お
世話になった睡眠から卒業しつつあ
る。

寝たきりにならないために

浜名 新

多くの人は日常生活で、風邪、高
血圧、糖尿病、腰痛、検診、ワクチ
ン接種など、かかりつけ医を受診し、
治療を受けている。病状が悪くなり、
精査、手術を必要と認められれば、
専門病院を受診するために必要な診
療情報提供書（紹介状）を出しても
らう。紹介状を持って予約した病院
を受診する。
一方、在宅で経過を見ていた風邪
が重症化するとき、突然襲う息苦し
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さ・胸痛を伴う心不全や重症不整脈
に遭遇するとき、朝起きると呂律（ろ
れつ）障害や手足の痺れを伴う脳卒
中発作が疑われるとき、自宅で階段
から転落、廊下で転倒して股関節痛
で足を動かせない、あるいは頭部を
強打して頭痛・意識障害に陥るとき、
つまり想定外の緊急対応を要する事
態に陥れば、１１９番に電話し救急
相談センターの職員と相談し、適切
な専門病院へ救急搬送してもらうで
あろう。
入院した救急指定の一般病院で治
療（保存的あるいは外科的処置）を
受け、リハビリなどの後療法を経て、
自宅に戻れれば大変幸せである。と
ころが、治療後の病状評価から、担
当医から本人・家族へ、さまざまな
延命処置（栄養補給用の管の留置、
気管切開、留置バルーン、中心静脈
栄養用のカテーテル留置など）の必
要を勧告、推奨されると、家族は患
者の病状が改善してほしい一念から、
了承せざるを得ない。
延命処置を受け入れて継続が必要
な場合、退院先として、現状では慢
性期型の療養型病院が候補になる。
種々な延命処置を受け入れた患者は、
病状から寝たきりになる頻度が高く
なる。
療養型病院に転院して、病状が小
康と増悪（再燃）との間を揺れ動い
ていれば、短期間に亡くなる頻度が
高くなる。担当医は、患者が入院経
過中に病状の悪化を認めれば、出来
うる限りの医療対応を行う。多くの
患者は病状が改善し、元の状態に戻
る。水分・栄養が維持され続ければ、
在院期間は数年に及ぶ。
これからますます超高齢化社会が
進行する。多数の国民が死亡する多
死社会になる。今も年間１２０万強
の人が亡くなるそうで、出生数を上
回り、人口減少は避けられない。年

間の死亡件数が増加すれば、どこに
死に場所を選ぶか、難しい選択を迫
られることになる。在（自）宅、特
養（特別養護老人施設）
、老健（老人
保健施設）
、グループホーム、病院（療
養型・一般）などが候補になる。現
状では、病院における死亡件数の割
合が８割ぐらいだという。
在宅医療を標榜して開業している
医師は、在宅での看取りを行ってい
る。特養においても看取りをしてい
る。療養型病院に比べれば、入所者
に対する医療対応の内容は薄いかも
しれない。死因として老衰（平穏死
＝自然死）の割合が多いようだ。
健康寿命（男性 歳、女性 歳）
を全うした人は、何らかの基礎疾患
（持病）があり、持病でかかりつけ
医を受診し、必要最小限の薬を服用
し、人それぞれの生きがいをもって
生活している。統計によると、健康
寿命から約 年後に平均寿命が到
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来する。その期間に持病が悪化し、
想定外の病気が出現し、入院治療し、
亡くなる人が急激に増加すると推定
される。だから、健康寿命を少しで
も引き伸ばす工夫が求められている。
呆けないため、他人を手助けし、
あるいは自身のためにする生きがい
と、適度な運動で元気な体を維持し、
３度の食事で栄養を保持することが
大切といえる。
療養型病院に勤めている僕の体験
を述べてみたい。担当患者数は 名
弱で、毎日、誰かしらさまざまな症
状（発熱、酸素飽和度の低下、血尿、
嘔吐、腹部膨慢）を認め、その対応
に追われている。年齢分布を見ると、
神経難病では若い人で 代後半の
人、高齢だと１００歳以上の人、多
い年代は 歳→ 歳→ 歳代の
順になる。つまり、健康寿命を超え
た年代が多い事実である。
摂食状況は口から食べられる人は
70
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半数弱、それ以外の人は経管栄養の
人が大半を占め、中心静脈栄養の人
はごく少数。自力歩行の人はごく少
数。多くの人は臥床期間が長く、運
動機能が廃用性に衰え、寝返りも打
てず、歩行も出来ない。ベッドから
の移動は、全介助で移乗された車椅
子を押してもらう。入浴は機械浴が
大半で、日常生活は介助無しにはで
きない。
疾患別では神経難病、脳卒中後遺
症、がん末期、高度認知症などが多
い。転院時、上肢、下肢の諸関節の
関節拘縮を来たし、脳卒中後遺症で
は麻痺側で増悪し、まことに気の毒
な体位になっている。意思表示が出
来ない人も多い。
ある日の食堂での食事の状況を観
察した。車椅子で移動してきて、食
卓の定位置に並ぶ。トレイに、５―
６個ぐらいの食器に盛られた主食・
副食、補助食品であるヨーグルトな

どが置かれている。手足が自由で飲
み込みが正常な人は、常食ないし粥
食を箸、スプーンなどですくって口
に入れ、良く噛（か）んで、飲みこ
んでいく。一方、介護士、看護師か
ら全介助されて、スプーンでミキサ
ー粥、あるいはペースト食を口に入
れてもらい、少し時間をかけて、噛
んで、飲みこむ人も多い。
自分のことが精一杯で、殻に閉じ
こもり、食べ終わっても、隣の人と
会話をする余裕や、介助してくれる
人との会話もない。介助してくれる
人からの一方向の励ましの言葉が目
立つ。話ができる人が少ないことに
もよるが、皆さん面倒なのか、患者
同士で話し合うこともなく、だまっ
て、視線を動かそうともしない。ま
ことに寂しい情景ではある。病院（施
設）に入院（入所）すれば、患者（入
所者）は不安のため、自分の殻に、
一層閉じこもりがちとなるのかもし
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れない。
受け持ち患者では月１・５人ぐら
いの頻度で亡くなる。死亡原因は、
肺炎、敗血症、呼吸不全、心不全、
がん、神経難病、老衰など多岐にわ
たる。食べられなくなった人に、流
動食用の管を胃に留置しないで、最
低限の水分補給として、静脈あるい
は皮下注を行い、看取る場合、死因
を老衰としている。特養、老健、在
宅へ復帰する人は、年間、数えるほ
どである。
２０１１年（平成 ）厚労省は、
４大疾病（がん・心臓病・脳卒中・
糖尿病）に精神疾患（うつ病・認知
症・統合失調症など）を加えて５大
疾病とした。２００８年の統計では、
癌１５０万人、脳卒中１４０万人、
心臓病 万人、糖尿病２４０万人、
精神疾患３１２万人だという。現在、
２人に１人、がんにかかる時代だと
言う。
８０
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病気にならいための手引書がゴマ
ンと出版されている。僕は病気にな
りにくい食事（献立）に関心がある。
賄いをする人はすごく根気がいるに
違いない。
さて２０１４年 月５日読売新
聞朝刊に、
「厚労省が 歳以上の健
康作りを強化検討する」との見出し
で、
「寝たきりにつながる低栄養や、
肺炎などの重症化を予防するため、
管理栄養士らの訪問といった保健事
業を全国で行うようにする」
。増え続
ける医療費を抑える狙いがあり、７
日の社会保障審議会に医療保険部会
で提案する、との記事であった。
病気の予防は、３度の食事をバラ
ンスよく摂り、生きがいをもち、適
度の運動と睡眠をとり、多少のスト
レスを受けてもプラス思考で、自然
体で生活することが推奨されている。
生まれたときから、その人の寿命・
心拍の拍動する許容年数が決まって
75
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いるのかもしれない。
元気で動けて、自力で食べられる
「トキ」が人生の華（はな）に違い
ない。僕は、４季折々、近所の氏神
様の稲荷神社で神頼み（お参り）し、
自分にだけは病気が避けてくれるに
違いないと、今、降圧薬などを服用
している持病をすっかり忘れて、ノ
ー天気で自分勝手な考えを心の片隅
に宿している。
後期高齢者となったいま、想定外
の病気に襲われたら、延命処置をし
てまで生き延びたくないと、元気で
動ける今、ひそかに思っている。は
たして想定外の病気に直面した「ト
キ」
、どうなるのか、意識があるのか
無いのか・・・。
そこで、周囲に迷惑をかけないよう、
事前に、終末期の覚え書きを準備す
ることが、推奨されるのであろう。
（２０１４、 ）

11
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河豚は食いたし……

と推測できる。石麻呂という人はガ
リガリに痩せていたに違いない。
土用丑の日にウナギを食べる風習
が江戸時代に大衆化したそうである。
土用とは立秋（８月８日）の前 日
間を指し、その期間内の丑の日を指
すから大体７月下旬に巡ってくる。
うなぎ屋の隣茶漬けを鼻で食い
蒲焼屋は団扇（うちわ）で炭火を
景気よく扇いでウナギを焼き、その
香りが隣近所に漂う。蒲焼屋の隣の
住人は、蒲焼の香りをおかずにして
茶漬けを食っている。
丑の日に駕篭で乗り込む旅うなぎ
土用丑の日は江戸近隣の川で獲れ
るウナギだけでは間に合わず、遠方
で獲れたウナギを駕篭（かご）に載
せ、鮮度が落ちないように大急ぎで
江戸に運び込む光景も見られたと想
像できる。
蒲焼きの謎を亭主は晩に説き
ウナギは強精剤でもある。夏バテ

KUGELFISCH

の亭主が蒲焼を食べて、久し振りに
女房に挑んで一戦交えた。
夫婦してウナギを食えばおかしがり
夫婦揃ってウナギの蒲焼を食い、
二人が同時に欲情を催したと想像で
きる。
夏のウナギと並んで冬の河豚（ふ
ぐ）料理も江戸っ子の人気の的だっ
た。強い毒のため命を落とす者も多
かった。河豚のちり鍋を「鉄ちり」
とも言う。当ると死ぬという駄洒落
で、河豚に鉄砲という異称もあった。
鉄砲のちり鍋の略称だから「鉄ちり」
である。
河豚を英語で GLOBEFISH
とい
う。 GLOBE
（グローブ）は球形や
球状のものを指すから、漢字語に置
き換えれば「球魚」になるだろうか。
敵に襲われると体をボールのように
膨らませて威嚇する習性に基づいた
命名である。

河豚をドイツ語で
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豊泉 清
日本ウナギが絶滅危惧種になりそ
うだという話題が何度も報じられた。
国産ウナギの捕獲量が激減し、外国
から大量に輸入しているそうである。
日本は世界を代表するウナギ消費大
国である。
万薬集に「石麻呂に我もの申す夏
痩せに良しというものぞむなぎ捕り
召せ」という和歌が載っている。ウ
ナギを古語で「むなぎ」と呼んだ。
胸の部分が黄色いから……という語
源説がある。石麻呂さんに申し上げ
ます。夏痩せに効くと言われるウナ
ギを捕って召し上がれという大意で
ある。この和歌からウナギは栄養豊
富で夏バテに著効のある滋養強壮剤
ということが万葉時代から知られて
おり、ウナギを食べる風習があった
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という。 KUGEL
とは英語のグロー
ブと同じ球という意味である。スペ
イン語は河豚を
とい
PEZ-GLOBO
う。 PEZ
は魚、 GLOBO
は英語のグ
ローブと同じ語源の球という意味で
ある。西欧各国語の命名の着眼点は
共通で、球状の魚という表現は成る
程ご尤もと納得できる。球状の河豚
を干して作った河豚提灯（ふぐちよ
うちん）を海に面した観光地で見か
けたことがある。
「河豚は食いたし命は惜しし」と
いう成句がある。河豚を食おうと思
えば死ぬ覚悟も必要だが、その一方
で、一生に一度はどうしても食って
みたいという誘惑にも逆らえない。
中国語辞典で河豚の項目を繙いて
みたら「想吃老虎肉、又怕老虎咬」
という格言も併せて載っていた。吃
は食べる、怕は怖がるという意味で、
虎の肉を食べたいが、虎に咬まれる
のは怖いと解釈できる。河豚は食い

たし……と類似の発想である。河豚
には様々な種類があり、虎フグとい
う種類もある。妙な所に虎が登場す
る。
スペイン語辞典の河豚の項目にも
La miel es dulce,pero las abejas
という格言が併せて載ってい
pican
る。
「蜂蜜は甘いが、蜂は刺す」とい
う直訳である。甘い蜂蜜を手に入れ
たいが、蜂に刺されて痛い思いをす
る覚悟も必要である。やはり河豚は
食いたし……と同じような発想であ
る。
中国語もフグを「河豚」と書くか
ら、河豚（フグ）という当て字読み
は中国語の直輸入と考えられる。河
豚は海に棲んでいる魚だから「海の
豚」と書く方が理に適っていると思
われるが、なぜか「河の豚」と書く。
因みに海豚と書けば「イルカ」を指
す。海豚の他に、海胆（うに）
、海苔
（のり）
、海老（えび）
、海女（あま）
、

海鞘（ほや）
、海星（ひとで）
、海月
（くらげ）
、海鼠（なまこ）
、海驢（あ
しか）
、海豹（あざらし）
、海神（わ
たつみ）など、海の字を含む当て字
読みがいくつもある。余談だが漢和
辞典に「鰒」という字が載っており、
一字で「ふぐ」と読むが、日常生活
ではほとんど目にしない。
白妙の富士の高嶺に河豚も売れ
高嶺と高値の掛詞である。江戸時
代も冬の河豚は高値だったと推測で
きる。
恐ろしきものの食いたき雪の空
しんしんと冷え込む雪の晩には河
豚鍋で身体を温めたくなる。
雪の河豚あに一命を惜しまんや
一命を惜しむか、いや惜しまない
という大仰な漢文調の表現である。
河豚汁を食わぬたわけに食うたわけ
死ぬのを覚悟で食う奴もたわけ者、
怖がって食わない奴もまたたわけ者
である。
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片棒を担ぐゆうべの河豚仲間
担いでいるのは前の晩に一緒に河
豚料理を食べて中毒死した仲間の棺
桶である。雪が降って冷え込みの厳
しい晩には河豚中毒の患者が続出し
たに違いない。
雪の晩河豚だんべえと藪医起き
こんな寒い晩に受診するのは河豚
中毒に決まっていると、医者は患者
を診る前から診断を下している。
江戸川柳を鑑賞すると、夏のウナ
ギや冬の河豚を食べる風習が江戸時
代から平成の現代まで連綿と続いて
いることが分かる。
茨城県の鮟鱇（あんこう）
、高知県
の鰹（かつお）
、岡山県のママカリ、
富山県氷見の鰤（ぶり）
、新潟県村上
の鮭、神奈川県三崎のマグロなど、
全国各地の郷土色豊な魚料理を賞味
したことがある。私は獣肉より魚の
方が好きである。
日本は海に囲まれており、日本人
は昔から多種多様な魚料理に親しん
でいる。出世魚という言葉がある。
同じ種類の魚でも幼魚から成長する
に 従 って 次々 に 呼 び
名が変わる魚である。
例えばブリは、関東地
方ではワカシ、イナダ、
ワラサ、ブリと呼び、
関西地方ではツバス、
ハマチ、メジロ、ブリ
と呼び分けている。西
欧 の 肉 食 民 族 も 同様
に、牛肉の部位を様々
な 名 称で 呼 び 分 け て
いる。リブ、フィレ、
サー ロインなどとい
う 部 位 名 は 日 本 人に
もお馴染みである。例
えば サー ロインと言
え ば ど の 部 位 の 肉か
瞬時に理解できる。日本でもお馴染
みの「ロース」という名称は英語の

部位名に載っていない。焼くという
（ロースト）が日本
意味の ROAST
語風に訛ってロースになったという
語源説がある。焼いて食
べるのに相応しい肉い
う意味の和製話で、本来
の英語の部位名ではな
い。魚でも肉でも微に入
り細を穿って多数の名
称で呼び分ける風習は
洋の東西を問わず共通
と思われる。
（図参照）
高校時代の気の合っ
た級友の飲み会を毎月
定期的に催している。こ
の冬も熱燗の鰭酒の盃
を傾け、河豚料理をつつ
きながら夢やロマンを
語り合いたいと願って
いる。
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かえした。今度もまた所長から首を
チェーホフを読む（６）
宣告され、父に怒られたが、姉の友
藤倉 一郎
人の紹介で鉄道建設工事の仕事にで
わたしの生涯
かけることになった。ここでも仕事
は長く続かず、ペンキ職人のレージ
トルストイに反論して、この小説
カに頼んで働くことになった。
を書いたといわれているが、父に
わたしは昔の乳母のカルボゥナの
対する反抗が主題であり、そのた
所に居候して仕事をしていた。姉が
めに姉弟が不幸になっていく様子
尋ねてきて、父が悲しがっているか
が書かれている。父も社会的に見
れば問題があるわけでもないのに、 ら、戻って何か貴族らしい落ち着い
た仕事について欲しいと泣いて頼ん
子供からみればありふれた無能な
だ。姉は姉の友人のアニュータとそ
貴族出身の男と思えるのだろう。
の兄ドクトル・プラゴーヴァと一緒
チェーホフは父親に対してすごく
に来ては、彼が「遠い未来に人類は
コンプレックスを持っていたとい
待ち受けている偉大なる〝Ｘ〟につ
うが、その表れかもしれない。父
いて考えるべきである」などと議論
親の立場から読むと悲しく切ない
した。
物語である。
わたしは市のクラブの壁紙を貼る
仕事をしている時、技師ドルジコフ
の娘マーシャにあった。その時ぜひ
自宅へ遊びに来るように言われたの
で彼女を訪ねた。ドクトル・プラゴ
貴族出身のわたしは設計技師をし
ている父のつてで、種々の職に就い
たがすぐ首になり９回も離職をくり

ーヴァも来て３人で夕食を食べた。
ドクトルは「僕たちの仕事はひたす
ら学び、多くの知識を蓄えて、人類
の未来の幸福を求めることだ」と主
張した。
ドクトルはわたしを精神的に高め
てくれた。その後彼はペテルブルグ
に行った。姉はドクトルに恋してい
るようだった。わたしは姉が神経質
でおどおどし、しいたげられどうし
で、自由をもたない女性なのに一度
結婚して子供まである男に恋してい
るのが奇妙にみえた。
わたしはマーシャと足しげく会い、
彼女はわたしの仕事場でいろいろ観
察していたが、
「父がドゥベーチニァ
の屋敷をわたしにくれるというので、
そこで農業をしようと思うんです。
畑も果樹園も菜園も家畜小屋も養蜂
場もつくり、３月になったらドゥベ
ーチュァに行くつもりなの」といっ
た。
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しばらく会わずにいると、マーシ
ャがわたしを訪ねてきて、
「わたしは
まったくの一人ぼっちです。生きて
いくのが辛い。この世にあなた以外
誰もいないのです。わたしを見捨て
ないでください」と泣いた。
その後わたしはドゥベーチュァへ
下見に行き、マーシャと２人の住ま
いを作ることにした。マーシャは聡
明で、素敵だった。人生でもっとも
幸福な時代だった。クリロフカの教
会で結婚式をあげた。姉も出席して
喜び、感動のあまりひっそり泣いた。
屋敷には元持ち主の将軍夫人とう
じ虫のような男が２人住んでいた。
百姓たちは酒や金をせびっては、騒
ぎたてわたしたちに苦い思いをさせ
た。小学校の建築をするときにも、
大工も百姓も非協力的で、マーシャ
は百姓やほかの連中に腹を立てて怒
りが鬱積していた。
学校の落成式があったが、感激は
なかった。
「自己完成という面では大変進歩し
ました。私たちがお金を使い、本を
読んだところで誰一人よくなりませ
ん。わたしたちは自分たちだけのた
めに働き、考えただけなのです」
マーシャはわたしとの別離も考え
ていた。わたしたちの恋に秋が訪れ
たのだ。愛し愛されることは幸せだ
ったが、マーシャは大きく羽ばたい
て、飛び去ろうとしている。わたし
はただ一人あとに残されるのだ。
「私のように教養もあり、頭のいい、
清純な女がこんな惨めな田舎の空気
にはまり込み、取るに足りない人間
の仲間に落ち込んで、そのうえそん
な人間の一人に熱をあげて、半年間
も妻としてうつつをぬかしていたの
だ」マーシャは朝になって出かけた
が、帰ってこなかった。そしてペテ
ルブルグへいった。
姉は「マーシャとウラジミールが

わたしを救って人間と感じるように
してくれたのよ」といいながら、演
劇の舞台に立つことになったのを喜
んでいた。しかし舞台に立った瞬間、
倒れて声をだして泣いてしまった。
姉は妊娠していたのだった。
わたしは姉と乳母のカルボゥナの
家に居候をきめこんだが、追い出さ
れるように、ここを出てペンキ職人
のレージカのところに身を寄せた。
マーシャから手紙が来た。父とア
メリカの博覧会へ行く、わたしとの
結婚は間違いだったと書いてあった。
レージカと姉の２人は病気で寝て
いた。ドクトル・ブラーゴヴォが来
たが、かれはペテルブルグに帰り、
その後外国へ留学し大学に戻るつも
りのようだ。姉はかれを束縛するこ
ともなく、思いのままにさせたいと
思っている。
マーシャにはアメリカがあり、ド
クトルには博士の学位と学問的追求
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があるが、わたしと姉は、古いまま
の世界に取り残されてしまった。
わたしはレージカのあとを継ぐ腕
のいい職人であり、一番いい請負師
とみなされている。
ドゥベーチュァはチェブラコフ将
軍夫人の手に戻ったそうだ。
父はめっきり老けこんで背中も曲
がり、毎晩家の周りを散歩している。
私はうちへ帰ることはない。わたし
は姉の生んだ女の子を連れて、姉の
墓参りに時々行くが、その時アニュ
ータ・プラゴーヴァに会うことがあ
り、姉や姪の話をしてわかれる。
父が厳格だったので、主人公も姉
も父に背くようになっていったのだ
ろうが、それにしても父だって悲し
い。父はなにも子供たちを不幸にし
たいなどと思っているわけではない
のに、子供は往々にして、こんな風
に父権に反抗して、違った自分の思

うとおりの道を歩みたがるのである。 が大変うまい。彼は年齢が私より２、
３歳は若いと思うが、よく飛んで飛
主人公は父への反逆で生涯を終える
距離が出るのである。そんな人達と
ことになるが、誰も幸福にすること
プレーしながら「高齢者の運動」に
もできない。父も姉も恋人もすべて
ついての話になった。
が不幸になっていくのである。身近
宮崎県串間市出身の一人は、そこ
に見ていると人の仕事はたやすいも
に住む 歳の老人の話をした。昨年
のと思うものだが、かれも父が設計
末、
「第二回エージシュート全国大会」
図を描いているのを見て、敬意を払
に参加したその老人は、出場者１１
うどころか、否定的な面だけ見てい
２名中の最高齢であったのに、大会
る。ペンキ職人として自分の技量に
優勝を果たした。そして、その時の
自信があるのはいいが、周辺に幸せ
スコアは で、ただ一人のエージシ
どころか不幸をばらまいているとし
ューターとして、なんと５５５回目
か思えない。親の心、子知らずとい
のエージシュートを果たしたのだと
うところなのかもしれない。
いう。
驚いたことに、その老人は一年前
年齢を重ねてからの生活姿勢
に大腸ガンを患って開腹手術をし、
体重を５キロも減らした。そして．
穂苅 正臣
ドライバーの飛距離も ヤードほ
春が来たと感じられる暖かい日に、 ど落ちたらしいが、半年後には早く
いつも行くゴルフ場へ出かけた。一
もゴルフ練習を再開した、という話
緒にプレーした友人の一人はゴルフ
だった。
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「エージシュート」とは、自分の
年齢よりも少ない打教で１テウンド
を回ることである。 歳でゴルフを
始めたこの老人は、 歳の時にゴル
ファーの夢であるエージシュートを
初めて達成した。そして、 歳の時
に１００回目のエージシュートを達
成したのだそうだ。
現在、ゴルフの練習を週二日、コ
ースには月５回は出ているとのこと。
「元気の秘訣は食事です。出来るだ
け暴飲暴食を避け、消化が良く栄養
価の高いものを食べるようにしてい
ます。ゴルフは結果ではなく、楽し
むことが一番大切だと思います」と
元気の秘供を話していた。
私は、前日にある友人から聞いた
話をした。現在、ニューヨークヤン
キースで野球をし、いろんな記録を
作り、先日はライトの守備で塀ぎわ
での超ファインプレーをして、観衆
に「あれは忍者だ」と言われしめた
78 50

85

あの「一郎」のことである。
友人は、帰国した一郎と一緒に食
事をした時の話をしたり一郎は食事
に気を遣うばかりでなく、体位にも
気を遣っており、柔らかいソファー
には決して座らないとかで、その時
も硬い椅子に座っていたという。
一郎は 歳であるが、今でも一流
の大リーガーとして活躍できている
のは、体脂肪率が６パーセントしか
ないからだ、とその友人は云った。
また、大リーガーとして一流を維持
するには体脂肪率 ％以下に保つ
必要がある、とも言った。横綱の白
鵬も、あの身体でやはり６％だそう
だ。日本のオリンピック選手のそれ
は年齢が若いとはいえ、ほとんどが
一桁だという。
驚くのは、７大睦をスキーで滑走
し、 歳でエベレスト登頂を成し遂
げた三浦雄一郎氏の努力家ぶりと熱
意である。
80

39
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歳の頃には５３１メートルの
藻岩山に登るのに脂汗をかき足がも
つれ、幼稚園児に追い抜かれるとい
うありさまであった。そこで彼は．
生活習慣を見直すことにして、両足
首に１キロのバーベルを巻き背中に
は５キロを担いで平均一時間歩く、
というトレーニングを開始した。そ
して、その結果、ついに標高８０８
００メトールの世界最高峰に登れる
ようになったのだという．
現在、聖ルカ病院の名誉院長をし
ている日野原重明先生は１０３歳で
あるが、お元気でいまだ活躍してお
られる。先生は最近、ストレッチ体
操を始められたと聞いているが、そ
れまでは健康のための運動など一切
していなかったという。
先生は、新しい仕事へと次々に取
り組み、挑戦し、そして敢えて困難
を求める、という性格らしい。日頃
のそんな姿勢が若さを保つ理由の一
65
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つになっているのであろう。食事は
何でも食べるが腹７分目で終わりに
する。パーテーなどで食べすぎと感
じたときには翌朝の食事は抜く、と
いう日常生活での気配りがあるのだ、
という。
また食器は１００円ションプで買
ったようなものを使うような質素な
倹約家でもあるらしい。先生にも持
病があると推察されるが、コントロ
ールして無事に過ごしておられるの
であろう。ただ、年に２回、人間ド
ッグ検診を受けておられるという。
オバマ大統領が訪日した際．安倍
総理が夕食をともにしたのが寿司店
「次郎」である。そこの店主は 歳
であるが、自宅から銀座の店へと毎
日二時間も歩いて通う。温泉に行っ
てもストレッチを欠かさないそうで、
こうした日常の姿勢が健康の基にな
っているのに違いない。
私のマージャン仲間の中に 歳
90

86

の元パイロットがいる。老いとかボ
ケとかは全然なく、マージャンでは
いつも勝っている。彼は、ゴルフを
週に二回以上、マージャンを月に５
回行い、身体的にはどこにも悪い所
がないという。肌つやもよく活動的
である彼を老人とは到底呼べそうも
ない。身近にいる彼を見ていると、
何事にも挑戦する姿勢がある。
老いとは年齢ではないと、つくづ
く感じられるのである。

暁斎の骸骨図
河鍋 楠美
暁斎の交友関係は、一絵
師としとしては異例に多
い方だと思う。西洋医学で
は、内科のエルヴィン・ベ
ルツ（独）
、外科のウィリ
アム・アンダーソン（英）

漢方では、浅田宗伯（日本）がいる。
暁斎が全挿絵を描いた自画伝とい
える『暁斎画談』（文章は瓜生政和編）
には、人体図として、英国人建築家
ジョサイア・コンドル（河鍋家では、
「コンデル」さんと呼ぶ）からもら
った解剖図を写している（図１）
。当
時売れっ子だった暁斎は、書画会に、
宴席にとひっぱりだこで、一日に百
枚から二百枚も描いて好評を博した
が、書画会は飲食、特に酒類も多く、
江戸っ子は注がれた杯は受けねばな

図１『暁斎画談』内編「西洋画摸」
河鍋暁斎記念美術館蔵
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らぬ、とばかりに最後は酩酊して、
落款も覚束なくなるまで描いた。
その一例をここに載せる。それが、
現在板橋区立美術館に所蔵されてい
る。
「骸骨図」の双幅だ（図２）
。こ
の二枚の掛幅には、男と女が描き分
けられている。講演で呼ばれた時、
私は、このスライドを見せ壇上から
どちらが男性でどちらが女性かと質

問することにしている。今、この絵
をご覧の皆様は、医師ですからおわ
かりだろう。しかし一般の方は「骨
盤の大きさからして女性はこれ！」
などと仰る方が多い。果たしてそう
だろうか。
実は、よく見ると答えが画中に描
かれている。それは、左の幅に精子
が、右幅に卵子が描かれているのだ。
そこから、左が男性で、
右が女性とわかる。この
事実は、この時代として
は珍しい。何故な
ら、顕微鏡でなけ
れば精子も卵子も
見えないからだ。
つまり、暁斎が西
洋医学の情報を得
ないと描けなかっ
た絵ということに
なる。
その点、前述の学
図２ 暁斎筆「骸骨図」板橋区立美術館

者たち、ベルツやアンダーソン、コ
ンドルを通して知ったのだろう。顕
微鏡の図は、暁斎も挿絵の中で描い
ている。
２種の骸骨図のほか、暁斎が面白
おかしく描いた骸骨図の素描も一例
を紹介する（図３、４）
。暁斎は解剖
図の骨格を動かして骸骨の戯画も描
く。この暁斎の骸骨図には、解剖学
の権威で東大名誉教授の養老孟司先
生も「世界一」と折り紙をつけてく
ださっている。

図３ 暁斎筆「花を活ける骸骨」
河鍋暁斎記念美術館蔵
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暁斎筆「骸骨の酔態」 河鍋暁斎記念美術館蔵
図4

表紙の言葉
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（第四十三回 医家写真展出展作品）
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『瀬戸の輝き』

写真教室に入り本格的に写真の勉強を始めて五年
になります。
撮影会ではフルサイズのデジタル一眼レフカメラ
二台，交換レンズ，三脚などで５キロ以上の機材を用
意します。メンバーの多くはニコ爺（ニコンカメラを
持ったカメラ爺さん）ですが軽量のカメラに変更して
いる方も多くなりました。高齢者は撮影後も不慣れな
パソコンの前でフォトショップ（写真編集ソフト）と
悪戦苦闘です。
この写真は趣味の船釣りの際にコンパクトデジカ
メで撮影しました。山口県の周防灘にある情島近くの
灯台で背景は四国の山々です。
コンデジとはいってもツァイスレンズと１型セン
は船の後ろで釣り
サー 万画素搭載のソニー
をしている人まで解像しています。
2020

生還！ バンザイ突撃に参

旧海軍警備隊防空壕 現在、通称日本トンネルと呼ばれています。

261 空が負傷兵を連れて避難してきた防空壕。日本トンネルは入り

でラウラウ湾にたどり着きました。
ラウラウ湾に面して海軍警備隊の
要塞砲台があり、その下に大きな地
下壕が掘られていました。今日私た
ち日本人が通称「日本トンネル」と
呼んでいる壕です。
リゾートホテル群が立ち並び開発

口を進と急に傾斜し、深い穴へと落ち込んでいる。
真っ暗な穴を覗き込むツダガイド。

戦した軍医中尉（３）
美濃部 幸恵
協力 美濃部 欣平

「すでに飛行場の一角に
敵戦車突入せり」の報告。
井出次郎軍医の２６１空
部隊は、アスリート飛行場隣
接地から島東側のラウラウ
湾へ出て、タボーチョ山北側
の地獄谷へ移動することに
なりました。

島の首島でアメリカ合衆国の自治領です。

日 日没後

☆ラウラウ湾の要塞砲
１９４４年６月

サイパンは北マリアナ諸島全

昼は、
攻
撃を避け
て負傷兵
をつれ熱
帯のジャ
ングルに
潜みまし
た。当時の密林は
現在より深かった
ようで、湿度は１
００パーセント近
かったと書いてお
られます。夜陰に
乗じて二日がかり
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日本のみなさん、こんにちは。
14

19

されている西海岸と違い、東海岸側
は、観光客はあまり足を踏み入れな
い所です。舗装道路は途中で切れて
しまい車はラウラウ湾への道を、熱
帯樹林をバチバチかきわけ、がたが
たと進みます。
「日本トンネル」は山

ラウラウ湾の海軍警備隊要塞砲

危険なので登りませんでしたが山の上に、この写真の「アギンガン岬
の破壊された砲台跡」と同じ状態で戦跡が残っているそうです。
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壕に避難しましたから壕はかなり大
きく掘られていた（海側に向かって
掘られたが、出口は無い）ことがわ
かります。
隊員は一日二個のおにぎりとカン
パン、節約しながら飲む水で飢えを
しのぎ、次の司令を待ちます。

６月 日 午
后一時ごろ
井出軍医は地
下壕から出て崖
上の木陰で外気
にふれておりま
した。
『突如としてラ
ウラウ湾に二隻
の敵駆逐艦が侵
入してきた。今
まで沈黙してい
た海軍要塞の
センチ砲は、

20

22

林丘陵の麓に人力で掘られた大防空
壕で入口を入ると危険なほど急に穴
が深く落ち込んでいて、内部は真っ
暗です。戦時中は梯子でも掛けられ
ていたのでしょうか。
二六一空は、負傷者も入れて約百
五十名の隊員が、この防空
261 空が避難した『防空壕上の砲台要塞は完全に破壊された』私共は、

これに照準をさだめ猛烈なる砲火を
浴びせた。一隻は大破し、他の一隻
は黒煙をふいて、湾外に遁走して行
くのがはっきり見えた。
』
しかし、米軍は、黙っていません。
二時間後小型観測機が砲台上空に現

山林を海側へ入っていくと、小さな要塞入り口がありました。

れ、旋回しながら偵察にやってきま
した。
〝返礼だぞ″外にいた井出軍医たち
は、あわてて地下壕へと飛び込みま
す。
やがて多数の敵機が飛来し、凄ま

じい急降下爆撃………ズシン、ズシ
ン、爆弾の炸裂音と震動は三十分あ
まり続き、
『防空壕上の砲台は完全に破壊され
た。
』
のです。
井出先生が書かれている防空壕
の上の砲台要塞跡に行くには山林
丘陵の荒れた勾配を登らなければ
ならず、足元のおぼつかない私た
ちは見に行けなかった。ジャング
ル探検の青年の話では、破壊され
た要塞に砲台座が残っているそう
です。
ヨネコさんが、この「日本トン
ネル」の下方の山林にもう一つの
砲台要塞跡があると案内してくだ
さる。
トルコ玉の青緑色を流し入れた
ような、目の覚めるように美しい
ラウラウ湾を眼下に見る山林の中
に、小ぶりの要塞がありました。
内部も狭い。こぶりの火砲が台座に乗った状態で残っていました。
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華奢な砲筒が七〇年の歳月を経て
いまだラウラウ湾に向けられており
ました。
すさまじい爆撃を受けた２６１空
は『日没をまって全員が地下壕より
脱出し、タポーチョ山を越えて、地
獄谷への大移動がはじまった。
』
ところが、夜半暗闇を選んで移動

旧日本海軍の海岸砲は、ラウラウ湾の姿なき敵艦船に華奢な
砲身を向け続けておりました。

中のことです。
『約百五十名の隊員が、
ラウラ
ウ湾の海岸線にそって移動し
ているとき、突如として隊列の中央
部に敵巡洋艦の砲弾がふってきて炸
裂した』
このため数名の戦死者と負傷者が
出てしまいました。これ以後は、数

サイパン玉砕の日からちょうど70年になる2014年7月7日。

心の底から哀しみが湧く………。

名ずつに分散し移動したが炸裂音で
鼓膜がやぶれ耳が聞こえなくなった
兵隊は、歩行のバランスを失い、
『顔
の表情もなくなり戦場を移動させる
のに非常に困難だった。
』と回想して
おられる。聴力を失った者には、同

要塞のある山林越にラウラウの海。目のさめるような美しさに
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僚に手をにぎらせ行動させた。
こうして犠牲者を出しながらも、
井出軍医の部隊はタポーチョ山を越
へ、日本軍最後の司令部集結地、マ
タンサの地獄谷へと向かいます。

だった。
』
サイパン戦を戦った井出次郎軍医
も「敗北の条件」で次のように記す。
『日本軍はアメリカ軍の爆撃、艦砲
射撃で通信線が寸断され、伝令によ
る状況報告が唯一となり、命令系統
はみだれ組織的戦闘が出来なくなっ
てしまった。これに対し米軍前線部
隊は、小型携帯無線機を使用し、各
部隊の連絡を緊密にして攻撃してき
た。精度の高い電波探知機、近接信
管装置などの、日本軍と比較になら
ない科学兵器の前には、いかに日本
軍の精神力をもってしてもなすすべ
なく、ついに玉砕への運命をたどっ
たのである。
』

ＶＴ信管
砲弾にレーダーを組み込み、目標
物を感知し爆発する。直撃できなく
とも、近くで炸裂することで、撃墜
または損害を与えた。
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レーダーとＶＴ信管
レーダー （電波探知機）
米軍では、昭和一七年（一九四二
年）ガダルカナル島付近サボ島沖海
戦からレーダーが本格的に使われる
ようになった。
「大本営報道部」
に於いてサ
イパン守備隊第四十三師団参
次のように書
謀 平櫛 孝は、
き残す。
『米軍のレーダーの普及、
発達
により、
それ以後血みどろの訓
練を重ねた日本海軍も豪勇精
強を誇った日本陸軍も、
どうに
もならなくなった。
日本軍はこ
の新兵器の開発に遅れをとる
ことによって、
実に計り知れな
い損害をこうむった。
日本軍の
得意とする奇襲、
夜襲も精神主
義も、米軍のレーダー（電探）
によって成功率は過去のもの
「米軍の集積船 MPS」の写真

30

30 30

＊集積船自体は、
戦闘武装はし
ていなく、食糧の備蓄から、カ
ーフィン（棺桶）まで用意され
ているＭＰＳもあるそうです。

サイパン島に救出に近づいた日本
時は５隻になっていました。
）
アジア、太平洋地域で戦争・紛争
海軍潜水艦もこのレーダーに捕捉さ
が起きた時、米海兵隊とともに、こ
れ撃沈され目的を果たせなかったの
の集積船が駆けつけ配備されるので
である。
す。
日本軍は戦時中、アメリカ軍のＶ
集積船ＭＰＳとは、海兵空陸機動
Ｔ信管の存在を知らなかったという。
部隊が 日間の戦闘を行える
機材、補給品、弾薬などを積載
している船です。
（ＭＰＳ一隻には、戦車 ～
両、けん引式榴弾砲 両、
兵員輸送車１０９両、
甲型ハン
ヴィー１２９両、
装甲兵の輸送
車１０９両、
想定兵員数１７３
００名。想定航空機１５０機。
参考文献小西 誠著社会批評
社 玉砕と自決の島を歩く）

ＬＶＴ水陸両用車（ランデイング
ヴィークル・トラック）
アメリカ海軍の水陸両用車で、砲
塔も搭載され攻撃性も備えていた。
この兵器は、タワラ戦に於いて、
艦船から兵隊が海に入り上陸する水
際で多くの犠牲者が出たので開発さ
れた。
ＬＶＴは珊瑚礁や浅瀬の砂浜も乗
り超える性能に改善されていた。
「米軍の集積船ＭＰＳ」
サイパンの西海岸沖には常時３隻
からの集積船が有事に備えて停泊し
ている。
（今回私たちが７月に行った
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ぼくたちHard Rock Café サイパンの

50

「緊急事態発生」がない限り、サ
イパンの美しい海に、大きな船体が
昼寝をしているように平和に浮かん
でおります。
夜は、それら船が無数の電灯で満艦
飾、暗闇の海に花が咲いたよう。平

マスコットです。DFS ギャラリアでアメリカの雰囲気をふりまいて
人気者なんだよ。

和活動や人命救助の為にＭＰＳが使
われるといい……ですね。
サイパン戦跡にも自生していた

ところがその後、ナフタン岬とラ
ウラウ湾の戦跡を歩いた山中でこの
数珠珊瑚が朱の実をつけて自生して
おりました。
〝あらっ！サイパンが原産だった
の？″
調べたところでは、アメリカ南部
から南米熱帯地に分布のようです。
南部から来たアメリカ兵の軍服に着

つづく

いてきた種が、サイパンの戦場にこ
ぼれ落ち、数珠玉となってひそやか
に供養を続けているのかも知れませ
ん。

参考引用文献

ミセスヨネコバルシナス

大本営報道部 平櫛 孝 光人社

井出次郎 潮書房光人社

精強２６１空〝虎部隊〟サイパン戦記

資料他協力
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数珠珊瑚
分布 アメリカ南部、南アメリカ熱
帯地域
科名 ヤマゴボウ科
属名 リヴィナ
別名 数珠珊瑚 ハトベリー
宿根草 春に芽をだす。姿に似ず頑
健。こぼれ種でも増える。
半日蔭で育つ。
戦跡をめぐると人知れず咲く小さ
な花にめぐりあいます。無心な姿は、
懸命でいじらしく思えます。
写真は、極楽寺の我が家の数珠珊
瑚です。３年ほど前に小町通り入り
口の山野草も置く花屋さんで見つけ
たもの。小さな実の朱色がなんとも
可愛い。茶花にも使われます。

我が家の数珠珊瑚です。
鎌倉月影谷戸の夏

月４日に急逝されました安彦 洋一

【遺稿】
昨年
郎先生。亡くなられる前に投稿して下さった
原稿をご家族に了承を得、ここに掲載させて
いただきます。

特攻隊の心境に想う
安彦 洋一郎
昭和十八年中学三年生の時予科練
を受験した。当時、米軍の空母から
飛び立ったグラマン戦闘機が小学生
に機銃掃射をしたと報道された事を
知り、これは許せないと考え、零戦
でグラマン戦闘機を撃墜してやろう
と考え、予科練を受験したが、体格
診査で落第した。当日従兄弟は合格
した。しかしその時はすでに零戦は
なく、岩国にまわされ人間魚雷の訓
練をしていた。しかし訓練中に岩に
ぶつかり再び帰ることがなかった人

も数多くいたと聞いている。
特攻隊に志願するのは本人の意志
であるが、周囲の環境にさそわれて
志願せざるを得ないものと思う。し
かし初めから人間爆弾となるように
思って入った者はいないと思う。
それが上官の話からそうせざるを
得ないような環境を作ったのではな
いかと考える。私は特攻隊にならざ
るを得ないその心境に、非常に悲劇
と同情を感ずる。私も零戦パイロッ
トになる覚悟は持っていたが、まさ
か特攻隊となり敵艦に突っ込むよう
な事は考えた事もなかった。
嘗って小学生の同級生の兄が幼年
学校から陸軍士官学校に進み更に三
重県の陸軍航空隊で戦闘機「はやて」
の訓練をやっていたが、フィリピン
のレイテ島の運輸団を護衛する任務
を受け、三重県の基地を発進した。
その前に父母にあてた遺書を発送し
た。以前にこの内容は数回にわたり

発表したことがあったが、内容は死
を覚悟した内容であった。特攻隊は
既にレイテ島の戦いから始まってい
たのである。
彼は敵機を数機撃墜したが、最後
は帰らぬ人となっていた。
（横浜）

安彦先生は、次ページから掲載されている

『年賀広告』にもご投稿してくださってい

ました。

日本医家芸術クラブの継続と活性化
祈る

そうひとこと書いてくださっていました。

ご冥福をお祈りいたします。
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日本医師会

日本薬剤師会

東京都医師会

会 長

山 本 信 夫

横 倉 義 武

博

怜

大久保 満男

野 中

会 長

会 長

日本歯科医師会

会 長

日本医家芸術クラブ委員長

太 田

なごやかに 群れて幸せ 未年

松 木 耀 子

初 芝 澄 雄

日本医家芸術クラブ副委員長

洋楽部部長

竹 腰 昌 明

新春をお喜び申し上げ、写真部の入会を歓迎します

写真部部長

白 矢 勝 一

日本医家芸術クラブ再生委員
美術部部長

安 井 廣 迪

日本医家芸術クラブ再生委員
文芸部
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２０１５年（平成２７年）謹賀新年

日本医家芸術クラブ再生委員
画いて楽しく見て楽しく！ 下手も絵のうち
（熊谷守一）

鈴 木 啓 之

作品展示、ご来場お待ちしています。

美術部副部長

新春をお喜び申し上げます。

榎 本 貴 夫

旧年中はお世話になりました。今年もよろしくお願いします。

美術部
〒三〇五‐〇〇四三

茨城県つくば市大角豆三八三の八
つくばセントラル病院 脳神経外科 副院長
〇二九―八五二―〇二〇八

小南 長次郎

初春を慶び本クラブの発展を祈り上げます

俳句部・川柳部

東京都 中野区

大森 佐一郎

今年こそ快心の一枚を撮りたいものです。
本年もよろしくお願い申し上げます。

写真部

新潟県十日町市 老健「きたなら」

本年（六月二十七日～九月六日）
、三菱一号館美術館にて

「画鬼・暁斎―ＫＹＯＳＡＩ 幕末明治のスター絵師と

河 鍋 楠 美

弟子コンドル」展を開催いたします。

文芸部

豊 泉

清

公益財団法人河鍋暁斎記念美術館

埼玉県蕨市 蕨眼科

文芸部

〒三七〇‐〇八五一 群馬県高崎市上中居町四一六
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新春をお喜び申し上げますとともに
日本医家芸術クラブの発展を念じ上げます。

福 冨 清 子
東京都 品川区

藤 倉 一 郎

(

)

森 岡 秀 行

吉 元 昭 治
吉元医院

頌春

美濃部 欣平

本年もよろしくお願いいたします

サイパン戦跡めぐり
文芸部

美濃部 幸恵

鎌倉市極楽寺

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

〒一八七‐〇〇四一 東京都小平市美園町一‐四‐十二

電話 〇四二―三四四―八〇五六

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
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文芸 俳句 部

文芸部

〒三六四‐〇〇〇二 北本市宮内一‐二一二

文芸部

あけましておめでとうございます

岡山県津山市 森岡レディースクリニック

美術部

皆様に幸せが続きますように

謹賀新年

２０１５年（平成２７年）謹賀新年

青森

秋 元 光 博

茸狩ずぶ濡れの身を湯浴みせり
文科省イジメの新語を辞書に足す

静岡

岩 本 漂 人

着水のマガン声をかけあって
オオヨシキリ去って葦原葉ずれ音
横枝にヨタカ腹ばい昼寝かな
波散ればアオバトも散る晩夏かな

小 南 丁 字

カラスバト鳴けば出船か島暮るる
東京

若田さん秒速帰還春躍る
夏雲の深さを乱す緋鯉跳ね
夏の蝶栄誉の証大鵬展
蟬の孵化わくわく童等の野外塾
李登輝の句に佇つ夏の芭蕉館 （元台湾総統）
篠 田 那 珈

兵庫

廣 辻 逸 郎

奈良 般若寺（コスモス寺）

楼門をくぐれば一面秋桜

コスモスの丈の叢より笑い声

宝塔は高くコスモス乱れ咲く

コスモスの花影に在す石仏

中 村 雄 彦

コスモスの小道左に秘仏堂

新潟

嵐にも風鈴の音変りなし

微かなる秒針の音秋更ける

柿の木に人の如くに石地蔵

信号を覆い隠せる夏の木々

中 村 雄 彦

照明の汗に濡れたる背に光る

新潟

隣室の窓辺にうつる扇風機

東京

愛用の時計故障す文化の日

牛肉を食う

度の暑さかな

千束のふぐ鍋開始とメール来し
老化防止に独自のコース落葉路

車椅子で出席もあり文化の日

車行く行くての落葉風に舞う

秋の雨老いも若きも走り去る

水道を捻れば既に秋の水
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無学ですだからのんびり生きられる
親も子も躾がずれてゆく緩和

秋 元 光 博

例の件よろしく頼むと小槌振り
青森
ふるさとの口に入らぬ大まぐろ
歯ブラシが減って子供の自立知る
天に唾したい時ある天の声
燃え尽きた男に嫌な雪が降る
博学にならって額が広くなり

ラジオの深夜便オカリナ奏す里の秋

33

昼の虫聞き分け歩む試歩の庭

籾 木 秀 穂

銀杏散る中に立ち尽くしてゐたし
幼な子の便り添えおく萩の卓

次号（春季号）締め切り
平成 年 月 日（金）

20

東京

歳晩の一期一会と海を見る
幼な子の問いに理があり秋うらら

15

次々号（夏季号）締め切り
平成 年 月 日（金）

２

福 神 規 子

浦寺や帰山の僧にしぐれけり
庭師入り爽涼頓に顕はなる

５

東京

石蕗咲くや背にふと人の気配して

来し人の余韻まだあり夜半の秋

福 冨 清 子

久闊のこころに仰ぐ冬桜
東京
朝昼晩白米食し文化の日

27

500

閏長月十日の月や雲迅し
菊日和暮れ初む母の忌なりし
集団登校声きらきらと霜の朝
小春日を吸ひし干し物膝に伸す
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27

毎号、会員のみなさまのご協力、
誠にありがとうございます。
二季号分の原稿を募集させてい
ただきます。掲載季号の指定がご
ざいましたら、その旨も原稿送付
時にお知らせください。何も記載
がなければ原稿到着時点での一番
早い季号での掲載となります。
昨年末に文芸特集号も無事発行
いたしました。購読ご希望の方は
事務局までＦＡＸ又はメールでご
一報ください。
引き続き、会員の皆様のご支援
ご協力をどうぞよろしくお願い申
し上げます。
※一部 円にて機関誌の追加
購読も承っています。ご希望の方
は事務局までお知らせください。

冬季号・春季号 原稿募集のお知らせ

東京

清

小 南 丁 字

デング熱次はどの地で罹るやら
肩凝りはスマホ猫背で新疾患
ＬＥＤ直勘揶揄ノーベル賞

五人目のモンゴル横綱ひかえ取る
四十歳堂々勝ち越す旭天鵬

秋 元 光 博

青森

豊 泉

恵比寿顔係の自慢ひとくさり
肥満症飽食時代の泣き所
群馬

夏痩せをしない体質つらい秋

問題は山積医療高齢化

秋深き隣の人も蚊に食われ

大銀杏結える前から綱候補

専門家予知は不能で済ませるか

限界の過疎の村にも柿たわわ

世界一長寿の日本誇りましょう

秋 元 光 博

素晴らしい辞世の言葉ありがとう
青森
近未来ロボットだらけの施設でき
夢言えば世界一周豪華船
珍しい物に目利きのコレクション
見た目より心きれいが大事です
死に際に親族急に倍に増え

58

青森

秋 元 光 博

怪しみて耳そばたてば音絶えて風の音のみきく詫び住まぬ
奥入瀬の秋深まりて散りしきるもみぢはさか巻く秀波に乗りて
凛として不二の高嶺に御来光雲海樹海金色に染む
食べるには困らぬものを北を指し鴨は去りゆく不忍池

秋 元 光 博

いささかの揺れをたのしむ里の子ら揺れに合わせてわたる吊橋
青森

橋の上で野武士小六に拾われしわらべ後の日太閤となる
大利根は水満々とみなぎりて縄文人は命よせたり
一杯の酒といへども有難し世のさびしさを少し癒せば
呆けたりと言へども命あるこの世投げだすわけにはゆかず
死ぬ時は死ぬがよろしと申されし良寛さまの文字は美し

き

国際詩人会議賛歌
と

も

う

た

東京

よ

林

漸くに桜開花の季を待ちて外つ国人は詩歌誦みに来つ
かかは

おも わ

宏 匡

つ

日本語を知らざる異国の朋友あまた国際詩人会議に集ふ

うた

政治には 関 りのなき面輪寄せて国際詩人会議は和む

林

宏 匡

プレジデント・ワンウーマンの采配に呼ばるるままに詩を詠み誦ぐ

東京

異邦人静かに集ふ会議場思ひ想ひの詩心満つる
秀臣弟を訪ねて

ひととき

弟の家を訪ねて過したる夏の休暇に勝る日はなし

幼な児と将棋楽しみつつ居りぬこの一時に生くる價値あり

弟の孫がピアノを弾くビデオ見ては童べの心に還る

弟の嫁としわれを気遣へる心想へばただ有難し

東京

横 田 英 夫

弟の孫と遊びて心足り夏の終りの夕日目に沁む
秋の庭

尚暑き西日を浴びてみむらさき早色付きぬ秋の装い

素々として真白に咲ける彼岸花残暑の庭に秋の訪れ

もつ

彼岸花ま白に咲ける傍らに紅き蕾は尚硬くして

コスモスの激しく揺れて立羽蝶縫るるごこく花とたわむる

秋彼岸色濃くなりてみむらさき重々垂れて風に揺らげり
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《 詩・
他 》
休道の詩
青森

や

秋 元 光 博

道うことを休めよ他郷苦辛多しと

い

休道他郷多苦辛
どうほう

同袍有り自ずから相親しむ
さ い ひ

柴扉暁に出づれば霜雪の如し
君は川流を汲の我は薪を拾わん

故郷を離れて辛いなどと言うな。
（兄弟のように）着るのも

共にする友達ができ、仲良く暮らしているではないか。早
あ さ げ

朝に柴の扉を開けて外に出ると、霜が雪のように降りてい

る。
（さあ朝餉の支度をしよう）君は川に水を汲みに行け。
私は薪を取りにいこう。

か ん ぎ

広瀬淡窓：大分・日田に私塾・咸宜園を開き、全国か

ら集まった若者を育て明治の礎をつくった。

最大規模の私塾として知られ、九州の小京都

と呼ばれる山柴水明の静かな町。全国津々

浦々集まったなかには、高野長英（蘭学者）
・
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同袍有友自相親
柴扉暁出霜如雪
君乃川流我拾薪

淡窓詠 朝光書

清浦圭吾（総理大臣）
・大村益次郎（近代平部

年

確立）
・松田道之（東京府知事）
・長三洲（文
だいじょう

部大丞）
・上野彦馬（写真家）など。明治
閉塾。

30

我が道をゆく
青森
秋 元 光 博
オレもびっくり
開票早々に 当確のテロップ
茶の間に複雑な溜息
オレには二つの顔がある
でもオレはオレだ
そのまんまでいい 地でいい
マニフェストは本音
金輪際 オレは嘘はつくまい
広い額 よく動く眼の力 土臭い弁舌
マラソンで鍛えた行動力
どれもオレの持ち味
信じられ 期待のこもる一票の重さ
きょうからオレは猫背を直そう
県民ひとりひとりと
まっすぐに向き合うため
中央にまっすぐ物言うために

お山参詣
青森

秋 元 光 博

津軽一面 手にとるごとく
お詣りなさる 人々は
さいぎさいぎ どっこいさいぎ
水ごりといて 身を清め
白装束に 身を固め
太鼓叩いて 鉦ならし
お山さ八大 金剛道者
肩にはたすき 背には餅
首に陳立 袋下げ
バタラバタラの 掛け声で
おかめの面や 鳥帽子で
踊り狂うて やれうらしやと
豊年満作 お礼参り
ヨサレソーヤ ヨイヤ

岩木ごころかも

青森

春青く

秋 元 光 博

津軽不二

さても見事な

冬は真白く

夏は墨染め

秋にしき

ああ衣替えする

コンゴウドウサ

オヤマサハツダイ

ドッコイサイギ

サイギ サイギ

一々礼拝

金剛道者

御山八大

六根懺悔

懺悔懺悔

鮮やかさ

イツニナノハイ

ナムキンミョウチョウライ

南無帰命頂礼
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○ ほ

ん

『人は旅人』
福神 規子 著

日常の「暮しを栖」と定め、ひと日
ひと日を丁寧に生きる。本書はその
志を胸の裡に秘めたたおやかな一書
である。
（藤本美和子）

平成十一年から平成二十五年までの
十五年間の作品三二五句を収めた福
神規子先生の第三句集。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
『人は旅人』は『雛の箱』
『薔薇の
午後』に続く、私の第三句集です。
平成十一年から平成二十五年までの
十五年間の作品三二五句を収めまし
た。思えば十五年間の作品を一集に
まとめることは、多くの作品を捨て
る行程でした。捨てて残ったものが
果たして自分らしい作品かどうか自
信がありませんが、それが「わたし」
などだと諾うしかありません。
（中略）
最近、若い頃には理解できなかっ
た凡な日々のありがたさを実感する
ようになりました。そして凡な中に
潜む、ともすると見過ごしてしまい
そうな非凡な造化の妙味を、静かに
丁寧に味わい、その感動を自分にふ
さわしい言葉で、出来るだけ平明に
表現してゆこうと思いはじめました。
【あとがき より】
（後略）
（ふらんす堂・二、六六七円）

詩集『星の墓標』
藤倉 一郎 著

藤倉一郎先生の四作目となる詩集。
一九九九年発行の三作目から十四年
の歳月を経て発行された待望の詩集
です。

医師ならではの目線から、
『死』をテ
ーマにした作品を多く掲載。
人の生とは、死とは。
考えるきっかけを与えてくれる詩集
です。
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◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

著者は医師であるから、われわれ
普通の者に比して圧倒的に人の死に
直面することが多いと思われ、自然
に強く意識するであろうことは言を
俟たない。その結果、それをテーマ
の作品が作られることになる。著書
一覧に見える四冊すべてそのようで、
著者の念頭から離れることのない事
象なのだろう。
（中略）
世の中には色々な死があるようだ。
著書はそれをいくつか掲示、読み手
はそれを手がかりに考えさせられる
ことになる。
（中略）この貴重な命を
どう解釈すればいいかは人それぞれ
に課せられる問題であろう。画一的
な答えは存在しないと思われる。
【小城 江壮智氏 紹介文 より】
（形成社）

歌集『医 呟』
林 弘匡 著

林 弘匡先生の第十歌集。平成二年か
ら平成十三年までの間に当クラブ機
関誌『医家芸術』に掲載した作品を
纏めた歌集です。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

（前略）機関誌の性格上、医師とし
ての立場で詠んだ作品が多いかと存
じますが、小生の医歌人生の一通過
点の情感の揺らぎを受け止めて下さ

い げ ん

り、御批評、御高見を賜りますれば
望外の喜びであります。
尚、医業に従事する小生が独り言
を呟く様な歌集となってしまいまし

たので、歌集名を「医呟」とするこ
とに致しました。
【あとがき より】
（湖笛会・二、五〇〇円）
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風景画は、現地で描いたスケッチ
をもとに脳裏に記憶されている光景
を描いた。その意味で心象風景であ
る。
静物画は壺の絵が多い。暗さのな
かで微かな光に浮かぶ壺は静穏を意
図したイメージである。
（中略）
水彩画は、透明水彩の絵具で描い
ている。新旧の習作をスケッチブッ
クから取り出してばらまいた。
風景はいずれも旅先のスケッチで
ある。自然の光景を目の当たりにし
て絵筆を走らせるのは爽快な気分で
ある。
（後略）
【画集の制作にあたり より】
（ふらんす堂・二、六六七円）

斉藤三朗 あなろぐ写真
『

f
o
n
o
i
t
c
e
l
l
o
C
e
h
T

O
R
U
B
A
S
O
T
I
A
S

』
斉藤 三朗 発行

斉藤三朗先生の過去四十年間に撮影
したフイルムカメラ主体の作品を展
示した写真個展を記念して作成され
た写真集です。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
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『微光』鈴木啓之絵画集
鈴木 啓之 発行

鈴木啓之先生の二回の個展の出展作
品と書きためた透明水彩をまとめた
画集。巻末にはエッセイも収録。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

収載した油彩はここ三年間の作品
が主で、一部はそれ以前の作品であ
る。

画集『微光』裏表紙より

この度、僕のアナログカメラの第
五回写真展を開催できて沢山の方々
にご覧いただきまして有難うござい
ました。
来年、僕は 歳。医者になって
年ということになっていますが、な
かでも最終の 年間は、カメラをと
おして医療と患者さんへの思いがい
つもあったのでした。
（中略）
医者として専門分野での国際学会
のため世界各地に出かけることもあ
り、その際各地の写真を撮ったので
した。この間十数台のカメラを使い
ながら今回の写真の供覧になったの
です。
しかし寄る年には勝てず、重いカ
メラは次第に軽いデジカメになって
いきましたのでこのあたりでアナロ
グカメラは終了、という時期を迎え
ることになったのです。
（後略）
【ご挨拶 より】
（アイブックス）

『ポエムのある世界』
『ポエムのある世界Ⅱ』
橋爪 康子 発行

当クラブ新会員の橋爪康子氏が過去
に出版した写真集をご紹介。

海外の素敵な風景や街の一コマがポ
エムと共に掲載されている素敵な写
真集です。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

（前略）
『ポエムのある世界』は私
の幸せの瞬間の集大成である。私の
スタイルは、フォトスケッチ、写真
というより、水彩画の趣きを持つも
のを心がけている。これは描きたい
と思いながら画才に恵まれなかった
私の憧れのようなものであり、多分
に独りよがりで、多くの審美眼すぐ
れた方々にお見せするのは失礼と思
うけれど、ショートストーリーと共
に旅のロマンを少しでも感じとって
頂ければこの上の喜びはない。
（後略）
【
『ポエムのある世界』あとがき
より】
（光村印刷・各二、〇〇〇円）
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『広島 文藝派』
《広島文藝派》の会 発行

天瀬裕康先生が代表を務める《広島
文藝派》の会 発行の同人誌。

当クラブ会員の天瀬裕康先生や渡辺
玲子氏の創作文も掲載。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

収録作品のご紹介

[

]

目次
《巻頭のイメージ》
中井正文「名前のない男」より

【創作】
黄色くて消えない………天瀬裕康
【詩】
星…………………………砂本健市
【エッセイ】
人生さまざま
―サンポジサンの日ごろの偶感―
………吉山幸夫
【奇稿 創作】
合宿の夜に怪しばむ……渡辺玲子
【小説】
あの一年…………………葉山弥世
【随想的論考】
ドイツ演劇文学やれやこれや
………渡辺 晋
（創元社・五〇〇円）

※表示価格は税抜き金額です。

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
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29

【追辞】

安彦洋一郎先生を偲んで

安彦先生と初めてお会いしたのは
いつだっただろう。美術展の懇親会
で先生がマジックを披露されるのを
何度か楽しんだ思い出がある。当時
は大村先生や玉井先生など多くの諸
先輩方と食事をしながら先生の笑顔
あふれるユーモアのある手品を見せ
ていただいた。
私が先生と本当に親しくさせてい
ただくようになったのは、日本医家
芸術クラブの顧問である日野原先生
の受勲のお祝い会をクラブで開いた
時であった。皆で記念写真を撮った
あと懇親会。日野原先生の滔々とし
た話しぶりに驚いた。人には３つ大
切なことがある。
『愛すること』
『耐
えること』
『始めること』
。なるほど
含蓄のある言葉と思った。
その記念パーテイで大村先生と安
彦先生が私のお隣に座られていた。
大村先生は 歳を超えているにも

かかわらず大きな声で歌を歌い、太
田委員長は「知らざぁいって聞かせ
ましょう」の名啖呵を切っていた。
安彦先生が今からお酒を飲むから
ちょいと準備を、と言ってカバンか
ら何か取り出した。注射器であった。
それでズボンの上からポンと突き刺
したのだ。このとき安彦先生が糖尿
病であると教えていただいた。先生
の声と笑顔は親しみやすい。このこ
ろから私と先生の距離はずっと近く
なった。絵画展やクラブ総会にはほ
とんど出席され手品を披露された。
ここ数年は花火を描いていると言わ
れ先生しかできない、見事な大輪の
花火を出品されていた。この２年は
富士山を先制独自のスタイルで多く
の人を感動させた。

以下は、以前私が先生の出版記念
パーティーについて書いた文章であ
る。
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白矢 勝一

11

いつもお元気な先生が突然亡くな
られた。日本医家芸術クラブには無
くてはならぬお方であった。昨年
月末に横浜医師会でのマジックショ
ーに一日参加され、
「お疲れでしょう」
とご家族が心配しても「一晩寝れば
治る」とおっしゃって元気だったそ
うだ。
その後、 月初めに美術展の搬入
に行かれ、お昼ごろ血糖値が下がり
少し朦朧としていたところ、一緒に
いた知人に声をかけられ昼食を食べ、
元気を取り戻したそうだ。翌日にも
元気に会場に行き、家で普通に夕食
をとり就寝したが、夜中の０時 分
心筋梗塞により救急搬送され、その
ままお亡くなりになったとのこと。
12

18

80

『糖尿病を友として生きる
―ある内科医の人生記録
著者： 安彦 洋一郎』

二〇一四年私がこの本を出版しよ
うと思ったのは平成 年のあるニ
ュースがきっかけとなっている。そ
れは糖尿病の治療のためインスリン
を使用している患者さんが自動車運
転中に低血糖となり、意識不明のま
ま交通事故を起こし、尊い３人の命
が失われてしまったという内容であ
った。私はそのニュースを見て、私
の強化インスリン療法から起こる低
23

ださる。先生の絵は元気があって色
彩もすごい。そんな先生が糖尿病の
本を出された。それで私は先生が注
射を打たれた時を思い出したのであ
る。先生は 歳の時、突然Ⅰ型糖尿
病になられたそうである。それから
ずっとインシュリンを打ち続けてい
らっしゃる。
「Ⅰ型糖尿病の人が長生きするに
は低血糖とのたゆまざる闘いが必要」
と巧妙なジョスリン先生が言われて
いる。私も糖尿病性網膜症を専門と
しているので低血糖に患者さんをた
びたび見ている。しかしこの本を読
むまでは、まったく低血糖になった
患者のことを理解していなかったこ
とを知った。この本は先生が死に直
面するような病気とたびたび闘いそ
れに打ち勝ち、また糖尿病になった
のちも、そのように病気と対峙して
きたか書いてある。この本には先生
の体験、努力、闘い、願い、希望が
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血糖発作の経験を生かして、そのよ
うな事故を防がなければならないと
考えたからである。
日本医家芸術クラブ美術部創設以
来活躍されてきた安彦洋一郎先生の
「糖尿病を友として生きる」という
本の出版記念パーティーが横浜のベ
イシェラトンで行われた。１００人
を超す関係者が集まってお祝いをし
た。
私が安彦先生が糖尿病と知ったの
は、昔、医家芸術の会合でお隣に座
った時である。注射器を取り出し「こ
れから飲むからな。
」と言ってズボン
の上からぽんと針を突き刺されたの
である。その後私は先生が糖尿病で
あることを忘れていた。あまりにも
お元気であるため病気とは思わなか
ったのである。美術部の懇親会や総
会の集まりで大きな声で愉しいお話
をされ、また手品で場を和ませてく

50

詰まっている。だから読む人に感動
を与えるのだろう。
記念パーテイでは発起人代表の挨
拶から始まり医師会役員、美術関係
者、マジカルグループなど多くの
人々の祝辞があった。アトラクショ
ンとして 歳の安彦先生の１つ上
のお姉さんの石川美和子がソプラノ
を４曲歌われた。ピアノとマイク無
し、 歳に思えない若い声でした。
若いころ先生が開業されたときお手
伝いされたそうだ。往診から帰って
こられた先生が「さて飲みに行くか」
と言われたとき、いつも一緒だった、
楽しい青春時代の思い出、そう話す
美和子さんの顔は時を超えて若い時
代に帰っているように見えた。
安彦先生の話の中で特に印象に残
ったこと。
「インシュリンを打って低
血糖になった人が交通事故を起こし
たという話。低血糖では、重症・中
等症・軽症に分類できる。中等症に
85

84

なると判断力がなくなる。自分はポ
ケットには砂糖 グラムを持って
いる。これを飲めば５分で回復する。
ところがこれが飲めない。これが低
血糖の中等症と軽症の境目だと思う。
これを知ってほしい」見当識がなく
なり、自分がどこにいるのかもわか
らない。砂糖も口にできなくなると
いうのだ。
最後に安彦先生のマジックショー
がはじまった。トランプと鳩を使い
音楽に合
わせて先
生の手と
体は絶妙
に動く。
途
中で鳩が
飛んで後
ろの衝立
の後ろに
隠れてし
まった。
10

「鳩どこ行っちゃった？探してくれ
よ。
」どっと会場の笑い声。ホテルの
人に鳩も連れられて戻ってきてマジ
ックは続く。楽しいひと時だった。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

そんな先生の昨年９月に開催され
た医家芸術展の作品は富士山と大輪
のヒマワリだった。
「富士山だけでは
絵にするのは難しくて」とはにかみ
顔で笑いながら解説されていた。

この懇親会はお酒、食事を飲みな
がら専門家の批評も聞かせてもらえ

69

るのでとても楽しい。事務方が安彦
先生に手品をお願いすると、快く引
き受けてくださりハンカチ、トラン
プなどのショーが始まった。ちょう
ど医家芸術の美術展に初出品された
清水先生の子供さんがいらしてマジ
ックのお手伝いに呼ばれたように思
う。楽しいひと時だった。

同年７月に私の個展が画集発表と
同時に新宿京王百貨店にて開かれた。
多くの患者さんや先生方に来ていた
だきありがたく思っている。個展開
催パーティーを京王百貨店の太新楼

という中華料理店で土曜日の夜行っ
た。
ここでは歌ったり踊ったりするス
ペースをつくることができる。大学
時代の友人や医家芸術の方々、大学
関係、高校の同級生、医師会の方々
をご招待させていただいた。ここで
祝辞を太田委員長、初芝副委員長、
小平医師会元理事会・山之内先生、
奥村先生から頂いたり、私が歌った
りした。大勢で『恋するフォーチュ
ンクッキー』を踊ったりした。
その会の中で安彦先生は、黒いマ
ジシャンのコートをまとい、それら
しい音楽にのせて登場した。ハンカ
チやトランプを使ったマジックショ
ーを披露してくださった。
「あれ、どこに入れたかな」ポケ
ットを探りながら「忘れてきたか、
あ、あった。あった。
」とハンカチを
取り出す。本当にぼけているのか、
ぼけたふりそしているのかわからな

月くらいだったか先生

いところが何とも言えない味がある
と友達が後で話してくれた。
「このハンカチの縦縞を横縞に変
えます。
」確かにハンカチを横にする
と縦が横縞に変わる。みな拍手喝采。
ここからが本番。ハンカチは突然長
い棒に早
変わり。
先
生の独特
の声、
身振
りに会場
は沸きに
沸いた。
先
生もとて
もうれし
そうだっ
た。
この時
のビデオ
が事務室に残っているはずなので探
してみたい。

その後

10
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から「僕もね、画集を作っていたん
だ。近いうちに送るから」と電話が
あった。そして間もなくして立派な
画集が送られてきた。
絵とは自分しか描けない絵である
べきだというのが私の持論であるが、
先生の２冊の画集はまさに先生の人
生の詰まっているものであった。こ
の時の電話でのやり取りが先生との
最後となってしまった。
その画集に先生の人生、生き方な
どが書かれている。幼少時から病気
とともに歩いてこられた先生はスキ
ーや山登り、テニス、マジック釣り
などで病気を克服された。
安彦洋一郎先生は名前のとおり、
大きな心の持ち主だった。先生の言
葉「私は、人生はマラソンであると
思っている。誕生はスタートであり、
死がゴールである。人生マラソン完
走は天授を全うしたと言うことで、
祝福を受けてもよいのではないかと
思う」とはまことに先生らしい。
昔、ラジコン飛行機に夢中になっ
たことがあるそうだ。ある日、友人
のセスナ機に乗せてもらったときに
「操縦しませんか」と言われ、即座
に「やってみよう」と挑戦した。ラ
ジコン機と実機の操縦法はまったく
同じだと安彦先生はおっしゃってい
る。利根川に向かって北上し浅間山
の雄勢を眺めながら、小諸、上田、
上空を通過し松本城を眺め、空の旅
を楽しんだそうだ。
私は今も先生が元気にセスナ機に
乗られ、空を飛んでいらっしゃるの
ではないかと思っている。あちらの
世界に行かれても、マジックで、あ
の笑顔、あの声で大勢の人々を楽し
ませていらっしゃると思うのである。
心からご冥福をお祈りいたします。
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初芝 澄雄

方面に発展していく感じとなりまし
た。又、第二次戦後には航空時代が
やってまいりましたが、東京に大き
い空港が得られませんので、千葉県
会員の皆様、あけましておめでと
の成田に大きい飛行場が出来まして
うございます。今年もどうぞ日本医
今日に至りました。それまで千葉駅
家芸術クラブをよろしくお願いいた
は直接東京駅と連絡していませんで
します。
したが、今では東京の人は国際空港
さて昨年末に大変ショックな出来
として、成田空港を用い、途中の千
事がございました。長年当クラブに
葉市も、東京駅と直接に繋がること
大変貢献してくださっていた、安彦
になり、大きな駅に変わりました。
洋一郎先生が 月に他界されまし
私は千葉市にも家が残っていますの
た。 月締め切りの今号にもご投稿
で、東京と千葉を行き来する立場に
いただいていたので、校正をお願い
あり、使っていて便利です。
しようとご連絡したしましたら、御
現在、成田空港は世界に直結して
家族より亡くなったとお聞きしまし
います。東京駅成田線は、早朝から
夜まで多くの直接便を持っています。 た。前日まで外出されてお元気だっ
たそうです。懇親会や総会などでマ
東京駅には多くの路線が集まって来
ジックを披露してくださって大変気
ています。そして、直接成田空港に
さくな安彦先生のお姿が目に浮かび
列車が行きますので、大変に便利な
ます。ご冥福をお祈り致します。
路線となっています。
（ＥＳ）
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千葉市近郊の交通の変化について
千葉市は日本の位置的関係によっ
て、鉄道の発展については、昭和年
代の初期までは、日本の主力となる
路線からは外れていました。私の知
る昭和十年代頃までは、国鉄千葉駅
は、今の場所にありませんでしたの
で、両国駅と云う東京の駅を基点と
していました。私の子供の頃は、電
車は千葉から御茶ノ水駅まですでに
ありましたが、機関車はすべて両国
駅（東京）を基点としていました。
昭和年代に国鉄と京成電鉄が、今
の場所に移りましてから、連絡線は
千葉駅から房総半島方面と、成田市
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