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（台風実況 ９月４日午後４時）今、台風２１号が大阪を直撃し通過中です。すごい雨風、ミタクリも
停電で、全ての機能が停止しています。電話も通じません。明日５日の診療をどうするか検討中です。
久々に経験する近畿地方直撃の台風２１号、各地で大きな被害が出ています。このたび被
害に遭われた方々にこころよりお見舞い申し上げます。皆さん方のお宅は大丈夫でしょう
か。ミタクリも長時間の停電の影響で４日夜診・５日終日診療ができず、多くの患者さん
にご迷惑をおかけし、心からお詫びいたします。それにしても、私たちの生活がいかに電
気で支えられているか、思い知らされました。風力は想像以上で、一定の風速ならほんの
《気象庁 HP より》

立てておられる
【ニュース】

砂粒でもガラスが割れてしまうそうです。平穏な日常が戻ってくることを願っています。

３．長谷川式検査がいつでも受ける事が出来ます
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？と心配されま
ことでしょう。
た
１．診療日の変更をお知らせします。
物忘れに悩んでおられる方（ご家族の方でも）
、おられま
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。ゆっくりと
だ例年ですが天
今月の休診はありません。
せんか。この検査は、記憶力などのチェックが５分程度で
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すので、気温
候は不安定、
クリ
１０月４日（木曜日）
巽休診 米本通常通り
できます。遠慮なくお申し出くださいね。
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。しかし、うつくしい景
ニックでも先月
５日（金曜日）
・６日（土曜日）は、恒例の大鳥美波
4．日曜日に乳がん検査を受けられる医療施設
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。進学、就職それぞれの門
末から気温の乱
比（みはい）神社のだんじりでお休みとなります。
１０月第３日曜日に乳がん検査を受けられる JMS（ジャ
出、しっかり歩んでいきましょう。
高下で体調を崩
２．9 月は大腸がん検診月間です（再掲）
パン・マンモグラフィー・サンデー）のお知らせです。今年
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、さあこれから暖かく
す方が多かった
「便の検査」で大腸がんの検査が簡単にできます。 は１０月２１日がその日です。ただ、堺市に限れば、３病院
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、厳しい
ですね。
そうはい
65
歳以上の堺市在住の方は負担なしです。
詳しくは、 （清恵会病院・馬場記念病院・田仲北野田病院）だけです。
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
っても、何日かは
受付までお問い合わせくださいね。
ちょっと少ないですね。
日、東日本大震災から 5 年です。個人の防災対策を見直し、原子力の問題を改めて考える
カラッと晴れて
なりました。実施曜日は改めてご連絡させていただきま
【ミタクリ漢方のはなし日ですね。今年の桜の開花予想は
陀羅尼助（だらにすけ）のこと】
23 日〜25 日。縮んでいたこころを、そろそろ開放し
欲しいです。それ
す。これまで同様 4 ヶ月間あけていただくと再度検査が可
皆さんは、奈良県の陀羅尼助のことはご存じでしょうか。今回はその由来をご紹介
てゆきましょう。
って「五月晴れ
能です。よろしくお願いします。
します。白鳳年間（天武天皇の時代）に疫病が流行りました。策を講じてもなかなか
（ さ つ き ば
終息しなかったのですが、修験道（しゅげんどう）の開祖である役行者（えんのぎょ
れ）
」？いえ、そ
うじゃ）が大峰山（おおみねさん）に自生していたキハダ（黄柏）を陀羅尼経（だら
の表現、本来は旧
にきょう）を唱えながら煮詰め、これを「陀羅尼助」と名づけて人々に与えたところ、
暦の五月、新暦で
B「えー！そんなんでええの？やっぱり話して、ここを
その効果は絶大で多くの人命が救われました。薬草を煮つめて得られる少量のエキス
は梅雨の合間の
こうして欲しいとかはっきり言うべきちゃうん？」
成分を、お経の大切なカ所・陀羅尼経（ご真言）に見立てたのかもしれませんね。こ
晴れ間を指しま
その時はどっちもおもしろいなと思って聞いていまし
のお薬が「陀羅尼助丸」で、役行者がその後洞川（どろがわ）の村人に製法を伝授し、
すが、もはや誤用
たが、最近娘とカラオケにいって衝撃的な歌を聞きまし
江戸時代には和漢胃腸薬の妙薬として民衆の中に広まっていきました。現在ではキハ
が定着してしま
た。
ダの樹皮を大峯の寒水を用いて抽出した水製エキスにゲンノショウコ、ガジュツなど
いましたね。一
曲名“トリセツ”
・・♪この度は こんな私を選んでく
の整腸薬や芳香性健胃薬を配合・成丸し、乾燥させています。
の整腸薬や芳香性健胃薬を配合・成丸し、乾燥させています。
方、五月雨（さみ
れてどうもありがとう ご使用の前にこの取扱説明書を
しては東山（如意ケ嶽）の「大文字」がもっともよく知られていますが、そのほか
陀羅尼助にはいくつかのバリエーションがあります。少しみていきましょう。大峰山（天川村洞川）の銭谷
だれ）は、現在も
よく読んで ずっと正しく優しく扱ってね 一点物につ
に金閣寺大北山の「左大文字」、松ヶ崎西山（万灯籠山）
・東山（大黒天山）の「妙法」、
小角堂、吉野勝造商店、松谷清造本舗、花谷神変堂および当麻寺の陀羅尼助は、原典通りキハダにゲンノショ
梅雨を指すこと
き返品交換は受け付けません ご了承ください
西賀茂船山の「船形」
、そして嵯峨曼荼羅山の「鳥居形」があり、これらが、相前後し
ウコ、ガジュツを加えたものです。また藤井利三郎薬房ではオウバク・ゲンノショウコにセンブリ・ゲンチア
ばとして理解さ
「急に不機嫌になることがあります」
「定期的に誉める
て点火されます。だけの分析で「証」に到達できるのでしょうか。漢方医を目指して日々
ナ・延命草が入ってます。また高野山の陀羅尼助（大師陀羅尼製薬）は、キハダ・リュウタン・アオキで構成
れています。日本
と長持ちします」「爪がキレイとか 小さな変化にも気づ
努力していた時、指導医の診察に陪席するたびに「なんで病人さんのことそこまでわかる
されています。キハダを主成分とする伝統薬は遠く愛媛県（石鎚山陀羅助丸）
、長野県（御岳百草丸）、鳥取県
語、難しいなあ。
いてあげましょう」「でも太ったとか 余計なことは気付
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統
（大仙煉熊丸）に伝わっています。地産地消ではありませんが、その地で採取される薬草が、その地で暮らす
かなくていい」
「ずっと大切にしてね 永久保証の私だか
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
人々の健康に大いに役立ってきたことを、もう一度見直して、これからの薬草治療のあり方を考えていきたい
っかく満開を迎
ら」・・♪
るひと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
と思っています。
えた桜の花が、月
こんな歌詞ですよ！！自分の取扱説明書を可愛らしい
と捉えるのが「証」なのですね。鴎は、茶湯に「わび」
「さび」という歌道の理念を

【欣子先生の診察室だより】
先週、奈良の宇陀に行ってきました。朝晩めっきり冷え、稲穂も黄色くなって本当に秋！
でした。大阪は相変わらず湿気と暑さでげんなりしますが、実はお盆の次の週ぐらいから下
痢の方がたくさん見えて診察室では“秋“を感じていました。お腹の弱い人が真夏と同じよ
うに冷飲食を続けると調子が悪くなり、いわゆる”秋バテ“症状です。そんな方には朝から
お味噌汁をおススメしています。適度な塩分もあり発酵食で腸内環境も整え胃腸も温める・・
これからの季節、お野菜もたっぷり入れて朝から胃腸を温めていきましょうね。
さて、先月の診察室で・・
「あんた、えらいんやなあ！！」
「いきなりなんのことですか？」
「医学部、女子はなかなか入られへんらしいやんか。
「医学部、
女子はなかなか入られへんらしいやんか。
これからは巽先生に敬語をつかいます！笑笑」
これからは巽先生に敬語をつかいます！
といいながらも「ほ
な、さいなら」と帰って行かれました（笑！）東京医大の入試で女子と多浪生に差をつけていた問題のことです（出身
笑笑」といいながらも「ほな、さいなら」と帰って行かれました笑！東京医大の入試で女子
校ではないですよ）
。私たちの時代には小論文はなかったのですが、確かに面接でひどいことをたくさん言われました。
と多浪生に差をつけていた問題のことです（出身校ではないですよ）。私たちの時代には小論
「女性なのに・・医者じゃなくて看護婦（当時はそう呼んでいました）になったらどうなの？」
「結婚して子供産むとか
文はなかったのですが、確かに面接でひどいことをたくさん言 われました。
「女性なの
考えてんの？」などなど・・いまでいう“圧迫面接”のような嫌な雰囲気での質問で、当時はムキになって反論した記
に・・医者じゃなくて看護婦（当時はそう呼んでいました）になったらどうなの？」
憶があり・・その結果かどうかわかりませんが面接のあった大学はすべて不合格でした。面接がなかった大学も、女子
「結婚して子供産むとか考えてんの？」などなど・・いまでいう“圧迫面接”の
が増えすぎ調節するために面接を導入した、という噂もあり今回のニュースは「やっぱり」という感想です。確かに医
ような嫌な雰囲気での質問で、当時はムキになって反論した記憶があり・・その
者になってからの勤務は激務でした。朝から仕事をして当直に入りほぼ寝ずに対応しても翌日夜診まで仕事をすること
結果かどうかわかりませんが面接のあった大学はすべて不合格でした。面接がな
もありました。
「入り」や「明け」なんて全くなかったです。出産後、保育所にもなかなか入れず共同保育所に預けたこ
かった大学もその後女子が増えすぎたので調節するために面接を導入した、とい
ともありますし、大急ぎで仕事を終わらせ保育所のお迎え時間ぎりぎりに滑り込み、家に帰ったら足にまとわりつく子
う噂を聞いていて今回のニュースは「やっぱり」という感想です。確かに医者に
供を払いのけながらご飯を作って食べさせ洗濯片付けお風呂に寝かしつけ・・私のいた病院はとても女医に優しく、当
なってからの勤務は激務でした。朝から仕事をして当直に入りほぼ寝ずに対応し
然のように当直免除でしたが、その分休日の日直・・結果身体を休めることができず心身の不調を来たして常勤をやめ
ても翌日夜診まで仕事をすることもありました。当直入りや明けなんて全くなか
ました。連日当直の男性医師に申し訳なく思う一方、自分のキャリアが積めず悩んだ時期もあります。ある日ひとりの
ったからです。出産後、保育所にもなかなか入れなくて共同保育所に預けたこと
男性医師が「男性は 365 もあり
日同じ体調ですよね」と聞いて、ふっきれました。女性は生理もあり月の半分ぐらいは調子
が悪い。出産は女性しかできないけど育児・家事は男性もできる、
でも女性にだけ負担が重い現実（ここはポイント！）。
・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
男性と張り合っても仕方がない・・生理のしんどさも育児の経験も、どれほど医者の成長に役に立ったか。苦労したか
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
ら頑張りすぎの女性やお母さんにアドバイスができます。子供の成長にともなう心身の状態も家族内の葛藤も理解がで
しなしごと』が思い浮かびました。
きます。大学病院では研修日となる休日や当直のアルバイトに精を出して生活費を稼ぐのです。長時間労働に耐え、当
というわけで、由無し事（よしなしごと）と名付けました。です。脂ものが好きな方
直明けに手術をするようなタフな医師ばかり必要ですか？といって医師の残業代を払うと国民医療費は増大しますし、
（フライ・天ぷら・ロースのお肉など）
、要注意です。次にお酒の好きな方、1 日飲めばその
今の患者数をいまの医師数では診れません。そうならないために社会保障費を増やし医師を増やすのか、患者が簡単に
あと最低 2 日間は飲まない、が原則ですが、これができてない方、さらに夕食の時間が 8 時
医療機関に受診できないようにするのか？今回の問題は男女差別だけではなく今の医療問題の縮図です。今年、クリニ
を回る方、このいずれ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
ックでは堺市立総合医療センターからあと二人の女性の初期研修医を受け入れます。皆さんには、患者としてどんな医
ー検査で簡単にできます。現在、金曜日の 9 時～10 時を定期の検査時間にしていますが、4
療をうけたいのか、研修医とともに考えながら医師養成に協力してくださったらうれしいです。
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にしています。次に、

【外来担当医一覧
診察受付時間
午

前

（9:00-11:00）

午

後（14:0016:00）

食事のスピード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
２018
年９月現在】
予約電話番号：０７２－２６０－１６０１
てい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、
月
火
水
木
金
土
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ましょう。
巽
三 谷
巽／三谷
巽
巽／三谷
三 谷
特に「自分は丈夫、何でもまかせとき！」という方へ・・1 日に複数の予定をつめこんでい
米 本
米 本
米 本
ませんか？手帳の予定がびっしり埋まってませんか？遠距離をものともせず、日本（あるい
巽（訪問診
巽（訪問診
巽（予約）
巽（予約）
巽（予約）
は世界）を飛び回ってませんか？床に就く時間が 12 時を回ってませんか？漢方の五臓の考

米本（訪問診

療）

三谷（訪問診

療）

米本（訪問診

え方でも、
「過労は「肝」を傷（やぶ）り」とあり、徐々に身体をむしばんでいきます。こう
療）

夜

診（16:3018:30）

療）

療）

いった生活をしていると、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
三 谷
三 谷
三 谷
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

