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気温が急に下がりました。身体を冷やさない工夫をしっかりね！
1964 年（昭和 39 年）10 月 10 日は、東京オリンピックの開
会式でした。NHK テレビの北出清五郎アナの「世界中の秋晴れを、
全部東京に持ってきたような素晴らしい秋日和であります」は有名
ですね。この日を体育の日とし国民の祝日に定めたのが 1966 年
（昭和 41 年）、日本は高度経済成長期のまっただ中でした。さあ、
2020 年再びの東京はどうでしょう。国（まち）づくりの観点から
も、ひとがしあわせになれるような大会にしていただきたいですね。

【ニュース】

どもごころにも新鮮でした。月
27 日（日曜日）は旧暦の 8 月 15
３．インフルエンザワクチンについて

日、中秋の名月でした。天気も良く、夜空にくっきりと浮かぶまん
実施：平成 28 年 10 月 21 日（金）～平成 2９年 3 月
１．診療日の変更をお知らせします（再掲示）
。
丸いお月様に感動された方も多かったことと思います。
末（助成期間は平成 2９年 1 月末まで） 「名月をとっ
10 月７日（金曜日）８日（土曜日）は、恒例の大鳥
てくれろと泣く子かな」小林一茶の作品です。そういえば私は小学
当院での費用（自己負担額）は次のとおりです。
美波比（みはい）神社のだんじりで、お休みをいただき
校に上がるか上がらない頃、金盥（たらい）に満月を映しておくと
１）堺市在住の 65 歳以上の方（接種日時点）
ました。ご迷惑をおかけしましたが、恒例の行事で鳳の
お餅ができるという話を本気にしていました。
自己負担額 1,500「名月や池をめぐりて
円
まちは活気にあふれていましたね。
夜もすがら」うつくしい月を池の周りを散歩しながら眺めていると
２）13 歳から 64 歳以下の方および堺市外の 65 才以上
２．骨そしょう症の検査の日程
知らぬ間に時間が経ってしまっていた、芭蕉の句は今年の私にぴっ
の方 → 接種回数 1 回
１０月はお休みですが 11 月は 1５日（火曜日）です
たりでした。
「月天心貧しき町を通りけり」蕪村の作ですが、こころ
自己負担額 3,500 円
３．堺市西区の在宅介護を考える会シンポジウム
の奥にひびく絵になる句だと思います。
３）3 歳から 13 歳未満の方 → 接種回数 2 回
（テーマ：10 年後の老いと死を考える）
1 回目、2 回目ともに 3,500 円
日時：2016 年 11 月 19 日（土曜日）14 時～17 時
すが、数十キロメートルに達したこともあります。として午前８時
なお対象の方で、市民税非課税の方は自己負担金が免除
場所：堺市西区役所ウエスティ ７F
すぎに兵庫県に「竜巻注意情報」を発表しました。
です（介護保険料納入通知書を窓口にご提示ください）。

【ミタクリ歳時記

気象庁は、４日は局地的に大気の状態が不安定になっているため地
「ファミリークリニック＝家庭医のいるクリニック」 （その２）
】
元の気象台が発表する情報に十分注意するよう呼びかけています。
また、こんなこともありました。いつものように外来診療が終了した後、スタッフと一日
メリカ軍の攻撃を受け、沈みました。教師をしていた祖母は、出征
を振り返ってのカンファレンス。「今日、△○さんなあ・・・」からはじまり、家族構成、
の時「お国のために死んでこい！」と送り出し、家で泣いていたこ
隣近所との付き合い、そして検査データや画像の解釈、話はとぎれることがありません。病
とを何回も祖父から繰り返し聞かされました。悲劇は二度と繰り返
人さんの実像に世相が反映されています。独居の人がどんどん増えている、という事実も、
してはならない、不戦の誓いを新たにする 8 月です。
そのミーティングでよくわかりました。家族の中で人間関係を築いていく難しさも・・・。
カルテを介し、血液検査や画像データの解析の中でのカンファレンスが日常だった私には、

病人さんの背景を当たり前のように理解して治療にあたる姿勢は新鮮でした。研修医時代「△△さん、肘の痛みがと
病人の背景を当たり前のように理解して治療にあたる姿勢が新鮮に映りました。研修医時代
れません。附子（ぶし：鎮痛作用のある生薬）の量を増やした方がいいですか。
のことです。「△△さん、なかなか肘の痛みがとれないんです。附子（ぶし：鎮痛作用のあ
」と答えた私に「おまえの話は薬ばか
りやな。△△さん、毎日どんな仕事をしてはるんや？」
る生薬）の量を増やした方がいいですか。
「N 製作所です。
」
「おまえの話は、薬のことばっかりやな。△△さ
」「ちがう、どんな一日を過ごしてはるんか
ということや。
」
「それは、ちょっと（何でそんなことまで知らんとあかんのか、といぶかりながら）
んは、毎日どんな仕事をしてはるんや。」
「えーっと、N 製作所で働いてはります。
「おまえ、ちょっ
」「いや、
とついてこい」N 製作所の担当の方はにこっと「ガツンとかまされましたね。でも、私らの毎日、先生にもわかって
そうではなく、どんな一日を過ごしてはるんかということや。」
「それは、ちょっと（何でそ
おいて欲しいんですわ。
」しばらく
んなことまで知らんとあかんのか、といぶかりながら）
N 製作所での見習い（私は奉公と呼んでました）が続きました。驚いた。みんな
「おまえ、ちょっとついてこい」N
こんな姿勢で何時間も鉄板を支えてるんか、休憩してる暇なんかない、△△さんの肘、こりゃあきつい。そこで肘に
製作所では、突然訪れた私たちに一瞬驚いた表情をされました。
「先生、どうしはりました？」
負担がかからないような工夫を職場の方々と一緒に考えた。薬だけや治らない・・・この病院のあった町は、家庭や
「ちょっと、仕事場を見学させてくれへんか。」「えっ？」「いつも加賀屋に来てくれてはる
職場全体が一つのコミュニティとして機能していました。その姿に、自分の将来を重ねたわけです。そして今、私た
△△さん、どんな一日を過ごしてはるか、こいつに教えたってくれ。」担当の方は、すぐに
ちの家庭医としてのテーマ
（私の方をみながら）
・・それは病人さんが生き生きと毎日を過ごすために何ができるかを一緒に考える事です！
、にこっとして「わかりました。ガツンとかまされましたね。でも、
よろしくお願いします。は？をテーマに懸命の日々を送っています。通常のカンファレンスでも瘀血（おけつ）や、
私らの毎日の仕事、先生にもわかっておいて欲しいんですわ。」こんな研修ってあるのか、
水毒といった所見にこだわる余り、病人さんのことを問われて答えられない研修の先生方に「おい、いつも言うとる
産業医を目指してるんと違うんやけどなあ・・・しばらく、N 製作所での見学（私は奉公と

【欣子先生の診察室だより】
“2025 年問題”ってご存知ですか？団塊の世代が 75 歳（後期高齢者）にな
る 2025 年です。
「先生、おなかが苦しくて」
「息苦しい」
「歩きにくいし」
「しび
れるし」
・・診察室で高齢者の皆さんはいろんな訴えをされます。ここで診断がつ
かない時には大きな病院で検査や診察をお願いしたりするのですが、それでも
「
（病気が）なにもない」と言われることも多いのです。そんなとき、漢方医学の
目線で気血水の巡りの様子をみてお薬を考えたりするのですがそれでも限界はあ
るのです。さすがに 80 歳も超えてきますと背中は丸くなり骨盤は後ろに反れ、ひざは曲がり、体中が変形
るのです。さすがに 80 歳も超えてきますと背中は丸くなり骨盤は後ろに反れ、
していわゆる老人姿勢になってきます。そうなると内臓を圧迫するので胃は上に上がり逆流が起こりやすく
ひざは曲がり、体中が変形していわゆる老人姿勢になってきます。そうなると内
なり、食事が入らないこともあります。肺も圧迫されたくさんの酸素を吸い込むことができなくなるので息
臓を圧迫するので胃は上に上がり逆流が起こりやすくなり、食事が入らないこと
苦しくなります。脊椎の変形で神経も圧迫されるのでいろんなところがしびれたり痛くなったり・・
「こない
もあります。肺も圧迫されたくさんの酸素を吸い込むことができなくなるので息
だ全身調べてなんもないっていわれたけど、なんでこんなに調子悪いんやろ？」とやっぱり自分の体の不調
苦しくなります。脊椎の変形で神経も圧迫されるのでいろんなところがしびれた
に目が行くのです。
「もう“年“やんか！」
・・医者になってからそんなことを言う先輩の医者を軽蔑してい
り痛くなったり・・
「こないだ全身調べてなんもないっていわれたけど、なんでこ
たのですが、私も年をとってわかってきました・・やっぱり年は年・・完全な体に戻ることはできないので
んなに調子悪いんやろ？」とやっぱり自分の体の不調に目が行くのです。
「もう“年
す。今、平均寿命で男性 80
歳、女性 ・・医者になってからそんなことを言う先輩の医者を軽蔑していたの
87 歳。平均余命を考えても 85 歳から 90 歳ぐらいまで生きるので
“やんか！」
す。ところが健康寿命（健康上問題なく暮らせる年齢）は、堺市男性
69 歳、女性 71 歳ですからそこから
ですが、私も年をとってわかってきました・・やっぱり年は年・・完全な体に戻
20 年近く、なんらかの不調を抱えて生きることになるのです。皆さんの願いは最後まで元気でポックリ逝く
ることはできないのです。今、平均寿命で男性 80 歳、女性 87 歳。平均余命を
ＰＰＫ（ピンピンコロリ）
「75
ぐらいでころっといきたいわ～」と言われるのですが甘い！！悪いですがそ
考えても
85 歳から 90 歳ぐらいまで生きるのです。ところが健康寿命（健康上
う簡単には死ねません（笑！！）最後まで元気でいるためにはずいぶん努力が必要です。そして今はまだギ
問題なく暮らせる年齢）は堺市男性 69 歳女性 71 歳ですからそこから 20 年近
リギリ大丈夫ですが病院で死を迎えるのが本当に難しい時代が来ます。
「もうあかんってなったら病院で孫に
く、なんらかの不調を抱えて生きることになるのです。皆さんの願いは最後まで
囲まれて死なしてや！」そんなドラマみたいな場面は
10 年後は珍しくなるでしょう。いままで医療の方針
元気でぽっくり逝くＰＰＫ（ピンピンコロリ）
「75 ぐらいでころっといきたいわ
は厚生労働省が決めていましたが、今は財務省が舵を切り出しました。つまり”カネ“です。高齢者が増え
～」と言われるのですが甘い！！悪いですがそう簡単には死ねません笑！！最後
ていくと財政が持たない・・これからはどんどん医療費も介護にかかる費用も削減する方向で動いていく。
まで元気でいるためにはずいぶん努力が必要です。そして今はまだギリギリ大丈
じゃあ 10 年後の医療や介護はどうなっているのか？私たちの最期はどうなるの？ということで
11/19
（土）
夫ですが病院で死を迎えるのが本当に難しい時代が来ます。
「もうあかんってなっ
午後 2 時よりウエスティで”10
年後の老いと死を考える“つどいを企画しました。医療の中で”死“はタ
たら病院で孫に囲まれて死なしてや！」そんなドラマみたいな場面は
10 年後は
ブー視されてきました。いままでの医療は”延命”のためにあったので“死”は敗北でしかなかったからで
珍しくなるでしょう。いままで医療の方針は厚生労働省が決めていましたが、今
す。でもこれからの時代、自分の老いと死を知って今から準備することは“よく生きる“ことだと思うので
は財務省が舵を切り出しました。つまり”カネ“です。高齢者が増えていくと財
す。皆いつかは必ず老いて必ず死ぬのですから、災害を予測して準備するのと同じようにあえて今、一緒に
政が持たない・・これからはどんどん医療費も介護にかかる費用も削減する方向
考えてみませんか？まだ余裕と思っている
60－70
で動いていく。じゃあ
10歳台の方、高齢の親をかかえる子供世代の方・・どなた
年後の医療や介護はどうなっているのか？私たちの最
でも結構です。チラシ作成中ですので申し込みはもう少しお待ちくださいね！
期はどうなるの？ということで 11/19（土）午後 2 時よりウエスティで”10 年
後の老いと死を考える“つどいを企画しました。医療の中で”死“はタブー視さ

【外来担当医一覧 ２０１６年１０月現在】
予約電話番号：０７２－２６０－１６０１
ていているからこその技術！解剖学がわかっていれば、人間が落馬で脱臼や怪我をしても簡単に治せること
れてきました。いままでの医療は”延命”のためにあったので“死”は敗北でし
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火
水
木
金
土
診察受付時間
ができるし、戦の時も食糧（=家畜）が自分で移動してくれるので長距離を移動しやすい。騎馬民族の強さの
かなかったからです。でもこれからの時代、自分の老いと死を知って今から準備
巽 することは“よく生きる“ことだと思うのです。皆いつかは必ず老いて必ず死ぬ
三谷
巽／三谷
巽
巽／三谷
三谷
午 前
一端はここにあるなと確信しました。たまたま軍隊から立ち退き命令があり引っ越しまで体験したのですが、
（9:00-11:00）
なんと彼らの持ち物の少ないこと！！それに比べて私のゴミの量の多さ！！飴の個包装の袋・ウエットティ
のですから、災害を予測して準備するのと同じようにあえて今、一緒に考えてみ
巽（訪問診療） 巽（予約） 巽（訪問診療）
巽（予約）
巽（予約）
午 後
ッシュの山・・・何の役にも立たない電池の切れた電化製品も白々しく見えました。彼らは水は川から、燃
ませんか？まだ余裕と思っている
60－70 歳台の方、高齢の親をかかえる子供世
三谷（訪問診療）
（14:00-16:00）
料は乾燥した牛糞、裸電球と
TV の充電はソーラーパネル、食糧は家畜と本当に捨てる物なく無駄が何もあ
代の方・・どなたでも結構です。チラシ作成中ですので申し込みはもう少しお待

三谷
三谷
三谷
夜 診
りません。自然からいただき、自然に返るものばかりです。そっくり真似ができないにしても、
“便利だから”
ちくださいね！国で、その騎馬民族の秘密を知りたくて遊牧民のホームステイを
（16:30-18:30）
と増えていく物の多さを反省しもっとシンプルな生活を心がけようと思いました
選びました。あのゲルという移動可能なテントに 4 泊。夏の主食は馬乳酒という
馬の乳を発酵させた微炭酸の飲料。ホスト家族の朝ご飯はこれだけでした。2･3％

