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猛威を振るった夏でしたが、朝夕がめっきり（まだ油断は出来ませんが）涼しくなり、皆さんホッと一
息・・でも夏の疲れが出てくるのはこれからですよ。今月は、米本先生ようこそ号です。乞うご期待！
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
つい先日までクマゼミの合唱が賑やかでしたが、今は静かにア
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！
ブラゼミやツクツクボウシの声が聞こえています。そういえば、
ツクツクボウシが鳴き出すと夏の宿題の追い込みでしたね。日が
おち耳を澄ませばコオロギのこえ「ツズレサセ、キヌサセ」聞こ
えませんか?漢字で書くと「綴れ刺せ、絹刺せ」、そろそろ冬着の
縫い物をする季節といわれました。帰り道、ふと立ち止まって聞
き入ってます。静かな気持ちになれますね。秋です。いまや夏の
風物詩、和中飲（わちゅういん）いつまでにしましょうか？
そこか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

【ニュース】

ことがで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
3． 骨そしょう症の検査の日程

１．診療日の変更をお知らせします。

で、気温や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
9 月の実施日は１２日（火曜日）午前

9 月 29 日（金曜日） 巽 休診

です。しかし、うつくしい景色に出会いますと、しみじみとした情感
11 月の実施日は２1 日（火曜日）午前です。前回

よろしくお願いします。

に浸ることができます。進学、就職それぞれの門出、しっかり歩んで
の検査から 4 ヶ月経過していれば受ける事ができま
2．9 月 11 日より新しく、米本千春医師が来られます。
いきましょう。す。お待ちしています。
堺市立総合医療センターのＯＢで、人脈も豊富です。
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、
ミタクリ 10 年目にして、待望の新人医師が来られること
さ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
4． 9 月は大腸ガン検診月間です
になりました。この 3 月まで、在宅中心の仕事をしておられ
くり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
「便の検査」で大腸ガンの検査が簡単にできます。
ましたが、ミタクリでは、外来診療・訪問診療・検査などオ
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
65 歳以上の堺市在住の方は、負担なしで受けること
ールマイティな活躍を期待しています。
（裏面をご覧下さい）
日本大震災からが出来ます。
5 年です。個人の防災対策を見直し、原子力の問題
ご希望の方に容器をお渡ししています。

【ミタクリ・漢方のはなし

スパイス考

を改めて考える日ですね。今年の桜の開花予想は
23 日〜25 日。縮
詳しくは、受付までお問い合わせください。

②】

んでいたこころを、そろそろ開放してゆきましょう。

組み合わせのルールは、神農本草経（しんのうほんぞうきょう）に書か
れています。スパイス的なものは生姜（ジンジャー）、桂皮（シナモン）、
蜀椒（蜀の国のサンショウ）、茴香（ういきょう＝フェンネル）、陳皮（温
んだ主人在宅症候群の妻の立場を巡ってスタッフ同
州ミカンの皮）、紫蘇（シソ）葉など、それほど数は多くありません。食
士の会話。
養の場でのスパイスの使われ方が単味の個性を活かす歴史だったからだ
A「主人のこと、ATM（現金自動預け払い機）や
ったろうか？今回、依頼を受けた泉井くんと、この話題で盛り上がった。
ったからでしょうか？前回「種類を多くすれば味に個性がなくなる」と書きましたが、漢方薬も配合されてい
と思えば腹立ちませんやん」
カレー専門家にとって、
スパイスのコンビネーションはカギだけど、とて
る生薬の数が増えるほど複雑な慢性疾患に役立てることは出来ますが、今すぐこう効かせたい場面では作用が
B「えー！そんなんでええの？やっぱり話して、
も難しいのだろう。先に、
種類を多くすればするほど味に個性がなくなる、
弱い・・ピシッと効かすには薬味の少ない処方がいいわけです。何となく似てませんか。医食同源という考え
ここをこうして欲しいとかはっきり言うべきちゃう
と書かせていただいたが、
漢方薬も配合された生薬の数が増えるほど慢性
方は広く知られていますね。気温の高い環境で、スパイスのきいたカレーを食べると、大量の発汗によって体
ん？」
疾患のような複雑な病態に役立てることは出来るが、
今ここでこう効かせ
温を下げ、内にこもった熱を発散させます。そこで提案！薬草としての役割が異なる歴史をもつ、スパイスと
その時はどっちもおもしろいなと思って聞いてい
たい場面では使えない。
似てないだろうか。ローブ、ペッパー、シナモン、
漢方の世界をつなぐ「味」をぜひ工夫していただけませんか。魚肉の毒を消す紫蘇葉などを料理に積極的に取
ましたが、最近娘とカラオケにいって衝撃的な歌を
り入れていただければ、それだけで穏やかに「気をめぐらす」働きが期待できると考えています。薬膳ですね。
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
聞きました。 味にパンチが効いてないたように思っ
たカレーは、どこかぼんやりして、
曲名“トリセツ”
・・♪この度は こんな私を選ん
た。スパイス同士が個性を打ち消し合うのだろうか？であることは間違い

【9 月

米本

千春先生が来られます。自己紹介をどうぞ！】
医師の米本千春（よねもとちはる）です。堺（東
区）の生まれ育ちで、会社勤めをしてからこの道に
進みました。市立堺病院（安井町にあった時で、今
は堺市立総合医療センターです）で初期研修を受け
た後、呼吸器内科、総合診療科、緩和ケア科、診療

所（訪問診療など）で勤務しました。ご自宅で過ご
される患者さんの姿に初めて触れた時、ご自宅を訪問する仕事はいいなと思いました。そのお陰で今があり
される患者さんの姿に初めて触れた時、ご自宅を訪
ます。病院と違って、ご自宅では皆さんの笑顔が輝いているのです。
問する仕事はいいなと思いました。そのお陰で今が
今は体が重くて動けなくなりましたが、合気道弐段の黒帯です。残念ながら痴漢を取り押さえたことはあ
あります。病院と違って、ご自宅では皆さんの笑顔
りません。
（実は、全速力で走って追いかけたことはあります。
）また、社会人になってから山歩きをしてい
が輝いているのです。
ます。北海道・本州・四国・九州でそれぞれ一番高い山には登りました。最近は金剛山の樹氷登山、大和葛
今は体が重くて動けなくなりましたが、合気道弐
城山のツツジ登山を企画し、ワイワイ楽しく登っています。
段の黒帯です。残念ながら痴漢を取り押さえたこと
この度、三谷先生、巽先生のお人柄に触れ、一緒に仕事をさせていただけることをうれしく思います。こ
はありません。
（実は、全速力で走って追いかけたこ
の地域、地元の堺が笑顔で一杯になるお手伝いができればと思っています。皆さんといろいろお話しできる
とはあります。） また、社会人になってから山歩き
のを楽しみにしています。よろしくお願いします。

をしています。北海道・本州・四国・九州でそれぞ
れ一番高い山には登りました。最近は金剛山の樹氷
登山、大和葛城山のツツジ登山を企画し、ワイワイ

【欣子先生の診察室便り】

楽しく登っています。

この度、三谷先生、巽先生のお人柄に触れ、一緒
8 月末から雑草の花粉症、冷たいものを食べすぎて体がだるいという方、皮膚
に仕事をさせていただけることをうれしく思いま
の乾燥・・外来で季節の変化を感じています。そして 9 月。米本先生が来てく
す。この地域、地元の堺が笑顔で一杯になるお手伝
ださることになり、ワクワクしています。昨年在宅ケアを考える会でたまたまお
いができればと思っています。皆さんといろいろお
会いし、大学の後輩だったことから話が弾んだのが最初です。その時にはまさか
話しできるのを楽しみにしています。よろしくお願
こんな展開になるとは思いもせず・・縁というのは本当に不思議なものです。今
いします。
までの経歴もユニークですし（長い長いお話、また語ってもらいましょう！！）
い出発になるのでしたら・・応援させていただこ
その分、医療に対する思いがよく似ていて一緒に仕事ができたら楽しいだろうなあと思っていました。単
うと思います。普通のおなかのかぜ、もしくは食中毒
に自分の医療ができればいいと思う医師が多い中、米本先生は診療所（在宅医療もふくめ）と病院、そし
は頭においてました。しかし、2 日には 0.2 以下だっ
て病院と病院など地域の医療機関、介護・福祉との連携がうまくいくことを模索されています。薬を使わ
たＣＲＰが 4 日には何と 26.65 に跳ね上がってる！観
ないで人を元気にする「ちぐさのもり」の活動をもつ当院としても、米本先生のお力を借りながら幅広い
念して耳原総合病院救急外来受診となったわけです。
目線で地域全体が元気になる取り組みをより進めていきたいと思っています。いろんな分野で研鑽をつま
自覚症状だけでは当てになりません。
「なんで私に胆石
れて安心してお任せできる先生ですので、たまには私から浮気をして（笑！）受診してみてくださいね！
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。次にお
が」ではどこでチェックを入れておけば良かったの
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、これが
か？何よりも食生活の問診が第一です。脂ものが好き
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は
【外来担当医一覧 ２０１7
年 9 月現在】
予約電話番号：０７２－２６０－１６０１
な方（フライ・天ぷら・ロースのお肉など）
、要注意で
月 「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、
火
水
木
金
土
診察受付時間
す。次にお酒の好きな方、1 日飲めばそのあと最低 2
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
巽／米本
三谷
巽／三谷
巽
巽／三谷
三谷
午 前
日間は飲まない、が原則ですが、これができてない方、
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
（9:00-11:00）
さらに夕食の時間が 8 時を回る方、このいずれかに当
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
巽（訪問診療）
巽（予約）
巽（予約） 巽（訪問診療）
巽（予約）
午 後
てはまる方は「胆石の有無」をチェックしましょう。
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ら毎年行って
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は、
米本（訪問診療）
三谷（訪問診療）
（14:00-16:00）
腹部エコー検査で簡単にできます。現在、金曜日の 9
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初めて知りまし
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てみ
三谷
三谷
三谷
夜 診
時～10 時を定期の検査時間にしていますが、4 月以降
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しい地域になって
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
日に複数の
（16:30-18:30）
は、朝食抜きで来られたら、いつでも胆石をチェック
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。認知症になっても住みやすい
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？遠距離を
するようにしています。次に、食事のスピードの速い
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！」といいます。そのメッセージ
ものともせず、日本（あるいは世界）を飛び回ってませんか？床に就く時間が 12 時

