私と棚

会 員 の
ひ ろ ば

帯広市医師会
帯広泌尿器科

鈴木 一弘
以前、会員のひろばに「私の本棚」という題で拙
稿を掲載していただいたところ、これが望外の好評
を得ることとなりました。ウソですが。この度も光
栄なことに無作為に選ばれて執筆の依頼をいただき
ました。前稿で予告したとおり今回のタイトルは
「私と棚」といたしました。しかし、本文と「棚」
は全く関係がありません。

五感を甦らせるアロマテラピー
札幌市医師会
札幌こころの森クリニック

鈴木

衣穂子

そこに神に通じる何かを見た。
ピアニストもいいかな…なんて思ったわけです。
ピアノを弾こうかなと、リヒテルみたいなピアノを。
これまでピアノは触れたことすらありません。ピア
ノが必要です。せっかくなのでグランドピアノで
す。すると幼子の反対にあいました。怒りと蔑みを
湛えた目で、
「お父さんは、３年前にギターを買って、
すぐあきらめたよね？１年前のトランペットは？半
年前のドラムはどうなったの？うちにはね、そんな
お金はないです！」ギターの件は、アール・クルー
になるつもりでした。
「 Th
i
st
i
me
」と「 Moona
n
dt
h
e
s
t
a
r
s
」で実際にガットギターの名手になったはずで
す。トランペットはクリフォードになるため。しか
し、鼠径ヘルニアの兆候が出て、トランペットを置
かざるをえなかった。ドラムは、なぜかスティック
で自分の膝を叩き割ってしまうのでお休み中。分か
った、もうみんなを悲しませるようなことはしない
と嘘をついてピアノを買いました。お店に展示され
ていた型落ちの電子ピアノ。借金してグランドピア
ノを買わない辺りが、中途半端です。
わびしくなってきたので、ここで改行して転調し
ちゃいます。
何を弾くのか？バッハだ。曲は、ゴールトベルク
変奏曲。私には残された時間が少ない。子どものバ
イエルから始めるなど悠長なことはやっていられな
い。ちなみに、もう一人偉大な音楽家は誰かと問わ
れれば、それは JBで間違いないと答える。ジェーム
ズ ブラウンだ。
私の目下の悩みは周囲の理解が得られないことで
ある。
「もっと簡単な曲から始めるべき」
「テンポがめ
ちゃめちゃで気持ちが悪い」
「何度同じ曲を聞かされ
るのか？イライラする」
「うるさい」。私は、周りに人
がいないことを確認して、さらにヘッドホンをして
練習することにした。気は弱いが、意志は固い。か
くして、今、私はアリアをものにしつつある。グー
ルドに一歩ずつ近づいている。平均律でリヒテルに

当院では、アロマセラピストである皮膚科医と看
護師６名と一緒に仕事をさせていただいている。
朝出勤すると、アロマディフューザーがお出迎え
してくれるが、時には私の体調を気遣って、アロマ
オイルを選んでくれたりする。元気がないとき、リ
ラックスしたいときなど、私の体調がよく分かるも
のだといつも感心している。
アロマテラピーに関しては、疲労が蓄積したとき
などに、札幌市内のアロマテラピーサロンなどに行
ってリラックスしたり、まとまったお休みのとれる
ときなどには、日本全国のスパなどを巡ることは以
前からの趣味である。
これまで体験した中で、一番印象に残っているの
は、栃木県の那須高原にある二期倶楽部である。美
しい自然、自然と一体となったくつろぎの場所、植
物の持つ自然治癒力によるケアがコンセプトのアロ
マトリートメント、敷地内のキッチンガーデンや契
約農家から届けられる、四季折々の食材を最大限に
生かしたお料理など、どれをとっても素晴らしかっ
た。
五感で自然を感じながら心身を再生するスパを体
験して、
「人間」の生命体としての根源や生命力につ
いて考えるようになった。
最近、彼らの仕事と興味の向かう方向を理解する
ためにも、遅ればせながら勉強してみようと思い、
おもむろにメディカルハーブとアロマテラピーの勉
強をはじめた。一応形になるようにと、検定を受け
る予定でいる。何事も「学ぶ」ことは、人間の幅を
広げるものと確信している。何らかの形で仕事に生
かせるよう努力したいと考えている。
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もなっている。もう少しで私からも何かが見えてき
そうな気がする。

であります。また、職能団体にとらわれず、個人の
自由意思で参加しています。
活動内容としましては、企画班（コアメンバー）、調
査班、研修班、サロン班、広報班があります。この
２年間の一つの成果として、釧路の医療と介護の連
携について、専門職種4
1
名にインタビュー調査を施
行し、現状をまとめたことが挙げられます。例えば、
多職種連携に必要なスキルはコミュニケーション能
力であるとか、連携しやすい・しにくいという意識
は「職種」というよりも「人」に起因しているなど
の結果が出ました。また、連携しにくい職種は？の
質問では、第１位が医師でした。これらの調査結果
を受けて、現在、研修会やサロンを開催して、問題
解決へ向けて努力しているところです。
詳しくは、
ブ
ログをご参照ください。ht
t
p:
//yonemachi
.
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n
.
n
e
.
j
p/c
c
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/
昨年、北海道は医療介護連携推進事業として、道
内2
1
圏域ごとに検討会を設置・開催し医療と介護の
ネットワークを構築する目的で、３年を目途に助成
をすることになりました。この釧路地区では、われ
われ CCL（くくる）が担うこととなり、今までの経
験を生かし、真の多職種連携を作り上げたいと考え
ております。それにより、地域の人が安心して暮ら
せる町にしたいと思っております。

CCL（くくる）その２
釧路市医師会
杉元内科医院

杉元

重治

時間が経つのは早いもので、前回この会員のひろ
ばに投稿してからちょうど２年が経過しました（北
海道医報第1
1
1
0
号、2
0
1
1
年３月１日）。この間に、国
は今後の医療体制の一つの柱として在宅医療を掲げ
ました。それを受けて、各地で「連携」という言葉
が多く聞かれるようになりました。
「病診連携」
「病病
連携」
「診診連携」など、また、
「医療・介護・福祉の
連携」も良く耳にします。特に在宅医療の場合、
「連
携」が極めて重要です。急性期病院、在宅支援診療
所、訪問看護ステーション、薬局、居宅介護支援事
業所、訪問介護事業所、地域包括支援センターなど
が連携しないと機能しないと思います。
前回、釧路地域での「医療・介護・福祉の連携」
の試みとして、僕も参加しています CCL（くくる）
の活動を紹介しました。おさらいですが CCLとは、
本音で地域連携のあり方を検討する会のことであ
り、 CCLは、
『 Coope
r
a
t
e
（連 携 す る）『
』 Cr
e
a
t
e
（創 造
する）
『
』 Li
ve
（人生を楽しむ）
』の頭文字を取り、
『く
くる』としております。参加している職種は医師、
歯科医師、看護師、薬剤師、鍼灸師、ソーシャルワー
カー、社会福祉士、ケアマネ、ヘルパーなど多職種

「くくる」のロゴマーク

市立釧路総合病院で開催された研修会の一コマ
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十勝のアレルギー診療について

コレステロール低下大作戦
北見医師会

十勝医師会

北見赤十字病院

すずらん耳鼻咽喉科

嶋田

佐藤

進一郎

十勝の音更町で開業して５年になります。開業の
慌ただしさは一段落したように感じますが、今でも
日々の雑用に追われております。十勝へ来る前は札
幌や函館で勤務していたので、音更町での診療は今
までに経験したことがないことが多くあります。特
にアレルギー疾患においては十勝の特性が出ている
ように思われます。膠原病の合併例や難治症例は帯
広厚生病院、帯広協会病院をはじめとする十勝管内
の先生方に大変お世話になっており、この場をお借
りしてお礼申し上げます。
音更町は一大農業地帯で、小麦の生産量が日本一
です。そのため食べる小麦粉のアレルギーだけでな
く、生産者に小麦花粉のアレルギーの方が散見され
ます。患者さんは農繁期に症状が出るのに、忙しく
て通院ができないので大変です。ほかにもイチゴ、
トマトなどのハウス作物でもアレルギーの症状を起
こしている農業従事者の方が時々受診します。
牛の飼育が多く、牛肉のアレルギーだけではなく
牛の皮屑（フケ）によるアレルギーがあります。帯
広市にはばんえい競馬があり、馬アレルギーの方も
います。ばんえい競馬関係者の小学生の女の子が馬
アレルギーだと分かって、診察中に泣いてしまった
こともありました。本人は馬がとっても好きで、将
来は騎手になるのが夢だったそうです。
「馬アレル
ギー」という単語にかなり衝撃を受けてしまったよ
うです。私と親御さんでなだめるのですが、なかな
か上手くいきません。
「じゃあ、騎手がだめなら馬の
調教師は？」と子どもが聞くと、周りの大人はこれ
また渋い顔をします。子どもはますます泣いてしま
いました。あの子がその後どうしたのかとても気に
なります。
話は変わりますが、農家の女性の方々は色白で指
も細くて、自分で農家だと言ってくれないと私には
一般職業の方と全く区別がつきません。髪の毛の長
い細身の女性の方が、
「イモの収穫が大変」とか、
「う
ちは牛がねぇ」
「トラクターに乗って」などと言うの
を聞いて最初はかなりギャップを感じていました。
日に焼けた指の太いおっかさん、という私のイメー
ジとは全然違うのにびっくりします。
患者さんから聞く話は地域の特性が出て、なかな
か興味深いものです。十勝の地域医療に微力ながら
も貢献できるよう頑張っていきたいと思います。

高校くらいの時からコレステロールが高かったの
だが、ここ数年は走ったりなどの運動を続け、なん
とか正常値を保っていた。しかし去年の年末、いろ
いろ忙しかったこともあり、運動をサボり気味にな
っていたところに職員検診があり、
「まあ毎年大丈夫
だったから今年も大丈夫だろう」とタカをくくって
いたところ、
「特定保健指導のお知らせ」である。
またコレステロールが高くなっていたようだ。い
や確かに運動をサボり気味ではあったが、全くして
ないというわけでもないぞ？酒か？まあわれながら
思い当たることはいろいろあるのだが、こういう時
に生じる感情は、決して己の怠惰な生活への「反省」
ではなく、単純に「怒り」である。
「なんでここまで
がんばっている俺が？」って、別にたいしたがんば
ってないんだけれども。そして逆ギレ。
「学会のコレ
ステロールの基準値が厳しすぎるんだよ」とか「そ
もそもメタボなどというのは厚労省の陰謀で」など
と思い始める。む、何かどこかでこういう話を聞い
たことが…ああ、
キューブラー・ロスの受容の段階か。
内科学会と厚労省の陰謀に反対すべく、人間のコ
レステロールはどこまで高くなれるかに挑戦しても
よいのだが、やはり命は惜しいので、特定保健指導
を受ける前に既に運動は行っている。その一つはボ
クシング。減量といえばボクシングであろう。しか
し軸索損傷で高次脳機能障害とかおこすのも嫌なの
でスパーリングはナシ。北見に、もとプロボクサー
の方がコーチを行っておられるボクシングクラブが
あるので、そこに週一回程度ミット打ちなどをやら
せてもらっている。
で、これがなかなかつらい。いや、つらいだろう
なとは予想していたが、予想以上につらい。本来１
R３分を基準にトレーニングを組むのだが、初心者
なので２分にしてもらっている。それでもつらい。
最後の方にはドラッグストアで買ってきた酸素缶で
の吸入が必要になるほどである。あまりにもつらい
ので「今日はサボろうかな」と思うことしばしばだ
が、この時に一人だと間違いなくサボると思うのだ
が、実は嫁も一緒に通っているのである。そして嫁
のほうが筋がよくて、コーチにホメられたりしてる
もんだから、
もう行きたくてしょうがないのである。
体重も減るし。そういうわけでサボることもなく今
もボクシングは続いている。いや、ディフェンスを
しっかり覚えておかないと、嫁が怒った時に自分が
軸索損傷おこしてしまうかもしれないし。
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自己紹介（医学教育を中心に）

大雪山

北海道大学医師会

旭川市医師会

北海道大学大学院医学研究科

旭川厚生病院

村上

学

八島 英基

本誌には、経験豊富な年輩の先生方が数多く寄稿
されるため、私のような若輩者が拙稿を載せていた
だくのは失礼に当たらないかと気が引けたのです
が、今回は若手会員からということですので、この
ような貴重な機会をいただけることに感謝申し上
げ、簡単な自己紹介をさせていただきます。
私は、平成1
7
年に北海道大学医学部を卒業しまし
た。新医師臨床研修制度が平成16
年に必修化されて
から２期目の卒業生で、２年間の卒後臨床研修期間
を経て、すぐに母校の大学院医学研究科医学専攻博
士課程（医療システム学分野[
現、医療統計・医療シ
ステム学分野]
）に進学し、４年間、医学教育に関す
る研究（卒前・卒後の医学教育カリキュラム評価に
関する調査研究）を行って学位を取得しました。そ
の後、同大学で助教としてご採用いただき、法医学
の仕事を担う傍らで、医学教育の仕事（学生の共用
試験や、医学研究科・医学部の教員研修など）を手
伝わせていただきながら、自らも勉強させていただ
いております。
近年の医学教育は目まぐるしく変化しており、同
大学医学部も例外ではありません。臨床実習開始前
に到達すべき態度・技能・知識のレベルについて、
一定水準以上を満たしている学生のみを臨床実習に
参加させる共用試験を実施するなど、年輩の先生方
にはあまり聞き慣れないかもしれません。そのよう
な新しい領域で、今、医学教育の国際認証導入に伴
う「診療参加型臨床実習の拡充」が話題になってい
ます。
一定の基準により認証を受けている医学部を卒業
した者以外は、20
2
3
年からは米国医師国家試験の受
験が認められなくなります。現在、全国の医学部・
医科大学は、これに対応して、臨床実習を診療参加
型とし、
時間を大幅に延長しています。それに伴い、
講義時間短縮など、基礎医学・社会医学・臨床医学
のすべてに影響が出ています。
自分は、卒後８年目であり、診療・研究・教育の
経験はまだ少なく、上級医のご指導の下、上述した
内容を学ばせていただいている身ですが、その目か
ら見ても、自分の学生時代と比べ、あまりの変化に
驚くばかりです。少しでも諸先輩の先生方のお役に
立てるように、これからも勉強を続けていきたいと
存じますので、今後ともご指導・ご鞭撻のほど、何
卒よろしくお願い申し上げます。

平成４年札幌医科大学卒の整形外科医です。平成
1
3
年に旭川厚生病院に赴任し12
年になろうとしてい
ますが、今も札幌医科大学整形外科の所属です。旭
川出身の妻と結婚したことが大きな理由で、希望し
て厚生病院に勤めさせていただいています。二人の
子どもに恵まれて、長男が小学校に入学するタイミ
ングで神楽岡の大雪山が真正面に臨める高台の地に
思い切って居を構えて、早７年が経過しました。
旭川厚生病院は入院病棟が東棟と西棟に分かれて
おり、整形外科病棟は７階にあります。３階から７
階は各階に東棟と西棟の間に患者さんの憩いのス
ペースがあります。そこの大きな窓からは天候が良
ければ大雪山の全容を一望できるのですが、特に７
階からの眺望は大変素晴らしく、赴任当初から一目
ぼれしてしまいました。いつかこんな素晴らしい景
色を眺められる家を建てたいと思っていたところ、
絶好のタイミングでその希望をかなえられる土地と
出合い、衝動買いしてしまいました。居間のソフ
ァーから、またテラスでバーベキューをする時など
もその景色を眺めていますが、季節や時間によって
も表情が変化し、いまだに飽きが来ません。
日々の診療は、市立旭川病院の整形外科が救急体
制をとれなくなってから夜間、休日の整形外科救急
当番日が増えたこともあり、多忙ですが何とか乗り
切っています。当院整形外科は、現在は５人体制で
すがやや高齢化してきており、将来は減員も予想さ
れるため救急体制の維持には予断を許さない状況で
す。市中病院や開業されている先生との連携を大切
にしながら、この難局を乗り越えていく所存であり
ます。
多忙とはいえ現状においては大きなストレスには
感じていませんが、その発散と自分の健康のためも
あり、５年ほど前から基本的に雨が降っていなけれ
ば、毎日早朝５時頃から１時間で10
㎞ 程度のジョギ
ングを日課としています。ランニングコースは忠別
川のせせらぎと大雪山の景色を堪能できる近所の河
川敷を利用しています。さすがに冬季は困難ですの
で１年前からはスポーツジムにも通い始めました。
大雪山に癒されながら末永くこの地で頑張っていき
たいと思っていますので、どうぞよろしくお願いい
たします。
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その靴に合わせるために自分の足を削り、シンデレ
ラの結婚式に参加した姉たちは、小鳥に目をくり抜
かれるなど結構残酷な面も書かれている。
Wi
k
i
pe
di
a
によると、ペローやグリムの以前にも世
世紀のイタリア
界中にシンデレラ風の話が残る。17
のバジャーレによる「灰かぶり猫」。中国には楊貴妃
がモデルといわれる掃灰娘や、唐の時代の民間伝承
もある。もっとも古い記録には、ギリシャの歴史家
ストラポンが紀元前１世紀に記録したロードピスの
話がある。履物は靴でなくサンダルだ。一方、わが
国の『落窪物語』
（1
0
世紀頃）にも類似点がある。主
人公の落窪の姫君は、畳の落ち窪んだところに住ま
わされ継母からのいじめに遭うが、貴公子の右近の
少将に助けられる。ただし、履物については記載が
ない。
以上、どの話も基本は幸せへの希求願望で、それ
は万人の基本でもある。
「シンデレラ・ストーリー」
の本来の形は、当初のバラ色の人生が、一度灰色の
人生へと突き落とされ、その危機を克服して、再び
バラ色の人生を迎えるというもの。最近の造語であ
る「シンデレラボーイ」や「シンデレラガール」は、
当初の恵まれない境遇から、その後成功するという
サクセス・ストーリーに転化されていて、メルヘン
仕立ての「シンデレラ」とは異なる。
現代の若者にとっては、努力次第で幸せをつかみ
とれる世界であって欲しいが、実際ワーキングプア
が存在するし、就職しても借りた奨学金も返せない
若者もいる。メルヘンはもともと、ハッピーエンド
で終わるのが鉄則だが、童話が残るのはグリムの時
代の世相の裏返しだったのかもしれない。一方、白
馬の王子を待ち過ぎて「シンデレラ・コンプレック
ス」という精神状態もあるというから、現代の世相
も一筋縄ではいかない。
王子様と結ばれたシンデレラはまだ若く、その後
の人生の幸せの内容が分からない。グリム童話は子
ども向けだったが、昨今高齢者が増加したから高齢
者のための寓話があってもいいのではと考える。定
年や後期高齢者の区切りを迎えても、人生を大きく
サクセスに転換する「シンデレラ爺さん」がいても
良い。作家の林望は、心に「北極星」を持って生き
よと言う。その幸せとはいったい何か。歳を重ねて
体力の衰えを憂いながら、病気や認知症を気にかけ、
お迎えを待つのが本意ではあるまい。だが、中村勘
三郎のように夭折する場合もある。本人が一番口惜
しいに違いないが、今は冥福を祈るしかない。
「シン
デレラ爺さん」の幸せの形は、
「自分の北極星を世の
ため人のために生かす」
（林）ことだ。
病棟に北極星を見出した百壽の爺様がいる。ジグ
ソーパズル（5
0
ピース程度）に果敢に挑戦する。そ
の集中力は並でない。15
分ほどで完成させると、
「見
てくださーい！」と声を出し、
「達成感」で満面の笑
みが輝く。脳内活性物質により若返るのだ。そし

シンデレラ爺さん
胆振西部医師会
北海道社会事業協会洞爺病院

後藤

義朗

この地は NHK第二放送の難視聴区域に当たる。
平成2
4
年秋から始まった NHKカルチャーラジオ、文
学の世界「グリム童話の深層をよむ」を聴けないの
で、ネットラジオ、
「らじる☆らじる」の利用を試み
た。だが、録音については筆者の技量不足だった。
そこで特任アドバイザーに「ぼけ防止のために、一
緒に勉強をしよう」と誘った。今は録音された番組
が共用のドロップボックスに保管してあるから、グ
リム童話の講話はいつでも聞ける。爺さんのささや
かな喜びなのだ。
グリム童話はグリム兄弟がドイツ各地のメルヘン
を収集したもの（初版は18
1
2
年）。民話が基本だが、
編集段階で言葉や論理性の修正をした結果、オリジ
ナルから大きく改変された部分があることが、1
9
2
0
年にアルザスの修道院で発見された草稿（エーレン
ベルグ稿）との比較で判明した。改作されたにせよ、
当時の民話を基礎にしていることは事実。これま
で、為政者の歴史書は残るが、民衆の立場での歴史
が綴られたものはないので、大変興味深い。
グリム童話で有名なのは、
「ヘンゼルとグレーテ
ル」
「いばら姫」
「白雪姫」
「赤ずきん」や「シンデレラ」
などがある。
今回はシンデレラに注目したい。シンデレラはグ
リム童話の中で「灰かぶり」と称され、フランス語、
イタリア語でも同様な意味の話である。継子いじめ
で、主人公は毎日灰をかぶりながら仕事をするとい
う話だが、3
4
5
種類のバリエーションがある。一般的
には、1
9
5
0
年のディズニー作品の影響が大きい。映
画に登場するガラスの靴やかぼちゃの馬車は、フラ
ンスの作家ペローの小話集（16
9
7
年発行）に基づく。
前者は毛皮とガラスの単語の発音がフランス語で同
じため、誤ってガラスが残ったらしい。ガラス製は
見た目華やかだがダンスではどうか。さらに、夜中
の1
2
時で妖精の魔法が切れる話は、ペローの独自の
アイデアで、当時のフランス宮廷のために考えたも
の。時計の鐘が鳴って魔法が切れるというのは、聞
いていてもドキドキして臨場感がある。
二つの話の違いをグリム側から見ると、支援者は
妖精ではなく動物。白鳩や舞踏会用のドレスを持っ
てくるのは母親の墓のそばに生えたハシバミの木に
来る小鳥だ。履いた靴は、一晩目は銀、次の晩は金
で、ガラス製ではない（当時の価値観を反映する）。
シンデレラの靴が脱げた理由は、王子があらかじめ
床にヤニを塗っておいたため。連れ子の姉たちは、
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て、自分の幸せを、笑顔で周りにも分配している。ま
さに百壽の教えとして、
「シンデレラ力」の一つを物
語っている。
シンデレラ…と、考えているうちに、筆者は夢の
中にいた。シンデレラのパズルを前に最後の靴の絵
のピースを持つ爺さんだ。目前に空いた場所がある
のにぴったりと合わない。おかしいなあ。ここしか
ないのに。これが終わらないと幸せになれない。横
を見るともうひとりの自分がいる。寝ているよう
だ。静かで…息をしていないみたいだ。えっ、死ん
でれら…、これが、筆者が期待する究極の「シンデ
レラ爺さん」なの？…なーんだか、寂しいなあ。
（おわり）

クリニックの受付前にて

勧誘や、一時の戦力としての知識・技術的な教育も
重要ですが、その後数年かけてじわじわと効果がで
てくる「医師というプロフェッショナル」としての
背中を見せることだったのではないか、というのが
私の現時点での考えです。
そのような視点から振り返ると「自分のキモを確
立する」
「自分ができること／できないことの区別を
する」
「医師としての覚悟?
そのためにはビビる経験
が大事」
「一流はみたことのない疾患を診断できる」
「ガバッと早起き」
「優しい心とは感じることであ
る」
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」など夜の病棟や
飲み会でのつぶやきが懐かしく思い出されます。
さて、とりとめのない話となってしまいました。
ではまたどこかでお会いした際にはどうぞよろしく
お願いします。
敬具
と書いてきて、はて指導医としての背中を自分は
持てているだろうかと自問し、
襟を正す私であった…。

初期研修医を教育することのアウトカム
～おかげさまで元気でやっています～
室蘭市医師会
本輪西ファミリークリニック

佐藤

弘太郎

日差しも徐々に温かくなる４月、新任者が来る職
場も多いかと思います。不特定多数の道内医師が読
者の北海道医報の紙面をお借りし、お世話になった
初期研修時代の指導医の先生方への近況報告とさせ
ていただければ幸いです。
拝啓
平成1
7
年４月から平成19
年３月までの２年間、私
は日鋼記念病院で初期研修をさせていただきまし
た。医師としてのはじめの一歩として室蘭に参りま
した時は、新生活や働くことへの不安、せっかく北
海道まで来たのだからという気概をもっていたこと
が思い出されます。そして現在、平成22
年より同じ
地、室蘭の本輪西ファミリークリニックで、地域住
民の方々のお役に立つべく、外来診療、訪問診療、
地域包括ケア活動と地道に働いているところです。
当時は、指導医の先生方の気持ちなど考える余裕
もなく、ただがむしゃらにローテーションする科の
疾患管理や御作法、人間関係に慣れるのに必死でし
たが、ここ数年、私も地域研修の初期研修医を１ヵ
月お預かりする機会をいただき、初期研修医を教育
することのアウトカムについて振り返っておりま
す。
８年前を思い返すと、脳裏にあるのは、朝早くか
ら晩遅くまで、また臨時手術や急変対応などひたむ
きに、ストイックに働く先生方の姿でした。そして
時には飲み会などで、バカ話をしたり、ダーツをし
たり、踊ったりなど忙しい中でも楽しく働く姿でし
た。そして何より、各専門分野でのこだわり、その
時に発揮される集中力にも似た緊張感でした。この
ように考えると、初期研修医への教育は、入局への
2
9
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（３）古事記
天武天皇（第4
0代）は6
73年稗田阿礼（皇室の舎人
→書紀、文書係・28歳）に、古代の「帝紀」
「旧辞」
の誦習（歌として暗記）を命じたが、阿礼は結局文
章に残せなかった。
太安萬侶は、元明天皇から稗田阿礼の誦習する「帝
紀」
「旧辞」を筆録して史書を編纂するよう命じられ、
古い大和言葉に漢字（音読み）を当てはめた書物
（中国・朝国の帰化人の協力）に、序文（正紀の漢
文）を加えて、712年元明天皇に『古事記』を献上し
た（本文はそのままにしている）
。この時、元明天皇
おおの
おおの
が功績をたたえて多氏を太氏に命名させた。この時
から太安萬侶になったのである（多氏は中国の帰化
人であった）。安萬侶は日本書紀編纂の一員でもあ
った。
稗田阿礼がどうなったのか全く不明であるのは不
思議である。阿礼は天孫族のアメノウズメノミコト
の子孫で韓国帰化人系という。女性との説があるの
は、ウズメノミコトの天岩戸のストリップショーか
らきているのではと言われている。
日本書紀は天武天皇の命令により、舎人親王・川
嶋皇子等が中心となって編纂され、古事記から８年
後の720年に元正天皇に献上されたが、古事記を全く
参考にしていないのも不思議である（安萬侶も日本
書紀の編纂に参加していたのに）。そして古事記は
国史ではなく皇室だけの古文書となり、日本書紀だ
けが日本国史となっている。

太安萬侶の墓誌と古事記
小樽市医師会
三ツ山病院

本間

勉

（１）墓誌発見
1979年に奈良市郊外の大和高原で茶木改植作業中
の竹西御夫妻が、鍬で斜面を掘り返すと真っ黒な木
炭が大量出土し、少し進むとぽっかり空洞が現れて
中に灰に混入した火葬骨を発見した。御夫婦が役所
に連絡して、県庁の職員岡崎晋明（現龍谷大学教授）
と県立橿原考古学研究所の亀田博（博物担当）が現
いた き
地調査し、板片れに附着した銅板に刻まれた文字に
太安萬侶の名前を見て驚嘆したという（墓穴の中は
６世紀大陸から伝授された“版築技法”→土を丸い
棒で細かく突き固める方法で仕上げている）
。養老
７年（723年）安萬侶高官の終末期古墳は「円墳」で
あった。
奈良時代、この辺の一帯は光仁天皇陵・春日宮天
皇陵（志貴皇子墓）等の高貴な方々の墓地であった
（光仁天皇は志貴皇子の第六子）。
（２）副葬品
粉状木炭の小破片中に２～３㎜の銅板
（青銅小片）
ま たま
があり、火葬骨の中から４粒の真珠と漆喰の板状小
片を発見した。真珠は天然のアコヤ貝真珠で火然さ
れていない。漆喰は木材の表面に化粧塗りした小片
であり、遺片の台に器物や真珠を置いたとされ、後
ほど棺に入れた副葬品である。
火葬骨は全身各部あり熟年男子であった。５ヵ月
もがり
の殯があったらしい（当時の皇室や高官の葬儀には
何ヵ月かの「殯」があって後に埋葬されていた）。こ
の間、寺には遺体を安置して家族と共に続経するの
が習わしで、これを殯といった。
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注）日本書紀は29年後に完成。古事記は21年後に完
成（安萬侶は最終８年間だけ関係している）。命
じた天武天皇は両文を全く知らない（死亡して
いる）。中断中に再生を願ったのに…。
文献
日本歴史研究
その他２～３の書物参照
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