連載

弥太郎

りがわいてくるという。大き
な問題はまだある。それは私
たち自身の内心にあるとい
う。関係のない人々の中には
遺族の訴えを、素人の遺族が
専門家にただ噛みつくだけ
の「モンスタークレーマー」
扱いしたり、挙句の果てには
「親族の死を利用して病院か
らお金を取ろうと して い
る」と、無責任極まりないネ
ット上の誹謗中傷が後を絶
たないのは、医療過誤以上に
問題が根深いのではないか
と俊雄は嘆く。
俊雄はかつて山口久太の
ために病院を作ったことが
ある。それも久太の最初の入
院先の病院に不信を感じた
からであった。俊雄は病院に
対し病院を作って対抗した
が、こんなことは今はできる
はずもない。多少は事情が変
わり、ひとたび「隠ぺい」が
露見すると病院経営が成り
立たなくなるほど社会のバ

武田

は「第三者による検証委員
会」を設置して真相究明を図
ったが、遺族の納得は得られ
ていないという。第三者委員
会自体が把握した事情のす
べてを遺族に開示していな
いことがその原因だとい
う。第三者委員会も所詮は他
人事であり、遺族の立場に立
った解明はできないだろう
という。紛糾するかもしれな
いが、遺族を第三者委員会に
参加させるべきだというの
が持論だ。そうでないと、第
三者委員会が十分に情報を
収集できたかどうかの納得
すら得られないからだとい
う。俊雄のもとにはいま、千
葉県がんセンターでの医療
過誤を訴える遺族から相談
が寄せられている。どうして
も理解できない、納得のでき
ない亡くなり方であったと
いうが、病院からは満足な説
明がないままであることが
悲しいし、言いようのない怒

千葉の近現代史を創った男の話 ⑬
手術の腕を誇る財前五郎は 医療過誤問題まで、人命が失
熾烈な選挙を勝ち上がって われていくことはあるとい
浪速大学医学部教授になっ う。過誤は過誤であるから、
たが、教授選に打ち込むあま 医療従事者にとっても不本
り 癌 患 者 を 死 な せ て し ま 意であることには変わりは
う。一審では勝訴するものの ないが、遺族の立場が最も優
二審で逆転敗訴し、財前自身 先されなければならない。そ
も癌で他界するストーリー れには情報の開示が最重要
だった。医の世界のどろどろ 課題だという。過誤だろうが
した内情をわかりやすく、か そうでなかろうが、情報はす
つ詳しく世間にさらしたこ べて医の側が握っていると
とで高い評価を得ている。今 ころに問題がある。記録をす
後も時代を変え、キャストを べて出せば医の側に問題が
変え、再ドラマ化されること ないことも分かるはずで、説
が見込まれるドラマである。 明ができないなら過誤を認
俊雄もこのドラマを見て めるべきだと俊雄は断言し
いるし、覚えてもいる。だが、 ている。
このようなことは現実にた 千葉県がんセンター腹腔
くさん起こっていると俊雄 鏡手術死亡問題が世間を騒
は言う。過誤とは言えないよ がせたことがあった。多くの
うな小さなミスから重大な 隠ぺいが疑われた中、千葉県
構造は、まだペーパー上の想
像の世界だと言う。
武漢で提供された遺伝子
情報も、アメリカの遺伝子バ
ンクからすでに削除され、提
供サンプル遺伝子そのもの
が存在しなくなっている。ド
イツ政府の新型コロナ対策
会議、会議録が流出し削除さ
れた。最近はドイツ、マイン

河邊 伊知郎

ツ大学のスチャリド・バグデ
ィ教授が著書の中で、ドイツ
の政府の新型コロナ政策会
議議機密文書を暴露した。対
策会議の目的は、大衆に圧倒
的なショック効果を与える
事だ。いかにして大衆を怖が
らせるか、３つの構成になっ
ている。
①新型コロナで死ぬと言う

「痴呆爺のクオーターライフ」

ウイルスコロナ＆変異株コロナマークⅡ

もう新型と言わせない

ば済む事だ。総理は自分の支
持率を気にして、気後れして
いる。
Ｐ Ｃ Ｒ 検 査 に 詳 しい
感 染 症 学 者 がひも 解
く
人体は大昔からウイルス
の遺伝子を持って進化して
きた。言い換えればウイルス
で人間の体は出来ているよ

寄せられる医療過誤相談 遺族にとっては巨大な壁

を見つけて陰性、陽性の判定
を行う。そもそもサンプルと
なった遺伝子が正しいかど
うかさえも疑わしいそうだ。
上海のグループは、たった
０
不自然
１日で論文にまとめ、
な論文が科学雑誌ネイチャ
ーに掲載され、ドイツのドレ
スデン教授がＰＣＲ検査を
確立して、ＷＨＯが認証し

事を、ゆっくり溺れ死ぬイメ
ージで詳細に記述し人々を
恐れさせる。死を緩慢な実測
死によってイメージさせる
ことは、極端な恐怖心を喚起
する。
②子どもたちが死のウイル
スに気付かずにウイルスを
撒き散らし、親を殺す菌が感
染源だと人々に強くイメー
ジさせる。
③新型コロナ感染の後遺症
の注意喚起を拡散する。それ
が証明されていなくても人
々を怖がらせることになる。
このようにドイツ政府の
正式な対策会議の会議録で
発言されている。会議には、
ビッグ製薬メーカーや医療
機器メーカーと濃厚接触し
ているメンバーの参加は当
然と考えても良い。
日本国は、国民に新型コロ
ナの恐怖をあおる役割をメ
ディア、専門家会議、医師会
が担っているのは何とも不
思議だ。本当のウイルス学者
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や感染症の専門家の論文は
掲載されないことも不思議
だ。
ビッグファーマ、ＷＨＯ、
ＰＣＲ業者、ほか関連機構と
の計画的癒着としか考えら
れない。日本でも専門家会議
の会議録が削除されたとい
う話さえある。
そして、医師会とは開業医
の集団で、大学病院の医師や
研究者は含まれない。医者の
数を増やす事を反対してい
るのは日本医師会で、病院の
数を増やすのに反対してい
るのが都道府県医師会だ。自
分たちの事は棚上げして医
療崩壊を医師会が訴え
る？？？ちゃんちゃらおか
しい。コロナ会議の尾身会長
自体、単なる厚労省の医務技
監で、医師免許はあっても医
者としての経験はほとんど
ない医師会の側に立つ役人
だ。

ッシングが高まるから、もみ
消し工作もできにくくなっ
てきていることは遺族にと
って幸いであるという。何も
かも情報公開してしまえ
ば、過誤がない場合はそれが
立証されるし、逆にまれに出
てくる「悪意の遺族」を排除
できると俊雄は信じてい
る。新型コロナ感染症拡大防
止の最前線に立つ医療関係
者にはただただ頭が下がる
思いだが、コロナ死にも過誤
の問題が出て来はしまいか
と危惧している。わけのわか
らない病気で突然親族を亡
くし、ご遺体にも会えずに見
送らなけらばならないとな
ると、気持ちのやり場がない
だろう。多忙を極める病院が
過 誤を犯すかもし れ な い
し、ちょっとしたやり取りが
無用な不信感をまねく恐れも
あるだろう。情報公開だけが
唯一の解決策だと俊雄は語
っている。

来月号へ続く

ルビーの指輪

と繋がっているという秘
湯。「日本秘湯を守る会」
会員でもある。
料理は何と言っても支
笏湖名産のヒメマス。この
ヒメマス料理が目当てで
訪れる人も多い。その淡白
な味わいはお造りや焼き
で味わうのが人気。
●ナトリウム硫酸塩温泉
●腰痛・神経痛・疲労回復
●新千歳空港より車で約
分。最寄駅はＪＲ千歳ま
たは南千歳駅。

てくれたようだ。
ちなみに１月ガーネット
（ざくろ石）、２月アメジ
スト（紫水晶）、３月（ア
クアマリン・サンゴ）、４月
ダイアモンド、５月エメラ
ルド・ひすい、６月真珠、
７月ルビー、８月サードオ
ニックス、９月サファイ
０
１
月オパール、
ア、１
１月ト
２
月ト
パーズ（黄水晶）、１
ルコ石・ラピスラズリーで
ある。
私はこの際自分の誕生
石はどんな宝石で値段は
どれくらいだったか宝石店
（デパートなど）で調べな
さいと宿題にした。
そして自分の誕生石が
安い価格の人は前もって
「私はルビーが好きなのと
かエメラルドが好き」と先
生に言っておいた方が良
いとよけいなことを女子
学生に言っている。
世界的にはルビーだが
日本ではオーストラリアオ
パールが人気のようだ。年
に２回ミネラルフェアが
新宿と池袋で開催されて
おり見に行っていた。
７
９
４年前（昭和４年）タイ
に行った時おみやげでファ
ッションリング（指輪）を買
った時いちばん上に米粒
より小さいルビーが載って
いた。外国に出かけるとそ
の国特有の宝石もあり中国
で緑色のヒスイ（軟玉）を
買った方も多いと思う。ル
ビーに限らず宝石は魅力あ
るものである。ルビーは７
月の誕生石だ。
桜井欽一先生は世界的
収集家のお一人だった。

鎌ケ谷市・元稲毛小校長 島津幸生

毎年夏と冬なつかしの
メロディーが 放 映 さ れ
る。さすがにこの頃は私の
好きな小畑実や東海林太
郎は出なくなった。
夏であったが俳優で亡
くなった宇野重吉の息子
４
０
才で ４
年
の寺尾聡現在 ７
６
年に歌手として
前昭和 ５
「ルビーの指輪」と言うの
を唱っていた。「くもり硝
子の向うは風の街…誕生
石ならルビーなの…」と。
ルビーは赤い宝石の代
表的な石で、ラテン語で赤
を意味しており、ミャンマ
ー・タイ・スリランカ・イ
ンドで採掘される。
天然ルビーは小さいも
のが多く、大きなものの産
出はなく英国王室の大型
のルビーはスピネルと言
う別の鉱物との話もあ
り、大きなものはほとんど
が合成品であると言うこ
とを尊敬する故桜井欽一
先生は述べていた。
私は指輪よりどちらか
と言うとネックレスの方
に興味があるのだが原石
（宝石）のいちばん良いと
ころは指輪にするそうだ。
０
年前（平成３
今から ３
年）小学校に教科「生活」
が出来た時、大学の先生か
ら「地学と生活」と言う講
座を持ってくれないかと
声がかかった。
０
月に週１で４
在職中 １
回千葉大学教育学部で非
１
年間勤め
常勤講師を１
た。私はその講義の中に宝
石（誕生石）のことを短い
時間ではあるが教材のひ
とつにした。石（地学）に
興味を持ってもらうためで
学生は宝石に関心をもっ

随想
北海道の玄関口新千歳
空港から車で約 分、札幌
市内へも約１時間で行け
る好アクセスで道南屈指
の人気温泉地。支笏湖洞爺
国立公園内にあり多くの
観光客が訪れる。その美し
い景観を保つための建築
規制で３階建以上の建築
物が無いのも特徴。
温泉はトロトロとした
感じの肌にやさしいお
湯。保湿性も高く、いつま
でもポカポカツヤツヤが
持続すると評判。中でも人
気の宿が大正４年創業と
歴史ある「丸駒温泉旅館」
だ。目前に迫る支笏湖と雄
大な恵庭岳を眺めながら
入る展望露天風呂は極上
の一瞬を味わえる。また天
然露天風呂は一部支笏湖
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一九六五年に「サンデー毎
日」に連載が始まった山崎
豊子原作の「白い巨塔」はあ
まりにも有名で、テレビや映
画で何度も映像化されたほ
か、ラジオドラマにもなって
いる。二〇一九年には岡田
准一主演でテレビ朝日、二
〇〇三年には唐沢寿明主演
でフジテレビで放映されて
いるが、なんといっても一九
七八年にフジテレビ系列で
放送された田宮二郎主演の
「白い巨塔」は鮮烈な印象で
記憶に残っている。抜群の

e

た。すべての工程が不自然だ
そうだ。
ＰＣＲ検査ではプライマ
ーが遺伝子サンプルの何か
に結合してしまえば陽性と
判断されてしまう。基本とな
る遺伝子情報そのものが正
しいか？中国から複数提供
されたサンプル遺伝子が何
の遺伝子なのかさえも解明
されていないそうだ。遺伝子

⑥昔別れた妻が連れて行っ
た子どもの 消息が知りた
い。⑦若い頃にお世話にな
った先輩、上司、同僚に今一
度会いたいが居場所が分か
らない。⑧認知した子ども
の消息を知りたい。⑨娘や
息子が不倫しているようで
離婚話があるようだ。⑩忘
れられないあの人は今どう
しているだろうか…。
等々の問題や悩み事を抱え
ている方は是非、お気軽に
ご相談ください。

漏った、詰まった、壊れたの修理は笑顔で参上

地元のリフォーム工事店 （有）マイケン
っと早く取り付ければよか
った」というお客様の声を
多数頂いています。
社長のひとり言
『口に合わない日本酒』
先日、香りが強く口に合
わない日本酒に出会いまし
た。杜氏が一生懸命作った
お酒です、捨てるのはもっ
たいないので、何とかおい
しく飲もうと香りを薄める
ためにネギ、玉ねぎ、バナナ
等入れましたが美味しくあ
りません。試しに粉末の青
汁と砂糖を入れたら、なん
と美味しいこと！健康にも
よさそうです。みなさんも
口に合わない日本酒があれ
ば試してみてください。
※連絡先・千葉市稲毛区
小中台町一二○一～一四
０４３・２０７・７１２２
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うなものだと。人体のゲノム
０
（遺伝子）を検査すれば８
％
近くウイルスが見つかる。在
来土着コロナも体内に住み
着いている。ＰＣＲ検査の構
造は、中国上海のグループ
が、武漢に行って重症患者の
肺から採取したサンプルを
ゲノム解析して、その遺伝子
と思われるものをデータベ
ースにして、類似する遺伝子
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な ぜ 新 型 コ ロナウ イ
ルスによる医療崩壊
を心配するのか？
原因はこのコロナ風邪
が、指定感染症Ⅱ類に仕分け
されているので、ＰＣＲ検査
で陽性判定が出れば医師も
病院も法律で隔離しなけれ
ばならない義務を負わされ
ているからだ。反すれば医師
免許が剥奪され、病院も閉鎖
される。指定感染症Ⅱ（２）
類とは、サーズ、エボラ出血
熱、結核などが入る。
ＰＣＲ陽性でも単なるコ
ロナ風邪として、経過観察
し、重症化するようであれば
治療すれば良いのだが、世論
も政治も過剰反応して、結果
医療崩壊につながってしま
う。Ⅴ（５）類以下のインフ
ルエンザ同等にすれば医療
崩壊のリスクはかなり低く
なる、これはボーと生きてい
て、税金を食い散らかしてい
る政治家と取り巻きの問題
だ。首相が正しい発表をすれ

3

3

3

1

住まいの救急社！

いう問合せが多く寄せられて を楽しんでもらいたいと器や
いた。当初はこの本格的なイタ 梱包にもこだわり差別化して
リア料理をテイクアウトにす いる。以前からの定番人気の
るのは難しいのではと若干の 「ウニとイクラのクリームパス
ためらいもあったが、お客様の タ」や「オムライス」はしっか
本紙広告でお馴染みの
温かい声とコロナに負けたく りとテイクアウト使用に衣替 ㈱愛晃リサーチ（金子和男
ないという気持ちが心を動か
代表取締役・中央区）は創
８
した。冠にそれまでの
年の歴史と実績があ
業３
にイタリア語で「手」という意
る調査専門会社である。
を付け足した。手
味の
同社では独居老人や身
寄りのない人たちの悩み
事を相談する調査事業が
好評だ。日常生活で人に言
えない心に秘めた悩みや
心配事、例えば…、
①息子・娘夫婦と音信不
通となっている。②生き別
れになっている兄姉の消
息を知りたい。③何年か前
にお金を貸したが相手の
行方が分からない。④孫が
学校でイジメにあってい
るらしい。⑤養子や養女を
世話するという話が持ち
込まれた。
え、「黒ちらし」と名付けたオ
リジナルちらしはお肉と海鮮
の見事な融合で人気。日曜限定
の乳製品、たまご不使用のオリ
ジナル自家製パンも話題。「今
はこの形でお客様の声に応え
ていきますが、いずれはまたお
店の形で向き合いたい」と前を
向いて語るオーナーの今後に
期待したい。
◇市川ソーレ・マーノ
◇市川市市川１～３～５
◇０８０ ６５６８ ９４７４
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作りへのこだわりを店名に表
現した。動き出したらもう突き
進むだけ。実際のメニューは単
にお弁当という事ではなく、ご
家庭で本格的なイタリア料理

8

市川Sole Ma-No（市川市）

エッセイ

櫻井俊雄氏

ＪＲ市川駅北口から歩いて
４分ほど、市川グランドホテ
ル近くにある「市川ソーレ・マ
ーノ」は本格イタリア料理中心
のテイクアウト専門店。この
５月まで同じ場所で「美味し
い料理とワインのお店
（ソーレ）」を開いていた。
しかし昨年来続くコロナ禍で
客足が減少。それでも根強いフ
ァンやお客様のために営業を
続けてきたが、今回テイクア
ウト専門へのリニューアルを
決意した。「この状況下で換気
や消毒などの対策は万全に施
しました。それでも外出自粛や
時短営業の要請でお客様は通
常時の半分以下になりまし
た。さすがにこのままでは無理
だと思いました。」と話すのは
オーナーの高坂氏。しかしそん
な中でもテイクアウトの需要
は感じていたという。「お店で
食べられないのならテイクア
ウトは出来ないのですか？」と

検見川神社例祭奉祝行事
検見川町内夏祭り中止

梅雨の雨、風、強い日差しに
これからの季節、洗濯物
を外に干して外出すると急
な雨が心配になりますね。
そんなお宅はテラス屋根
がおすすめ。ベランダや掃
き出し窓に付ければ、雨や
強い日差しを防ぎ、テラス
スペースの使い勝手や居
心地の良さがアップ。雨の
吹き込みも減るので窓掃
除も楽になります。
また、テラス屋根は勝手
口周りに設けることで、ご
みの一時保管などバックヤ
ード的な使い方も。アルミ
製で耐久性抜群で工事は
たった一日で完了。
様々な形やグレードが
あるので、マイケンへ相談
してください。出張相談、
お見積もり無料です。「も

TEL

3

検見川神社祭礼実行委員会
は、毎年 月 日～ 日の 日
間にわたり行われている検見
川神社例祭奉祝行事・検見川町
内夏祭りについて、令和 年の
開催は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、中止する
と発表した。 月 日～ 日の
交通規制は行わず町内の飾り
付け及び露天の行事も中止。祝
事は関係者のみで縮小開催す
る予定だという。
【夏の大祓】
暑い時期に流行る疫病を祓
うために全国の神社の境内に
茅の輪が設けられ厳粛に執り
行われている夏の大祓。検見川
神社でも例年 月末に直径
ｍの大茅の輪が設置され、 月
日の夏越大祓と茅の輪くぐ
り神事の後、だれでもくぐれる
という。来社の際は感染対策に
協力を。
30

がんばるお店にエールを！
背骨の土台となっている仙骨。その両隣にある
仙腸関節をゆるめて、腰痛改善や腰痛防止を目
指しましょう。
①うつぶせになり足をまっすぐ伸ばします。両
肘を立てて、背中を反った状態に。目線は正面
へ。上体を反らすのがつらいときは伏せたまま
でもOKです。
②ひざの間をこぶし1～2個分広げ、両足を曲げ
てＶの字に開きます。足裏は天井に向けます。
③片足ずつ円を描くように1回1秒間のスピー
ドで回します。左右30回ずつ回しましょう。ポ
イントはかかとで天井に円を描くように回す
こと。無理せずできる回数で。
上手に円をかけますか？うまく回らない方は仙
骨関節が歪み固まっています。毎日続けること
でスムーズに円がかけるようになり関節が整
います。
（監修：背骨コンディショニング協会 パーソナルトレーナー 高梨嘉代）
背骨コンディショニング協会では腰痛改善講座を開催中。
ツヅキはり・きゅう整骨院(ＪＲ千葉駅西口徒歩3分）でも
運動療法に取り入れています。詳しくはこちらから。
https://www.sebone-c.org/yotsu-kaiketsu/ ※QRコード⇒

コロナに負けるな！！

簡単にできる室内運動「足回し」

令和 3 年 7 月 2 日 発行（２）

稲 毛 新 聞
号
第 298
号
第 298

稲 毛 新 聞
7月 2 日発行
（３） 令和 3 年

