
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

                                        

                                       

明けましておめでとうございます。健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。皆さま

のミタクリは、初心を忘れることなく歩みたいと思います。本年も、どうぞよろしくお願いします。 

2019 年 1月 1 日 

発行所：医療法人三谷ファミリークリニック 

発行人 / 巽欣子・三谷和男・米本千春 

〒593-8324 堺市西区鳳東町 4 丁３５４－１ 

電話 072-260-1601  FAX072-260-1603  

新しい年を迎えました。元旦には「年神（としがみ）様」が、一年の幸せをもたらすために

来られます。年神様は祖霊神で、田畑の神、山川の神でもあります。そのため年神様は子孫

繁栄や五穀豊穣に深く関わり、人々に幸福を授けるとされています。「明けましておめでとう

ございます」というご挨拶には、無事に年を越し年神様をお迎えできた慶びと感謝の気持ち

が込められてますね。そこで「初暦 知らぬ月日の うつくしく」！吉屋信子さんの句です。 

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、就職それぞれの門出、しっか

り歩んでいきましょう。 

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 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。縮んでいたこころを、そろそろ開放してゆきましょ

う。 

【ニュース】 

１．診療日の変更をお知らせします。 

今月の休診・診察医の変更はありません。 

２．インフルエンザワクチンの接種（再々掲載）  

実施：平成 30 年 10 月 22 日（月）～平成 31 年 3

月末（助成期間は平成 31 年 1 月末まで）  

１）堺市在住の 65 歳以上の方（接種日時点）  

         自己負担額 1,500 円  

２）13歳から 64 歳以下の方および堺市外の 65才以

上の方 → 接種回数 1回    自己負担額 3,500 円 

３）3歳から 13 歳未満の方 → 接種回数 2 回 

    1 回目、2回目ともに 3,500 円 

した。昨年は猛暑で、ダメージが大きく、全くといっていいほどトウキは収穫できなかったのです。すべてが手作

業、虫も一匹ずつクスリを使わず駆除していきます。土の状態は毎日変化しますから、気が抜けません。「農作物

を作る方がよっぽど楽やし、もうかるんやけどなあ」つらそうにおっしゃる農家さんに胸が痛みます。薬用作物は

並大抵の努力じゃ育てられない、専門家（一目で良品を見抜くことができる、いわゆる目利きとよばれる方々）が

高齢化している今、薬用（根）が無理なら、まあ地上茎が食品やアロマで役立てばええか、と取り組んでもその本

質は何にも受け継げないことを痛感しました。 

いま、最新の科学技術により「漢方薬がなぜ人に役立つのか？」に答えを出す努力が続けられてますが、まずは

薬用作物の質にこだわり、良品とはなんぞや？に目を向ける必要があります。経世済民（けいせいさいみん）、漢

方医学は長い年月を経て民に役立ってきたことをこころに刻み、これからも精進していきたいと思います。本年も

よろしく願いします 

新しい年、今年の抱負を問われることが多いですね。で、私もつい、姿勢を正して熱く

語ってしまいます。さて、漢方の世界の私たち世代の課題は、先人から受け継ぎ培ってき

たものを、平成の次の時代にどう伝えていくかです。もちろん、それは多岐にわたります

が、私は薬草がそこに住む人々とともにあったことを意識したいと思います。ここ数年、

休耕地を利用して薬用作物（生薬とは言わないんですね）の栽培に取り組む農家さんが増

えました。行政の指導・役割も大きいのですが、奈良県では大和当帰の栽培に目を向け、

農家さんのご努力により、トウキ単味のエキスを錠剤にするところまで進みました。これ

を一日も早く臨床の場で役立てたい、とはやる気持ちを抑える一方ショックなこともありま

した。昨年の猛暑でい生薬は含まれていません。私たちには、生きていく上で、普通に毎日学

びがあります。なんでこうなるんやろう？、本当のところはどうなってるんやろう？って思い

ませんか。中学や高校で学んだことが直接生活に役立つことは少ないかも知れませんが、「考

える→調べる→身につける」ことで豊かな日々を送ることができます。そう、勉強をするとい

うことは、単に幅広い知識を身につけるだけではなく、「自分の考え」を作りあげることにあ

ります。ストレス軽減は、いろんな角度からものがみれること、ですから「ぼくの考え、わた

しの考え」を勉強で培ってないと、「考え」ではなく「気分・感情」で簡単に揺さぶられてしま

います。ある有名なゲームのプログラマーの方は、「勉強した人はゲームの世界に取り込めな

い。ゲームは気分・感情に働きかけて制作しているから」とおっしゃってました。彼らは、徹

底的に心理学を学んでいるとのこと、どうしたら楽しめるか？は、すべて気分・感情ベースな

んですね。ては消え、遂に午後 4 時過ぎに停電となりました。ほとんど眠れぬ夜を過ごし、朝 7

【ミタクリ漢方 経世済民】 

３．市民公開講座『知っていますか？「人生会議」－

もしもの時に備えて、自分らしく生きるために－』  

 

日時：平成 31 年 2月 2 日（土曜日）14時～16 時 

場所：栂（とが）文化会館 

     （泉北高速鉄道・栂美木多駅下車すぐ） 

入場料：無料 

先着 700 名 申し込みは不要です 

 

米本先生が由無し事で紹介されていた市民公開講座

のご案内です。人生会議、ご参加してみませんか！！ 

 

 

 

先着なお対象の方で、市民税非課税の方は自己負担金

が免除です（介護保険料納入通知書を窓口にご提示くだ

さい）。 

 

4．10 月 21 日に乳がん検査を受けられる医療施設  

清恵会病院・馬場記念病院・田仲北野田病院の 3 カ所です。 

 

 

B「えー！そんなんでええの？やっぱり話して、ここ

をこうして欲しいとかはっきり言うべきちゃうん？」 

その時はどっちもおもしろいなと思って聞いていま

したが、最近娘とカラオケにいって衝撃的な歌を聞きま

した。 

曲名“トリセツ”・・♪この度は こんな私を選んでく

れてどうもありがとう ご使用の前にこの取扱説明書

をよく読んで ずっと正しく優しく扱ってね 一点物

につき返品交換は受け付けません ご了承ください 

「急に不機嫌になることがあります」「定期的に誉め

～ミタクリ通信～ 
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【ヤギの由無し事（よしなしごと） 米本千春】 

 
ACPという言葉、ご存知でしたか？ Advance Care Planning（アドバンス・ケア・プ

ランニング）の略で、愛称は『人生会議』と決まりました。会社員時代のなじみの飲み屋さ

んが「人生劇場」（現在閉店）で、そっちの方が身近、もしかしたらACPの本質をついてい

る言葉かも…と思ってしまいます。ACP は、前もって医療ケアを計画しましょうという意味

です。私は『これからの希望、思いなどを、周りの人と相談しておくこと』『どう生きていく

かを考えて相談しておきましょう』だと思っています。昨年 7 月、ちぐさのもり主催で皆さ

んにお話をしました。『これからのこと～どこで、どんなふうに過ごしたいですか～』在宅医

療、救急搬送、検視・死亡診断書、ACP などが話題でした。参加者の皆さんからは、「え～

そんなことになるんや。」「うちはこんな大変なことになったよ。」など意見をもらいました。

でも、よく考えたら、全部まとめて ACP と言えるのではないでしょうか。何を、誰と、い

つ、話し合ったらいいのか？ 本当の答えはないんです。思い立った時、思い立ったこと、

思い立った誰か？と、ちょっと話すことから始めてみませんか？ミタクリホームページから

ご覧になりながら… 

ACPという言葉、ご存知でしたか？ ACP（Advance Care Planning アドバンス・ケ

ア・プランニング）、愛称が『人生会議』と決まりました。横文字が嫌いな私にはありがたい

です。が、会社員時代のなじみの飲み屋さんが「人生劇場」（現在閉店）で、そっちの方が身

近、もしかしたら ACPの本質をついている言葉かも…と思ってしまいます。 

 ACP は、前もって医療ケアを計画しましょうという意味です。小難しい話は偉い方にお

まかせして、究極は、『これからの希望、思いなどを、周りの人と相談しておくこと』『どう

生きていくかを考えて相談しておきましょう』だと私は思っています。 

去年 7 月 19 日、ちぐさのもり主催で皆さんにお話をしました。『これからのこと～どこ

で、どんなふうに過ごしたいですか～』です。在宅医療、救急搬送、検視・死亡診断書、ACP

などが話題でした。参加者の皆さんからは、「え～そんなことになるんや。」「うちはこんな大

変なことになったよ。」など意見をもらいました。 

でも、よく考えたら、全部まとめて【ACP】と言えるのではないかと思うのです。何を、

誰と、いつ、話し合ったらいいのか？ 本当の答えはないんです。思い立った時、思い立っ

たこと、思い立った誰か？と、ちょっと話すことから始めてみませんか？ 

詳しい中身は次回以降にして、皆さんへこれからのおススメを挙げてみます。 

まず皆さんの胸にある思いに少しでも目を向けること。次に思いを外に出すこと（話す、

書く、今どきなら録音や録画でしょうか）。それを実現するために動いてみること、です。 

でも、実際どうしたらいいかわかりませんよねぇ。『終活』もその一つです。が、もっと現

実に向き合って考えていただきたいと切に願っています。 

１．ちょっと意識をしてみる（ミタクリ新聞、TV 番組、講演や集いなどの会） 

２．情報が自然と入ってくる 

３．実際に参加してみる・人の話を聞ける 

４．自分で考えてみる 

５．考えや思いを誰かに話してみる・誰かの話を聞いてまた考えてみる 

６．信頼できる人が誰かを考える 

７．信頼できる人（家族など）に話す 

療、救急搬送、検視・死亡診断書、ACP などが話題でした。参加者の皆さんからは、「え～そんなことになるんや。」「う

ちはこんな大変なことになったよ。」など意見をもらいました。でも、よく考えたら、全部まとめて ACPと言えるので

はないでしょうか。何を、誰と、いつ、話し合ったらいいのか？ 本当の答えはないんです。思い立った時、思い立った

こと、思い立った誰か？と、ちょっと話すことから始めてみませんか？ 皆さんへこれからのおススメを挙げてみます。

まず皆さんの胸にある思いに少しでも目を向けること。次に思いを外に出すこと（話す、書く、今どきなら録音や録画

でしょうか）。それを実現するために動いてみること、です。でも、実際どうしたらいいかわかりませんよねぇ。『終活』

もその一つです。が、もっと現実に向き合って考えていただきたいと切に願っています。 

１．ちょっと意識をしてみる（ミタクリ新聞、TV 番組、講演や集いなどの会） 

２．情報が自然と入ってくる   ３．実際に参加してみる・人の話を聞ける  ４．自分で考えてみる 

５．考えや思いを誰かに話してみる・誰かの話を聞いてまた考えてみる   ６．信頼できる人が誰かを考える 

７．信頼できる人（家族など）に話す  ８．専門家に話して相談する≪信頼できる人と一緒ならベストです≫ 

私は、堺市立総合医療センターでは緩和ケアチームにも所属しています。「生命を脅かす病」の方全てが対象で “が

ん”や末期の方だけが対象ではありません。緩和ケアの精神は、一緒に ACP を作り上げる“こころ”と同じです。実

は、堺市はACPの最先端なんですよ。全国に先駆けて、堺市医療圏がん診療ネットワーク協議会が中心となり ACPワ

ーキングループという会を昨年立ち上げました。医療、介護、福祉、行政、救急などがメンバーです。（私もその一員） 

まだ活動は手探りですが、2 月 2日 14時から栂文化会館で市民向けの会「知っていますか？「人生会議」－もしもの

時に備えて、自分らしく生きるために－」を行います。申し込み不要ですので、少し遠いですが、いいきっかけになる

かと思います。一度参加してみませんか？ 

※ 昨年からミタクリの Facebook で情報を発信していますので、よければご覧ください。 

 

でも、実際どうしたらいいかわかりませんよねぇ。『終活』もその一つです。が、もっと現実に向き合って考えていただ

きたいと切に願っています。 

１．ちょっと意識をしてみる（ミタクリ新聞、TV 番組、講演や集いなどの会） 

２．情報が自然と入ってくる 

３．実際に参加してみる・人の話を聞ける 

４．自分で考えてみる 

５．考えや思いを誰かに話してみる・誰かの話を聞いてまた考えてみる 
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８．専門家に話して相談する≪信頼できる人と一緒ならベストです≫ 

私は、堺市立総合医療センターでは緩和ケアチームにも所属しています。緩和ケアの詳細は改めてお話しますが、【生命
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診察受付時間 月 火 水 木 金 土 

午  前 

（9:00-11:00） 

巽 

米 本 

米 本 

三 谷 

巽 

三 谷 

巽 

米 本 

巽 

三 谷 

三 谷 

午  後（14:00-

16:00） 

巽（予約） 

米本（訪問診

療） 

巽（訪問診

療） 

 

巽（予約）  

三谷（訪問診

療） 

巽（訪問診

療） 

巽（予約） 

米本（訪問診

療） 

 

夜 診（16:30-

18:30） 

 三 谷 三 谷  三 谷  

 


