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みどりの季節、5 月です。年度変わりで行事などが多かった４月の疲れは残っていませんか。どうも、
気温・気圧の変化が大きくて、体調を崩しやすいですが、着るものを工夫して元気に乗り切りましょう。
今年は申（さる）年、軽快な身のこなしでどこにでもさっと移動、を心がけたいと思います。本年も変
さあ、五月を迎えました。GW、皆さんも計画いろいろ立てておられることでしょう。
わることなく、よろしくお願いします
ただ例年ですが天候は不安定、クリニックでも先月末から気温の乱高下で体調を崩す
方が多かったですね。そうはいっても、何日かはカラッと晴れて欲しいです。それっ
て「五月晴れ（さつきばれ）」？いえ、その表現、本来は旧暦の五月、新暦では梅雨の
合間の晴れ間を指しますが、もはや誤用が定着してしまいました。一方、五月雨（さ
みだれ）は、現在も梅雨を指すことばとして理解されています。日本語、難しいなあ。
２．骨そしょう症の検査の日程
っかく満開を迎えた桜の花が、月曜日（4 日）の雨で散ってしまうのでは？と心配さ
5 月は 15 日（火曜日）午前 です。前回から 4 ヶ月、間
１．診療日の変更をお知らせします。
れましたが、大丈夫でした。今日もそこかしこの花の下で歓声が上がっています。ゆ
が空いていれば再度受ける事が出来ますよ。
今月の診療日の変更はありません。
っくりと花を眺める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
３．長谷川式検査を気軽に受けることが出来ます
6 月 8 日（金曜日）夜診のみ休診
すので、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です。しか
皆さんの中で物忘れに悩んでる方（ご家族の方でも）おら
6 月 9 日（土曜日） 休 診
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できます。進
れませんか。この検査は、記憶力などのチェックが簡単に
日本東洋医学会出席のため 代診はありません
学、就職それぞれの門出、しっかり歩んでいきましょう。
できます。窓口・診察室でお尋ねくださいね。
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、さあこれから暖

【ニュース】

【ミタクリ漢方講座
大宇宙･自然
社 会
職 場
地
域
がっこう
家族・友人

漢方診療の実際】

かくなるなあという雰囲気ですが、実は、気温はゆっくりと上がっていくのではなく、
私たちは日々病人さんと向き合い、東西両医学を駆使して方針を立てています。
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
診察が始まります。「べろを出して下さいね。べーっ！はい、結構ですよ。」ほん
は 3 月 11 日、東日本大震災から 5 年です。個人の防災対策を見直し、原子力の問題
の数秒ですが得られる情報量は豊富です。舌は訴えかけています。毎日のつらさ、
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。縮んでいたこころ
B「えー！そんなんでええの？やっぱり話して、ここを
しんどさ、それを理解してもらえない悔しさ、先生何とかして下さい、こちらま
を、そろそろ開放してゆきましょう。
こうして欲しいとかはっきり言うべきちゃうん？」
でつらくなることもあります。漢方医学は「証（しょう）
」に随って診断し治療方

その時はどっちもおもしろいなと思って聞いていまし
針を決めていきます。紅舌・茸状乳頭のうっ滞・地図状の苔と揃えば柴胡剤、厚
たが、最近娘とカラオケにいって衝撃的な歌を聞きまし
みのある舌（水毒）に厚い苔がのっていれば六君子湯、亀裂舌には気虚対策、そ

た。 逆湯類と一定のルールはあります。しかし、色と形だ
して鏡面舌には人参もしくは四
して鏡面舌には人参もしくは四逆湯類と一定のルールはあります。しかし、色と形だけの分析で「証」に到達で
曲名“トリセツ”・・♪この度は こんな私を選んでく
けの分析で「証」に到達できるのでしょうか。漢方医を目指して日々努力していた時、
きるのでしょうか。漢方医を目指して日々努力していた時、指導医の診察に陪席するたびに「なんで病人さんの
れてどうもありがとう ご使用の前にこの取扱説明書を
指導医の診察に陪席するたびに「なんで病人さんのことそこまでわかるんやろう。
」と
ことが、そこまでわかるんやろう。
」と感動しました。神経内科の研修で脳波や
MRI をみて指導される先生の系
よく読んで ずっと正しく優しく扱ってね
一点物につ
感動しました。神経内科の研修で脳波や
MRI をみて指導される先生の系統的な診断技
統的な診断技術に驚いたように・・・その中で東西両医学の違いを理解できました。変化するひとを一時的に静
き返品交換は受け付けません ご了承ください
術に驚いたように・・・その中で東西両医学の違いを理解できました。変化するひと
止させて捉えるのが「病名・診断」ですが、変化を変化としてまるごと捉えるのが「証」なのですね。診察室で
「急に不機嫌になることがあります」
「定期的に誉める
を一時的に静止させて捉えるのが「病名・診断」ですが、変化を変化としてまるごと
は患者さんと私は基本的には一対一です（家族に入っていただくことも多いですが）
。まず「その人の身体」の
と長持ちします」
「爪がキレイとか
小さな変化にも気づい
捉えるのが「証」なのですね。
鴎は、茶湯に「わび」
「さび」という歌道の理念
中で何が起こっているのかを考えるのが生物学的な視点です。主病名を考え、鑑別診断をできるだけ挙げ、多種
てあげましょう」
「みる理想の人物表現
でも太ったとか 余計なことは気付かな
を入れ、四畳半の茶室を完成します。
HUMAN —ヒュー
多様な検査を行った上で病名・診断を絞り込んで治療方針を立てます。一方「検査ではどこも悪くないのに不調」
くていい」
「ずっと大切にしてね 永久保証の私だから」
・・
マン—」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、素朴な表
という方に対しては、それだけでは不十分ですね。
漢方医学に目が向けられたポイントの一つはここにあります。
♪
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されていました（あ
しかし漢方薬を単に「くすり」と考える立場では「安全性の高い薬効」で難治とされた病人さんが元気にはなり
くまで私の主観です）
。このこんな歌詞ですよ！！自分の取扱説明書を可愛らしい
180 度異なる感情を、一見無表情にみえるこどものかお
ません。図を見てください。タマネギの芯の部分が病人さんです。病人さんには家族・友人がいる、職場（学校）
アイドルが歌っています・・これですよ！これ！昔さだま
に表現されていることに感動し、しばらく佇んでしまいました。書や画は、歳月を経
の中で生活しておられる。地域との関わり、社会の影響抜きには考えられない、四季の変化も・・・舌を診なが

さしの関白宣言という歌がありましたがその反対！！で
て改めてみてみると、全く違った印象で受けとめられますね。大観堂には、中国古代
ら考えること・受けとめるのはそういうことですね。漢方医学には、
「ひとを社会的な存在とみる」優れた視点
もこれいいなと思いました。（いらんこと教えるなと言う
における想像上の神山である「蓬莱山」がありました。東方の彼方にあり、仙人が不
があります。ひとりの病人さんに対し、治療の守備範囲をどこまで拡げて考えるかを確認しながら向き合うこと
男性の声も聞こえますが） ご主人が定年ならば奥さんも
老不死の薬をつくり、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、
で、その本領が発揮されていきます。
「漢方薬をのむこと」だけが漢方治療ではないんですね。
主婦業はいったん定年。二人で“トリセツ”を交わしてリ
徐福伝説（秦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
によって、茶器を結構高く売りつける、堺商人の面目が十分に表われています。茶湯は、富裕な堺に始まったわ
セットしてみてはどうでしょう？？そこから「朝ご飯は作

【ヤギの由無し事（よしなしごと）】
２回目登場の米本千春です。自己紹介はミタクリ通信 2017 年 9
月号に載せていただいていますので、よろしければご覧ください。
実は４月から常勤となりました。皆さま、より一層よろしくお願い
します。三谷先生からミタクリ通信連載の指令をいただきましたの
で、“ヤギの由無し事”と名付けました。
ヤギの由来は、何でしょう？ ３つあります。（答えは最後に）
最近…だいぶ昔…に『徒然草（つれづれぐさ）』を習った覚えのあ
る方もいらっしゃると思います。鎌倉時代に吉田兼好がまとめた随
筆です。冒頭は、
『つれづれなるままに、日くらし硯（すずり）にむ
かひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれ
ば、あやしうこそものぐるほしけれ。』なのですが、この中で『つれ
づれなるままに』と『よしなしごと』だけが頭に残っていました。
然の閉店は悲しいものでした。でもこれから新しい出発になるのでした

・つれづれなるままに → することもなく手持ちぶさたなのにまかせて
ら・・応援させていただこうと思います。 普通のおなかのかぜ、もしくは
・よしなしごと → 心に浮かんでは消えてゆくたわいもないこと
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ＣＲＰが 4 日に
だそうです。ミタクリ通信には、ふと思いついたことを書きたいなと思った時に、
『よしなしごと』
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となっ
が思い浮かびました。
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」では
というわけで、由無し事（よしなしごと）と名付けました。
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
最近は年に数回山歩きを企画しています。先日、ツツジを見に大和葛城山を登ってきました。山
です。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。
一面に広がる一目百万本のツツジは見ごたえがあるんです。今年は冬が終わるとすぐに暑くなりま
次にお酒の好きな方、1 日飲めばそのあと最低 2 日間は飲まない、が原則で
したよね。そのため、ツツジの開花は去年より１週間くらい早くて、連休中に見頃となりました。
すが、これができてない方、さらに夕食の時間が 8 時を回る方、このいずれ
去年の台風 21 号で登山道がしばらく通行止めとなっていましたが、地元の方が頑張ってくださっ
かに当てはまる方は「胆石の有無」をチェックしましょう。腹部エコー検査
たお陰で、無事開通しました。山頂で（少しだけ）飲むビールは格別です。ロープウェイでも登れ
で簡単にできます。現在、金曜日の 9 時～10 時を定期の検査時間にしていま
ますので、お子さんや脚（体力）に自信のない方も行ってみてください。一面ススキの秋もお勧め
すが、4 月以降は、朝食抜きで来られたら、いつでも胆石をチェックするよう
です。皆さんで、山歩きをされる方がいらっしゃったら、ぜひお勧めの場所を教えてくださいね。
にしています。次に、食事のスピードの速い方も気をつける必要があります
最後に、ヤギの由来を。１．やぎ座です
２．ヤギに似ていると言われたことがあります ３．
ね。食生活のことは、理屈では分かっていてもなかなか実行できないようで
ヤギの鳴きまねができます ≪一番の理由≫
天王寺動物園のヤギ舎の前で鳴きまねをしたら、ヤ
す。胆石があると分かっているのといないのとでは、いざというときの対策
ギ達が一斉に寄ってきてちょっと怖かったです。ちょうど隣にいた子どもさんがびっくりしていて
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ましょう。特に
恥ずかしかったです。ちなみに、ヒツジ舎の前でもヒツジ達が寄ってきました。機会がありました
「自分は丈夫、何でもまかせとき！」という方へ・・1 日に複数の予定をつめ
ら皆さまにご披露いたしましょうか（笑）
。
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？遠距離をもの
ールなしの時にも同じ速さで歩けるようになるのが不思議です。スーパーに買い物に寄りたいとき
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
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にポールをもっていると不便なので通勤には使いませんが、体がポール歩きの歩き方を習得してしまいまし
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）
月
火
水
木
金
土
診察受付時間
たよ（笑）。皆さんもぜひ！一人で不安な方は、毎月第３土曜日に「ちぐさのもり」男会主催でポールウオー
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
巽
三 谷
巽／三谷
巽
巽／三谷
三 谷
午 前
キングの会があります。事前に申し込めばポールの貸し出しもありますので一度体験してください。そして
と、自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
（9:00-11:00）
米 本
4/16 には大仙公園でのさかいＤＭウオークに初参加です。もう今年は申し込みは終了しました。来年は早め
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、
巽（訪問診療）
巽（訪問診療）
巽（予約）
巽（予約）
巽（予約）
午 後
にお知らせしますのでミタクリから大人数で参加しましょうね！
3～4kg 減ってます。で
三谷（訪問診療）
（14:00-16:00） 米本（訪問診療） 術後も脂抜きの食事とノンアルコールの生活でさらに

夜 診
（16:30-18:30）

も、思ったよりも色んなものが食べれます。私も！と思われる方、中西栄養
三 谷
三 谷
三 谷
士に一度御相談ください。「えっ、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

