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（台風実況 ９月３０日午後４時）台風２４号が接近中です。今回はまず雨から・・前回の教訓、皆さ
まの声を少しでも活かし、ご迷惑がかからないように準備をしたいと思います。よろしくお願いします。
台風 2１号の爪痕が未だくっきり残る中、24 号が不気味に近づいてきています。この
ニュースをお届けできる頃には近畿地方を通過しているかと思いますが「もう来るなよ
っ！」が正直な感想です。備えあれば、とは言いますが、基本的には防災グッズの確認、
物干し竿や台、植物の避難など限られた対策しかありません。先だっては停電に見舞わ
れ、診療が不可となって皆さまに大変ご迷惑をおかけしました。こんなに電気に頼った
《気象庁 HP より》

立てておられる

生活になっていたんですね。家屋の修理は順番待ちの方も多いようです。しかし、世の
中をあおるような異常気象の“合唱”に負けず、冷静に対策を立てていきましょう。
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【ミタクリ日記
第 2 室戸台風の記憶再び】
欲しいです。それ
ろそろ開放してゆきましょう。
先の台風 2１号、被害は甚大でした。午前中はそうでもなかったので
って「五月晴れ
すが、午後急激に天候は悪化、激しい雨風に見舞われました。傘は役に
（ さ つ き ば
B「えー！そんなんでええの？やっぱり話して、ここを
立たず、ヒトは飛ばされそう、そのうち鳳駅周辺の人影もなくなりまし
れ）
」？いえ、そ
こうして欲しいとかはっきり言うべきちゃうん？」
た。ゴーゴーという風の音、バラバラバラとたたきつける雨の音だけに
の表現、本来は旧
その時はどっちもおもしろいなと思って聞いていまし
なりました。スタッフの方からリビングのガラスが割れて、もう家の中
暦の五月、新暦で
たが、最近娘とカラオケにいって衝撃的な歌を聞きまし
か外かもわからない！と連絡が入りました。お手伝いも危険で、緊張感
（第は梅雨の合間の
2 室戸台風 進路） （昭和 36 年 9 月 16 日天気図）
た。
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すが、もはや誤用
れてどうもありがとう ご使用の前にこの取扱説明書を
時クリニックに駆けつけるとまだ停電・・
「あかん」すぐスタッフに連絡を
んへの連絡をはじめました。電子カルテは使えず、処方箋も打ち出せず、電話も不通、クリニックの機能は完全にスト
が定着してしま
よく読んで ずっと正しく優しく扱ってね 一点物につ
入れ、患者さんへの連絡をはじめました。電子カルテは使えず、処方箋も打
ップです。私はまだ幼かったのですが、昭和
36 年の第 2 室戸台風を思い出しました。雨戸に板を打ち付け、それを内
いましたね。一
き返品交換は受け付けません
ご了承ください
ち出せず、電話も不通、！
と連絡が入りました。お手伝いも危険で、緊
側から飛ばないよう内側から必死に支えてました。父は泊まりだったので母と二人です。時折見え隠れする外の光景、
方、五月雨（さみ
「急に不機嫌になることがあります」
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張感が募ります。
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点い
屋根瓦が木の葉のように舞っていました。時々バーン、バーンと雨戸に当たります。和男少年は恐くてブルブル・・も
だれ）は、現在も
と長持ちします」
「爪がキレイとか 小さな変化にも気づ
ては消え、遂に午後
4 時過ぎに停電となりました。ほとんど眠れぬ
ちろん北野田の家は停電、床下浸水の状態でした。翌朝外に出てみると家々の瓦という瓦はすっかり飛んでいました。
梅雨を指すこと
いてあげましょう」
「でも太ったとか 余計なことは気付
夜を過ごし、
朝 7 時クリニックに駆けつけるとまだ停電・
・
「あかん」
しかし停電自体の生活への影響は少なかったように思います。まだ電話はなく、テレビもありません。電気は電灯に使
ばとして理解さ
かなくていい」
「ずっと大切にしてね
永久保証の私だか
すぐスタッフに連絡を入れ、
患者さんへの連絡をはじめました。
電子
用するだけですから、ろうそくがあれば凌げました。ガスはプロパン、風呂は薪をくべるタイプだったので、これも電
れています。日本
ら」・・♪
カルテは使えず、処方箋も打ち出せず、電話も不通、クリニックの機
気とは無縁でした。時代が違う（いすぎる）のですが、今は余りにも便利さを追求してしまい、電気に頼りすぎている
語、難しいなあ。
こんな歌詞ですよ！！自分の取扱説明書を可愛らしい
能は完全にストップです。
私はまだ幼かったのですが、昭和 36 年の
のかも知れませんね。スタッフには停電中、翌日からは患者さんに「災害時に気づいたこと」
「さまざまなご提案」を付
アイドルが歌っています・・これですよ！これ！昔さだ
第 2 室戸台風を思い出しました。雨戸に板を打ち付け、それを内側
箋に書いていただいてます。いま、24
号が足摺岬の南あたりに来ています（14：35）
。これから近畿圏が暴風雨に見
っかく満開を迎
まさしの関白宣言という歌がありましたがその反対！！
から飛ばないよう内側から必死に支えてました。
たところ、その効果
舞われると予想されます。これを読まれるみなさんの「いま」が平穏であることを願ってます。
えた桜の花が、月
でもこれいいなと思いました。
（いらんこと教えるなと言
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

【欣子先生の診察室だより】
台風・・なめてましたね。前日に院長から院内メールに午前で休診する旨連絡がありまし
た。それに加えて「今回のコースは危険です。第二室戸台風の経験から物干し竿はしまい込
んで雨戸には釘を打っておいてください」との文面が・・第二室戸台風って知らんし、いや
いや、雨戸に釘っていまどき木製の雨戸なんてないし、マンションにはそもそも雨戸すらな
いですから（笑笑）！と笑っていました。予定通り午前の仕事も無事に終了し、事務作業し
てるうちにあっという間に台風も行ってしまって夕方には帰れるかなあ・・なんていいなが
らシャッターを半分閉めた状態でクリニックで仕事しました。私は台風も雷も、自然現象が
大好きで・・自然てすごいなあ♥︎と感動するので今回もワクワクして待っていましたが・・
が大好きで・・自然てすごいなあ💖と感動するので、今回もワクワクして待っていましたが・・商店街を暴風が吹
商店街を暴風が吹き荒れ、看板が落ち、アーケードが今にも吹き飛びそうにバタバタしてい
き荒れ、看板が落ち、アーケードが今にも吹き飛びそうにバタバタしているのをながめているうちに停電。まあす
るのをながめているうちに停電。まあすぐに戻るだろうと高をくくっていて帰り道の惨状に
ぐに戻るだろう、と高をくくっていて帰り道の惨状に驚きました・・大鳥大社のまわりは木が倒れて通行止めにな
驚きました・・大鳥大社のまわりは木が倒れて通行止めになっているし、信号もついてない
っているし、信号もついてないものや、あちゃらの方向に向いてるものばかりで・・スタッフの自宅も瓦が飛んで
ものやあっちの方向に向いてるものばかりで・・スタッフの自宅も瓦が飛んできてガラスが
きてガラスが割れてけがをしたという報告もありました。うちはなにも影響がなかったので、翌日いつも通りに出
割れてけがをしたという報告もありました。「医学部、女子はなかなか入られへんらしいや
勤しましたが、シャッターが半分閉まったままで停電状態・・ミタクリのシャッターは電動なので停電していると
んか。これからは巽先生に敬語をつかいます！笑笑」といいながらも「ほな、さいなら」と
動かないのです！！まだうちはガラス戸を開けられましたがお隣のジャパンさんは薬局を開けられずです。そして
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
困るのが電子カルテ。パソコンが立ち上がりません。そして冷蔵庫。ワクチンや注射薬など要冷蔵の高価な薬品が
（出身校ではないですよ）。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
入っています。電話もつながりません。電話も電気なんですね・・
（汗）！明かりもつかず、半分開いたシャッター
どいことをたくさん言われました。
「女性なのに・・医者じゃなくて看護婦（当時は
から漏れてくる光と懐中電灯でその日の予約患者さんに休診の連絡を携帯電話で入れましたが、それも電池がなく

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考えてん
なってきます。連絡のつかなかった患者さんがこられた時にはクリニック前で青空診療をし、手書きの処方箋を書
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
きました（アナログのお薬手帳が役に立ちました！残薬も数日あるといいですね。皆さんも災害時には持って避難
時はムキになって反論した記憶があり・・その結果かどうかわかりませんが面接
してください）
。向かいの吉田先生には、バックアップデータから電子カルテを動かす方法を教えていただき、ジャ
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その後女子が増えす
パンさんからは経口補水液を差し入れいただき、卸（おろし）さんが保冷剤を持ってきてくださり、ダリアさんや
ぎたので調節するために面接を導入した、という噂を聞いていて今回のニュース
通りがかりの方々には暖かいお声をかけていただき・・困った時にはそんな親切がほんとうに有難く感じました。
は「やっぱり」という感想です。確かに医者になってからの勤務は激務でした。
自分たちのことだけで精いっぱいで、人さまのためになんかできなかったのかな、あとあとから振り返って反省。
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
（でもちゃんと書き留めてあるので次回の災害時には役に立ちますよ。
）ある患者さんが面白いことを言ってまし
ともありました。当直入りや明けなんて全くなかったからです。出産後、保育所
た。
「第二室戸の時はな、同じように大きな被害があったけど、
“困らんかった“。水は井戸でくめるしご飯はおく
にもなかなか入れなくて共同保育所に預けたこともあり
どさん（かまど）でたけるしな。ろうそくで明かりとれるし。いまは停電したらなんもでけへんやろ」
・・ほんまに
・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
そうですね。今は昔に比べて便利なのかもしれませんが電気に頼る生活はいざ、こんなことが起こるとたちまち”
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
困ります“。待合室に今回のことで気づいたことを付箋にはっていただくホワイトボードを設置しています。是非
しなしごと』が思い浮かびました。
みなさんの気づきやアイデアを教えてください。次回のために共有したいと思います。
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
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（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
月 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
火
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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
米 本
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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
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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、
米本（訪問診
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三谷（訪問診
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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
療）
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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、
三 谷
三 谷
三 谷
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。

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
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
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

