






































































































































































































第304回仙台例会での IKO会

10月14日の第305回東京例会のおり ，IKO 

会の副会長の小山五郎先生から，前回の仙台

例会のときの IKO会について書くようにい

われ，記憶の新しいうちに原稿を書くことに

しました。

9月15日は土曜日で敬老の日の祝日， 翌日

日は日曜日で連休というわけで，土曜日に例

会を聞き，翌日はゴルフ組と観光組とに分か

れました。ゴルフ組といっても，はじめ 4組

の予定が都合により 1組に変更され，地元の

本郷嘉男先生と北海道の辻本和代先生，東京

からは神保勝一先生と私の l組です。神保先

生は北海道講演の帰りでうゴルフパックを肩

にかけ，御苦労さんでした。

日曜日の朝早〈ホテルにわざわざ車で迎え

にこられ，富谷(とみや)カントリークラブ

に向かいました。富谷カントリークラブは仙

台から20kmのところにあります。昭和38年

に開場した丘陵コースですが，比較的フラッ

トで， しかも私が生まれてはじめてコースで

クラブを振った思い出のところです。本郷先

生は午前中は所用があり， (実は雨天順延で，

ご自分が園長をされている幼稚園の運動会で

あるため)参加できず，代わってやはり本会

会員で，地元の庄司真先生がプレーすること

になりました。私は以前より右肘関節痛があ

るため，アウトのハーフであがり ，午後から

は都合をつけて来られた本郷先生に代わって
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浦田 久

もらいました。

帰りの新幹線が指定されているため，残り

2ホールをプレーせずにあがって来ま した。

東京はお天気が悪〈雨だったようですが，仙

台方面は快晴で絶好のゴルフ日和でした。帰

りも庄司先生がゴルフ場から仙台駅まで草で

送ってくださいました。途中交通が渋滞し，

ハラハラしましたが，無事発車に間に合い，

観光組と合流しました。仙台のお二人の先生

には大変お世話になりました。また本郷先生

からはゴルフボーjレとドイツワインをいただ

き厚くお札を申し上げます。これは賞品では

ありません。ス コアは神保先生が37，ときい

てひ'っく りしたむきもあるようですが，むろ

んこれは 2ホールを残してのスコアです。し

かし全ホールをプレーしても50を完全に切っ

ているはずですから立派なものです。他のパ

ートナーのスコアですか。これも神保先生の

スコアとちょ lまちょ』玄というところで、しょう 。

今回に限り全員のスコアは記録にとどめず，

とい 7ことにしました。私の記憶に間違いな

ければ，IKO会を結成して以来，賞品なし，

スコアの提出なし，一組だけのスター ト，残

り2ホールのプレーなし，という IKO会はは

じめてでしょう 。 しかし，何と も愉しいゴル

フの一 日でした。

(575) 103 
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単純癒疹・涜賛

単純癌疹(祝い船)

嫁にいくのに はなむけと

そっと OMANNに KISSをした

式が近いのに OMANNが摩い

38度の熱がでる

小便するのに 苦労する

へルペスはウイルス。 1型11型があり勝か

ら上は I型，勝から下は 11型が普通。陰部の

泡疹は 11型が多い。女の場合 1/3はI型，

2/3は11型， 1/3の方は初感染という 。

彼女たちが初めての経験というのは彼氏が口

の周りに熱の華(単純へルペス I型)を出し

てる時，OMANNに KISSのペッテング

等 /が初めてと理解すべきだろう。

女子は大小陰唇に左右相称にでき，男性は

亀頭，冠状構，包皮肉板にできる。

今度彼氏とするまでに

3度 4度と熱の華

出してめでたく 免疫出来て

愛し OMANNとお尻を出して

へルペスなんぞは 毘で飛ばす

初感染でさんざん苦労しでも免疫できたら

しめたものだが，何回も再発するから全〈免

疫がないのかというとそうでもないらしい。

おなじ場所に出来るのも単純へルペスの特徴

である。

熱の華は，熱性へルペスといって口の周り

だけと思ったら案外女のお尻にでる。型は調

べた事はないが，勝からしただから 11だろう

104 (576) 

谷田 津奈男

が，話にきけば Iが多いそうだ。多くなくっ

ても I型の女のお尻は，なめる意欲をそそる

色気や艶を持ってるのだろう。たびたび噛み

つく姿を想像すると楽しいが、事実はどうな

のか。というわけで性行為感染症などといわ

れてたがそれも暗い感じとダーテーなという

ので性感染症にかわってきた。雑誌「性病J

が iVDJになりさらに iSTDJに変わっ

た。さてこちらはどうなる。

いまはなんもないへルペスも

何時かなります裾の華

今日はやりたい SACKをつけて

華の帆柱天まで届〈

風邪をヲ|いたら もやい船

普段なにくわぬ顔をしているが，時と所と

人によってはまさしく性感染症である。多く

は髭そりのあとだったり，疲れたとき，生理

のとき， 日光にあたりすぎたり(山スキーや，

南国の海)してできる。歯医者にいって塩鮭

よろしく手鈎で釣られてもできる。治療は

TCがいい。出るような気がする時がいい。

ARA-Aまたはアシクロピルがいいが，合併

症のあるときとか何とか使用がむつかしい。

非テロイド系抗炎症剤軟膏をすすめる向きが

あるが，通常は軟膏なしですませる。

初感染が惨めなめにあう 。アトピーの青年

が結婚式まえにその相手の女性と kissして

kaposiになった例は書いたが，女性で初感染

様の症状できたのは，ショーツを脱がしたら，

たらたらと分泌物が滴り落ちたくらいてであ

人聞の医学



る。キシロカインゼリー(胃透視用)でも間

に合うことを知った例がある。

風邪をひいたらへルペスに用心。どうして

もの時は，その有無によ って方法を考え るべ

し。「きぬぎぬゃあまりかぽそくあでやかに」

芭蕉に対して「かぜひきたもう 声のうつくし」

と越人の付け句があるがこの当時，へルペス

なんかなかったのだろう。それとも「浮世絵

のようにしたので風邪をひき」なのだろうか。

江戸時代は船遊びがはやったものだ。風流で

もある。芭蕉なんざ枯れの代表みたいなもの

で，石を抱いて野にうたうとまでいわれるが

史邦が「夜あそびのふけて床とる坊主共」と

うたったのに「百里そのまま舟のきぬぎぬ」

と芭蕉はつけている。艶やかに色濃く， しか

も百里は俗に惰して執糊な交合を思わせるよ

うでさにあらず，別れともなき余韻を男女の

交合にみている。

へルペスの帆柱は突けば天まで，まして恋

しと思う彼女には夢中にもなろう 。風邪をひ

いたら百里なんどといわず，舟は岸にもやっ

て休息するべし。芭蕉の時代のように呑気な

時代ではない。月日は百代の過客といってる

まに，その月でゴルフをするのがでる御時世

である。

茂賓の唄(ダンチョネ)

イボができたよ 人指し指に

観音参りはネ 足どめよ

夕、ンチョネ

蛸の鉢巻き イボイボだらけ

観音参りはネ 頬かむり

ダンチョネ

イボを取るのに 薬は要らぬ

洗い米なんどネ 蛸薬師

ダンチョネ

イボを取るのに はと麦飲んで

婆つあん血の雨でね 腰ぬかす

ダンチョネ
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よく使う指にできる。局所注射をすると一

番痛い所にできる。人乳頭腫ウイルスによ っ

て起こる。ささくれの出来る所によくできる。

人指し指はいろんな所にはいる。子宮口など

はいじらぬほうがよい。外陰またしかり 。相

手に出来れば逆にこちらに帰って来る。父帰

るその場所が問題である。自分の塀の子に出

来たらまた心配だろう 。落語の「どんどんい

ったら何になる」でその先が不安でいなるまい。

鎌倉長谷寺に仰向けに寝た，まだ新しい時

代のものと思われる観音像がある。大きなガ

ラスのケースに入っているが，こちらの顔が

カ、ラスにくっつく様にして拝観できる。どう

見たって女性である。眼光裳を透視する目で

みたが，やっぱり女性の体をしていた。案外

こんなことをすると罰があたるのかもしれな

し、。

治療は液体窒素が主流だが，プレオマイシ

ン(生理的食塩水で50-60倍希釈)の局注も

捨てがたい。子どもの場合 5-FUの ODTも

よい(但し保険は駄目)。もっと安直なのは蛸

薬師だろう 。洗い米一升と茄子ときゅうりを

上げるという 。盛岡の野口先生は条件反射で

その効果を解釈していた。成書でも約 4割は

治るとしている。はと麦は若年性に効く 。男

の顎に出来る糸状の沈は剃万の傷からのこと

が多い。電気かみそりがいいかもしれない。

はと麦は中国女性の美容食である。それか

あらぬか，仙北の子宮癌検診で老女達に機能

性出血が多様あったので去っく聞いてみたら，

なんとはと麦茶でお茶のみをしていたという 。

子宮癌でなく ってよかったとピ ックりした話。

始、の鉢巻きイボイボでは sexは知何?

日<1頬かむり」。コンドームが常識。がその

色にご希望がなければ別。あれば blackを推

奨。力強く見えまたわれながら遣しく見える。

但しかぶれの問題は別口である。

(577) 105 
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認定医とあれニれ

北海道様似町太田洋子

今年は小児科認定医の書き換えの年であっ

た。この五年間，ずいぶんあちこちの会へ出

させてもら った(主人と一緒に開業している

おかげ)しかし，春いよいよ書類を出そうと

思ったら， 85点なのである。実地医家のため

の会や他の会にも出席して，ずいぶん勉強に

なったと自分て、は，思っている。その中で小児

科医として勉強になったと思う会の点数をプ

ラスして，ょうやく 100点以上になってほっと

して提出した。

何週間かして，チェ ックした会合以外は小

児科医会としては認められないということで

書類がもどってきた。小児科医の認定である

から仕方がないとは，思ったが， 100点というの

はなかなか大変だと感じた。そして自分の認

定医の期聞が11月までであったので，秋に提

出する事にして，それから小児科学会，北海

道地方会，医局の会などに出席してようやく

100点に達して書類を提出した様なわけであ

る。

田舎にいると，自分の持てる時間とその学

会の日が一致しなければ出掛けられない。今

回は100点になったが，次の 5年間でどれだけ

小児科の会へ出掛けられるであろうかと心配

である。たしかに小児科の雑誌に問題が残っ

ていて，それに解答すると何点かにはなるが，

老眼になった今では耳から知識を得るほうが

どんなにか楽である。でもなかなか出席でき

ないというのが現状である。

また小児科の事だけではなく色々の事を勉

強しなければ患者きんに対応できない。近く

にそれぞれの専門医がいるという事は本当に

ありがたい。しかしわが町では医師が四人で

あるから，みな家庭医としてがんばらなくて

106 (578) 

はならない。(人口約7500人)

十年一昔というのはもう古<，今や医学の

道はどんどん進歩して， 三年一昔といわれる

そうだ。 とてもついてはいけない等といって

はいられない。患者を診て，変だ，いつもと

ちカぜうというイ立はわからなくてはいけないと

思う 。そのためには勉強，そして自分自身が

健康でなければならない。

この田舎にも登校拒否の子どもが年に何人

かやって来る。山と海にかこまれて，とても

環境の良い所なのに何故だろうと思う。こう

いうことだけは都会並になっていく 。ワクチ

ンの普及によ り病気の種類も変わったように

思う 。目指息、の患者も多い「家の子は先生の顔

を見ると治るJといわれると，ついつい夜中

でも起きて診ることになる。年なので次の日

のつらいこと，でも自分の選んだ道だから仕

方がない。私についてくる看護婦さんも大変

だと思う 。

昔は親と同居という人が多かったので「ひ

きつけを起こすので鴨神様の所へ虫きりに行っ

てきたJr八日帰りは駄目Jとか色々大変な事

もあったが，おばあちゃんの知恵で夜起こさ

れないですんだこともずいぶんあったにちが

いない。

何年か前，たまにクリスマスに主人と一緒

に食事でもしょうかと，札幌でのディナーシ

ョーの切符を買ったが，念、患で行けなくなっ

た。その後，切符を買う気がしない。また「こ

の間来たら先生がいなかったJといわれるこ

ともある。それが日曜日なのだ。私だって人

間だと叫びたくなることもある。

その大変な仕事を娘二人が勉強中，五年生

になった娘がこんなに大変だとは思わなかっ

たとなげきながらもがんばっている。神経を

すりへらし，時間を束縛される大変な仕事だ

が，やっぱり医師になって良かったと思って

いる。主人と 二人であと何年健康でこの仕事

をやって行けるだろうか。何時になったら白

人聞の医学



分の年を考え，自分の QOLを考えて毎日を

すごす事ができる様になるであろうか。

とにかし出来るだけ会合に出席して勉強

し，ポケないで子ども達とつき合いたいもの

だと毎日毎日を過ごしている。

泣8たい気持ち

朝霞市 上野恭一

東西ドイツが統合した歴史的な1990年，我

が固と北朝鮮との国交回復と，友好親善を深

めるために，金丸信氏が訪朝をした。熱烈な

歓迎と，寛容友好的な金日正の発言に対して，

金丸氏は大感激し「まことに泣けそうな気持

ちである」と報道され，私は唖然とした。感

情が高ぶり涙を流すのは，脳動脈の硬化，つ

まり老化現象の現れである。

これからの倍償，韓国との付き合い，その

他の難問が山積している大事な国際間の話し

合いの場で，簡単に泣かれてしま っては，後

ろに控えた 1億 2千万の日本人はたま ったも

のではない。

翌日の新聞の見出しに大きく 『人情の人，

金丸信jと書かれてあり，これでも日本の新

聞かと，情けなくなったのは私一人ではある

まい。

金丸氏は山梨の人である。ある会の席で山

梨の人から， I泣けそうになる」というのは立

派な標準語だが，山梨では感激したとか，素

晴らしいとか， うまいとか，偉い奴とか，立

派だとか，そのような表現を，泣ける，泣け

そうだ，泣けた，泣かしゃがる，泣けて泣け

てたまらないという慣用語，分かりやすくい
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えば方言，つまりお国言葉が出たのだと聞か

されて私は仰天した。同席した通訳がせめて

山梨の人であったらと私は残念に思えたのだ

が，通訳は北朝鮮側のみで， 日本の通訳はい

ない会談だという 。金丸氏の言葉は，疑いも

なく最大級の朝鮮語で伝えられたことであろ

つ。

このような誤解からも，歴史の歯車は回る。

恐ろしいことである。かつての駐日大使で日

本女性を妻としたライシャワ一氏は，英語も

日本語も堪能であったことは良〈知られてい

るが，公式の会談の際は，必ず英語を使われ

たという 。

言葉はこれほど重要なものなのに，近ごろ

の乱れようはどうだろう 。「めくら。めしい」

などの美しいやまと 言葉は差別語として排除

され， I目の不自由な人」でなければならない

不自由きだ。PTA.NHKあたり が先駆と思え

る英語の略号の氾濫は，今や救い難い。若者

にQOLは分からないし，泡沫のように消え去

るヤングのBLTなど，意味を知れば腹が立つ

だけである。

マンション この言葉からして不可解窮

まりないが というピルの名前は年ごとに

不可解になるばかりで，一度や二度では覚え

られないし，その気にもなれない。なかでも

分からないのが，ファ ッシ ョンとクルマの謡

い文句だろう 。

恋愛は美しい誤解だと言う 。誤解の落差は

痛みを産むことになる。お互いを理解できな

い状況に追い立てられている現代に，私は「泣

きたい気持ち」でいる。

(579) 107 
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明けましておめでとうございます。本年も

諸先生方のご指導をいただきながら，川久保

編集長の下で，浦田・北川 ・新山 ・本回・竹

内先生とご一緒に，おまけのような私も頑張

りたいと存じます。

私ごとで恐縮ですが，昨年の暮れからお正

月6日までオーストラリアへ行って参りまし

た。気温は， 31.C -36・Cもあり， Iおめでと

うございます。お暑うございます。jと， 日本

X' では考えられない挨拶をしました。Hot

masの看板や， Tシャツ短ノマン姿のサンタク

ロースを見て，、プレセ'ントの運搬方法やどん

な動物がお伴をするのか想像して楽しみまし

た。

又， 12月31日深夜から始まる HappyNew 

Year Count downとい う(地元の人々の)

行事に参加しました。それぞれに凝った仮装

をして，例えば海賊あり， ドラキュラあり，

シンデレラあり ，私達にもアイマスク， 三角

帽子， 花の首飾りをさせ， クラッカーを鳴ら
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し，テープを投げ合い，ふえを吹きのドンチ

ャン騒ぎをしました。こたつでミカン，除夜

の鐘とは比較にならない陽気な年越しでした。

ここには風雲急を告げる中東情勢もなく，

入試直前特訓もないパラダイスがありました。

聞くところによれば，オーストラリア海軍は，

駆逐艦を中東へ派遣したそうですが， X'mas 

には戻り年明けに又，出掛けるとか。ところ

で，オーストラリアでは臓器移植をするので

日本より医療が進んで、いるのかと日本人旅行

者が話しておりましたが，現地在住の日本人

は病気になったら日本へ戻ると申しておりま

した。

私は日本の医療水準の高さを大いに誇りに

思って帰りました。それもつまるところ実地

医家のレベルが高いからだと思います。これ

からも益々努力して日本の医療を高めたいと

おもいます。ご指導，ご教示をお願い申し上

げますと共に，諸先生方のご健康をお祈り致

します。
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