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7 月（文月）を迎え、梅雨が本格化しています。台風が通過しましたが、一層不快指数は上がっていま
すね。一方、夏祭りが各地で始まりました。さあ、楽しいことを考えて、笑顔で過ごしましょう。
わることなく、よろしくお願いします
七月といえば七夕です。商店街でも準備に余念がありません。牽

牛（けんぎゅう・わし座のアルタイル）
・織女（しょくじょ・こと座
のベガ）の中国の旧い伝説と日本古来の農耕儀礼が結びついた祭祀
で、６日の夜に短冊をつけた笹竹を軒下に飾り、７日の朝に川に流
します（今は流せないところが多いです）。あと忘れてはならないの
がそうめんです。後醍醐天皇の時代の宮中の七夕の儀式で、
「索餅（さ
くべい＝熱病を流行らせる霊鬼神が子供時代の好物で祟りを沈め
る）」を供えたという記述があります。
寒暖の差が大きく、体調管理に苦労した
3 月が過ぎ、穏やかな 4 月を
２．骨そしょう症の検査の日程
迎えました。せっかく満開を迎えた桜の花が、月曜日（4
日）の雨で散
7 月は 25 日、9 月は１９日（いずれも火曜日

【ニュース】
１．診療日の変更をお知らせします。

ってしまうのでは？と心配されましたが、
大丈夫でした。今日もそこか
７月の休診の予定はありません。8 月は・・
午前）です。第 3 火曜日のことが多いのですが、７
ゆっくりと花を眺めることがで
8 月１5 日（火）～18 日（金） 三谷 しこの花の下で歓声が上がっています。
休診
月は第 4 です。前回の検査から
4 ヶ月間が空いてい
きるのは何年ぶりかなあ。
日本は四季の移ろいが特徴ですので、気温や
同期間は以下のようになります。よろしくお願いします。
れば再度受ける事が出来ますよ。
気圧の変化による体調の変調に悩まされることが多いようです。しか
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３．糖尿病の足ケア（フットケア）今月も月間で
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し、うつくしい景色に出会いますと、
しみじみとした情感に浸ることが
巽
三谷
す。
できます。進学、就職それぞれの門出、しっかり歩んでいきましょう。
巽
この時期は、糖尿病の方にとってミズムシの出
月を迎えました。毎年のことですが、1
月、2 月と寒い季節を耐え、さ
巽
やすい季節です。恒例のフットケア、ストッキング

巽

山本宣治のこと】

あこれから暖かくなるなあという雰囲気ですが、
実は、気温はゆっくり
は脱いで、素足になりやすい格好でお越しください。
と上がっていくのではなく、厳しい寒暖の差を経ながら「そういえば春」

という感じになっていくんですね。今日は
3 月 11 日、東日本大震災
先日の国会で、
特定秘密保護法（いわゆる共謀罪法案）
が通過しました。
から 5 年です。個人の防災対策を見直し、原子力の問題を改めて考え
内容は「組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、資金の調達や犯行現場の
る日ですね。今年の桜の開花予想は
23 日〜25 日。縮んでいたこころ
下見などといった準備行為を行った場合に処罰する」ですが、野党は「一
4 月スタート・・目を見開いて監視しましょう
を、そろそろ開放してゆきましょう。
般人が対象になり得る」
「警察などの捜査権限が拡大し、公権力による監
ニューコンテストで優秀賞をとられたんです

視が強まる」と反対しています（朝日新聞より）
。この法案、拡大解釈は
よ！）もしてみたり。さて先日、ストレスをためこ
自由ですから国家権力の機能強化のための法案であることは間違いあり
んだ主人在宅症候群の妻の立場を巡ってスタッフ同
ません。」です。大観の「無我」は、新進気鋭の頃に書いた意欲的な作品で、
ません。私は、高校一年の時に中之島の公会堂で上映され、友人と行った「山本宣治」のことを思い出します。
士の会話。
素朴な表情の中にひとのかなしみ・よろこびという真逆の感情がそこに表現
山本宣治は、戦前の労働農民党の議員で治安維持法に反対、
その意見を国会で述べようとするも強行採決により
A「主人のこと、ATM（現金自動預け払い機）や
されていました（あくまで私の主観です）
。この 180 度異なる感情を、一見
機会を得られず、その夜暗殺されました。もともとは生物学者であり、多産と貧困の解消に力を注いだアメリカ
と思えば腹立ちませんやん」
無表情にみえるこどものかおに表現されていることに感動し、しばらく佇ん
の女性社会運動家のサンガー（Margaret
Sanger）夫人の通訳を務め、産児制限に力を注いだ人物です。アマ
B「えー！そんなんでええの？やっぱり話して、
でしまいました。書や画は、歳月を経て改めてみてみると、全く違った印象
リリスの曲を聴き「私も夜になると皆さんと同じ事をしていますよ。
」とにこっと笑った宣治の表情が忘れられ
ここをこうして欲しいとかはっきり言うべきちゃう
で受けとめられますね。大観堂には、中国古代における想像上の神山である
ません。時代が違うという意見もありますが、政府にとって都合の悪いことをまっすぐに述べることを「テロ」
ん？」
「蓬莱山」がありました。東方の彼方にあり、仙人が不老不死の薬をつくり、
とみなせるわけです。捕まった犯人は「共産主義者を殺すのだから、もちろん無罪で、十万円もらえる」と誰か
その時はどっちもおもしろいなと思って聞いてい
宮殿は金玉の贅が尽くされ、
神仙思想の原型となっていますが、徐福伝説（秦
に吹き込まれたそうですが、真相は現在でも明らかにされていません。今回の法案成立もある意味「強行採決」
ましたが、最近娘とカラオケにいって衝撃的な歌を
の始皇帝が不老不死の薬をもってくるように命じたお話です）と相俟って、
でしたから、何でも政府の思い通りの時代にむかうのではと危惧しています。
聞きました。
興味深かったです。グで 曲名“トリセツ”
14 年連続日本一（2003～2016）に選ばれ、海
・・♪この度は こんな私を選ん

【欣子先生の診察便り】
ムシムシした日が続きます。この時期になると血糖値の上りはアイスクリー
ムや飲料水が多いかも。熱中症予防だからとポカリスエットを 500 ミリリット
ル飲みますと、角砂糖８個分入っているのですよ！毎年秋には飲料水の飲みす
ぎで糖尿病発症・・という方が必ずいます。小中学生でもあり得ますので夏は
飲みすぎにはくれぐれも注意が必要です。
さて、今年堺市立総合医療センターの 2 年目の研修医の先生が 3 人、ミタク
リに 2 週間、診療所研修に来られることになりました。一人目は藤坂先生で
7 月 3 日から 2 週間です。
リに 2 週間、診療所研修に来られることになりました。一人目は藤坂先生で
7/3
クリニックやちぐさのもり研修、そして訪問診療同行や訪問看護ステーションなど患者さんのお家や地
から 2 週間です。
域の介護福祉の現場・三谷先生同行で学校医や産業医体験も盛り込んで、病院ではわかりづらい地域の
暮らしを見てもらえたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
い出発になるのでしたら・・応援させていただこうと思います。普通のおなか
私も医者になって 20 年を過ぎると研修医の頃の記憶も随分薄いのですが、
今と違ってまだのどかな時
のかぜ、もしくは食中毒は頭においてました。しかし、2
日には 0.2 以下だったＣ
代でした。糖尿病で入院しても、ゆっくりと全身の精査をして、胃がんや狭心症が見つかってついでに
ＲＰが 4 日には何と 26.65 に跳ね上がってる！観念して耳原総合病院救急外来受診
治療、入院期間 1 か月くらいはざらでした。そして退院時には、どんな生活しているのか患者さんのお
となったわけです。自覚症状だけでは当てになりません。
「なんで私に胆石が」で
家を見に行くこともでき、自分のした医療内容が退院後の患者さんの暮らしとマッチしていたのか問題
はどこでチェックを入れておけば良かったのか？何よりも食生活の問診が第一で
がなかったのか振り返る時間がありました。しかし時を経て、随分病院のしくみが変わってきたのです。
す。脂ものが好きな方（フライ・天ぷら・ロースのお肉など）
、要注意です。次に
治療が必要になった時に入院する急性期病院（みなさんの多くが急病になったときに入院する病院で
お酒の好きな方、1 日飲めばそのあと最低 2 日間は飲まない、が原則ですが、これ
す）、それ以外に積極的な治療はほとんどしないけど長期間入院させてくれる療養型病院、脳梗塞後など
ができてない方、さらに夕食の時間が 8 時を回る方、このいずれかに当てはまる方
期間をきめて積極的にリハビリをおこなう回復期リハ病床などなど、病院（病棟）自体が目的も入院期
は「胆石の有無」をチェックしましょう。腹部エコー検査で簡単にできます。現在、
間も費用も違ういくつかの種類に分けられています。今は急性期病院はＤＰＣ（包括医療費支払い）制
金曜日の 9 時～10 時を定期の検査時間にしていますが、4 月以降は、朝食抜きで来
度というものがあり、Ａという病気で入院したなら○○日間で退院させないと病院の収入が減るという
られたら、いつでも胆石をチェックするようにしています。次に、食事のスピード
システムになっていて、病院の先生はベッドを回転させることに必死になっている現状があるのです。
の速い方も気をつける必要がありますね。食生活のことは、理屈では分かっていて
よく皆さんが文句を言う「お父ちゃん入院してんけど、あっという間に退院するか次の病院探してくだ
もなかなか実行できないようです。胆石があると分かっているのといないのとで
さいと追い出しよるねん」というあれです。急性期病院は病気を治療するところ。ましてや積極的な治
は、いざというときの対策が大きく変わってきます。つぎに、日常の生活を見直し
療はいらないけど最期亡くなるまでみてほしい、なんてことはできなくなっています。また、
「療養型病
てみましょう。特に「自分は丈夫、何でもまかせとき！」という方へ・・1
日に複
院に転院してから看護師さんもなかなか来てくれへん」と言われますが、看護師さんの数も少なく定め
数の予定をつめこんでいませんか？手帳の予定がびっしり埋まってませんか？遠
られていて、急性期病院ほどの手はかけられないのです。病院が勝手に決めているのではなく国が決め
距離をものともせず、日本（あるいは世界）を飛び回ってませんか？床に就く時間
たしくみです。こういった機会に病院の若い研修医が来てくれて地域のニーズや暮らしの実態を知り、
が 12 時を回ってませんか？漢方の五臓の考え方でも、
「過労は「肝」を傷（やぶ）
私たちが病院の仕組みを知ることで相互理解ができれば、お互いのトラブルやストレスが減るなあと感
り」とあり、徐々に身体をむしばんでいきます。こういった生活をしていると、自
じています。今年は 3 人の研修医の先生が来られますので、患者の立場からいろいろと優しく（笑）教
覚症状が出にくくなっています。私の場合、昨年一年間で 9kg 体重を落としたので、
えてあげてくださいね。臓器の癒着が改善して腹腔鏡の手術ができました。もっとも、術後も脂抜きの食事

【外来担当医一覧

とノンアルコールの生活でさらに 3～4kg 減ってます。でも、思ったよりも色んな

２０１7 年 7 月現在】

診察受付時間
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予約電話番号：０７２－２６０－１６０１

ものが食べれます。私も！と思われる方、中西栄養士に一度御相談ください。
「え
火
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土
っ、もうないの？なんぼでも食べれるんやけど・・」猛反省です。そう、身体のサ
三谷
巽／三谷
巽
巽／三谷
三谷
インに耳を傾けないとえらいことになってしまうという教訓です。
「すぐしんどく

なるのもつらいよ」の声が聞こえます。いわゆる虚証の方が良くおっしゃいますね。
巽（予約） 巽（訪問診療） 巽（予約） 巽（訪問診療）
巽（予約）
でも、短期間で「疲れ知らず」が「すぐしんどくなる」に変化したことは、大きな
三谷（訪問診療）

夜 診

学びとなりました。さあ、食生活、日常の生活のチェックが終わったら、血液検査・
三谷しっかりと自分の身体を客観的にみていきましょう。
三谷
三谷 病魔は抜き足、
画像検査です。

（16:30-18:30）

差し足、忍び足で近寄ってきます。そのスピードがゆっくりであれば自覚症状は出
にくくなっています。身体の気づきを大切に、いろいろと御相談下さいね。

