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昨年も医療界には様々なことがありました｡ 将来が心配と
いうより, まさに危機です｡ この際再点検, 再艤装して, 経
済一辺倒の荒海を乗り切らねばなりません｡
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森 洋 一京都府医師会会長

新年あけましておめでとうございます｡ 先

生方にはご健勝にて新年をお迎えになったこ

ととお慶び申しあげます｡

昨年は, 医療法等の改正の煽りをうけ, そ

の対応にいとまがない状況となりましたが,

政治の場で大きな変化が起きました｡ ７月29

日の第21回参議院選挙における自民党の大敗,

民主党の大躍進｡ その後続投を表明した安倍

首相の突然の退陣, 福田首相の誕生, 民主党

との大連立構想から, 小沢代表の辞意表明,

慰留による留任とめまぐるしい, まさに激動

の亥年を象徴するかのような１年でありまし

た｡ 政界は昏迷を極めておりますが, 財務省

主導による医療費削減策は着々と進められてお

り, 後期高齢者医療制度の内容, 診療報酬改定

如何により, 我が国の医療はまさに崩壊してし

まうという危機のただ中にあります｡ 年末年始

にかけての日医の頑張りに期待したいものです

が, 見通しは悲観的といわざるを得ません｡

今年４月より特定健診・特定保健指導が実

施されます｡ 府医では ｢特定健診サービス部

(仮称)｣ を設置し, 会員の特定健診への取り

組みがスムースに行われるよう体制を整備し

ます｡ 特定保健指導についても出来るだけ会

員の医療機関で取り組みが可能となるように

努めてまいります｡ また, 後期高齢者医療制

度については, かなりの昏迷が予期されます

が, 情報が出次第広報して参ります｡

府医では, 昨年より会員全体のメーリング

リスト (ＭＬ) を立ち上げましたところ, 趣

旨を十分にご理解いただいたようで, 設立早々

から活発にご意見やらお問い合わせなどで活

用していただいております｡ ＭＬの危うさを

十分に認識したうえで今後もＩＴを活用して

参りたいと考えております｡ 会員各位の高い

見識に基づくご利用に心より感謝申しあげま

すとともに, さらなる活用を図って参りたい

と思っておりますのでご協力をお願いいたし

ます｡

さて, 激動の亥年も終わり, 子年になりま

した｡ めまぐるしい政治の変革の波が, その

結論を求める年となります｡ ４月の診療報酬

改定では少しでもプラス改定になることを切

望しておりますが, 例えプラス改定であって

も, 医師不足対策としての勤務医対策や, 診

療科間格差の解消に向けられると予想される

ため, 診療所にとっては若干厳しい内容にな

ると考えられます｡ 現在の規制改革会議, 経

済財政諮問会議が続く限り, 我が国の医療を守

るために, 低医療費政策の転換に向けて闘い続

けなければなりません｡ 勤務医, 開業医を問わ

ず一致団結した医師の結集が求められておりま

す｡ 宜しくご協力の程お願い申しあげます｡

会館建設につきましては, 順調にご協議い

ただいております｡ 会員のために50年先を見

据えた日本に誇るべき会館となるよう検討を

いただいております｡ 府医会館建設のために

建設費を積み立てていただいた会員の総意を

受けて取り組んでおりますので, 十分なご理

解をいただきたいと思います｡

お陰様で, １期２年間の現執行部の会務遂

行を評価いただき, ２期目を努めさせていた

だくことになりました｡ 今まで以上の会員の

先生方のご支援を心よりお願い申し上げます｡

最後になりましたが, 今年１年が会員の先

生方にとりまして, 幸多き年となりますよう

ご祈念申しあげまして新年のご挨拶とさせて

いただきます｡

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ



2008年(平成20年)１月１日 No.18762

� � � �

唐 澤 � 人日本医師会会長

新年明けましておめでとうございます｡ 会

員各位に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｡ 本年もよろしく

お願い申し上げます｡ 昨年中は, 本会の事業

運営につきまして, 厚いご支援と深いご理解

を賜り, 衷心より感謝いたします｡ 国政にお

きましては, 第21回参議院選挙で与野党逆転

となり, 福田内閣が誕生するなど激動の年で

した｡ 医学の世界では, 京都大学再生医科学

研究所チームが, ｢人工多能性幹細胞｣, いわ

ゆる万能細胞をつくることに成功し, 臨床応

用に道を開きました｡ 今後解決すべき問題も

残されてはおりますが, 人類に大きな福音を

もたらすことを期待するものであります｡

さて今日, 長年にわたる社会保障への財政

支出削減策の影響により, 全国各地域におい

て生活の安全や信頼が大きく損なわれる事態

となっています｡ ことに地域医療提供体制で

は, 小児医療, 産科医療, 救急医療体制など

において, 医療崩壊ともいえる状況が明白に

なりました｡ ＯＥＣＤ加盟30か国中, 22番目

という対ＧＤＰ比総医療費にて維持されてい

るわが国の医療は, 医療内容や効率において

奇跡ともいえる成果をもって, ＷＨＯや諸外

国からも大きく評価され, 注目されてきまし

たが, そこには, 各医療機関や医師をはじめ

とする医療専門職の献身的な尊い努力があり

ます｡ 他方, 病床削減や経費節減が強いられ

る状況のなかで, 専門医療の中核的担い手で

ある病院勤務医は, 多大の負担を強いられ,

疲弊しきっています｡

この状況を打開するための根本的対策が不

十分であれば, 地域医療提供体制は崩壊に至

るでありましょう｡ いうまでもなく, 病院勤

務医と診療所開業医の医療機能分化と連携は

一層推進・強化されなければなりませんが,

勤務医に対する救急・外来医療の軽減, 勤務

環境の改善, 事務作業等の軽減など, 緊急か

つ抜本的な取り組みが必要です｡ 今こそ, す

べての日本医師会会員は, 一致団結して国民

医療を守るという大目的を果たすために行動

すべきときであります｡

超高齢社会といわれる21世紀初頭において,

健康寿命を延伸するとともに, 要介護高齢者の

ための介護と, 医療の提供基盤を整備すること

が求められております｡ そのためには, 全国隅々

に及ぶ地域医療の現況とその正確な把握が必要

です｡ そのうえで, 医療提供体制の拡充に向け

た医師・看護師などの専門職の確保と, 必要な

施設の整備がなされなければなりません｡

わが国の医学・医療は, 世界を先導するに

値する水準を誇っていると確信しております｡

そして, これらを支えてきた国民皆保険制度は,

全ての国民が, いかなる医療をも普遍平等に提

供されることが可能な保障制度であり, わが国

の公共財として大きな国富を産み出す源である

とともに, 一人ひとりの国民にとっても, 安心,

安全と信頼の社会システムの原点です｡

社会保障制度の根幹である国民医療をより

一層充実させることは, 本会の社会的責務で

あります｡ そのための活動を全国各地から展

開していくためにも, 会員各位のさらなる協

力をお願い申し上げます｡

ここに改めて, 会員各位にとりまして, 本

年が幸多き年でありますよう, ご祈念申し上

げ, 年頭のご挨拶といたします｡

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
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新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

府民の皆様, 新年おめでとうございます｡ 穏

やかな新年をお迎えのことと思います｡

ただ振り返りますと昨年は, 景気は好調とい

われたものの, 実感として格差問題に代表され

るように府民の暮らしに直接反映されたとは言

い難く, また痛ましい事件が絶えないなど, 身

近な生活における安心・安全の確保の大切さを,

改めて痛感する１年でもありました｡

京都府としても, 昨年はまず府民一人ひとり

が, できる限り安心して日々の生活を送れるよ

う, 府の北部地域を中心とした医師の確保対策,

乳幼児医療費の無料化拡大など地域での子育て

応援, 安定的な雇用実現を目指した常用雇用の

確保対策, ものづくりをはじめとする中小企業

への支援, 交番の再編整備による警察力強化等

に, 全力を挙げてまいりました｡

さらには, 府民の皆様の力が最大限に生かさ

れるよう, ｢地域力再生元年｣ と位置づけ, 商

店街振興や都市農村交流から子育て支援, 環境

対策, 犯罪防止まで, 身近な問題に取り組む府

民の皆様を支援する ｢地域力再生プロジェクト｣

を積極的に展開してきたところです｡

本年は, こうした試みの上に立って ｢安心・安

全, 希望の京都｣ を目指す ｢未来の扉｣ を開ける

ため, もう一度原点に帰って府政の点検を進め,

府民視点に立った府庁の行財政改革をしっかりと

実行していかなければならないと思っております｡

さらに, 地域力再生のセカンドステージとし

て, 私どもも積極的に現地・現場に出向き, 府

民の皆様とのネットワークを創り上げる中で,

府民の皆様が主役の新たな行政を確立するとい

う住民自治の ｢未来の扉｣ を開け, 引き続き教

育・医療・福祉・産業・雇用・環境・文化等の

多岐の分野にわたり, 京都の新しい魅力や価値

の創造に取り組んでまいります｡

｢未来の扉｣ は, もちろん地域力だけではあ

りません｡ 京都には世界に誇る ｢文化｣, そし

て世界に発信し続けてきた ｢環境｣ に対する思

いがあります｡

今秋は, 世界に誇る古典文学の華ともいえる

｢源氏物語｣ の千年紀 (ミレニアム) にあたり

ます｡ 今ひとたび, 日本文化の原点の一つであ

るこの汲めども尽きない素晴らしい古典の水脈

から, 現代の日本が失いかけている大切なもの

を汲み上げる機会にしたいとこの１年, 産学公

を挙げ様々な取り組みが展開されます｡ 平成23

年には京都で ｢国民文化祭｣ も開かれますが,

日本の文化の ｢未来の扉｣ を開けるためにも

｢京都｣ の力が求められていると思います｡

そしてこの６月には, 京都迎賓館等を舞台に

｢Ｇ８サミット外相会合｣ が開催されます｡ ポ

スト京都議定書に向けた地球環境問題などの重

要テーマが話し合われ, 北海道の首脳会合と相

俟って, ここ京都の地から全世界へメッセージ

されていくことになります｡ そのためにも京都

市はじめ市町村と連携し, 環境を守り景観を維

持する試みをさらに充実させなければなりませ

ん｡ ここにも環境の ｢未来の扉｣ があります｡

私たちの京都府には, 北から南まで, 豊かな

自然・環境との親和の精神, 世界に誇る文化・

伝統, 独創的な人材や優れたものづくりの技が

今も脈々と息づいています｡ 改めて私たちは,

｢京都｣ が誇りとする文化と環境に思いを馳せ,

地域における信頼と絆をより一層強めていくこ

とによって, 京都の ｢未来の扉｣ を開いていか

ねばなりません｡

｢安心・安全, 希望の京都｣ づくりのため,

本年も全力で京都府政を推進してまいりますの

で, 府民の皆様の積極的なご参加を心からお願

いいたします｡

結びにあたり, この１年の皆様のご健勝とご

多幸を心からお祈り申し上げます｡
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京都市長
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新年おめでとうございます｡ 平成20年の新

春を迎え, 社団法人京都府医師会の皆様のま

すますのご健勝とご多幸を心からお祈り申し

上げます｡

貴会の皆様には, 森 洋一会長を先頭に,

日ごろから本市保健福祉行政の推進はもとよ

り, 市政全般にわたり格別のご理解とご協力

を賜り, 厚く御礼申し上げます｡

市民の皆様の信託を賜り, 京都市長の重責

を担わせていただいて以来今日まで, 私は

｢市民の皆様との厚い信頼とパートナーシッ

プ｣ を何よりも大切にして, 心から愛する京

都のため全力投球をして参りました｡

全国トップレベルの市政改革を凛とした姿

勢で断行し, 総額1,580億円にものぼる財源

を捻出する一方で, ｢京都に住んでいて良かっ

た｣ と実感していただける安心・安全のまち

づくりをはじめ, 保健福祉や教育, 環境, 文

化, 観光, 経済などの各分野で, 京都の将来

の発展の礎となる政策を, 市民の皆様のお力

に支えられながら着実に進め, 市民の皆様と

の大切なお約束である171の施策や事業のす

べてに着手することができました｡

なかでも, 本市では, 保健医療の充実を市

政の重要政策の一つに位置付け, 昨年は, 麻

しん・風しんの流行に際し, 予防接種事業を

拡充するなど, 感染の拡大防止に努めて参り

ました｡ また, いち早く肝炎ウイルス対策を

実施するとともに, 小児救急医療体制の整備

や新型インフルエンザ対策など, 多様な施策

を積極的に展開しているところでございます｡

こうした取り組みを円滑に進めることができ

ましたのも, 貴会の皆様の温かいご支援があっ

たからこそであり, 改めまして感謝申し上げ

ます｡

振り返りますと, 私たちの愛するまち京都

が, 単なる ｢古都｣ であったことは, これま

で一瞬たりともありませんでした｡ 1200年を

超える悠久の歴史に育まれた伝統や文化と調

和・融合しながら, 進取の気風と溢れる創造

力により, 新しい魅力を生み出す都市として,

常に発展・飛躍を遂げて参りました｡ 今後,

50年後, 100年後においても, 市民の皆様の

英知と勇気, そして行政とのしっかりとした

パートナーシップがあれば, この日本人の

｢心のふるさと｣ である京都が, 世界に誇る

｢歴史都市・京都｣ として光り輝き続けるこ

とと確信いたしております｡

年頭に当たりまして, 与えられた任期の最

後の瞬間まで職責を全うして参りますことを

社団法人京都府医師会の皆様をはじめ, 147

万人の京都市民の皆様にお誓いいたしますと

ともに, 皆様方の変わらぬご支援と市政への

ご参加をお願い申し上げまして, 私の新年の

ご挨拶とさせていただきます｡

平成20年元旦
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＊本年の新春随想は, 子年生まれ

(明治45年, 大正13年, 昭和11

年, 23年, 35年, 47年) の会員

の方々にお願いしました｡

掲載は順不同です｡子年生まれの会員

新
春
随
想

子
年
生
ま
れ
の
会
員

加 藤 善一郎 (下京西部) 6

守 屋 新 (西 陣) 7

澤 田 淳 (上京東部) 8

野 村 源 藏 (左 京) 9

谷 村 弘 (上京東部) 10

那 須 芳 (東 山) 11

南 晃 次 (乙 訓) 12

宇 田 憲 司 (宇治久世) 13

中 田 哲 雄 (宇治久世) 13

堀 井 泰 弼 (東 山) 15

泉 孝 英 (中京東部) 16

津 田 弘太郎 (右 京) 17

森 本 昌 親 (伏 見) 17

迫 田 周 一 (京 都 北) 18

阪 井 隆 (宇治久世) 19

田 畑 真佐子 (綴 喜) 20

山 田 武 彦 (下京西部) 21

森 岡 稔 勝 (綴 喜) 22

渡 邉 賢 治 (西 陣) 23

清 益 英 雄 (伏 見) 24

吉 村 学 (西 京) 25

小 松 正 樹 (伏 見) 26

戸 田 寛 (西 京) 27

藤 木 新 治 (相 楽) 28

福 井 博 (乙 訓) 29

� 橋 浩 昭 (京 都 北) 30

小 倉 卓 (船 井) 31

石 原 京 (右 京) 32

川 村 朝 章 (下京西部) 33

浅 輪 喜 行 (乙 訓) 34

金井塚 敏 弘 (中京西部) 35

古 家 敬 三 (伏 見) 36

吉 岡 博 (西 京) 37

黄 原 誠 一 (東 山) 38

宮 尾 賢 爾 (右 京) 39

宮 田 健 (山 科) 40

福 田 新一郎 (中京西部) 41

今 田 直 樹 (西 陣) 42

伊 藤 あゆ子 (伏 見) 43

加 藤 静 允 (左 京) 44

大 川 和 春 (綴 喜) 45

落 合 正 和 (東 山) 46

片 岡 卓 三 (乙 訓) 47

中 島 悦 郎 (左 京) 48

佐々木 輝 雄 (山 科) 50

松 村 理 司 (山 科) 51

明 石 朗 (下京西部) 52

小 林 八 郎 (下京西部) 52

渡 辺 康 介 (京 都 北) 54

横 山 幸 男 (左 京) 54

桐 山 まき子 (左 京) 55

中 嶋 俊 彰 (乙 訓) 56

前 田 正 明 (上京東部) 57
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日本男性の

平均寿命は,

同女性に比べ,

約８ヶ年短い｡

どちらかとい

うと殻にこもりやすい男性に

比べ, 老後はやや饒舌だが社

交性に富む女性の天下のよう

に思う｡

他の動物界ではどうだろう

か｡ 次の世代にリレーする宿

命から見て, 女性の寿命が長

いようだ｡

もちろん, 中にはいわゆる

長生きしている男性もおるが,

やはり女性に比べれば少ない

ようだ｡ 医学の進歩は目を瞠

るばかりだが, 延々たる遺伝

の家系, …長寿とか短命とか

があり, 長年医療に携わって

きて, このことはどうにもな

らぬこととして, しみじみ悟

らされることが多い｡

機嫌良く, お人柄も良く,

努力をされて活躍されておら

れる人が, 予期せぬ病を得て

挫折されるのを見ては, 無常

感に浸らされることもよくあ

る｡

｢古稀｣ は, ｢古来稀れ｣ で

はあるが, 古来は有史以来で

あり, 古として約100年ほど

前まではヒエラルキーの所産

で, 貧困, 粗食, 戦争, 疫病

流行などで, 人生50年といわ

れてきたのが, 70才になれば,

｢よく生きたね｣ と自他とも

にお祝いの対象になったのも,

当然なことと肯ける｡

扨而, 第二次大戦の後から

は, 敗戦の苦しみはあったが,

暫くして, 素晴らしい医学の

技術的革新があり, 薬剤も食

品も次々と供され, 世界的に

長寿が得られてきたわけで,

｢古来稀れ｣ は, 今では90才

か100才か…という状況になっ

ている｡

最近の国勢調査では, 100

才以上が全国で２万８千名在

られ, 単純にふり割ってでは

あるが, 京都市内各区割りし

て, 下京でも25名ぐらいに多

くなってきている状況である｡

しかし, この中でも圧倒的

に多いのは女性であり, (女

５：１男) の比率が示されて

いる｡ やはり女性上位は否め

ない｡

それはそれとして, 従来か

らある人生の区切りのように

いわれてきた古稀, 喜寿, 傘

寿, 米寿, 卒寿, 白寿などは…

ということだが, 夫々に当た

り歳になれば, 自他ともに感

謝し, お祝いをするのは一向

に差し支えないし, それはそ

れで結構なことであると思わ

れる｡

私こと, 未だに産業医や保

育の園の保健のほか, 介護の

認定のお仕事をさせていただ

いており, 夜の診療後, 秘○で

送られてくる分厚い資料を見

落とさぬよう丹念にチェック

して, 私の意見としてまず

ＦＡＸで返答しておるのです

が, この対象をみても, 80才

以上を採ってみると (女４：

１男) となっておりまして,

一応 ｢男性よ頑張れ｣ と言わ

せていただきますが, 前述の

女性上位はいかんともしがた

いと観念しております｡

一般に, 社寺でよく見られ

る十干十二支の巡りで, 厄年

なるものが公示されており,

還暦で干支一巡りとなるので

すが, その後の歳年はどうな

るかは放念されており, 苦笑

させられるのです｡ もうどう

でもよいのでしょうね｡

私の生まれた日時は, 何と

いうこともない平凡な日時で

あったのでしたが, 11年前の

阪神淡路大震災の, それも午

前５時という同じ日時になり,

忘れていてもマスコミによっ

て知らされることになり, メ

モリアルデイになったのです｡

因みに長女が (時代祭), 孫

が (広島原爆の日) の時間も

午前８時で, 夫々メモリアル

になっております｡

顧みて84歳余, 多忙の裡に

すぎ去り, この間支えていた

だいた方々にただただ感謝の

日々です｡ 少しは仕事もあり,

生甲斐としつつ, 日時を消光

してゆけたらと思っている今

日この頃です｡

(大正13年生)
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私は平成18

年３月で, 親

子二代70年間

続いた守屋医

院を, 同じ班

の伊東宏先生に継承していた

だきました｡ 当時, 私は69才

で, ゴルフでいえば３アンダー

でホールアウトしたことにな

ります｡

私に親族の後継者が不在で,

私が元気で患者さんが絶える

前に, 信用の出来る人に今後

30年間, つまり守屋医院開設

以来１世紀の地域医療を存続

させるのが私の最後の仕事だ

と考えたからです｡ 幸い, 伊

東先生の信頼は厚く, 患者さ

んも増えまして, 私の念願は

叶いました｡

以来, 私は郷里の岡山県の

新倉敷駅近くで, 母方の従弟

が運営している70床の病院兼

300人の老人施設に, 毎週１

泊２日で当直を兼ねて通勤し

ています｡

京都と違って, 岡山県の民

間病院では未だに著しく医師

不足で, 従弟から頼まれたか

らです｡

私の主な仕事は専門の腹部

超音波検査ですが, 何しろ院

長は整形外科で, 常勤医師は

91才の産婦人科医と86才の耳

鼻咽喉科医だけですので, 耳

鼻咽喉科以外の外来は, 私を

含めた他の３人の医師で ｢総

合診療科｣ という科名で, 馬

の出産以外は人間の病気や怪

我は総て診療しています｡ 産

婦人科医は産婦人科を捨て,

私も内科医だけで安住してい

る訳にはいきません｡ １年半

で, 胸部Ｘ線より骨折の診断

の方が得意になりました｡

院長は私より４才年下です

が, 私の相棒の産婦人科医は

91才ですので, 私は患者さん

や職員から ｢若先生｣ と呼ば

れています｡

先日, 108才の ｢熟女｣ が

老人施設に入所しました｡ 健

康診断で ｢異常なし｣ でした

ので, 入院の適応がなかった

からです｡

私が老人施設での生活の説

明を始めたところ, ｢私は耳

が遠いので, 長男に説明して

ください｣ とのこと｡

そこで, 長男登場｡ これが

90才の ｢青年｣｡ 長男曰く,

｢これで, やっと母の介護か

ら解放された｡ これからが俺

の人生｡ 今の気分はバラ色じゃ｣

私 ｢……｡｣ 私は未だ ｢少年

クラブ｣ から脱会出来ない現

実を知らされました｡

(昭和11年生)
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自分の過ぎ

し方を振り

返ってみるの

も楽しかろう

と思った｡

１回目, 12歳 (1948)｡ 国

民小学校５年生｡ 戦後２年あ

まりの混乱期｡ 担任の先生は

元気なコワイ海軍帰りの若い

男性｡ 物のない時代だったの

か, 先生が謄写版でノートを

作ってくれて, ４年生の国語

の教科書を丸写し, 出てきた

漢字は１行書くことが家での

宿題で全員に配布された｡ 一

杯になったら先生の署名入り

の新しいノートがもらえたの

で, 競って字を書いた｡ 算数

も同じで４年生からと, 楽し

く勉強した｡ 放課後は, 先生

も一緒に, 毎日, 学級全員が

２組に分かれてサッカーを男

女の区別なく１個のボール

(硬くなかったし, 少し小さ

くバレーボールのような感じ)

を追っかけ, 走っては蹴る｡

その時の姿から先生のあだ名

は ｢ライオン｣ になった｡ 大

好きな先生で, 今でも毎年７

月第１日曜日は同窓会｡ 先生

83歳, 生徒71歳｡ 無邪気に楽

しんでいた時期｡

２回目, 24歳 (1960), 京

都府立医科大学５回生｡ 高校

からはじめたバスケットボー

ル部に属し, 西医体では優勝

はできなかったが, シード校

を保持していた｡ 授業の合間

(？)には卓球｡ 後に, 卓球

とバスケ両部の部長をした｡

勉強はそれなりにした｡ 授業

中に机に凭れて寝る心地よさ

は今では味わえなくなってし

まっているのが残念｡ フルに

楽しみ, 真面目に学んだ時期｡

30歳結婚, その後, ２男１女

の３人の父親｡ 子育ては子ど

もの入浴のみ｡

３回目, 36歳 (1972), 母

校小児科学教室４年目の助手｡

学位は発育と消化酵素の研究

で授与｡ その後, 重症心身障

害児施設勤務 (福井県) のあ

とは, 固形小児がんの中で最

も多い予後不良な神経芽細胞

腫 (ＮＢ) の研究を始め, 尿

中 VMA / HVA の増加を確認

し, 生化学診断が出来たが,

ほとんどが死亡した｡ 治癒す

るのは無症状の１歳以下の例

だけであったので, ６か月乳

児を対象にＮＢスクリーニン

グを京都で始めた｡ がむしゃ

らに夢を追っていた時期｡ 大

学紛争中でも仕事が楽しく思

い切り仕事が出来た｡ 家内が

後に言った, ｢うちは下宿と

違いますよ｣ と｡ 風呂に入れ

ること以外は, 休日の散歩で

子どもを引っ張りまわすだけ｡

４回目, 48歳 (1984), 助

教授｡ ＮＢスクリーニングが

全国実施となり, 早期発見が

でき, 乳児例の治療法を全国

レベルで確立した｡ 翌年１月

からロンドン王立がん研究所

へ留学｡ 仕事は骨髄転移のあ

るＮＢ患者の骨髄からモノク

ロナール抗体と小さい鉄のビー

ズを使って, 骨髄中のＮＢ細

胞を in vitro で電磁石を使っ

て取り除き, 患児に返す自家

骨髄移植用骨髄を作ることで,

ヨーロッパ各国からの依頼で

忙しくしていた｡ 留学３週間

後にニュ－キャッスルからス

クリーニングの講義の依頼が

あり, InterCity125 (日本の

新幹線) でロンドンから４時

間北｡ この事は, 後の研究室

生活を楽しくしてくれ, 沢山
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新年明けまして
おめでとうございます
京都府医師会看護専門学校
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校 長 森 洋 一

専任副校長 玉 井 和 子

看護学科(３年課程)
教務主任 山 口 茂 子

看護学科(２年課程)
教務主任 塩 田 涼 子

准看護科
教務主任 迎 千香子事 務 長 森 泰 弘



の海外の研究者の友人ができ,

仕事が広がり, 脂ののった時

期｡ 妻は受験期の子どもで必

死な時期｡

５回目, 60歳 (1996年),

教授９年目｡ 年３－４回の海

外出張｡ 医局の人の留学にも

役立った｡ 小児科医を育てる

楽しさを感じた｡ ３人の子ど

ももそれぞれに成長｡ 大学退

官後, 京都第二日赤へ｡ 仕事

の大半は小学校跡地に新しい

建物の建築｡ ２人だけの生活－

昔に戻った｡

６回目, 72歳 (平成20年,

2008)｡ 14年間の教授を退官,

６年間の京都第二赤十字病院

院長も新棟建設と既存棟改修

で終え, ３年目の京都市子ど

も保健医療相談・事故防止セ

ンター長として, 子育て相談,

子どもの事故防止に関わって

いる｡ これまでに脳幹部梗塞,

胃がん (内視鏡摘出) を経験

し, 患者の気持ち, 不安を経

験した｡ 孫が男ばかり３人｡

ここまでは幸運にも楽しく過

ごした｡ 家内に感謝, ありが

とうと言わずに書けた｡

７回目, 何をしているか判

りませんが？

(昭和11年生)

新年明けま

しておめでと

うございます｡

傘寿を祝って

４年, 第７回

目の年男を迎えることになり

ました｡

長い人生の旅路では適時,

立ち止まって照顧脚下, 熟慮

する必要がある｡ 昨今の社会

情勢は異常気象と同じく, 想

定外のことばかりで, 日々交

通事故, 殺人事件等が連続し,

まさに狂乱状態です｡

(１) 生命とは何か？

これは誰もが考える素朴な

疑問であろう｡

自然科学的にいえば, 生命

の基本的な条件としては,

(Ａ)自己保存 (Ｂ)自己複製

(Ｃ) 自律性の３つがあげら

れるであろう｡ 自己保存の基

本は自己同一性の維持であっ

て, 広い意味での免疫系であ

る｡ 個体のアイデンティティ

を維持するシステムである｡

自己複製は遺伝子ＤＮＡの情

報にもとづいて行われ, 個体

の維持および種族の保存はこ

れによって支えられている｡

かくして生命体は, 自律性を

もって自己を保存しつつ自己

を複製し, 環境の変化に対応

して突然変異を繰り返しなが

ら, 合目的的に進化して今日

に至った｡

(２) 生命の価値

化学進化や生物進化の研究

は, 地球上に存在する生物の

すべてが基本的に共通の物質

から構成され, 共通のパター

ンの遺伝暗号を持ち, 共通の

祖先に由来することを示して

いる｡ したがって, 生命の価

値は生物の種の間で本質的な

差はない｡ 自然科学的にみれ

ば, 生命は物質によって構成

された１つの存在様式である｡

(３) 人命の尊厳

そもそも太古から今日に至

るまで, 生物の進化を貫く唯

一の原則は, 子孫を残し種を

維持することである｡ そのた

めには, まず自分が生きなけ

ればならない｡ この意味から

誰しも自分の命が一番尊く,

人にとっては人の命が他の生

物の命よりも価値ありとされ

るのは当然である｡ 人はなん

らかの共同体ないし社会を作

り, 人と人とのかかわり合い

の中で, 『人間』 として生き

ていることであり, その存立

維持のためには, 個人個人の

命が保障されることが絶対に

必要な条件である｡ そのため

社会においては, 人命を尊重

する倫理が生まれ, 殺すべか

らずとする法律が作られた｡

これらの倫理や法律は, 人々

の合意の上に成り立つもので

あって, これを支えるものは,

人間の理性と仲間への共感で

あろう｡ 人命尊重のゆえんは,

人が生きていることが, 生物

に共通な種族保存とともに,
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人間共同体の存立維持のため

に不可欠であるという, 共通

の評価にあるといえよう｡

人命は尊い｡ また尊ぶべき

であり, 人命尊重は社会存立

の基盤であって, 不殺生の戒

は遠い昔から厳として存する｡

以上は, 東北大名誉教授 岩

月賢一先生の論評によるが,

自然科学的考察が主体である｡

しかし, 生物進化の歴史か

ら見れば, 生命の価値は人間

も他の生物も本質的に変わり

はない｡ この点への反省に立っ

て, 人は謙虚に他の生物との

共存に思いを致すべきである｡

『人の生命は地球より重し』

と古より教えられ, 人命がこ

の世において最も重要かつ大

事なものであることは衆知の

とおりで, 最近の乱れた倫理

道徳を再教育する必要がある｡

(大正13年生)

昭和11年子

(ネズミ) 年

生まれの医師

です｡ この年

生まれの性格

は, 『わが世代. 昭和十一年

生まれ』 (河出書房新社) と

いう本も出版されているよう

に, 激動の波に揉まれ, 時代

の影を色濃く反映している世

代です｡ しかし, 戦中・戦後

の同時体験という共通項があっ

ても, わずか２年の前後の世

代とは, たとえば昭和６年生

まれの兄や, 昭和13年生まれ

の妻とは微妙な性格の差があ

ることに気づくのです｡ すな

わち, まだ物資がかなりあっ

た昭和１桁生まれは楽しい子

供の世界が十分にあり, 一方,

昭和13年生まれでは母親は自

分が食べなくとも幼子に対し

て必死で食べさせていた年代

でした｡

昭和11年は何方付かずの損

な世代で, ｢今, 行動しなく

ては, 次は何もない！｣ こと

をいやというほど経験しまし

た｡ これだけ強烈な体験をし

たのだから, ｢もうどんなこ

とだって平気だ｡ あの苦しみ

に比べれば, 何も怖くない｣

と考え, がむしゃらに生きて

きた働きネズミであり, 実に

精力的に仕事を遣って退ける

世代｡ 生き急ぎの猛烈人生で

あるのに, 絶えず怯えており,

重要な決断は何時も周りがし

てくれるのを待つ世代です｡

３年後に, わが家も４人兄

弟となり, 京都の建仁寺の国

宝 ｢矢の根門｣ 横の境内に助

産所 (当時は産婆) を開設し

ていた祖母の元に預けられ,

以来, 幼稚園から大学まで,

そこに住んでいた京都人です｡

その頃は 『贅沢は敵だ！』

の時代で, 出世軍人の母子家

庭では豆粕を中心とする給食

会社の宅配に頼っていました｡

小学校では, アルミニウム製

の弁当箱は梅干で穴が開き,

私は麦藁行李の弁当入れにな

りました｡

昭和20年には ｢馬町空襲｣

があり, 同級生は周山に学童

疎開しました｡ その頃, 京都

でも 『裂かれた大地. 京都満

州開拓民. 記録なき歴史』

(京都新聞出版センター) に

書かれているように, 国を挙

げて満州へ移住を勧めていま

した｡ 私たち留守家族も満州

では食べ物に困らないと考え,

５月に敦賀港から出発して

(最後の連絡船), ソ満国境に

近い陸軍病院に勤める父の許

に行きました｡ 牛・豚・野菜

の自給体制ができており, 本

土のような食糧難地獄は免れ

ました｡ 『ボクの満州. 漫画

家たちの敗戦体験』 (亜紀書

房) にあるような良き環境の

経験もできず, ８月には 『ソ

連が満州に侵攻した夏』 (文

藝春秋) となり, その後は敗
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戦による飢餓体験をしました｡

昭和21年, 孤児となり, 祖母

の許に帰ってきて, 元のクラ

スに編入させてもらい, 今日

に至っています｡ しかし, そ

の小学校も児童が１学年７～

８名と極端に少なくなり, 平

成23年には, 当時はプレハブ

急増校舎で勉強した中学校も

併せて, 近隣９校が ｢小中一

貫校｣ に統一されるようです｡

一方, 戦後, 経済発展ばか

りに眼を奪われ ｢食｣ の重要

性をあまりにも軽視してきた

ことを反省しなければなりま

せん｡ 満州での生と死の瞬間

を２年間という短い期間に体

験したわけですから, 運が強

いとつくづく感じており, 決

して食べ物を残したことはあ

りません｡

他方, 平成20年４月から,

厚生労働省は生活習慣病の予

防に特定健診・特定保健指導

を義務化し, メタボリック症

候群を減少させようと躍起に

なっています｡ 私たちの年代

はすでに高齢化社会の仲間入

りをしていますが, ｢医療崩

壊｣ どころか, 少子化時代に

なった日本の子供の食生活の

乱れ ｢崩食｣ が先決ではない

でしょうか？ ｢ものは食べて

も, 幸せを噛みしめられない

家庭での子供の食事｣ こそが,

大問題であると考えます｡

(昭和11年生)

やっととい

うか, いよい

よというか,

もうすぐ60歳

になる｡ 30代

40代のころは ｢60歳になった

ときにどんな医者になってい

るかが勝負だ｣ と, その頃の

未熟さを棚に上げてきたが,

もう申し開きはできない年に

なった｡ 当時自分で想像して

いたよりもはるかに少ないこ

としか達成できず, 大した医

者にもなれなかったが, 自分

はともかく, かかわった後輩

が立派に育っているのをみる

のは嬉しい｡

21歳でまだ大学の教養課程

のときに母親になり, 学部４

回生で２人目を出産したため,

医学部の勉強は大変心もとな

かった｡ 研修医時代は大阪の

病院で送り, 実家や周囲の助

けを借りてなんとか一人前に

できたが, 今想い出しても医

者として最も充実し楽しい時

間だった｡ あの頃先輩がたに

お世話になった良い思い出が

あるので, 現在研修医の診療

所研修にも微力ながら協力せ

ねばと思っている｡

大学院時代は悔しいことが

多かった｡ 子供も保育園や小

学校に通う頃で, 離婚してシ

ングルマザーになったため,

実験や論文書きなど途中で中

断し食事の支度に帰った｡ 子

供たちにも不自由をかけたと

すまなく思う｡ 学位を取得後

シアトルに子連れで留学した

が, アメリカでの生活は日本

に比べてずっと楽だった｡ 給

料の少ないリサーチフェロー

であったが, ＰＴＡなど学校

の行事も勤務がすんでからで

あったし, シングルマザーも

多く仕事と両立しやすかった｡

論文書きや学会発表でもあま

りハンディは自覚しなかった｡

アメリカから帰って再婚し

たが, 免許その他の手続きで

懲りて入籍はしなかった｡ 赴

任した病院では初日に院長か

ら ｢本当は女医さんなんかに

来てもらいたくなかった｣ と

いわれ, 現実に直面した｡ 研

修医時代に先輩の女医さんか

ら, ｢女は1.5倍働かないと一

人前に扱ってはもらえません

から｣ と忠告されたことを思

い出した｡ 娘たちがだいぶ成

長していたので仕事に打ち込

むことができ, 血液内科は天

職だと感じて楽しかった｡ ま

た優秀な看護師や師長に恵ま

れ, チーム医療の醍醐味を味

わった｡

今から８年前, 研修医時代

の恩師の頼みで, 思ってもみ

なかった開業医になった｡ 体

力の衰えを実感 (仕事量も1.5

人前どころか一人前も怪しく

なった) し, 当直がこたえて

いたのでほっとした｡ 目新し

いことの連続で社会との関わ

りも多くて楽しいが, 経済的
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にはうんと苦しくなった (開

業医には向いていないのかも

しれない)｡ 悔しいが旦那様

のおかげで生活できている｡

今は仕事の合間に, 成人し

た長女 (会社にこき使われう

つになった) と次女 (小学校

の教師だが切迫流産で安静中)

の世話をしているが, 若い頃

手抜きした育児の埋め合わせ

をしている気がして嬉しい｡

働く女性が少しでも生きやす

い社会になればいいのにと思

う｡ 医師の世界でも病院長の

理解が進み, 女性医師バンク

や病院内保育所の充実などが

進むことを祈っている｡ また

父親の生活も保障されなけれ

ば, 共同しての育児など絵に

描いた餅である｡ 今のように

勤務医をはじめとする労働者

が過労死寸前の状態では, 少

子化対策など笑止千万だと思っ

ている｡ としをとると気持ち

が穏やかになるはずだと思っ

ていたが, 周りをみても腹の

立つことばっかりで相変わら

ず心の中で毒づいている｡ こ

んな意地悪ばあさんですが皆

様相変わりませずよろしくお

願いします｡

(昭和23年生)

私の父は東

京美術学校を

卒業し, 帝展

にも入選した

南 素行とい

う雅号の洋画家であった｡

折しも戦前, 戦後の混乱期

の中であり, 画家として生計

が成り立つ訳がなく, 家族は

貧乏の底辺の生活を強いられ

た｡ 父の没後, パステル画が

多数見つかり, その中で1930

年頃の朝鮮のスケッチと判明

する作品が50点近く含まれて

いた｡ 思い出深い作品であっ

たが, これらの作品は領事館

を通して韓国近代美術館に寄

贈した｡ 姉の南 周子は医師

で医師会の役員もしていたが,

晩年, 父の才能を継いだため

か突然に油絵を描きだし,

作品の１点 (第1612号

1999年１月１日) 題名

『明けらむ』 が医師会の

新年号の表紙を飾る栄誉

をみた｡ 私も近年デジカ

メを始め, 医師会の新年

号に応募した 『雪の鴨川

の早朝の風景』 が奇しく

も新年２号 (平成16年１

月15日) に採用された｡

続けてタスマニア・トレッ

キングに参加したときの

『雨上りの湖畔ドブソン

湖』 の風景が表紙 (1788

号.平成16年５月) に採用さ

れた｡ この風景写真は女房も

感心するほどのできばえで,

私にとって記念すべき作品に

なった｡ 72才となったが今後

もこのデジカメの趣味は続け

たい｡ 最近の作品は外来に展

示して, 来院した患者さんの

批評を楽しみにしている昨今

である｡ 別の話となるが, 私

の年賀状は毎年, 主にプロ野

球, 特に阪神タイガースの風

刺漫画をパソコンでＣＧに作

成し連続版としていたが, こ

れが思いのほかファンが多く

反響がある事がしだいに判明

してきた｡ 『今年はこんなの

が来て面白かった』 とか,

『また年賀状をくださいね』

等とか言われ, 私が熱烈な阪

神タイガースのファンと誤解

されている｡ この趣味から脱

却するのも困難である｡

(昭和11年生)
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誕生日が来

れば, 今年は

還暦を迎える｡

あまり嬉しく

もない｡ 前回

の年男随想時は, 人間50年に

は至らず, 下天のうちに比ぶ

れどもまだ夢幻の如くにはな

るまいと高をくくっていた｡

当時は, 医師団体での医事紛

争解決支援活動を担当し, 知

り合いの教授が招いてくれた

こともあって, 医事法・民事

法の研究に社会人大学院生を

始め, まだしも活力に満ちて

いた｡ 大学では, 何と, 若者

たちの熱気に溢れ, いいなあ,

もっと激しく刺激を受けて更

に若返りたいとも思ったが,

雲, 疾風, 襲わぬ先に遁れよ

との知恵の相者の忠告を容れ,

臨床と勉学のみに勤しんだ｡

研究は細々と４年半がかりで

論文の提出ができたが, 実り

少なに相半ばして優には及ば

ぬ中の上との代物で, いわば

通過儀礼の供え物となった｡

今年はその上, 三女が大学

の最終学年に達するので, 親

の背中を見せねばとがんばっ

てはきたものの, 親は還暦下

り坂, 娘は卒業上り坂へと続

き, 新しい目標に向けどのよ

うな態勢をとり, 何をなすべ

きか｡ 誰もが学に志せても,

惑わず天命を知るところに至

れる訳ではない｡

還暦とは, かつては足を半

分墓場に突っ込んだようなも

のとか｡ 今や人生80年時代,

文字どおり新たな誕生を繰り

返して生まれ変わり, 第二の

人生を始めたい｡ しかし, そ

れも更に後半に掛かれば, 体

も頭も自由が利くまい｡ 今し

ばらくのゴールデンタイムを

どう有意義に使うべきか？

60歳の手習いなどはあり得

ない｡ それまでに獲得した一

定の技術がその後に生き, そ

の時に初めてでは身に付くま

い｡ 近頃は, 時間の経過とと

もに体力・脳力・眼力も低下

して若い日の自分にも負けて

いる｡ ならば, 何から始める

べきか？ 同じことをし続け

ても変わり映えがない｡ 違う

領域のことに憧れても詮がな

い｡ まずは, 周りの人の声に

耳をそばだて, その道の先輩

の薦めにも触れ, 美しかるべ

き内外の自然からの呼びかけ

に順応することであろうか｡

更にその先は判る｡ ならば,

まずは, ｢そこの優先席の若

い人！ ご病気ではありませ

んか？ 席を代わってくれま

せんか？｣ と親切気のある若

者に羞恥心から些細な善行へ

の戸惑いを生じさせ, 放置さ

れぬよう, こちらも ｢よろし

く！｣ ｢お願い！｣ ｢ありがと

う！｣ と声をかけ, ｢いい人

に出会い, いい物語に出会い,

美しい自然に出会｣ えるよう,

充実の一時を得たい｡

具体的なことは誕生日まで

考え続け, 回答はまた干支が

一回りした頃にでも報告する

(当初に付けた題と内容が屈

折したが, あえて変えない)｡

(昭和23年生)

新年早々,

理屈っぽい話

でまことに恐

縮ではあるが,

分子生物学の

最近の趨勢を見て気づいたこ

とを述べさせていただく｡

生命がタンパク質や核酸を

はじめとする非常に多数の分

子のネットワークによって紡

ぎだされた現象であることは

よく知られている｡ 生命のセ

ントラルドグマによれば, こ

の分子ネットワークの中枢に

位置するのは遺伝子ＤＮＡで

あるはずだった｡ そこで呪文

のように長々と綴られている

ＤＮＡの塩基配列をともかく

網羅的に解読することにより,

残余の生命現象の多くは半ば

機械的に解明できるものと期

待されていた｡ 今世紀初頭に

ヒトゲノムのＤＮＡの塩基配

列がほぼ決定されたことで,

人々は生命現象の設計図を細

部にわたって明らかにしえた

と思った｡ ところが実際に蓋

を開けてみると, そこは迷路
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のように入り組んだ複雑極ま

りない世界であった｡ それは,

例えてみるならば厚労省官僚

によるトップダウン方式の医

療政策が破綻して収拾がつか

なくなった昨今のわが国の医

療状況にも似ている｡ ＤＮＡ

が生命の階層的秩序を担う主

体であるとは言えなくなった

のである｡ むしろ, 医療と同

じように, 現場の個々の分子

がそれなりに頑張っていると

いうことだ｡

半世紀近く信じられてきた

生命のセントラルドグマは,

分子生物学者の勝手な思い込

みに過ぎなかったのであろう

か｡ タンパク質に翻訳される

遺伝子情報はゲノム上の２％

程度にしか過ぎないが, 翻訳

されずＲＮＡにのみ転写され

る領域が予想を遥かこえて多

く存在し,これら非翻訳ＲＮＡ

は遺伝子発現の調節にかかわっ

たり, それ自身が触媒作用を

発揮して酵素として機能した

り, ともかくＲＮＡはＤＮＡ

からタンパク質への情報の単

なる受け渡し役ではないこと

が明らかになった｡ 結局,

ＤＮＡ, ＲＮＡ, タンパク質

が織り成す分子ネットワーク

は予想以上に複雑難解なのだ｡

物理学でいう三体問題 (互い

に相互作用する三体からなる

系を扱う問題) ですら解けな

い現状では, 一体どうやって

十数万種類の分子種が織り成

す相互作用を記述したらよい

のであろうか｡

さらに複雑なのは同一の分

子であっても状況に応じて異

なった作用を示すことだ｡ サ

イトカイン然り, 抗体分子然

りであり, サイトカイン固有

の特性としてあげられるのが

冗長性, 多義性, そして無根

拠性 (物理化学的因果律だけ

では説明できない恣意性) で

ある｡ 抗体分子も以前は鍵と

鍵穴のような分子表面の厳密

なパターン認識で作動するも

のと考えられてきたが, 実際

には１個のＴＣＲ分子や抗体

が結合しえる分子種は幅広い

スペクトルを有し, 結構あい

まいなのだ｡ 最近ではマイク

ロＲＮＡ (miRNA) が部分的

に相補性のない標的ｍRNA

にも結合可能であるという知

見から, １種類の miRNA が

数百種類のｍRNA を制御し

ている可能性も取り沙汰され

ている｡ その逆も真なりで,

miRNA とｍRNA の関係は１

対１ではなく, 多対多の対応

をとっているという｡

こうしてみると分子ネット

ワークの挙動は通常の線形思

考ではとうてい歯が立たない

代物といえる｡ ところが奇妙

なことに, こういう代物は我々

臨床医にとっては日常茶飯事

に経験する馴染み深いもので

はある｡ 患者の訴えはしばし

ばまわりくどく (冗長性),

雑多な意味をもち (多義性),

かつ客観的事実に基づかない

(無根拠性) ことも多く, 我々

の診断や治療に対する判断も

しばしば恣意的で, 成り行き

任せの場当たり的な対応を強

いられているようにも見受け

られるからである｡ 大体にお

いて, 予測どおりに言い換え

れば決定論的にことは運ばな

い｡ 分子生物学者が現在直面

している困難さは, 病気や病

人のあまりの不規則性に日々

慣れきった我々臨床医からみ

ると, 世間知らずのお坊ちゃ

まの困惑のようにも見えて

くる｡

かいつまんで言うと現代生

物学の概念では, 生命の発生

と進化に関与する形成因は,

ダーウインのいうランダムな

変異と自然淘汰 (適者生存),

それにランダムから秩序が生

まれるという自己組織化の３

つである｡ この３つの概念で,

複雑極まりない振る舞いをな

す生命の分子ネットワークを

説明しつくせるのであろうか｡

生命が思いのほかファジーで

あるということが納得できる

ような, もう少し柔軟で現実

的な生命論の登場を願うばか

りである｡ そうして日々病気

の乱雑さに腐心している我々

臨床医の頭の中をほんの少し

でもすっきりさせてほしいも

のである｡ さらには一般の人々

にも生命現象の複雑性, 不確

実性, 不可知性, 不規則性を

きちんと認識してもらいたい

と思うのである｡

(昭和23年生)
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子年の84才

だ｡ 干支のめ

ぐり, こうし

て７回目とい

うことだ｡ 甲

子といえば阪神甲子園の出来

たのは大正13年と記憶してい

る｡ よくぞ今日まで生き延び

てきたものだ｡ 特別の病気も

なくこられたことが第一に挙

げられるけれど, いわゆる生

活習慣病に追われる昨今だ｡

大東亜戦争が始まったのが

昭和16年12月８日だ｡ 旧制中

学の５年時で, 現在は戦中戦

後を語ることも少なくなり,

もうそうしたことを言うこと

自体おかしく感ずる時代かも

しれない｡ 終戦は大学２年の

時, 軍医委託生として徴兵は

まぬがれていたが, 戦後の食

糧難, 卒後の就職難, やっと

住み込みでつかんだ病院６畳

の間で, あの朝鮮戦争勃発の

ニュース, 終戦で自活の道を

しいられた身に, また戦争の

衝撃なニュース, これから先

日本は, それにもまして自分

はと, ２階の窓越しにしょぼ

降る小雨を見ながら, 身の不

運をなげいたものだった｡ 今

日の状態から考えてみると雲

泥の差だ｡ 住宅, マンション

の林立などを見てもどこが不

自由かと問いかねる状態が続

いている｡ 経済も昭和30年代

高度成長時代, 列島改造論な

どに支えられ, バブル期の繁

栄を経て今日を迎えているの

だ｡ 途中バブル崩壊という試

練を日本人はよく克服してい

るのである｡

今思い出すが, ちょうど72

才の年頭にあたり八坂神社の

社頭に ｢ビッグバーン｣ とは

どういうことか教えてくださ

いと祈願したことがある｡ 友

達に年頭の辞を聞かれて, こ

のことを言うと ｢お前医者じゃ

ないか｡ こんなこと祈るのは

おかしいじゃないか｣ と笑わ

れた｡ ｢でも分からんものは

分からんからな｣ と言いかえ

したことがある｡ この1990年

代の経済崩壊で経済状態の立

直しのため構造改革が叫ばれ,

いわゆる聖域なき改革へと進

み, 社会保障上に影響ある医

療費抑制が行われるようになっ

たのだ｡ 平成12年には医療行

政に介護保険が導入され, 高

齢老人の世話は社会がうけも

つものとのスローガンの下,

今日に及んでいるのである｡

実際この12年に行政上医療保

険に併行して介護保険が導入

されたことは画期的な出来事

であったと思う｡ 今日の少子

高齢者社会はいずれはおとず

れるものとは知りながら, 団

塊の世代が退職の機会を迎え

てみると, その経営上昨年よ

り在宅療養支援診療所等が考

案され, 療養病床の縮小が求

められ, また介護事業大手の

コムスンの不正による営業停

止も加わり, その運営が混迷

している事態が起こっている｡

その結果, 介護難民といわれ

ることが叫ばれている｡ また

大学病院でも研修医制度によ

り医師不足の現象が起こり,

中小病院には勤務医の労働の

過重による過労が極度に達し,

認知症に対応する医療従事者

には特に著しいと聞く｡ また

診療の最前線たる救急, 産婦

人科, 小児科医の不足を招き,

希望にみちた医師の病院ばな

れの現象を起こしているやに

聞く｡ 今日の医学は知識にし

ろ技術にしろすばらしいもの

をもっている｡ そうした恩恵

を我々は享受出来ずに終始す

るような感さえ受けている｡

今, 開業上直接話題になっ

ているレセプト on line 化の

問題も, 医師の老齢化による

重労働, 設備上の費用もさる

ことながら, 患者さんのプラ

イバシーの上から考えてみる

必要があるのではなかろうか｡

後期高齢者保険も論じられ在

宅医療の課題も山積している

現状だと思う｡ こうした中,

新年を迎えるにあたり八坂の

大神になんと祈願したらよい

かと考えている｡

(大正13年生)
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1990年前後

から, 欧米か

ら数多くの疾

患についての

｢診療ガイド

ライン｣ が登場してきた｡ 診

療ガイドラインの目的は ｢適

切な医療と妥当な医療費の実

現｣ である｡

私自身, 喘息の基本病態は

気道の慢性炎症であること,

したがって, 喘息の管理・治

療の基本は抗炎症薬であるス

テロイド薬の吸入療法である

ことを明記した米国ＮＩＨの

｢喘息の診断・管理ガイドラ

イン｣ を1992年６月邦訳, 出

版した｡ 診療ガイドラインの

わが国における最初の導入で

ある｡ しかし当時, 医学界・

医療界から猛烈な反撃を受け

た｡ 理由は, 医療の標準化は

医師にとっては ｢自由裁量権

に対する制約｣, 薬剤の有効

性の明確化は製薬業界にとっ

ては ｢営業妨害｣ 以外の何物

でもないように映ったからで

ある｡

このようなガイドラインに

対する反応は当然予想された

ことであったが, あえて私が

わが国へのガイドライン導入

を試みた理由は, 医療費増大

による今日の ｢医療の崩壊｣

が確実に予想されたためであ

る｡ 1992年は, わが国経済の

高度成長 (1955～1973年) が

終わって20年, 伸び続ける社

会保障費を税収では賄えず,

前年の91年から国債 (借金)

依存の財政運営が始まってい

た年である｡ 世界で最も理想

的と評価されている国民皆保

険体制を維持するためには,

｢適切な医療と妥当な医療費

の実現｣ を目的とする診療ガ

イドラインの導入は必須と考

えられた｡

1999年, 診療所医師に転向

してからは, 専門の呼吸器以

外の患者さんに妥当・適切な

医療を提供するために, 日常

診療で遭遇することの多い疾

患 (common disease) を対象

とした診療ガイドラインの要

約本が私自身にとって必要で

あったこともあり, 診療所医

師を対象とした診療ガイドラ

インの要約版を ｢ガイドライ

ン外来診療 (日経メディカル

開発)｣ と題して編集, 刊行

することにした｡ 2001年版以

来, 毎年刊行し, 今年も2008

年版が３月刊行の予定である｡

多くの先生方のご協力に感謝

している｡

しかし, 最近になっていさ

さか困惑するいくつかの事態

が生じてきている｡

各学会が率先してガイドラ

インを作成するようになって

きたが, ガイドラインがあま

りにも分厚い内容, 事典のよ

うになってしまい, きわめて

難解な内容となってきたこと

である｡ また, 同じ病気でも

中等症, 重症患者中心の記載

となっており, 私共が経験す

る軽症患者への対応の記載に

乏しいことがある｡ ガイドラ

イン執筆者のほとんどが大学

病院, 大病院の先生方で, 軽

症患者の診察経験の乏しいこ

とによることと思われる｡ も

うひとつ困ったことは相変わ

らず明確な薬剤の選定・指示

が行われていないことである｡

必要な薬, 汎用されているが

不要な薬を明確に区別して記

載してもらわねば, ガイドラ

インの一つの大きな目的であ

る ｢妥当な医療費｣ は実現で

きない｡

各種ガイドラインの要約・

エッセンスの記載を目的とす

る私の ｢ガイドライン外来診

療｣ の執筆者は, 難解なガイ

ドラインの内容にご自身の診

療経験を加味しての執筆をい

ただける, 出来れば診療所の

先生方にお願いしたいのであ

るが, 執筆いただける先生方

が少なく, やむを得ず大学病

院, 病院の先生方にお願いし

ているのが実情である｡

｢適切な医療と妥当な医療

費の実現｣ を目指した診療ガ

イドラインの普及を通じて,

今日の医療崩壊から脱するた

めに, 出来るだけ多くの実地

医家の先生方にご自身の臨床

経験を基盤とした ｢ガイドラ

イン外来診療｣ の執筆をお願

いできればと考えている｡ ご

連絡いただければ幸いである｡

(昭和11年生)
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明けまして

おめでとうご

ざいます｡

今年で７回

目の子の歳を

迎えることができました｡

敗戦を経験し, 戦後, 経済

的にはもちろん, 政治的にも,

思想的にも大混乱のなか, な

んとか切り抜けてこられまし

た｡ 昔, 若い頃, 還暦の人を

見たときはもの凄く老人に見

えたのですが, それを20数年

も多く歳をとりました｡

大学の頃, 研究室, そして

医師会に入会させてもらって

からも, いろいろ体験してき

ました｡ そして多くの方々と

知り合えましたこと, まこと

に幸せに思っています｡

新春を迎えるにあたり, こ

れまでご交誼を賜りました先

生方に心より感謝と御礼を申

し上げる次第です｡ ありがと

うございました｡

(大正13年生)

臨床医とし

ての大部分の

期間を糖尿病

診療に従事し

てきた｡ 糖尿

病は生活習慣病の代表的疾患

で, 治療目的は合併症の予防

にある｡ 多くの疾病治療が,

現存する苦痛・不都合を除去

することに主眼が置かれてい

るのに対し, 糖尿病のそれは

将来生ずるかもしれない不利

益を防止するための予防的治

療である｡ 治療手段も薬物・

手術等が主役となる他の多く

の疾患とは異なり, 食事療法・

運動療法を中心とする生活指

導・健康教育が主体をなし,

いわば予防医学と治療医学の

接点にある｡ 特定の臓器に異

常があるのではなく新陳代謝

障害であるから, 臓器の疾病

を対象とする先生方にはやや

扱いにくいものであるかもし

れない｡

高血糖だけではほとんど何

の症状もないし, 生活上の不

都合もない｡ 生活習慣の改善

を徹底し高血糖を厳格に是正

することの必要性は簡単には

理解しにくいものであろう｡

しかしそれを放置していると

全身にわたる重篤な合併症を

もたらすし, 一方生活習慣の

改善を含む適正な治療によっ

て正常な血糖値を維持するこ

とが出来れば実質健康な生涯

を全うすることが出来る｡

治療の初めに疾病の本体・

特性を十分教育し, 行動療法・

継続治療の必要性をきちんと

理解してもらって, 適切な自

己管理により合併症なく ｢健

康者｣ として一生を全うし得

た患者さんも多くあったし,

一方で放置あるいは不十分な

｢治療｣ の果てに, 多彩な合

併症を発症して悲惨な末路を

迎える人も沢山見てきた｡ 合

併症に苦しむ人のほとんどに,

治療開始の遅れや中断期間が

ある｡ その大部分は初診時に

治療の必要性を十分教育され

ていなかったことによる｡

苦痛のない疾患を治療する,

しかもそれは患者の日常生活

に介入することであるから,

その必要性を十分に説明し納

得してもらわなければならな

い｡ 近年重視されているイン

フォームドコンセント (納得

づくの医療) を求められる最

たるものかもしれない｡ 糖尿

病の診断後, 数年を経てから

教育を始めてもその効果は格

段に落ちる｡ 病気であると言

われながらすでに数年間何の

不都合もなく過ごしてきた実

績があるから, 今更生活習慣

を変更する必要性をすんなり

とは受け入れがたいのである｡

初期治療でなく初期教育の

重要性を痛感してきた｡ ｢糖

尿病は教育の病気である｣ と

いわれる由縁であろう｡

２年前からドック健診に従
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事している｡ ドック受診者は

本来健康を自認している人の

はずであるが, 不健康者, 異

常を放置している未治療者が

非常に多いのに驚いている｡

毎回同じ注意事項を指摘され

ながら全く改善の見られない

受診者が少なくない｡ 現存す

る異常がもたらす将来の危険

についての十分な指導教育が

なされていないからであろう｡

この２年間で実感している

のは, 話題のメタボリックシ

ンドロームもさることながら,

むしろ非肥満者の脂肪肝, 肥

満者の貧血が少なからず見い

だされることである｡ やせ願

望やサプリメント追求などに

代表される歪んだ健康指向,

食生活の歪み, 運動不足など

生活の基本部分での不健全さ

が現れていると思う｡ 正しい

健康知識を持って, 健康を維

持することの大切さをもっと

理解してほしいものである｡

今年から特定健診の制度が

始まり, その中に保健指導が

取り入れられる｡ 健康診断の

目的は, 病気の早期発見から

健康増進, 疾病予防へと変わっ

てきている｡

異常の早期発見に留まるの

でなく, 検診を健康教育の貴

重な機会として活用して, 病

気を予防できる検診, 病気の

芽を摘み取る検診をめざして

いきたいと思う｡

(昭和11年生)

皇太子ご夫

妻 (当時) が

東南アジア諸

国親善外交を

無事終了され

て, タイ国バンコクの日本大

使館で打上げレセプションを

開催された時のこと｡ 宴も次

第に盛り上がってきた頃, 妃

殿下の席が空いていることに

気づかれた皇太子の ｢如何か｣

との問に ｢レストルームに行

かれております｣ と返事申上

げると, 皇太子はやにわに席

を立ってレストルームの扉を

ドンドン叩きながら ｢早く出

てこい｣ と連呼されたのには

一同ビックリしたと｡

その後, 芸事のドンがバン

コクに来た時, 同じ京都出身

でしかも同じ小学校の１年下

にいた彼であったればこそ,

十二分の接待をしたけれども

礼状１本来なかった｡

その点皇室は接待を受けた

人々を５年に１度の割合で宮

中に召して慰労の会をされる

由で, 私 (Ｋ氏) も１度宮中

に上った｡

以上は私の１年先輩のＫ氏

が通産省 (当時) からタイ大

使館に一等書記官として赴任

していた時の話である｡ その

Ｋ氏は京都の自宅に戻るごと

に私を呼んでいろいろと高級

官僚しか分からない話, 例え

ば東條大将自決失敗の裏話な

ど珍しい話をしてくれたが,

不幸にも脳梗塞に倒れて, 随

分長い間意識が戻らぬまま鬼

籍に入ってしまわれた｡

｢禁煙｣ をなぜもっと強く

進言しなかったかとくやまれ

てならない｡

今は ｢Ｋさん, 安らかに｡

いずれ私もゆきますから, そ

の時にはまたいろいろの話を

きかせてください｣ と心に念

じながら油小路通を上下する

毎日である｡

(大正13年生)
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明けまして

おめでとうご

ざいます｡ 近

年, 宇宙はも

ちろん, 地球

の海洋にも限りない探査の夢

が広がっています｡ 地球の豊

富な海には数知れない未知の

生物が存在していることでしょ

う｡ アイスランドからポルト

ガル沖の深海では強力な嘴を

持ったイカなど約60種の新種

が, また, これまで知られて

いる動物の中で最長寿とみら

れる400年以上生きている二

枚貝が発見されたり, マダガ

スカル沖では４キロもある巨

大な新種のロブスターを捕ま

えたり, オーストラリアの海

域では５千万年前に絶滅した

生物そっくりのエビが, また,

幻の古代魚シーラカンスがい

ろいろな海域で, さらに, 大

型のクジラと格闘する巨大な

イカが発見されたり, ロマン

に満ちています｡

また, 最近, 地球温暖化の

話題も増えています｡ そのひ

とつに, 南極大陸では最近３

年ほどで東京ドーム約40万個

分の量の氷が急激に解けてい

るそうです｡ 私の住んでいる

宇治でもここ数年雪が積もっ

たことがありません｡

さて, 今年は十二支の１番

目の ｢鼠｣ の年ですが, 数十

年, 鼠にお目にかかったこと

がありません｡

話は変わりますが, 昨年よ

り立命館宇治高校のアメリカ

ンフットボール部のチームド

クターをしております｡ それ

までまったく知らなかったア

メフトに興味を持ち始めてい

ます｡ 府下では４校のチーム

が春, 秋とリーグ戦を行いま

すが, 当校は強く, いつも優

勝をしており, さらに関西お

よび全国高校選手権に駒を進

めております｡ この大会でも

優勝しております名門校です｡

創部は12年で, ニックネーム

は Panthers (豹)

であります｡

アメフトは

120×53.4ヤー

ドのフィール

ドで中央を50

ヤードとして

左右に11人ず

つで攻撃と守

備にわかれ,

楕円形のボー

ルを使いラン,

キック, パス

をしてゴール

を目指し戦う

スポーツです｡

試合時間は前

半約50分, 後

半約50分で,

決着がつかな

い時は延長戦

となります｡

得点はゴール

の方法によっ

て６, ３, ２, １点となって

おり, 多い方が勝利します｡

最速の速さで動き, さらに頭

脳的なプレイを要するスポー

ツです｡ しかし, 激しいスポー

ツですから外傷も多く, 打撲,

捻挫, 脱臼, 骨折などの怪我

をするプレイヤーもいます｡

試合の時はプレイをしてい

るフィールドの傍にいますか

ら, 若々しい気合の入った声,

激しくぶつかる音など, そし

て華麗なチアガールの応援合

戦, 迫力満点です｡ 若さと勇

気と活力を与えてくれます｡

アメフトはアメリカで19世

紀後半頃にエール大学の学生
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応援をする立命館宇治高校のチアガール部の
学生さん達です

立命館宇治高校アメリカンフットボール部の
熱戦中の選手達



により始められたそうです｡

そして1922年にナショナルフッ

トボールリーグが作られ, 現

在, １番人気のあるプロスポー

ツとなっています｡ 日本では,

初の公式試合が行われたのは

昭和９年で, 大学からなる

｢全日本学生選抜チーム｣ と

在日アメリカ人を中心とした

｢横浜カントリー・アスレチッ

ククラブ｣ の試合だそうです｡

そして, アメリカ以外ではま

だマイナーの感があるようで

すが, 日本でもファンが増え

つつあります｡

また, 昨年の７月にアメフ

トの最大のイベントであるＷ

杯 ｢第３回アメリカンフット

ボールワールドカップ｣ が川

崎市の等々力陸上競技場で日

本, アメリカ, 韓国, フラン

ス, ドイツ, スウェーデンの

６ヶ国が参加して行われまし

た｡ それまでに日本は２連覇

を達成しております｡ しかし

今回, 初参加のアメリカと決

勝戦となり, 延長, 激戦の末

20－23で残念ながら敗れまし

た｡

近い将来, アメフトが日本

でもメジャーな存在になるこ

とを期待しています｡ そして,

今年もアメフトから活力を貰っ

て頑張りたいものです｡

(昭和11年生)

“旅立ちの歌,

さあ, どこへ

行こう？”と,

Mr.Childrenの

歌が流れます｡

16年前に京田辺市に開業をし

て, ｢夢中で駆け抜けるけれ

どもまだ明日は見えず｣ のま

まで, ふと気がつくと還暦で

す｡ 振り返りますと, 小学生

の子供を２人抱えての見知ら

ぬ地での新規開業は大変でし

た｡ 自営業者の常でしょうが,

経営を含め何から何まですべ

てに責任を負い, 家族の多大

な犠牲の上に, 大勢の方々の

支援の下, やってこられたと

思います｡ 当初は, 真っ暗な

夜道を, はるか遠くに見える

明かりを目指して歩いていく

感じでした｡ くじけそうになっ

た時, ｢背中を押して｣ くれ

たのは, 馬に乗り鎧を身につ

け, 大阪夏の陣に破れて, 京

都から岡山県和気郡に落ち延

びていく先祖でした｡ つらい

と思うとき, スーとそばに現

れ, 私の歩みに合わせて, 馬

を歩ませてくれるのでした｡

頭の中で, 確かにはっきりと

見えるのです｡ 父そっくりの

顔をした武者の姿が｡ それは,

私がまだ幼少の頃, 祖父が繰

り返し聞かせてくれた先祖の

話から由来するのでしょう｡

｢先祖がいて, お前達の今が

ある｡ しっかり生きろ｣ と｡

父は, ｢20世紀はお前達の時

代だ｣ と言っていました｡ そ

の時代も過ぎ, 世の中もお人

も変わりました｡ ついていけ

ない例を２例挙げます｡

その１｡ 先ごろ, ｢開業医

と勤務医の収入差が問題だ｣

との厚労省の見解ですが, 初

期投資に伴うリスクを負い,

地域のボランティア的活動へ

の参加を含めて, 何から何ま

でこなしている開業医です｡

資本主義社会で, 社長と平社

員との給料差があっておかし

いと思う方が変なのでは？

ただ, 低すぎる勤務医の給料

を上げるのは賛成です｡

その２｡ 小沢民主党党首と

安倍前首相の退陣について,

世間の見方と私のそれとの違

いです｡ ボスである自分の意

見が否定されたら, 辞めるよ

り他がない, 辞めて当たり前

と私は思います｡ 何もおかし

くない｡ あらゆる政策におい

て, 全員一致なんてあり得な

いわけです｡ 意見が違った時

に, 自分たちが選んだ親ボス

の言うことが聞けない集団と

は何なのでしょう｡ このまま

いくと, ｢クイズ100人に聞き

ました｣ のテレビ番組のよう

に, メールで数の多い方の政

策を良しとする社会が来るの

でしょうか？

Ａｈ, 旅立ちの歌｡ さあ,

どこへ行こう？

(昭和23年生)
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1960年の子

(ね) 年生ま

れである｡ 小

さい時, 祖母

の家 (農家)

に行くと, 寝静まった深夜に

天井のネズミがドタドタする

音が聞こえ, 離れの厠に行く

のがたいそう怖かったことが

ある｡ 仏壇が珍しくて線香に

火をつけて遊んでいたら畳を

焦がしてしまい, 祖母に ｢悪

さをすると夜ネズミがかじり

に来るよ｣ と言われた｡ ネズ

ミのように落ち着きのない子

供だったらしい｡ そんな自分

も48歳｡ 徒然なるままに過去

の子年の出来事を思い返して

みる｡

12歳｡ 春先に真っ赤な血尿

が出て両親びっくり, 市民病

院に１ヶ月ほど検査入院した｡

小児科病棟はなぜか楽しかっ

た｡ 若くて優しい保母さん達

がいた｡ 病棟には幼稚園のよ

うな飾りつけや食堂での催し,

おやつタイムなどがあった｡

ステロイドを服用していただ

ろう腎炎の子供たちが多く,

男の子も女の子も皆ムーンフェ

イスになっていて保母さんや

看護婦さん達によく甘えてい

た｡ 父が小型ラジオを買って

きてくれ, ＦＭで聞くカーペ

ンターズやエルトン・ジョン

がお気に入りとなった｡ 詰所

で看護婦さんが見せてくれた

生まれたての赤ちゃんがたい

そう愛らしかった｡ 退院して

家に帰ると, なぜかセンチメ

ンタルな気分になった｡ 教師

の息子が医師を志した頃｡

24歳｡ 広大卒業の年, 研修

医スタートの年｡ 医師国家試

験は新制度で年１回となり必

修マイナー科も増えた｡ 朝倉

内科学や標準○○学シリーズ

を左手に, 電話帳 (分厚い過

去問題集) を右手に友人と国

試勉強の日々｡ ちなみに我々

は大学受験も共通一次テスト

１期生という節目にも当たっ

ている｡ ６月からの京大病院

での内科ローテート研修は今

では考えられないほど大らか

であった｡ 研修システムは全

くなくシニアもいないので,

研修医同士の切磋琢磨という

か試行錯誤, 看護婦さん達の

愛のムチに鍛えられた｡ 週１

回の大名行列 (教授総回診)

は健在で, 毎回前日にプレゼ

ンの予習をして準備したのだ

が, 教授に質問をされると頭

は真っ白, 受け持ち患者さん

がベッドの上からフォローし

てくれた｡

36歳｡ 前年に留学から帰国

し大学での研究生活が始まっ

た｡ カリフォルニアの青い空

から一転, 京都の風は冷たかっ

た｡ 自分で研究をデザインし

研究費を集め, 国際的レベル

のデータを出し, 後進を育て

ることの大変さを痛感した｡

アポトーシスを調べるため日々

マウスの心臓からＤＮＡを抽

出し電気泳動を繰り返してい

た｡ 生活も大変で週末の僻地

当直バイトなどでしのいでい

たが, 翌年その病院に赴任さ

せられ, 地域医療に180度転

換することになるとは夢にも

思っていなかった｡

48歳の今年は如何に？ 私

の専門は循環器科だが心療内

科もやらせていただいている｡

医学生時代に精神医学に強く

ひかれたのも影響している｡

最近, あの雅子様もお受けに

なっているという認知行動療

法に入れ込み, 日本認知療法

学会での発表も３回を数えた｡

内科医も患者の精神症状に注

意, 関与すべきという昨今の

風潮の中で, 薬物療法だけで

は限界がある｡ かのＣ・Ｇ・

ユングは40歳以降を人生の午

後と呼び, 中年期は老年期の

人格的な完成に向かう (発展

性のある) 岐路と考えた｡ 寿

命を80歳とすると48歳は人生

の午後２時半頃となる｡ 兼行

法師は50歳頃徒然草を執筆し

たが, その第七段で ｢四十に

足らぬほどにて死なんこそ,

めやすかるべけれ｣ と書き,

齢を重ねて煩悩が増えること

を戒めている｡ 二人とも人間

の普遍的な精神心理を明らか

にし, 後世に大きな影響を残

した｡ 私の人生の午後も精神

世界に重きを置きたいと思っ

ている｡ 老化や疾病, 煩悩な

どと戦いながら｡

(昭和35年生)
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第16回日本

医師バスケッ

トボール大会

が, 愛知ドク

ターズの主管

で平成19年９月23日～24日の

日程で名古屋にて開催された｡

この年に１回の大会には約

８年前から出場するようにな

り, ｢むかし取った杵柄｣ を

ふりかざしながらたくさんの

メンバーと交流を深めている｡

遡ること中学生時代｡ 初め

てバスケットボールに触れ,

シュートを決める快感に憑か

れて以来, 大学生まで続けた｡

医局入局後はそれどころでは

なく過ごしていたが, ある時,

出身大学の先輩のお誘いをきっ

かけに, この大会に参加し始

めた｡

毎年のことだが, 縦28ｍ,

横15ｍのコート内を全力疾走

する｡

学生時代ならともかく, 日

常生活ではあり得ない心拍数

となり, 日頃使わない筋肉が

悲鳴をあげる中, 気持ち先行

でカラダはまったくついてこ

ない｡ ある意味, 年１回の荒

行といったところだ｡ ジャン

プシュートも, 高さ3.05ｍの

バスケットゴールが ｢こんな

に高かったっけ？｣ と, 飛ん

でいるつもりが飛べてない,

毎年であるのに学習能力欠如

の異次元空間にしばし漂う｡

選手交代は, ルール上, 回

数制限がないため, 一時コー

トから出て休憩し再度出場も

可能だが, ハーフ15分間中３

分間の出場で絶対に交代！

再出場なし, 絶対無理な疲労

困憊状態に陥る｡

そして今大会, ４回目の子

年を迎えようとしている自分

のカラダと気持ちにスイッチ

が入った出来事があった｡ ひ

とつは, 支給されたアミノ酸

飲料｡ オリンピックのアスリー

トたちもトレーニングに取り

入れて練習しているとか｡ 運

動時に使用することで, 翌日

の筋肉疲労が軽減されるとい

う優れもの｡ 30代は大会翌日,

最近は２日目以降にひどい筋

肉痛があるはずが, このおか

げで今回は軽く過ごせ, 来年

の大会への意欲をかきたてる

大きな起爆剤になった｡ まだ

まだやれる, ３分間ならしっ

かり走れると感じた｡ 後は日々

のお酒と運動不足にしっかり

向き合えば‥‥｡

もうひとつは, 新しいメン

バーとの出会い｡

人との会話では共通点があ

ると盛り上がるように, ｢昔

バスケをしたことがある｣

｢バスケの練習ってキツイよ

な｡ でもバスケが好き｣ とい

うものが根底にあるため, 世

代が違っても必然的に盛り上

がる｡ また, 会というものは

重ねるたびに来るメンバーが

固定してくるというのも否め

ないことであるが, 幸いメン

バーの出身地も大会の開催地

も全国区であるため, 必ずそ

の土地のメンバーは加わり雰

囲気も変わる｡ そして今回は,

診療所のコメディカルスタッ

フでチームを結成し参加した

同級生がいて, リーグ戦に登

録した｡ 仕事をしながら週１

回の練習を重ねて参加した,

その院長とスタッフの信頼感

と底抜けに明るく前向きな情

熱は, 学生時代にみんなで頑

張っていた頃を思い出させて

くれた｡ 久しぶりに大声で応

援し爽快であった｡

今までにも, この大会では

出会いがあった｡ 学生時代の

仲間たちはもちろんのこと,

当時対戦した, 今や先生方と

の再会, 中には中学時代の学

友が偶然ドクターになってい

て他大学でバスケをしていて,

この会で再会｡ そのときには

驚きと ｢人の縁｣ を感じずに

はいられなかった｡

このようないろんな人との

出会いから, 最近は人との出

会いには一切偶然はないよう

に感じている｡ そしてこの

face to face は, 日常診療と

も重なり, 患者さんへの対応

も変わってきた｡

これからは, 今までの偶然

でない出会いを活かすことが

できなかったことへの反省と,

人との出会いの必然性に対し

て対人関係を徐々に軌道修正

していきたい｡ すべてが Price

less であるがために｡

(昭和35年生)
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平成６年の

11月に父親の

急病のため,

急遽, 京都に

帰ってきた｡

それまでは, 日本大学の救命

救急センターに勤務していた｡

朝, 出勤する電車の中で急に

ポケベルがなる｡ その頃は,

今のように携帯電話は持って

なく, ｢救命救急センターか

らの連絡かな？｣ とみてみる

と京都の実家からだった｡ 電

車を降りて実家に電話をする

と, 父親が急病で倒れたから

直ぐに帰ってきてほしいとの

ことだった｡ 救命救急センター

の医局にそのむねを伝え, そ

のまま新幹線に乗って京都に

帰り, その日の午後の診察か

ら, 今日まで肛門科渡邉医院

を引き継いできた｡ 今年は,

ねずみ年｡ 京都に帰ってきて

丸13年が過ぎ, ２回目の年男

になった｡ 京都に帰ってきた

ときはまだ５ヶ月だった長男

も, もう中学１年生, 長女も

小学５年生｡ あっという間の

13年間だった｡

帰ってきたときは, 勤務医

とは違って開業医, 保険点数

や経営のことなどまったくわ

からず, 父親がつくっていた

点数早見表をみながら無我夢

中で毎日を送っていた｡ 目の

前のことをこなしていくだけ

でやっと, 先のことを見据え

てじっくりとはいかなかった｡

２回目の年男を迎え, ようや

くこれから先, なにをしてい

かなければならないかを考え

られるようになってきたと

思う｡

京都に帰ってきた翌年, 肛

門疾患専門の診療所というこ

ともあって, 何か１年間のま

とめをしなければならないと

思ったことと, もう１つは,

自分ひとりで診療しているの

で, 今自分がやっていること

が正しいのかを確認したいと

いう思いもあって, 日本大腸

肛門病学会で発表することに

した｡ 京都に帰ってきて一番

最初の発表は, 痔核硬化療法

についてだった｡ 発表が終わっ

た後の討論のとき, ｢どうし

てそのような痔核硬化療法の

仕方をするのですか？｣ とい

う質問に対して, ｢私の祖父

の時代からこのように痔核硬

化療法を行ってきました｣ と

つい答えてしまった｡ 何の科

学的根拠を示すことのない答

えをしてしまった｡ 渡邉医院

も肛門疾患専門でやってきて

もう75年はたつ｡ 今から思う

と, 祖父のときからの肛門科,

この歴史がそう言わせたのか

な？と思う反面, これから先

も続け守っていかなければな

らないのだなという責任感を

感じる｡

去年も東京で開催された大

腸肛門病学会で発表すること

ができた｡ 13年間毎年続けて

発表だ｡ 学会に行くと, 自分

のやっていることの再確認に

もなり, また新しい知識も入

り, とても刺激になる｡ 他の

先生方の発表や講演を聞いて

いると, 突然ふといろんなこ

と, アイデアがわいてきて,

とても有意義だ｡ また, この

間父親も一緒に学会に行って

いる｡ とても幸せなことだと

思う｡ 最近は, 初めの頃とは

違って, 極度の緊張はしない

で発表できるようになってき

た｡ ただ, いつも学会が近づ

いてくると父親は ｢学会は一

つのショーだ｡ 最近は, 早口

でなにをいっているのかわか

らない発表が多い｡ 自分の言

いたいことが相手に伝わらな

ければなにもならない｡ 持ち

時間いっぱいに, ゆっくりと

相手に解るように発表しろ｣

といわれる｡ とても納得がい

く｡ 発表後, ｢お前発表はよ

く解った｡ まあまあだった｣

と父親に言われると, やっぱ

り少しうれしい気持ちになる｡

年男の新年を迎え, 今年１

年, 今までの蓄積をもとにさ

らに新しいことを取り入れやっ

ていくとともに, 10年, 20年

先のことまで目をやって診療

をしていこうと思う｡

(昭和35年生)
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今年も子年

が回ってきた,

京都医報に投

稿して３回目

である｡ 何よ

りも健康であればこそ趣味の

テニスとゴルフは夫婦で楽し

んできたが, これから先はお

互い何があるかわからない｡

お互い助け合わなければなら

ないことが起こるかもしれな

い｡ 平素から心の準備をして

おく必要がある｡ 人は歳を重

ねれば, 知力, 体力ともに衰

えるは世の倣いである｡ 日常

会話の中で人の名前が出なかっ

たり, 突然道端で会った人の

名前や経歴を思い出せなくて,

失礼してしまったり, 後になっ

て思い出すなど, 自分ながら

情けないと思う｡ 脳の海馬に

は古い記憶と新しい記憶をつ

かさどるところがあるといわ

れているが, 年齢とともに脳

も老化して, 顔は認識してい

ても言語としての名前が取り

出せないように思う｡ その時

頭に浮かばなかった名前は思

い出した時に再度記憶し直す

ようにしている｡ それでもま

た忘れることがあり, ノート

に書くことにしたいと思って

いる｡ これからは自分なりの

生き方を模索しながら, その

時々に楽しみを見つければ,

老いも決して捨てたものでは

ない｡

日本人は干支が好きという

か文化になっていると思う｡

もともと干支は十干十二支

(じっかんじゅうにし) のこ

とで, 中国の殷 (～ca. 1100

Ｂ.Ｃ.) の時代から, 10, 12

を組み合わせた60の周期で日

を数えることが行われた｡ 十

干とは甲・乙・丙・・癸(き)

と続く十干であり, 十二支は

子・丑(ちゅう)・寅(いん)・

卯 (ぼう)・・亥 (がい) と

続く十二支であり, これを組

み合わせた六十干支は甲子

(一番) に始まり, 癸亥 (六

十番) で一周期となる｡ 後に

年や月をよぶようになり, そ

の方法が日本に伝えられ, 干

支で年をよぶことは現在でも

使われている｡ 迷信的暦法が

干支に結びついて, 迷信の原

理のように考えられている｡

後代になって十二支に動物が

あてられ, 子をネズミ, 丑を

ウシなどとよび, 年末には干

支の引継ぎ式まで行われてい

る｡ また中国から伝わった陰

陽五行説は, 自然観察の体系

として神秘的部門において特

殊に発達した方術で, 一種の

俗信として, 禍をさけ福を招

くための一つの方策として発

展するようになった｡ 律令の

制度から７～８世紀にかけて

陰陽家として活躍する時代を

経て10世紀以後, 賀茂, 安倍

両家の人が代々その職を伝え,

賀茂保憲の門弟にあたる安倍

晴明らは容易に人の知ること

の出来ない神秘的な知識・方

術の持ち主として恐れられた｡

晴明は朱雀天皇から村上, 冷

泉, 円融, 花山, 一条天皇に

仕えて, 寛弘２年 (西暦1005

年) 85歳でこの世を去った｡

２年後, 一条天皇は晴明の偉

業をたたえ, 晴明の邸宅跡に

御霊を祀ったのが晴明神社の

始まりである｡ 近年, 若い女

性を中心とした ｢陰陽師｣

｢安倍晴明｣ のブームによっ

て, 小説や漫画で広く知られ

るところとなった｡

今日でも, 陰陽道に発する

俗信にはなお抜きがたいもの

があり, 例えば結婚式に際し

て大安日, 葬式のときの友引,

家屋の移転に当たって鬼門の

ような迷信, 星祭, 恵方 (え

ほう), 丙午 (ひのえうま),

その他生年の干支 (えと) と

運命との関係を説く風習, ま

た追儺 (ついな) のようなも

のは, いずれも陰陽道のなご

りであるといわれている｡ 丙

午は丙 (火の兄) と午 (うま)

の火性が重なり, これに当た

る年は火災の変多く, この年

出生したものは気性激しく,

特に女は男を食い殺すという

俗信を生じ, 丙午の女との縁

談は忌み嫌われることにもなっ

た｡ この俗信は近世中期以後

のものであるが, 今日も多少

残存し実害を及ぼしている｡

私の親父は明治39年生まれの

丙午, その年の出生数139.4

万人, 前年145.2万人, 翌年

161.4万人であった｡ 60年後

の昭和41年は丙午, 私の長男
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の生まれた年の出生数136.0

万人, 前年182.3万人, 翌年

193.5万人と, 迷信と認識し

ていても, 日本の古来の文化

のようなものが人々の心の中

で遺伝子のような形で引き継

がれているのかもしれない｡

このような俗信は日本人の社

会の中で年寄りがいる限り,

続いていくのではないかと考

えている｡ (一部は平凡社・

世界百科事典の出典より引用)

(昭和11年生)

足腰が弱く

なって, 激し

い仕事をした

後に足に疲れ

を感じる｡ 気

持は若いと思っても, 体は年

寄りになったと実感せざるを

えない｡ 東京まで日帰りで理

事会や研究会に出ていたが,

出席するのがおっくうになっ

た｡ 酒を飲み過ぎてもトラブ

ルを起こした事はなかったが,

最近では酒もセーブせざるを

えない｡

高齢化時代となり, 付き合

う仲間や患者も年をとってき

ているので自分の年は気にな

らない｡ しかし, 過去の若か

りし頃の自分を回想した時,

高齢化した自分に歯がゆい思

いがする｡ ６回目の子年を迎

えて, 矢の如く過ぎ去った過

去の子年とライフワークになっ

た高血圧治療の歩みを思い出

し, 新たな子年への弾みにし

たい｡

最初の子年は1948年の小学

校時代で, 海外からの帰国と

戦後の混乱で４回転校し, 京

都の小学校に通学した｡ 生活

が苦しい頃だった｡ ２回目の

子年は1960年の医学部学生時

代で, 勉学もしたが, 山岳部

での南アルプス登山合宿, 仲

間との北海道旅行やスキー合

宿で青春を十分楽しんだ｡ 当

時は外科系医師になることを

夢見ていた｡

３度目の子年は1972年の大

学附属病院修練医時代で, 第

二内科あるいは臨床検査部で

主治医, 臨床医として働いた

頃である｡ 内分泌学の研究で

ラジオアイソトープを用いる

実験が多かった｡ 臨床検査の

同位元素検査室に出入りして,

臨床検査部との関係が出来た｡

高血圧治療は利尿薬と交感神

経抑制薬の時代で, 血圧を下

げるのに苦労した｡ 国民の死

因第１位は脳血管障害による

死亡で, 高血圧治療が不十分

であった｡

４度目の子年は1984年の大

学講師時代で, 教育・臨床・

研究に汗水を流していた頃で

ある｡ 高血圧学を専攻し, 食

塩過剰摂取による血圧上昇機

構解明をテーマに, 高血圧ラッ

トを用いた研究をした｡ 国際

高血圧学会の発表でフィンラ

ンドのクオピオまで出かけた｡

高血圧治療ではＣａ拮抗薬,

α遮断薬, β遮断薬が登場し

た時代で, 降圧治療が容易と

なり, 降圧効果が強調された｡

５回目の子年は1996年の大

学教授時代で, 附属病院検査

部の整備を進め, 迅速検査体

制や当直制を行った｡ 学会の

主催や国内外の出張でも忙し

かった｡ 高血圧とドーパミン

の研究に力を注いで, イタリ

アのカメリーノまで講演に出

かけた｡ 高血圧治療ではＡＣＥ

阻害薬や長時間作用型降圧薬

の登場の時代で, 高いＱＯＬ,

質の良い降圧治療が行われた｡

高血圧治療の進歩は脳血管障

害発症頻度を低減させた｡

そして６回目の子年を病院

長で迎える｡ 国の医療費抑制

政策, 診療報酬体系の改変,

医師不足, 看護師不足が医療

界を覆い, 国の医療保険体制

は崩壊の手前に来ている｡ 病

院の経営や運営は厳しい｡ グ

ループ病院間および医療介護

施設間の協調体制や病診連携

に力を注がねばならない｡ 高

血圧治療ではアンジオテンシ

ンⅡ受容体拮抗薬 (ＡＲＢ)

の登場で, ＡＣＥ阻害薬やＬ・

Ｎ・Ｔ型Ｃａ拮抗薬の長時間

作用型とともに, 単なる降圧

だけでなく臓器保護効果のある

薬物治療を行う時代になった｡

今年は医者になって45年目

に当たる｡ また, 大学からの

派遣医 (パート) としてシミ

ズ病院に来てから30年になる｡

いい年になったが, 臨床医と

しても頑張る年にしたい｡ 幸
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いにも臨床検査迅速体制や高

性能画像検査体制が整備され

ているので, より良い診療が

できる｡ 内科レジデント時代

にたたき込まれた診療の基礎

である十分な問診, 視診, 聴

診, 触診, 打診を身につけ,

最新機器を有効に駆使して診

療にあたりたい｡ そして常に

患者の立場を考えながらの医

療が出来る事を願っている｡

(昭和11年生)

あけまして

おめでとうご

ざいます｡

今回は私の

生まれ育った

伏見について書かせていただ

きます｡

伏見はガイドブックであま

り触れられることのない, 京

都の中で山科と並ぶ地味な区

です｡ 大まかに言うと伏見城

の ｢城下町｣ で, 淀川・宇治

川と高瀬川の結節点である

｢港町｣ で, 日本有数の ｢酒

処｣ で, かつては第16師団が

配備された ｢軍都｣ です｡

昭和初期に京都市と合併す

るまでは ｢伏見市｣ で, 現在

も ｢京都であって京都でない｣

独自のポジションをキープし

ています｡

仮に再分離すると, 人口30

万人強の京都周辺都市が誕生

し, 宇治と同じようなポジショ

ンになるものと思われます｡

まずＪＲ桃山駅を起点とす

る ｢伏見のメインストリート・

大手筋｣ を中心に案内させて

いただきます｡

駅を出て東に行くと周辺が

宅地化された中で唯一うっそ

うとした木々が生い茂る ｢桃

山御陵｣ があり, 伏見のオア

シスになっています｡

駅を出て西に行くと大手筋

が始まり, 国道24号線を渡る

と右手に湧水がおいしい ｢御

香宮神社｣ があります｡

近鉄桃山御陵前駅を過ぎ,

レンタルビデオ屋を右折する

と, 安くておいしい ｢大黒ラー

メン｣ があります｡

京阪伏見桃山駅を過ぎると

｢大手筋商店街｣ が始まりま

す｡ 500ｍくらいですが, スー

パー, 銀行が各４件と高密度

にあり, 昔と変わらず人通り

も多く, 錦市場を除いて京都

で最も活気のある商店街と言っ

て差し支えないと思われます｡

三井住友を過ぎて左折する

と蔵改造の洋食店 ｢サンチョ｣

があります｡

たこ焼きが

おいしい ｢お

やつ村｣ を左

折すると町家

改造の美容室

があります｡

宇治氷のお

いしい ｢油長

茶舗｣ を過ぎ

て右折すると

酒粕ラーメンの｢玄屋｣があり

ます｡

三菱東京ＵＦＪの手前でアー

ケードは終わりますが, 左折

すると今度は一際小さな ｢納

屋町商店街｣ が始まります｡

ここには白あん入りの懐か

しいメロンパンも売っている

｢ササキパン｣ があります｡

さらに進むと, 近年整備さ

れた ｢竜馬通｣ に続き, 抜け

ると水路にかかる橋に出ます｡

かつての ｢港町｣時代にこ

の水路を十石舟が行きかい,

現在は観光船が走り, 夏は夜

間運行もされています｡ 水路

沿いには遊歩道も整備され,

｢水路と蔵のある街｣ に行き

たい時はわざわざ近江八幡ま

で行かなくてもよいと思われ

ます｡

橋を渡ると老舗の洋食店

｢大和グリル｣ があります｡

さらに進むと京阪中書島駅

に着きます｡ とりあえずここ

を終点にさせていただきます｡

伏見には他に ｢伏見稲荷｣,

｢淀｣, ｢醍醐｣ 等の魅力的な

地区があります｡

今後, 町家・蔵改造の食事
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処, カフェ, バー, 片泊まり

の宿が続々と登場し, 情報発

信をしていけば, 西陣と並ぶ

｢新しい京都観光のメッカ｣

に十分なりうると愚考してお

ります｡

京都駅からＪＲ桃山まで190

円で来られます｡ ぜひ一度実

際に散策していただければ幸

甚です｡

(昭和47年生)

新しい年が

やってきまし

た｡ 自分の干

支がめぐって

くるたび ｢歳

をとったな｣ としみじみ思う

ようになりました｡ 昭和35年

生まれですから, 今年48歳に

なります｡ 仕事を始めてから

も, あっという間に20年以上

たちました｡ 近年, 色々な情

報や技術の発達が急速に進ん

で便利な世の中になってきま

した｡ でも, 今にして思えば

私が幼少期を過ごしてきた昭

和の時代, 不便だった事柄が

少しずつ便利になっていくの

を肌で感じながら生きてこら

れたことに対してとても幸運

だったと感じます｡ テレビが

だんだん一般家庭に普及して,

白黒からカラーの時代になり,

手回しのチャンネルはいつし

かリモコン操作に変わったな

どその身近な１例でしょうか｡

私は麻酔科医ですが, 手術室

の患者監視装置の発達もめざ

ましいものがあります｡ 一番

の発達は, 今は当たり前になっ

た経皮的酸素飽和度測定器

(サチュレーションモニター)

でしょう｡ それまで, 術野の

血の色を注意深く観察しろと

教わったことも, 経時的な

SpO 2 値の変化によってリア

ルタイムに客観的にわかり,

安全な麻酔管理が可能になり

ました｡ ただ, これだけ便利

な世の中になった裏には落と

し穴があるように思えてなり

ません｡ どこを見回しても電

子機器が氾濫しているわけで

すが, その機械が壊れたり,

停電になってそれが復旧しな

ければどうなるのでしょうか｡

われわれが研修医の頃は今ほ

ど機械類が発達していなかっ

たこともあって, ｢自分の五

感で知る｣ ことが大切だと教

えられてきました｡ その想い

は今の若い世代にはないよう

です｡ でも ｢最後に信用でき

るのは自分だけだ｣ と機会が

あるごとに後輩には話すよう

に心がけています｡ それが自

分にとって今でも大切だと常

に思っているからです｡

現在勤務している病院は研

修指定病院であり, 新しい研

修制度が始まってからも毎年

10人以上の新しい研修医がやっ

てくるようになりました｡ こ

れだけ情報が発達した世の中

で自分１人でも勉強する材料

には事欠かないのは非常に羨

ましいのですが, 反面, 人と

人とのコミュニケーションが

下手になったことを痛切に感

じています｡ 医師の仕事にコ

ミュニケーションは不可欠で

す｡ 対患者さん, 対医者, 対

医者以外の従事者, いろいろ

な場面で意思疎通がなければ

仕事ができません｡ 特に病院

で仕事をする場合 ｢チーム｣

で診療にあたることは何をお

いても重要でそのことが患者

さんの予後に直接関係します｡

自分は医局制度という縦の関

係の中で仕事を続けてきたわ

けですが, 若い世代が思うほ

ど悪いことや煩わしいことば

かりでもなかったと考えてい

ます｡ 良き先輩の指導を直接

受けられたからこそ今の自分

があると心底思います｡

孔子は論語の中に ｢四十而

不惑, 五十而知天命｣ という

一節を残しています｡ 40歳で

｢不惑｣ に達していない私が

50歳で天命を知ることは到底

無理ですが, 今まで経験して

きたことを元に, 次に干支が

めぐってくるまで自分が納得

できるように公私にわたって

努力していきたいと改めて思

います｡ ずっと勤務医として

仕事を続けてきた私は, 今後

もその形態は続けていくつも

りです｡ 医療改革の中, 病院

勤務医の置かれている現状は

決してよくありません｡ でも,

現時点で急性期医療を推進す

るためには病院における医療

は不可欠ですし, そこに働く
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医師も必要でしょう｡

今後, 世の中がどう変わっ

ていくのか心配なようなちょっ

と楽しみなような複雑な気持

ちです｡ 毎日を精一杯過ごせ

るように自分の健康にも気を

付けなければと思うようになっ

た今日この頃です｡

(昭和35年生)

年末に毎年

蜜柑が贈られ

てくる｡ お礼

の返事が遅れ

ると必ず ｢届

いた？｣ と確認の電話が入る｡

息子夫婦と２人の孫の５人暮

らしをしている98歳になるお

ばあちゃんだ｡ 月に１回の訪

問診療は, 診察より自身の自

慢と孫自慢の聞き役に時間が

割かれる｡ 共働きの息子夫婦

とはほとんど会話がなく, 話

せるのは月に１度, お参りに

来られる住職と私だけらしい｡

喜寿の時に役場から贈られて

きた赤い座布団を引っ張りだ

してくる｡ 赤い座布団は住職

だけにしてほしいと言っても

聞き入れてくれない｡ 自由に

歩けるのだが, 洗濯物をたた

む以外は何もさせてもらえな

いと愚痴を言う｡

家を新築するので６ヶ月間

近くのアパートに引っ越しさ

れた｡ 裏が大手のスーパーで

１日中騒がしいとか, マンショ

ン住まいは狭くて暑いとか,

エレベーターがないので外へ

も出られないとか, とにかく

文句が多い｡ 新居が完成し家

に戻った日に ｢しんどいから,

すぐに来て｣ と呼び出しがあっ

た｡ 行ってみると水浸しのト

イレの前で茫然としている｡

間違って ｢お尻の洗浄｣ のボ

タンを押し, 止め方がわから

なくパニックになったようだ｡

その日は新生活に馴染めない

自分を責めるのではなく, 電

化社会に対し散々悪態をつい

た｡ その後もトイレのカギが

開かなくなった時, 病気だと

口実をつけて呼ばれ, ｢オオ

カミ少年｣ と同じだよと叱り

つけたが, 聞こえない振りを

された｡ ｢先生とは親子以上

だね｣ と呑気なものだ｡

上の孫が現役で京都大学に

合格した｡ ｢通ったよ｣ と診

察中に電話をかけてきた｡ そ

の後８年間, 往診に行く度に

京大と, その後入社した大手

有名会社の話を聞かされる事

になるのだが, 多少気を使っ

てか, 私の子供のことを聞く

時もあった｡ ｢お宅の, 留年

した長男は元気にしてる？｣

一言多いのが無視される原因

であろうと納得する｡ 下の孫

の大学の話はした事がなかっ

た｡ 卒後下宿したので, どこ

で何をしているのかわからな

いという｡ ある日私が入った

中華料理店で彼が働いている

のを偶然みた｡ ｢先生｣｡ 覚え

てくれていた｡ その事をおば

あちゃんに話すと身を乗り出

してきた｡ 遠方なので頻繁に

は行けないが, 様子を知らせ

てあげたいという気持ちもあっ

て, 時々食べにでかけた｡

｢一平はどうしてた？｣ と言

うおばあちゃんの期待に応え

たくて｡

夜, お嫁さんから ｢息苦し

そうで｣ と電話で起こされた｡

｢どうなってるの？ はやく治

して｣ と騒ぐ｡ ｢入院は絶対

いや｣ というのを説得して入

院の手配をした｡ 数日後, 病

院に見舞いに行くと, 酸素吸

入をしながら ｢こんな病気も

治せないなんて, もっとしっ

かりしてよ｣ と叱責された｡

順調に回復し, 年末, 退院も

間近という日｡ お嫁さんが来

られ ｢今, 息を引き取りまし

た｣ と告げられた｡ ｢これで

やっと楽ができます｡ 文句や

愚痴を聞かなくてすむし｣ と

言う目に涙があふれていた｡

１週間がたった頃 ｢生前,

義母が 『今年も送っておいて

よ』 と申しておりましたので

お受け取りください｣ の言葉

を添えて蜜柑が送られてきた｡

(昭和23年生)
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新年おめで

とうございま

す｡ 還暦を迎

え, 自己紹介

かたがた自分

の過去を振り返ってみようと

思います｡ 今年で京都に勤務

するようになり24年目となり

ますが, 私の医師としての出

発は広島の地です｡ 卒業した

昭和48年当時, 広島大学の外

科学教室は, いわゆる大講座

制であり, まだ脳神経外科教

室が独立していませんでした｡

京都大学から招かれ, 広島の

地に脳外科を根付かせた星野

列教授に憧れ, 脳神経外科

医を目指し, その第二外科学

教室に入局しました｡ しかし

星野先生は, 大学紛争のあお

りを受けられ, すでに休職さ

れていました｡ 当初より ｢一

般外科の出来る脳外科医の育

成｣ を掲げておられ, 教室に

は, 消化器外科, 胸部外科

(肺癌・乳癌), 血管外科, 甲

状腺外科, 腎移植, 脳神経外

科のグループがありました｡

１年間の研修を終え出張先病

院に, やはり脳外科と一般外

科が出来る病院として, 臨床

研修医の身分で国立呉病院

(中国地方がんセンター) を

選びました｡ この時の国立呉

病院外科も大グループ制で,

外科, 脳神経外科, 胸部外科

と分れてはいましたが, 一般

外科に関しては, 13人全員が

担当していました｡ 院長であっ

た崎原英夫先生 (大阪大学第

一外科出身) も外科医であり,

暇を見つけては, 手術室に顔

を出され, とにかくメスの使

い方を厳しく指導されました｡

胃癌手術の大網剥離には, 絶

対メスを使いなさいと言われ,

膜一枚の剥離感覚をメスの刃

先に感じ取るようにと指導さ

れました｡ また危険な所こそ,

ハサミではなくメスを使いな

さいと教わりました｡ 幸い３

ヶ月後に研修医より職員とし

て採用されたこともあり, 以

後10年間にわたり, この病院

で勤務出来たことは, 外科医

としての大きな財産になった

と考えています｡ 昭和49年９

月には大学の脳神経外科が独

立した事により, 私より後任

の人は脳外科教室よりの人事

となり, ほぼ脳外科に専任と

なったため, 結局外科一般,

脳神経外科, 胸部外科の一部

をずーっと勉強できた者は私

が最後になりました｡

昭和59年８月に, 兄の関係

で, 第二京都回生病院に赴任

する事となり, 今度は必然的

に整形外科をも勉強出来る事

となりました｡ 当時, 島根医

大整形外科教授廣谷速人先生

が, 時に手術を担当してくだ

さり, この際には熱心にいろ

いろと講義をしてくださりま

した｡ 整形外科も面白く感じ,

お陰で, 救急外傷患者も, 何

が来ても怖くなく対処出来る

(少なくとも初期治療は) 自

信が付いてきました｡ 振り返っ

てみると, 浅く広く, 外科一

般を学び, 実践してきた35年

目だと感じています｡

昨今は内視鏡外科が全盛と

なりつつあります｡ 視野もよ

く侵襲も少なく, その利点は

理解するものの, 開腹時の胃

癌手術で, ８番から12・13番

リンパ節を左手母指と示指に

て門脈よりひねり出し, 注意

深く摘出する指使いや, 鉗子

をかければ破れてしまいそう

な薄い胆嚢を左手のひらで転

がし, やはり母指と示指にて

切離部を誘導, 他の指は, 鉤

代わりに周囲の組織を圧排す

る指さばきなど, 名外科医と

いわれた人の手さばきを手本

として研鑽してきた我々とし

ては, テレビ画面を見ながら

鉗子類や電気凝固・自動吻合

器を駆使する方式は, 何とな

くもどかしく, 味気なく馴染

みきれていません｡

また, 地域での病院の機能

分化が進み, 以前のようにど

こでも同じような手術をする

時代ではなくなり, それぞれ

の疾患で拠点化してきていま

す｡ 次第に, 外科医として文

字通りメスを振るう機会が減

り, もの悲しく感じているの

は私だけでしょうか？

(昭和23年生)
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前回私が投

稿したのは60

才の年でした｡

色々な夢を画

いていたが,

３年前妻に先立たれマンショ

ンの１人暮らし, 仕事の方は

診療所閉鎖, 食事をすれば茶

碗皿洗いにも馴れてきた｡ 60

才の時, Ｋ先生に誘われ大阪

城ホールでの第２回ベートー

ベン第９交響曲の１万人コー

ラスに参加, 半年がかりの練

習, 歌詩の暗記 (ドイツ語)

で大変, テープがすり切れる

ほど聴き, 本番では山本直純

さんの飛び跳ねる指揮でホー

ル満員の聴衆の前で唄い終え

た時の達成感で思わず涙が出

ました｡

聴くほうも中学の頃より78

回転レコードで鉄の針を盤に

のせ, シャーという音ととも

に音楽が流れてくるのを聴い

ていたものです｡

戦争中の昭和19年, 東京の

下宿で友人の持っていたジャ

ズのレコードを聴いては下宿

のオヤジに叱られていたが,

その魅力には抗しきれなかっ

た｡ 大空襲で囲りが火の海に

なった時, 防空壕に持って入っ

たのはわずかな教科書とレコー

ドの入ったケース, 幸に泥で

ボロボロになったケースも中

身も健在です｡ 昭和24年, 大

学卒業までの敗戦後の東京は,

アメリカのＧＩと, それを追

ういわゆるパンパンが銀座日

比谷あたりに溢れ, 銀座通り

も闇市が歩道にビッしり並び

その辺だけが活気づいていた｡

そのうち日劇で軽音楽の演奏

が始まり, 年に１～２回日劇

ダンシングチームの日本人向

けの公演があり, 友人と朝か

ら公演終了まで入りびたり,

笠置シズコのブギも聴きまし

た｡ またダンスも覚え, 安い

料金でも入れるホールにもよ

く行きました｡ 大学では男声

四部合唱でハーモニーの美し

さに魅せられ, 女子大, 女子

医専などに唄いに行ったのも

懐しい想い出です｡ 昭和25年,

京都に来てインターン, 教室

員, 日赤勤務医の頃も院内で

ダンスパーティがあり ｢レコー

ドコンサート｣ を主催したり,

混声合唱の楽しさも教えられ

た｡ インターンで知り会った

Ｎ先生はジャズ評論家として

高名でジャズの雑誌にいつも

彼の評論が掲載されていた｡

そのジャズに対する献身的な

貢献から ｢ニューオルリンズ｣

の名誉市民

賞受賞, 北

医師会の友

人達でお祝

いをしまし

たが, 誠に

残念でした

が平成４年,

天国に先立っ

て行ってし

まった｡

私は平成元年10月, 甲状腺

癌と左肺上葉の癌の摘出手術

を受け, 囲りに迷惑かけなが

ら好運にも生き残っている｡

術後１年間くらいは嗄声が残

り, 手術担当したＯ先生から

カラオケで唄って声を出す練

習をと言われ, こんな嬉しい

忠告はなかった｡ ６年前から

Ｆ先生に誘われて厚かましく

も京都医芸クラブの音楽会で

毎年３曲ずつ唄わしてもらっ

ている｡

ピアニストとシンガーに教

えを受け, 叱られながらもだ

んだん声が出るようにはなっ

たが, 未だリズム感はつかめ

ない｡ Vocal はノドから声を

出すのではなく身体全部を使っ

て反響させて出すものといわ

れますが, 未だ出来ず苦労し

ているが目標をもって前に進

む努力をするのがボケ防止に

なるのかと思いながらやって

いる｡

還暦の時書いた鼠の戯言で

今に続いているのは音を楽し

むこと, 京響の定期演奏会に

もほとんど毎回聴きに行って

いる｡
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今の私には振り返ると悲し

い妻との別れなどがあり, も

う振り向かないと心に決め,

寂しい時には音楽にのめり込

むことで紛らしている｡ ２人

の先生に叱られながらやって

いるが, ＣＤやテープの聴き

かたが変わってきてプロの息

のつぎかた, 発声のしかた,

リズムのとり方が気になり,

ライブを聴きに行ってもそん

な事が気になるようになって

きた｡

それを言うと進歩だとおだ

てられ, 苦闘しながら未だ道

遠しと思っている｡

(大正13年生)

新年明けま

しておめでと

うございます｡

本年最初の号

である本誌へ

掲載していただけるとのこと,

４度目の年男ということでこ

のような機会をあたえていた

だいて光栄に思います｡ 2008

年は私にとって特別な年にな

る予感がします｡ さて, 振り

返れば医者になって早いもの

で24年になりました｡ 京都府

立医大整形外科学教室 (運動

器機能再生外科学) 入局当初

は, 外来, 手術など仕事をて

きぱきこなし, 仕事以外に研

究や発表準備, 論文作成を寝

る間も惜しんで行っている先

輩医師 (当時, 現在の私と同

じぐらいの年齢といえば, 講

師や助教授) を羨望のまなざ

しでみるばかりで, 私には声

もかけれないほど遠い存在で

ありました｡ その後, 大学関

係病院で大学医局と縁遠い勤

務医生活を楽しんでいました｡

が, 教授が変わられて, 大学

にもどり修練医 (当時の名称)

をしなさいとのことで, なん

で自分なんだろうと思いつつ

修練医生活が始まったのです｡

その後13年間, 診療と研究に

あけくれ, 助手, 学内講師,

講師となり, 加えて留学も経

験させてもらい, 2004年４月

から公立南丹病院に赴任しま

した｡ 大学スタッフとしての

いろいろな苦労が思い出され

ますが, 先輩や同僚, よき後

輩に助けていただいてどうに

か走ってこれたという感じで

す｡

この間, 医療情勢を取り巻

く環境は大きく変わってきま

した｡ 卒後進路について2004

年から, 幅広い経験, 知識を

獲得しプライマリ・ケアを取

得する目的で医師免許取得後

の２年間の卒後臨床研修が必

須化されました｡ しかし, 施

行から丸３年を経過し多くの

問題点が出てきています｡ 特

に, 後期研修医の大学離れに

よって, 大学医局から地域基

幹病院への医師派遣システム

が機能せず, 地域医療をにな

う勤務医不足が問題となって

います｡ また, 忙しい科を敬

遠する風潮からか, 産婦人科

医, 小児科医だけでなく内科

医, 外科医や整形外科医も減

少傾向にあります｡ このまま

では地域医療が崩壊するとの

ことでいろいろな対策が講じ

られています｡ しかし乱暴な

意見かもしれませんが, はた

して大学を離れて研修した場

合に, よい医師が育つのか,

はなはだ疑問です｡ 医局で同

僚と切磋琢磨し, 先輩医師か

ら患者様に接する態度に始ま

り診療技術, 手術法などを教

わりながら私は成長してきま

した｡ 研究もさせていただき,

医師にとって重要な理路整然
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と物事を考えていく思考力や

文章力を教わりました｡ この

ように大学医局で育った医師

は, 地域の基幹病院でさらに

多くの経験を積み, 大学との

連携を強化することで, 力強

い臨床医として活躍でき, 情

熱あふれる指導医として後輩

を育てていけるのです｡ 私が

これまで身につけた脊椎外科

学の診断や治療は, 先輩医師

が行ってこられたように, 愛

情を持って惜しみなく後輩に

伝えています｡ 古い教育方法

ではと批判されそうですが,

同様の意見をお持ちの先生方

も多いのではないでしょうか｡

今年も, 医療費の大幅な削

減がまねく病院経営難はもと

より, 医師や看護師不足が医

療崩壊を加速させ, 医療難民

や介護難民はたまた出産難民

が増加しそうです｡ しかし,

私も副院長としてこれらの問

題に向き合い, 病院としてど

のように対応していくのか早

急に考えなければなりません｡

できるだけ院長をサポートし

ていく形で, 良質な医療を提

供し, 地域住民だけでなく職

員にも愛される病院づくりに

参画していきたいと思います｡

それでは, 病院機能評価 (Ｖ

5.0) の受審日が近づいてい

るので, 好きなコーヒーでも

飲みながら, 病院機能評価の

各項目解説集を熟読したいと

思います｡

最後に, 2008年が会員のみ

なさまにとって実りの多い年

になることを祈念しつつ, 新

春のご挨拶とさせていただき

ます｡

(昭和35年生)

もはや古典

的病名となっ

た疫痢が, 赤

痢とともに猛

威をふるった

昭和20年代後半, 関西方面の

某市立病院でのことである｡

痙攣, 高熱, 血便を伴う乳

幼児が規定の診療時間に関係

なく連日連夜来院した｡ 病院

内の一室 (とはいえ物置部屋

に近い) に居住していた新米

の小児科医は, 万年当直で連

夜の時間外診療, 翌日は普通

勤務の状態が続き疲労困憊し

ていた｡

そんなある日, ５歳くらい

の男児, 高熱, 痙攣で来院｡

当時としてはよくある症例と

して入院のうえ疫痢の治療を

開始したが症状経過はおもわ

しくない｡ 下痢はなく, 発作

的な四肢強直が出現するに及

んで, 医長とも充分相談, 検

査の結果も踏まえて, 破傷風

としての治療に切り替えた｡

抗毒素の髄腔内注入などによ

り幸いにも症状は好転に向か

い全治退院を成し遂げた喜び

は今なお強く印象に残る貴重

な体験であった｡

往年, 万年当直を誇りにさ

えしていた若き小児科医も,

時の流れとともに今年は７回

目の年男に当たり, 最近日常

生活に少しは時間的余裕がで

き, 自分の過去を振り返って

みることが多くなってきた｡

ひたひたと音もなく近づい

てくる 停年 を満足感と感

謝の気持ちで迎えることがで

きればというようなことも考

える｡

朱熹の詩に

少年老い易く, 学成り難し

盛年重ねて来たらず

一日再び晨なり難し と｡

時間の大切さを実感しなが

らも, 体力気力の低下は如何

ともしがたい今日この頃で

ある｡

新年早々から季節外れの拙

文で申し訳ありません｡ どう

か本年もよろしくお願いいた

します｡

(大正13年生)
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日本国の借

金はどこへ行っ

たんやろか？

一時マスコ

ミもあれほど

騒ぎまくった日本の借金, 850

兆円｡

地方や特殊法人等を入れて

ざっと1000兆円｡ ５年前の約

1.3倍, ＧＤＰの1.8倍, 数字

が大き過ぎて実感ないが, ど

うやって返すんだ｡

国債の償還を繰り延べ繰り

延べ, また, 長期国債を乱発

しても実体の借金は消えない｡

ひょっとして消費者金融なみ

のリボ払いにでもする気か｡

金利だけ永遠に払い続けて

元本減らず｡ 多分それは無理,

そのうち若い世代が世代間の

借金の付回しに気付く｡ そし

たら年金方式も自分の分は自

分の物にしろ, 年金は積み立

て方式に変更せよ, とあらぬ

方向に飛び火するのは目に見

えている｡ やっぱり自分達の

生存中に借金返さなあかんみ

たい｡

政府日銀はゆるやかなイン

フレを目指し, 税収入を確保

したいが, グローバルな物流

の動き, 人件費の国際格差が

ある以上, 絶えず物価の下押

し圧力もあり, そう思うよう

にいかない｡ また, 本気でイ

ンフレに突入すれば今でさえ

国債の金利に11兆円も使って

いるのに, 短期金利が２％も

上がったら, もう金利さえ払

いきれない, どうするんだ｡

歳出削減はみな総論賛成,

各論は絶対いや, なんやから,

いつまでたっても小田原評定｡

公務員も, 例えばアルゼンチ

ンのディフォルト時のように,

ＩＭＦや世銀の強圧的な賃金

カット, リストラでもない限

り, 未だにぬるま湯で危機意

識もない｡ いつの時代でもそ

うかも知れないが, よっぽど

公平無私な絶対権力者でもい

ない限りは, やっぱり削りや

すいところから削り, 取りや

すいところから取ることに

なる｡

削りやすい方のターゲット

にはもうなっている｡

歳入増加させるのはどうか,

所得税, 法人税, 消費税, そ

の他｡

法人税は無理だろう｡ 所得

税は少しずつ手が入っている｡

消費税は, これだけの借金

なら, 本来もうすでに20～25

％と, 西欧諸国を越える水準

が必要なのに未だに先送りし

ている｡ 木から落ちれば…政

治家は選挙も怖い｡ 現に参議

院選で負けただけで米価が下

げ止まったじゃないか｡

あとの税, 何にする｡ 事業

税の網はきっと拡げてくるだ

ろう｡

その先に資産税か｡ もし消

費税の大幅な切り上げを断行

するときは世論の囂々たる反

発をかわすために, 金持ちの

増税として資産税が浮上する

かも｡

もちろんこの税を課す時は,

事業の収支や, 借り入れの有

無, つまりはＰ／Ｌの黒, 赤

は無関係｡

ただ一律に現時点で持って

いる資産に対し単年度単価で

かけてくる｡ どうする｡

現金は, リスクはあっても

無理やり外貨にする手がある

が, 固定資産は背中に担いで

飛行機に乗るわけにもいか

ない｡

すべてを処分してオースト

ラリアかニュージーランドに

行くという手もありますが,

時折, 趣味で英会話を楽しむ

のとちがって, 24時間365日

外国語を使って暮らすのは大

変な作業でしょう｡

結論, ややこしいことを書

きましたが, 昨日, 妻が本屋

から買ってきた ｢求めない｣

を読んで決めました｡

“生”ある限り, ほどほど

に美味しい物を食べ, ほどほ

どにコスパでエアロビクスを

し, ほどほどに温泉地を荒ら

しまくり, ほどほどに篠笛を

吹き, etc｡

残りの人生の賞味期限を考

えたら, あまり窮屈に考えず

に, これが一番かなと｡

(昭和23年生)
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(１) テロ防止法なるもの

が騒がれている｡

テロが起こる所は, 武力で

物事を解決している国, ロシ

ア, アメリカとその周辺国だ

けである｡ アメリカはイスラ

エルに援助し過ぎるから, ア

ラブが反発する｡ 被害を受け

た憎しみは, 倍増されて跳ね

返っている｡

日本も, かつての残虐非道

な侵略戦争の大いなるつけが,

60年以上たった今日も, 孫達

の肩にまでのしかかっている｡

日本人の猛反省が足りない

からだ｡“ごめんなさい”

“ごめんなさい”と心より謝

りながら, 中国や韓国等と仲

よくなっていれば, 拉致問題

ももっと応援してもらえるだ

ろう｡ 貿易も拡大し, 日本経

済も楽になるのに, まことに

残念だ｡

また, 戦後平和を保ってこ

られたのも, 日本が武力を使

いそうもない中立国であると

思われてきたからであって,

決してアメリカの傘のおかげ

ではない｡ むしろ, アメリカ

に片寄ればアラブのテロに合

うだろう｡

軍事費は減らすべきだ｡ １

千兆円もの借金国が見栄を張

りすぎている｡ 北朝鮮の民間

人を, スポーツや芸術に託け

て招待し, 歓待するために,

今の何百倍も努力すれば軍隊

はいらなくなるだろう｡ 北朝

鮮国民の世論をくつがえすこ

とが, 遠くて近道だと信じる｡

(２) 賞味期限切れ, 偽装

問題で営業停止に追い込まれ,

雪印, 赤福等が消えていく｡

従業員も職をなくし, 街も

消え, 国の税金も減る｡ 大き

な罰金刑だけに留めておけば,

税金も増え, 従業員も生活で

き, 街も元気になり, 何と言っ

ても, 反省から, より良い製

品が造られるようになるかも

しれないのに｡

(３) 医療界だけは, ガイ

ドライン, 医学の道理が通り

にくい支払基金で規制強化さ

れ, 新しい試考がなくなり,

医者はロボット化され, もし

かしたら, 症状を入力したら

診断と処方が出てくる機械ロ

ボットのほうが正確であるの

で, 医者はいらなくなるかも

しれない｡ 医療はそんな単純

なものだろうか｡

(４) いじめは, 子供の世

界ばかりではない｡

審査員は現場を理解せずに,

ほとんど説明もなく減点する

傾向がある｡ こちらが説明を

しても充分な理解が得られな

い｡ 黙るしかない｡

私の医院はここ３年, 赤字

が続く｡ 年金と家賃収入で赤

字をうめている｡ 従業員に,

せめて公務員並みの給料, ボー

ナス, 退職金を払ってやりた

いが, とても出来ずに情けな

い思いで生きている｡

人間社会は古代よりこんな

ものだ｡ 誰とでも仲よく我慢

していくことが, 最善の平和

が来るのかもしれない｡

(５) 産婦人科, 小児科,

内科と訴訟の多い科ほど医師

不足だ｡ たとえば“医者は,

良かれと思って頑張っている｡

けれども, 医療という性質上

100％成功するものではない｡

なんでしたら皆さんが行って

みてください”という事等を

新聞に連日強力な意見広告を

し, 世論に訴え, 少なくとも

医者が罪にならないくらいの

努力を医師会はしてほしい｡

税金を横領している公務員

や, 一部の議員の言うなりに

なって下働きはしてもらいた

くない｡ 医師仲間の保護に努

め, 法律を変える勢いで行動

してほしい｡

(昭和11年生)
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医師会より

京都医報 『新

春号』 への干

支にちなんだ

｢新春随想｣

寄稿の依頼が来るまで, 自分

が年男だったことをすっかり

忘れていた｡ で, 昨年の先生

方のエッセイを読み返してみ

た｡ 近隣の竹中先生や, 学生

時代, 温井兄 (けい) と呼ん

でいた温井先生も書いておら

れる｡ 同じ糖尿病を専門とす

る桂病院の山本先生も私と同

じ前置きで書かれている｡ 窮

鼠ようやく締め切り間近になっ

て今, 机にむかっている｡

何を書こうか？ 干支にち

なんだ逸話としてすぐ思い出

したのが, 冒頭の言葉である｡

イソップの ｢まちのねずみと

いなかのねずみ｣ の童話

(｢びくびくしながらぜいたく

するより質素に暮らしてのん

びりしたほうがいいのだ｣ と

いう教訓) とは正反対みたい

な感じで新春の話題にあわな

いかもしれませんが‥‥｡

史記李斯列伝に, ｢人の賢

不肖は譬
たと

えば, 鼠のごとく,

自ら処るところにあるのみ｣

という逸話がある｡

秦の始皇帝に仕えた李斯は,

若い頃, 郷里で小役人をして

いた｡ 郷里の役所の厠には鼠

がいたが, 鼠は人の糞を喰ら

い, 人間や犬が来ると驚き恐

れてびくびくしていた｡ しか

し穀倉にいる鼠は, 立派な建

物の中で米を喰らい, 驕慢と

して, 人が来るのも恐れない｡

｢この違いは何なのだろう｣

と李斯は思った｡ ｢厠に住む

のと蔵に住むのではこうも違

うものか｡ そうであれば人間

も同じではないか｡ 賢人とし

ての評価を受けるか, その逆

となるかは, 結局, 自分がど

こに身をおくかによって決まっ

てしまうのではないか｣ と｡

発憤して役人をやめ, 勉強を

すべく荀子の門をたたいた｡

若い頃の李斯は野心に燃え,

人一倍の努力もしたであろう

が, ライバルの韓非子に毒を

もったりして, 丞相に登りつ

めた｡ 最後は佞臣の宦官・趙

高の讒言により咸陽市場にて

腰斬刑に処された｡ 司馬遷の

評価も手厳しい｡ 荀子に学び

ながら, 政治を正し, 整えて

主君 (始皇帝) の過ち

をおぎなおうとはしな

かった｡ 主君に迎合し

た｡ 権力を強くし, 刑

罰をむごくした｡

先日, 突然息子が

｢パパ, いつまで医院

やってるの？｣ときた｡

思わずわたしはどきっ

としてしまった｡ 彼の

真意は, パパが医院を

やってる間に医者になっ

て一緒に仕事しようと

いう意味だったみたい

だが, 来年も診療報酬

が下がる (私が開業してから,

診療報酬は下がるばっかりだ)

のかとびくびくしている自分

に対しての質問かと思わず勘

違いしてしまった｡ 昔は ｢お

医者様｣ と ｢お｣ をつけて,

｢様｣ までつけて敬われた存

在であったはずなのに, なん

か最近, 医者ばっかりが標的

にされていませんか｡ その割

には, 息子の同級生のなかで

も, ｢将来なりたい者ランキ

ング｣ では医者が断トツに多

いそうだ｡

先日, 同じ府立医大の１内

の同期が22年ぶりに集った｡

その席でも診療報酬の話がで

ていたが, みんな, 再診料が

下がるのを是としている雰囲

気には正直驚いた｡ 本当に財

源がないのだろうか？ 消費

税を上げないと社会保障費が

捻出できないのだろうか？

防衛事務次官が, ８千万も退

職金をとって, 何十万ガロン

(ガロンは約3.7リットル) も
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石油をアメリカの空母に供給

して, それがみんな二酸化炭

素になって！ なんか武力で

解決していると通常の感覚が

麻痺してないだろうか？

医者は穀倉の中で悠々と暮

らしていると世間は思ってい

て, 子供達も憧れて, さー実

際なってみたら, いつの間に

か厠のなかにいるということ

はないだろうか？ (ウチなん

かすでに厠にいるのかも？)

われわれは曇りなき眼で何が

正しいのか判断していくべき

時がきたのではないだろうか？

そろそろわれわれも小役人の

言いなりになっていてよいも

のか, 立ち上がるときではな

いのだろうか？ 子供達のた

めにもあこがれの存在であり

続けたいものだと思うのだが

‥‥国防とかいうのも大事か

もしれませんが, 私達の大事

な ｢いのち｣ を守るのはやっ

ぱり ｢お医者様｣ ではないの

でしょうか？ それが, 厠で

びくびくしてて良いのでしょ

うか‥‥と新春早々ちょっと

過激に書いてみました｡ 意見

のある方はまた府医のＭＬで

でも意見交換しましょう｡

因みにネズミとは, 夜行性

で人間が寝ている間に人間の

食料などを食べてしまうので,

寝盗み (寝ている間にこっそ

り人間の食料を盗む) が転じ

てネズミという名前が付いた

という事らしいです｡ この年

まで知らなかった｡

(昭和35年生)

実は今まで

年賀状を作る

時ぐらいしか

干支を気にす

ることがなかっ

た｡ しかし今回京都医報の新

春随想の依頼がきて, ああ今

年は５回目の子年なんだと感

慨にひたると同時に, 12年と

いう年月のもつ縁起を感じず

にはいられなくなった｡

一回り前, すなわち36歳の

ときは, リサーチフェローと

して米国ＦＤＡに留学中で,

腫瘍免疫に関する実験と論文

執筆が主な仕事であり, 一応

日本の医師免許を持ってはい

たが, 全く臨床から遠ざかっ

ていた｡ 当時, 父は開業医と

して元気に働いており, 年に

一度は両親揃って米国に遊び

に来て, われわれ家族と一緒

にニューヨークやナイアガラ,

グランドキャニオンなどの観

光をした｡ その12年後にまさ

か自分が亡き父のあとを継い

で開業医をやっているとは想

像もしなかった｡ さらにもう

一回り前, 24歳のときはまだ

医学部の学生で, 将来何科の

医者になるかさえ決めていな

かった｡ 京大の軽音楽部に所

属し, ５人でバンドを組んで

オリジナル曲を引っさげ, 京

都のライブハウスに月１回ペー

スで出演しており, 将来外科

医を志すことを決めたのは卒

業ギリギリであった｡

12年ごとに私の人生を振り

返ってみると, おおよそ12年

のスパンで大きな転機が訪れ

るようになっていると感じる｡

そして今年, 私は紛れもなく

医師として初めての年男に当

たり, 次の子年にはとうとう

還暦を迎えることになる｡ 今

度のターニングポイントは何

であろう｡ 答えは未来に取っ

ておくとして, この機会に現

在の私の最大の関心事 ｢医師

の裁量｣ について少しお付き

合い願いたい｡

私はこれまでいかなる治療

においても患者に対して最善

を尽くしてきた｡ そして努力

が報われる時もあれば, うま

くいかない時もあったが, 結

果はどうであれ患者やその家

族から感謝されることが多かっ

た｡ そしてその経験が次の臨

床への励みや反省に繋がる糧

となって生かされてきたよう

に思う｡ しかし今の医療現場

はどうであろう｡ 結果が悪け

れば, 患者や家族から感謝さ

れないどころか, 下手をする

と訴訟になったり逮捕される

事態が現実に起こっている｡

そのため手術などの危険をと

もなう治療の承諾書にはあら

ゆる合併症とその頻度が事細

かに書かれており, 治療法の

選択は患者と医師の合意とい

うよりは, むしろ患者が主体

的に決定したかのような様式

になっている｡
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本来医師は患者の病気の治

療や健康増進のために働くプ

ロである｡ 治療法の決定にお

いて専門的な知識を持つ医師

の判断が最も重要であるのは

当然であり, 医師はその治療

の合理性を十分に患者に説明

して同意を得ることが通常の

診療行為であろう｡ ところが

その普通のプロセスが今, 医

療現場から失われつつある｡

近頃は患者に手術を勧めて病

院に紹介しても, ムンテラの

段階で手術をどうしますかと

病院の主治医から尋ねられて

患者は困惑し, 再び私のとこ

ろへ帰ってきて手術をするか

どうか悩んでいますと相談を

受ける始末である｡ これでは

治療方針の決定に ｢医師の裁

量｣ が入り込む余地はほとん

どないに等しい｡

診療所においても状況は似

たり寄ったりである｡ 例えば

高血圧と２型糖尿病を合併す

る働き盛りの男性患者に, 生

活習慣の是正, 薬の追加や増

量などが必要であると, 脳卒

中や心筋梗塞になる危険を引

き合いに出しながら何度説明

しても, 結局は患者側の性格

や環境, 経済力などの理由に

より治療が中断されてしまう

ことがある｡ また余命が少な

いと告知をされた高齢の癌患

者に対して, ＱＯＬの悪化を

伴いつつも補液や麻薬などで

何とか緩和医療を続けている

時, 患者や家族の希望によっ

て延命治療の消極的な中断に

よる尊厳死を選択せざるを得

ないことがある｡ このように

最近の医療行為は患者や家族

に満足していただくことが最

優先され, たとえその行為が

医学的常識からみて最善では

ないことが明らかであったと

しても, インフォームドコン

セントの傘をきた ｢医師の裁

量｣ によって認められること

が多くなってきているように

思う｡

(昭和35年生)

今年還暦を

迎える｡ 小児

科医となって

およそ35年が

経ったが, こ

の間日本では殺人事件が激増

し, とりわけ最近は親が子を

殺したり, 子が親を殺す事件

が頻発する世の中になってし

まった｡ 団塊の世代であるわ

れわれの子どもたちが親とし

て子育てをする世代となって

いるので, われわれの子育て

の質が問われているとも言え

よう｡

振り返ってみると, わが子

が小さかった頃, 彼らはテレ

ビでドリフターズの番組をよ

く見ていた｡ 子どもたちは

｢全員集合｣ の大きな舞台装

置の仕掛けが面白いと言って

いた｡ でもあの番組ではそれ

だけではなく, 相棒の頭から

水をかけてずぶ濡れにすると

か, 仲間のズボンの中に熱湯

を流し込んで, 相手が ｢アチ

チチ｣ と言いながら駆け回る

のを喜ぶなど, 現実の世界で

は友達にしてはいけないこと

を平気でやって喜んでいた｡

そしてそれを茶の間のテレビ

を通して子どもたちに見せて

いた｡ テレビを見ている子ど

もたちの多くは, テレビで大

人がやっているのだから自分

たちが同じことをして何が悪

い, と思ったに相違ない｡ こ

の頃から親はわが子に, この

ような場面に直面するたびに

｢これはテレビの中だけの冗

談でやっているのだから, お

前は同じことをしてはだめだ

よ｣ と言い聞かせなければな

らなくなった｡

この頃から日本人の価値観

が家族間で異なり, バラバラ

になってきたように思う｡ 価

値観の多様化というと聞こえ

がよいが, 実際の話, 正しい

価値観が持てない大人と子ど

もが増加した, と理解する方

が正しいと思う｡ そしてこの

ような現象を生んだ大きな原

因にマスコミ, とりわけテレ

ビの存在があると思う｡

たとえば最近なら, ボクシ

ングの亀田兄弟が話題になっ

た｡ 先日の次男の目に余る反

則試合まで, テレビは頻回に

試合だけでなくインタビュー

なども放映していた｡ あの兄

弟は目上の人に対しても敬語

は使わないし, 大阪弁で言い
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たい放題でしゃべる｡ それを

テレビは英雄のように扱い,

年上のインタビュアーは丁重

に, 割れ物に触るかのように

接していた｡ テレビ局の大人

たちは, 一芸に秀でているな

ら礼儀などはお構いなしでも

尊敬に値する人間だという価

値観を持っていて, その感覚

を世間一般に広めて問題がな

いと思っているのだろうか｡

世の中にはボクシングはでき

ないけれど家庭できちんとし

たしつけを受けて, 言葉遣い

はていねいで, 相手に節度を

持って接することを教えられ

た子どもたちがたくさんいる

に違いない｡ このような子ど

もたちが亀田兄弟に劣ると考

えているのだろうか｡ このよ

うな子どもたちこそ貴重な存

在だと認識しなければいけな

い｡ 今の世の中では, 人をい

じめている子は, 家では ｢人

をいじめてはいけない｣ と教

えられておらず, 一方, いじ

められている子には ｢人を殴

り返してはいけない｣ と家で

しつけられている子が含まれ

る｡ こんな不条理が堂々とま

かり通るのは間違っている｡

アメリカの高校アメリカン

フットボールの世界には ｢ハ

インズマン･トロフィー｣ と

いう最優秀賞がある｡ このト

ロフィーが授与される選手は

毎年全米で１人だけであり,

ゲームで優れているだけでは

なく, 人柄や勉強でも優れて

いる選手にのみ与えられるの

が伝統となっている｡ すなわ

ち文武両道に秀でた選手のみ

に与えられるのである｡ ｢文

武両道｣ とは本来, 日本のお

家芸のはずである｡ しかし今

それが忘れられている｡ それ

を修正しようとするどころか,

さらに拍車をかけるような報

道を無意識でしているマスコ

ミの責任は大きいと思う今日

この頃である｡

(昭和23年生)

やや生臭く

て新春随想に

はふさわしく

ないかもしれ

ないことを,

まずお断りしておきます｡

小生が医者になって35年,

開業して15年あまりが経ち,

今年で還暦を迎えることにな

りました｡ 今までの人生を見

つめなおし, 老後の生活をデ

ザインしようとしているとこ

ろです｡ しかし, 昨今の医療

費抑制という国家政策に振り

回され, ゆとりのある生活を

維持できない現状にあります｡

さて, 今後の医療経済のメ

ガトレンドを知るためには,

流行中の医療キーワードを理

解する必要があります｡

そこで, 今回７つの医療キー

ワードについて簡単に述べた

いと思います｡

①医薬分業：皆さんご存知

のように, この制度は医療費

の削減を目的として診療報酬

制度に取り入れられましたが,

結果的に医療費は増え続けて

います｡

②インフォームドコンセン

ト (説明と納得)：近年医療

訴訟が増加し, ますますイン

フォームドコンセントが重要

となっています｡ 説明と納得

以外に, 治療法の選択肢, 決

定という視点および文書化と

いうことが重要とされていま

す｡ 医師自身も行った医療行

為に誤りがないかを自己点検

する必要があると思います｡

③ＥＢＭ (根拠に基づく医

療)：様々な疾患の治療ガイ

ドラインが作成され, 治療の

標準化を目指しています｡ こ

のため, ガイドラインに即し

ていない治療は訴訟などの際

に医師に不利になるという懸

念が生じます｡ しかし, 人間

の身体の多様性と複雑さ, さ

らに個人差があることから,

疾患によっては個々の癖や特

徴を把握し, オーダーメイド

の医療も必要ではないでしょ

うか｡

④セカンドオピニオン (以

下ＳＯ)：平成18年に診療報

酬点数化された制度です｡ 一

部の国立病院にＳＯ外来が開

設され, 一般的にはまだ十分

に普及されていません｡ 他の

医師の意見を聞くことで, 患

者の情報を開示し医事紛争を

防ぎ, 患者自身に納得して治

療を受けてもらえるのではな
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いだろうか｡

⑤少子高齢化：医療技術の

進歩, メディアによる知識の

普及, 環境の改善等が高齢化

社会の原因でしょう｡ また,

現代の若いカップルは苦労し

て子育てするよりも, その労

力と費用を自分たちのために

使いたがる傾向にあります｡

国にとって少子高齢化対策が

重要な課題といえるでしょう｡

⑥レセプトのオンライン化：

現在厚生労働省は, 医療の

ＩＴ化を図っています｡ 平成

23年度から原則的にオンライ

ン請求と明記されています｡

そのためのコストがかかり,

医療界にとって厳しい内容で

した｡

⑦メタボリックシンドロー

ム：最近の流行語のひとつで

す｡ この疾患患者は血中アディ

ポネクチンが低くなる遺伝子

型を持っていることが突き止

められている｡ 今後, 遺伝子

診断ができるようになれば,

真のハイリスク患者を選び出

し, 薬物を含めた介入でメタ

ボリックシンドロームの発症

を予防したい｡

２年に１度の診療報酬改正

をするたびに開業医への風当

たりがきつくなるように思い

ます｡ 20年度の改正はプラス

になるようにご考慮願いたい｡

(昭和23年生)

一廻り前に

も本医報のこ

の特集号へ雑

文を寄せたの

を覚えていま

すが, この世に生を受け, 早

いもので六廻り目を迎えるこ

とになりました｡ 年を経るご

とにこの一廻りの間隔が短く

感ぜられるのは誰しも同じよ

うですが, 特にこの一廻りに

は公私の別なく様々なことが

ありました｡ 政界では自由民

主党・日本社会党・新党さき

がけの連立内閣の村山富市内

閣総理大臣から故橋本龍太郎

氏へと替わり, 故小渕敬三氏,

森 喜朗氏, 小泉純一郎氏,

安倍晋三氏, さらに2007年に

は福田康夫氏と７人もの総理

大臣が誕生しています｡ 小泉

内閣のようにやや長めの内閣

もありましたが, 諸外国に比

べると平均約1.7年の短命内

閣です｡

社会においては薬害エイズ

訴訟でミドリ十字が加害責任

を認め, 病原性大腸菌Ｏ－157

による集団食中毒, 消費税５

％に引き上げ, 地球温暖化京

都会議, 明石海峡大橋開通,

和歌山カレー毒物混入事件,

介護保険制度スタート, 大阪

教育大学附属小学校に男が乱

入, ニューヨーク世界貿易セ

ンタービルに旅客機が激突,

牛肉偽装事件, 日朝首脳会談,

一部拉致被害者帰国, 米・英

軍がイラク攻撃開始, 新潟中

越大地震, インド洋大津波,

ライブドア・ショック, 北朝

鮮の地下核実験, 郵政民営化

スタート等々まだ他に多くあ

ります｡ 戦後62年が経過し,

民主主義が定着したかに見え

ますが, まだまだ疑惑や汚職

が蔓延し, 社会が安定しない

のは悲しい人間の業によるも

のか, それとも本性からきた

ものでしょうか｡

私的な事ですが, この一廻

りの間に, 小生にとってもい

ろいろなことがありました｡

多くの知人・友人がこの世を

去り, また多くの知人・友人

を得たのも ｢歳々年々人同じ

からず｣ の故事の通り自然の

摂理でしょうか｡ 35年間勤め

た職場を退職し, いわゆる第

３の人生をスタートした翌年

に40年間連れ添った妻を送り

寡夫になったのは, ７年間の

心の準備期間があったとはい

え悲しい出来事でした｡ おお

よそ動物は, 長短はあります

が雌雄が起居を伴にして子孫

を残し, そのうちにいずれか

が去ります｡ 種目によりその

期間は様々です｡

高齢の患者様を診せていた

だいています｡ お元気で１人

で通院される方もそのうち通

院が困難となり, 家人や介護

の方が付き添われるようにな

り, 徐々に認知症状が出てき

て在宅医療となり, 独居の方
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では療養病床や特養ホームへ

入所されます｡ 最悪かどうか

分かりませんが, 孤独死もあ

ります｡ 何らかのかたちで何

時も周囲とのコミュニケーショ

ンがとれるようにすることは

大切なようです｡ ボランティ

ア精神から始まった介護保険

制度も蜜に蟻が集まるごとく

で, ついにはコムスンのよう

な事態が発生し, 適切な医療

費の利用を促すためなのか後

期高齢者保険制度が制定され,

本年４月から始まります｡ 規

制緩和として種々の制約が取

り除かれる一方, 様々な制度

が作られます｡ 制度は一元的

で単純な仕組みが良いのでしょ

うが, 人の業と戦うために複

雑化されるのは残念です｡

生涯スポーツとしてゴルフ

を楽しんでいますが, 月に１

度, 一廻りも上の先輩諸兄と

ラウンドします｡ いつも小生

よりスコアは少なくホールア

ウトされるお元気な先輩もお

られます｡ これらの諸先輩を

良き師として, 周囲に迷惑を

かけず人生を全う出来るよう

日々精進を積み重ねている毎

日です｡

(昭和11年生)

平成８年還

暦を迎えて,

12年が過ぎよ

うとしている｡

どんな年月を

送ってきたのかと思う｡ やは

り12年の間にはいろいろなこ

とが起こっている｡ 山科では

地下鉄東西線が開業した｡ 念

願だった山科医師会診療セン

ターが当時の医師会執行部の

ご尽力で建設された｡ 世の中

でもいろんなことが起こった｡

高層ビルへ飛行機が突入した

し, 北朝鮮が核爆発の実験を

した｡ 島津製作所の田中さん

がノーベル賞を受賞された｡

皇室の明るい話題もあった｡

我が家では義母, 実母が逝っ

た｡ 両親が相次いだという感

じであった｡ 両親の住んでい

た徳島との縁は家, 墓, 親類,

菩提寺とあり, 折に触れて帰っ

ているが, その家に泊まるこ

とはなくなった｡ 徳島の田舎,

美馬郡美馬町で過ごしたのは

縁故疎開で帰った国民学校３

年夏から穴吹高校卒業までの

９年間で, その縁で京都徳島

県人会に入会している｡ 還暦

の時には中学生であった子供

は平成13年４月医大生となり,

19年４月研修医となった｡ こ

れからも健康で, 良い社会人

として生活していってほしい

と思う｡ これから社会がどう

変わり, 医療の世界がどう変

わろうと, これからの若い人

にはそれに対応して頑張って

いくことが出来るだろうと

思う｡

自分自身のことでは, サル

コイドーシスが平成13年に発

症したことだ｡ 春頃, 左膝に

蟹のようなケロイド様の皮疹

を生じた｡ 皮膚癌らしくはな

く, 痛みもなく, 持ち合わせ

の皮膚病アトラスを見たが,

判らなかった｡ ７月26日, 第

一赤十字病院で皮膚科の勉強

会があり, 前田基彰部長先生

の講演の後に診ていただいた

ところ, サルコイドーシスで

しょう, 愛生会山科病院の皮

膚科部長へ電話しておくから

行きなさいと親切に言ってく

ださった｡

愛生会山科病院皮膚科部長

先生に診ていただき, 皮膚の

生検で確診がつき, 眼病変も

診断された｡ 日本サルコイドー

シス／肉芽腫学会に入会し,

いろいろと貴重な勉強をさせ

てもらっている｡ 京都には著

名な専門医がおられ, 心強い

限りである｡ 現在皮膚科, 眼

科と内科の先生のお世話になっ

ている｡

10年余りも前に, 親戚のも

のが肺癌として手術を受けた

ところサルコイドーシスであっ

たことがあり, サルコイドー

シスには興味を持っていたが,

自分がなるとは思わなかった｡

そのおりサルコイドーシスの

総説の論文をコピーして大事

2008年(平成20年)１月１日 No.187640

��������
�	


山 科 宮田 健



に持っていたが, いつの間に

かなくしていた｡ 皮膚病診療

に特集“サルコイドーシスー

2000”があり, いろんな病変

の症例があり, 写真がきれい

で, 本当に勉強になった｡ そ

の中の論文に心サルコイドー

シスは瘢痕浸潤型と局面型に

多いとあり, 心臓には注意を

払っていた｡ その後の学会で

も剖検された症例の心臓の組

織像で刺激伝道系の細胞の間

にサルコイド結節ができて伝

道系が断裂しているスライド

を見せてもらって, こういう

ように心臓が傷害されていく

のかと実感した｡ ところで私

の皮膚病変は瘢痕浸潤型でや

はり心臓へきていると思って

いる｡ １年前の心電図でＰＱ

時間が0.22秒と伸びてきた｡

昨年秋からＰＱ時間が変化し

てだんだん短くなる不整脈を

認めるようになった｡ 今年に

なって不整脈が消失していた｡

19年９月に今年も検査をとの

ことで, 心エコー, トレッド

ミル検査をしているときにモ

ニターを見ていたらＱＲＳの

幅が広いと思った｡ 心電図を

見たらやはり右脚ブロックで

あった｡ 循環器科医師にかかっ

てプレドニンをと思っている｡

二枝ブロックか, エコーの所

見のどちらかが出たら時間が

ない｡

診療は70歳になって月から

土の午前と水夜にしている｡

診療のほかに学校医として学

校に行ったり, 乳癌をはじめ

検診に行ったりしている｡ 京

都府医師会看護専門学校が山

科に移転してきたので, 看護

学校の仕事もほんのわずかし

ている｡ 準看護科へ年５回ほ

ど講義に行っている｡ ますま

す伝統ある看護学校として発

展していくことと思う｡ 介護

保険の認定審査委員は２年だ

け, 休日診療所の当番医もサ

ルコイドーシスになって, 免

除してもらっている｡

まだしなければならないこ

と, そしてしたいことが沢山

あるが, この先どんなことに

なるのかわからない｡ 明るく

頑張って生きたい｡

最後に京都府医師会会員皆

様のご健勝をお祈り申し上げ

ます｡

(昭和11年生)

皆様, 新年

明けましてお

めでとうござ

います｡ 小生

は昭和45年,

東北に近い北関東の栃木の地

より京都府立医科大学に入学

し, 昭和52年卒業, そのまま

母校の第３内科 (現消化器内

科) へ入局し, 児玉正室長の

内視鏡研究班に所属しました｡

その後ずっと関西の地に勤

務, 在住し, 今年平成20年に

は, 京都にきて38年になろう

としております｡

父は直腸癌で57才で他界し

ました｡ 亡父の逝去年57歳を

越え,“ああ, 父の年をこえ

たなあ”と思っておりました

が, 早や３年の月日が過ぎ,

小生も平成20年で60歳の還暦

を迎えようとしております｡

卒業時, 急性肝炎にて３ヶ

月の入院生活を体験しました

が, その後は特にこれといっ

た大病もせず, 過ごしてまい

りました｡

内視鏡という機器を用いて

消化管の形態を観察し, 診断・

治療する領域に身をおいてき

た訳ですが, 過日 ｢明日への

記憶｣ というアルツハイマー

病の患者の映画を観たとき,

渡辺 謙紛する主人公が辿り

し過去や知人, はては妻まで
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もが誰かわからなくなってし

まうという記憶の消失が, い

かに悲惨なものかと身に染み

て感じました｡

癌に代表される形態学とい

うよりも, 記憶がなくなるア

ルツハイマー型認知症,“人

間が壊れる”ということはこ

ういうことかなと認識させら

れ, また高齢者になるという

ことは, このようなことがよ

り身近になるということだな

と実感させられました｡

巷間, 高齢者社会を迎え,

家庭は核家族化し, 医療は療

養・介護・予防医学へと進ん

でいる昨今です｡

小生, 現在丸太町病院に消

化器, 特に胃腸内科として勤

務させていただいて, 丸４年

になります｡ 60歳還暦という,

ひとつの節目の年を迎え, な

お肉体的, 精神的にも若々し

く, 健康で元気に, そしてボ

ケないように, まだまだ医療

とくに地域医療に携わってい

きたいと思っております｡

今後とも至らないことばか

りでございますが, 平成20年

の新年にあたり, ひきつづき,

よろしくご指導ご鞭撻のほど

をお願い申し上げます｡

(昭和23年生)

新年あけま

しておめでと

うございます｡

まずは自己紹

介から始めま

す｡ 出身は岡山県津山市で津

山高校卒業です｡ 津山市は岡

山県の北東部に位置する盆地

にあります｡ したがって気候

は夏暑く冬寒く, 京都によく

似ており小京都といわれてお

ります｡

京都には大学からお世話に

なり, 昭和63年京都府立医科

大学を卒業し, 泌尿器科学教

室に入局しました｡ 先代の渡

邉教授のもと国立舞鶴病院,

東京工業大学助手, 京都第二

赤十字病院, 静岡県清水厚生

病院, 名古屋泌尿器科病院,

京都府立医大泌尿器科助手を

経て西陣病院に勤務しており

ます｡ 西陣病院に勤務するま

では, 前述した病院の間には

必ず大学病院勤務があり, ６

ヶ月から１年の短期ローテー

ションでした｡ 勤務した病院

に慣れたかなと感じた時には

次の病院に移動していました｡

慌しくもあり忙しくもありま

したが, 行った先々の病院で

は常に新鮮な緊張感をもって

臨んでいたような気がします｡

それが狙いだったのかもしれ

ません｡ 西陣病院には平成９

年から勤務しておりますので,

すでに11年経過しております｡

三木教授のご指導のもと泌尿

器科と透析医療に従事してお

ります｡ 平成19年４月からは

泌尿器科部長, 透析センター

長を兼務しております｡

振り返りますと医者になっ

て20年, あっという間に過ぎ

去ったように思います｡ もち

ろんこれからも勉強し, 新し

い技術を習得し, 日々進歩し

てゆくことが使命と思ってい

ますが, 患者さんを診て疾患

を考え治療 (手術) のみに専

念できた時期, つまり医者に

とっては最高に幸せな時期,

その時期は終了してしまった

感じです｡ 現在は, 臨床にも

雑務にも追われる毎日で, 今

日１日, 自分は医業をしたの？

事務仕事をしたの？ なんて

日もございます｡ 同じ思いの

先生方もたくさんおられると

確信しています｡ 自分は今い

わゆる勤務医の燃え尽き症候

群に至る途中に位置している

のでしょうか｡

ところで, 西陣病院は1934

年 (昭和９年), 地域の人々

のための福祉医療を目的に,

西陣診療所として設立されま

した｡ 現在, 病床数は一般320

床, 透析107床で, 京都市北

西部の中核的病院として活躍

しております｡ 平成14年度に

は, (財)日本医療機能評価機

構認定病院 (複合Ｂ) に認定

され, つい先日, ヴァージョ

ンＶの更新を受審したところ

です｡
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伊谷院長をはじめ全職員が,

地域に密着した良質な医療を

更に高いレベルで提供すると

いう当院の基本方針に沿い,

日々頑張っております｡ その

目標に向かって走るために,

ハード面の充実として病院の

増改築を進めている最中です｡

現在第３期工事中で, 第１期

工事では, 地下１階の画像診

断センターが完成し, 64列の

マルチスライスＣＴ(ＭＤＣＴ),

1.5ＴのＭＲＩを導入し,

ＰＥＴ画像とＣＴやＭＲＩ画

像との融合画像化を容易にす

ることで診断技術が向上しま

した｡ それによってより的確

な画像診断が得られるように

なりました｡ また病棟におい

ては１病床に８㎡を確保し

(１病室４床) 患者さんのア

メニティの向上もはかってお

ります｡

透析部門では, 平成20年３

月にはワンフロアー115床の

透析室が完成し, 主に外来透

析患者さんの透析療法を行い

ます｡ 同時に透析病棟に新た

に８床の透析室を設けます｡

その室ではＡＤＬの悪い搬送

困難な入院患者さんの透析を

します｡ 外来透析部門と今後

更に増加すると考えられる高

齢者透析入院患者さんの透析

ベッドを区別化することによ

り, 今より安全で合理的な透

析医療の提供を目指しており

ます｡ 泌尿器科の18年度年間

手術数は268件で, 全身麻酔

58件, 腰椎麻酔68件, 局所麻

酔141件でした｡ 体外衝撃波

結石破砕術 (ＥＳＷＬ) は,

月曜日から金曜日の午後に基

本的には外来通院で施行して

います｡

透析患者数も増加し, 368

人 (平成19年11月20日) になっ

ております｡ 受け持ち患者さ

んは泌尿器疾患も透析関連疾

患も両方混在しています｡ あっ

さり泌尿器科患者さんと, こっ

てり透析患者さんの狭間を毎

日行き来しております｡ 忙し

い日々の連続ですが, 途中で

立ち止まるわけにはいきませ

んので, 要は定年まで突っ走

るしかないのでしょうね｡

(昭和35年生)

たいした仕

事もしないで

その日その日

をやり繰りし

ているうちに,

いつの間にかこの歳になって

しまいました｡

私が開業医になったきっか

けは, 父の介護でした｡ 病院

勤めをしながら父の入院先に

寄ったり, 在宅時の介護をす

るのは大変でした｡ ｢このま

までは家族が倒れてしまう｣

と思って, とりあえず休業中

の父の医院を開けて, ぼちぼ

ち仕事をしながら介護をしよ

うと考えました｡ 仕事は予想

以上にぼちぼちでしたが, 私

が開業して７ヶ月ちょっとで

父は逝ってしまいました｡ そ

して, 私はそのままおんぼろ

の医院で細々と仕事を続け,

今日に至っています｡ 成り行

きでなってしまった, という

気持ちもありましたが, 開業

医になって10年, この生活に

も慣れてきました｡ 当初は暇

な外来診療のみでしたが, 保

健所に予診係をしに行ったり,

学校医として, 昔通った小学

校に出かけたり, 介護認定審

査会に出席したり, 往診に行っ

たりするようになりました｡

患者さんは相変わらず少ない

ですが, 要領の悪い私が把握
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するのにはちょうどいいくら

いなのかもしれません｡ 子ど

もの頃から知っている (知ら

れている) 近所のおじさんや

おばさん, 友達のお父さんや

お母さんが来てくださるので,

家庭の事情などもわかってい

るし, 気楽に何でも相談して

もらえる ｢ホームドクター｣

になりたいと思います｡ 最近,

病院の午後診に週１回行かせ

てもらうようになりました｡

自分の医院ではできない検査

や栄養指導のオーダーができ

るのが嬉しいし, 勉強のし甲

斐もアップしていい刺激になっ

ています｡

仕事以外の生活も充実させ

たいとは思うものの, 読書以

外にこれといった趣味もあり

ません｡ 唯一, 細々と続いて

いるのが, 役にも立たない英

会話です｡ 企業の研修センター

の健康管理室に行っていた時,

英語の先生の問診に困って始

めたのがきっかけです｡ その

頃はＮＨＫのラジオ講座を録

音して車での移動中に聞いて

いたので, 初めは難しかった

｢やさしいビジネス英語｣ に

も慣れ, 少し会話もできるよ

うになりました｡ けれども病

院勤務になってしばらく怠け

ていると, すぐに元の木阿弥

です｡ 海外旅行で不自由しな

いためにとまた再開しました

が, 具体的な計画もないので

ラジオ講座は録音してもなか

なか聞かずにＭＤがたまるば

かり｡ テレビもＤＶＤに録画

してしまうと駄目でしたが,

去年からは99タイトルまでし

か録画できないＨＤＤのみ使

うと決めたので, ちょっとし

た時間を利用してこまめに見

るようになりました｡ いつに

なったら海外旅行に行ってそ

の成果が発揮できるのかわか

りませんが｡ 先日, 日本語も

少ししゃべれるドイツ人が風

邪で来られました｡ ドイツへ

は学会旅行で行ったことがあ

ります｡ 初めはぐったりされ

ていましたが, ｢ドイツには

２回行きました｡ キール, エッ

セン, デュッセルドルフ, ハ

イデルベルグ, ミュンヘンを

訪れました｣ と言ったら (も

ちろん日本語で), ｢ミュンヘ

ンの出身です｣ となんだか元

気になられました｡ 日本人の

奥様の通訳付きでも問診や説

明に随分時間がかかりました

が, ｢こちらに越してきたば

かりですが, 主人の病気のお

かげで Hausarzt が見つかり

ました｡ ドイツ語をしゃべり

たくなったら, 遊びに来てく

ださい｣ と言われました｡ そ

れだったら今度来られた時に

は簡単な会話はドイツ語でし

たいなと思い, ドイツ語の辞

書やテキストを引っぱり出し

てきました｡

節目の年をきっかけに, も

う少し気持ちを引き締めなけ

ればと思いつつ, 幼稚な作文

をしてしまいました｡

(昭和35年生)

もうこの次

の子歳はない

だろうと思い

筆をとってい

ます｡ ついこ

の間学生だったような気もす

るのですが, 昨年, 卒業後45

周年のクラス会をしました｡

集まってきた面々を見ると,

会った瞬間は, うん, よう年

とったなあと思うのですが,

少し話ししていると, なんや

ちょっとも変っとらんなあと

強く感じ, なつかしく温かい

気分になります｡ 中には風貌

も人柄も全く変った人間になっ

ていて, なかなか思い出せな

い数人がいましたが, しばら

く話しているとやっぱり, う

ん, こうやった, やっぱり変っ

てない, 院長や医師会長やな

んややって荒波に曝されてこ

うなったんやと納得したもの

です｡

あまり身体が丈夫でなかっ

た私は, 還暦を越えてその次

の子歳まで生きられるとは考

えていませんでした｡ 阿爺は

69才で死にました｡ テレビを

観ていて笑いながらの急死で

あったのは何という幸せな死

に方であったことかとこの頃

つくづく思います｡ 一昨年母

を自宅で送り, ついに自分の

番がはっきりと来ました｡ も
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う還暦になる前から自分の身

じまいの用意は出来ているの

ですが, 形の上だけだったよ

うです｡ ｢死亡時のこと｣ 必

要なもの一切をきっちり袋に

入れて, 諸手続きの書類, 写

真, 挨拶のテープなどなど,

段取りよく出来るようにして

あります｡ しかし, その死亡

時にたどり着くまでのことが,

さしせまって問題になりつつ

あります｡

私としての望ましい死に方

は円空さんのような死に方で

す｡ 彼は仏10万体を彫ること

を発願し全国を行脚し, それ

を成しとげた後, 故郷の美濃

へ帰り, 浅い井戸のような穴

を掘ってもらい円座を敷き,

その上に座して埋めてもらい

ました｡ 空気ぬきの竹筒１本

が立てられていたといいます｡

チーンチーンと彼の叩く鉦の

音は次第次第に細く小さくな

り, とぎれとぎれになり, 10

日ほどで全く聞えなくなった

そうです｡

妹のような人と２人 ｢あん

まり痛い目や苦しい目や恥し

い目にあわんと, うまいこと

逝きたいなあ｣ ｢もう, ええ

こと一杯あったし, せんなら

んことは人並みにさしてもろ

たし｣ ｢あとはほかの人たち

に出来るだけ迷惑かけんと身

じまい出来るようによう考え,

周りにたのんで, お祈りして

なしようがないなあ｣ と話し

合いつつ晩晴を楽しんでい

ます｡

正月は冥途の旅の一里塚,

また迎えてはめでたきをいう

(昭和11年生)

ここまでは

長くて儚い一

瞬の夢でした｡

｢少年老い易

く｣ は正しく

名言にして, 時の矢を光陰と

は言い得て妙なり｡ 過分に高

邁な理想や悩みと青春は遥か

彼方に｡ 而して前途に矍鑠た

る先輩が大勢おられる｡ ｢人

生は運命にほかならない, 青

年は過ちを犯し壮年は争い老

年は悔悟する｣ とはショーペ

ンハウエルの言であり, ディ

ズレイリーは ｢人生は幻滅だ

と理解するのがもっとも正し

い｣ と断じ, ２人の賢人の言

は正月向きでない｡ これに比

べ, 近代禅宗の名僧田辺牧

宗は ｢世の中は何を好むも迷

いなり, 好まぬ人は凡人なり｣

と, また周りの人たちに ｢無

事これ貴人の大器量｣ と崇め

られた足利柴山などホッとさ

せる存在はさすが｡ 大仰に叡

知の言を並べましたが, この

機会を借りて若い頃出張先病

院でお世話になった先生方,

基金審査委員会や尺八, 武道

で接した先生方に長いご無沙

汰を詫びつつ, ｢今はこんな

風に過ごしています｣ との近

況報告でご挨拶します｡ １)

今は亡き級友石丸寿一君の

血汗の結晶石鎚会は彼の血

と業績を受け継いだ二代目を

頂点にご家族と職員の精励で

さらに拡充されつつあり, 老

健施設所長で勤めだして半年

ですが, これからの長寿社会

に不可欠で需要の急増をみる

ほどに社会的意義の大きさを

感じます｡ スタッフの多忙激

務と明朗誠実情熱に打たれて

います｡ ２) 教養学部時代

に日本古来のものに憧れて尺

八を始めた｡ 若さで稽古も上

達もしたが, 専門課程始まり

とともに疎遠となり, 久しく

leave alone していた尺八を

再び出してみた｡ 本来の音は

直ぐには出ない｡ 尺八は吹き

込むほどに温まり湿って素晴

らしく共鳴する｡ その便法は？

とツイ考えるのが理系の輩で

す｡ 不埒にもそんな方法を見

つけてしまった｡ 横着な考え

と邪道なのでここで言えませ

ん｡ ３) 中高時代に傾倒し

たクラシック鑑賞は, 今や私

より凝っている Frau とコン

サートに出掛けたりＤＶＤで｡

映画も少なくなった昔の名画

再演を見つけては出掛けます｡

その他, 書字絵画写真工陶芸

なんでも観るのが好きで, 書

描いてみたくもなるが簡単な

はずがない｡ そこで ４) 今

の環境で遊べるボケ予防に,

イイ歳で中学生に戻り立方根

計算 (平方根ではない) に挑

み, 弟メに ｢そんなの中学で

我流で解いたよ｣ と嗤われな
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がら, 久しぶりに数学の香に

浸りつつそのアルゴリズムを

独自数文字で一般式化して,

他愛なく喜んでます｡ また三

角関数と立体幾何の組合せや

その外思いつくまま問題を作

り, 自己能力内で数式を練り

出して楽しめる｡ ｢そんなこ

として何になる？｣ それは時,

場所を選ばず紙, 鉛筆だけで

止め処なく問題を拡げられる

頭の遊びです｡ 遊びとはせぬ

人には無意味滑稽なもの｡ ヒ

トを喜ばすでもなく華もない

が, ｢数学に王道なし｣ と端

正冷徹美に溢れ成功征服感が

味わえる｡ 数理統計, 確立論,

その他どんな数学でも着想と

理論展開に魅力がある｡ 学ぶ

のではなく未学習分野で思考

力を試しロジックを探り出す

楽しさは格別｡ イイ歳の男が

数文字や図形を書き睨んでる

サマは間違いなくキ印だが,

気分は暗いどころでなく闘志

満々｡ 立方根計算はパソコン

プログラミング出来, それは

それで楽しめる｡ 偏微分と行

列式を組合せた多変量解析理

論に感電してプログラムした

のは日赤勤務時代だった｡ 最

新のものはπの数値計算で,

プロの数学者には何でもない

ことでしょうが, 素人が何の

水先案内もなく計算法の入り

口を見付け, アルゴリズムを

自力のみで仕上げられたこと

を, 老人の戯れ事ですがチョッ

ト自慢したい気にもなります｡

何事もコロンブスの卵の如く

解説後では大したことない｡

円内外接多角形の無限化と三

角関数の計算反復です｡ 実数

計算は桁数の多い平方根計算

と割算の反復です｡ ５) 20

年ほど前から Frau とまずヨー

ロッパ諸国を旅行し, オース

トラリア, カナダ, アジアの

国々も, そして昨年はロシア

を観てきました｡ この頃は国

内旅行に傾き, カーナビドラ

イブも楽しんでいます｡ ６)

数字抜き友好一点張りゴルフ

や, 年一度町道場旧知連との

一献交流は嬉しいものです｡

(昭和11年生)

超高齢時代

の到来とかで,

ついに日本は

114才の女性

(福岡県在住)

と111才の男性 (宮崎県在住)

と両性とも世界一の長寿国と

なった (2007年)｡ 更に100才

以上の人口が25,000人を突破

したと発表されたことも久々

のめでたい報道となった｡ 当

医院も患者さんの平均年令は

年々右肩上りとなり, 米寿・

卒寿の方々が通院される｡ 主

治医が古稀年代であるから,

当然ながら会話も共通する所

が多く, 例えば, 昔の方が時

代は良かった, 物はなくても

心があったなァとか, 安心し

て暮らせたものをなァとかで

ある｡ ついこの間, 当医院の

最初の100才に達したお一人

が誕生したので, 主治医が一

番喜んでいるのである｡ 60才

代の頃から診てきており, 閉

塞性肺疾患に加えて２回の心

筋梗塞をよく克服され, 今な

お元気に趣味としての絵画と

俳句をたしなまれているので

ある｡ やはり長寿の人からは

教えられる所が多く, 遥か以

前に選挙の投票を小生が棄権

したことに曰く, 公民権をそ

のように軽々しく扱ってはな

らない, 私はこの年令まで一
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度も棄権したことはないと説

教をいただき, 二ツ返事で謝っ

た次第｡ またある時には, デ

パートで暴漢に金品をおどさ

れた由にて, 未だ若い身であ

ればこれきりで将来を考えな

さいと諭して帰されたとか｡

自宅が失火した際も狼狽もな

く, 頭髪をチリチリのまま受

診されて, 今火難に遭ったが

消防の方々に一命を助けられ

てと気配りされており, 感じ

入った次第｡ いわゆる明治の

人たるゆえんかと思うのであ

る｡ 100才に際しての感慨と

抱負はいかがと尋ねたところ,

一日一日を大切にすることと,

これから再度の句集発刊の計

画だそうで, それかあらぬか

白内障の手術を受けられ, 意

気軒昂である｡ その人にとっ

ての100才とは, 達成でなく

て, むしろ出発であろうかと

錯覚するのである｡

これからは, 人生100才は

もはや珍しくなくなることで

あろうが, 日本がどのくらい

永らくこの世界一のランキン

グを保ち得るであろうか｡ 以

前にある同人誌に, ｢長寿の

条件とは何か｣ とダイジェス

トして掲載したことがあり,

簡単には答えは出ないであろ

うが, 少なくとも長寿を迎え

るためのその人に個有の遺伝

因子と, 生涯を通しての環境

因子との存在は認めざるを得

ない｡ しかもこの両方の要因

に対して, 医学が深く律して

いるから, これからの医療は

ますます貢献度は高くなって

ゆくと考える｡ 長生きして良

かったなァと言わしめる ｢健

康な｣ 長寿社会の到来を望む

に当り, 昨今の日本の医療制

度のあり方を案ずるところ頻

りである｡

(昭和11年生)

この数年,

相次いで友人

が亡くなった｡

60をまもなく

迎えるという

ことは, こういうことなのか

もしれない｡

医学部で１年先輩であった

吉國恒雄氏もその中の１人で

あった｡ 医学部を中退し, ア

フリカ・ジンバブウェの研究

者となった彼が遺した数少な

い本の１つに ｢アフリカ人都

市経験の史的考察｣ がある｡

この本の表紙を飾っているの

は, 植民地初期のソールズベ

リー市 (現ハラレ) の風景写

真である｡ 私には, 人々が馬

車と同じく車道を歩いている

牧歌的風景としかみえなかっ

たのだが, 彼に言わせると

｢当時, アフリカ人は人とし

て認められていない｡ だから

車道を歩いているのだ｡｣ で

あった｡

病気やその治療法も同様で

ある｡ 時代的背景を抜きにし

ては語ることができないし,

何故そのような治療がなされ

たかを理解することは難しい｡

治療を知ることは時代を知る

ことなのだと思う｡

２年前, 同級生の松村から

誘いがあり, ｢医療と社会研

究会｣ の例会に最後の２回ほ

ど参加した｡ この研究会は,

1989年 ｢医療はもともと社会

的なものである｣ から始まっ

た｡ 17年間もよくぞ続いたも

のだ｡ 例会の演題は色々なの

だが不思議と流れがあり, 脱

線しているようでせず, 時々

の話題も取り込み, まこと奇

妙な本となっている｡

狭い京都のためか, 私の知っ

ている演者も時々登場してく

る｡ その中には今は亡き人も

あり, 誌上で対話をしている

かのごとき, タイムスリップ

するような感がおこる｡ 第１

回例会で中野 進先生が高ら

かに唱われた ｢気楽な語らい

の場に, 想いは高く｣ の主旨

は, 十分に貫徹されていると

思う｡

ところで, この例会誌の中

で変則的なところが一箇所あ

る｡ ｢結核｣ をめぐる誌上討

論である｡ 戦前, 結核は亡国

病としてきわめて恐れられた

伝染病であった｡ 我が国では

戦後の昭和25年 (1950年) ま

で, 死因別としては１位を独

走していた病気である｡ 多数

の医師がこの病気に対し, 心

血を注ぎ, 格闘した｡

第30回例会でおこなわれた

誌上討論は, 京都大学で昭和
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22年 (1947年) より実施され

た肋膜外充填術の評価と反省

であった｡ 加藤幹夫先生が簡

潔にまとめられており, その

一部を引用する｡

｢その後切除術の時代とな

り, 肺結核外科療法の成績は

向上しているが, 抗結核剤,

抗生剤の発達が成績向上に寄

与するところ大であったと思

われる｡ それにもかかわらず

その後10年以上にわたって外

科療法が行われてきた｡ その

間の人的物的コストの問題,

多数の慢性呼吸不全やＣ型肝

炎等の後遺症を残したことな

どを考えるとき, 不必要な手

術を避けてもっと早期に外科

療法から撤退できなかったか

という反省がある｡｣

明治より, 結核に対し様々

な治療が試みられている｡ 永

きにわたり確かな治療法がみ

つからず, その結果として実

に多くの民間療法が生まれ,

日本国中に広まった｡ 民間療

法に比べ, 医師側の治療法が

すぐれていたとは今から顧み

ても言えない例がある｡

結核で兄弟姉妹と妻を亡く

している作家の藤枝静男に

｢滝とビンズル｣ という短編

がある｡ 戦前すでに農漁村で

眼科医をしていた氏にとって

結核と同様, トラコーマは治

療に難渋した眼の伝染病であっ

た｡ 病んだ患部と同じ部位を

手で触ればよくなるといわれ

るお寺のビンズル (賓頭盧)

様は, 眼科医にとって, 病気

を伝播するありがたくない存

在であったと苦笑まじりに回

顧している｡

現在においても有効な治療

法がみつからない難病は数多

く存在する｡ 様々な対症療法

が提唱され, 生まれ, 消えて

いる｡ こうした治療法への批

判と検証は非常に大切なのだ

が, うまくおこなわれている

とは必ずしも思えない｡ 現在,

医療の質は明らかに向上して

いる｡ それでも, お寺の片隅

にひっそりと座って, 病む者

に公平に接してくださるビン

ズル様もやっぱりありがたい｡

(昭和23年生)

医師になっ

てから, ほと

んどの年月を

肝臓, とくに

肝炎に携わっ

て過ごしてきましたが, 節目

節目で運命的な出会いがあっ

たように感じます｡ 京都府立

医大第３内科の研修医となっ

てまもなく, 岡上 武先生と

の偶然の出会いがあり, 翌年,

能登川病院で岡上先生の指導

の下で肝臓医者として第１歩

を踏み出しました｡ １年後,

1979年, 大学に戻り, 岡上先

生の下で研究を始めようとし

ていると, 夜の９時半頃に瀧

野辰郎教授から, 今からすぐ

に微生物学教室に行き, イン

ターフェロンによるＢ型慢性

肝炎の治療の研究に取りかか

るように命令されました｡

仕方なく, 文献を集めて読

んでみると, ポイントはＨＢＶ

のＤＮＡポリメラーゼを測定

することであることが判りま

した｡ しかし, それに必要な

超遠心機もなく, 指導者もい

ません｡ ことの次第を岡上先

生に話しに行きましたが, ふ

と見ると同じ部屋に, 何やら

薄汚いシーツのような物を被

せた機械がありました｡ プレー

トを読むとベックマン社の超

遠心機と書いてあったのです｡
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カリフォルニア大学のRobinson

教授の論文を頼りに実験を進

めると, 面白いように良好な

成績が得られました｡ ＤＮＡｐ

の測定を手がかりに学位論文

をまとめましたが, Ｂ型肝炎

ウイルスに関してもっと詳し

く勉強してみたいとの思いが

残っていました｡

1985年の肝炎ウイルス・シ

ンポジウムの会場で初老のフ

ランス人と話す機会がありま

した｡ というより, 気がつい

たらいつの間にか, 習い初め

のフランス語と苦手の英語を

交えて話していたのでした｡

後日, 手紙が来て, 今度

Nature に総説を書いたからぜ

ひ読むようにとありました｡

読んでみると彼はパリのパス

ツール研究所の遺伝子組み換

え・発現部門の主任で, Ｂ型

肝炎ウイルス遺伝子の世界的

な権威である Pierre Tiollais

教授だったのでした｡ 翌年に

は奇跡的に仏政府の留学生試

験に合格し, パリ・パスツー

ル研究所のチオレ教授の教室

に行くことになりました｡ 肝

炎を起こしたチンパンジーの

肝生検をしようとして噛まれ

たのが原因で急性肝炎になっ

た Christian Brechot がいま

した｡ 彼はこの肝炎ウイルス

をクローニングしようとして

いましたが難航していました｡

その上, 私のＤＮＡｐ測定の

時の論文の著者であるRobinson

が学外評議員のような立場で

研究内容の評価に現れ, ｢君

たちの材料ではウイルスの量

が少なすぎて絶対ＤＮＡのク

ローニングはできない｣ と断

言して帰りました｡ 一同がっ

かりしましたが, 立ち直り,

この研究を, その頃ＤＮＡの

増幅法として革命的な手法で

あるＰＣＲ法を開発しつつあっ

た Cetus 社との共同研究とし

て再出発しました｡ しかし,

当時はまだ原始的なＰＣＲ法

の時代で, 時間だけが過ぎて

いきました｡ そこに現れたの

が Cetus 社の John Sninsky

でした｡ 彼は ｢一般的な核酸

の理論には反するが, わが社

の基礎研究では目的のＤＮＡ

が少ないときには Primer の

濃度を薄くした方がＰＣＲは

よく動くという結果なので,

試してみたら｣ と勧めてくれ

ました｡ これが突破口となり,

Brecht に肝炎を起こしたウイ

ルスは変異を起こしたＨＢＶ

であることが判明しました｡

これを機会に私は帰国するこ

とにしましたが, 実に３年が

過ぎていました｡

帰国後に研究者としてのポ

ストに恵まれていないと思わ

れたのか, チオレ教授は来日

するたびに連絡してくださり,

せっかく研究に興味を持った

のだからもう一度フランスで

仕事をしてみないか, と誘っ

てくれました｡ しかし, 私に

は研究者として生きる自信は

なく, 逆に研究している間も

臨床への回帰心を失うことは

なかったので, 開業する道を

選びました｡ 以来, 15年を経

過しましたが, 診療中もしば

しば頭の中にはウイルスの

ＤＮＡやＲＮＡの遺伝子地図

が浮かび, 遺伝子の発現調節

の状況が目に浮かびます｡ 振

り返れば, 岡上先生との出会

いから始まり, Robinson の

論文, Beckman の超遠心機,

Tiollais 教授, Brechot の肝炎,

ＰＣＲ法そして Sninsky と偶

然が重なり, ぐいぐいと肝炎

ウイルス研究に引き寄せられ

た15年と, 研究生活からの断

ち切りがたい思いを振り切っ

て自分なりの臨床活動の場を

得た後半の15年でしたが, 実

に忙しい余裕のない30余年だっ

たと思います｡ 今後はもう少

しゆったりした時間を過ごし

たいと願って止みません｡

(昭和23年生)
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新年おめで

とうござい

ます｡

京都府医師

会会員の諸先

生方におかれましては, すば

らしい新年をお迎えのことと

存じます｡

私の父や祖父等, 男系の先

祖で80才まで生きた人は誰も

いないので, 84才まで生きる

ことはないと考え, 筆をとり

ました｡

私が従事した放射化分析は

自然界に存在しないＢｒ (ブ

ロム) の非放射アイソトープ

を追跡する対象, 私の場合は

免疫グロブリンその他にラベ

ルして, 得たサンプルを原子

炉に入れて放射化して特定の

ピークの高さを測定し, 定量

します｡ 私の大学院学生時代

(昭和30年代から40年代初頭)

の頃は, 研究室の設備は充分

整っておらず, アイデアはあっ

ても研究手段が不備な時代で

したので, 蛍光抗体法, 種々

の電気泳動法, クロマトグラ

フィー等, 医局, 地縁, 血縁

を頼って専門家の教えを乞い

回りました｡ 当時, 放射化分

析法は医学の領域では未だ誰

も手掛けておらず, 京大理学

部放射線生物学の波多野教授

に奨められて, 東海村へ通い

始めました｡ その頃, 使える

原子炉は茨城県の東海村だけ

で, 東海道新幹線は開通して

いましたが, 東京から水戸経

由で行くのにほとんど１日か

かりました｡

昭和42年, ピッツバーグで

免疫学の研究に従事していた

頃に, 再び放射化分析の仕事

をする機会に恵まれました｡

ニューヨーク郊外のロング

アイランドにあるブルックヘ

ブン国立原子力研究所で研究

に従事する機会を得ました｡

東海村と比べるとはるか設備

がよく, ＭＤには難しい高放

射能な試料は, 安全になるま

で専門職員が管理しました｡

また, 職員用宿舎は家賃が給

料より高そうなマンションで,

楽しく毎日をすごせました｡

非常に警備がきびしく, カー

ビン銃をもったガードマンが

両側に立ち, 近くの海上の警

備艇も警備にあたっていると

いうことでしたが, ９.11テ

ロのことを考えれば無理から

ぬことと, 後になって納得し

ました｡

放射化分析は, 従来の商品

化されたアイソトープを使う

研究に比べ, 被験生物や細胞

に被爆による放射線の影響が

ないというメリットがありま

すが, ホットな状態からクー

ルダウンを待つのに時間を要

したり, 鉛ガラス越しにマジッ

クハンドを操作するのに熟練

を要します｡ また, 非常に経

費がかかることが問題だと思

います｡

前任地のペンシルバニア州

ピッツバーグで抗体産生細胞

の機能の研究をしていた頃は,

休暇を利用して自動車で大陸

横断, 縦断して学生時代から

行ってみたいと思っていたグ

ランドキャニオン, ヨネミテ,

ディズニーランド, ナイアガ

ラ等の観光地, デイトナ, イ

ンディアナポリスのレーシン

グサーキット, オーガスタナ

ショナル, オークモント, ペ

ブルビーチ等のゴルフ場等を

訪れましたが, ブルックヘブ

ンではエンパイアステートビ

ル, 自由の女神, メトロポリ

タン美術館, 更にボストン近

辺まで足をのばして知人の勤

務する大学や研究所を訪れま

した｡

幼稚園から大学院, 医局ま

で, 自宅から歩いて行けるく

らいの所で生活した ｢井の中

の蛙｣ にとって, この頃の生

活は驚きの連続でした｡

医局長命令で日本に帰ると

大学紛争の最中で, ここで研

究生活とはお別れになりま

した｡

僕の人生これでよかったの

かと反省することもあります

が, 72才まで無事に生きてき

たことを感謝しています｡

(昭和11年生)
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４年前の４

月１日に現在

の勤務先に異

動してきたの

だが, ３月31

日に院長の中島君が急逝した｡

いささかも予想できない事態

であった｡ 医学部の同窓であ

り, スキーの友であり, 家族

ぐるみの付き合いの相手でも

あった｡ 彼が７年間も院長を

しており, 経営管理を継続し

てくれる基盤の上に私が乗っ

かり, 新医師臨床研修制度を

肉付けする役割分担であった｡

中島君, 享年たった54歳｡

昨年７月には, またもや医

学部の同窓のＩ君を失った｡

軟式テニス部に所属し, 彼は

私の前衛｡ ひとえに私のせい

で, 負けてばかりいたのを懐

かしく思い出す｡ 小児てんか

んの権威で, 学究肌｡ 公立病

院のトップとして, 議会で赤

字責任を追及される日々もあっ

たらしい｡ 当院精神科外来で

うつ病の治療がなされ, 軽快

の旨を聞き及んでいた｡ 久し

ぶりに一度話し込もうと電話

をかけようとしていた矢先の

こと｡ 覚悟があったようだ｡

50歳代の同窓生の身近な死

に遭遇するたびに, 自らの黄

昏もひしひし実感する｡ しか

し, ｢還暦を迎える｣ という

文言がどうもしっくりこない｡

各種の同窓会にたまさか参加

してみても, 参加者の大半の

皮膚感覚のようでもある｡ 超

高齢社会にずっぽり突入して

いる現代の日本では, 昔年の

還暦が今の75～80歳くらいに

相当するのかもしれない｡

｢長くとも四十 (よそぢ)

に足らぬほどにて死なんこそ,

めやすかるべけれ｣ と述べた

兼好法師だが, どうやら70歳

くらいまで生き延びたようだ｡

そうすると, 理屈からは何十

年も ｢つれづれなるままに｣

生きたということになる｡ そ

の委細は知らないが, 民間病

院長の私の還暦は, つれづれ

からはほど遠い｡ ｢めでたさ

は小でしかなしおらが春｣ で

ある｡

経営が困難を極める｡ 収支

がうまくはかどらない｡ 必死

になって７：１看護配置基準

を取得したが, 稼動率を制限

せざるを得ず, 昨年暮のボー

ナス査定は低いものになって

しまった｡ 近い将来に混合診

療が部分的にせよ解禁されて

も, 当院にさしたる ｢売り｣

は見出しにくい｡

ハット・ヒヤリどころか,

インシデント・アクシデント

の類の報告が毎日上がってく

る｡ 大きそうなものには即座

に対応しているが, １日に５

つもあった時は, 夕方の気力

の衰えがはなはだしい｡ ある

医療事故では１億円近い示談

金が動いたが, 遺族側との半

年間に及ぶ交渉は, お互いに

身命をなげうつものであった｡

なお, 診療関連死の届出に関

する厚生労働省の試案に対し

て, 虎の門病院の小松秀樹氏

(『医療崩壊－｢立ち去り型サ

ボタージュ｣ とは何か』 の著

者) が昨年の晩秋にかみつい

ている｡ 政治的アジテーショ

ンの観もあるのだが, ｢日本

医師会の大罪｣ というすこぶ

る刺激的な記事が提出された｡

その中で ｢勤務医医師会の創

設｣ が強く主張されているが,

病院崩壊の昨今, 議論は避け

て通れまい｡

医師・看護師採用が思うに

まかせない｡ 良い人材となる

と, なおさらである｡ 産婦人

科医は, ３年間走り回っても

人材難のままである｡ 初期研

修医は何とか事足りているが,

後期研修医が有名な大病院に

流れやすい｡

影ばかりだが, 光も少しは

当たる｡ 当院の総合診療科の

拡充である｡ スタッフが10名

を越える組織になり, 救急部

や感染症科とも密に連携でき

ている｡ 光る理由の第１は,

減少する専門医を補完できる

からである｡ 理由の第２は,

医療の ｢雑用｣ の引き受け手

になれるからである｡ そして

第３の理由が, ＥＢＭの最大

の担い手であるからといえよ

うか｡

(昭和23年生)
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私はねずみ

年です｡ 十二

支のうちでは

もっとも小さ

い身体なので,

｢なに年ですか｣ ときかれる

と, いつもちょっとひけめを

感じる｡

私が生れる１年前に関東大

震災 (阪神淡路大震災級) が

あった｡ その年に父は東北,

岩手県の釜石に赴任した｡ そ

こは当時全くの田舎であった

が, 日本で数少ない製鉄所の

ある港町だった｡

私０才 (ねずみ年)：ちょっ

と変わった人が花の小鉢をもっ

て父をたずねてきた｡ それが,

かの宮沢賢治氏だったと母か

らきいたが, 私は赤ん坊であっ

たのでおぼえていない｡

12才：東北地方をおそった

米の大凶作の頃, 山形では

｢娘売ります｣ と書かれた看

板が町に立てられた｡ 大変に

苦しくつらい時代であった｡

この年, 父が胃出血で手術

後, 死亡した (がん？)｡ 危

篤の知らせを受け病院に急い

だが, その夜は大雪をかきわ

けながらのため, 死にめにあ

えなかった｡

24才：中国からの引揚げ船

に乗り, 山口県仙崎と中国の

東北地方コロ島を往復航行し

た｡ 中途で私自身が腸チフス

に罹患し, 錦州の収容所で約

２ヶ月間療養をうけた｡ ２名

の前軍医が治療をうけもって

くれた｡

36才：この年, 日本中が政

治に熱狂した｡ 60年安保闘争

がおこった｡ 国会前に30万人

が押し寄せた｡ 全学連による

デモが連日国会を取り囲んだ｡

この年, 西七条で医院を開

業しました｡

48才：沖縄返還の年｡ 月並

みな開業医生活であったが,

医師会のことなどが色々思い

出に残る｡

60才：ねずみの年も６回目

をむかえ, 赤いチャンチャン

コを家族から着せられる｡ バ

ブル経済, 財テク熱狂の年

来る｡

72才：バブルは崩壊, 医療

保険の改悪はじめ, めまぐる

しい制度の変化, 深刻な不況

のため, 病医院の進路はきび

しい｡

84才：おもわぬうちに年を

とり, 古鼠となりました｡ 視

力障害, 節々の痛み, もの忘

れ, その他数えだせばきりは

なし｡

(大正13年生)

平成18年８

月, かねてか

ら訪ねてみた

いと思ってい

た北欧, フィ

ヨルドを旅することができた｡

夏休みを利用し, ツアーに参

加した｡フィンランド,スウェー

デン, ノルウェー, デンマー

クの４カ国の旅です｡ 北欧は

森と湖の国というイメージを

持っていた｡ しかしその森と

湖は日本で育った私のイメー

ジとはずいぶん異なっていた｡

フィヨルドが氷河の侵食によ

り形成されたことは知ってい

た｡ しかし, 考えてみれば当

然のことかもしれないが, フィ

ンランドも氷河に侵食されて

できた国土であった｡ 緑豊か

に見える森は岩盤の上のわず

かな土の上に生育していると

のこと｡ 湖の底も岩盤とのこ

とです｡ 水は透明ではなく落

ち葉の影響か, 茶色であった｡

日本の透明な水を見ている私

にはとても美しい湖とは思え

なかった｡ 氷河はフィンラン

ドを侵食し, 土石を押し流し,

オランダを作ったとのこと｡

遠浅の北海も同じように氷河

に運ばれた土石により形成さ

れたものと推測した｡ノルウェー

では, 近年になく暖かいと説

明され, 後退してゆく氷河を
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眺め, 地球温暖化の現実を目

の当たりにした｡

近年, 地球温暖化, 異常気

象が盛んに喧伝されています｡

確かに, 経済活動が活発にな

り, 化石燃料が燃やされ, 空

気中の二酸化炭素が増加し,

地球温暖化が加速しているこ

とに異を唱える気はさらさら

ありません｡ しかし, 私は中

学生時代, 理科室の地球年表

をみて, 氷河期や温暖期が繰

り返されていることを不思議

に思ったことを記憶していま

す｡ 何故このような変化がお

きたのかと不思議に思ったこ

とを記憶しています｡ 化石燃

料から出る二酸化炭素が地球

温暖化の原因のひとつとして

問題になっています｡ しかし,

元はといえば化石燃料も空気

中の二酸化炭素が動植物に取

り込まれ, 形成されたもので

はないのでしょうか｡ ならば,

以前, 空気中に二酸化炭素が

豊富に存在し, 温暖で巨木が

繁茂した時期があったはずで

す｡ その巨木が地中深く埋め

られ石炭や石油になり, 結果

として空気中の二酸化炭素が

減少した時期は多少寒冷になっ

たのでしょうか｡

確か, 今は氷河期が終わり,

１万数千年経過した時期と理

解しています｡ ノアの洪水は

何を指しているのでしょうか｡

以下のような仮説があるよう

です｡ 氷河期の黒海は, 今の

アラル海のように海から隔絶

され, 海抜マイナス何十メー

トルかであったのではないか｡

そして, 氷河

期が終わり,

海水面が上昇

し, ボスポラ

ス海峡を超え

て黒海に海水

が流れ込み,

ノアの洪水と

記憶されたの

ではないか｡

もしこのよう

な仮説が事実であったなら,

黒海に海水が流れ込んだとき

の当時の人たちの驚天動地は

いかほどであったであろうか｡

地殻変動, 気象変動を想像す

ると興味深いものがある｡ 日

経新聞にセルビアの地球物理

学者ミランコビッチの説が掲

載されていた｡ 地球の地軸の

傾きのわずかなズレや公転要

素の小さい変化に伴い, 地球

表面の日射量が周期的に変動

し, ２万年から10万年の長い

周期での変化が氷河期と間氷

期をもたらすとのこと｡ 気象

の変化は地殻変動だけではな

く, 地軸の傾き, 地球の公転

なども影響しているらしい｡

今は地球規模で温暖化が進

行している時期に, 人間の経

済活動により, 温暖化がさら

に加速されているだけである

と私は理解している｡ 地球温

暖化により生態系が大きく変

わるであろうが, 永い地球の

歴史の中で繰り返されてきた

一こまに過ぎないと私は推測

している｡ 数千年かけて起き

ていた気象の変化がわずかの

期間内に起こるようになった

だけではないのか｡

近年の経済活動により引き

起こされた地球温暖化対策の

問題はあまりに大きい｡ 地球

規模で人類の協力は可能であ

ろうか｡ まず, われわれ一人

ひとりが問題意識をもって生

きてゆくことから始めること

が大切であろう｡

(昭和23年生)
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私が医療に

たずさわるよ

うになり33年

が経過しまし

た｡ 振り返っ

てみると, 36歳で渡辺医院を

開院, 48歳の時には地域貢献

できる医療をとデイケアを併

設するなど, 回り年を期に医

者としての転機を迎えていた

というか, 招いていたことに

気づきました｡ そして, ５回

目の周り年を迎えようとして

いる現在は, 訪問診療に走り

まわる毎日です｡ この間には

介護保険制度の開始や改正,

医療保険制度も在宅医療重視

へとめまぐるしく変動があり

ました｡ この変動の中, ｢地

域の方に安心して生活してい

ただける在宅医療の提供を｣

という思いをコンセプトに,

介護保険事業の開始や, 24時

間365日対応可能な訪問診療

の開始など在宅医療への道を

走ってきたように思います｡

最近特に, 外来診療や訪問

診療などの地域医療を通じ,

実感していることがあります｡

それは, 在宅での医療や看取

りを望まれる方が再び増加し

てきたということです｡ 昨年

度の当診療所で在宅の看取り

に関わらせていただいた患者

さんは10名でした｡ どの患者

さんもその方らしい, そして

そのご家族らしい最後の時間

を過ごしていただくことが出

来ました｡ この患者さんひと

りひとりの看取りやそれまで

の関わりを通じ, ｢ひとは,

生きてきたように残された時

間を過ごし, その方らしく最

後の時を迎える｣ ということ

を実感し教えていただきまし

た｡ 毎日を自分らしく過ごす

こと, つまり生き様の大切さ

を学びました｡

では, 今私が自分らしく過

ごすということは？と考えて

みました｡ やはり患者さんや

ご家族が望む場所で安心して

その方らしく過ごしていただ

けるよう, 医療者として一人

の人として支えるという事で

しょうか｡ そのためにこのま

ま走り続けるのも子 (ねずみ)

年の性分でいいかなと思って

います｡ しかし, 今年はせっ

かくの回り年なので, 今まで

のように転機 (節目) になる

ものを, 地域や患者さんに還

元できる私らしい形のものを

つくりあげたいなと思うこの

頃です｡

(昭和23年生)

初夏のいつ

頃でしたか,

宝ヶ池子供の

楽園を背にし

て, 高野川の

堤防沿いにたたずんでいまし

た｡ 水面から顔を出す岩石に,

なんとも言えぬ愛らしい清楚

で美しいカワセミが止まって

いました｡ 少々周りをせわし

なく動いていましたが, 飛び

去るまで眺めていました｡

その時想い出しましたのは,

以前何回となく高野川沿いに,

途中, 花折峠を越えて, ここ

からが難渋, 紆余曲折の狭い

穴ぼこありの地道道路を車で

走り, 安
ア

曇
ド

川で鮎つりをして

いました｡

途中トンネル, 新道路の完

成で, あの難路を通ることな

く速く安全で容易に到着でき

るようになり大助かりのはず

が, 大した理由もなくあれほ

どまで好きな鮎つりをやめて

しまいました｡ この頃から,

釣り成果は別として, 釣りファ

ン, 漁業組合の人の気質も変っ

たのか, 多数のカワ鵜の飛来

もありまして, 興味は激減,

気分が消失したのでしょう｡

この日は室内から外へ誘わ

れるような, またとない心地

よい陽気でした｡

ＴＶ囲碁講座をみながらう
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たた寝をしていましたが, リ

モコンチャンネルに触れたの

か, 急に大きな声が聞えて,

画面に竹薮の中から現われた

虚無僧と対峙する胡散臭い連

中 (筋書きはどうでもいいの

です)｡

ここが見飽きない楽しいシー

ンです｡

映画の全盛時代は邦画, 洋

画を問わず名監督の作品はよ

く見ましたが, 近頃では足遠

く, 映画館にごぶさたしてい

ます｡

最近ではキタノタケシ監督

の受賞作品はみていませんが

残念です｡

ＴＶで面白い所で中断, お

定まりのコマーシャルが流れ,

○○家電, ○○ガス, ○○自

動車, etc が一様にＣＯ２ 規

制, 温暖化防止, クリーンな

地球を‥‥おおむねこんな調

子で語られています｡ 国際環

境京都会議の京都議定書につ

いて, 各国の足並みが揃わず,

順守が今一つで目的数値まで

ほど遠いようです｡ 新聞,

ＴＶでは地球温暖化による異

常気象が生じ, 所によっては

大洪水, 大干魃で地球のどこ

かで甚大な被害が発生してい

るのが報道されています｡

開発の名で森林の大伐採に

よる広大な緑地の消失, 土地

の荒廃, 砂漠化の拡大は周知

のごとくです｡

未開地に生息する動植物の

著しい減少, 泣き叫びが人類

に強い警告のメッセージを発

しているようです｡

非生物資材による巨大な建

造物の耐用年数を含む維持管

理, ＱＯＬが向後ますます深

刻な問題となるでしょう｡ 巨

大な建造物 (高速道路, 橋梁,

etc) のとり壊しを含む巨大

な産業廃棄物に要する膨大な

費用と公害対策は考えるだけ

でも大問題です｡

石油の高騰で騒然としてい

ますが, 遠い将来, 資源の枯

渇は必定です｡

化石燃料以上に深刻なる水

不足とか水飢饉が生ずれば,

恐ろしい限りです｡

先日ふと本屋でミステリー

小説を探していました時, 隣

のコーナーで中高年と思しき

２～３人の方々が, 熱心に歎

異抄を読んでいました｡ 瞬時,

流し眼で難文スタイルの文章

の感がしました｡ ご立派です｡

私は注釈文でやっと読める

程度ですが‥‥｡

話は脱線しますが, 日本国

憲法の平易な文章, 分りやす

く, 人それぞれの解釈はある

でしょうが, 随所, 所々読ん

でいます｡

ＴＶコマーシャルに流れる

請売ではありません｡ 誰の考

えも一緒で, 平和で静かな世

の中でありますように望んで

います｡

(昭和11年生)

私は何歳に

なったからど

うとか, 年相

応とか節目と

か, 全く考え

ない方である｡

成人式も, 20歳になって何

かが急に変わるわけでもない

ので, 興味がなく何もしなかっ

たし, 厄年のお参りにももち

ろん行ったことがない｡

洋服も気にせず, しばしば

娘と同じ店で買う｡

１年ほど前に年金の問い合

わせの手紙が来た時, 自分は

掛け金を払うだけで, もらう

こととは無縁という意識があっ

たので, 少し驚いた｡

そういえば, 夫は今年の誕

生月の７月をもって定年退職

である｡

定年後は外国で趣味の仕事

(収入はほとんど見込めない)

をするといって, 昨年から準

備のため大学院に行っている｡

退社後大急ぎで会社近くの大

学のサテライトキャンパスに

行き, パソコンで授業を受け

ている｡ 少ないながら退職金

ももらえるが, 私にはお裾分

けはないそうだ｡

一方, 私は今仕事をやめる

など考えられない｡ 収入がな

くなれば本格的老後の生活に

十分足りるだけの貯えがない
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ということもあるが, 働かな

いこと自体が不安である｡ 続

けられる仕事があって元気で

働けるのが人間の幸福だと思っ

てきた｡

だから, 楽しみながらも不

安がっている主人を見ると,

自動的に退職させられるサラ

リーマンと違い開業医はいい

と思う｡

しかし, 内科医だった父は,

午前まで診療をして午後に入

院｡ そして11か月の病院生活

の末, 一度も家に帰れず死ん

でしまった｡ 72歳だった｡ 両

親はこれから２人で旅行に行っ

たりゆっくり暮らそうと思っ

ていたところだった｡

後継者がなく廃院したのだ

が, レセコンを新しくしたと

ころだったので高額のリース

料を一度に払った｡ レセコン

はもちろん持って行かれてし

まった｡

母は ｢お父さんみたいにな

ると馬鹿馬鹿しいから, いつ

でも行きたい所に行って, し

たいことをしたほうがいいわ

よ｡ たとえ診察を休んでも｣

という｡

私もつくづくそう思うが,

なかなかお盆, 正月以外は休

診にしにくい｡

しかし, そんなことを言っ

ていて取り返しがつかなくな

るといけない｡ 私の人生, 私

の時間だ｡ しかもだいぶ減っ

ている｡ これからは本気でや

りたいことがある時には仕事

も休もうと思う｡

最近は以前のように, バス

や電車に間に合うよう全速力

で走れなくなり, 無理をする

と地下鉄の駅の階段から転げ

落ちそうではないか｡ 指が乾

燥して, スーパーのレジ袋が

くっついてなかなかあけられ

ない｡ 気がつけばストレッチ

の効いた楽な素材の洋服が増

えている｡

子年の初めにあたり, 一応

70歳を定年と決めて準備にか

かろう｡

老後の人生は鳥のように荷

物なく自由に飛んで過ごした

いので, まず持ち物の整理だ｡

徐々に身の周りをシンプルに

していきたい｡ 考えると浮き

浮きしてきた｡ フランス人の

ように定年の時にはおめでと

うと言ってもらおう｡

私自身の賞味期限は迫りつ

つあるが, 消費期限は大丈夫？

と信じて, まずは定年まで頑

張ることにしよう｡

(昭和23年生)

明けまして

おめでとうご

ざいます｡ 医

療はサービス

業であるとし

て, 最近は商品の売り買いを

する一般の商店や会社と同列

に考えられているようですが,

病院ほど多岐にわたる事業を

展開している“会社”が他に

あるでしょうか｡ 病院には検

査屋, 修理屋, くすり屋, お

風呂屋, マッサージ屋, ホテ

ル旅館業, レストラン業など,

色々な職種のサービスが集まっ

ています｡ 多角経営をしてい

る総合商社にも似ていますが,

総合商社は各部門が別々の顧

客にそれぞれ異なったサービ

スを提供するのに対して, 病

院はひとりの顧客を相手に全

てのサービスを同時に行って

いるという点が明らかに異な

ります｡ したがって, これら

のサービスのどの１つがうま

くいかなくても, 顧客満足が

得られません｡ 患者さんが必

要とするサービス・商品を可

能な限り取り揃えて, 誰でも

自由に手に入れられるという

意味では, 病院はコンビニに

近い形態といえるでしょう｡

さらに職種が多いだけでな

く, ひとりひとりの職員が種々

の役割を同時に果しているの
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も病院の特徴でしょうか｡ た

とえば医師は検査屋, 修理屋,

病気の知識をわかりやすく伝

える教師であり, 説法する僧

侶までこなさないといけない｡

また看護師はキャビンアテン

ダントか, 交通整理の巡査の

ように, 時々は悩みの相談室

長, 患者さんの母となり娘と

なりという具合です｡ コンビ

ニの店長も宅配やらお金の振

り込みやらで, 仕事内容が多

くなってきているようです｡

また最近は, リスクを負い

たくないとの理由で, リスク

の少ない診療科を選び, 専門

外の病気を診ない医師が増え

ています｡ しかし, そのため

に周辺の医学知識・経験が不

足し, 患者さんの全体像を診

られないので, かえってリス

クが高まります｡

このように病院は同時進行

的に多岐にわたるサービスを

提供し, 医師は多様な役割を

こなし, 専門外についても幅

広い知識と経験を持っていな

ければならない｡ そんな無理

なことが, 皮肉なことに病院

の規模が小さくなるほど強く

求められているのが現状です｡

特別な治療を望む患者さんは

日本中どこにでも行く時代｡

私の勤務する済生会京都府病

院の使命は, 乙訓地域の中核

病院として住民の医療ニーズ

にきめ細かく対応することで

す｡ その昔, 大型店ができ,

ブランドを扱う専門店ができ

て, 小売店はコンビニに姿を

変えてきました｡ 近くにあっ

て必要なものが最低限揃うの

がコンビニ, 24時間対応でき

るのがコンビニ｡ 病院のいわ

ゆるコンビニ化が問題視され

ていますが, 地域にコンビニ

的病院が必要であるのは間違

いありません｡ 誇りを持って

できるだけ高級なコンビニに

なりたいと思います｡

(昭和23年生)

音楽鑑賞や

オーディオが

趣味という方

は多いと思い

ますので, あ

まり気乗りはしなかったので

すが, 新春号の原稿依頼を受

けて他にどれ一つ ｢私の趣味

です｣ と誇れる物はありませ

ん｡ 食い意地が張っています

ので, 以前ハーブ栽培に凝っ

たこともありましたが, 現在

は中断しています｡ しかし,

あえて好きなことで長く続い

ていることを趣味とするなら

ば, 音楽鑑賞かと思います｡

詳しい方も多く, お叱りを受

けるのを覚悟で書きました｡

さて, 音楽鑑賞は若い頃か

らずっと好きで, ジャンルを

問わずよく聴いていました｡

音楽鑑賞をするには, やはり

演奏会場に足を運び感動する

のが良いのでしょうが, 好き

な時に好きな音楽を聴くとい

う訳には参りません｡ そこで,

普段はオーディオ機器を使う

手軽な方法で楽しんでいます｡

一口にオーディオ機器といっ

ても幅は広く, 奥も深いよう

です｡ 入門者用にはラジカセ,

コンポタイプのセット機器や,

ｉｐｏｄのようなデジタルオー

ディオ機器があります｡ また

上級者用は, 好みのオーディ

オパーツを組み合わせたハイ

エンドオーディオシステムと

いった具合です｡ それでは,

オーディオ上級者は何故あれ

これ組み合わせて, より良い

オーディオシステムを求める

かということですが, 私なり

に独断と偏見で解釈すると,

１つは雑音成分を減らすこと

が大きいようです｡ 長時間聴

いていると雑音はやはり疲れ

ますし, 出来るだけ心地良い

音が良いのでしょう｡ もう１

つは, 生の音に近く, 感動出

来る音を出したいということ

のようです｡ 確かに機器のグ

レードが上がればＣＤ等の情

報を引き出す能力が上がると

いうことも多いと思います｡

ただし, 数少ない私の経験で

はありますが, 演奏会場や席

の位置でも音は違うように思

いますし, 自分の耳が頼りと

いう面が多々あります｡ 要は

自己満足の世界なので, 自分

が満足し, 感動出来ればそれ

で良いのだと愚考しています｡

ところで, 現在私が聴いて

いるオーディオ機器はスピー

カーが30年近く前の物です｡

2008年(平成20年)１月１日 No.1876 57

������
��	


上京東部 前田 正明



秋葉原で聴いて非常に気に入っ

たのですが, 当時としては買

うのに相当勇気が必要でした｡

最近の進歩したスピーカーか

らすると時代遅れかもしれま

せんが, 愛着がありますので

小道具であれこれ小細工をし

ながら聴いています｡ 昔はク

ラシックを演奏会場の雰囲気

を再現しようとして大音量で

聴くことも多かったのですが,

部屋の大きさ等からして, 会

場と同じ音の再現は不可能で

あることを最近悟りました｡

そして聴く音楽もポップス系

が多くなり, ＣＤの購入もア

マゾンやＨＭＶ等のインター

ネット販売をよく利用してい

ます｡ 手軽なので, 昔のレコー

ドがＣＤ化されるとつい買っ

てしまい, 増え過ぎたＣＤの

収納に困っています｡ 昔は一

般的だったレコードは管理が

少々面倒で雑音も多く, ごく

希に聴く程度です｡ しかし,

レコードではＣＤ化で切り捨

てられた音域も再現出来ると

のことで, あえてレコードを

買われる方も多いようです

また, 最近ではＣＤの入れ

替えが面倒な時もあり, パソ

コンでｉＴｕｎｅｓ等の音楽用

ソフトを使って, ＷＡＶファ

イルに変換してハードディス

クに保存し, ｉｐｏｄやＵＳＢ

オーディオプロセッサーから

アンプ等に繋いで, ＢＧＭ的

に楽しむことも多くなってき

ました｡ また, ＣＤより高音

質のＳＡＣＤやＤＶＤオーディ

オ, そしてインターネットの

普及によるデジタル音源の配

信等, まだまだ色々な楽しみ

方が増えてきそうです｡

(昭和23年生)
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12月９日, 豊元ビルにて納め句座を開き

ました｡ 本年も地球の温暖化のため残暑が

長く続きましたが, 12月ともなると木枯ら

しも吹き, 街路樹の銀杏黄葉が散り, 歩道

を黄色に染めております｡ ９階の会場は静

かで, 街の雑踏もなく句会を楽しみ, 和や

かな歓談のうち本年の句会を終えました｡

高齢化した句会ですが, 来年も全員健康

で句会に出席できますように祈りつつ｡

(当番 妃佐子)

��������	
���

井上代志子

������������

上山 青柿

�������������

小林 明子

 ��!"#�$%&

田村江津子

'(
)�*+,
-�.

福原 宏一

/
0�*12�345678

西村妃佐子

12月例会

インシデントレポート ｢他山の石｣ 投稿募集
内 容：これまでに体験した ｢ヒヤリ・ハット｣

事例
形 式：特別な形式はありませんが, ①事例内容

②発生要因③その後の対策等についてご
紹介ください｡

資 格：本会会員のみ｡ 掲載に関しては原則
｢匿名｣ とさせていただき, 関係者など
が特定できない形での掲載となります｡

字 数：約1,000字程度
送付先：京都府医師会 総務課

投 稿 歓 迎

｢会員の声｣ は医療についての意見,

医師会への要望, 批判などを, ｢北山杉｣

は紀行文, エッセイなどの読みものを取

り扱うことにしています｡

字数は1200字程度, 原稿は府医 ｢京都

医報｣ 編集部までお届けください｡
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京医選管発第34号

平成19年12月16日

当該地区選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

京都府医師会代議員選挙 (中京西部) における当選人について (告示)

平成19年12月16日執行の京都府医師会代議員選挙における当選人が決定いたしましたの
で, 府医選挙規定第32条により告示します｡

記
府医代議員当選人 (届出順)

岡田楯彦, 坂中俊男, 一色哲志, 木戸 敬, 尾崎信之, 島津恒敏
なお, 開票結果は次のとおりです｡
岡田楯彦 候補 ９票 坂中俊男 候補 ９票 山本正人 候補 ３票
一色哲志 候補 ８票 木戸 敬 候補 ８票 尾崎信之 候補 27票
島津恒敏 候補 ６票 無 効 票 ０票

計 70票 投 票 率 28.5％

京医選管発第35号

平成20年１月14日告示

当該選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

京都府医師会代議員・予備代議員補充選挙について (告示)

前号予告のとおり, 代議員・予備代議員の補充選挙を下記のとおり実施します｡ 当該地
区の選挙人におかれましては自ら立候補あるいは適任候補者をご推薦くださるようお知ら
せします｡

記
＜告 示 日＞ 平成20年１月14日(月・祝)
＜投 票 日＞ 平成20年２月３日(日) 午後２時～５時
＜投 票 所＞ 西京：西京区上桂前川町116 インペリアル上桂202号室 西京医師会事務所

綴喜：京田辺市花住坂３丁目２－４ 沢井内科医院
＜定 数＞ 西京 代議員６名・予備代議員６名

綴喜 代議員２名・予備代議員１名
＜立候補締切日＞ 平成20年１月16日(水) 午後４時

※立候補の届出は文書にて府医選管委員長宛
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京医選管発第36号

平成20年１月17日

選挙人 各位

京都府医師会選挙管理委員会

委員長 矢野 想之輔

京都府医師会監事ならびに裁定委員の選挙について (予告)

現在の京都府医師会監事ならびに裁定委員の任期が平成20年３月末をもって満了となり

ます｡ 府医定款第17条第３項, 同43条第１項ならびに府医選挙規定第18条に基づき, 監事

ならびに裁定委員の選挙を次のとおり実施しますので, 予告します｡

記

＜告 示 日＞ 平成20年１月27日(日)

＜立候補届出締切日＞ １月29日(火) 午後４時

＜投 票 日＞ ２月16日(土)

＜投 票 ・ 開 票 所＞ 京都府医師会第176回臨時代議員会議場

＜定 数＞ 監事２名 裁定委員15名

※立候補届は文書をもって府医選管委員長宛 (府医事務局総務課) ご提出ください｡

『平成20年４月１日発足に向けての一人
医師医療法人の設立申請書』 の受付を下記
の要領で行います｡
＜受付要領＞
①平成20年４月１日発足の申請をされる方
は, 平成20年１月30日(水) までに事前
概要書を府医師会事務局総務課までご提
出ください｡
②事前概要書にもとづいて, 京都府医療室
によるヒアリング (原則２回) が行われ,
その後, 本申請書 (正本・副本各一部ず

つ) を京都府医療室へご提出いただくこ
ととなります｡
③一人医師医療法人の事前概要書ならびに
各申請用紙は府医師会事務局総務課にご
ざいますのでご連絡ください｡
④なお, 申請にあたり税務相談も行ってお
ります｡ 本会顧問税理士による個別相談
もいたしますので, 事前に相談ご希望の
旨を府医師会事務局学術生涯研修課まで
ご連絡ください｡

平成20年４月１日
発 足 分 ｢一人医師医療法人｣ の申請受付

平成20年１月30日(水) までに ｢事前概要書｣の提出を

事 務 局 か ら の お 知 ら せ
府医事務局は１月７日(月) からの業務となります｡ ご了承ください｡
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◆償却資産の申告制度

固定資産税は, 土地・家屋のほか, 償却資

産 (土地・家屋以外の事業の用に供すること

ができる資産) についても課税されます｡ そ

の所有者には申告義務が定められており, 毎

年１月１日現在に所有する償却資産について

申告していただく必要があります｡

◆申告書の提出期限・提出先

○平成20年１月31日(木)

○資産所在の区役所 (支所) の固定資産税課

(課税課)

※資産の多少や異動の有無にかかわらず毎年,

申告書を提出していただく必要があります｡

※申告書がお手元に届いていない場合は, 資

産の所在する区の区役所 (支所) の固定資

産税課 (課税課) までご連絡ください｡

◆償却資産とは

土地・家屋以外の事業用資産 (自動車税お

よび軽自動車税の課税客体となるものは除き

ます)

※受変電設備, 発電設備, 無停電設備, サー

ビス設備 (厨房洗濯等) などについては,

家屋評価 (課税) に含めませんので, 経理

上の区分にかかわらず, 償却資産の申告対

象となります｡

◆償却資産の課税

○評価…固定資産評価基準に基づき, 取得価

額を基礎とし, 取得後の価値の減価

(旧定率法) を考慮して評価いたし

ます｡ なお, 評価計算後, 同一区内

における課税標準額の合計が150万

円 (免税点) 未満の場合には課税さ

れません｡

○税額…課税標準額×1.4％

◆リース資産の取り扱い

実質的に割賦販売であると認められる場合

(リース期間終了後に譲渡されることになっ

ている場合など) は, ユーザー (買主) が申

告を行うことになります｡

◆家屋の所有者以外の方が取り付けた家屋の附

帯設備について

家屋の所有者以外の方が事業の用に供する

ため, 平成16年４月１日以降, 家屋に取り付

けた内装や建築設備などといった附帯設備は,

すべて償却資産の申告対象となります｡

◆取得価額30万円未満の少額資産の損金算入特

例について

租税特別措置法の規定により取得価額30万

円未満の少額資産を一時に損金算入した場合

については, 償却資産の申告対象となります｡

◆実地調査について

京都市では, 償却資産の申告が適正に行わ

れているかを確認するため, 帳簿確認調査を

実施しています｡

調査のため, 所得税・法人税申告書類や決

算書類の開示または写しの提出を求める場合

がありますので, ご協力をよろしくお願いい

たします｡

【問合わせ先】

���������	
��������������

����������� !��"��#$

���	�	�	�

京都市からのお知らせ
平成20年度

償却資産(固定資産税)の申告について

資
産
の
一
例

構築物
看板, 広告塔, 植栽, 門, 塀,
舗装路面, 立体駐車場 など

車両・
運搬具

配膳車, 運搬用具 など

工具・
器具
備品

医療用器具, 検査装置, 手術
台, 事務用備品, 書庫, 保管
庫, 応接セット, 音響機器,
パソコン等ＯＡ機器, 金庫
など
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2008年の新年会は, 華道 ｢未生流笹岡｣

次期家元 笹岡
ささおか

隆
りゅう

甫
ほ

氏をお招きし, 『新春

花活けパフォーマンスとフルートのコラ

ボ』 を企画いたしました｡

皆さまとともに, 新年の楽しいひとと

きを過ごしたいと思います｡

お誘い合わせの上,多数ご参加ください｡

日 時：１月26日(土) 午後４：00～７：00

(受付 ３：30～)

場 所：ウェスティン都ホテル京都

東館２階 『山城の間』

(TEL 075－771－7111)

会 費：12,000円 (会員)

13,000円 (会員外)

会長 小柴 通

企画委員長 隅田 友子

担当 大槻 眞美 山本 知美

林 美保 (TEL 090－1951－4700)

新年会のご案内

と き 平成20年２月２日(土) 午後２時～４時

ところ 京都府医師会館

①｢新型インフルエンザガイドライン策定の経過について｣ (京都府より)

②講 演 (２時30分から)

｢(仮題)新型インフルエンザ対策ガイドラインの概要～医療の面から｣
国立感染症研究所感染情報センター主任研究官 森兼 啓太氏

共 催 京都府医師会・京都府・京都市

新型インフルエンザ対策研修会

と き ２月15日(金) 14：00～16：00

ところ 京都府医師会館

講 演 『これからの診療情報管理について～診療情報管理士の役割を含めて～』
日本診療録管理学会理事長 大井 利夫氏

診療情報管理について, ＤＰＣの導入や機能評価の受審が急速に普及していく中

で, どのように合理化をはかり質の向上とコストセーブを実現するかを中心に,

診療情報管理士の今後の活動のあり方やその重要性も考える｡

参加費 １人 1,000円

共 催 京都私立病院協会, 京都府病院協会

後 援 京都府医師会

申込先 京都私立病院協会事務局 担当／城内・藤田 (TEL 075－313－2686)

��������
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会員消息�

＜入 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

藤田 博 Ｂ 上東
上京区釜座丸太町上ル
京都第二赤十字病院

231－5171 循

中尾 禎造 Ｂ 西陣
北区北野上白梅町35
児玉外科医院

463－9050 外

森 康治 Ｂ 下西
下京区西七条南衣田町93
明石病院

313－1453 整外

古谷 誠一 Ｂ 左京
左京区田中門前町103－５
ルイ・パストゥール医研附診療所

791－8202 放

細川 典久 Ｂ 山科
山科区音羽珍事町２
洛和会音羽病院

593－4111 腎内

神谷 亨 Ｂ 山科
山科区音羽珍事町２
洛和会音羽病院

593－4111 総合診

＜異 動＞

氏 名 会員
区分 地 区 医 療 機 関 電 話 診療科目

玉本 晃 Ｂ→Ｂ
中西→
綾部

綾部市高津町三反田１
京都協立病院

(0773)
42－0440

児

杉本 よし Ａ→Ｄ
中東→
中東

－ － －

※Ｄ会員は住所・電話番号はご自宅となるため, 掲載しておりません｡

訃 報

中野 豊氏／伏見・向島・11月13日ご逝去・57歳
小崎 信志氏／綴喜・八幡・11月18日ご逝去・81歳

＜退 会＞

氏 名 会員
区分 地 区 氏 名 会員

区分 地 区 氏 名 会員
区分 地 区

高垣 伸匡 Ｂ 宇治 廣中 愛 Ｂ 宇治

【報 告】

１. 地区医師会との懇談会の状況

２. 第５回会館建設小委員会の状況

３. 府医・地区医合同選挙管理委員会の

状況

４. 第２回後期高齢者医療協議会の状況

５. レセプト出張受付の状況

６. 第11回基金・国保審査委員会連絡会の

第30回定例理事会 (11.15)
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状況

７. 京都府介護保険審査会の状況

８. 産業医研修会の状況

９. シンポジウム ｢ＤＶに巻き込まれた子

どもたちへの支援を考える｣ の状況

10. 第14回基本健康診査委員会の状況

11. 京都府糖尿病対策推進講習会－コメディ

カルのための療養指導－の状況

12. 学校心臓検診精検症例検討会の状況

13. 第16回日本婦人科がん検診学会学術集

会の状況

14. 感染予防対策講習会の状況

15. 第８回感染症対策委員会の状況

16. 第14回府医健康講座の状況

17. 皮膚の日の状況

18. 第６回京都救急医療研究会の状況

19. 第１回ＦＩＭ講習会実行委員会の状況

20. 第10回脳卒中登録事業委員会の状況

21. 府医学術講演会の状況

22. 第８回医療安全対策委員会の状況

23. 第６回医療事故処理室の状況

24. 京都府医療推進協議会主催 『これから

の医療・介護・福祉を守るために～みん

なが安心できる社会を目指して』 の状況

【議 事】

25. 会員の入会・異動・退会５件を可決

26. 常任委員会の開催を可決

27. 府医・会員メーリングリスト利用規約

の改訂を可決

28. 地区医師会との懇談会の開催を可決

29. 総務部会の日程変更を可決

30. 事務局作業室の印刷機 (タナック) の

購入を可決

31. 第12回基金・国保審査委員会連絡会の

開催を可決

32. 第７回がん登録事業委員会開催中止を

可決

33. 第２回ＦＩＭ講習会実行委員会の開催

を可決

34. 産業医研修会の共催を可決

35. 京都府立医大附属病院地域医療連携室

主催の講演会への講師派遣を可決

36. 介護認定審査会平準化研修へのパネリ

スト派遣を可決

37. 京都市国保への特定健診の見積書再提

出を可決

38. 舞鶴市への特定健診, 生活機能評価の

見積書提出を可決

39. 第５回医療安全シンポジウムの開催を

可決

40. 第５回医療安全シンポジウムにかかる

新聞広告を可決

41. 府医学術講演会の開催を可決

42. ｢国民医療を守る決起大会｣ への参加

を可決

43. 京都市配布冊子 ｢赤ちゃんといっしょ｣

広告掲載を可決

【報 告】

１. 会員の逝去

２. 両丹医師会合同協議会の状況

３. 第８回情報企画委員会の状況

４. 監査再開の状況

５. 地区社会保険担当理事連絡協議会の状況

６. 基金合審の状況

７. 第14回社会保険研究委員会の状況

８. 第38回全国学校保健・学校医大会の状況

９. 乳がん検診・子宮がん検診合同研修会

の状況

10. 北部学校医研修会の状況

11. 第10回学校保健委員会の状況

12. 平成19年度肺がん検診研修会の状況

第31回定例理事会 (11.22)
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13. 産業医研修会の状況

14. 第８回産業医部会正副幹事長会の状況

15. 第10回子宮がん検診委員会の状況

16. きょうと健康長寿日本一プラン政策検

討会の状況

17. ｢在宅医療のための生涯教育シリーズ

第２回｣ の状況

18. 第14回地域ケア委員会の状況

19. 第17回救急委員会の状況

20. テロ災害合同訓練の状況

21. 2008サミット関係機関警備対策会議の

状況

22. 感染予防対策講習会の状況

23. 第13回スポーツ医学委員会の状況

24. 府医学術講演会の状況

25. 第12回医業経済・融資斡旋委員会の状況

26. 看護専門学校３年課程推薦入学試験の

結果

27. 平成19年都道府県医師会広報担当理事

連絡協議会の状況

28. 第10回日医介護保険委員会の状況

29. 平成19年度第７回近医連常任委員会の

状況

30. 平成19年度近医連医業経営担当理事連

絡協議会の状況

31. 第56回近医連学校医研究協議会総会の

状況

32. 平成19年度近医連学校医研究協議会第

２回理事会の状況

33. 第26回南部四地区医師会連絡協議会の

状況

34. 平成19年度第２回在宅医研修会の状況

【議 事】

35. 会員の入会・異動・退会７件を可決

36. 常任委員会の開催を可決

37. 広報誌 『Be Well』 の発刊を可決

38. 第９回産業医部会正副幹事長会の開催

を可決

39. かかりつけ医認知症対応力向上研修・

地域連携シンポジウムの開催を可決

40. 第４回学校検尿事業委員会の開催を可決

41. 京都市国保への特定保健指導の見積書

再提出を可決

42. 救急告示医療機関の指定更新申請を可決

43. 府医学術講演会の開催を可決

44. 地区医師会・専門医会税務担当理事連

絡協議会の開催を可決

45. 融資斡旋を可決

46. 第28回府医ボウリング大会の開催を可決

47. 平成19年度第３回都道府県医師会長協

議会への出席を可決

48. 介護保険制度下において､ 真の高齢者医

療施設を存続させる署名への協力を否決

～ １月度請求書 (12月診療分) 提 出 期 限 ～

△

基金 10日(木) 午後５時まで

△

国保 10日(木) 午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止されています｡

(詳細は４月15日号保険医療部通信参照)

△

労災 16日(水) 午後５時まで

☆提出期限にかかわらず, お早目にご提出

ください｡


