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まさに猛暑というに相応しい気候の八月を迎えました。近畿地方では、各地で高温注意報が出ています。
水平暮らし（身体を横にすることです）を軸に、どう暑さに慣れるか？ですね。無理したらあかん！
この時期「たまりませんね、この暑さ！」
「今年の夏は今まで以上
に厳しいですわ。」が挨拶になってます。ミタクリでも、先月から恒
例のお茶「和中飲（わちゅういん）
」を冷たくしてお出ししています。
暑気払いにぴったり、ご賞味されましたか。ところで、皆さんは「ク
マゼミ予報」ご存じですか。クマゼミの幼虫は 13.9℃を超えると
土の中で成長します。春以降一日の平均気温が 13.9℃を超えた分
の値を足していき、その数が 958℃に近くなった日に地上に出てく
るせみが最も多くなるため音量がピークになる計算です（資料
NHK）
。「いま」がそのピーク、日中は午前 8 時半が MAX とか！
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．
藤坂先生の研修 無事終了！
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
１．診療日の変更をお知らせします（追加日程）
。
7 月 3 日から 15 日まで、堺市立総合医療セン
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
8 月 10 日（木曜日） 午前三谷外来（臨時・二診） ター二年目の研修医の藤坂友美先生に地域医療をミ
しこの花の下で歓声が上がっています。ゆっくりと花を眺めることがで
8 月 12 日（土曜日） 久保先生（代診）
タクリで学んでいただきました。とても熱心で、先
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
8 月１5 日（火）～18 日（金） 三谷 休診
生の周りには笑顔がたえませんでした。ご協力いた
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
9 月 1 日（金曜日） 巽 休診
だいた訪問看護ステーション「はるかぜ」の満薗さ
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
この期間は以下のようになります。よろしくお願いします。 ん・関西さん、第 2 包括支援センター澤村さん、あ
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。
14（月）
15（火）
16（水）
17（木）
18（金）
19（土）
りがとうございました。
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
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巽
巽
巽
巽
巽
三谷
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9 月は大腸ガン検診月間です
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
午後
巽
巽
訪診
巽
「便の検査」で大腸ガンの検査が簡単にできます。
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」
夜診
休診
巽
巽
65 歳以上の堺市在住の方は負担なしです。詳しく
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
は、受付までお問い合わせください。
【ミタクリ・漢方のはなし スパイス考から
①】
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
【ニュース】

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
幼い頃、カレーの日は家に近づくだけでそうとわかりました。
「お
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。
かあちゃん、今日はカレーやろ。やったあ！」自然と声が弾む。それ
ニューコンテストで優秀賞をとられたんです
はカレーのスパイスの香りが食欲をそそり、しあわせ感を引き出して
よ！）もしてみたり。さて先日、ストレスをためこ
いたんですね。スパイス、知ってるだけ挙げてみましょうか。ターメ
んだ主人在宅症候群の妻の立場を巡ってスタッフ同
リック、クミン、チリ、ニンニク、カルダモン、コリアンダー−、グ
士の会話。
ローブ、ペッパー、シナモン、ローリエ・・・いや、まだまだあるはず。ただ、数多くのスパイスを使ったカレ
ローブ、ペッパー、シナモン、ローリエ・・・いや、まだまだあるは
A「主人のこと、ATM（現金自動預け払い機）や
ーは、どこかぼんやりして、味にパンチが効いてないと思いました。スパイス同士が個性を打ち消し合うのでし
ず。ただ、数多くのスパイスを使ったカレーは、どこかぼんやりして、
と思えば腹立ちませんやん」
ょうか？私は漢方を診療の中心に据えていますが、これまで不思議に思ってきたことがあります。世界の三大伝
味にパンチが効いてないたように思った。スパイス同士が個性を打ち
B「えー！そんなんでええの？やっぱり話して、
統医学は、インドのアーユルヴェーダ、中国の医学（日本の漢方もここに入ります）
、それにギリシアからイスラ
消し合うのだろうか？であることは間違いありません。
」です。大観の
ここをこうして欲しいとかはっきり言うべきちゃう
ムに伝わったユナニ（イオニア）医学です。基本は草根木皮が治療の中心ですが、中国医学以外は単味、つまり
「無我」は、新進気鋭の頃に書いた意欲的な作品で、素朴な表情の中に
ん？」
一種類の薬草の効果効能が重視され、組み合わせはそれぞれの治療者の経験に委ねられました。これに対し中国
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されていまし
その時はどっちもおもしろいなと思って聞いてい
医学では単味の薬能も重視されてはいますが、治療はコンビネーション、つまり組み合わせて行います。
（続く）
た（あくまで私の主観です）。この 180 度異なる感情を、一見無表情に
ましたが、最近娘とカラオケにいって衝撃的な歌を
配合比率もほぼ決められている。また、スパイス的なものは生姜（ジンジャー）
、桂皮（シナモン）、蜀椒（蜀の
みえるこどものかおに表現されていることに感動し、しばらく佇んでし
聞きました。

【欣子先生の診察便り】
暑すぎる毎日ですね。外来ではぼつぼつ冷たいものの飲みすぎでお腹をこわ
したり食欲がなくなったといった方も増えてきました。高齢の方は、のどが乾
かないからと水分を取らなかったり、逆にクーラーの効いた部屋で一日中過ご
しているのに「家にいても熱中症になるから」とスポーツドリンクや経口補水
液を飲みすぎてむくんだり血圧が上がったりする方も。心配症でも困るし危機
感がなくても困るし本当に難しい季節です。できるだけ診察の時にその人その
人にあったアドバイスをしますので微調整して乗り切っていきましょう。
人にあったアドバイスをしますので微調整して乗り切っていきましょう。
さて、先日民生委員の方の話を聞く機会がありました。昔は地元の名士で名誉職、生活保護の申請の
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
ときにお願いするぐらい・・と思っていた方も多いかもしれませんが、いまはボランティアで高齢者や
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
障害をお持ちの方への支援が必要なとき、子育てや介護での心配ごとや不安といった困りごとの相談に
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
乗り、行政などにつなげるパイプ役になってくださっています。
（守秘義務があり、相談した方の秘密は
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
守られます。）特に独居世帯や認知症で徘徊などちょっとした見守り・・とこれからの超高齢化社会には
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
欠かせない役割ですが、私たち医療職とはつながりがないのが実情です。うちのクリニックの医療事務
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
の辻坂が民生委員ですので、話を聞いておおよそのことは知ることができますが、そうでもなければ活
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
動について知ることができません。なんと、鳳校区では小学生対象の認知症講座をもうすでに数年前か
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
ら毎年行っていたり、地域ケア会議といって地域の介護関係者と顔の見える連携が始まっていることも
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、
初めて知りました。認知症に対して理解のある子どもたちが毎年育っていけば、認知症に理解のある優
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
しい地域になっていくことは間違いないですので、本当に重要な活動をされているのですね。認知症に
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
なっても住みやすい町づくり・・といっても多くのシニアは「認知症にはなりたくないねん！」といい
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
ます。そのメッセージをキャッチして、先月地域研修に来られた堺市立総合医療センターの藤坂先生は
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
「研修医から見た認知症予防」という題でちぐさのもりで発表してくれました（笑！）来年冬の在宅ケ
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
アを考える会のテーマも「認知症」に決まりましたが、みなさんの関心事は何ですか？認知症予防？治
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
療？症状への対応？在宅での介護、施設入所？私たちには力強い介護福祉のメンバーがつながっていま
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
すし、今回民生委員さんともつながりましたし（笑）
、皆さんの「知りたいこと」に答える会にしていき
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
たいと思います。ぜひぜひご要望をお待ちしています。
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）
あ、それからもうすぐ発表しますが、9
月にミタクリにうれしい変化があります！！こちらもお楽し
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
みに！！

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、
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
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診察受付時間
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（16:30-18:30）

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。
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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
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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）

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・
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画像検査です。しっかりと自分の身体を客観的にみていきましょう。病魔は抜き足、
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。
ＣＴ所見では、胆のうは 2 倍以上に腫れ上がってました。すっかり観念して、外
科の戸口先生の指示通りにその日のうちに手術（腹腔鏡による）を受けました。胆

