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人間とは何か 
             なごやかクリニック院長 

                                 岡田恒良 

「なづき」という語を調べると、脳＝腦という文

字が示されます。脳＝ノウという読みは音読みで

すから、脳の訓読みが「なづき」というわけです。

日本人は、脳を名が付くところとして定義してい

たわけです。これはとても面白いことです。英語

のブレイン＝brain や、ラテン語やフランス語の

cerebrem、ドイツ語の gehirn などには、名とい

う概念は全く含まれていません。もちろん漢字の

「腦」も、にくづきに髪の毛と頭の形から形成さ

れた文字であることから、名との関連はありませ

ん。 

 

 また「命名」という日本語から、赤子に対する

名付けを、命付けること
．．．．．．

であると捉えていること

がわかります。赤子の脳に名を幾度も呼びかけて、

名を植え付けるのです。これが命を吹き込む行為

であり、形成過程でどうしても必要な行為なので

す。ですから命名とは一度のことではなく、生後

数年間にわたって赤子に対して呼びかける地道

な作業のことでもあるのです。 

 

 さて人体はと言うと、確かに出産日に世に出て

それを「誕
．
生日」とも言いますが、それだけでは

人にはなれないのです。その人体だけが言葉・文

字・数・「名」をその脳に定着させることのでき

る地上で唯一の生き物なのです。他の動物の脳で

は「なづき」ができないわけです。ちなみに「誕」

の文字を調べると、「嘘」という意味が出てきま

す。人体の出生日と名の受け取り日が別だからで

しょう。 

人体は限られた年数しか耐用期間がなく、やがて 

朽ちていきます。これは生命体すべてに共通のこ 

とで、別段驚くことではないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県出身、岩手医学大学卒業、医学博士。 

  名古屋大学医学部付属病院などに勤務後、尾

西市民病院で 9 年間外科部長を務めるが、現

代医学に行き詰まりを感じて退職し、在宅医

療を中心とする「なごやかクリニック」を名

古屋市内に開業。その一方、「名古屋醫新の会」

主宰し、運動や食養生などによって生命力を

増進させ、自然治癒力を高める自然医学を提

唱。中区栄のクリニック内に健康づくりの基

本を指導するためのミニスタジオを開設し、

健康体操、講話などの講座を定期的に実施し

ている。 

http://nagoyaka-clinic.net 

 

生体である人体には死が待っていますが、「名」

「言葉」「文字」などには寿命がなく、永遠に続

くわけで、永遠の命は「名」の方なのです。鴨長

明は方丈記の中で、「ゆく河のながれは絶えずし

て、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶう 
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たかた（泡沫）は、かつ消え、かつむすびて、久

しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と

栖（すみか）と、またかくのごとし。」と無常感

を書いています。その一方、河の流れは絶えない

と、永遠性をも指摘しており、これが言葉や文字

の働きなのです。無常を詠めば詠むほど、その結

果としての言葉だけは無常ではなく常＝永遠性

を持つという皮肉です。人体が無常であることを

嘆きつつも、永遠性を持つ「名」を残そうとした

のが方丈記など文学作品ということができます。 

 

 人体にだけは「名」がしっかりと定着し、それ

は言葉になり文字になり数にもなってやがて言

語になります。文字ともなれば半永久的に残すこ

とができます。もっとも古い文字が何か、甲骨文

字か、メソポタミア楔型文字か諸説あるようです

が、いずれ数千年の保存ができるわけです。文字

として残さなくても、言葉は口伝という形式でも

っと長く伝えることができるようです。実は文字

で伝える事よりも口伝、口承伝の方が確実で正確

かもしれないのです。ある北米インディアンの部

族は、１万年にわたって部族の歴史を口承伝承し

てきたそうで、その記録が残っています。口承は

それこそ親から伝えられ、一字一句間違わないよ

うに何度も繰り返し繰り返し覚えるまで練習す

るということです。文字よりも確実であることが

わかります。参考⑴ 

 

 そうしてみると「人体」という乗り物を使って、

言語という「文化産物」を永遠に運んでいる、と

いうことができそうです。これには「死」は存在

しません。この乗り物さえあれば、荷物は永遠に

どこまでも運ばれるのです。これこそが永遠の

「命」そのものです。 

 

 自己の名が一人歩き 

 ところがここに厄介な事態が隠れています。つ

まり繰り返し親から自己の名を名付けされた人

体ですが、成長とともにこのことを忘却していき

ます。あたかも元々その名があったかのように振

る舞い、その名が人体を所有してしまうのです。

いつの間にかその一つの人体を己
おのれ

のものと勘違

いし、やがて感情が芽生え言葉の運び手である己

の人体をいとおしむようになり、その死を恐れる

ようにもなります。つまり己だけの健康と延命を

第一に考えます。自己の人体を他と選別し、つま

り自他の区別を明確にしていき、挙句に自己のこ

とだけがその中心になっていきます。こうして自

己中心性がどんどん拡大していくと、大きなトラ

ブルの元凶にもなっていきます。 

 この間の成長過程は、絵に描いたミッキーマウ

スがアニメになった途端、勝手に動き出してしま

った、そんな風にも見えますね。 

  

葉っぱが過成長 

 人全体を樹木の葉とすれば、葉の一枚一枚は、

人体一つ一つに相当します。葉っぱは幹からの栄

養を受けて成長し、そののち葉っぱは光合成を通

じて幹にも栄養をお返しします。こうして次の葉

を育てながら樹木全体の寿命を延ばすことに貢

献するのです。 

葉っぱの寿命は短くても、樹木そのものの寿命

は長く栄えていきます。  

 しかし今、それが危うくなっています。己だけ

大きくなった葉っぱが樹木を犠牲にして全体の

成長を邪魔するようになってしまったのです。つ

まり自己中心性が大きくのさばり、格差や差別が

高じ、暴力、環境破壊、戦争、核兵器にまで至っ

ています。 

 

 人社会は賢いもの、もうこのことに気づいてい

ます。名付けをしてくれたもの、名の元に立ち返

って、日常を振り返る時期が来ています。そして

日本語にはそうしたことを思い出させる鍵が隠

されています。参考⑵ 

 

参考 ⑴ 一万年の旅路 〜ネイティブ・アメリ

カンの口承史〜 

ポーラ・アンダーウッド著 星川淳訳 

翔泳社発行 

 

⑵日本語が世界を平和にするこれだけの理由 

金谷武洋著 飛鳥新社刊 

 

9月 15日（土）名古屋醫新の会に参加し、 

岡田先生の話を伺ってきました。 

「千島学説―腸の重要性」と題して、腸で赤

血球が作られる、その赤血球が細胞となり各臓

器を形成する。赤血球の性状が悪化してガンに

なる。小腸の重要性、腸内細菌、そして食べ物

が大事という話に、改めて「菜食整腸」に自信

を抱かせていただきました。 

最後に私も少し話をしますと、大変興味を持

って頂き、質問も数々あり、さすが健康を勉強

しておられる方々だと感じました。（皆川） 

醫新の会は、毎月第３土曜日午後、名古屋市

中区栄「なごやかクリニック」に於いて開催さ

れます。



 3 

自然食品を扱っている『よつばグループ』から取材があり、「よつばつうしん」に掲載されました。 
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日本綜合医学会 全国大会 
 

 ネイティブヘルス認定指導員のＮＨいしばし・ＢＡＬ今河・ＮＨ寺島が展示ブースに出展し、 

ベリータッチ腸もみの無料体験、ななこっこ・やさいっこ試食、食品物品販売を行います。 

ＮＨ創始者の皆川容子も応援参加します。 
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予定は、変更する場合が有ります。    前日までに必ずご予約してください 

問合せ・予約  電話０６－４８０２－６８８０   ＦＡＸ０６－４８０２－６８８１    

 

枝黒豆狩り＆丹波篠山城下町 
丹波篠山の黒豆は、有名ですが、中でも波部農園は、無農薬栽培で、ふっくらと大きく甘くて大

好評の黒豆です。波部様とは甲南以来のお付き合いで、一般の方は全てお断りしている中、特別

に枝豆狩りをさせて頂きます。秋空の下、畑に座って枝豆をちぎるのも愉しいひと時です。 

また、篠山城下町をそぞろ歩きしながら、丹波特産の栗・山芋などの買い物も楽しんでいただけ

ると思います。 

月 日  2018年10月 15日（月） 

行き先  丹波篠山：波部農園 

昼 食  十割蕎麦「一休庵」 

参加費  5,800円 

定 員  7名 先着順（定員になり次第〆切ります。） 

申し込み ＮＰＯ法人ネイティブヘルス TEL 06-4802-6880    FAX 06-4802-6881 

 参加お申し込みの方に詳細をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

                                  予定表 

 

知識（チ）からだ（カ）こころ（コ）の健康を考える人たち、仲間づくりのサロンです 

 月・日  時間 講師（敬称略）   演題   会  費 備 考 

１０月１５日（月） 

  

 波部農園 

「枝黒豆狩り・丹波篠山城下町散策」 

 

5,800円 

  

  下記参照 

１０月１７日（水） 

13:30～15:00 

 あしたば会 

「指導者研修会」  

 

 認定指導員 

１１月４日（日） 

  

日本綜合医学会全国大会展示ブース 

   NHいしばし・BAL今河・NH寺島 

 

入場料 

  4,000円 

前売り3,500円 

東京日本教育会館

一ツ橋ホール 

   ４頁参照 

１１月１２日（月）～ 

 １５日（木） 

 

日本の心にふれる旅 18 

 「第 4回 ネイティブヘルス台湾旅行」 

    3泊 4日 宜蘭・台南・高雄 

    

113,000円 

  

６･７頁参照 

 

１１月２４日（土） 

 

  

 情報交流サロン会・皆川容子講演 

「健康についてー菜食整腸の効果」 

研究者・経営者が生活習慣病になったら？ 

 

 

 難波 

大阪府立大 

Ｉ-site  

１２月１日(土)10：30～ 

 ２日(日)10：30～ 

 ３日(月)10：30～ 

皆川 容子 

  「ローフードをおせち風に」 

       

    

   2,000円 

  

  梅 田 

  六 甲 

  六 甲 

１２月１６（日）～ 

    １７日（月） 

ネイティブヘルス望年懇親会 

ザ グランリゾートエレガンテ淡路島（温泉）  

 

14,500円  

淡路島 

 ８頁参照 
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第 4回ネイティブヘルス台湾旅行 3泊 4日 

日  程  2018年 11 月12日（月）～15日（木） 

航空会社  チャイナエアライン 

ホテル   12日（月）宜蘭：硝渓温泉ホテル 

13日（火）台南：エヴァグリーンプラザ ホテル（５☆） 

14日（水）高雄：ハワードプラザ ホテル（５☆） 

参 加 費  113,000円 

（給油サーチャージ、空港使用料、空港税込み、全食事付き 

旅行中の移動交通費（新幹線・タクシー等）、入館料、その他雑費全て含む） 

 

行程（変更する場合が有ります）  

 

第1日 11月12日(月) 

    集合 7：15 関西国際空港 チャイナエアライン カウンター前 

    出発 9：15発 ＣＩ0１５９ → 台北：桃園空港11：35着 

    空港より バスにて宜蘭へ(今回の旅行案内と台湾元交換) 

    宜蘭旧県庁長官（知事）官舎(西郷菊次郎邸※) 

    18:00 礁渓温泉ホテル着 

       夕食後温泉街散策（希望者は台湾マッサージ） 

 

   第2日 11月13日(火) 

    8:40 ホテル発 宜蘭から台北へ(台鉄) 

   10:25 新幹線 台北 → 台南  

   12:00 彰化にて 昼食 

   13:00 烏山頭ダム・八田與一墓と記念館※ 

   18:00 台南：エヴァグリーンプラザホテル着 

   20:00 台南夜市 

 

  第3日11月14日(水) 

    8:40  ホテル発 鄭成功旧城「赤崁楼」※ 

   10:00 奇美美術館※ 

   12:00 昼食(美術館内食堂) 

   13:00 新幹線 台南 → 高雄へ 

   14:30 ハワードプラザホテル着 

   15:30 美麗島記念館(美麗島事件＝民主化運動受難者記念館) 

   18:30 夕食（バイキング） 

   20:00 六合夜市 または、台湾マッサージ（何れか選択）  

 

  第4日11月15日(木) 

    8:45 ホテル発 澄清湖 見物 

       地下鉄美麗島駅※ 

      愛河クルージング 

   12:00 昼食 

   13:00 高雄空港へ 

15:25 高雄発ＣＩ0176 →19:05関空着、解散 
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≪参考資料≫ 

※西郷菊次郎 

  西郷隆盛の長子、奄美生まれ。愛伽那の子、長じて西南戦争に従軍、負傷投降後、隆

盛の弟・西郷従道の支援を受け、米国留学、後台湾初代宜蘭県長(知事)となる。 

※八田與一 

  1910 年 3 月東京帝国大学工学部土木科を卒業後、台湾に赴任、総督府内務局土木科の

技手となる。当初は後藤新平の指導により伝染病対策を重点に水道事業に取り組んだが、

のち台湾の水利事情を調査し、毎年洪水で苦しんでいる南部の嘉南平野を潤すことを考

え、構想を総督府に提案し、1920 年工事を開始した。途中大事故があり、工事中断の苦

境に遭い断念の危機にも直面するが、継続し 10 年の工期で 1930 年(昭和)5 年)烏山頭ダ

ムが完成した。年とともに 16,000 キロの水路が伸び嘉南平野全体を潤し、田畑の豊かな

実りをもたらした。八田は 1945 年 5 月政府の要請でフィリピンでの水道事業調査に赴く

途中九州沖で米国潜の雷撃により撃沈、戦死した。享年 59 歳。 

  その後 1945 年 9 月奥さまの外代樹さんは 8 人の子供を残して烏山頭ダムの湖水に夫君

のあとを追った。台湾の住民は八田に感謝して生存中に銅像をつくることを望み八田の

反対にも拘わらずこれを完成し湖畔に設置する。戦時中日本軍の金属回収の要請があっ

たことと、戦後にも中華民国政府の排日思想による日本排斥の危険にさらされ、像の存

続が危ぶまれることになるが、台湾住民は八田像を守るため秘匿することをきめ所在を

隠すこととなる。1987 年になり「そろそろ政府もうるさく言わないだろう」と判断して

湖水の表に設置した。 

毎年 5 月 8 日に八田與一記念祭が湖畔で執り行われている。 

※奇美美術館 

  絵画、彫刻、楽器、武具、動物はく製など数多く保有する世界的美術館。奇美工業(世

界最大のプラスチックメーカー)の創始者許文龍氏が自身の個人財産を投じて世界有数の

絵画、ストラディヴァリウスのヴァイオリン等を収集、展示。（ストラディヴァリウスは

日本の著名ヴァイオリニストにも貸与している） 

※鄭成功 

  父は明国福建省生まれの鄭芝龍、平戸に来て日本人田上マツと結婚、1624 年 8 月長男

福松（中国名鄭成功）が生まれる。福松は 7 年間平戸に住み中国にわたる。長じて明国

再興を期し兵を起こす。様々な功績により明の帝王隆武帝から国姓爺朱の名を受けたこ

とから、国姓爺とも言われた。（日本では、「国姓爺合戦」として有名※）。1659 年南京

奪還に失敗し、台湾に移り、当時台湾を統治していたオランダ軍を討ち払い、台南のオ

ランダ軍ゼーランジャ城跡に居城「赤崁楼」を築く。1683 年までの 22 年間鄭氏三代の

政権をつくる。鄭成功は 62 年に病死。息子の鄭経が継いだが 3 代目で滅んだ。 

※国姓爺合戦 

 近松門左衛門が、鄭成功の活躍を戯曲化。浄瑠璃や歌舞伎では“和藤内”として登場。  

※美麗島駅 

 世界第二の美しい駅と言われている。地上出口は日本人高松 伸の設計。 

「祈り」をテーマにした世界最大級（4,500 枚）のステンドグラスはイタリアのステンド

グラスアーティストの作品。 
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ネイティブヘルス望年懇親会 1 泊 2 日 

毎年有馬温泉で開催していましたが、数年続きましたので、今年は、淡路島に致します。 

淡路島は、三宮から高速バスで 50 分、本数も多数ありますので、便利です。 

 月 日  2018 年 12 月 16 日（日）～17 日（月） 

 会 場  ザ グランリゾートエレガンテ淡路島（温泉） 

       兵庫県淡路市大磯９-３ TEL 0799-74-0200 

 参加費  14,500 円（1 泊 2 食、2 人 1 室） 

      懇親会（会食）のみで日帰りは 10,800 円 

 集 合  現地ホテル 

      チェックイン 15：00  チェックアウト 11：00 

 懇親会（会食）同ホテル内 18：00～ 

 申し込み  ネイティブヘルス TEL 06-4802-6880   FAX 06-4802-6881 

        ホテル予約の都合上、なるべく早くお申し込み下さい。 

 

  お知らせ 
 

◎ 臨時休業  11 月 13 日（火）14 日（水） 

 台湾旅行引率のため、勝手ながら臨時休業いたします。 

 

◎ 年末年始休暇 

 12 月 29 日（土）～1 月 5 日（土） 

 

◎ 年末、食品等のご注文は 12 月 28 日（金）午前中までにお願いいたします。 

28 日（金）午後のご注文は 1 月 6 日（日）の発送となりますので、ご了承ください

ますよう、お願い申し上げます。 

                           

あとがき 

猛暑、集中豪雨、大型台風、地震と異常な夏でしたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。 

そのような中、よく晴れた日、出石に行ってきました。参加者 14 名。目的は愛宕の火祭り。 

伊福部神社の神事についで、愛宕神社での火起こし神事には 280 段の階段を昇ります。当然私は

パス。昔なら率先して昇るのに～と思いながら麓で待っていると程なく山の樹々の間から火がち

らほら。松明で麦藁束に点火されていよいよ手振りが始まりました。グループの中からも何人か

勢いよく手振りをしていました、ぐるぐる疾走する火は、日常の雑事を忘れ厳かというか何か特

別な感情を抱かせます。翌日は兵庫県最古の芝居小屋「永楽館」。舞台奥の化粧部屋、回り舞台や

スッポンの奈落の仕掛け等説明を聴き、僅か 300 名の客席を舞台上から眺めると二階席の奥まで

見渡せます。以前、中村吉右衛門さんが金毘羅歌舞伎では、お客様の息づかいまで感じられると、

言われていましたが、成程と実感しました。そして、実際にここでのお芝居を観たい！！ 

来年 11 月 5 日～1 週間（予定）、片岡愛之助さんを座長とする歌舞伎が上演されます。演目が

決まり次第チケットを手配しようと、今からワクワクしています。ご案内しますので、是非ご一

緒しましょう。 

  酷暑でお疲れのおからだ、特にクーラーや冷たいもので弱っている胃腸を、菜食整腸で癒しに

いらして下さいませ。ｙｍ 
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