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【日本に貢献された首相に礼
をつくす】
日～２００７年８月

第一次安倍内閣（２００６

年９月

日）が倒れ、その後安倍氏

の「からだ」が落ち着いてき

そこで、わたしは再度の登

たとの報道がありました。

板をお願いしたいと、安倍氏

（写真）に手紙をしたためた

潰瘍性大腸炎を患い、アサ

ことを思い出します。

コールを服用していたのを承

知の上でのお願いでした。

安倍氏本人のみならず、母

上・奥様にも負担をともなう

ため、こころ苦しいところが

ありましたが、文をしたため

ました。安倍氏をおいて、日

本をおまかせする人はいない

とわたしは感じ取っていたか

らです。

その後、第二次安倍内閣で

は、見事にその任をつとめて

いただきました。ごくろうさ

までした。本当にありがとう

今後、十二分に休息してい

肺炎1日268名 (9万8000名÷365日）＝268名
新型コロナウイルス1日約6名
（1月〜9月10日＝250日→1393人÷250日＝5・57人）
【表２】
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規制をとの流れができてしまいました。この

ちより安全にということで規制を、より強い

た。どう対処していいものか。不安が先に立

にその度量が必要です。

べきリーダーとして受け取るべきです。国民

誰にもある人間としての弱さをもった愛す

す。経験すればご自分の「からだ」でよくわ

怖くはありません。

自転車に乗れるようになるのと同じことで

安倍首相は、もちろんこの「からだ」の「し

たらく」状態を体感する】

【Ⅳ「からだ」の「しくみ」がスムーズに「は

くみ」をご存じなかったでしょう。
「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」

ＨＯ議長

けているＷ

の影響を受

た。しかし、マスコミによるあおり報道と国

合もあるが、死亡者が少ないのは明らかでし

で基礎疾患のある人は、重症化し死に至る場

「新型コロナウイルス」は当初から高齢者

己は人類の「からだ」です。

重症化しないことになります。

ナウイルス」にかからなくなり、かかっても

免疫・獲得免疫が働くようになり「新型コロ

ことにより、自然治癒力が生まれ、必ず自然

くみ」がスムーズに「はたらく」状態を保つ

た。この大

数と、例えば肺炎による死者数との比較によ

また「新型コロナウイルス」による死亡者

要です。大阪万博は、このことを世界に普及
きな波も安

る客観的事実（表１）をとらえていないため 【Ⅴ政治家は、自らの「からだ」で腑に落と

し英断を】

するうってつけの機会です。
倍首相はか

政治家は医学の素人で

あっても、人類としての

り、

億年の歴史をもつ

「からだ」の持ち主であ

「からだ」の主人公です。

「からだ」の「しくみ」

がスムーズに「はたらく」

状態を自らが体験するこ

けていれば、ノーベル賞受賞者・本庄Ｄｒが

日ごろから、自らの「からだ」に注意を向

らだ」で腑に落とす必要があります。

とによって、どうすればいいか、自らの「か

そして３度目もよろしくお願いいたします
に大きな問題を未だに引きずっています。
ウイルス」に対するパンデミック騒ぎと同じ

をしていません。報道の自由を盾に不安をあ

の死亡者数・死亡原因との比較（表１）報道

す。エイズウイルスは接触感染です。本人の

スやサーズウイルスと比して毒性は弱いので

「新型コロナウイルス」は、エイズウイル

きたいと思います。

すること自体が非常に大きな問題を生むこと

ワクチンができるというような安易な約束を

「新型コロナウイルス」について効果的な

は効果がほとんどないのは明らかです。

指摘されるように、インフルエンザワクチン
その現状を、安倍首相をはじめとした国民

意志によってほとんど避けられるものです。 になります。

月５日号で述べているので参考にしていただ

の多くが明確に理解していないことです。そ

おるだけあおり、責任はとらない。不安をあ

負け戦と分かっていながら大東亜戦争に踏

国民はもちろん、特に政治家は自らの「か

いつまでも感染をなくしてしまうという空

想に浸っている限り、生活と経済を立て直す

大阪万博に基本理念を提案する

八尾

大駐車場完備

八尾市福栄町３丁目５番地

重症化する場合があるため隔離・隔離状態に

しておくこと。

そして、それ以上に大事なことは「からだ」

の「しくみ」がスムーズに「はたらく」状態

を作っておくことです。

臨床的に確固とした「からだ」の「しくみ」

があります（表２）。それは、「からだ」の「し

くみ」がスムーズに「はたらく」状態＝「上

腹部がやわらかい」状態＝「呼吸・循環・自

律神経・人体力学・内臓全般の動き」が良い

状態＝総合的免疫力がある状態＝自然免疫・

獲得免疫が良い状態＝自然治癒力がある状態
です。

この「からだ」の「しくみ」を理解・体感

【Ⅰ科学的というあいまいさと現代医学】

流れを変えるのは、どんなに秀でたリーダー

かるようになります。

し、ご自分で腑に落とす必要があります。

【Ⅱ感染することは悪ではなく自然なできご

であっても、むつかしいことでした。安倍首 【Ⅲ「からだ」の外からくる「新型コロナウ

ません。

と】

相にとっても大きな負担でした。

は、わが人類の「からだ」の「しくみ」を生

とは、よく聞く諺です。

かすこと】

この状態を保てば「新型コロナウイルス」は

【Ⅲ感染しても無症状者・軽症者は働く、通

⑶三番目には、その上に利害得失が加わるこ

がことを大きくしてしまいました。

の発言がさ

民の「死」に対する覚悟のなさが、この騒動

ＲＯＢ治療を受け、自宅でも「からだ」の「し

らに問題を

の大きな一つの原因です。

今回の場合、敵は「新型コロナウイルス」
、

大きくして

これを国民の、世界の常識にすることが必
しまいまし

また、そ

イルス」対策も大事だが、もっと大事なこと

常の生活をする】

経済を立て直す」と

キャッチフレーズのよ

しかし、そんなこと

うによく言われます。

はありえません。それ
ではどうすればいいの
これからお話しさせ

でしょうか。

ぶらなければならなかったのです。中国との

です。詳しくは抜本的対策を本紙平成

これは２００９年の「新型インフルエンザ
担が安倍首相に重なってきました。

今後の関係を展望する上で、より、大きな負
⑷四番目には、マスコミ、特にテレビ報道に

年

の「からだ」をさらにむしばんだ】

【Ⅰ新型コロナウイルスへの対応が安倍首相

洗脳されること。

れには、科学そのものの成り立ちをみれば明

おった結果としての規制・経済不況・差別な

み込んだ時と同じような誤りを犯すことにな

感染者数と死亡者数を大々的に報道し、他

らかとなります。図１です。その関連での現

サーズウイルスは毒性が強い分、感染力が弱

ります。実体経済と乖離しているのにいつま

いのです。インフルエンザウイルスは、日本
では毎年１０００万人ほど感染しますが、ほ

どに対してマスコミ特にテレビ報道はどう責
科学・現代医学とは、そういうものです。「あ

国家としての大きな問題です。これも安倍首

任をとり、どう解決してゆくのか。民主主義
い ま い 」 な も の で す。 し か し、「 新 型 コ ロ ナ

でも株と土地の値が上がり続けるような錯覚

とんど自然治癒力で治る病気です。

をした結果のバブル景気であったり、リーマ
「新型コロナウイルス」については、いつ

らだ」をコントロールする術を身に着ける必

ンショックであったりすることになります。
も本紙で述べているように感染することは悪

らき」には大きな違いがあります。

同じウイルスとつく名称でも、その「はた

相にとっては、さらに大きな負担でした。

はどうして出てくるか】
確かな方法が分からなかったということ

要があります。
あるため、感染をゼロにする必要はなく、感

ではなく自然なことです。ほとんどが軽症で
この二人の行動は何とかしたいという行動

染した軽症者は働くこと、通常の生活をする

と、より強い責任感のなせるものです。
のあらわれです。一服の清涼剤として受け取

こと。しかし、高齢者で基礎疾患のある方は、 ことなどできません。

なぜならば、もともと科学・現代医学は全
体を分かっているものではないからです。し

るもので真正面から非難すべき問題ではあり
て大きな負担でした。

ない立場です。安倍首相の「からだ」にとっ

かし、判断し、政策を実行していかねばなら

ことになります。

でてきます。どう判断していいものやら悩む

いまい」で不確かですから、あれこれ意見が

に話を聞こうとなります。現代医学自体が「あ 【Ⅱ安倍首相のマスクと吉村知事のイソジン

治家として出さなければなりません。専門家

ウイルス」に対して、ある一定の方向性を政

代医学の現状が図２です。

もつ「あいまいさ」です。

⑴一番大きな原因は、科学・医学そのものが

ていただきます。

中国共産党一党独裁体制がもつ隠ぺい体質

と。

ういうものかが分からない不安が生まれまし

肺炎とコロナウイルスの死亡数を1日当たりで比較する

安倍首相、
ありがとうございました
十二分に休息してください
「感染をおこさないで

みたいと思います。

抜本的な対策を述べて

退陣を通して、さらに

今回は、安倍首相の

でした。

する】

の諸問題を一挙に解決

【新型コロナウイルス

る】

【Ⅵ高齢者の死を考え

死を比較する】

【Ⅴ多種類の死と新型コロナウイルスによる

前月の論点を再度掲載します。

・肺炎 日本9万8000人
・新型コロナウイルス 9月10日現在 1393人

【Ⅳ重症化を防ぐことが大事】

備えていただきたいと思います。

山 を登
山路
山路を登りながら
を りな
り がら

⑵二番目には、「あたらしい」ということ。
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☎072-

大型公園墓地

第4 期最終分譲開始

普泉寺霊園

お問い合わせは

【表 1】 それぞれの原因と死亡者数
「新型コロナウイルス」ということで、ど

⑭

ございました。
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たまご理論で病気
のしくみを考える

た だ き、 憲 法 改 正 を は じ め、
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完全バリアフリー設計

〒581-0003 八尾市本町 7 丁目 12-24
ファミリーロード商店街内
☎（072）995-1555
FAX（072）995-1555
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27

日本の国の基礎づくりに再度

新型コロナウイルスの諸問題を一挙に解決する
図２

〒581-0061
大阪府八尾市春日町1-4-4
電話072（991）3398
FAX072（991）4498
ホームページアドレス
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日 本 の 国 民 一 人 ひ と り が、
自らの「からだ」の「しくみ」
を生かすことで日本を再生
する

人は楽しむために生まれてきた
人類よ、
めざめよ
図１

令和２年９月15日（火曜日）
（毎月5・15・25日発行・定価月850円）
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①一人ひとりが「からだ」の「しくみ」がスムーズに「はたらく」状態を保つ
②感染することは悪ではない、感染した軽症者は働く
③高齢者で基礎疾患のある方は隔離・隔離状態に

