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ると思われるが､外来､病棟十三
床､透析十四床､デイサービス十
名ではまだ足りない‑らいだ｡監

小島医院

で臥26‑1020

FAX 26‑0573

したが､その資金に悩んでいる｡

昨年から今年にかけて､空調設
備､透析機器､電源装置の更新を

れとしたことが減額される｡

会議などが要求される｡この要求
を満たさないと医院経営は出来な
い｡収入源である診療報酬につい
ては査定があり､治療のため良か

マとした歴史小説には目が無い｡

時代を大き‑変えた激動期をテー

小説がほとんどである｡中でも､

ている時である｡

楽しませて‑れるのは本と向き合っ

あった｡

記念式典をどの様にするかにつ

にした吉川英治であり､平成にか
けて司馬史観を確立した司馬遼太

を国民のものとして確固たるもの

れた作家は､昭和の世に大衆文学

こうした読者の要望に応えてく

ような気になる｡

た時の快感である｡何か大きな仕
事を成し遂げた達成感を味わった

読んでいるのは歴史小説や時代

日々の生活の中で心身を癒し､

亮

このままでは赤字倒産であるが､

人間が織りなす哀歓や愛憎渦巻‑

野

いて毎月検討を重ね､十1月十日
に無事終了した｡出席者は､職員
二十七名､透析患者さん五名､関

医療を志したからには放棄するわ

人間ドラマに魅了され､ストーリー

今年は政権が民主党から自民党
に変わったが､景気が良くなると

は期待できない｡前政権は､出費
の多い議員を減らすといったが全
‑守られていない｡約束を守らな
い者は､その責任を取らすべきで
はないか｡無責任が横行する世の

中では､信賞必罰が最も効果があ
ると思う｡

当院は､三十名の職員と多すぎ

上

係者八名の計四十名で'ホテルニュー

けにはいかない｡職員一同も出来

昨年は､開院二十五周年記念に
向けての行事があり､多忙な年で

オータニ高岡で行った｡無駄な出
費となったかは､今後の医院の状

平
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の中に埋没してしまう｡

匂々を楽しおW
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況に現れると思っている｡

査では､病院に準じた設備､人員､

Gi

てもらっている｡

島

医療法人社団

るだけ無駄を排し'経営に努力し

小

発行者

歴史小説の醍醐味は､何巻から
成る長編ものを1気吋成に読破し
新しいキュービクル
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章を受章され､国民的作家として､

郎の両先生に尽きる｡共に文化勲

今もなお多‑の人々に慕われ､愛

読されている｡非才な身であるが

両先生の作品はほとんど読むこと

が出来'書棚も満載である｡

ていることに年を感じている｡

最近は知力はもとより気力､体
力の劣化､老化から長編ものには
おじけ
怖気がつき､短編の文庫本に偏っ

ところが､若かりし頃読んだあ

の感動を今一度その気に駆り立て

たのは､昨年九月NHK大河ドラ

マ ｢平清盛｣ の放映を知ったから

だ｡最初に歴史小説の虜になった
｢新平家物語｣を再び読み始めた｡

四月までに

｢私本太平記｣

｢新書

以来､吉川文学に魅せられ､この

太閤記｣を悪戦苦闘しながらどう

にか読了することができ､はっと

安堵の一息｡

改めて'人間味あふれた吉川文
学の素晴らしさに感動し､酔い痴
れている｡以下､泉下の吉川先生

のご容赦を得ずに'全く皮相なが
ら独断と偏見で多少の感想を述べ

たい｡

(昭和二十五年〜朝日新聞)

何れの作品にも執筆時の時代を
背景に'吉川先生そのものが作品
の中に登場している｡｢新平家物

語｣

に託している｡特に終章

は戦後の平和を希求する心を医師
｢麻鳥｣

で吉野桜を観ながら｢人間の幸せ
はこの辺りか｣が印象的である｡
(昭和三十三年〜毎

では戦列逆賊とされた尊

｢私本太平記｣

日新聞)

氏を見直す中で､楠木正成に温か

寄稿)私としては､この研究所が

接した

(にょうろこうじ五十三号

いう機関のお粗末なアンケートに

かということを考えねば高齢社会

高齢者をいかに社会全体で支える

なってしまう､ということであり

なるというのは社会的に無気力に

場面に遭過したのだろう｡ダメに

世帯三十三%に

果たして将来の社会の変動を展望
した上でこの推計を作成したのか

が載った｡

人ばかりで､この統計は将来おこ

郎

(昭和十四年〜読売新聞)

発表したのは国立社会保障･人
口問題研究所である｡記事を読む
と､全世帯に占める｢単独世帯｣

りうる社会を洞察した上で作られ

棋

は崩壊するだろうと言っていた｡

秀吉そのものが吉川さんであり､

の割合は､晩婚･

森

疑問に思ったので､いつも頼って

べているが､これは吉川さんの座
(一人暮らし)

この短い文章には優秀な厚労技
官の研究の成果が凝縮されている

永

平成二十五年一月十九日付の読

うた｡すると､この研究所は厚生

右の銘である｡不肖私もこの座右

未婚や離婚の増加などを背景に､
二〇一〇年の三十二% (一六七九
万世帯) から､十五年に三十三%
(一七六四万世帯)､三十五年には

のかも知れない｡しかし社会の片

いる新聞社oBの友人に教えを請

売新聞に一人暮らし世帯二〇l五
年に三十三%という見出しの文章

の銘に教えられ､倣って生きてい

三十七%(一八四六万世帯)に増え

隅で生きるゴ‑のような人間とし

いエールを送っている｡｢太閤記｣

ある｡と言われるが'古今の名著

ると予測している｡と書いてあった｡

ては､何年後､何十年後の数字を

では'

を読むことは正に対話であり､

また､高齢化の進行に伴い､世

示すだけでいいのか'という思い

る｡

の機会を与えてくれ

歴史とは過去と現在との対話で

｢温故知新｣
くつろ

きた｡

たものである｡という答が返って

労働省の直轄機関であり働く人た
ちは厚労技官という国家公務員で
大学院博士課程を経た研究熱心な

る｡巷間､新刊が氾濫しているが'

帯主が六十五歳以上の高齢世帯は､

が頭をもたげてくる｡

秀吉そして｢吾以外皆吾師｣と述

時には､歴史小説などで寛いでは

十年の三十一%(一六二〇万世帯)

如何ですか｡

1万､文章は高齢社会と同時進
行している少子化については全く
言及していない｡現在の社会を見

た妻は十五年以上も元気で生きる

がこんな発言をした｡夫を亡‑し

の卒業生の関東在住者の同窓会に
応援参加したのだが､席上ある人

もある｡ゲームなどしたことのな

そして幼い頃から電子機器に触
れることによる脳への影響の問題

渡しても高齢結婚･高齢出産によ
〇二二万世帯) に増える｡高齢世
帯のうちの単独世帯は'十年の四

のだが､妻を亡‑した夫は一年半

い私にとって近ごろのテレビcM

こんな話がある｡昨年私は高校

九八万世帯から､三十五年には1･

でダメになる､と｡彼は税理士を

のエスカレートぶりは正に

(二

五倍の七六二万世帯に膨らむとし
ており'一人暮らしの高齢者の介
護や見守りなどの需要が高まるこ

していて､中小企業の事業主や商

が議論されている｡

｢空恐

る精子や卵子の弱体化による弊害

とが予想される｡と続けていた｡

ろしい｣というのが実感である｡

三年前にT大教育世論研究所と

店主と接してきて何度もそういう

から､三十五年には四十一%

198085 90952抑05 10 15 20253035

(2)

2013年2月
じ
にょうろこう

(3)

2013年2月

にょうろこう

じ

/

にょうろこう

じ

ノ0ウイルス感染症(oタウイルス)について
感染経路 すく発生時期) 亅I X+X+ﾙ ﾈ,ﾉ]h.)6iZ
x.ｨ+ﾘ8ｪHｪ9 x+X,Ikh 8嶌+X+ﾘ. ,ﾈ/ ｷｨ*(ﾙ
で感染しますoまた､ウイルスに汚染された食品を介しての感染例もあり､

,b

冬季から春先に多く発生しますo

′症状′ 傅Y6h,h岔y
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8,ZH8ﾙuｸ4X488ｸ5

凅Xｫ8+X+ﾙ?ｹv8髦,ﾘ岔y

]h*ｩI(*ﾘ,

ることもありますo多くは2‑7日で治りますが､脱水､まれにけいれん､

脳症などを合併しますo

治.痩.法､ 冲ﾈﾏ

因物質を排除しようという体の防御反応なので､むやみに市販の下痢止めな
一
￨9o(,ﾘ* . ﾈ+
,ﾈ,ZH
8*ｩ h耳,X+v
6h.(岔y ,ﾈ

8,ﾚHﾋ

どの薬を服用せずに､早めにかかりつけ医に診てもらいましょうo

予､､防法

H*ｨ*(.(詹 H*(, x,ﾈ自Lｩ4 疫ﾉf嬰 *ｩtﾈﾏ X+v 6ﾘ
4X488ｸ5 ﾘ‑ﾈ+
が､近年､□夕ウイルスのワクチンが任意予防接種として開始されましたo

X+r

またはそこから飛び散って感染するので､郊

感染した人と接触した場合は､手洗いをしま′;響‑
感染拡大予防法.

しよう○ノ□ウイルスはアルコール消毒は効
X488ｸ5 ｨ,(*(+ﾙ X.) 瓜芥訷/ 櫁+X,JB

栗がないので､流水下で石鹸で手洗いo食器

などは､熱湯(1分以上)や水で薄めた塩素
系漂白剤で洗浄します○食品は85℃､1分以二一や
上の加熱が有効ですo

編集︹後記

昨年は小島医院開院二十五周

年を迎えるにあたり､にょうろ

こうじ特集号の発行や､記念式

典･記念旅行が盛大に行われま

した｡どれも大変楽しい物とな

り良い思い出になりました｡引

き続き｢にょうろこうじ｣を年三

の小島先

〜 お 詫 び 〜

(第五十五号)

回発行できる様にがんばります｡

前号

生と永森さんの文章に誤りがあ

りました｡大変申し訳ありませ

んでした｡

