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同年十月︑徳川家康は大阪城の
攻撃を前にして︑主だったキリシ
タン関係者を長崎から五隻の船で︑
マカオとマ一二フへ追放した︒

高岡城の跡︑古城公園の大手
口に総高三m五十cmの高山右近
の銅像が建っている︒この銅像
は︑昭和六十二年五月に竹中製
作所が創立六十周年を記念して
建立されたものである︒

高岡古城と桜献上
高岡市は平成二十一年 ︵二〇〇

上野 亮平

マ一二フに着いた右近は︑それか

五隻のうち︑三隻には六十二名
のイエス会の会員と五十三名の信
者を乗せ︑十月二十一日にマカオ
へ︑他の二隻は翌八目にマニラに
向けて出航した︒マニラ行きの船
には三十一名の宣教師と高山右近・
内藤如安らの一族︑それに十五名
の修道女が同乗していた︒
ら四十日後に猛烈な熱病におかさ
れ︑元和元年︵一六一五︶正月八日
に六十三歳で多難な一生を終えた︒

九︶ に四百年を迎えた︒二代藩主
前田利長が初めて高岡に町を開き︑
慶長十四年︵一六〇九︶には高岡城
を築城した︒しかし︑その六年後
に徳川幕府が一国一城令を発布し

いまマニラ市のパコ駅の近くに右

近の銅像が建っているという︒

たため廃城となった︒その後もこ

の古城は高岡の人々に愛されて今
も保存されている︒
私が住んでいる砺波郡は︑加賀
藩の統治下であり︑三代藩主前田
利常が統治していた寛永初期の頃
に昔話にある花咲爺さんに似たこ
とが逸話となり伝わっている︒

﹁江戸彼岸桜﹂ である︒

献上したのは ﹁うは桜﹂ つまり

べきことである︒

が︑このような歴史が潜んでいた
ことを︑この程︑砺波市庄川生涯
学習センター所長の問馬秀夫さん
から学び︑もっと早くに地域が持
つ大事ことを発見すべきであった
と反省させられることと共にこれ
を機会に更に地域の歴史を学びた
いと意を新たにしている︒
問馬所長さんに感謝の念を申し
上げたい︒

当たり前のことと見過ごしてきた

身近に眺めてきた花見の風景も

なったのである︒

陸随一の花見の名所となることに

そ︑戦乱の世がまだ混とんとする
時期に廃城とした高岡古城の馬場
を桜並木に変えたことが︑後に北

このような藩主であったからこ

んどを投資している︒

の状況下にあって︑徳川家康が推
進しようとしていた天下泰平の世
にいち早く順応するため︑軍事政
策から文化工芸政策に財力のほと

惜しまず費やすことになった︒そ

さて︑利常は︑歴代藩主の中で
も傑出した大名として高い評価を
受けている︒幕府から謀反を起こ
さぬかと厳重に監視を受ける中︑
服従を強いられて名古屋城や駿府
城の手伝普請に名大な人と財力を

私が住む庄川町金屋︑庄川水記
念公園の向山︵三条山を中心とす
る山々︶ には野生の江戸彼岸桜が
数百本生えていて︑花見の名所で
ある︒特に三条山周辺の山容は京
都の嵐山によく似ているので︑砺
波嵐山と言われて風光明媚なとこ
ろで春夏秋冬を通じて数多くの観
光客が訪れる︒この三条山から連
なる尾根は庄川沿いに北へと延び︑
またそれに並行している河岸段丘
の斜面にも江戸彼岸桜が点々と生

えている︒この自然の状態には全
国でも珍しい環境であるという︒

宗右衛門らは︑この尾根あるい
は河岸段丘のどこかで桜の苗木を

掘り取ったと考えられている︒加
賀藩の記録には︑砺波郡から藩へ
物資運搬の記録は米や材木などが
主なものであるが︑桜の苗木を運
搬した記録は

れているとい

特異なものと
考えられてお
り︑その文章
が四百年とい

それは太田村 ︵現砺波市太田︶
の十村 ︵他の藩では大庄屋に当た
る職︶金子宗衛門が殿さまの命に
より取って高岡へ献上し︑褒美を

うことも驚く

う時代を超え
て現代に残さ
貰ったということである︒この時︑

」．∴I
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また横山康玄に嫁いでいた右近
の娘との間に生まれた胤長が羽咋
郡志雄町の字二所ノ宮に隠れて育
てられ︑横山家の分家として残さ
れている︒

高山右近 像

4，ggp
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新横綱︑稀勢の里関﹂
柴田 正雄
暗いニュースの多い最近で︑大
変に明るいニュースが話題になっ

優勝杯を手にしたインタビュー

ることでしょう︒

これで大相撲界にも日本人力士
に日射しが差して︑相撲離れして

いたファンもまた元に戻りより多

観戦をしていた茶の間のファンも

く日本人力士が羽ばたく時代が来

控え目になって︑遠慮することな

長かった外国人力士時代も少し

くのファンが増えると思う︒

思わず︑もらい泣きをしたことで
しょう︒あまり表情を変えない本

て︑長く続くと確信を致します︒

の中で大粒の涙が頬を濡れ落ち︑
その時︑観客席のお客様やテレビ

横ぎったことでしょう︒

長かったモンゴル力士の天下︑

の外国人力士の活躍︒そして︑弟
弟子の高安関も後から援護射撃を
して︑兄弟子稀勢の里関を盛り立
てた︒この同部屋力士も見事な兄
弟弟子の絆と言え︑影の力と言え
ると信じています︒
もう一人︑部屋は違っていたの

ですが︑御嶽海の
活躍も忘れること
が出来ません︒こ
の二人の力士も︑
近い内に大関昇進
へと力を出し︑きっ

と稀勢の里に続く
ことと思う︒

からぬ行動にて︑協会本部から何
度も注意を受けたけしからぬ横綱
がいて︑大変に印象の悪い後味が

カーをしたりと︑全くの横綱らし

以前にも態度の悪いモンゴル横
綱がいて︑酒癖悪く巷で暴れたり︑
場所中に仮病で休んで本国でサッ

たと後々に言われるよう︑プライ
ベートにしても行動に気を付け︑
横綱生活を送ってもらいたいと希
望するものであります︒

横綱稀勢の里は立派な横綱だっ

ましたが︑これからは慎重に腰を
落として横綱相撲を希望をし︑息
の長い横綱の席に座っていて欲し
いです︒それで持って品格のある
何事に於いても上品な横綱として
君臨してもらいたい︒第七十二代

幕力士によく取りこぼしをしてい

新横綱稀勢の里大関時代は平

人も︑過去の苦しい挑戦が脳裏を

の約束を守り横綱昇進に⁝︒すぼ
らしい親方と弟子の絆と思います︒

過去の若貴時代のように︑多いに
大相撲界が盛り上がりを見せれば
良いと思います︒

ています︒
日本国技の大相撲界の中で︑優
勝の二文字を勝ち取った日本人力
士︑稀勢の里がやっとのことで初
優勝を見事に飾ったのであります︒
そして︑今まで大きな壁として立
ちはだかっていた難敵である横綱

まるでモンゴルの国技かと思う程

先代の親方︑鳴門親方から勝っ
た時でも負けたときでも余り顔に
出さない力士になれと言われ︑そ

白鵬にも勝利を収め︑横綱の席に
も審査委員会にて満場一致で推挙
されて︑新横綱が誕生をしました︒
今まで何度となく挑戦をしたので
すが︑ことごとく外国人力士︑モン

ゴル力士に跳ね飛ばされ︑横綱に
はとても縁のない力士とその都度
言われて来て苦しい力士生活を送っ
た︒彼は中学生の時に ﹁僕は天才
ではなく︑天才に勝つには努力し
かない〃﹂と名言を手記に示して
いて︑その通り努力が実った形に

なって︑すぼらしい言葉として胸

に刺さる気持ちになり︑喜びも一
層であります︒
十九年ぶりの日本人力士横綱と
して︑これからも多いに期待され

苦い力士もいたのである︒
強いばかりが横綱ではなく︑公
私共々風格のあるどっしりとした
力士に成長願うものだ︒外国人力
士にしてみれば︑大きな収入の生
活源となっている日本相撲界であ

ります︒協会は収入も黒字の成績
良し︑給金も多く︑勝てば懸賞金

も多額に当たって︑半分は退職金
にもなり︑外国人にして見れば大
変魅力のある職業に違いなく︑憧
れの日本国相撲界であって︑現在

も出稼ぎの最高の場所である︒

下積み生活は長いのですが︑十

両より給金は多く︑より良い生活
にありつける︒強い横綱になれば︑

相当な財産を築くことができ︑本
国への仕送りに力が入ります︒
力士が目指すのは︑最高の位の
横綱である︒外国人の体力自慢が
来たがるのも無理はなし︒幕内力
士は体が資本の立派な実業家だ︒
態度さえ良ければ一生涯の生活が
約束されて年寄株を習得すれば協
会にも残ることも出来︑親方とし
ても部屋の第一人者になれる可能
性があるすぼらしい職業である︒
しかし︑最高位の横綱になる確

率は︑ほんの何パーセントのごく

本当に実力の持ち主であっても︑

一部であります︒

（4）

ケガは付きものですから︑それを

克服せねはなりません︒
稀勢の里は当然ケガは少なく︑
強靭な体の持ち主であって︑休場
も少なく今まで頑張って来た唯一
の力士であり︑横綱としてもって
こいだ︒
これからもポーカーフェィスの

︵日︶昨年同様︑〝磯はなび〟 にて︑

平成29年1月14日︵土︶・15日

り上げていってもらいたいもので

地味な横綱で邁進し︑相撲界を盛
す︒活躍を期待している相撲ファ

りの﹁福笑い﹂が用意されており︑
席のお隣さん同士でジャンケンを
して負け続けた4名が挑戦しまし

宴会の余興では︑新年にぴった

ラックスする事ができました︒

スイメージをプラスに変えて︑リ

も気持ちよかった事︑雪のマイナ

から見える雪景色がきれいだった
事︑雪の降る露天風呂が︑とって

だ〜〃と思っていましたが︑部屋

新年会を行いました︒
ちょうど？新年会めがけて雪が
降り初め︑寒さも増し︑なんて事

ンの一人として見守っていきます︒

頑張れ〃横綱〝稀勢の里〟合掌

よろしくお願いします︒

ています︒

一つ吸収し前進していきたいと思っ

勉強することだらけですが︑一つ

しています︒まだまだ︑たくさん

毎日でしたが︑諸先輩方に丁寧に
仕事を教えていただき︑気がつい
たら勤め始めて半年が過ぎようと

ることが︑違うんだ〜！﹂と思う

﹁病院や科が変わればこんなにや

轡 いただいてます︒

緒 析室で勤務させて

平成二十八年の
ーノ八月から当院の透

看護師山田 晩子

新人 紹介

2017年3月

た︒﹁目はどれ〜暗﹂﹁鼻は〜暗﹂﹁な
んか︑すっごい自信あるわ〜〃﹂
と何だかんだと言いながら︑やっ
ている人達は真剣そのもの︑見て
る方は大爆笑♪♪
﹁笑う門には福来たる！﹂ 楽し
い一年が過ごせる予感がしていま
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にょうろこう

じ

☆防災訓練・避難訓練・通報訓練
消防署への通報から避難までを患者役・スタッフ役に分かれ取り組みました。万が一にそなえて対

応できるように防災に対する意識を高めていきたいと思います。

☆一般演題
1食中毒について

栄養室 横川 美咲

食中毒を引き起こす主な原因は「細菌」と「ウイルス」
「細菌」・・細菌は温度や湿度などの条件がそろうと食べ物の中で繁殖

「ウイルス」・・食べ物を通して体内に入り人の腸宮内で繁殖

予防としては、細菌をつけない・持ち込まない・細菌を増やさない・細菌を殺す
手洗いの徹底や調理時の衛生管理が大切。肉料理はよく加熱（中心部を75℃で1分以上加熱）
0−157を逆さから読むと覚えやすいとのことです。

2 透析液清浄化に対する当院の取り組み

透析室臨床工学士樋口 倫子

原水（地下水）→透析用水→（水処理装置）透析液（供給装置）→各透析装置へ

原水は水質検査計画に則り適切に検査を実施。水処理装置タンク内と送水ラインの消毒
生物学的汚染物質や化学的汚染物質の管理を原水（地下水）と透析用作成装置に依存しています。

生菌数とエンドキシンのチェックを定期的に行い供給装置の直後に限外濾過装置を設置しさらな
る清浄化強化を図っています。透析装置の消毒は毎日業務終了後に行っています。

3「歩行ができる足を守るため」透析室の取り組みと今後の課題
透析室看護師 安楽 照美

長期透析患者さんはアミロイドーシスなどの影響から歩行障害や立つことが困難になることが多
く透析に至るまでに動脈硬化が進行していることが多い。下肢動脈硬化が進むと脳血管障害の頻
＼＿：∴∴ 畿溺圃醗経／灯心 田園田園嗣蟻態鱗縁一一一1−1璃 ∴牽牛∴∴∴∴∴ ：∴∴ ∴∴∴∴

度も高くなります。また重症下肢虚血から下肢
切断に至ると予後は非常に不良でフットケア介

灘￣融￣）
∴
￣喜運上∵嗣職露、きく．○∵∴

入が重要なため透析患者さんが自分の足に興味

を持ち変化があれば積極的に話すような環境作

一∴ ∵：「．i∴ ∴「 書† 一言．レ二＼

りが必要。各医療機関の特徴を生かした連携が

必須となる。今後、看護師が足に興味を持ち統
一したケアを行うことにより患者さんの足に対 ∴
∴：

する関心セルフケア能力の向上、QOLの維持
につなげていきたいと思っています。

iつ∴∴洋＿痢感嫉窓雰喜議nSSg国電／頴、）遜漣

2017年3月

、絹闘聞醸総／
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：∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴∴∴ ∴

昨年より、当院で動脈硬化の検査が出来るようになりました。
これにより、あなたの血管年齢がわかります。

気になる方、どうぞご相談ください。
両手・両足に血圧計を巻き、検査します。

普段の血圧測定程度の締め付けがあるのみで針を刺すような痛みは
ありません。
検査は5〜10分程で終了。すぐに結果はわかります。
血管の硬さ

T

血管の詰まり

CAVI手やピイ

ABlエーピーアイ

動脈硬化麓の擾麓を曇す指標でも

主に足の動線の誌乗りの程教を義しまも

（藷議蕊靴」縄んでし、る）（繋藷藷慧繋誓行が）
動脈硬化はサイしントキラー……突然、脳梗塞やふ筋棲墓等を発症
瀞濡乾すlオRE

死因の25％は

羅網揺す！撥玉遷∃00

砧高評亨1覇陣主薬；

諸認諾詳犠読鵜喜藤墓端．硝藷驚翻・槻 血書の弾力性が失われ、血蓉壁に○脳出血 講義霧懸轡薮，
※検査結果は一目でわかりやすいものをお渡しします。
ゆか叫や軸やややや

秘抄掛合が駐中多ゝc孝心く掛合が鴫をもごうゝ重ねやクもきちも軸

編集後記

今年は︑暖冬かと思いきや寒に

入り降るべきものが降り︑昨年宣

言できなかった氷見の寒ブリ宣言

もありました︒

一月末には︑従弟からLINE

で ﹁我が家の蝋梅が咲いた﹂と写

真が送られてきました︒﹁春が近

いですね﹂とのこと︒温暖化を感

じながら季節を感じると安心しま

す
ね
︒

今年︑当院は︑地域の皆様に支

えられて開業し三十年を迎えます︒

﹃にょうろこうじ﹄ の第1号は︑

手書きで発行しました︒この三十

年でインターネットや携帯電話な

どとても便利な時代となりました

が ﹃にょうろこうじ﹄ は︑皆様の

投稿や当院の取り組み︑最新情報

︵K・M︶

を︑紙面を通してお屈けしていき

たいと思います︒

