
昨年末の衆議院選挙で政権交代があった。

自民党の大勝であった。これは、民主党政権

への失望が大きな要因であったことは皆の認

めるところであろう。大きな期待を背にしな

がら 3 年余で民主党は何も変えられなかっ

た。国民の失望感が大きかったということで

ある。

政権交代からわずか 3 ヶ月で安倍政権への

支持率はとても高い。経済の活性化をめざす

政策が指示されているということであろう。

短期間で株価は上昇し、円安も進んでいる。

輸出企業への後押しとなり、経済界は活気づ

き始めた。給料のベースアップを行なう企業

も出て来ている。景気の長い低迷からようや

く脱出できそうということで、期待を含めて

の株価上昇などと思われる。日銀総裁も新し

くなり、政府の政策と協調路線を取るとのこ

とで、当面経済は上昇機運のように思われる。

内閣支持率も高指示でいくかもしれない。

しかし、実体経済の回復まで至っていない

ことは国民は知っている。知った上で、期待

を込めて、景気上昇に向けて国民も協力して

いるということである。政治の課題は数多い

のであり、それを解決していかないと民主党
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政権の二の舞となる。例えばＴＰＰ問題であ

る。交渉に参加することになったが、そう簡

単に日本に有利な交渉ができるとは思われな

い。アメリカとの交渉はそう甘くはないだろ

う。農業問題などは交渉に失敗すると国内の

農業に壊滅的な打撃を受けるだろう。医療の

国民皆保険制度の維持がどうなるかも不安で

ある。心配の種は尽きない。国や地方の大借

金をどうするのかも全く展望されていない。

景気の回復をはかって、税収を増やして国や

地方の借金を減らしていくということであろ

うが、具体的な展望が見えているわけではな

い。願望にすぎないように思われる。

政治に求められるのは国家百年の大計であ

る。百年後に日本という国がどうなっている

のか。その展望を示すのが政治の役割である。

目先の経済回復だけが政治の役割ではない。

今やっていること、政策が未来にどう繋がっ

ていくのか。それを示して欲しいのである。

未来への明るい展望が見えると、政治への信

頼は回復されるであろう。しかし、いつまで

も展望を示せないと、民主党政権の二の舞と

なり、政治に対する信頼は 0 になってしまう

だろう。
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この像は、ギリシャ神話の「法の女神」テミス
（Themis …ギリシャ語で、「掟」「習慣」「法」「正義」
を意味します）を形どったものです。

右手に掲げるはかりは、公平を象徴するとともに、
悪の重さをはかり、左手の剣は力による貫徹を象徴し、
目隠しは無私をあらわすものといわれています。
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保証については、随分以前に（テミス第 8

号）書きましたが、その後平成16年に保証に

ついて、民法改正があったので、それについ

て記します。また、現在民法の大改正の検討

が行われていますが、保証についても検討が

加えられています。そこで、この改正の検討

状況についてもふれてみます。

平成16年改正では、保証については書面に

よらなければ無効とされました（民法446条2

項）。契約は、合意があれば書面を作らなく

ても成立するのが原則ですが、保証について

は、慎重にさせるため書面によることを必要

としたものです。

平成16年改正では、根保証についての規定

も設けられました。根保証とは、一定の範囲

に属する不特定の債務を主たる債務とする保

証債務をいいます。平たく言うと増減する主

債務のうち一定の金額までは保証するという

ものです。この根保証のうち、主債務が金銭

の貸渡し又は手形の割引を受けることによる

債務を含むものに限られます。つまり、主債

務が継続的な売買代金債務であったり、不動

産賃貸借の賃借人の家賃債務が主債務である

ものは含まれません。根保証は広い範囲で利

用されているので、全ての範囲の根保証を制

限すべきかどうか議論がある所なので、とり

あえず、貸金や手形割引を主債務とする保証

に限って改正したものです。

平成16年改正では、貸金等根保証契約は、

極度額を定めなければ無効とされました（民

法465条の2第2項）。また、元本の確定期日は

5年以内とされました（同465条の3）。期日を

定めない場合は3年で元本確定となります

（同条）。ここに、元本確定期日というのは、

保証期間と言いかえてもいいのですが、保証

期間というと期間がすぎれば保証人の責任が

なくなってしまうと誤解されやすいので、元

本確定期日という表現が使われています。元

本確定期日が到来した時点での債務額を保証

するということです。また、元本確定事由と

いうものが定められました（民法465条の4）。

主債務者、保証人のいずれかに強制執行等の

申立があったとき、破産手続開始決定があっ

たとき、死亡したときが元本確定事由です。

保証人は人的信頼関係が基礎となるので、当

事者の一方が死亡すれば終了するということ

にしたものです。

現在の民法の改正状況については次号で。
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私の記事を読み返してみると、走ったり、転

んだり、ぶつかったりとまったく忙しい。
しかしお蔵入りの事件はまだまだある。その

ベスト 1 は和歌山での高野山事件。

お参りをした後のお昼時、私は上ばかりを見
ていた。「和歌山ラーメン」レストランの看板を。
私の足元には大きな穴が空いていた。大々的に
転んで骨折（ヒビ）。仏様～。御利益これですか～。

そんな頃、私は自力整体（健康体操的なもの）
に出会った。とても気に入った。先生が「自分
のペースで、決して無理をしないで」と言って
下さる。この年になると、何よりありがたい。
はまってしまった。

とうとう神戸まで通って、自力整体のナビゲ
ーター（指導士）に。

私が新しい事をする時、犠牲者はいつも主人。
実験台に。食生活の改善もその 1 つ。そのお陰

か、主人の体重計の体内年令は非常に若くなっ
た。気をよくした主人は、野菜いっぱい、炭水
化物は控えめの食生活を実行中。

私はというと体重計の体内年令は（言えない）
なんと、主人との年の差15才!!

しかし私だって頑張った。
友達に「体重が10㌔も減

ったよ～」ドヤ顔したら
「やっと普通になったね」
と優しい一言。
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今回は51番石手寺。元の名は安養寺であった。

それが石手寺になったいわれはこうです。

平安時代の初期、伊予を治めていた豪族が河

野家でした。その河野一族に衛門三郎という強

欲な男がいました。ある日衛門三郎の屋敷の前

に托鉢の僧が現れました。その僧を追い払おう

として、衛門三郎は、ほうきで僧の持っている
鉢をたたきました。鉢は落ちて 8 つに割れまし

た。僧は立ち去りましたが、翌日から衛門三郎
の 8 人の息子が次々と亡くなりました。 8 日目

にはとうとう 8 人目の息子がなくなりました。

衛門三郎は、さてはあの僧が弘法大師であったと

思い至り、非を悔い大師の後を追い旅に出まし

た。これが四国遍路の始まりと言われています。

衛門三郎は旅立つ前に、大師が立ち寄ってい

た草庵の柱に自分の名前を書いた札を打ちつけ

ていったと言われています。

この札が納め札の起源と言われています。

衛門三郎は20回四国を廻りましたが大師には

会えませんでした。そこで、逆回りをすれば、
いずれ大師に会えると考え、21回目は逆回りし

ました。ところが、12番札所、焼山寺の山中で

力尽きて倒れてしまいました。

そこへ現れたのが弘法大師です。許しを請う

衛門三郎に何か望みはあるかと大師がたずねた

ところ、衛門三郎は来世は河野家本家に生まれ

変わり善政を行いたいと答えました。大師は小

石に衛門三郎と書き衛門三郎の手に握らせまし

た。衛門三郎は安らかに息を引き取りました。

大師は衛門三郎を懇ろに弔い、遺品の杉の金

剛杖を墓標としました。この杖が杉の大木とな

りその下に庵が建てられました。これが今に残

る衛門三郎の御堂（杖杉庵）です。焼山寺の山中

にあります。

その後、河野家本家に男の子が生まれました

が、左手を握ったまま開きません。安養寺の住

職に祈祷してもらったところ左手が開き中から

小石が出てきました。その小石には衛門三郎と

書かれていました。これは衛門三郎の生まれ変

わりだということで、この小石は安養寺に奉納

されました。そして、寺の名も石手寺と改めら

れたということです。

（Ｙ．Ｏ）
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事務局 北　　　和　代

していない様子。そこで、この旅行のメインで
ある氷の滑り台のある場所に地下鉄で移動しよ
うと言うことになったが、「もう滑り台は滑ら
ん。」と言い出した。主人も私も説得してみたが、
言いだすと動かない。
この旅行の発端は…。

その後、予約していた夕食までの時間に息子
はお気に入りの雪像?!を見つけた。

それは警備用に建てられたプレハブの横に作
られた小さな可愛い雪だるまだった。その雪だ
るまを真似て、おどけた表情の息子の顔は、か
なり満足気だった。

息子の机の上に分解された基板や細かな部品
が並んでいる。また、分解して中をのぞいてい
るようだ。

幼少の頃から息子の興味は私の感覚からする
とえーっと思わされることばかり。

保育所の時、札幌雪祭りの氷でできた滑り台
を滑ってみたいと言いだした。そこで、小学 6 年
の姉は、学校を休ませ、家族 4 人で札幌雪祭り

に出かけた。
大通り公園では、大量の雪を使った雪像や建

築物が並んでおり、主人、娘、私は写真を撮り
楽しんだ。しかし肝心の息子は雪像に興味を示
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はじめまして。藤田俊和と申します。

私は高松市三谷町のミタニ藤田病院の院長を

しております。

「労働衛生コンサルタント」あまりお聞きにな

った事がない資格ではございますが、歴とした

国家資格です。何をするのかと申しますと、企

業の労働衛生診断を行い、労働者への健康被害

の予防、時には産業医への助言などを行い幅の

広い活動を要求されます。

さて香川県は糖尿病の受療率が日本一という

不名誉な記録を持っています。ちなみにお隣の
徳島県は糖尿病の死亡率第1位です。

糖尿病で恐ろしいのは、将来人工透析導入の

他に全身の血管病と言われる脳梗塞、心筋梗塞
を発症する事です。日本人の死因の第 1 位は悪

性腫瘍（がん）です。 2 位は脳卒中であったのが、

近年心臓血管病がそれを上回っております。そ

の中でも代表的なものが心筋梗塞です。心臓の
栄養血管は大きく 3 本（冠動脈）あり、心臓の前

を走っているもの（左前下行枝）、心臓の後ろを

走っているもの（回旋枝）、心臓の下を走ってい

るもの（右冠動脈）のいずれか又は複数が閉塞し

たものです。冠動脈が細くはなっておりますが、

閉塞はしていない状態の事を狭心症と言います。

閉塞するとどうなるかと申しますと、例えば

手の指を輪ゴムでグルグル巻きにすると紫色に
なってきます。それを放置すると 6 時間後には

指が腐り始め、しまいには

指がポロリと取れてしまい

ます。そのような事態が心

臓で起こっていると想像し

て下さい。故に心筋梗塞発
症から 6 時間以内に病院に

到着し、なおかつ緊急心臓

カテーテル検査を受けいち

早く閉塞した血管を広げる事が大切なのです。

不名誉な記録の原因ははっきりしませんが、

一つは香川県は日本一の舗装率を誇る車社会で

あり、県民の運動不足が挙げられると思います。

私が東京、大阪に出張した時、彼らはとにかく

よく歩くという印象を持っています。

最近は定年後と思われる夫婦がウォーキング

をしているのを散見しますが、働き盛りの中年

層は日々の仕事に追われ、運動する暇が無いの

が現状です。

私は（社）日本労働安全衛生コンサルタント会

香川県支部長をしており、その不名誉な記録を

返上するべく労働局と協力し活動しております。

まずは予防が大切です。健康診断は勿論の事、
人間ドックを受けましょう。そして最低週 1 回

はスポーツなどで汗を流してみて下さい。そし

て明るい健康な老後を過ごし、日本人の健康寿

命を延ばし、再び世界一の長寿国として讃えら

れるような国にしようではありませんか。

総合内科専門医、循環器専門医、医学博士

藤　田　俊　和

①『イボ兄弟』と聞けば、イボがたくさんある兄弟
のことだと思い ②天気予報で「ハロー注意報」が
出ていたら「ああ、今日は特に挨拶をしっかりしな
きゃ叱られる日だ」と思って緊張したり ③ニュー
スの中で、政治家が『お食事券』で捕まったと聞け
ば「なるほど、ワイロ代わりに高級店の食事券を
ね…。ほんと政治家って奴は…。」と訳知り顔で
ため息をついてみたり。

こうやって挙げてみると酷い勘違いばかり。子
供の頃からあまり進歩のない私なのでした！
追記：必要ないとは思いますが、正解は ①異母

兄弟 ②波浪注意報 ③汚職事件でした（笑）

法律事務所で働くようになり、自分が勘違いし
て覚えていた用語が沢山ある事に気付きました。
そのうちの一つが「ないし」です。

例えば「 1 ないし 5 」と言う場合、私はこれま
でずっと「 1 もしくは 5 」（ 1 or 5 ）という意味
だと思っていました。ですが、実際は漢字では

「乃至」と書き、更に意味は数字に関しては「 1 か
ら 5 」（ 1 ～ 5 ）であるということを知りました。
間違いとは露ほども思わずに使用していたので恥
ずかしかったのですが、そういえば子供の頃はも
っと思い込みが酷かったな…と思い出しました。
例えばこんなものです。

事務局 岡　　 美和子
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