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パナソニックミュージアムにて記念撮影

ひとくち法律相談 Q＆A その 98

A. 　原則として、台風や地震などの自然災害が原因となって生じた場合

は不可抗力とみられ、瓦などを飛ばされてしまった家の持ち主には賠

償責任はありません。

　ただし、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵（不具合）」があった場

合、そこから生じた損害について賠償する責任が生じます。瓦がとれ

て落ちそうになっていたり、壁がはがれかけた状態になっているのに、

それを放置していたような場合がこれに当たります。特に、所有者の

場合、設置・保存の瑕疵から生じた損害には無条件で責任を負います。

　被害者になった場合でも、設置・保存の瑕疵がない限り相手に責任

追及は出来ません。台風被害の場合には、火災保険で保証されること

が多いので、ご自身の保険に問い合わせをしてみましょう。

    ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[火・水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　台風で自宅の屋根瓦が飛んで、隣家の壁を傷つ

けてしまいました。私の方で賠償する義務がある

のでしょうか。

　2018年の今年の漢字は『災』でした。大阪も大きな地震や台風に見舞われ大変な

１年でした。災害で自宅に影響を受けたりした方も多いと思います。

　今回のひとくち相談を参考にしていただければと思います。

「自然災害と損害賠償責任」
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新年あいさつ

　明けましておめでとうございます。

　友の会会員の皆様にはお変わりなく新しい年をお迎えにな

られたでしょうか。

　

　昨年は自然災害が多く発生しました。西日本大豪雨や北海

道大地震などが発生、大阪に於きましても６月18日に北部地

震が発生し、又９月４日には台風21号が直撃し、多くの家屋

に被害をもたらせたり、長時間に亘って停電する地域もあり

ました。会員の皆様の中にも、このような被害に遭われた方

がおられましたら、改めてお見舞い申し上げます。

　今年はこのような自然災害が発生しないことを願いたいも

のです。そして、何よりも私たち一人ひとりが、貴島中央病

院のお世話になりつつも、健康寿命を少しでも永らえること

ができるような年になることを願い、そのためにも貴島中央

病院「友の会」の活動に積極的に参加されますようにお願い

を申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

貴島中央病院友の会　会長　澤井 聖典

　あけましておめでとうございます。

　昨年は非常に自然災害が多い年で今年は大きな災害がな

く、平穏な一年となりますように心よりお祈り申し上げます。

　医療に目を向けますと厚生労働省が、団塊の世代が75歳以上となる

2025年をめどに実現を目ざしている地域包括ケアシステムという言葉

があります。重度の要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らし

い生活を人生の最後まで継続できるよう、各市町村の地方行政単位で

地域別に異なる高齢者のニーズと医療・介護の実情を正確に把握し

て、豊かな老後生活に向けて、住民や医療・介護施設などと連携・協

議し、地域の多様な主体を活用して高齢者を支援するシステムです。地

域包括ケアシステムの大きな特徴は「施設から在宅へ」とケアの場を

移そうとしている点です。これまでの24時間ケアが受けられる施設内

での「内部完結型」から、自宅等を中心に地域で支えていく「地域完

結型」に移行することが目指されています。病院もこの一翼を担う必要

があります。今後、多くの地域では人口減少や高齢化に直面し、様 な々

疾患を抱えて入退院を繰返せざるおえない御高齢の患者様が増加す

ることが予見されます。病院は在宅に目を向けることが一層重要とな

り、そのためには地域の病院、診療所、介護施設とも密に連絡を取り

急性期の症状を治療し、在宅に復帰して頂けるような体制を構築でき

るように頑張っていきたいと思います。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

貴島中央病院院長　貴島 浩二



21

新年あいさつ

　明けましておめでとうございます。

　友の会会員の皆様にはお変わりなく新しい年をお迎えにな

られたでしょうか。

　

　昨年は自然災害が多く発生しました。西日本大豪雨や北海

道大地震などが発生、大阪に於きましても６月18日に北部地

震が発生し、又９月４日には台風21号が直撃し、多くの家屋

に被害をもたらせたり、長時間に亘って停電する地域もあり

ました。会員の皆様の中にも、このような被害に遭われた方

がおられましたら、改めてお見舞い申し上げます。

　今年はこのような自然災害が発生しないことを願いたいも

のです。そして、何よりも私たち一人ひとりが、貴島中央病

院のお世話になりつつも、健康寿命を少しでも永らえること

ができるような年になることを願い、そのためにも貴島中央

病院「友の会」の活動に積極的に参加されますようにお願い

を申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

貴島中央病院友の会　会長　澤井 聖典

　あけましておめでとうございます。

　昨年は非常に自然災害が多い年で今年は大きな災害がな

く、平穏な一年となりますように心よりお祈り申し上げます。

　医療に目を向けますと厚生労働省が、団塊の世代が75歳以上となる

2025年をめどに実現を目ざしている地域包括ケアシステムという言葉

があります。重度の要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らし

い生活を人生の最後まで継続できるよう、各市町村の地方行政単位で

地域別に異なる高齢者のニーズと医療・介護の実情を正確に把握し

て、豊かな老後生活に向けて、住民や医療・介護施設などと連携・協

議し、地域の多様な主体を活用して高齢者を支援するシステムです。地

域包括ケアシステムの大きな特徴は「施設から在宅へ」とケアの場を

移そうとしている点です。これまでの24時間ケアが受けられる施設内

での「内部完結型」から、自宅等を中心に地域で支えていく「地域完

結型」に移行することが目指されています。病院もこの一翼を担う必要

があります。今後、多くの地域では人口減少や高齢化に直面し、様 な々

疾患を抱えて入退院を繰返せざるおえない御高齢の患者様が増加す

ることが予見されます。病院は在宅に目を向けることが一層重要とな

り、そのためには地域の病院、診療所、介護施設とも密に連絡を取り

急性期の症状を治療し、在宅に復帰して頂けるような体制を構築でき

るように頑張っていきたいと思います。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

貴島中央病院院長　貴島 浩二



3 4

　毎年の恒例行事の社会見学ですが、今年は門真市にあるパナソニックミュージアムとご存知
の方も多いと思います、地元八尾市のコンペイトウミュージアムに行ってきました。
　パナソニックミュージアムは松下幸之助歴史館とものづくりイズム館の２つがあり、松下幸
之助の生涯やパナソニック商品の歴史を見学してきました。コンペイトウミュージアムではオ
リジナルの金平糖作りや工場を見学してきました。社会見学の様子をご覧ください。

　ものづくりイズム館はパナソニック商
品の歴史そのもので創業から現代までの
パナソニック商品の実物が展示してあり
ました。「これ私知っている」とか「昔、家
にあったわ」など会員の皆さんの年齢がわ
かってしまうような声も飛び交っていま
した。

　パナソニックミュージアムとコンペイ
トウミュージアムの見学の間に八尾市山
城町にお店を構える「懐石料理　佑和」で
昼食を頂きました。皆さん品数の多さに
びっくりしていました。食後には薬を飲ま
れる方も多かったので院長が薬の飲み方
を説明していました。

　パナソニックと言うとなじみの薄い方も
多いと思います。旧松下電器産業（National）
の工場敷地内にあります。松下幸之助歴史
館では松下幸之助と会社の発展について展
示されており、友の会の皆さんも興味深げに
見学されていました。写真の中に院長が隠れ
ていますがわかりますか？

　コンペイトウミュージアムは地下鉄八
尾南駅の近くにあります。写真中央の回転
釜の中に無色の金平糖が入っており、これ
を小さな漏斗で何回も液を掛けて色付け
と着色を行います。回転釜は熱くなってお
り、気を付けながらムラ無く液を掛けない
といけません。

　全員で着色の体験を行いました。金平糖
の作りの体験では自分たちで色と味を決
める事ができ、友の会オリジナル金平糖は
「青色のパイン味」になりました。色からは
想像できない味の金平糖となりました。お
味は会員さんに聞いてみてください。

　金平糖作りのあとはカラメル作り、金平
糖の歴史、工場見学続きました。写真の真ん
中の方はフラット野村でコンペイトウ王国
の王様だそうです。王様に手品や歌で盛り
上げていただき、会員さん達
も大笑いのうちに今回の
社会見学が終了しました。

　写真では皆さんの真剣な様子がうか
がえますが、これはものづくりイズム館
でのスタンプラリーの一コマです。ク
イズに５問答えると商品が当たる抽選
が出来るということで必死に館内にあ
るヒントを探していました。

また今年の10月ごろ社会見学を予定します。どなたでも参加できますのでふるってご参加ください。

に行ってきました
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富原  光雄先生に
整形外科

インタビューしました。
富原  光雄先生に
インタビューしました。

D o c t o r

Q 簡単なご経歴をお教えください。
昭和49年京都大学医学部を卒業。大津赤十字病院、天理よろづ病院、大阪赤十字

病院で研修を積み、昭和55年近畿大学附属病院で勤務していました。平成６年大

阪赤十字病院に復帰し、平成27年３月に定年退職しました。

Q 当院に勤務されたきっかけをお教えください。
定年後もまだまだ医師として患者を診察したい思いに駆られ、近大病院時代に一

緒に仕事をしたことのある院長にお願いして平成27年４月より貴島中央病院で勤

務することになりました。

Q 先生のご専門を詳しくお聞かせください。
大阪赤十字病院では当初、整形外科全般に関わっていましたが、次第に専門化し最

後の10年間は股関節外科のみ関わっていました。貴島中央病院では一般整形外科

を診ておりますが、股関節の悩みなどがあれば気軽にご相談ください。

Q 最も印象に残っている患者さんとのエピソードをお教えください。
※「ばね指」手術は比較的簡単な手術で、手術後も全く問題ないものと思っていまし

た。しかし家内に手術を行ったあと、「なんかゴワゴワする」、「ちゃんと手術した

ん？」と毎日のように文句を言われ、それが１ヶ月間続きました。一般の患者さんは

この程度の事でわざわざ病院は受診しないでしょうが、身内を手術するとうっとうし

いと思う反面、教科書には載っていない事を経験することができました。

Q 趣味やライフワークについて教えてください。
近大病院時代には全く運動をしていなかったので、大阪赤十

字病院に復帰するに際して、脚腰を鍛えなければならないと

思い、自転車を始めました。その後、ランニングも始めフルマ

ラソンを20回完走しました。しかし４年前からは膝痛・腰

痛のためランニングはあきらめ、現在は自転車とウォーキン

グを行っています。

Q 当院の患者さんに一言お願いします。
患者さんの「わがまま」が時として医療の進歩につながる

事があります。遠慮せずに「わがまま」を言ってください。

全てかなえるかどうかはわかりませんが。

※「ばね指」とは特に中年女性に多く発症し、指の屈伸運動で引っ掛かりや痛みが生じます。当院でも診察が可能です
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ひとくち法律相談 Q＆A その 98

A. 　原則として、台風や地震などの自然災害が原因となって生じた場合

は不可抗力とみられ、瓦などを飛ばされてしまった家の持ち主には賠

償責任はありません。

　ただし、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵（不具合）」があった場

合、そこから生じた損害について賠償する責任が生じます。瓦がとれ

て落ちそうになっていたり、壁がはがれかけた状態になっているのに、

それを放置していたような場合がこれに当たります。特に、所有者の

場合、設置・保存の瑕疵から生じた損害には無条件で責任を負います。

　被害者になった場合でも、設置・保存の瑕疵がない限り相手に責任

追及は出来ません。台風被害の場合には、火災保険で保証されること

が多いので、ご自身の保険に問い合わせをしてみましょう。

    ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[火・水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　台風で自宅の屋根瓦が飛んで、隣家の壁を傷つ

けてしまいました。私の方で賠償する義務がある

のでしょうか。

　2018年の今年の漢字は『災』でした。大阪も大きな地震や台風に見舞われ大変な

１年でした。災害で自宅に影響を受けたりした方も多いと思います。

　今回のひとくち相談を参考にしていただければと思います。

「自然災害と損害賠償責任」

あけまして
おめでとうございます


