私の意見

亡き父の本が私に語る事
ここに一冊の亡き父が使っていた本がある。
「育児相談」昭和
４３年「実地医家のための会」 浦田久先生編集となっている。私
が，１０歳の時である。ずっと，本棚で４５年近くの歴史を父と
一緒に時を刻んで来た本であり，如何に父がこの本を大切にし
ていたかが察せられる。私が，医師となり，いろいろなご縁で，
「実地医家のための会」の会員になった時，父が，「会員の先生
方は，とても優秀で勤勉な開業医の先生方ばかりだよ」と言っ
ていた事を，昨日の事のように思い出す。父は，きっとこの本

村

田

洋

二

からいろいろな事を学びながら，執筆された先生方の知識，臨
床経験等の素晴らしさに，尊敬の念を抱いていたのではなかろ
うか。今，改めて私が読んでも，常に患者さんの立場にたった
内容で，単なる系統的な医学書ではなく，アンケート調査から
の考察や座談会形式，おむつを選ぶ時の注意などの育児用品に
至るまで，とても身近で分かりやすく，「自ら必要とするもの
は，自らの手で」という，まさしく，時の流れを感じさせない
品格ある内容に感銘を受ける。このような諸先輩が築いてきた
「実地医家のための会」に所属し，又，副代表もさせて頂いてい
る事に不思議なご縁を感じている。私は，殆ど開業の準備なく，
父の病状悪化のため，東京から名古屋の実家に戻り，最初の頃
は，本当に暗中模索の日々であった。その時，開業医の何たる
かを，創立者の永井友二郎先生，石橋幸滋代表，多くの会員の
先生方にご指導頂き，本当に感謝している。患者さんは，一般
的な疾患のみならず，予防接種から，育児やこころの悩み，在
宅医療まで多岐にわたる。ここに開業医としての生きがいと苦
悩がある。両親の介護をしながら地元では，医師会理事，学校
医や産業医活動，県や市の様々な審査会委員など，私なりに精
一杯頑張ってきたように思うが，年を経れば経るほど，地域
医療の奥の深さを日々痛感している。
「環境から人間を切りは
なしては診断も治療もできないような病気を取り扱うことが多
い」と書かれたこの本を傍に置き，めまぐるしく，混沌とした
社会の中で，患者さんとともに歩み，時代の流れに適応しなが
ら，診療のあり方を常に考えていきたいと思っている。
むらた ようじ 愛知県東海市 村田メディカルクリニック
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代表世話人挨拶
代表世話人

石橋

幸滋

新年明けましておめでとうございます。

い先生にも，最新の情報や仲間の声が伝わる

皆様におかれましてはますますご清栄のこ

ように改良した新しいホームページが完成い

とと存じますが，日本の高齢化と相まって，

たしました。このホームページでは，例会の

実地医家のための会も高齢化が進み，病に倒

様子をいち早く先生にお知らせできるように

れたり例会にお越しいただけなくなった先生

なると共に，会員の先生のリレーエッセイを

も少なくありません。大変悲しいことではあ

載せています。会誌が予算の関係で年 ２ 回発

りますが，それでもまた元気になられて例会

行となり，例会に出席できない先生方の情報

に出て来られている先生もいらっしゃいます

交換の場として重要である人間の医学では，

し，会の創始者のお一人である永井友二郎先

新しい情報が伝わりにくくなりました。そこ

生は，まだまだお元気でほぼ毎回例会にご出

で，ホームページをリニューアルして，皆様

席いただいております。

に少しでも新しい情報をお伝えしたいと思い

今，日本の医療は大きく変わろうとしてい

ます。加えて，未だお元気な佐藤安正先生に

ます。総合診療医の認知も進んできており，

お撮りいただいたお写真も，フォトアルバム

若い先生方で総合診療医を目指す先生も増え

にしてたくさん載せますので， ぜひホーム

てきました。しかし，新しい先生方を指導す

ページを訪れて，懐かしい顔を思い出してく

るベテランの先生はまだまだたりません。そ

ださい。

こで私たち実地医家のための会の役割が重要

例会はいまだに毎月第 ２ 日曜日午後 ２ 時か

となってきますので，ぜひ皆様のご協力をお

ら ５ 時まで続けております。参加者も増えに

願いいたします。

ぎやかにはなっておりますが，若手や薬剤師

そのためにも是非皆様に例会に出てきてい

の方ばかりではなく，これまで実地医家のた

ただきたいのですが，諸事情で例会に出席で

めの会を支えてくださった先生方のご参加を

きず，皆様にお会いしたくてもお会いできな

心よりお待ちしています。

2

人間の医学

実地医家のための会ホームページリニューアルのお知らせ
２０１３年 １ 月，ホームページをリニューアルいたしました。ホームページのコンセプトは「リ
レーション」です。会員と会員との繋がりから生まれてくるイノベーション，５０年にわたる活動
を未来へを繋げていくバトンをイメージしております。

新しいホームページでは，「人間の医学」をオンラインで閲覧することが可能になりました。原
稿執筆いただける先生方は，オンライン公開される点をご了承ください。また，「リレーエッセ
イ」というコンテンツでは，会員の先生方から随想をお送りいただき掲載していく趣向となって
おります。
ホームページ内には「 Webアルバム」が設けられておりますが，一般の方は閲覧できないよう
にパスワードを掛けております。下記IDとPWを入力の上，閲覧ください。
ID ： jicchiika
PW： ningeniryo
新しくなった実地医家のための会ホームページをぜひご覧ください。
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投 稿 規 定 （ 2007 ．10 改訂 ）
１ ．投稿資格 「実地医家のための会」会員および投稿依頼者に限ります。
２ ．投稿内容

医学原著，短報，症例報告，評論，提言，随筆，小説，詩，俳句，短歌，読

後感想，書評，思索，会員に知らせたいことなど，幅広い分野の投稿をお待ちしています。
３ ．原稿枚数
◦私の意見

４００字詰原稿用紙 ２ 枚

◦例会記事・例会講演

上半身写真 １ 枚（モノクロ）

４００字詰原稿用紙１０枚以内（図・表・写真を含む

それぞれ １ 点

を原稿用紙 １ 枚に換算）
◦研究と臨床・症例報告

４００字詰原稿用紙１０枚以内（図・表・写真を含む

それぞれ １

点を原稿用紙 １ 枚に換算）
◦随想・随筆

４００字詰原稿用紙 6 枚以内（絵・写真を含む

それぞれ １ 枚を原稿用紙 １

枚に換算）
◦思いつくままに

４００字詰原稿用紙 ４ 枚以内（絵・写真を含む

それぞれ １ 点を原稿用

紙 １ 枚に換算）
◦ほんのひとなで ４００字詰原稿用紙 ２ 枚以内（書籍・雑誌名・著者（訳者）名，出版社
名，定価を明記）
４ ．文献の表記
（研究と臨床症例報告については，なるべく文献を記載してください）
◦雑

誌

著者名：論文名．誌名

巻；頁（初頁～終頁），発行年（西暦）。

◦書

籍

著者名：論文名．（編集・監修者名：）書名．頁（初頁～終頁），出版社名，発

行地，発行年（西暦）。
◦文献数は必要なもの ５ 件以内とします。
５ ．文体は，例会記事・研究と臨床は，である調（体言どめ可）で，それ以外は自由です。
６ ．校正は，例会記事・研究と臨床のみ著者校正とします。
７ ．例会記事・研究と臨床は，別刷を １ 部３００円で作製しますが，申し込みは５０部以上，１０
部単位でお願いします。
８ ．控としてコピーを １ 部おとりおきください（問い合わせなどのため）。
９ ．原稿
（図・表・写真などを含む）は返却いたしません。もし，図・写真などでどうしても
返却希望のばあいは，その旨明記してください。
投稿先

〒１０５─０００４

東京都港区新橋 ２ ─２０─１５
☎０３─３５７５─０１８１

新橋駅前ビル １ 号館 ２ Ｆ

FAX０３─３５７５─４７４８

e-mail：jittiika@kk-kyowa.co.jp
㈱協和企画内「実地医家のための会」事務局内
編集部
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人間の医学

第５４９回「実地医家のための会」 ３ 月例会

高齢化社会と地域の役割

［プログラム］
高齢社会と医療需給予測�����������������������������������藤田

伸輔
（前号に掲載）

超高齢社会の地域包括ケアシステム，
尾道市医師会方式の統合モデル���������������������������片山

日

時：平成２５年 ３ 月1０日（日）午後 2 時〜5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

壽

症例検討室

テーマ：高齢化社会と地域の役割
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■第５４９回（ ３ 月）例会「高齢化社会と地域の役割」

超高齢社会の地域包括ケアシステム，
尾道市医師会方式の統合モデル
片

山

壽

２０年目を迎えた高齢地域における
医療モデルの転換「尾道市医師会方式」
尾道市の高齢化率は尾道市医師会（以下，
尾医）が高齢者医療に対応できる地域医療モ
デルへの転換プランを策定した１９９４年当時の
高齢化率はすでに１９.２４％であり，１９９６年に
は２０.４５％に達している。２００５年の中山間地
域と島嶼部との合併により人口は１５万人を一
時は超えたが，高齢化率は地域単位では４０％
のところもあり，島嶼部に限らず全市域で人

現在も１５分間の集約的な地域連携手法として

口減少が著しい超高齢社会を迎えている。尾

成熟している。

医では基本コンセプト１９９４を策定して，在宅

図 1 はオリジナルの基本的な在宅医療を

医療と地域医療連携，多職種協働モデルに高

中心とした地域医療連携モデルのサイクル

齢者総合評価（以下CGA：Comprehensive

チャートであるが，尾医方式の特徴は病院と

Geriatric Assessment）を理論として舵を

開業医の一体感にあるので，在宅医療と急性

切った。

期病院の機能分担と連携は，その連続性にお

その前に主治医機能 ３ 原則を １ ．Multiple
function

２ ．Flexibility

３ ．Mind of

いて患者が最も望むものである。チャートは
通常の医療の流れを示したモデルに見えるが，

Welfare（１９９９ 年 か ら Accountability に 改

段階ごとにCCが開催される「手間」をかけ多

変）を提示して，在宅医療とチーム医療の推

職種協働（ multidisciplinary care）が理論的

進を強調した。介護保険が施行され医療と介

に正しく行われ，患者側の同席でその確認が

護のコラボを明確に示したのが， オリジナ

なされるので，急性期から回復期そして在宅

ルのケアカンファレンス（以下，CC）であり，

復帰，その中間に老健施設や小規模多機能型

かたやま

ひさし

広島県尾道市・片山医院，東京医科大学医学
総合研究所客員教授，岡山大学医学部臨床教
授，元尾道市医師会会長
8

居宅介護（以下，小規模）など，多様な地域資
源の活用が適切に行われる手法である。また，
その成熟モデルが高齢癌患者などの豊かな死
を自宅で実現できる在宅緩和ケアシステムと
人間の医学

図- １

The OMA method on long-term care management programs（出 典： 片 山
１９９９・改変２００９）

して機能することが，病院と開業医の共通の
ミッションであり，認知症対応も含め超高齢
者医療の評価基準になるはずである。

壽

地域医療連携を重視したシステムを
目指す

２０１３ 年 ９ 月 末 の 尾 道 市 の 高 齢 化 率 は

当初より地域医療の一方の主流に在宅医療

３２.０２％に達したが，２００５年の中山間地域と

がなくては，超高齢社会の医療・介護提供シ

島嶼部との合併で一気に超高齢地域となった

ステムは機能しないので，地域医療連携を最

わけである。尾医として超高齢化に対応する

重点課題と位置づけてのストラテジーを駆使

べく整備してきた高齢者医療・介護のシステ

した。特に開業医の在宅チーム医療が順調に

ムが，あらゆる分野で高い連携機能を発揮し

構築されてきた事実が重要である。最近の１０

ていることで地域包括ケアシステムとして成

年間ほど， 在宅緩和ケアシステムの構築を

立している。

行っていく経過で，急性期病院の勤務医と開

とりわけ地域医療連携・在宅チーム医療の

業医は地域医療のミッションを共有している

標準化がもたらす医療総合力の向上は，がん

ことの理解が進んできた実感があるが，これ

対策，認知症対策，各種リハビリテーション

は，次に述べるシステム理論の導入と実践が

（以下リハ）
プロジェクトなどを介して関係資

可能にしたものである。

源への教育的効果が高く，モチベーションの
向上に寄与している。
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超高齢地域，尾道市医師会方式の
医療介護・統合システム

１９９９年にCGAをベースに考案したオリジ
ナルの尾医方式ケアカンファレンス（以下，
CCと略す）の手法が，超高齢社会に対応す
る地域医療のシステムアップの本質である。
CCにより，医療と介護はケアマネジメン
トにより切れ目なく，急性期を含み包括的空
間で継続するという考え方であり，また，地
域医療連携と長期継続ケアの整理が可能にな
る。

１ ．超高齢社会に必要なend of life careの
考え方

基本にあるのは，主治医機能と地域医療連

推 計 で は ２０４０ 年 に 年 間 総 死 亡 者 数 が 約

携システムであり，患者本位の多職種協働が

１６０万人になり，将来は超高齢社会とともに

本態である。ここでCCは介護保険対応では

「 ２ 人に １ 人はがんで亡くなる」ことが示され

なく，高齢者医療・介護の長期継続ケアにお

ている。すでに尾道は高齢化率３２％を超え，

ける地域医療システムの実践手法として，急

高齢がん患者の数は急増している現状があり，

性期・回復期・生活期の機能分担を可能にす

国の政策技術と地域医療のモデル転換が急務

る手法である。

であることを意味する。ここの年間総死亡者

CCの連続性は「医療と介護はケアマネジ

１６０万人の数値は，あらゆる政策と地域医療・

メント」でつながることを示しているばかり

介護の体制について社会保障全体に一種のタ

ではなく，あらゆる分野の高齢者総合評価と

イムリミットを突きつけているのである。

適正介入が継続的に行われる総合リハの実践

尾道市医師会end-of-life careシステム検討

理論であり，
「 CGAの実践」についての方法

委員会

論である。

平成２３年の要介護者を対象に行った尾道

CCはインターフェイス・ロスのない情報

市介護保険・ 高齢者福祉アンケートの結果

共有によるFace to Faceの共通認識の場で

から６８.５％の高齢者が自宅での安楽な死を

あり，患者・家族を挟んで在宅主治医，病院

希望している。病院を希望するは１.１％，施

主治医が並び，周囲を在宅・病院のスタッフ

設は５.５％，グループホームは１.７％であった。

が場所を占めて，１５分の集約に統合ケアが凝

２００６年から最大規模の尾医プロジェクトとし

縮されている。 在宅主治医の医療機関での

て継続している尾医end-of-life careシステ

CCと急性期病院あるいは回復期病院の退院

ム検討委員会は，急性期病院，がん拠点病院

前CCが標準化かあら，最近は医療強化型小

をはじめあらゆる医療機関・介護サービスに

規模多機能居宅介護での在宅医療・介護CC

看取りを中心とした在宅緩和ケアのシステム

が超高齢社会の地域包括ケアシステムの切り

化の多職種協働研修を行い，「豊かな死」市民

札として次々と効果を上げている。

公開講座まで拡大している。
安楽な自宅での最期を可能にする在宅主治

10
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医の在宅緩和ケアチームや， 重度者の在宅

２ ．超高齢社会に対応可能な地域医療連携シ
ステム

終生期医療を国民に提供できるEnd of life
care（終生期ケア）の地域統合的なシステム

図- 1 - 3 は尾医で定期的に行っていた在宅

化が重要である。基本として，全ての拠点病

医療アンケート調査（２００５年１１月）であるが，

院と在宅医療が地域医療連携により在宅緩和

この年から「連携で対応」という回答欄を加え

ケアを可能にするには，国民が最期を託す在

た。

宅主治医を選択し，在宅のチーム医療化，訪

人工呼吸器装着や在宅緩和ケアの重度患者

問看護の機能向上，介護老人保健施設の医療

の逆紹介を受けるかという設問で，「はい」

機能・緩和ケア・生活支援リハ機能など，医

と「連携で対応」が同じく４２.４％であり，合計

療・介護の統合的な多職種協働システムが求

８４.８％という数値であるが，耳鼻科や眼科，

められる。結果として地域医療がend of life

皮膚科，整形外科も含めて在宅主治医標榜可

care対応の中核モデルとして機能し， 地域

能の６７医療機関のアンケートであるので，
「ど

包括ケアシステムを構築していくことが超高

んな重症の人でも帰れます」という医療圏と

齢国家として必要である。

いえる。

また，この課題は医療システムの整備だけ

これは尾医方式の在宅医療がチーム医療を

では困難であり，低所得者対策を含め社会保

標準化させて，多職種協働による連携機能が

障の強化の最重要課題をend of life careの

成熟過程を向かえていること，急性期病院が

全年齢給付に絞り込むべきである。介護保険

患者の希望，「家に帰りたい」という念願を実

は，がんを含んだend of life care給付など

現させる連携力を標準装備したからである。

で在宅医療との互換性に配慮し，多様な給付

２０００年からの退院前CCの実践が在宅医療と

形態などの抜本的な見直しが，この問題を後

急性期病院を結び付けた結果であるが， 尾

押しせねばならない。

医方式の特徴は「急性期病院とのコラボレー

筆者は研究者に登録されているので，静岡
県立静岡がんセンターの山口建総長を主任研
究者とする国の研究事業を行っている。第２２
年度厚生労働科学研究費補助金（第 ３ 次対が
ん総合戦略研究事業）で，研究課題は「在宅が

ション」と連携のスピードが特徴と表現され
る所以である。

超高齢社会は地域独自の取り組みが
不可欠

ん患者・家族支援を支える医療・福祉の連携

「尾医方式」の名称を用いたのは，ちょうど

向上のためのシステム構築に関する研究」で

良いサイズだからこれができるというもので

ある。筆者の分担部分は「地域多職種・チー

はないという意味を含んでいる。合併前から

ム医療による在宅での看取りに関する研究」

尾医医療圏は １ 市 ２ 町であり中山間から島嶼

である。

部を含んでいた。地域医師会があれば，そこ

筆者の研究分野の重要な部分を占めている

の医師会方式（地域の方式）という工夫と努力

のは国際的なEnd of life careの研究の歴史

があって然るべきものである。システムを構

の経緯と，日本に導入が必要な学問領域とし

築しているのは対人サービスに従事する医療

て明確に捉えて現場の実践と政策に反映する

者や看護スタッフ， リハスタッフ， 介護ス

根拠を示すことである。

タッフ，ケアマネジャー，民生委員の不断の
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図- １ - ３

出典：片山

壽

尾道市医師会在宅主治医機能アンケート
（２００５）

努力が見えなければ（理解できねば）本質を見

医の地域医療連携の本質であり超高齢社会に

落とすことになりかねない。

必要な地域医療の「方式」である。ここには

会員数は３０８人程度となっているが開業医
の医療機関は１００，急性期病院は ３ カ所の中

１９９１年の尾医救急蘇生委員会の合意が生きて
いる。

で在宅療養支援診療所は４５であり，往診専門

在宅緩和ケア，認知症，この超高齢社会の

クリニックはない。尾道市立市民病院の内科

２ 大課題に向けて，地域医療の総合力で対応

勤務医の疲弊が出た２００８年 ５ 月からは内科開

するためには，国の定めた認定研修ではなく，

業医２７名が尾道市立市民病院の救急外来を朝

地域医師会独自の一体的な取り組みが必須で

８ 時１５分から１７時３０分までカバーして，平日

ある。

も２０時から２３時まで夜間当直を行っている。

超高齢社会に必要な医療者は「医術」を重ん

尾医は休日当番医は小児科・内科・外科と ３

じる全人的な領域で人を救うことができる医

系統 ９ 時から１７時まで継続している。

師であり，経験的に連携学を習得しつつ知識

ハードな在宅医療を行いながらも，チーム

と技術を磨いた臨床医であるので，この覚悟

で動いている尾道市立市民病院内科の窮状を

をもった医師を育てる医学教育の重要性には

無視できない品性をもつ開業医集団こそ，尾

国の命運がかかっているといえる。
（了）

12
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第５５０回「実地医家のための会」 ４ 月例会

乳幼児のケア−お母さんへのアドバイス

４ 月例会報告���������������������������������������������������������外山

日

時：平成２５年 ４ 月1４日（日）午後 2 時〜5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

学

症例検討室

テーマ：乳幼児のケア−お母さんへのアドバイス
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会

プライマリ・ケア薬剤師

認定制度委員会，子育てメールワーキンググループ
協

Vol.49
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■第５５０回（ ４ 月）例会「乳幼児のケアーお母さんへのアドバイス」

４月例会報告

外

山

学

０ 歳から ３ 歳までの子どもを持つお母さ
んへのアドバイスについて，「病気とその対
応」
「予防接種」
「事故予防」
「子どもの成長と
発達」
「生活習慣」
「母親の心の健康」の ６ つの
テーマに分け，グループでディスカッション
を行った。それぞれのグループに，プライマ
リ・ケア連合学会の「子育てメールワーキン
ググループ」メンバーがアドバイザーとして
加わり，全体の進行とまとめは石橋代表によ
からのコメントを列記する。今回は，実地医

り行われた。
アドバイザーは，以下の先生方である。

家のための会の医師の他に，比較的若い年代

・ワーキングループ代表：

の薬剤師の参加が多く， 普段の例会とは又

和座一弘先生
（わざクリニック）

違った盛り上がりがあり，大変新鮮に感じら
れた。

・小児科専門医：
川村和久先生
（かわむらこどもクリニック）
田中秀朋先生
（あかちゃんとこどものク
リニック）

「病気とその対応」
・水ぼうそうなどで，医師から日常生活の指

平本龍吾先生
（松戸市立病院小児科）

示がなく，薬局で聞かれることがある。又，

森田潤先生
（こどもクリニックもりた）

花粉症などで，抗ヒスタミン剤に対する考

吉永陽一郎先生（よしなが小児科医院）

え方が医師により異なったり，抗生物質の

・産婦人科専門医：

継続期間が，耳鼻科と内科で違いがある。

太田 寛先生
（慈桜会瀬戸病院 産婦人科）

医師と薬剤師間で意見交換を行って，食い

以下，テーマごとに，グループでのディス

違いが出ないようにする必要がある。情報

カッションの主な発表内容と，アドバイザー

の共有と知識のレベルアップが重要である。
・医療者はまず親に安心感を与えることが大

とやま

大阪府門真市・益田診療所
日本プライマリ・ケア連合学会
14

切である。こちらからコミュニケーション

まなぶ

をとろうという姿勢が必要になる。
理事

・受診時に，親は医師の前で舞い上がって必
人間の医学

要なことを聞けなくなってしまい，不安な
まま帰っていることがある。
・医師に話せなかったことを薬局で話す患者
がいる。その内容を医師にフィードバック
できるとよい。

「予防接種」
・心得として，VPD
（Vaccine Preventable
Diseases）という意識をしっかり持ってほ
しい。ワクチンで予防できる病気は全て予

・救急時の対応の仕方をどの程度知っている

防するということである。ひとつひとつの

か。吐かせて良いものいけないものなど，

ワクチンの副反応や事故を取り上げるので

基本的な知識の習得が必要である。

はなく，全ての基本スタンスはいっしょで
あることを理解してほしい。
・母 親への心構えの説明として， チャイル
ドシートと交通事故の関係に例えている。

・誤 飲の予防として「直径３９mm以下の物を
高さ １ ｍ以下に置かない」，火傷の予防の
ためには「６０度以上のお湯を避ける」など，
数字で示すとわかりやすい。

チャイルドシートに乗せていても交通事故

・この年代の事故の原因で一番多いのは交通

そのものは防げないが，軽い怪我ですむ。

事故で，次に窒息，溺死と続く。この ３ つ

チャイルドシートに乗っていなければ命に

で死亡の ８ 割を占めるので， この ３ つを

関わる。ワクチンをやりませんというお母さ

しっかり指導するのが大切である。子供の

んがいたら，この説明で納得してもらえる

交通事故の ３ 分の ２ は車内である。チャイ

ことが多いので，頭に置いておいてほしい。

ルドシートを付けていない，あるいは不適

・か わむらこどもクリニックでは， ホーム

切に付けていることが問題になる。 １ 歳，

ページ
（http://www.kodomo-clinic.or.jp）

あるいは体重１０kgまでは， 後部座席に後

でのさまざまな情報発信の他，You Tube

ろ向きに座らせるのが原則である。前向き

に同時接種や救急蘇生の動画を出している

は良くないのがわかっているので，その点

（
“かわむらこどもクリニック”で検索）ので，

も強調してほしい。窒息は， １ 歳までの死

是非活用してほしい。

「事故予防」

亡の７０〜８０％を占める。その時期が窒息の
怖い時期であるので，周りにビニールの袋
やひもなどを置かないよう，特に注意を促

・事故を起こした親のケアをどうするか，も

してほしい。溺死については，家の中のお

う一度事故を起こさないようなアプローチ

風呂で ３ 分の ２ が亡くなっている。お風呂

が必要である。

は非常に危険なことを認識してほしい。

・声を荒げても，事故が減らない現実がある。
一人一人顔を合わせ，そのお宅流に教えて，
そのお宅流に注意して，そのお宅にあった
指導をせざるを得ないのが実地医家である。
Vol.49
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「子どもの成長と発達」
・年齢ごとの健診をきちんと受けてもらうこ
とが大切である。各自治体で違いがあるの
15

で，地域のシステムをきちんと知ることが
必要である。
・母子手帳は情報源として非常に重要である。
健診時の保健師からのアドバイスなどが記
載されていることも多い。母子手帳の記載
内容が充実していないケースでは，ネグレ
クトが隠れている可能性もある。
・医療人として相談される場合と，人生の先
輩として相談される場合をきちんと分けて
考えるべきである。医療者としては，安易

内科で「これを機会に母乳をちょっとだけ

に軽々しく大丈夫と言うことは慎むべきで

止めてみれば」という簡単な言われ方をさ

ある。一般人としての対応では，半年前と

れて，それをきっかけに全く止めてしまう

比べてどうですか？

人がたくさんいるので注意を促したい。

という問いかけでお

母さんに安心してもらうのも一法である。

・メディアと，言語の遅れや暴力，反社会的

・母子手帳の成長曲線へのプロットが横ばい

行為，肥満との関係が指摘されている。テ

になっている時は，
注意して見る必要がある。
・育児は ６ 割で大丈夫ですよとお伝えすると
良い。
・薬剤師も，母子手帳に足跡（コメントなど）
を残してほしい。

「生活習慣」
・実験で，母乳は虫歯の進行を止める効果が
あることがわかっているので，虫歯ができ
るから母乳をやめるべきというのは正しく
ない。リンパ球の不足を補う免疫学的なメ

レビやパソコンなど，ディスプレイによる
メディアに接する時間が影響するという結
果で， ２ 歳まではゼロ，１５歳までは ２ 時間
以内が推奨されている。
・バイリンガルも良くない，どちらの言語の
発達も遅れるとされている（ ５ 歳以上は可）。
・成人に減塩を指導するが，高齢者になって
から習慣や嗜好を変えるのは難しい。小児
のうちから減塩を意識してほしい。

「母親の心の健康」

リットもあるので， ２ 歳までは母乳をあげ

・孤立を防ぐことが重要である。

ましょうというのが，乳児を診ている小児

・子供の病気で来ていても，親の方が専門機

科医のコンセンサスとなっている。
・母乳と薬について，大分県の薬剤師会で情

関にかかった方がいいのでは？と思うとき
がある。このような場合，地区担当の保健

報をまとめている。

師に相談する方法がある。相談窓口は母子

＊母乳とくすりハンドブック（大分県『母乳

手帳にも書いてあり，最近はどこの自治体

と薬剤』
研究会編）
h t t p : / / w w w . o i t a o g . j p / s y o k o /
binyutokusuri.pdf
・小児科専門医は，たいがいの薬については，
母乳はどうぞあげて下さいと言っている。
16

も力を入れている。
・薬局の薬剤師が保健師などにアプローチし
ようと思うときには，必ず，かかりつけの
先生にも情報提供を行ってほしい。
・在宅での高齢者介護の場合はレスパイトと
人間の医学

いう考え方があるが，子供の場合，市町村
によっては，病児保育の制度で，冠婚葬祭
でも事前に予約をすれば受け入れてもらえ
るところもある。 地域のシステムを良く
知っておくことが重要である。 民間のベ
ビーシッターサービスは非常に高額である。
助成があれば良いのだが。
・親ごとに，反応や心配の仕方が異なるので，
きちんと説明した方がいいのか，あおらな
い方が良いのか，見極める必要がある。大丈

込むつもりでとアドバイスすると，ずいぶ

夫と言われても，ネットで調べてダメと書

ん楽になってもらえる。

いてあると，言っていることが違うじゃな
いかと信用してもらえなくなったり，薬を
飲んでもらえなくなったりすることもある。
・重 要なことは傾聴。 話してくれることは

少子化・核家族化がますます進行し，子育
ての環境がかつてとは大きく変わっているこ
と，そして，その中で，乳幼児のケアに専門

チャンスである。くり返して言ってあげる。

的に関わる方々がたいへん奮闘されているこ

なぜ？

とをあらためて認識する機会となり，その意

と責めるのは良くない。

・双子の母親には， １ 人で全てを何とかしよ

味でもたいへん勉強になった。

うと思っても無理なので，周りを全員巻き

一日 ３ 本しか通りません

ラッシュになると ６ 分間隔である。 都バ
スは交通事情があって定時の発着は困難

公共交通には， 新幹線を始めとして在

である。 そんな中で面白い都バスがあっ

来JR線， 私鉄， 地下鉄， モノレール， バ

た。 池袋駅東口を発車して終点は一ツ橋

ス， 船などがある。 東京にある交通機関

である。 平日は午前 ７ 時３９分が始発で次

はその利用者が多いため分単位で運行し

が ８ 時 ４ 分， 最後が ８ 時３１分である。 土

ている。新幹線になると「のぞみ」の間隔

曜日は ７ 時３８分と ８ 時３９分の ２ 本。 勿論，

は１０分でその間に「こだま」や「こかり」が

日曜日は運行していない。 後楽園球場前

挟 ま っ て 出 発 し て い る。 山 の 手 線 で も

バス停場では１０人と乗っていないそうだ。

ラ ッ シ ュ・ ア ワ ー に な る と ５ ─ ６ 分 間

平日一日に ３ 本のバスである。 東京の貴

隔で走っている。 都営地下鉄新宿線でも

重なバスかも知れない。
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第５５１回「実地医家のための会」 ５ 月例会

第 ４ 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

報告�������������������������松村

真司

第 ４ 回日本プライマリ・ケア連合学会見聞録�����������������������������石橋

幸滋

シンポジウム ８
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■第 ４ 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

シンポジウム８
あなたのための医療安全

報告
松

村

真

司

平成２５年 ５ 月１８日から１９日にかけて，宮城
県仙台市の仙台国際センターにおいて，濃沼
信夫大会長
（東北大学医療管理学）のもと第 ４
回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会が
行われました。緑溢れる初夏の杜の都・仙台
は，爽やかな初夏の風が気持ちよく吹く一年
でもっとも美しい季節とのこと。また，ちょ
うどあおば祭りの日程とも重なり，通りでは
雀踊りの人々と出会い，町全体が賑わいを見
せておりました。東日本大震災から ２ 年と ２
カ月がたち，一見平穏を取り戻してはきてい

pan Adverse Events研究など，わが国にお

るものの，宮城や東北から集まってきた先生

ける医原性有害事象に関する先見的な疫学調

がたのお話では，津波被害にあった沿岸部を

査を数多く行っており，今回はそのデータを

中心に今なお厳しい日々が続いているとのこ

中心にご発表いただきました。まず，メディ

とでした。学会でも震災関連の発表やシンポ

カル・エラーの定義が示され，その上で疫学

ジウムが数多く行われました。

的調査手法を用いたわが国の医原性有害事象

そんな中，私は大会 １ 日目の１６時１０分から

の未発表データを含む数多くのエビデンスが

１７時４０分まで，
「あなたのための医療安全」と

提示されました。これらの多くは，主として

いうシンポジウム（座長・森本剛兵庫医科大

入院患者におけるデータという，医原性有害

学内科・総合診療科教授）にシンポジストと

事象の一角にスポットが当たっているにすぎ

いう立場で参加したのでご報告いたします。

ないのですが，それでもこのようなデータが

まず，座長の森本先生によるわが国の医原

ほとんどないわが国においては貴重な知見で

性有害事象についての発表が行われました。

あると思います。一方，外来におけるデータ，

森本先生は，これまでJapan Adverse Drug

とくに診療所のようなプライマリ・ケア外来

Events（ JADE）研究，Fall Cohort研究，Ja-

における有害事象の全体像については国内外
ともに今なお研究が不足しているとのことで

まつむら

しんじ

東京都世田谷区・松村医院
20

した。
引き続き，甲斐克則教授（早稲田大学大学
人間の医学

院法務研究科）
による，「事故への法律の適正

ず， 拙著「帰してはいけない」
（医学書院，

な関与」という講演が行われました。甲斐先

２０１２）から，私が書いた一節「それでも帰して

生には，医療事故と法律の関係について，実

はいけない患者を，私たちは帰してしまうこ

際の判例の結果を示しながらわかりやすくご

とがある」を引用し，私が実際に経験した ２

解説いただきました。法律による被害者救済

つの事例を紹介させていただきました。 そ

の方法，紛争処理の手順などの解説とともに，

の上で，最近の医学的エラー，特に「診断エ

さまざまな医療における判例をもとに，その

ラー」に関する知見を紹介し，外来，特にプ

判決が導き出された法的根拠について解説が

ライマリ・ケアにおける医学的エラー，特に

行われました。

診断エラーに関する研究は２０００年代に入って

次に，患者・家族と医療をつなぐNPO法

ようやく知見が集まり始めた分野であること，

人架け橋の豊田郁子さんによる「うそをつか

そして現在までわかってきた範囲内において

ない医療」という発表が行われました。豊田

も，診断エラーによる医学的損失は莫大であ

さんは１０年前に不幸にも医療事故で当時 ５ 才

り，すべての医療エラーの中でも大きな割合

だったお子さんを亡くされたのですが，その

を占めていることなどが明かになっているこ

後の医療機関の対応やメディアへの対応など

とを文献的考察をふまえて紹介しました。特

のご自身の壮絶な経験を経て，現在はある病

に，プライマリ・ケア医の診断エラーはそう

院の医療安全対策室と患者支援室に所属し，

珍しいことではなく，そのエラーにはさまざ

医師・医療者と患者の間で日々発生するさま

まなシステムとしての欠陥が関与しているこ

ざまな事案に対応することで相互の架け橋に

とが多いこともあわせて述べました。最後に，

なる活動を続けています。また，医療事故被

このようなことから，「診断」についての考え

害者と，医療事故の当事者がともに講師にな

方を，医師の崇高な仕事，あるいは医師の個

り，医療事故をめぐるコミュニケーションを

人的努力にのみ帰結するのではなく，患者や

改善するための活動も全国で行っています。

患者家族を含めたチームとして取り組み，そ

豊田さんからは医療と患者の間をつなぎ，コ

れをシステムとして支援していく，という方

ミュニケーションを改善するこれらの活動の

向に変革していくことを提案し，発表を終え

詳細について，そしてまた産科医療補償制度

ました。

などの近年の医療安全を巡る動きについても

すべてのシンポジストの発表が終わった時

併せて紹介していただきました。医療者と患

点で，討議の時間がほぼなくなったのですが，

者の対話と相互理解をふまえた協力体制は，

４ 名の発表に共通していたことは，患者をと

難しいながらも医療安全を達成する上では極

りまく人々は皆「患者の生命や健康」という同

めて重要な活動なのです，と切々と述べるお

じ目標を共有する仲間なので，関係者全員が

姿は静かな語り口の中にも心奥底に響くもの

医療安全を目指し協力して努力を続けて行く

で，引き続いた質疑応答の時間には会場から

ことであることが必要である，ということで

も
「感銘をうけました」という声があがりまし

した。最後に，座長の森本教授から本シンポ

た。

ジウムのタイトルは，「あなたのための医療

最後に私が，
「帰してはいけなかった外来
患者」，という題目の発表を行いました。ま
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安全」ではなく，「あなたと一緒に医療安全」
と変えたほうがよいかもしれません，とのお
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を新たにしました。シンポジウム終了後，何
人かの医師に声をかけられたのですが，特に
研修を終え，ほぼ単独で診療を行っている自
分たち診療所医師にとっては，科学的データ
をよりどころにして，多職種でこれらのデー
タを共有しながら改善を図っていく，という
基本的な姿勢がより安全な医療に至る近道な
のではないか，というフィードバックを頂き
ました。
最後に，本シンポジウムの直前に，当会の
言葉を頂きシンポジウムが終了いたしました。

永井友二郎先生から直々にお手紙を頂き，か

個人的には，当初依頼を受けたときに「医

つて実地医家のための会で行った「医療事故

療安全」というテーマは私にとって全く畑違

の共同調査」のまとめをご送付いただきまし

いのように思えたのですが，医療をとりまく

た。１９６０年台に行われた本会のこの調査は，

さまざまな人々と，その都度適切な言葉かけ

会員のみを対象に行われたものではあります

をしつつ，科学的なアプローチで問題解決を

が，自らの診療を科学的に分析し実地医家に

目指す， というのはまさに日常診療のアプ

おける医療事故の統計をとられた内容は今で

ローチと同様であることを再認識しました。

も先見の明に溢れた画期的なものであると思

そして，このことを繰り返し，積み重ねてい

います。そしてこれらの調査が，今こそわが

くことが，最終的には医療安全につながるの

国のプライマリ・ケア現場において再び実施

であり，その作業を最も得意とするのは実は

されなければならないものであると心より思

私たち実地医家なのではないか，という思い

いました。

釈

敬順著

十方庵遊歴雑記
（著者，寛政九年三月，浪花千日で一見した酒好の墓碑）
たん

‘能々の酒好にや病中の吟と見え，妻女の返歌までを鍛付置たり，又一興といはんか
辞世

われ死なば備前の土になしてたべ徳利となりて永くさかへん

つれ合の女房返し
すりばち

望なら墓前の土になしもせんもし鉛播になったとき
22

（神保勝一）
人間の医学

■第 ４ 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

第 ４ 回日本プライマリ・ケア
連合学会見聞録
石

橋

幸

滋

２０１３年の第 ４ 回日本プライマリ・ ケア連
合学会学術大会が「新しい地域医療を拓く〜
がんばろう日本〜」をテーマに仙台国際セン
ターで開催された。大会長は東北大学病院管
理学教室の濃沼信夫教授で，２０１１年の東日本
大震災の傷跡さめやらぬ東北の地で行われた
ことは，プライマリ・ケアを導いていくべき
日本プライマリ・ケア連合学会としてふさわ
しい開催地であった。また，会場の仙台国際
センターの壁には未だに震災の傷跡が残って

ていただいたし，ワークショップ２０では「新

おり，まだ震災が終わったものではないこと

たな薬局の役割を考える─調剤薬局と栄養ケ

をあらためて感じさせてくれた。その上学会

アステーションのコラボレーション」でコメ

開催中に震度 ４ の地震があり， 参加者一同

ンテーターとしてこれからの薬剤師と栄養士

びっくりしたのは言うまでもない。そして，

の協働について話をさせていただいた。

学術大会の前日には特別企画として被災地を

その他実地医家のための会からは外山学先

巡るバスツアーが計画されたことも，これま

生が，シンポジウム１９「支部・グループ活動

での学術大会とは異なったものであった。

と地域・社会への貢献」の座長と講師，松村

大 会 の 企 画 は シ ン ポ ジ ウ ム ２８， ワ ー ク

真司先生がシンポジウム ８「あなたのための

ショップ３１， インタレストグループ ８ ， 学

医療安全」とインタレスト ３「地域基盤型教育，

術セミナー１３，Meet the Expert ８と多種多

当学会における今後のPCFMネットの役割

様，そして多彩なプログラム（ http://www.

を考える」の講師をされた。今回の学術大会

c-linkage.co.jp/jpca２０１３/index.html ） で

は， 地域をどうしていくかというプライマ

あった。これだけのプログラムを準備された

リ・ケア本来の姿を求める企画が多かったの

濃沼先生は相当のご苦労をされたに違いなく，

が特徴である。シンポジウム １「地域力と医

心から感謝申し上げたい。内容については，

療再生」やシンポジウム ９「どうする健康格差

私自身はシンポジウム １「地域力と医療再生」

と不平等」座長：近藤 克則（日本福祉大学健

で，ストレスコントロールを通じた地域づく

康社会研究センター）
（写真参照）などはその

りの話を震災後の心のケアを交えて話をさせ

典型で，医学の勉強だけでなく医療の根底に
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ある地域を診ることがプライマリ・ケア医に
求められているという大会長である濃沼先生
からの強烈なメッセージだと感じた。その他
地域包括ケアや多職種協働をテーマにした企
画も多く，プライマリ・ケア学会らしさが随
所に見られた。
それに加えて，若手を中心にした企画や若
手を指導するための企画，海外からの講師を
招いた企画も多く学術的な大会にもなってい
た。惜しむなくは，今まで顔をお見かけして
いたベテランの先生方の顔が見えなくなって

し処「幸村」に行き，地元の海鮮料理に舌鼓を

いた。学会が若返っていることを如実に示し

うちながら，胸襟を開いて語り合った。おい

ているような参加者の変化であり，若い力が

しいお酒とおいしい料理ほど心を豊かにして

あふれている素晴らしい学術大会ではあった

くれるものはなく，皆さんと打ち解けた素晴

が，一抹の寂しさを感じていたのは私だけで

らしい夜であった。 この場を設定してくだ

はないだろう。

さった大平先生ご夫妻に心から感謝を申し上

しかし，実地医家のための会のメンバーに

げたい。

よる懇親会は，仙台の大平先生のご案内です

24

人間の医学

第５５２回「実地医家のための会」 ６ 月例会

高齢化社会と地域の役割Ⅱ

鶴岡市における地域医療をいかに支えるか
−つながる力とIT−��������������������������������������������������中目

千之

過疎において地域医療をいかに支えるのか？�����������������������������中川

貴史

自由交見

日

時：平成２５年 ６ 月 ９ 日（日）午後 2 時〜5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

症例検討室

テーマ：高齢化社会と地域の役割Ⅱ
司

会：鈴木

央

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会

地域包括ケア委員会，

プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会

Vol.49

No.1（通巻 ２４7 号）


25

■第５５２回（ 6 月）例会「高齢化社会と地域の役割Ⅱ」

鶴岡市における地域医療をいかに支えるか
─つながる力とIT─
中

目

千

之

はじめに
鶴岡地区医師会
（以下，当医師会）は，山形
県の庄内南部地域の鶴岡市，三川町を対象と
して医療を行っている。人口は１４万３,０００人
余。医療資源としては，中核病院（急性期病
院）として市立荘内病院があり，ほか９９の医
療機関がある
（図 1 ）。医師会には，会員のた
めの学術団体としての役目があるが，もう一
方で市民のための事業団体としての役目があ
る。当医師会は，３０年近い歴史の中でこの事

医師会では２０１１，２０１２年の両年，厚労省から

業団体として部分が発展拡充し，現在では職

委託をうけた。２０１１年当時の当医師会の状況

員数４３２名，常勤医師１１名で ８ 事業を展開し

を図 5 に示す。両年の事業から，ここではケ

ている。予算総額は年３０億となっており，毎

アマネジャー（以下，ケアマネ）の要望に従っ

年 １ 億 ５ 千万円ほどの内部留保を行っている

て行った事業を供覧します。ケアマネの人達

（図 2 〜 4 ）
。

１ ．在宅医療連携拠点事業

の一番の悩みは，医療機関の敷居が高くて，
利用者のかかりつけ医があってくれないこと。
これを解消するため，各医療機関にケアマネ

在宅医療連携拠点事業とは，医療・介護資

と会ってくれる時間帯に関するアンケート調

源をシームレスに提供するため，多職種連携

査をし，その情報を一冊の本（連携シート）に

を円滑に行うための拠点を構築する事業のこ

して，ケアマネに提供。ケアマネはこの連携

とであり，多職種連携の人達が集まって問題

シートからの情報をもとに，かかりつけ医と

解決に当たる，それが当たり前の地域にする，

予約をとり，面談できるようにした。 ２ 点目

という理念のもとに行われる事業であり，当

としては，ケアマネが利用者のショートステ
イ先の施設を探すとき，電話を駆使して長時

なかのめ

ちゆき

山形県鶴岡市・中目内科胃腸科医院院長，山
形県医師会常任理事前鶴岡地区医師会長
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間にわたり，多大なエネルギーを要する，と
いうことの解決策である。当医師会ではIT化
がすすんでいるため，ITを用いた解決策を
人間の医学

構築した。在宅医療連携拠点事業の事務室に，

過をとる。当地区における脳卒中連携パスと

各施設のショートステイの空き状況を逐一連

は， 荘内病院に入院する全ての患者さんを

絡してもらい， それを在宅医療連携拠点事

IT登録し，それを，回復期病院，診療所ま

業のホームページ上で閲覧できるようにした。

でIT化でつなげ， 必要な情報の共有， 切れ

ケアマネは，在宅医療連携拠点事業のホーム

目のない医療の継続とともに，リアルタイム

ページからアクセスできる，この「ショート

な情報共有，情報のデータベース化，再発予

ステイ空き情報の提供」にある向こう １ カ月

防の疾病管理をおこなうものである（図10〜

の各施設の空き情報をみながら，ショートス

12）。２０１２年１１月現在，荘内病院での登録患

テイの申し込みが行えるようになった（図 6 ）
。

者数は２０７１件，診療所（維持期パス）での登録

次に，ケアマネは，各施設がどこまで医療重

数は１３０９件となっている（図13，14）。診療所

症者を受け入れてくれるのかの情報がなく困

における維持期パスのオーバービューの画面

惑しているということなので，各施設に医療

を図15〜17に示す。我々診療所での入力は，

重症者（気管切開，在宅酸素，麻薬，人工呼

３ カ月に一度で， 入力項目は受診日， 外来

吸器等）の受け入れ状態のアンケート調査を

血圧，家庭血圧，服薬コンプラアンス，PT-

行い，その結果を本とCD-ROMとで，ケア

INR，病診ｍRS，Barthel index，リハビリ

マネに提供した
（図 7 ， 8 ）
。

状況等である（図1８）。入力は，すべて数字入

在宅医療における訪問歯科診療の重要性は，

力とプルダウン入力とし，簡便性を追求して

誰もが認めるところであるが，一向にシステ

いる。 ６ カ月に一度は荘内病院を受診する規

ムとして定着していない。そこで，在宅医療

則になっているため，荘内病院受診時には，

連携拠点事業の一つとして，歯科医師会との

病院の先生は， この維持期パスのオーバー

協力のもとに，訪問歯科診療体制を構築した。

ビューをみることができ，これまでの診療所

在宅主治医が訪問歯科診療の必要性を認めた

での治療中の経過等の情報を収集することが

時に，在宅医療連携拠点事業室に連絡をする

できる。荘内病院受診時のデータは，この維

と，在宅医療連携拠点事業室から歯科医師会

持期パス画面に荘内病院側で入力するので，

に連絡が行き，歯科医師会のほうで，訪問歯

開業医も病院での情報を収集できる。また，

科診療を行ってくれる歯科医師をさがし，訪

Barthel indexが１０以上低下した時は，荘内

問歯科診療を行ってくれるシステムである

病院か回復期病院に紹介することになってい

（図 9 ）
。

２ ．脳卒中地域連携パス

る。急性期，回復期病院から診療所までの患
者情報をIT化することにより， いろんな分
析が可能となった（データマイニング）。維持

〜急性期， 回復期から維持期までをITで結

期での分析結果を図１９から２３までに示す。服

ぶ〜

薬状況や血圧の管理は良好であるが，維持期

当地区の脳卒中患者さんは，ほぼ１００％近

ADLは退院半年後から次第に低下すること

く市立荘内病院に入院する。急性期病院が一

がわかる。特に，軽度障害群と重度障害群と

つしかないためである。治療後，ふたつの回

で著明となっている。荘内病院でのデータ分

復期リハビリテーション病院へ転院するか，

析のなかの，再発に関してのデータを図２４〜

あるいは，退院して診療所での治療という経

２５に示す。脳卒中再発は，圧倒的に脳梗塞→
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脳梗塞が多く，成因としてはアテローム性血

事業終了後の資金を準備していないと，資金

栓が半数を占め，再発期間は初回罹患後 ３ カ

を要するIT化の継続を維持することは困難

月以内と ２ 年後に多い。今回のデータ分析結

であること等を考慮にいれる必要がある。

果から，入院患者の ３ 割が再発患者であるこ
と， ７ 割が高血圧を合併していること，自宅

３ ．今後の医師会の役割

退院後に次第にADLが低下すること等が判

超高齢化社会の到来で，地域医療構築のた

明し， 地域全体で血圧コントロールや早期

めの医師会の役割は一層重要となった。これ

ADLの低下予防を行い，脳卒中の再発を防

からの医師会は，地域での ５ 年後，１０年後の

ぐことが連携パスの大きな目標となった（図

人口動態と有病率，要介護者数を基に，どの

26）
。このように，急性期，回復期，維持期

ような医療・介護資源が必要かを検討し，行

の情報をIT化することで多くの分析が可能

政，各医療機関，施設等の代表者を一堂に集

となったのである。詳細な分析結果は毎年，

め，人口動態から出てくる需要にマッチした

集計表として発刊している（図２７）。当地区医

医療・介護資源の再構築を検討する，そのこ

師会のIT化の特徴としては， ベンダーを有

とを医師会主導で行っていかなければならな

しており，このベンダーが鶴岡の地域医療や

い（図３３）。とりわけ，急性期以降の医療・介

連携パスに造詣が深く，連携パスの司会進行

護の資源の再配分や新設等が需給ギャップを

をおこなっている。そのことから，我々医師

埋める作業となる。これからは地区医師会の

が使いやすいIT化， オーバービューの改変

器量が問われる時代となり，特に行政と顔の

を随時行ってくれている（図２８）
。

見える関係を構築することが最重要となる。

当医師会は， ８ 事業を行っており， 毎年

ITによる情報共有化を実現させ，継続させ

１ 億 ５ 千万程度の内部留保を行っているが，

るには，ヒト，カネ，理念が必須条件であり，

補助事業をかなり多く活用している。図２９か

医師会主導のもとで地域医療を充実させてい

ら図３２までにこれまでの当医師会の受諾した

くには，ゆるがぬ信念と情熱，そして行動力

補助事業を示す。 補助事業を活用してIT化

のほかにはない。高い志と行動力をもった強

を図る際には，多くの補助事業が単年度で，

いリーダーの存在が，今後の医師会活動，ひ

しかも開始時期が半年ほど遅れること，補助

いては地域医療の構築を決していくのである。

図１
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■第５５２回（ 6 月）例会「高齢化社会と地域の役割Ⅱ」

過疎において
地域医療をいかに支えるのか？
中

川

貴

史

この度はこのような歴史と実績のある実地

いわゆる一次医療から三次医療の初期対応を

医科のための会にてお話しさせていただくこ

はじめ，外来，訪問，入院と幅広く対応するプ

とができ大変光栄に思います。日本プライマ

ライマリケア全般を担っています（図 4 ， 5 ）。

リ・ケア連合学会地域包括ケア委員会にて鈴

寿都町における地域・コミュニティケアに

木央先生には大変お世話になっております。

ついてです（図 6 ）。特徴としては医師などの

この場をお借りしてお礼申し上げます。

一部の者が中心となるケアではなく，多職種

私は北海道家庭医療学センターの中川貴史

が率先して地域やコミュニティを意識した活

と申します
（図 1 ）
。今回は過疎での地域医療

動を展開している点をあげさせていただきま

の現状を一事例である寿都での取り組みを通

す。 地域コミュニティケア委員会を発足さ

してご紹介し，皆様からアドバイスを頂戴で

せ，
「診療所を一歩飛び出し，町民とふれあい，

きれば幸いです。

考えや行動に耳を傾け，活動していく」を目

寿都町のプロフィールですが， 北海道の

標に，実際に地域診断，問題解決法の検討と

日 本 海 に 面 し た 人 口 ３,２００ 人 台， 高 齢 化 率

実践，ボランティア活動や他職種連携促進へ

３６.６％の過疎化が進行している漁業を中心と

の仕掛けなどを行っています（図 7 ）。

した町です
（図 2 ， 3 ）。寿都町立寿都診療所

予防への活動も種々行っていますが，その

は平成１７年に北海道立寿都病院から町立寿都

中でも最近のトピックをご紹介します。いわ

診療所となり，規模縮小と共に経営主体も変

ゆるライフスキル教育です。Antonovskyが

更となった医療機関です。その際に北海道家

唱えた健康生成論の観点から導き出された把

庭医療学センターと業務提携を結び，現在に

握可能感，処理可能感，有意味感を身に付け，

至っています。医師は ４ 名体制で，有床診療

ストレスに強い心身を育成し，世の中をより

所であり，診療規模としては概算で外来 １ 日

よく生き抜く基盤となる能力，すなわちライ

８０人台，入院 １ 日１０人，訪問診療は在宅２０件，

フスキルは１０歳代までに身に付けなくてはな

特養５０名，GH ９ 名，救急車は月１０件，ドク

らないと言われています（図 8 ， 9 ）。ライフ

ターヘリは年間 ５ 件程度要請するといった，

スキルが身についていると，喫煙，飲酒や薬
物，望まない妊娠や性感染症に対する性行動，

なかがわ

たかふみ

北海道寿都郡，北海道家庭医療学センター，
寿都町立寿都診療所所長
34

不健康な食生活，運動不足などといった危険
行動を回避することができると言われており，
究極の予防医療と考えられます（図10）。効果
人間の医学

の測定やエビデンスの不足など問題はまだま

がなかなか定着しないようです。寿都町も同

だ山積しておりますが，現在我々は学校現場

様に在宅死を選択しない傾向が強いです。今

との協力を得て， 児童， 生徒らへの講義や

後は在宅終末期医療の質向上をめざし，住民

ワークショップのみならず，親や教師への講

への周知を徹底し，患者，家族が様々な場を

話など幅広く活動を行っています（図11）
。

自由に選ぶことができるように取り組んでい

視点を変え，高齢者医療についてです。今

きたいと思っています。

回は特に終末期医療について取り上げます。

次に過疎地域における医療機関の存続意義

現在町民で亡くなられる方々は年間５０〜７０名

について考えてみたいと思います（図14）。当

程度います
（図12）
。その方々がどこで最期を

診療所は前述しましたが，外来のみならず，入

迎えているかというと大半は医療機関です

院，救急と幅広く医療を提供しており，それに

（図13）
。我々が行った平成２３年度に実施した

付随した人件費などは無視できない状況です。

診療所で亡くなった遺族を対象としたアン

現段階では患者数の増加によって収入増へと

ケート調査で，寿都町内で，すなわち自分が

つながり，地方交付税の増額も相まって，年間

生まれ育った地で最期を迎えたいという思い

すると赤字がゼロに達しています。しかし，実

が強いことが分かりました。当然のことかも

際に今後の過疎化に伴う患者数次第では収支

知れませんが，これらの結果から，今後も当

バランスが崩れ，存続の危機に立たされる可

診療所が終末期医療をしっかりと行っていく

能性があると考えるのは必然のことです。今

ことは重要であり，改善を繰り返していく必

回我々は，国の２０４０年までの人口将来予測に

要があると再認識させていただいた次第です。

基づいた当診療所における患者数の推移を

現在は在宅死を希望する患者や家族はそう多

シュミレーションしてみました（図15）。結果，

くないのが現状です。というのも過疎地域で

外来患者数は人口減とパラレルに減少してい

はたいてい若年層の流出による独居，老々世

きますが，入院患者数は当診療所の入院患者

帯率の増加，サービスの種類や従事者の不足，

自体の高齢者比率が高いことが影響し，あま

さらにはこのような状況下やもともとの住民

り減少しないということが分かりました（図

気質からくる家族や近所，医療介護従事者な

16）。他にも考慮すべき事項は沢山ありますが，

どの他者への遠慮に基づく，自己の純粋な死

このデータからは入院機能の必要性は今後も

への思いの表出困難さなどの理由から在宅死

あるのではないかと考えております（図17）。
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また，忘れてはならない視点としては後進

おります（図18）。

の育成です。これは様々な段階へのアプロー

地域と共にある診療所をめざし， 住民と

チにより実践しています。北海道家庭医療学

ハーモニーを奏でられる間柄になれるよう今

センターの提供する家庭医療専門研修である

後も研鑽を積んでまいる所存です（図19〜21）。

後期研修やフェローシップはもちろん，卒前

私はまだまだ駆け出しの医師です。本会の先

教育である医学生の受け入れ，卒後臨床研修

生たちには今後もご指導，ご鞭撻を頂ければ

医の受け入れなどを試行錯誤ではありますが，

幸いに存じます。ご清聴，ご精読誠にありが

質の向上を常に意識し実践させていただいて

とうございました（図22）。
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自

由

第５５２回自由交見（２０１３年 ６ 月例会）

交

見

やって地方を支えるか中目先生のお考えをお
聞かせください。

中目千之先生発表に際して

中目：実は，現在の団塊の世代が９０歳くらい

鈴木央：医師会は非常に重要である一方で，

になるまでの今後３０年間は，地方でも要介護

行政とのパイプが重要と思いますが，鶴岡地

者高齢者は今後むしろ増えていくと考えられ

区はうまくいっているのでしょうか？

ます。そして団塊の世代が去っていくと，医

中目：昭和５９年
（約３０年前）に初代健康管理セ

療介護施設は急速に余ってしまうことになり

ンターを設立し，当時の医師会会長が「これ

ます。ですから今後３０年は人口が減るという

からは健診，ドッグの時代！」と言って，医

ことは地方でも予測しておりません。

師会でやろうと言っていました。その時に市

鈴木：介護を支える働き手の減少が，今後の

の保健師や健康福祉部長と一緒に全国各地を

課題となるかもしれません。

まわったことが出発点となり，以来，お互い

外山学：一般的な脳卒中パスは開業医にとっ

に相談し合う関係ができ，市が何かを決めて

て義務感ばかりが強くて， なかなか進まな

いく際には，必ず医師会に相談があり，セミ

い現実がある中で， １ ）データ処理の中心は

ナー開催などは一緒にやっていこうという関

どこが担っているのでしょうか。また， ２ ）

係ができています。市の人事異動の際にも関

個々の医療機関毎の成績（再発率）は分析，開

係を継承し，以来，顔の見える関係が構築で

示されているのでしょうか。

きています。

中目： １ ）参加病院と医師会の委員会で行っ

補助金の１/３は行政からの情報提供で成り

ています。大学などの研究機関の参画はあり

立っているため，医師会と行政は良好な関係

ません。 ２ ）まだ ３ 年なので，これからの課

を構築する必要があり， どちらかが傲慢で

題です。データが確実に集まるよう，パソコ

あってはいけないと思います。

ンを扱える医療機関に逆紹介する流れがでて

石橋幸滋：医師会と行政が良好な関係を構築

います。

するにはどのような方法がありますか？

鈴木：市民への啓発に医師会が寸劇を実施し

中目：トップを巻き込むこと。ボトムアップ

たご経験があるようですので，医師会の役割

では難しいので，トップダウンで市長や副市

をお聞かせください。

長，健康福祉部長などを巻き込むことが大事

中目：認知症の理解や，在宅での緩和医療の

で，また，保健師の活動をサポートして実績

啓発には寸劇が有効です。また，在宅での緩

を作るが一つの良い方法です。

和医療について，がん闘病者の俳優などに講

鈴木央：今後，都市部では要介護者が増えて

演してもらうとたくさんの聴講者が集まりま

施設が明らかに足りなくなることが予測され

す。

ている一方で，地方では人口減少に伴い病院

がんになれば，荘内病院での闘病がこれま

での収入減などが発生しうることが予想され

での常識でした。医師が緩和ケアをいくら学

ています。 こういった予測を踏まえ， どう

んでも，市民にそれが知れ渡らないと実施で
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きません。そのために，在宅でも緩和医療が

ます。そこで我々は長崎医師会に在宅ケアや

できるという啓発には，寸劇や，有名人での

多職種連携について，医師以外の多職種の何

講演会は非常に有効です。

名かで研修に行きました。そこでは医師より

鈴木：会場には薬剤師の方々もご参加いただ

も，薬剤師や看護師の発言力が強かったのが

いています。調剤薬局との協働はいかがです

非常に印象強く，またそれこそが本来の多職

か？

種連携であると思います。

中目： 多職種連携として， 薬局， 栄養士さ

多職種の会を主催するのは集客力を含め医

んなどといろんな会を自主的に行っていま

師会となりますが，会を進めていくのはケア

す。訪問薬剤指導などはこれからの課題です

マネジャーなどの他の職種の方々に委ね，医

が，鶴岡もチェーン薬局が多くなってきたた

師会は後方にまわり活動を見て，報告を聞く

め，薬剤師さんが異動してしまうのが現状の

というほうが，多職種の独自性や自立性が養

問題点です。ずっと鶴岡市に根付いてくれる

われると思います。医師の参加が少ないこと

薬剤師の方が居続けてくれればと思っていま

は日本全国どこでも見られると思いますので，

す。

まだまだ時間がかかると思います。

鈴木：多職種連携はいま日本中で進んできて

石橋：多職種で協働していくための方法とし

います。イベントをしかけると，薬剤師，訪

て災害対策活動を取り入れていくことに対し

問看護師，管理栄養士がたくさん集まってき

て，アドバイスをいただけますでしょうか。

てくれますが，医師の出席率があまりよくな

中目：日本海側の鶴岡では東日本大震災の被

いように思います。そのへんについては鶴岡

害がそれほど大きくなかったので，災害対策

ではどのような状況でしょうか？

では新しい医師や，医師会活動に興味のない

中目：鶴岡でもだんだんそのような傾向があ

先生に参加いただくことはなかなか難しいの

るように思います。多職種連携の重要性がま

が現状です。鶴岡では在宅医療という切り口

だ開業医には浸透していないかもしれませ

から医師や， 多職種の参加を求めたのがよ

ん。介護保険制度は２０００年に開始されました

かったようなので，それぞれの地域で，テー

が，鶴岡地区医師会ではその ４ 年前に，訪問

マを設定していくのがよいのではないでしょ

看護師を集めた訪問看護ステーションが設立

うか。

されました。各医療機関が看護師をたくさん
集めてそれぞれが訪問看護をするのではなく，

中川貴史先生の発表に際して

訪問看護が必要な際には医師会が窓口となり

樋口幸司：日本は今，全国的にうつ病患者が

ました。ところが，開業医のみなさんに訪問

多く，また自殺者も多くなっていますが，地

看護ステーションを利用していただくのに二

域に対し，うつ病対策，自殺対策はされてい

年くらいかかりました。一部開業医から訪問

るのでしょうか。

看護ステーションの制度の理解がまだなかっ

中川：寿都（すっつ）町と全国の数を比較した

たり，また，市民も医師の訪問は結構だがそ

ことはないのですが，寿都にもうつ病の外来

れ以外の看護師や介護士の訪問を嫌がる，と

患者がいらっしゃり，昨年は自殺者も １ 名い

いう風潮があったためです。したがって，多

ました。現在は，週に １ 度，精神科の先生が

職種連携はまだまだ数年はかかると思ってい

来られ，統合失調症など重い病状の方は遠方
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への通院も難しいため，診療しています。ま

鈴木：寿都のほかの開業医の方々とはどのよ

た我々も心理療法を取り入れています。

うな連携をされていますか？

樋口：高齢者総合機能評価
（CGA）はされて

中川：町内には無償の診療所があり，三代目

いますか？

の医師がいらっしゃいます。ほかに近隣の町

中川：外来は時間がなかなかないため，看護

村で医師会を形成していて，会員は１０名と，

外来に任せたり，患者さんの同意を得て，特

北海道内でも指折りの数少ない医師会になっ

定検診のデータをいただいたり，電子カルテ

ています。

に入力したりしています。

「先生，知っているよね。」
診察室に８０歳を少し超えたお爺さんが入ってくるなり，椅子に腰かけずに，私を指さし
ながら問いかけてきました。
「イノシシの絵柄だけどね。昭和 ５ 年か ６ 年は確かイノシシ歳
でね。１０圓札に描かれている。その新品を持っていれば，今でも家一軒が買えるよ。」勿論
私は持っていない。
「そんな高価な１０圓札を持っているんですか」アハッハと笑って，「俺が
持っている訳がない。聞いただけよ。」
調べてみました。
明治１８年
（１８８５年） 兌換券

拾圓札

ネズミ

明治２２年
（１８９９年） 兌換券

拾圓札

イノシシ…新券だと現在１８万円の価値

昭和１９年
（１９４４年） 日本銀行券

五銭

ウマ

昭和２１年
（１９４６年） 日本銀行券

壱圓

ニワトリ

昭和２１年
（１９４６年） 日本銀行券

五千円

ライオン

昭和２２年
（１９４７年） 日本銀行券

拾圓

ハト

昭和５９年
（１９８４年） 日本銀行券

千円

タンチョウ（鶴）

昭和５９年
（１９８４年） 日本銀行券

壱万円

キジ

他にも，龍，クジャク，トンボ，二枚貝，千鳥，ヤマタノオロチ，タイがある。貨幣とな
るとライチョウ，カモシカ，タンチョウ，龍，鳳凰，ハト，カラス，ヒトがある。
─紙幣博物館─
（神保
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第５５３回「実地医家のための会」 ７ 月例会

私の死生観

私の死生観�����������������������������������������������������������永井友二郎
最期まで，自然でありたし���������������������������������������������松根

敦子

自由交見

日

時：平成２５年 ７ 月１４日（日）午後 2 時〜5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

症例検討室

テーマ：私の死生観
司

会：石橋

記

録：事務局

幸滋

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会，
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会
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■第５５3回（ 7 月）例会「私の死生観」

私の死生観

永
はじめに，私が育った時代のことを申し上

井

友二郎

ダルカナル島の作戦に出ることとなりました。

げます。私が大学に入った昭和１３年には，支
那事変で，中国と全面戦争をしていました。
私はもともと，気の弱い人間でしたから，

私の太平洋戦争

ミッドウェー海戦

大学を出て，兵隊にとられ，中国で敵兵と殺

私は海軍軍医学校の教育を受けたあと，昭

し合いをする，ということは，とてもできそ

和１７年 ５ 月，連合艦隊が集結していた瀬戸内

うもありませんでした。それで，医者となれ

海で， １ 万屯の巡洋艦鈴谷に乗組みました。

ば，たとえ戦争に出されても，殺し合いはし

そして驚いたことに，私がこの鈴谷に乗組

なくてすむだろう，と考えました。
私が医者の道を選んだ理由はもう一つあり
まして，それは，いじめられている友人を助
けてあげたいと思いました。
医者となれば，普通の人とは違う，診断し
たり，手術したりする力を持つことができる。
そうなれば，自分は弱い人間でも，この力に

んだ翌日，この重巡四隻の艦隊は先遣部隊と
してミッドウェー攻略に出撃しました。
このミッドウェー海戦はご承知のように，
日本海軍はじめての大敗北で，海軍の大事な
空母 ４ 隻を失ったほか，鈴谷と一緒に行動し
た三隈が沈没しました。
私はこのとき，生まれてはじめて，重傷の

よって，人を助けてあげられるかも知れない，

戦傷兵の治療に明け暮れる体験をし，多くの

と思いました。

死亡者を水葬する，という強い体験をしまし

私はこうして，昭和１３年，千葉医科大学に

た。

入学しましたが，中国との全面戦争はさらに
状況が進み，私が大学 ４ 年，来年春は卒業と
いう昭和１６年１２月，太平洋戦争が始まりまし
た。

ガダルカナルの作戦
私はこの後，乗艦を駆逐艦に変更となり，
赤道を越え，ソロモン海のガダルカナルの戦

私たちの学年は，そのため ３ カ月繰り上げ

いに加わりました。

て昭和１６年１２月卒業となり，私は翌年 １ 月，

このガダルカナル島の日米の争奪戦は大変

海軍軍医中尉に任官，ミッドウェー海戦，ガ

激しいもので，日本軍はアメリカに制空権を
とられた中で， ６ カ月にわたり，苦しい戦い

ながい

ともじろう
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を続けました。
ブーゲンビル島からガダルカナルまで３００
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をすくめ，体を固くして，怖さを耐えていま
した。
私はこのガダルカナルの作戦の ６ カ月，
ずっと，このことを自分自身に言いきかせ続
けていました。
潜水艦での体験
私はこのガダルカナルの作戦のあと，伊号
１７５号潜水艦乗組員となり，キスカの撤収作
浬，日本の駆逐艦はアメリカの急降下爆撃を

戦に加わり，マキン島の日本軍が玉砕したと

受けながら，食糧，弾薬をガダルカナルの日

きはその沖合で，アメリカの空母リスカムベ

本軍に届ける作戦を続けました。

イを撃沈しました。

私はこの作戦約 ６ カ月の間に，１３回ブーゲ

それは昭和１８年１１月２５日の朝早くで，我が

ンビルからガダルカナルへ往復しましたが，

艦の魚雷 ４ 本が米空母を撃沈しました。しか

私の駆逐艦に爆弾が当たったことが ２ 回，そ

しその後，米駆逐艦 ２ 隻による爆雷攻撃は大

の １ 回は沈没して，泳いで僚艦に救助されま

変激しいもので， ７ 時間も続きました。

した。
私はこの，いつ終わるかわからない，命が
けの作戦，急降下爆撃を受けながら，そのた
び首をすくめ，体を固くして，怖い，と思い
続けました。
その中で，私はなんとか，この怖さから逃

爆雷が近づいてくる度， 我々は艦内で，
じっと体を固くして， 死刑台で刑の執行を
待っているようでした。
至近弾がきたときは，大地震で家がガタガ
タするように上下左右に揺さぶられ電灯が消
え，海水が入ってきました。

れたいと，色々考えました。そして，この状

しかし幸いに，沈着な兵員たちがこれを止

態が ６ カ月続いた間に，最後に私は次のよう

めてくれて，ついに生還することができまし

なことを考えるようになりました。

た。私は永い人生の中で，このときの怖さが一
番大きく，ひどいものだったと思っています。

この怖さがいつまでも続く，逃げる訳にい

私はこの潜水艦勤務のあと，潜水母艦平安

かない，ということであるならば，いっそ，

丸で，南洋のトラック島で米空軍の大空襲を

これは開き直ってみるほか仕方がない， と

受け，私は生まれて初めて怪我をし意識を失

「すべてを成りゆきに任せよう。そして，手

う，という体験をしました。

足が吹きとばされても，あるいは死んだとし

昭和１９年 ２ 月１７〜１８日，南洋の海軍最大の

ても，これは自分にとって一番いいことなの

基地，トラック島が米機動部隊の大空襲を受

だ」と無理でも考えてみよう，と思い始めま

けた時であります。

した。そう考えるほか，怖さから逃げられな
かったからであります。

私はその日，一万トンの客船平安丸の一等
船客サロンで，救急治療所を開いていたので

勿論，これは，始めからすぐ，そう考える

すが，午前１０時頃，あっという間もなく，大

ことができた訳ではありません。いつも，首

きな衝撃で私は意識を失いました。どれ位時
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間が経ったかわかりません。気がついてみる
と， 真っ暗な中で， 私は沢山の廃材の下に
なっており，手で顔を触れると木片，ガラス
片が刺さって，血が出ているらしく，ぬるぬ
るしていました。
私はこの暗闇の中から這い出し，上のデッ
キに上ってみると，真昼の太陽が輝いていま
した。総員退去だ，という命令があり，私は
怪我をしたまま，軍服のまま泳いで，すでに
離れていたボートまで行きました。私は高校

という考え方，私ははじめ，これを自己流の

時代水泳の選手でありました。

考え方だと思っていました。

私は兵隊たちに助けられ，ボートに引きあ

しかし，なにか，日本人である私の血の中

げられたとき，まだ，昼間であるのにあたり

に，こう考える素質があるかも知れないと，

が次第に暗くなり， 死ぬかも知れない， と

ふと思いました。そして，少し本を調べてみ

思ったまま意識を失いました。

ようと，本を集めてみました。

私は，爆撃をうけた直後と，今度のボート

そうしますと，驚いたことに，日本には古

の上と ２ 回，意識を失った訳であります。私

くから，「あるがまま」をよしとした多くの先

はこのことで，人間の意識は大変消えやすく

達がおられました。

できている，と思うようになりました。
また，この負傷，意識喪失のとき，いつも

年代順にいいますと，まず高山寺の明恵上

痛い，
苦しい，
ということは感じませんでした。

人，明恵上人は華厳宗のお坊さんで，鎌倉時

それで私は，人間の意識は消えやすくできて

代の方ですが，
「ひとはあるべきように生きよ，

いること，そして，恐らく死ぬときもこんな

僧は僧の，俗は俗のあるべきように，帝王は

具合で，痛い，苦しい，ということがなさそ

帝王のあるべきように生きよ」と言っており

うだと思うように至りました。

ます。

私が，
「死ぬときは苦しくない」という本を

次に，正法眼蔵で有名な道元，鎌倉時代の

講談社から出しましたのは，このときの事実

曹洞宗の開祖ですが，人間の生死について，

に基づいています。

「生死についていうべきでなく，涅槃として
願うべきでもない。生死の中に仏あれば生死

日本人の死生観
以上で，私の厳しい戦争体験の話しを終わ
ります。
それで，次に，私がガダルカナルの作戦中
怖さの中で思い至りました，「なりゆきにま
かせることがいい，どんな結果になっても，
自然の結末は自分にとって一番いいことだ」
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にまどわず」と，あるがまま，自然と一体化
せよ。と教えていました。
最後に良寛ですが，良寛は道元より５００年
以上あと，徳川時代の，越後国上山の五合庵
に住み，ひたすら自然であろうと，乞食坊主
の道を選ばれました。
その言葉に，「災難に逢うときは災難に逢
うがよく候，死ぬるときは死ぬがよく候。こ
45

後も，ずっと今日までつづいておりまして，

れ災難をのがるる妙法にて候」があります。

私はなにか問題にぶつかり，困ったときは，

このように，日本人の歴史をみてきますと，
もともと自然を大事にし，これを尊ぶ伝統が

自分で，できるだけの努力をして，その上で，

あり，仏教学者の梶村昇氏は日本人には昔か

あるがまま，出た目が一番いいのだ，と考え

ら，三つ子の魂として山や大きな木など，自

てきました。そして，この考え方を通してき

然を尊ぶ神の観念があった，といっています。

たことを，現在９４歳のいま，よかったと思っ
ています。

それで，私はガダルカナルの作戦の怖さの

そういうことで，皆様は日本人ですからこ

連続の中で，私の血の中にあった日本人の三

の考え方は受け入れ易い，と思います。

つ子の魂が自然に
「あるがままでよい」という
諦観に導いてくれたにちがいない，と思うよ

以上，ひとまず私の死生観の輪廓の話を終

うになりました。

わります。有難うございました。

この
「あるがままがよい」という考えは戦争

アッツ
キスカ
アリューシャン列島

占守島

日本

硫黄島

レイテ
パラオ

太

平

洋

ミッドウェー

ハワイ

サイパン
グアム
トラック
赤道
ラバウル

マキン
タラワ

ブーゲンビル

ガダルカナル
サモア
フィジー

私の太平洋戦争での足取り
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■第５５3回（ 7 月）例会「私の死生観」

最期まで，自然でありたし

松

根

敦

子

創立５１年になられました栄えある貴会に，

より大切と思っています。あなた任せでは情

素人の私が参加させて頂きまして，もう ７ 年

けないし，任された方も重すぎて決められる

を過ぎました。私は昨年まで《一般社団法人

ものではありません。これは礼儀の問題でも

日本尊厳死協会》の副理事長を務めておりま

あると私は思っています。
単に家庭内の問題だけではありません。関

した。
貴会との出会いは，鈴木荘一先生がご卒業

わってくださる医療者，看・介護者に対して

になられました旧制高校で，父が教師をして

の心遣いでもあります。命の問題は本人以外

おり，夫も同窓というご縁でございます。

誰も決めることはできませんから。

常々大いなる学びをさせて頂きまして，心
から感謝申し上げております。

命に対してこのように考えるきっかけと
なったのは， ２ 冊の本でした。 １ 冊は１９７６
（昭和５１）年に出版された《梅原猛著

《一般社団法人

日本尊厳死協会》は，国会

湖の伝

説》。

議員でもあり， 医師でした太田典礼先生が

絵描きさんご夫婦の話です。昭和４８年，奥

１９７６
（昭和５１）
年に，自費を投じて立ち上げな

様の利き腕の肩に腫瘍ができて，医師は「本

さった団体です。日本の《生めよ殖やせよ》の

人には告げずに肩からの切断を」とご主人に

時代が終わり，女性の肉体的負担を軽減させ

話すのですが，ご主人は「自分から本人に話

るための避妊具であるリングというものを開

す」と覚悟して奥様に事実を告げられ「君の腕

発された医師でもあります。人間の誕生以前

が １ 本なくなっても，僕の腕と合わせれば ３

の問題から，尊厳死（当時は安楽死）の問題ま

本の腕があるではないか」と。そこで奥様は

で，人間の生涯にわたっての命の問題を深く

納得して手術を受け，１９日後から左手で字を

考え実行された医師です。国会議員を務めら

書くことから訓練して，二人のお子様に素晴

れたこともありました。

らしい絵を遺して逝かれたのです。大津に美

私は，協会創立 ２ 年後に，私の両親・夫と
共に各自の意思を登録して会員となりました。
命の問題は，本人のしっかりとした意思が何

術館があり，私も伺ってご主人様とお会いし
ました。
この本からは『自分の身体の中におきる変
化は，どのようなことでも自分が知る勇気を

まつね

あつこ
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日本尊厳死協会元副理事長

持とう』と言う決心をしました。
もう １ 冊は，ご同業者でもある渡辺淳一氏が
47

１９７８
（昭和５３）
年に出された《神々の夕映え》で
す。

ました。
翌日，私も付いて行き，受診し検査するこ

これは，安楽死がテーマでした。この当時

ととなりました。その日の帰り際に夫は先生

は尊厳死などという語はありませんでしたか

に「この結果が良くも悪くもすべて私に話し

ら， 全て安楽死でひとくくりでした。 この

てください」と申し上げましたところ，先生

中で，日本にも現在の「日本尊厳死協会」
（当

は「分かりました」とおっしゃってくださいま

時は「日本安楽死協会」）があることを知って，

した。 １ 週間後に結果を聴きに行く時は，本

私の両親・夫・私の ４ 人が同時に入会したの

人， 私， 二人の子供， それにテープレコー

です。それからもう３５年。私を除いて ３ 人は

ダーを持参しました。先生には「大変失礼か

逝ってしまいましたが，現在は娘夫婦も会員

とも思いますが，先生のご説明を録音しても

ですので，命に対する価値観が同じなので安

よろしいでしょうか？」とお聞きしましたら

心しています。

「どうぞ，どうぞ」と。よく家族何人かで一人
の先生の説明を聞きながらも，帰ってから話

我が家の逝きました ３ 人は，理解ある医師

し合ってみると癌のできている部位も，大き

のお支えによって各自の願いどおり，家から

さも異なった受け取り方をしているという話

の旅立ちでした。 皆， 確固とした死生観を

を聞きますので， それは不幸の始まりだと

持っておりました。

思ったからです。

高齢の両親は，脳梗塞の後遺症で昭和３０年

検査の結果は，２４時間ならぬ２５時間の手術

からお世話になっていた近くの医師に看取っ

をしても， 多量な抗がん剤を投与してもダ

ていただきました。
「皆さんの意思は分かっ

メージを受けるだけという状態でした。夫は

ていますから最期まで…」とおっしゃってく

すぐに「家で癌と共棲します」と申し上げまし

ださり，穏やかな最期でした。

た。

６９歳で逝きました夫の場合は，上部咽頭癌

そうは言っても，痛みが出てきた場合，た

でしたので両親の看取りとは異なり，家族も

だ見ているだけにはいきません。そこで以前

医療のほんの一端を担うことになりました。

から親しくさせていただいていた神奈川県厚

夫は１７年前，既に家を出ていました二人の

木市の，癌・在宅専門のＴ医師にお願い致す

子供が家に電話してきては「パパの喋り方が

ことにしました。ご主人様は，東京のＫ病院

少し変」というようになりました。私も喋り

の副院長先生でいらしたのですが，残念なこ

方，食べ方が少しおかしいとは思っていたの

とに昨年胃癌でお亡くなりになりました。ご

ですが，何か言うとうるさそうにしますので

夫妻とも本当に患者のためにお尽くしくださ

様子を見ていました。子供に不審がられたし

いました。神様は素敵な先生を早くお呼びに

私も「どうする気？」と聞きましたら夫は「Ｋ

なり，残念でたまりません。

先生に行く」と言って，両親を看取ってくだ
さった医師のところに伺いました。結果は，

夫は １ 日だけ入院して，痛みの除去のため

「これは内科では分からないので，専門の口

に点滴を入れるルートを作って帰ってきまし

腔外科に行くように」と川崎市北部のＳ医科

た。後は，Ｔ先生が厚木から東名を通って，

大学の耳鼻咽喉科に紹介状を書いてください

毎日川崎北部の我が家まで １ 時間掛けていら
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もお世話になっております。私は，日本医師

してくださいました。
私も疼痛除去のための点滴の管理などしま

会の第１８回生命倫理委員も拝命しました。そ

した。先生が，痛み除去のために私でもでき

の時の座長は高久史麿先生でいらっしゃいま

るように， 全てセットして冷蔵庫に納めて

したが，このメンバーの中のお二人の先生が

いってくださったのです。

尊厳死協会に会員登録なされまして，現在は

ところが，夫が手を頭の方に上げると点滴
がうまく落ちなくなるのです。Ｔ先生にお電
話したら，
「すぐヘパリンロックよ！

固まっ

前記しました《LW受容医師》としてもお支え
くださっておいでです。
因みに，尊厳死協会会員の医師は１３３０余名，

ちゃうと大変だから」と言われて私は慌てる

看護師は１３５０余名。現場を熟知しておられる

ことになりました。娘もその時は家から勤め

からこそ，終末の医療に対する本人の意思の

に出てくれて，夜は父親と濃密な時間を過ご

大切さをお感じなのでございましょう。

したようです。夫は，慣れない家族の看護・
介護の中，３５日で旅立ちました。

私の住む神奈川県は，終末の医療に関する

こうして，本人の意思が明白であれば，そ

裁判が多く起きています。中でも，私の地元

の人の願いを最大限尊重しての良き訣れが可

の川崎協同病院事件の裁判は３０回に亘って傍

能です。

聴し続けました。

《生あるものは必ず滅する》この当たり前の

これらの事件からも《自分自身の最期に付

ことを常々意識し，覚悟していることによっ

いて，意思を表しておくことの重要さ》を改

て，その人の人生は全く変わると思っていま

めて強く思った次第です。
なるべく自然の状況で生を終わりたいとい

す。

う願いの強い私でございます。
尊厳死協会の活動の中の一つに「 LW受容
医師」制度があります。貴会の先生方数名に
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この場をお与え頂きましたことに，心から
感謝申し上げます。
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自

由

第５５３回自由交見

交

見

時から自分の死生観を家族などに話している
ことは大事かと思います。

樋口幸司先生の発表に際して
今本千衣子：そもそも間質性肺炎というのは

向平

淳先生の発表に際して

見つけたらかなりの危機感を持ち， 速いス

神保勝一：上行大動脈拍出量と流出圧を測定

ピード感を持ち，対処すべき疾患と考えてお

する方法について。

ります。最初のICの際に，疾患予後等，多

東芝３DCT８０列を用いると心膊動の停止像

岐にわたる流れに関してきちんと説明があっ

が描写出来ます。 ３ 次画像・立体像から体積

たのでしょうか。

が測定出来ます。先生のライフワークの一つ

間質性肺炎は増悪すればサイトカインス

である上行大動脈管に当る圧力を計算出来る

トームでなかなか予後が厳しい疾患であり，

と思いますが如何でしょうか。

呼吸困難感を伴う肺のターミナルは鎮静も含

向平：上肢，下肢の脈圧から測定して，心拍

め，在宅対応は容易ではありません。

出圧を計算するのが夢です。 私の計算から

樋口：必ずしも納得できる説明ではなかった

導きされた結果の証明をお願い致します。

と思っています。

３DCTの購入予定はありません。確かに体積

今本：肺が専門の医師でも肺の病気に襲われ

は １ 発で心拍出圧が出ますが，やさしく安く

ることはあります。急性期には在宅医療は難

計算したいです。

しいと言えるかもしれません。普段の元気な
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第５５４回「実地医家のための会」 ９ 月例会

地域包括ケアⅢ

多職種連携で地域をつくる

つるカフェというこころみ�����鶴岡

優子

拡張を続ける長崎住宅Dr. ネット
−最先端地域医療連携モデルの歩み−�������������������白髭

豊
（次号掲載予定）

自由交見

日

時：平成２５年 ９ 月 ８ 日（日）午後 2 時〜5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

症例検討室

テーマ：地域包括ケアⅢ
司

会：鈴木

央

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会，地域包括ケア委員会，
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会
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■第５５４回（ ９ 月）例会「地域包括ケアⅢ」

多職種連携で地域をつくる
つるカフェというこころみ
鶴

岡

優

子

実地医家の大先輩の前でお話をさせていた
だくのは大変緊張いたします。多職種連携で
地域をつくる，とても素晴らしいタイトルを
いただきましたが，実際今のところ地域がつ
くられている実感はありません。しかし在宅
医療における多職種連携を意識し続けること
で，もしかするとできるのかもしれないと希
望を持てるようになりました。今日は栃木で
おこなっている小さな取り組みについて，ご
報告をさせていただきますので，どうぞよろ
しくお願いします。

ちょうど１０歳になりました。

私は順天堂大学を卒業後，自治医大の地域

２００５年に発表された福井先生らの調査によ

医療学教室， 総合診療部を中心にプライマ

りますと，対象住民が１０００人のうち，何らか

リ・ケアの研修を受けてきました。大学病院

の体調の不調を訴える方が８６２人，そのうち

での在宅医療を経験したことがきっかけで，

開業医を受診される方が２３２人，大学病院外

栃木県で在宅医療専門のつるかめ診療所を開

来受診が ６ 人， 在宅ケアまたは往診が ３ 人

業しました。現在は，ほとんど毎日，在宅医

だったそうです（図 1 ）。今自分がやっている

療に従事しています。週 １ 回は自治医大附属

ことは，自分では地域医療の一端を担ってい

病院の総合診療部の外来を担当しています。

るつもりではありますが，大学の外来と在宅

研究も細々と継続していますが，実は夫婦で

ケアの担当ですから一端の中の一端であるこ

代替医療とプライマリ・ケアの研究をしてい

とがわかります。 そもそも在宅医療とは何

た時，こちらの実地医家のための会でお話の

か？

機会をいただきました。調べてみると，２００４

宅医療の定義としては， 通院が困難な患者

年 ２ 月 ８ 日でしたので，１０年も前になります。

に，医師が定期的，計画的に訪問して，診察

当時生まれたばかりだった ３ 番目の子供も

や診療をおこなうことです。どこに訪問する
のか？

ここから話しをすすめていきます。在

つるおか

ゆうこ

つるかめ診療所副所長，つるカフェ店主
52

生活場ということですので，自宅が

ほとんどでしょうが，ここ１０年で生活様式が
めまぐるしく変化し，生活の場が親族の家で
人間の医学

あったり，サービスつき高齢者住宅であった
りするわけです。訪問診療と在宅医療はほと
んど同じ意味で使われていますが，患者や家
族の求めに応じて医師が診察や診療をおこな
う往診とは区別して考えています（図 2 ）
。
在宅医療の現場では登場人物が多いのも特
徴で，主役はもちろん患者ですが，準主役に
介護する家族があって，さらに遠方に住む家
族や，近所の人まで登場し，私たちのような
医療者，介護関係者，福祉関係者が脇役を務
めます。多事業所から多職種が参画するのが

増やすこと。この ３ 番目の理念のために，大

在宅医療であり，それぞれに思いや考え，物

学の非常勤として関わったり，勉強会を主催

語があるのです。あくまで患者を中心にでは

したりしています。当院の担当患者は４０〜５０

ありますが，多職種それぞれの物語が擦り寄

名で，訪問看護は ５ カ所，ケアマネジャーは

らなければ，在宅医療は成立しません（図 3 ）
。

１５カ所の事業所と連携しています（図 ５ ， ６ ）。

２００１年JAMAに掲載された有名な論文があ

これからお示しするデータは，今年の ４ 月

りますが，病の軌跡を意識しながら在宅医療

に調査した当院の約 ５ 年のデータです。患者

を展開していく必要があります。在宅医療で

の年齢は２３歳から１０４歳の平均７７.６歳，在宅

担当する患者は，ADLが低下された方が必

医療を受けた期間は １〜１６４０日，平均１３８日

然的に多くなるわけで，高齢者，老衰，神経

でした。主要な診断名は４５％が癌で，認知症

難病の方もいらっしゃいますが，中には癌の

が１９％，脳血管障害１０％と続きます（図 ７ ）。

末期で急速に病状が悪くなる過程で在宅医療

在宅期間が １ 週間以内の患者も１１人いました

が始まる方もいます。COPDでは呼吸器感

が，そのうち ９ 人が癌患者でした。転帰を調

染症を契機に急速に悪くなり，入院での急性

べると， 死亡が６５％で， 入院が１８％， 施設

期治療を終えて在宅医療が始まるという方も

入所が ６ ％でした。死亡の場所を調べると，

おられます
（図 ４ ）
。

８４％が在宅でありました。
（図 ８ ）紹介元は医

これから先は，話を栃木に限定して進めた

療機関が５１％，ケアマネジャーからの紹介が

いと思います。栃木県下野市は自治医大前に

２４％，患者，家族からのクチコミが２０％であ

広がるグリンタウンしもつけを有する学園都

りました（図 ９ ）。当院のような小規模な在宅

市です。東京から８０キロ，電車で １ 時間半な

療養支援診療所でも，各専門職種間の連携は

ので通勤圏内になっているようです。そんな

大変で，文書をやりとりしたり，カンファレ

住宅街の中につるかめ診療所はあるのですが，

ンスをしたりしましたが，連携の全てがうま

自宅のひと部屋を改造したオフィスで， ス

くいっているわけではありませんでした。

タッフは医師 ２ 名のみ，周囲には多数の医療

そこでできたのが，「つるカフェ」という仮

機関があります。当院には ３ つの理念がある

設移動型カフェです。 参加職種はケアマネ

のですが，ひとつは在宅医療専門であること。

ジャー，地域包括支援センター職員，薬剤師，

患者と自分の価値観を尊重すること。仲間を

訪問看護師など３０〜６０人集まる勉強会です
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（図1０）
。２０１１年 ３ 月震災を契機に，在宅医療
の連携について考え， ３ カ月後の ６ 月に第 １
回つるカフェを開きました。 ３ カ月ごとに継
続し。１１月には始めて実行委員会を発足。そ
の後は，各種職種をお互い理解していこうと，
テーマを
「○○のオシゴト」としてシリーズ化
させました。当勉強会のこだわりはいくつか
ありますが，スイーツと飲み物は欠かさない
こと，実行委員会も違う事業所で無理なく組
むこと，つるカフェの時間だけでも，先生な
どの敬称はなしで，愛称で呼び合ってみるこ

営していて，５０人の方が手伝ってくれ緑のT

と，などです
（図1１，１２）
。

シャツを着てがんばりました（図１７−２０）。

これらのつるカフェ勉強会がベースとなっ

多職種連携の第 １ 歩は，他職種を知ること

て，年に １ 度は市民講座を開くことになりま

であり，同時に自職種も深く知ることが重要

した。会場は自治医大の大講堂で，５００人は

なのではないかと思います。自分にできるこ

入る講堂に２５０人が集いました。つるカフェ

と，協働できることを見極めることが大切で

では実費として２００円の参加費を頂いていま

す。とにかく続けてみて，多職種連携で地域

すが，市民講座では入場無料としました。そ

をつくることができるのか見届けたいと思い

のため２０１２年は勇美記念財団に，２０１３年は

ます（図２１）。今朝２０２０年に東京でのオリン

地域社会振興財団に助成をいただきました。

ピック開催が決定しました。２０２５年問題など

２０１２年 ８ 月２５日， 第 １ 回市民講座をおこな

と盛んに言われていますが， 状況は今と変

い，第 １ 部ではたんぽぽクリニックの永井康

わっているでしょう。誰も経験したことのな

徳先生に講演をお願いしました。第 ２ 部では

い多死高齢社会，時間がない，早くつながれ，

看取りを経験した家族を中心に多職種が集い

と焦らされます。まずはこの地域で働き，自

壇上にあがってそれぞれの思いをリレー形式

分の役に立つ部分を活かしていこうと考えて

に発表しました。
（図１３−１６）また，第 ２ 回は

います。地域包括ケア，どの地域でもそっく

今年 ６ 月 ９ 日に岩手藤沢病院の佐藤元美先生

り真似のできるモデルはないと思いますが，

に講演をお願いしました。後半は，スーパー

真似できる部分もあるのではないでしょうか。

プレゼンテーションと題して，各分野のフロ

本日後半の白髭先生の長崎のお話をとても楽

ンティアに ８ 分でスピーチしてもらいました。

しみにしています。ご静聴ありがとうござい

これらの市民講座はボランティアを中心に運

ました。
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自

由

第５５４回自由交見

交

見

したが，グループワークを毎回行い，そのノ
ウハウはシェアされたのではないかと思って

鶴岡優子先生の発表に際して

います。

足立大樹：連携のための会（多職種連携）にお

野崎英夫：小さな「集まる会」の種が広がり，

いて，適正人数
（顔が見える関係）はどの程度

各地域で芽生えるためにはどうしたらよいで

でしょうか？

しょうか？

鶴岡：２０〜３０人， または， 方法によっては

鶴岡： つるカフェはすでにネットワークが

５０〜６０人ではないでしょうか。

あった栃木だからできたり，つるかめ診療所

１０人位で少ないと固定してしまって発展が

が小さかったからできた，ということはある

ないかもしれません。

かもしれません。始まっているところからノ

村田由佳：つるカフェにおけるグループワー

ウハウを継承し，自分の経験を伝えていき，

クのファシリテーターはどのような人です

おすそわけできたらよいのではないでしょう

か？

か。

また，その質はどのように担保されて

いるのでしょうか？

小見川香代子：つるカフェに参加させていた

鶴岡： 実行委員会のコアメンバー（鶴岡ほ

だいたことがあります。カフェという形式が

か，数名）
プラス，その会の関連職種（ケアマ

話しやすく，他職種の中での薬剤師の客観的

ネジャー，薬剤師，看護師など）がファシリ

な見られ方がよくわかりました。現在は江戸

テーターです。必ず事前に打ち合わせで，グ

川区の介護ネットに参加しており，ケアマネ

ループワークのルールや，留意点などをシェ

ジャー， 社会福祉の方々とのコミュニケー

アし，当日終了後には必ず３０分程度の反省会

ションをとることができています。薬剤師と

は行って，次につなげています。

してどこに問題があり，改善し，地域に参加

白髭豊： 行政や医師会との協働はないので

し，受け入れられるか，勉強の場とさせてい

しょうか？

ただいています。

鶴岡：つるカフェと医師会とはまだ協働でき

石橋幸滋：薬剤師は患者と出会う最初の医療

ていません。 今後はその可能性もあるかと

職で，かつ最後に出会う医療職ですので，非

思っています。つるカフェ市民講座の方では，

常に重要と思います。多職種連携・協働のた

医師会から後援をいただきました。また行政

めに，各々のレベルアップが必要で，そのた

からは，県や市から有形無形の応援をいただ

めの研修を今後進めていっていただきたいと

いております。県が行うリーダー研修があり，

思います。つるカフェはその基盤となると思

栃木県で ６ か所まわりました。私も参加しま

います。
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●ほんのひとなで●
─会員七名による，黒羽根洋司先生著書新刊ご紹介リレー─
書籍タイトル：「空を仰ぎ 風にふかれて」
著
出

者：黒羽根洋司
版

定

元：ライトハウスパブリケーション
価：１,４００円＋税

２０１３年 ５ 月発行

「空を仰ぎ

な？

風にふかれて」

と楽しみな気分になっている自分に気

永井友二郎

がつきます。黒羽根先生の朝の診療前に散歩

黒羽根洋司先生のお暮しぶりはまことに風

の時間に感じられた自然とのやりとりや，折

雅である。今度の御著「空を仰ぎ

風にふか

れて」
のはじめの一頁を開いてそれがわかる。

に触れての書籍の感想，様々な作家の香りの
エッセンスが含まれています。

先生は毎朝，開門の儀式を終え，食事前の

今回の「風を仰ぎ，風にふかれて」はその

散歩にお出かけになる。その３０分の自然との

エッセイの中から月ごとにまとめられた作品

対話が，見事な文章でこの本となった。

集で，お住まいのある鶴岡の自然に基礎をお

先生はこの豊かな自然との交流のなかで，

いた先生の感性の鋭さが伝わってきます。お

桜桃忌では「いつか三鷹の禅林寺を詣でなが

若い時には灼熱のアフリカでの生活を経験さ

ら，かつての“話せる兄貴”と対面したい」と

れており，帰国後，余計に日本の四季の移ろ

記され，あるいは桂信子の句「逢ひし衣を脱

いに感性が研ぎ澄まされたのではないかと想

ぐや秋風にも匂ふ」をひき，遠く離れた懐し

像しています。
黒羽先生とは直接お話しする機会にも何度

い人々と逢いたがったりされている。
私もこんな本，随筆が書けたらと思うが，

か恵まれ，そのお人柄がそのままエッセイに

それは無理。せめてと，この秋，拙い句集を

出てきており，診療の合間の癒しの １ 冊にお

つくりたいものと考えている。

勧めです。

なにしてもしなくてもいい青簾
「空を仰ぎ風にふかれて」
上野

「空を仰ぎ，風にふかれて」

欣一

祐二

著者の住む鶴岡市は東北の日本海側にある

「あぁ，月が変わったな…」月初めの『しろ

小さな町で，海や山の幸に恵まれた自然豊か

ひげ＠kurobane』の黒羽根先生からの電子

な城下町である。時代小説で有名な藤沢周平

メールを空けるとき，心の中にこの言葉が浮

氏が誕生した町でもあり，四季を感じながら

かんできます。 今度はどんな季節の便りか

自然とともに生きる風土が，そこに住む人の

松本
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感性を豊かに育む下地となるのだろうか。四

から出た家ですので，現在も年に ３ ， ４ 回は

季の移ろいを言葉に託したこの著書には，自

黒羽根先生のお膝元へ伺って至福の時を過ご

然のなかに生かされるひとりの人間の感性が

しています。

繊細に描出されている。そして，読んだ人の
心に言い知れぬ感慨をもたらしてくれる。私

今後も，末永くご健筆を振るわれますよう
お祈り申し上げます。

は著者と同郷に住み同じ自然環境に居ること
で，幸いにも地元の四季の変化を著者と同じ

「ダンディー黒羽根のファンより」
高藤

タイミングで直に感じることができる。著者

早苗

の豊富な読書量に裏打ちされた文脈は，四季

インターネットやメール嫌いな私ですが，

の移ろいが人生の流れと同化して，平凡な日

毎月，とても楽しみにしているメールがあり

常にいくつかの光明を見出し，読者の人生を

ます。今月も「 １０月になりました。」で始まる，

より豊かにしてくれるような気がする。さら

心温まるメールが届きました。
「空を仰ぎ

に，著者の自然と人間に対する溢れんばかり

風邪にふかれて」は，首を長〜くして待って

の好奇心が至るところに満載で，無為にある

いる私たちに送ってくださる， 季節のメッ

いは無感動に過ごして怠惰になりがちな暮ら

セージがぎっしり詰まっています。１０年の

し方への戒めともなる一冊ではないかと私は

日々を綴った，とても，とても心温まる素敵

感じている。無味乾燥な生活のなかで心の癒

な本です。毎月，「○月になりました。」で始

しと潤いを求める方にお勧めしたい。

まるのですが， １ 月だけは違います。新年を
迎える黒羽根先生のこだわりを感じます。ま
だ読んでいない方は，読んでのお楽しみです。

自然豊かな庄内 − 私の心の故郷
敦子

「私の一日は診療所の扉を開ける事から始ま

《庄内》
という地名を耳にする度に，私の心

る。」という所から，ぐいぐい黒羽根ワールド

は騒ぎ立つのです。くっきりしすぎるほどの

に引きこまれます。私事ですが， ９ 月に「の

季節の移ろい，豊かな自然，人々の大らかな

と緩和ケア研究会」の仲間と鶴岡に視察研修

心。

に行きました。その時に黒羽根先生にお会い

松根

この大好きな土地で， 地域住民の健康を

する事が出来，楽しい時間を過ごさせていた

守っておいでの，しろひげ先生こと黒羽根先

だきました。これからも，ずっと毎月のお便

生の ７ 冊目のご著書のご出版おめでとうござ

りを楽しみにしています。今度は１０年ではな

います。

く ２ 〜 ３ 年で御願いします。

私にとって大切な宝物です。心の故郷から
の四季折々の珠玉のお便りですから。

文系医家，黒羽根羽先生
松坂

我が祖先
（おや）
は奥の最上や天の川
東洋城

勲

暦の月が改まると鶴岡から欠かさず季節の
便りが届く。電子メールで１０年以上も続いて
いる。最初のいきさつは忘れてしまったが，

これは，この秋五十回忌を迎えた伯父の句。
我が家は，この句のとおり４００年の昔，庄内
60

今でもこのカレンダーは私に季節のゆきあい
や自然の移ろいを年中行事のように伝えてく
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れる。そして全国の同学の士やグループが

医人のようにみえる。先生の存在なくしては

これをクリックひとつで瞬時に庄内地方の四

鶴岡は語れないと思う。

季や身辺消息などをエッセイ感覚で読ませて

今も団塊世代の旗手として活躍されている

もらえる。そこで忽ち読者ファンになってし

が，これから先は楽して遊びたいと仰言る。

まう。生きいきとした書簡の臨場感にときめ

しかし，まだまだお元気だ。

きを覚える。この中のエッセンスを綴った新
刊が本書である。
こんな奇特な情報発信を続けてくださるの
が，鶴岡在住の整形外科医黒羽根洋司先生だ。

普通に佇んでおられる先生の姿からは，ど
こにそんなエネルギーが湧いているのか不思
議な気がする。読者ファンとしてはこれから
も楽しいお便りをお待ちしています。

お会いすると気の置けない人なつっこい雰囲
気が漂うお方である。しかし，特別な個性と
才能は知る人ぞ知るで，多くの著書を世に出

黒羽根洋司著「空を仰ぎ

風に

ふかれて」
神保

し，そのほか，新聞やメディアにも文芸医家

勝一

として名が通っており，「医事新報」誌でも皆

私は黒羽根先生の四季の便りが好きです。

さんお馴染み。更に素晴らしいのは，庄内，

要を得て簡潔， 素直に心に落ちます。 私は

鶴岡の学術，文化の振興に力を注いでおられ，

「秋」が好きです。東京が高度成長を遂げる前

各種イベントの企画などクリエーターとして

にはここにも四季がありました。最近の東京

仲間たちと一緒に地方を引っぱってきておら

には四季がありません。大河はありますが，

れることだ。

小川はありません。道路は全てアスファルト

私は，風の便りに先生を観察するとき，黒

で塗り固められました。道端の雑草はなくな

羽根先生は執筆，思索，研究に耽る書斎派の

りました。だから，蝶もトンボも蝉もデパー

人だと思っていた。これは少し違った。
「笑

トか博物館，植物園でしか見られません。お

い療法士」でもあり，遊び心もしっかりお持

蔭で子供たちは虫取りをしなくなりました。

ちで仲間との他愛ない雑談もお好きな，いわ

空は狭く，風は一年中生ぬるく漂っています。

ば人間交流の触媒というか接着剤のようなユ

お祭りはありますが，今では商業的，大人的

ニークな人だなあ，と勝手に思うようになっ

です。子供の興味はもうそこにはなくなりま

た。知識と体験と観察の深い蓄積が本書にも

した。

随所に読み取れる。言葉で語るわざに感嘆す

「書庫も書斎も部屋の中にあります」状態で
す。空が青く，空気が凛としたのは何時だっ

る。
３０数年前，ガーナへ遠征しての熱帯医学の

たでしょう。先生の本を読むとそんな景色を

研修，そして今年の夏休みの「なんでも観て

懐かしく思い出します。都会の人にお勧めし

やろう」の印度紀行など，探究心というか好

たい本です。

奇心旺盛な，目と足と体でものを観る驚異の
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随

想

連載

─第 ８ 回─

『偶感』⑧
兵庫県西宮市
西林医院

【腹を立てる】
戦後の日本人は腹を立てることを忘れてし
まったようだ。
東京五輪の招致活動をしているのを妨害す

西

林

茂

祐

わる」と言う漢字が５５字，「はかりごと」と言
う漢字は２２もあった。
中国では一番大切なのは父母で，その次が
自分である。それは自分と家族だけが良けれ
ばよいと言う意識でもある。

るために，IOC委員会総会に合わせて韓国

中国，韓国は夫婦別姓である。それは「嫁

は
「海産物の輸入禁止」を大々的に発表した。

の腹は借り物」で，すなわち嫁は家族ではな

明らかに選挙妨害である。何故なら，それ

いと言うことである。

までは問題なしとして輸入していたこと。更

韓国では墓参しても嫁は墓域に入れず，外

に，滑稽なことに，群馬，栃木と言う海のな

から拝むだけとのことである。その嫁が産ん

い県が含まれていることからでも，その意図

だ子供は同姓である。

は明らかである。スイス海軍と言う程のパロ
ディーである。
こんな嫌がらせに何故政府は直ぐに反撃し
ないのか。正々堂々と嫌がらせだと世界に言
えば，恥をかくのは韓国だろう。
中国，韓国は，日本に歴史認識を自分らに
一致させよと言う。自国の歴史を他国の史観
と同じくする国はない。
仲の良い北欧各国でも，史観はそれぞれに
違う。
中国ではA王朝の歴史は，それを倒したB
王朝が編纂する。当然自己の正当性を主張す
るため，A王朝の悪いことばかり書く。それ
が正史である。
中国に兄事している韓国も，嘘をつくこと
は政策の一つだと思っている。

それを真似ようとする人が居る。私は別姓
支持者の考に大いに疑問を持っている。
更に，中国は自分に都合の悪いことは一切
認めない。櫻井よしこさんの言う
「認めず，詫びず，改めず」
である。
保身のためなら嘘をつくのは当然の権利だ
と思っている。嘘をつくのは恥だと思う日本
とは異質である。
尖閣諸島の問題，竹島の不法占拠で，若い
人が腹を立てている。戦後の占領政策から脱
してやっと普通の国になったようだ。
日本だけではない。フィリッピン，ヴェト
ナムなどとも，同様の事件を起こしている。
正しくないことに腹を立てない国は，やが
て滅びるに違いないと私は思っている。

諸橋轍次【大漢和辞典】で調べたら，「いつ
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【教

考えるべき時に来ている。

育】

小学校，中学校の学力低下が言われはじめ
てから，随分時が経つ。

【入試改革】
アメリカの大学総数はInternetで調べたとこ

かつて基礎教育学力が世界一位であった日

ろ８６２校で，日本のそれは７８０校である。日本の

本は，いまでは５０位まで落ちたと聞く。こん

人口がほぼ１/３であるから，
余りにも多すぎる。

な国が発展する筈はない。

実力もない大学卒が就職して。

私は平等教育には反対である。そもそも，
この世に生まれてきたときから不平等は存在
する｡ 体重も同じではないし，不幸にして先
天性の疾患を持っている子供もいる。
不平等を認める一方，人権は平等だと教え，
更に，障害を克服して強く生きる人には物心
両面の援助に努めねばならない。
小学校中学校では，国語，算数，作文を重
点的に教育すべきである。

「こんな仕事はしたくない」
などと贅沢を言う。
そこで，センター試験をフランスのバカロ
レアのように大学入試受験資格試験に変えて
はどうだろうか。きっと大学のレベルが上が
ることと思う。
一方，ドイツのように，大工でも，メガネ
屋でも，国家資格を与えることが必要である。
何の知識もないものが，ある日突然メガネ

英語教育を小学校から始めると言うが，国

屋を始め，間違ったメガネを作り，それが原

語力のない子供に英語を教えても，意味はな

因で病気になった例を､ 眼科の先生は多く

い。又，一生外国語と無関係な人生を送る人

知っていると思う。

にとっては迷惑なだけの話ではないか。

ドイツにはオプトメトリストと言う国家資

幕末，明治から，たった百五十年位で，新

格があり，高校卒後 ２ 年間光学とメガネ作り

たな産業を興し，科学の分野でも多くのノー

に必要な医学教育を受け､国家試験に合格。更

ベル賞学舎を輩出することが出来たのも，
「読

にマイスターの下で一年間の研修をせねばな

み書きソロバン」と言う寺子屋教育が普及し

らない。だから安心してメガネ作りを頼める。

ていたからである。

ドイツでは煙突掃除にも国家資格がある。

幕末に日本に来たヨーロッパ人が，「車引

マイスターになればそれ相応の収入がある。

きでも読み書きが出来る」と，驚いて書き残

生活していけるなら，大学へ行かなくてもよ

している。寺子屋教育があってこそ，その後

いと思う人も多かろう。

の教育が上手くいったのである。
武藤康史
【旧制中学校入試問題集】
ちくま文庫
と言う本がある。
小学生にとは言わない。中学生，高校生に

日本は学歴社会だと言われているが，実は
学校歴社会である。昔，高等文官試験に合格
したものが高級官僚になった。その上東大卒
でなければ出世は出来なかった。
日本が中国の真似をしなくて良かったのは，

これをやらしてみたら，果たしてどんな点数

纏足と科挙だと言われるが，高文試験は科挙

をとるだろうか。恐らく余りのひどさにびっ

と同じであったと私はみている。

くりすることだろう。
もう一度原点に立ち返ってカリキュラムを
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今の上級職国家公務員試験が，それと同じ
にならないことを望んでいる。
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されど疑う者もありき
北海道空知郡
方波見医院

一枚の絵と一つの言葉から「疑う」ことにつ
いて考えてみた。
絵は
『十字架上のキリストが見たもの』と題

方波見

康

雄

き」ということになる。
この言葉を岩手県気仙地方の方言・ケセン
語に言い換えると「中にはまるっきり本気に

した１９世紀末の画家ジェイムズ・ティソの作

しない者もあったのでござる」となるそうだ。

品。
『中野京子と読み解く名画の謎 旧約・新

言語学者でもある山浦玄嗣開業医訳の新約聖

約聖書編』
（文藝春秋）に紹介されている。

書『ガリヤラのイェシュー』
（イー・ピックス

言葉は
「されど疑う者もありき」。新約聖書
マタイ福音書に記されている。

出版）に書かれている。
山浦新約聖書は，ケセン語や盛岡弁，仙台

絵は，掌と足に釘を打ち込まれ脇腹を槍で

弁，鶴岡弁，関東やくざ言葉，京都弁，長崎

刺されたイエスが，高さ三メールほどの十字

弁，鹿児島弁，幕末期の日本語風公用語など

架上から見下ろした刑場の光景である。描か

を自在に駆使して翻訳した画期的な労作であ

れているのは，十字架にすがりつくマグダラ

る。日本語の方言文化の豊かさを知るために

のマリア，画面中央に聖母マリアと二人の女

も一読の価値があり，「聖書」が身近にもなる。

性信者，その横に福音記者ヨハネ，少し離れ

東日本大震災の被災者でカトリック信者でも

て着飾ったエルサレムの司祭長や赤いマント

ある同氏の著書『イエスの言葉

と鉄兜のローマ兵たち，そして遠くを取り囲
む見物人たち。
磔刑ではすぐには死ねないそうだ。イエス

ケセン語訳』

（文春新社）と併せ読むと理解がさらに深まる。
さて，
「復活」を疑う弟子たちの予想外の態
度に驚いたイエスは，
蘇りが本物であることを

もだから，次第にうすれゆく意識の中で，こ

証明しようと様々な演技をする。その模様を，

うした光景をはっきりと見たことになる。イ

ケセン訛りの山浦訳
「ルカ」
から引用しておく。

エスの姿は描かれていないので，ベラスケス

「皆は亡霊を見ていると思い，青くなって震え

の
『キリストの磔刑』を思い浮かべながら見る

上がったのでござる。
するとイェシューさまは

と，むごい極刑にさらされた十字架上のイエ

お言いなさった。なしておめアだちは疑って

スの複雑な心境を推し量ることができる。

れ？ 俺さ縋って見ろ！ 幽霊にはな，この

さてそのイエスが ３ 日後に「復活」する。し
かも処刑されたときの姿そのままで。

俺に見でるような肉も骨もある筈なかんべ！」
「此処に何か食う物があっか？」

驚いたのはガリヤラの民衆と弟子たちだ。我

皆は焼き魚を一きれ差し出した。するとイェ

が目を疑い，幽霊かと恐れ戦く。その混乱ぶ

シューさまは，
ムシャムシャとお食べなさった」

りを簡潔に記したのが「されど疑う者もあり

イェシューつまりイエスはさらに，磔刑に処
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せられたときの手や足の釘の傷痕を見せ，脇

現れ，奇跡を起こして人を救済しようとする

腹に生々しく残る槍の傷痕に指を差し入れた

挿話が書かれている。要約すると，こうなる。

りする。なんともいじらしいイエスであるこ

イエスの再臨を知った教会は彼を捕らえ，大

とよと思いながら，私はこう考えた。

審問官は訊問して，傲慢にもこう言い放つ。

まず幽霊でない証拠を見たいと迫る弟子た

「今はもう教会という大衆救済の強固な組織

ちの対応である。そこに，イエスという存在

ができあがり，見事に機能している。大衆は

をやたらと権威づけない懐疑と自由な精神の

お前を求めなくてもいいのだ。教会にも邪魔

素朴な萠芽を見出す。

なだけだ。とっとと消え失せろ」

「疑い」
はもともと古代ギリシャ哲学にはじ

２００８年１２月，１７世紀のガリレオ地動説裁判の

まる。やがてキリスト教と合流してヨーロッ

誤りをローマ法王ベネディクト１６世が正式に

パ思想の巨大な潮流となっていく。

認めた。
「ガリレオは，神の業と自然の法則を

デカルトやパスカル，そしてカントとヘーゲ

われわれに教えてくれた」
。組織のなんという

ルをへてマルクス， さらにはハイデガーや

傲慢さと頑迷さよ。

ヴィトゲンシュタインそしてサルトルやレ

組織はとかく“官僚的”になりがちだ。マ

ヴィナスなどへとつながるヨーロッパ思想の

ニュアルをつくり，もったいぶったヒエラル

基層に脈々と通奏低音のように流れているの

キーを設け，そのぶん思考の柔軟さを失い，

が
「疑い」
である。自然科学も社会科学も，も

頑迷と絶対化を増長する。恐ろしい話だが，

ちろん医科学も，
「疑い」を母胎として現在の

それが現実なのだ。かくしてイエスのような

精密さを得てきている。
とすると，弟子たちの素朴な「疑い」には普

「寛容」は，いつも「不寛容」という受難の憂き
目に遭う。大学もまた組織だ。

遍的な意味合いがあることになる。また「疑

ところで私のクリニック待合室に，永井友

い」は，批判と抵抗という精神の自由や驚き

二郎先生の達筆による「実地医家のための会」

という想像力と感性の柔らかさにもつながる。

創立理念の宣言文が掲額してある。

福音記者の簡潔なこの一語には，なかなかの
味わいがある。

「実地医家は人間を部分としてでなく全体と
して，社会生活をいとなむ人間としてみてゆ

イエスについては，こんなことを考えた。

かなければならない。大学の先生が教えてく

まずはその
「寛容」である。イエスは生前，

れるのを待っているのでなく，自分たちの問

この弟子たちに何度も裏切られ，刑場にも姿

題は自分たちで解決してゆこうと…会をつく

すら見せなかった。さらに「復活」までにも疑

りました」

いの目を向けられた。それでも彼は，無理難

この実践には，「されど疑う者もありき」の

題の求めに応じて，いじましいほどの演技を

ような柔らかな発想が必要になる。たえず学

してみせる。唐突な言い方になるが，「不寛

ぶことを求められ，文学や音楽，そして哲学

容」が次第に広がりつつある現代の世相や政

も大切になる。そのすべてを総合するリベラ

治と視聴率におもねるメディアのなかで，イ

ルアーツの姿勢が基本になる。
「思考停止」も

エスの
「寛容」
は，深い示唆をひそませている。

自省しなければならない。謙虚でもありたい。

話をさらに，ドストエフスキー『カラマー

ところで制度としての「総合医療」
「総合医」

ゾフの兄弟』の「大審問官」につないでみよう。

とは何かと，改めて疑ってみることも大切だ

このくだりには，中世のスペインにイエスが

ろうと，疑い深い私は思っている。
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─第 ３ 回─

「あなたも走ってますか？」
島根県益田市
松本医院

松本

祐二

「あぁ，やっと楽になりました。ありがと

レース中の最高気温は２１℃を超えることもな

うございます。
」
とゴール地点を通過して崩れ

く，風速は ３ メートル程度の風がレース中も

るように倒れ込んだランナーが，担架で救護

吹いており熱中症が発生しにくく，寒さで体

所に運び込まれて一通りの対応を済ませて笑

調不良なども起こしそうにない天候でした。

顔が出てきてからの言葉でした。ハーフマラ

前年は救急車での搬送者が ２ 名出るなど救護

ソンに出場した６０代の男性でした。

所は大変だったようですが，今年は平穏な救

「今日までどんな練習をしていましたか？」
との私の問いかけに「 １ カ月ほど酒を抜いて

護所で，結局４８名が救護所を訪れたり担架で
運びこまれました。

いましたが，ランニングは全くしないでぶっ

忙しい日本人らしくレース前のトレーニン

つけ本番！」との答えです。
「今日の準備運動

グはせずに応募しての参加とか， 充分な準

は？」
と聞いてみると「ランニングウエアに着

備体操やストレッチもせずにレースに臨み，

替えてから軽い準備体操が ２ ・ ３ 分でした」

レース後もクーリングダウンもせずにマラソ

との答えでした。
「やっぱりそうか…」と考え

ン大会の関連イベントに参加している人をみ

ながら，次々と救護所を訪れるランナーの相

ると，人間の体は結構丈夫にできているなあ

手をしながら市民ランナーの評価をしている

と感心したり，走り終えてランナーらしき人

自分に気がつきました。

がハンドルを握っている車が家路につくのを

島根県益田市で ６ 年前から１０月下旬に開催

見ると，ナンバーからこれから数時間，数百

される
「萩・石見空港マラソン」，空港の滑走

キロメートルを走行して帰るのだろうなとい

路を走れる全国で唯一のマラソン大会（ハー

うことが容易に分かります。翌日から疲れが

フマラソンと１０km等の数種類のレースが同

出てダウンしないかなと心配してしまいまし

時開催）です。空港の航空機の発着便数が少

た。

ないので離発着のない時間帯に滑走路を開放

散歩やジョギングなどから始まって運動の

してランニング可能となった大会なのです。

心地よさを認識して，ランニングをして走る

地元の大会ですから顔見知りも多く，声を掛

面白さに目覚めて走っているランナーが多い

け合いながらの救護所での仕事となりました。

と勝手に想像していました。ですからトレー

今回も参加者は北海道から沖縄まで全国各地

ニングもきちんとこなし，それなりの準備や

からの出場があり３,６００名余りになりました。

体の手入れをしての参加と頭から信じていま

当日は朝のスタート時の気温が１５℃程度で

しが， 現実は甘くありませんでした。 スト
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アスリートのトップランナーのゴールイン

典型的な市民ランナーの最終走者のゴールイン

レッチや準備体操，クーリングダウンなどに

をしていますし，３０数台のAEDをコースの

関連した質問をしても「知りません。何です

要所と伴走の自転車にも持たせて万全の態勢

か？」という顔をしているランナーに多く接

です。大会前に関係者が過労で私の診療所を

しました。一人での参加者がレース後，嘔吐

受診をするほどの状況だったことはほとんど

して介抱する人もいないままで寝込んでいる

の方が知らないままです。

のを見物に来た子供たちが見つけて，助けも

十数年前からマラソン大会に出場しますか

求めて救護所にやって来る現場に救護班が担

らと， 出場前に私の診療所を訪れて様々な

架を持って出かけてゆく。スポーツの底辺が

チェックや相談をしてくるトレーニング充分

広がって行くのは素晴らしい事ですが，もう

な参加者たちを見ていましたので，市民ラン

少しランナー自身が安全や健康にも配慮して

ナーといえども最低限はきちんとやっている

ほしいと感じた次第です。主催者側は大勢の

と思い込んでいた自分の過ちに認識を新たに

支援者を集めて，給水所や救護所の準備など

した次第でした。
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根性ねえなぁ，おまえ
山形県鶴岡市
黒羽根整形外科

受験勉強から解放され，大学に入った私は

黒羽根洋司

政党の機関紙そっくりの論旨を展開するのだ。

表現者へのほのかな憧れを充たすために，新

反駁できずに撤回しようとすると， Ｅさん

聞部への入部を選択した。その人，Ｅさんに

は私に声をかけた。
「根性ねえなぁ，おまえ」。

初めて会ったのは，資料や書きかけの原稿用

その時から，Ｅさんからの投げかけの言葉が，

紙などが雑然と散らばる汚い部室でであった。

気持ちがめげて萎えかける私を叱咤するもの

１ 年先輩のＥさんは，額まで下がった前髪

となった。

を手でしきりになでながら，私に新入部員と
しての心得などを教えてくれた。その仕草が，

「人間の理性によって，理想社会を作るこ

何かを語るときに自然に出る癖だとわかるの

とが可能と考える立場」が「左翼」という思想

は間もなくしてからである。

の最大公約数（中島岳志『「リベラル保守」宣

「部長はハウプト，副部長はネーベン，こ

言』）だとすれば，私もＥさんもサヨクであっ

れはみなドイツ語だ」。
「先輩には名前に“さ

た。二人ともゆるい新聞部を辞め，理想社会

ん”
をつけ，卒業して医者になった人には“先

を作るための実践へと惹きこまれていった。

生”
をつけること」
。

しかし，大学と社会の改革から始まった運動

入部するなり，小生意気な文学論などを語

はやがて理性を失いながら，狂気をまとうよ

る私が書かされたのが，一面の最下段に設け

うになる。活動家と称する人々は平衡感覚を

られたコラムであった。中央紙でいえば「天

なくし，Ｅさんの純なエネルギーの発露も，

声人語」
，
「余禄」に相当する，本来ならば編

過激な集団によって歪められるようになって

集局長クラスが書く新聞の顔である。 この

いった。

「一面コラム」
の執筆を無事こなした私が，次

大菩薩峠で軍事訓練を試みた赤軍派の数十

なる編集会議に提議したのが大江健三郎と石

名が，目的を果たさぬままに一斉検挙された

原慎太郎の比較文学論であった。学生の間で

のは， 運動が学生の支持を失い始めた頃で

人気が高い二人を取り上げながら，当時の時

あった。その中にＥさんの名前を見つけた時，

代の空気と若者の意識を語る，という大それ

私の心を占めたのは，人間をそこまで追い詰

たものである。ところが，本人の気負いとは

める非人道的な組織への怒りと，多難な“彼

裏腹に，先輩たちの反応が鈍いのである。彼

のこれから”であった。が，同時に私は，「根

らは「大衆からの視点がない」，「二人ともブ

性ねえなぁ，おまえ」といつも鼓舞してくれ

ルジョア寄りの作家である」といった，ある

たＥさんの根性を信じることにした。そして，
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Ｅさんの姿はしばらくの間，私たちの視界か

がらも，「夢は幾つになっても持ち続けよう。

ら消えた。

夢は努力を決して裏切らない」という勇気を
もらった顔は紅潮し，若い頃に帰っていた。

やがて，仲間うちで「Ｅさんは服役して，

そして，私は「根性ねえなぁ，おまえ」という

東京の大学に入りなおしたらしい」，「どうや

Eさんからもらった言葉を，これからも大事

ら弁護士をめざして頑張っているようだ」と

にしていこうと決めていた。

いう噂が聞こえてくるようになった。そうし
ているうちに，誰が言うでもなく，Ｅさんが

町医者を四分の一世紀以上も続けていれ

弁護士になったら帝国ホテルで盛大にお祝い

ば，好むと好まざるとにかかわらず，地元で

をしようという声が上がっていた。一足先に

はひとかどの名士となっていたようだ。流行

医者という，いわば安定した職業を得た自分

りのCSR（企業の社会貢献）ほど大げさでな

たちが，彼に出来ることをそれぞれに探して

いにしても，近頃とみに「組織の代表」を依頼

いたのである。

されることが多くなった。束縛を解かれ，趣

何年も浪人をする者も多く，高い競争率ゆ

味の世界に浸れる年齢にようやく達したとい

えに医師になるよりも難関とされてきた弁護

うのに，世間はなかなか私にそれを許してく

士試験に，Ｅさんは見事に合格する。そこに

れそうもない。同級生はほとんどが定年を過

至るまでに注がれた彼の努力は，並大抵でな

ぎ，老いを楽しむ境地に入ろうとしているの

かったはずであり，先行きの定まらぬ日々の

に，医業のほかに，地域の文化活動への関わ

生活の不安も計り知れなかっただろう。

りを盛んに求められる。必然，準備の会議や

そんな過酷な試練を克服した彼の快挙を祝

催しのあいさつが多くなり，時間と身を削ら

福する仲間たちが，全国から集まった。帝国

れながら，ヘトヘトになって一日を終えるこ

ホテルとまではいかなかったが，学年を問わ

とが少なくない。

ない，思いを同じくする者たちで東京の某ホ

「こんなことをして何になるのだろう」とい

テルの一室はいっぱいとなった。垂れた前髪

う虚無の声に負けそうになるとき，私はいつ

を手でしきりになでながら，淡々と語るEさ

もＥさんの「根性ねえなぁ，おまえ」という言

んを眺めながら，参加した人たちは過去に思

葉で自分を奮い立たせる。そして，私を必要

いを馳せ，今の自分の姿を省みていた。

としている人がいる限り，いけるところまで

変革を叫び，新しい時代を模索していたは

いってみよう，と自分に言い聞かせるのであ

ずの自分たちが，いつの間にか地位や目先に

る。
「頑張れば必ず報われる」というあの時代

とらわれてはいまいか。 理想の医療を熱く

の刻印を背負った私もＥさんも，前のめりに

語ったあの頃を忘れ， すれからしの医者に

倒れるまでに闘いをやめない「明日のジョー」

なってはいまいか。 そんな問いかけをしな

なのかもしれない。
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連載

リレー随想

－第 ６ 回－

親子を語る
北海道旭川市
医療法人社団今本内科医院

今本千衣子

早いもので， 娘はこの春医学部 ２ 年生に
なった。引っ込み思案で，何かあるとすぐに
人の後ろに隠れようとするちょっと弱虫だっ
た娘。そんな娘が１４歳の時に
「今までの自分を変えてみたい。誰も過去の
自分を知らないところで，自分の大好きな英
語を活かせるところに行きたい。人の多様性
を認めてくれる高校に行きたいの。」
と，晴天の霹靂の発言であった。二男一女の
末っ子。長男は地元の公立高校に進学，１８年
間旭川にいたのだが，地元の高校の校風に抵
抗すること ３ 年，その不平の一部始終を聞い
ていた二男は兄とは違う高校へ行く道を選ん
だ。
二男は中学 ３ 年の冬に，突然首都圏の高校
に行くと言い出した。 ９ 年前の春に兄二人の
大きな庇護がなくなり突然一人っ子同様に
なってしまった娘。１２年間ずっと一緒に育ち

だこの娘が健康で過ごしてくれればそれでよ

同じ学校に通い，娘はいつも兄達と過ごして

く，

きた。彼らの不在は予想よりずっと大きな逆
風を娘の学校生活にもたらしていた。そして
ある日，娘は
「お兄ちゃんたちがいる東京へ行く」
と，宣言した。

“生きていれば”それ以上望むことは何もな
かったのだ。
念願のオーストラリア留学も果たし，楽し
くアーチェリーの部活にもいそしむ日々。
しかし，楽しんだつけはやはりあった。そ

娘にとっての高校生活は，一生の財産であ

もそもICUHS（国際基督教大学高等学校）は

る友人達との多くの出会いもあり，おおらか

文系の高校，父母会では「お願いですから，

で豊かに感性を育む楽しい ３ 年間であった。

なんとしてもお子さんを文転（理系を選ば

母としては親元から出した １ 年目はただた
70

ず文系へ）させてくださいね。」と，言われた。
人間の医学

私は「そのままICUへ（国際基督教大学）行っ

るのだと，この本を通して実感を伴って理解

て好きなことみつけてられたらいいよね」と，

することができた。

言い続けた。しかし，高 ２ の進路決めの時に，
あろうことか娘は
「ママ，私，医学部へ行きたい！」

医師になろうとする者として，人間として
大事な事をこの本に教えられた気がした。同
時に，自分はこのまま本当に医師になってい

もっと違う世界があっていい。娘ならではの

いのか，そもそも私が目指していたのはどう

適性が医学部の他にあるような気がして積極

いう医師だったのか，私に医師になる資格が

的には勧められなかった。何度も違う道に進

あるのかということも考え直す機会になった

む気持ちはないのかと問うた。

と思う。
（中略）

「ママは私に何も期待しないの？なぜ頑張

私が医師を志した理由というのは，家族の

れっていってくれないの？お兄ちゃんたちに

誰かが亡くなったときにお世話になったから

はママは医学部行けともいわなかったけれど，

とか，自分が何もできないのが悔しかったか

医学部止めろとも言わなかったしょう？私は

らとかいうのではなく，母が内科医で，幼い

頑張りたいのに，どうして私には応援してく

頃からその母の働く姿を見てきたからだと思

れないの？」

う。その母から患者さんとの対話で心に残っ

これが娘の言い分だった。

た事とか体験をいつも教えてもらった事が，

「わかりました。では出来るかぎりのサポー
トはしましょう。でも，ここは自分でやると
言ったのだから，それ相応の相当な覚悟をし
てベストを尽くしなさい」
厳しい予備校生活を経て，無事に東京女子
医大への医学部入学がかなった。
その娘がこの夏，大学の課題『友人達に進
める一冊』
の本に自分で永井先生の『医学の本
道

プライマリケア』を選んだ。娘の文章を

一部紹介させてもらうことをご容赦頂きたい。
「私はこの本を読み始めたときから，これか
ら医師になる自分の意思について考えた。

そのきっかけになったのではないかと思って
いる。
私はもっと人と関わって人を知りたいと思
う。そのためには，もっと人として強くなり，
同時に優しくならないといけないとも思う。
いつかプライマリケアに携われる医師になり
たいと心から願っている。
永井先生のおっしゃる『ことば』を大切にし
て，これをいつか実践できるようになりたい
と思う」
初めて読んだ娘の言葉であった。永井先生
の著書が私と娘を静かに繋いでくださった。

今までの自分の考え方はまさにこの『医学

私に“居場所”を感じさせて下さる永井先生

中心』の医療であり，病人を蔑ろにするもの

をはじめ多くの「ための会」の諸先生には，言

ではないのかと痛感した。人が嫌いなわけで

葉にし尽くせない感謝がある。出会えたその

はないのだが，人に自分を見せることを苦手

ご縁を大切に，私はこれからも次代を担うで

としていた。医師と患者が，お互いに １ 人の

あろう子供達に，背中をみてもらえるような

人間として接するところに真の医療が存在す

臨床医であり続けたいと思う。
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加え i pad
の講習会も受講し、 趣味三昧の日を送っている」神保
「消化器癌学会に出席した。 がんの診断はレントゲン→胃カメラ

身の引き締まる思いがしている」向平「俳句はもとより、 詩吟に

なく、困っている。診療後に河原でジョギングをしているが、先

巻き込んで行っている」天野「急患を受け入れてくれるところが少

あり、俳句漬けの日々である」佐々木「認知症予防には、同時に複

立ち会ってきたことに

ジャズ・フェスティバルに昼夜通しで行った。ラリー・カールト

日は歩いている人にも抜かれ、茫然とした」木の実「９月に、東京

数の動作を行うのが有効とされており、朝の体操など地域の人を

年の進歩の変遷に

なる」松坂「９月の連休

ン、ボブ・ジエームス、デヴィッド・サンボーンとお気に入りの

→生検と移り、今や拡大内視鏡が登場。この

に大阪での結婚式に出

面々が登場。この夏一番の楽しい日曜となった」 （
 木の実

『あ る め い だ』
◎次回第五十六回句会は、 新年一月十一日（土曜日）
にて開催。

記）

席する道中、台風に遭
遇し、往復ともに車中
で立ち往生することに
なった」西林「長年、新
幹線車中から富士山を
眺めてきたが、全く雪
のない姿を今日初めて
見た。来年は米寿とな
るので、お祝いの御土
産にすべく本を書こう
月とは思えぬ暑

と思っている」今本「東
京は

さだが、旭川は雪虫が
飛んでいる。雪虫が飛
ぶと２週間後には雪が
降ると云われており、
まさに冬の到来とな
る」永井「自然の成り行
きを面白がって過ごし
ている。メール句会も
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72

４０
１０

同好会 だ よ り

「俳句をつくろう会」報告
佐々木
松坂

天野

神保

◎選
		
		

点

秋の風枝うつりゆく葉擦れかな

枯れ尾花開けっ放しの貸事務所

学校へぬける細道葛の花

底ぬけに空青々と柿実る☆

一人ゐてポプラ並木に秋の風

赤煉瓦校舎の蔦の紅葉して

秋の風柱ばかりの遺跡かな

深大寺山門に入る秋の風

松坂

神保

永井

永井

今本

西林

西林

永井

点

匿名

③松坂

おくれ毛に優しく触れる秋の風

点

神保

②永井

母の背のぬくもりなつかし秋の風☆

句「地・人」
（☆は複数選ばれた数）

◎総合得点

		

		

		

		

		

		

第五十 五 回

松根 今本
向平

		

席 永井
熊手木の実

◎平成二十五年十月十二日
（土）「あるめいだ」
午後五時
西林
句 匿名氏

色なき風

松坂 勲先生出題
金風 素風
今本千衣子先生出題

①天野
松根

◎あとがき

爽籟」

		

◎出
◎投

秋の風

須藤和子

題 「葛」

◎清記係
◎兼
「秋風
当季雑一句

点

石鎚の頂き遥ろか真葛原

松坂

⑥木の実

向平選
懸崖に鞭振り葛の挙兵かな

天野

◆今年から年４回開催となった「ための会句会」。第 回句会は、発
足以来初めての 月開催となり、なじみの薄い季語に四苦八苦し

点

天野選

葛の道つづらに折れて峠かな☆☆

向平

⑤西林

永井選

ロープウェイ吹き上ぐ風の大葛原

木の実

点

松坂選

葉をかへす葛をたどれば城趾かな☆

④松根

神保選

ましたが、新たなる挑戦ともなりました。

今本選

受け入れるほかなき事や秋の暮☆

背でものを言ふ老僧や秋の風☆ 
天高く声響
（こだま）
する運動会☆

天野

西林

佐々木

◆近況報告も盛り上がりました。左記報告に誤りがありましたらご
容赦下さい。

◆優勝は、投句した三句全てが「天」に選ばれるという快挙の天野先

生。
「瞑想が妄想となる長き夜」と皆を煙に巻き、他の追随を許し

松根選

瞑想が妄想となる長き夜☆☆

◎近況報告

松根「伯父・東洋城の言に『かりそめに句を作るまいぞ』とあり、

ませんでした。

佐々木選

松根

天野

５５

秋風に我が行く末を問ひたくて☆

松坂

木の実選

句
「天」
（☆は地・人にも選ばれた数）

１５

１２

落花生殻剥く音の小気味よき☆ 

◎選

１３ １７

須藤選

西林選

１０
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１４ ２５

なってきたのかと想像している。今回は調剤薬局を取材したが、

（木の実記）

を友人から聞いた。世は移りけりと思う」 

複数の薬剤師が患者からの情報を共有しており、調剤の現場で電

◎次回第五十五回句会は、十月十二日（土曜日）
『あるめいだ』にて
開催。

子カルテは有用であることを実感した」松坂「冷房を使う季節に
歳に

なったが、省エネや質素の概念が薄れたと感じることが多い。熱
中症はまず
「予防する」
という意識が大事」永井「今年９月で
な る。 毎 日 俳 句 を 作 り、 家 事 一 切 を 行 う こ と が 健 康 維 持 に つ な
がっていると思う」今本「先頃、 定期健診を受け、 ドクターやス
タッフの優しさをあらためて知る機会となった」西林「４月に吐き
気をおぼえ検査の結果、逆流
性食道炎との診断。肺のスパ
イラルＣＴに少年時代の結核
の痕跡が映っていた」神保「５
月末から７月半ばまでずっと
学 会 に 出 っ 放 し。 そ ん な 中
『大石内蔵助と諸々の記録』と
題す松の廊下 刃傷事件を検
証する一文をまとめた」向平
「週 に ２ 回、 午 前 中 に 診 療 を
しているが、 患者本人の「何
かおかしい」という異和感が
的 中 す る と い う 経 験 を し た」
松根「伯父・ 松根東洋城の句
碑が山形県鶴岡の松根地区に
完成し、現地での除幕式に出
席した」木の実「今や獣医師の
腫瘍専門医があり、愛犬の抗
がん剤治療費が高額という話
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９５

同好会 だ よ り

「俳句をつくろう会」報告

向平

今本

天野

		
		
		

点

点

紫陽花や心変わりをなじられて

ビール美味し話がそれてしまひけり

古井戸や四谷路地裏夏の夜

病んでこそ心模様も七変化☆☆

あじさいの色の呆けて日は高し

天野

西林

天野

今本

木の実

神保

佐々木

下校門子らを見送る七変化

松根

何処から花火かすかに夏の夜☆

松山は五・七・五の町ほととぎす

点

⑥向平

③西林
点

点

濃あじさい机上に一花（いっか）これも佳し 松根
②今本

⑤木の実

点

◆第 回句会は、会場を東京医科歯科大学構内「あるめいだ」に移し、
永井先生、西林先生も出席なされての盛会となりました。

◎あとがき

④永井

①松坂

		
◎総合得点

		

		

		

第五十 四 回

西林

松坂 熊手木の実

松根 佐々木

		

席 永井

◎平成二十五年七月十三日
（土）「あるめいだ」
午後五時

松坂
松坂

		

◎出
神保
須藤和子
今本千衣子先生出題

句
「天」
（☆は地・人にも選ばれた数）

当季雑一句

「夏の夜」

題 「紫陽花」
「七変化」
「あじさい」
神保勝一先生出題

◎清記係
◎兼

◎選

夏の夜や我はあの世の夢を見む☆

あじさいや露地の空気を青に染め

松根・佐々木選
		
西林選

音疾
（はや）し☆ 今本

夏雨
（なつぐれ）
や伽藍を過ぐる

向平・神保・松坂・須藤選
		

◆５月から新たに始まったメール句会を巡り活発な応酬が交わされ
た後、向平先生の披講で始まった今回、独走の松坂先生を今本先

生が追う展開となり、結果はわずか１点差。白熱した初夏の一夕

紫陽花や夕餉の早き日曜日☆ 
老いの膝帽子被せて端居かな☆☆☆

松坂

◆近況報告は熊手のメモをもとにしておりますが、誤りがありまし
たらお許し下さい。

でした。

		
天野選

◎近況報告

永井

木の実

答率が低かった。ＩＴを特に意識せず、空気のようなイメージに

い」天野「医師会誌でＩＴ特集をしようとアンケートを行ったら回

けでなく湿度も大いに関係あることをもっと啓蒙したほうがい

佐々木「テレビなどの熱中症予防策は湿度に言及しない。気温だ
おろおろとあるきて氷あづきかな

向平

暮れ待たずそば屋で一盞梅雨の明け☆
ワルキューレ初演の城の夏の夜

句
「地・人」
（☆は複数選ばれた数）

永井

		

		

		

◎選

夏の夜の北斗七星波の音

		
永井・木の実選

１７

１０

２５

１４

今本選

西林

１４ ２６
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したことも。ハンターも高齢化し対処に困っている」 神保「地震

た。そんな一頭がたまたま乗車していた電車にぶつかり立ち往生

北海道は雪が多く、鹿が餌を求めて山から下りてくるようになっ

実「今日は新装成った小田急線・下北沢駅を使ってこの会場へ来た。

書の同席》の３種。どれも一長一短でうまい解決法はない」 木の

は《タブレットに書く・話す（音声入力）・入力を担当する医療秘

したキーボードを使わない電子カルテというのを見てきた。方法

地下化され《開かずの踏み切り》問題は解消されたが、降りても々

は必ず来る。今朝の淡路島地震の影響で西林先生は上京できなく
なられたが、千葉から高

（木の実記）

ホームにたどり着かず、乗降客の利便性は悪くなったというのが

東京医科歯科大学構内・『あるめいだ』で開催。

実感」 
◎次回第五十四回句会は、七月十三日（土曜日）

知にかけての太平洋岸は
要注意」 向平「俳句はひ
とり遊びに最適。故郷金
沢に行くこともあり、大

前回第五十二回の報告の中で、兼題出題者が記載もれでしたので、

◎お詫び

ルーツを調べてみようと

ここに記してお詫びいたします。兼題は得点上位二名が出題者と

伴家持につながる自らの
思っている」 松坂「最近

向平

なります。
「冬一切」

神保勝一先生

以上

の若い母親は赤ちゃんに
関するすべての知識・情

「雪」

淳先生

報をネットから得てい
て、診療時に違う指導を
すると反論されることが
多い」 鈴木「現在加療中
で坂を上ると息が切れる。
横浜出身の画家・高田保
雄氏
（曽祖父が『坂の上の
雲』
に出てくる貿易商）の
名前をお留め置き下さ
い」 松根「若狭へ花見に
出かけた。加えて琵琶湖
近辺も周遊する旅となっ
た」 天野「ＮＴＴが開発
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同好会 だ よ り

席 向平
今本 松坂

熊手木の実
佐々木

天野

鈴木

松根

午後五時

「俳句をつくろう会」報告

第五十 三 回

神保
仲屋 西林

		
		
		
		
		
		
		
		
◎総合得点
①神保

点

⑤永井・松坂
◎あとがき

春の夢尻餅ついてひざ笑う

我立てば古城小諸の春たけなわ

鳥帰る茜の空に数みせて

朧夜や思案の死因診断書☆

生も死も自然でありたし春の夢

子羊の首柔らかに春隣り

松坂

松坂

西林

天野

松根

仲屋

点

木の実

④天野

歌舞伎座を出でて銀座へおぼろ道

点

今本

③今本

⑥鈴木・向平９点

点

はだれ野や大地に映る機影あり
②仲屋
点

◆第 回句会は４月 日、住友化学参宮寮にて行われました。平成
７年７月の第３回句会以来、定例会場として利用してきた参宮寮

１２

◎平成二十五年四月十三日
（土） 住友化学参宮寮
◎出
句 永井
西林茂祐先生出題
勲先生出題

１５

◎投
須藤和子

題 「朧」

◎清記係
◎兼
「春の夢」 松坂
句 「天」
（☆は地・人にも選ばれた数）

◎当季雑一句
◎選

神保

平城京甍の波に朧月☆

今本選

今本

今本

この続きみたいと思ふ春の夢☆

向平

神保・松根選 刻過ぎて心模様は朧かな
佐々木選

豊旗の雲に目見えむ春の夢

仲屋

松坂選

春の夢妻にもすこし教へけり☆

鈴木

神保

木の実選

お年です医者の一言春うらら☆

天野

鈴木・天野選 春一番鳥居でとまる巫女と禰宜☆
須藤選

春日和シルバーカーの遠出かな

１６

瀬戸内の島また島や水ぬるむ☆☆

天野

永井

◆メモをもとに近況報告を記します。誤りがありましたらお許し下
さい。

佐々木「変わり映えせぬ毎日、凡々とやっている」 今本「今年の

歩く程遠のくわが家春の夢

木の実

◎近況報告
煮えばなのみそ汁やさし朝がすみ

神保

生でした。

◆優勝は神保先生。投句で堂々二位を獲得したのは仲屋先生。三位
は『この続きみたい…』で「どんな夢？」と質問攻めにあった今本先

◆馴染み深い参宮寮最後の句会でしたが、永井先生、西林先生のご
出席が叶わず、残念です。

日本住友製薬様、ありがとうございました。

◆滋酔郎宗匠にご指導を仰ぎ、多くのゲストをお迎えしたのもこの
会場です。行き届いた接遇の参宮寮を長らくお手配くださった大

ですが、諸般の事情により、次回より会場を移すこととなりました。

１３

叶わぬが今一度見たい春の夢

句 「地・人」
（☆は複数選ばれた数）

向平選
◎選
		
		
		
		

１０

１７
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編集室より

編集室より

佐藤安正
前号（２４６号）での編集後記のあと書きに会
誌に白紙面が多いことを指摘させていただい

景気回復にご協力を

たところ，今年度から矢吹先生に代わって編
神保勝一

時間の経つのは早いもので，もうお歳暮の
ご案内とおせち料理の見本が届きました。
（九
月二十五日現在）

集長になられた神保勝一先生が埋め草用の小
文を書いて下さるとの報告を受けました。
早速，御手配下さって感動しているのです
が，診療の他講演や著作などに御多忙な先生

さて，巨人ファンの皆様本年もご声援あり

が埋め草書きを継続する御苦労は大変なこと

がとうございました。 お陰様でセリーグの

だと心配するのですが楽しみでもあります。

優勝が決まりました。銀座で細やかな「優勝

注文のついでにひと言追加させていただき

セール」を始めました。アンチ巨人ファンの

たいことは，前号のPOCT（簡易検査）の機

皆様ご支援を頂きまして有難うございました。

器の説明の図表が小さくて拡大ルーペを使わ

次は日本一になりまして銀座を始め全国で

なければ読み辛いことです。幸い良質の紙を

「感謝セール」
を致します。どうぞその節は野

使用しているのでルーペで読めるのですが，

球にご興味のない方のご参加も大歓迎致しま

この図表を提供している会社は，スポンサー

す。昨年は日本橋，銀座，新宿，池袋，渋谷

として協力して下さっているのですから，も

などの繁華街は「優勝セール・応援感謝セー

うすこし配慮が必要ではなかったかと考えい

ル」で普段にない売り上げがありました。ま

るのだが如何でしょうか。

た， 交通機関， 食堂， 土産店， 東京ディズ
ニーランドなども大変お世話になりました。
本年も昨年に劣らぬお買い物とお出かけをお
待ち申し上げます。

↓
［編集担当者より］
佐藤先生にご指摘いただきましたように，
図表の文字が判読しづらい箇所がありました

気候が安定しておりません。台風もまだ来

こと，深くお詫びをいたします。今後は，よ

るかも知れません。どうぞ皆々様ご自愛の上，

り読みやすい紙面づくりを心がけたいと考え

ご一緒にお喜び下さい。なお，水天宮は現在

ております。

工事で明治座の前に移転しておりますが，安

↓

産のお手伝いは続けております。また，伊東

早速私の注文に対して反応していただき有

屋銀座店も工事で一時昭和通り寄りに仮店舗

難うございます。私たちの会は，関連する企

を設けております。クリスマスカード，年賀

業から常にスポンサーとして協力したいと思

状やカレンダーを用意しております。良いお

われる会になりたいと思います。患者さんに

年をお祈り申し上げます。

接する気持ちを忘れないこと。
（佐藤安正）
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ことが主導役としての現地医師会の役割であ
◆２０１４年の幕が開いた。
「実地医家のための会」の
ホームページも，リニューアルされ会の活動

ると熱く語られた。

◆栃木県下野市の「つるかめ診療所」の日頃の活

動は「医学会新聞」にも連載紹介されているが
在宅医療専門に特化して，文字通り多職種連

や会員情報がより親密なものとなる。

携モデルである。自宅に「つるカフェ」の勉強

◆本号では，高齢社会と地域の役割をめぐる例

会を立ち上げ，患者を主役に，関わる専門職

会記事が多くを占める。演者の先生方には尾

や事業所との相互連携て地域の担い手を目指

道，鶴岡，北海道，栃木，長崎の遠方からお
出かけいただき，熱気ある例会となった。

◆尾道方式地域包括ケアは，主治医機能の推進
と多職種によるチームケアの仕組みを一体化

した医療連携モデルである。終末医療にいた

しておられる姿がある。

◆ ５ 月の日本プライマリケア連合学会は仙台で
開催された。参加された会員の体験記事，見
聞録も掲載してあるのでお読み頂きたい。

るまで医療と介護のコラボを構築しており，

◆そのほか「乳幼児ケア」
「私の死生観」につても

の連携手法が成熟していることが素晴らしい。

の一生における身近な問題，プライマリケア

そのためのケアカンファレンスという地域で
◆鶴岡地区では

使いやすいIT化による情報の

例会で自由な討論が交わされた。何れも人間
の一環である

共有と連携の円滑化を模索し実現してきた長

◆俳句同好会便りや随想蘭にも多くの先生方か

療・介護資源の再構築を検討していく，その



年の実績がある。今後も需要にマッチした医

人間の医学

ら玉稿を頂いた。健筆は多彩である。

（松坂 勲）
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