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運行は月〜土曜日（祝日含む）、
日曜日は運行しておりません。

土曜の午後、日曜・祝日は運行しておりません。
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土曜・祝日は運行しておりません。

※川崎クリニック直通です。
さいわい
川崎幸病院・川崎 幸 クリニックに
は行きませんのでご注意ください。
※定員９名のワンボックスカーです。

石心会グループ神奈川地区

川崎幸病院

神奈川県川崎市幸区大宮町 31番 27 TEL : 044 - 544 -4611（代）

川崎 幸 クリニック

神奈川県川崎市幸区南幸町 1丁目 27番 1
外来予約電話番号：044 - 511-2112

人工透析・一般外来

さいわい鹿島田クリニック

神奈川県川崎市幸区新塚越 201 ルリエ新川崎 3・4F
外来予約電話番号：044 - 556 -2722

人工透析・一般外来

川崎クリニック

神奈川県川崎市川崎区日進町 7-1 川崎日進町ビルディング6・7・8F
外来予約：044 - 222 -9259 透析センター：044-211-6500

一般外来

さいわい

（電話予約が必要です）
（電話予約が必要です）
（電話予約が必要です）

人間ドック・生活習慣病健診 アルファメディック・クリニック
（電話予約が必要です）
企業健診・一般健診
（電話予約が必要です）

川崎健診クリニック

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 -16 川崎テックセンター8F
予約電話番号：044 - 511-6116

さいわい訪問看護ステーション夢見ヶ崎 TEL:044-599-1205
さいわいヘルパーステーション TEL:044-522-6871

福祉用具レンタルさいわい TEL:044-522-6312
かしまだ地域包括支援センター TEL:044-540-3222

いま求められる医療をもっと高めたい
社会医療法人財団

石心会

あおぞら

神奈川県川崎市川崎区駅前本町 10 - 5 クリエ川崎 8F
予約電話番号：044 - 511-6116

定位放射線治療
新緑脳神経外科
神奈川県横浜市旭区市沢町 574 -1 TEL : 045 - 355 - 3600
脳ドック
（横浜サイバーナイフセンター）
在宅事業部 さいわい訪問看護ステーション TEL:044-556-4213 新川崎居宅介護支援事業所 TEL:044-522-6307
在宅医療・
在宅看護・
在宅介護

http://www.sekishinkai.or.jp

救急・急性期医療・
放射線治療・人工透析

エスカレータ
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［土曜日］
川崎駅西口発
川崎幸病院行

1F・西口
シャトルバス乗場

西口

川崎クリニック発 川崎駅西口発
川崎駅西口行 川崎クリニック行

212-0013 川 崎 市 幸 区 堀 川 町 ５ ８ ０ソリッドスクエア東 館 ４ Ｆ

00 20 40

8
9

川崎 幸 クリニック発
川崎駅西口行
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川崎クリニック

川崎幸病院発

〒

時

川崎駅西口発
川崎幸病院行

JR 川崎駅
東口

さいわい

JR川崎駅の東口、西口の２カ所から

川崎幸病院

編集長 ： 倉重 成忠

８月１日より
JR 川崎駅
巡回ルートで
西口
運行しています

川 崎 幸 病 院 ／ 川 崎 幸 クリニック／ 川 崎 クリニック／さいわい鹿 島 田 クリニック／ 新 緑 脳 神 経 外 科 ／ アルファメディック・ クリニック／ 川 崎 健 診 クリニック／ 石 心 会 グループ在 宅 事 業 部

JR川崎駅から川崎幸病院、川崎幸クリニックへの
バスの運行ルートが変わりました。

発行責任者 ： 石井 暎禧

無料
シャトルバス
のご案内

石心会グループ本部事務局
TEL:044-511-2266（代）
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館4F

表紙： 古寺秋景
（金剛輪寺）
福井 元（川崎美術協会会員）

胃がんを予防する

ピロリ菌を退治

石心会グループ
神奈川地区広報誌
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胃がんを予防する

市民公開講座

ピロリ菌を退治

かわさき幸・がんフォーラム

前立腺がんと放射線治療

９月 24 日、 世界保健機関（WHO）の専門組織、 国際がん研究機関（IARC）が、

９月2 0日（土 ）、 川崎市産業振興会館ホール

胃がんの８割がピロリ菌の感染が原因であるとし、
ピロリ菌の除菌によって胃がんの発症を

で「前立腺がんと放射線治療～切らずに治すが

３～４割減らせるとの報告書を発表しました。

ん治療～」
と題してフォーラムが開催されました。

IARC（本部フランス）は、すでに 1994 年に、

ほとんどの方に見られます。そのため除菌が普及

胃の中に住むピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ

すれば胃がんの予防につながると期待されていま

菌）を発がん要因としましたが、胃がんの主要な

す」と話します。

ピロリ菌の検査

がんの放射線治療の

ピロリ菌の除菌療法を行うには、菌に感染してい

最 先 端 を 担 い、 川 崎 幸

るかどうか検査します。ただし検査の前に、除菌す

病院のアドバイザーで

原因であると認めたのは初めてのことです。特に、

2012 年では、胃がんは世界で約 100 万人が発

る必要がある病気の有無を確かめます。胃潰瘍、

ある東京大学医学部附

日本人に多い胃の入り口である噴門部以外の胃が

症し、約 72 万人が死亡しています。がんの死因と

十二指腸潰瘍などや、内視鏡検査で慢性胃炎の診

属 病 院 の 中 川 恵 一・ 放

んでは、９割がピロリ菌の感染を原因としている

しては第３位です。日本では、年間約 11 万人が発

断が必要です。

射線科准教授／緩和ケア診療部部長、アメリカのカ

と推測されるそうです。

症し、約５万人が亡くなり、がんの死因では肺が

ピロリ菌の除菌について大前芳男・

んに次いで２位でした。

川崎幸病院消化器内科部長／内視鏡

ピロリ菌の除菌療法

センター長は、
「これまではピロリ

検査にはいくつかの方法があり、ピロリ菌に感染

リフォルニア大学サンフランシスコ校教授で、間寛

すると抗体をつくるため、その抗体が血液中や尿中

平氏の治療を行った篠原克人・泌尿器科／放射線治

にあるかを調べる血液や尿検査のほか、試薬を使っ

療科教授を招いてフォーラムを開きました。

て服用前後の呼気で診断します。どちらも簡単で精

パネルディスカッションでは、川崎幸病院の田中

菌の除菌が保険適用される疾患

大前センター長は、「ピロリ菌の除菌療法は、２

は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃

種類の抗菌薬と胃酸を抑える薬の合計３剤を１日

ピロリ菌検査は保険が適用されません。実施施設

ンター長を座長に、

MALT リンパ腫、特発性血小板

２回、７日間服用します。４週間以上経ってから、

によって費用は異なりますが、数千円前後で行う施

中川准教授、篠原教

設が多いようです。

授の他、鈴木理仁・

減少性紫斑病、早期胃がんに対する内視鏡的治療

除菌できたかどうかの検査を行います。この検査で

後に限られていました。

ピロリ菌が残っていなければ成功です。

度の高い検査法です。

良明・放射線治療セ

ピロリ菌を除菌すると胃の粘膜がきれいになり、

川崎幸病院泌尿器科部長、加藤大基・同院放射線治

ところが 2013 年 2 月に、慢性胃炎と診断され

１回目で除菌できなかった場合は、再び７日間

胃がんが発見しやすくなります。しかし 70 ～ 80 歳

療科医師も加わり、真剣に行われました。来場され

るとピロリ菌の除菌が保険に適用されるようにな

かけて、２回目の除菌療法を行います。２種類の

代の高齢になって除菌しても胃がんの発症率はあま

た約 150 人の方は数多くの質問をしていました。

りました。

抗菌薬のうち１つを初回とは別の薬に変えて、 再

り変わりません。ところが若い人が除菌すると、胃

それ以前は、胃炎の治療としてピロリ菌を除菌

び除菌を行います。この方法で行うと、1 回目の除

がんになる方が少なくなることがわかっています。

するには、全額自己負担で高額な医療費が必要で

菌療法で約 70 〜 80％、２回目の除菌療法で、約

がん検診は一般的には 40 歳以降から勧められま

どない病気です。早期発見・早期治療のために、50

した。それが保険適用で 3 割負担の人は、医療費

90％を超える確率で成功します。1 回目、2 回目

す。しかし専門家の考えは、ピロリ菌検査を 20 歳

歳になったら年に 1 回の前立腺がんの検査「PSA 検

が 6000 円前後で済むようになりました。

の除菌療法を合わせた除菌率は 95% を超えると言

くらいの若いうちに行い、胃がんの予防を意識した

査」をお勧めしています。費用は 2,000 〜 3,000 円

われています」と、説明してくれました。

方がいいとされています。

くらいをおよそのメドとして下さい。

慢性胃炎では、ピロリ菌に感染されているのが、

前立腺がんの年間新規罹患者数は 2010 年に 6 万
5,000 人と推定されていますが、初期症状がほとん

石心会 News
■川崎幸病院

９月の救急搬送受け入れ
９月の救急車搬送の患者さん受け
入れは 705 人でした。昨年同月の受
け入れは 742 人でしたので、37 人減、
0.05％のマイナスでした。

９月のシャトルバス利用者数
９月のシャトルバスをご利 用の 方

2

は、JR 川 崎 駅 西 口 発 に乗 車された
方 は 4,164 人、 川 崎 幸 病 院 発 には
3,737 人、川崎幸クリニック発には、
3,883 人で、計 11,784 人です。
また、川崎クリニックのシャトルバ
スを 利 用 され た 方 は 1,883 人 で、

■かわさき健康塾

９月の参加者数

かわさき健康塾に参加されたのは、
36 講演で 1,877 人でした。
昨年 9 月の参加者数は、1,820 人
で、今年は 57 人増でした。

療」が大きなものでした。
（ 詳細は上段）
「９月は、かわさき健康塾が始まってか

出張 講 座に参 加できるのは、 主 催
団体の関係者の皆さんに限られていま

ら最も内容が盛りだくさんになりまし

す。10 月の出張講座は９回行われま

た」と、紀 平 浩 幸・川崎 幸 病 院 広 報 室

した。 塾は一 般 講 座と出張 講 座を両

長が話していました。

輪として同塾は運営されています。

塾には、どなたでも参加できる一般

川崎幸病院方面行きと合計すると 1

９月の塾では、市民公開講座として

講座や出前講座、それとは別に企業・

万 3,667 人でした。先月と比べると

20 日に開催された「かわさき幸・が

町内会・各種団体主催で行う出張講

1,005 人減りました。

んフォーラム 前立腺がんと放射線治

座があります。

3

かわさき健康塾
地域の皆様が病気や医療について知識を深め、 健康維持 ・
増進、 疾病の早期発見 ・ 早期治療に役立てていただける
よう、 医学公開講座
（かわさき健康塾）
を開催しています。
開催日

一般公開講座

特別
講座

6日（木）
7日（金）
11日（火）

どなたでもご参加いただけます

特別
講座

CTでわかる身近な頭部の病気

14:45 〜15:30

糖尿病を予防する 〜今できることを考える〜

14:00 〜14:45

もっと知りたい! ジェネリック医薬品

14:45 〜15:30

減塩生活 －寒くなる前に見直そう－

14:00 〜14:45

特別
講座

20日（木）

特別
講座

特別
講座

糖尿病看護認定看護師
看護部

原田 浩見

健ナビ薬樹薬局/薬剤師

中村 広樹

健ナビ薬樹薬局/管理栄養士

岡田 毬子

がんの治療と一緒に始める緩和ケア

社会福祉士
医療相談科/科長

浦山 節子

14:45 〜15:30

ノロウィルスについて

消化器内科医師
消化器内科/医長

高畑 彩子

14:00 〜14:45

最新の放射線治療 〜より体にやさしい治療を目指して〜

放射線治療医師
放射線治療センター

加藤 大基

14:45 〜15:30

コレステロールについて 〜良いコレステロール、悪いコレステロール〜
ストレスコントロールについて

腹部エコー検査でわかること

14:45 〜15:30

看護師が伝えるシリーズ 〜脳疾患について〜

14:00 〜14:45

元気になる体操実践編!!!

14:00 〜14:45

知覚過敏 この言葉よく聞くけど、何っ？

14:00 〜14:45

知っておきたい！乳がんの検査と治療

14:45 〜15:30

がんの顔つき 〜胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん〜

どなたでもご参加

いただけます

主催団体の方たち
限定となります

医療法人

心不全について

14:45 〜15:30

パーキンソン病と上手くつき合うために

14:00 〜14:45

関節リウマチについて

14:00 〜14:45

知りたい!!

17日（月）

臨床検査技師
検査科/科長

川崎ファミリークリニック
医療相談員/精神保健福祉士

股関節・膝関節の痛みについて

聡

啓和会 野末整形外科歯科内科
介護予防室長/健康運動指導士

清水 京子

ソリッドスクエア西館 1階
2番会議室（63人）

齊藤

ソリッドスクエア西館 1階
2番会議室（63人）

デンタルクリニックK
院長

圭

外科医師
消化器病センター/外科医長

池田 博斉

病理科医師
病理科部長

桶田 理喜

昭和薬品 幸薬局
取締役 川崎地区統括部長

太田 俊子

ソリッドスクエア西館 1階
2番会議室（63人）

循環器内科医師
心臓病センター

村瀬 達彦

川崎幸クリニック
神経内科医師/内科部長

武井 直樹

ミューザ川崎
シンフォニーホール4階
研修室 1+2+3（81人）

持田 勇一

川崎日進町ビルディング6階
川崎クリニック会議室（50人）

中林 るりか

ミューザ川崎シンフォニーホール
4階研修室 1+2+3（81人）

中林眼科医院/院長

講
循環器内科医師
循環器内科副部長

師

福永

整形外科医師
副院長/整形外科部長

原

川崎市産業振興会館 9階
第 3研修室A・B室（99人）

主催団体 / 開催場所（定員）

博
淳

さいか屋川崎店 7階
ロイヤルラウンジ(40名)

講師
内科医師
副院長 / 内科部長

沢

主催団体

丞

河原町ふれあいデイサービス

稲富 正治

さいわいデイサービス

救急救命士
EMT科

加藤 広樹

南河原中学校

感染管理認定看護師
医療安全管理室/主任

武良 由香

川崎外出支援センター

言語聴覚士
リハビリテーション科/主任

弓指 洋子

川崎商工会議所

臨床検査技師
検査科/科長

佐藤 政延

同好会 きずな

猪田 佐和乃

ひらまの里

川崎幸クリニック
呼吸器科医師

後藤 直人

東洋製罐株式会社

25日（火） 看護師が伝えるシリーズ 〜肩こり・腰痛について〜

看護師
看護部/科長

伊藤 政子

26日（水） 便秘解消の食生活と日常生活
28日（金） 慢性腎臓病にならないために

南河原地区社会福祉協議会 / 南河原
地区すこやか活動推進委員会

管理栄養士
栄養科/主任

久米 直子

河原町ふれあいサロン

さいわい鹿島田クリニック 院長

朝倉 裕士

幸区老人クラブ連合会

今日から分かる検査データ
床ずれ・ポディショニング予防

20日（木） 禁煙についてのお話

川﨑幸クリニック
リハビリテーション室/理学療法士

企業・町内会、
各種団体への”出張講座”を無料で承ります。〜まずはお気軽にご相談ください〜

●かわさき健康塾についてのお問い合わせ先：TEL.0 4 4 - 5 4 2 - 7 007

PTA

※ご希望の2 ヶ月前を目安にご連絡ください。内容によってはご希望に沿えない
場合もございます。予めご了承ください。

※主催団体への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 ※ 2 講演目以降の参加をご希望の方は、 開始時間 5分前を目安にお越しください。
※講演テーマ、 講師は予告なく変更になる場合もあるため、 最新の情報は川崎幸病院ホームページ http://saiwaihp.jp/ でご確認ください。

11 月のかわさき健康塾から
20日（木）川崎市産業振興会館

がんは、あらゆる病気のなかで

９階第３研修室A・B室（99人）

も最も死亡率の高い病気です。

池田博斉

14:00 〜14:45

川崎幸病院消化器病センター／
外科医長

「知っておきたい！
乳がんの検査と治療」

め、2 人に 1 人ががんにかかり、
ます。

桶田理喜

14:45 〜15:30

がんについて、さまざまな知識

川崎幸病院病理科部長

「がんの顔つき ～胃がん・
大腸がん・肺がん・乳がん～」

が日々新しく更新されています。

27日（木）川崎日進町ビルディング６階
14:00 〜14:45

長年日本人の死因第 1 位を占
3 人に 1 人ががんで死亡してい

「関節リウマチについて」

関節リウマチの初期には朝のこわ

川崎クリニック会議室（50人）

ばりと呼ばれる症状が出ます。朝起

持田勇一

きて、手をにぎることがむずかしく、

川崎クリニック整形外科／
リウマチ科医師

こわばっています。関節炎が進行
すると、関節が変性していきます。

川崎市産業振興会館 9階
第 3研修室A・B室（99人）

川崎幸クリニック 臨床心理士
心理相談室/室長

12日（水）

4

作間

ミューザ川崎シンフォニーホール
4階研修室 1+2+3（81人）

加瀬 恵美

テーマ

4日（火） 生活習慣病についての話 〜糖尿病も含む〜
5日（水） ストレスコントロールいついて 〜ストレス回避と解消法のヒント〜
7日（金） 災害時に役立つ豆知識
10日（月） 冬に向けた感染管理対策
11日（火） 脳を若く保つ!

佐藤 政延

看護師
看護部/科長

テーマ

14:45 〜15:30

川崎市産業振興会館 9階
第 3研修室A・B室（99人）

布川 祐子

白内障手術後の疑問のあれこれ

血圧の話 〜高血圧について知ろう!! 〜

ミューザ川崎
シンフォニーホール4階
研修室 1+2+3（81人）

川崎幸クリニック
検査室/臨床検査技師

川崎クリニック
整形外科/リウマチ科

14:00 〜14:45

川崎市教育文化会館 4階
第 1・2学習室合併（72人）

稲富 正治

〜診療と治療〜

時間

川崎日進町ビルディング
6階 川崎クリニック
会議室（50人）

川崎幸クリニック 臨床心理士
心理相談室/室長

薬局の上手な使い方

14:00 〜14:45

開催日

出張講座

法人副本部長

14:00 〜14:45

開催日

出前講座

うつ病における在宅医療と実際の現場
〜ストレス回避と解消法のヒント〜

25

27日（木）
28日（金）

開催場所（定員）

伊藤 隆志

日（火） 14:00 〜14:45

26日（水）

師

放射線診断医師
放射線診断科 / 顧問

12

18日（火）
19日（水）

講

14:00 〜14:45

10:00 〜11:00

特別
講座

参加費無料
テーマ

日（水） 14:00 〜14:45

13日（木）

11 月 開催スケジュール

定員になり次第受付終了とさせていただく場合がございます。
講座開始時間にも、ご注意ください。
川崎市以外にお住まいの方もご参加いただけます。

お申込み不要

時間

5日（水）

2014年

1：3 ～ 4 で女性が多い病気です。

6日（木）川崎市教育文化会館

４階第 1・2学習室合併（72人）

14:00 〜「もっと知りたい! ジェネリック医薬品」
14:45 中村広樹 健ナビ薬樹薬局薬剤師

17日（月）さいか屋川崎店 7階ロイヤルラウンジ（40人）
14:00 〜14:45

「血圧の話 ～高血圧について知ろう!! ～」
福永博

14:45 〜「減塩生活 ～寒くなる前に見直そう～」
15:30 岡田毬子 健ナビ薬樹薬局管理栄養士

14:45 〜15:30

「股関節・膝関節の痛みについて」

先発医薬品の特許切れで、同じ成分を用いて別会社で

原淳

つくられた薬がジェネリック医薬品です。ジェネリックの普
及率は先進諸国で高く、日本ではかなり低い状況です。
塩分は血圧と関係が深く、摂りすぎは、塩分と水分量を
調整するため血液量が増え、高血圧につながります。高
血圧による動脈硬化は脳梗塞、心筋梗塞の原因になります。

川崎幸病院循環器内科副部長

川崎幸病院副院長／整形外科部長

高血圧は、血圧が正常範囲を超えて高い状態です。虚血
性心疾患、脳卒中、腎不全などの原因となります。
関節の痛みは、歩行や動作を鈍くし、日常生活が制限さ
れます。足の付け根の関節である股関節や膝関節の痛みと
それへの対応をお話しします。

川崎市産業振興会館
川崎市産業振興会館
ミューザ川崎シンフォニーホール
11日（火）９階第３研修室A
（木）９階第３研修室A・B室（99人） 26日
（水）４階研修室 1＋2＋3（81人）
・B室（99人） 13日

14:00 〜14:45

「最新の放射線治療

～より体にやさしい治療を目指して～」
加藤大基

川崎幸病院放射線治療センター医師

10:00 〜11:00

「ストレスコントロールについて
～ストレス回避と解消法のヒント～」
稲富正治

川崎幸クリニック心理相談室室長／
臨床心理士

14:45 〜15:30

「パーキンソン病と
上手くつき合うために」
武井直樹

川崎幸クリニック内科部長／
神経内科医師

最新の治療機は、これまで以上に効

ストレスは外部からかかる圧力に

果的にがん病巣部へ照射できるように

よって歪みが生じた状態です。強い

に指定されています。中年以降の発症

パーキンソン病は、難病（特定疾患）

なりました。乳がん、前立腺がん、肺

ストレスを放置しておくと､ 心と体

が多くみられ、安静時の手足のふるえ、

がんなどさまざまな腫瘍に対して、患者

に悪い影響が出ます｡ ストレスは生

手足の曲げ伸ばしが固くなるなどの運

さんへの負担が少なく、より安心して優

活習慣病の､ 発症と経過に影響を及

動症状があり、さまざまな全身症状・

しい治療が受けられるようになりました。

ぼすことが知られています｡

精神症状も合併します。

5

あおぞら スクエアー

消防隊との合同防災訓練

第２回 整形外科医療連携の会
10 月３日、川崎幸病院と地域の

瀬 戸 上 智 行 医 師 は「 当 院 にお

る「中高年者の内反型変形膝関節

クリニックが連携を深めるため、整

ける股関節手術のアプローチの変

症に対する手術治療」と題した特

形外科医療連携の会が市内ホテル

遷」、石井耕士副部長は「人工関

別講演がありました。

で開催されました。

節置換術の工夫」、をレポートしま

同連携の会は柳沢勇一郎・川崎

発表後、懇親会が開かれ、医師
間でさまざまな情報交換が行われ

した。

幸病院整形外科副部長の司会で、

続いて大橋栄・おおはし整形外

川崎幸病院整形外科医師による発

科クリニック院長（横浜市鶴見区）

表が行われました。

を座長に、原淳部長／副院長によ

ました。

原部長／副院長

石井副部長

10 月４日、 川 崎 幸 病 院では川
崎市消防局との合同防災訓練を行
いました。この日は医師、看護師、
救急救命士、コメディカル、 事務
員など全部署から 67 人が参加。

がすぐに心肺蘇生を行い、速やか

病院で発生した火災を想定し、模

に救命処置室に搬送します。

擬患者さんの避難搬送と初期消火

一連の訓練の後は、消火用散水

の訓練を行いました。発煙装置を

栓での消火訓練、起震車による震

使用して発煙させ、煙の中から患

度７の揺れの体験をしました。

者さんを救出するという臨場感に
あふれた訓練でした。

幸消防署のご協力により、本番
さながらの訓練を行うことができま

続いて病院からの通報により消

した。

特別講演の原副院長と座長の大橋院長

楽しい読書

25

『「歴史のくずかご」
とっておきの百話』
半藤 一利 著
文春文庫

定価：540 円 + 税

司会の柳沢副部長
（右）
と瀬戸上医師

ん。自ら著した『昭和史』
（上・下、 まさにその通りですが、あえて言う
平 凡 社 ラ イ ブ ラ リ ー） で は、70
万部も売れたほど独自ですぐれた

返す人間に対して、「いいかげん

歴史観をお持ちです。

にしたらどうですか」と、警鐘を鳴

半藤さんが 15 年にわたって毎

らしているのだと思います。

月書いた短いコラムを選んでまと

もともとこのコラムは、「歴史

の中心となる病院を目指して定期

めたのが本書です。コラムは 12

探偵がいく」として書かれたもの

います。消防隊が救出した患者さ

的にさまざまな防災訓練を行って

か月に分けられ、１コラムが見開

を、推敲しなおしたものです。半

んは、医師、看護師、救急救命士

います。

きの２頁にまとめられています。

藤さんは編集者でもあるので雑学

防隊も到着。消防隊は消火と、逃

川崎幸病院は、地域の災害医療

げおくれた患者さんの救出に向か

11 月は、「霜月

川崎の町角で

萩

6

といつの時 代でも馬 鹿なこと繰り

⑯
ハギ

天高くの巻」

のかたまりのようなものです。そ

と題して、「馬肥ゆる秋」、「国会と

れだけではなく一本筋が通った見

はずが、実は厳しい自然が潜んで

閣僚」、
「燈台もと暗しとは？」、
「胴

識と、時代をくすぐる面白さをあ

いることを示した９、10 月でした。

上げの意味」、「破局への誘惑」、

わせもつのが本書です。「六分の

「短い手紙集」、
「デマのスピード」、

慰楽、四分の学藝」を、と文芸春

「パル判事の言葉」、そして霜月こ

秋社の創業者の菊池寛が本づくり

去年、幸区にも萩の花が咲いて
いるのではないか、と探しましたが

２週続いた大型台風の日本列島

見つけられませんでした。今年の

ぼれ話として「ゴジラの日本上陸」。

の基本を言ったそうですが、半藤

縦断や御岳山の噴火と大勢の方の

10 月のはじめ、川崎幸病院で、入

勘のいい方なら「ハハーン、昭

さんはそれに忠実にコラムを書い

遭難。四季がはっきりしていて、折々

口近くに小さな白い花を見つけまし

はや、八十歳なかばになった元

和史になぞらえた現代時評かな」

ているそうです。さて、歴史探偵

の季節を楽しめる穏やかな日本の

た。萩の花でした。

『文芸春秋』編集長の半藤一利さ

と思われるのではないでしょうか。

の行く先はどこでしょう。
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