
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

                                        

                                       

 

２月如月を迎えました。四日は立春、暦の上では春ですが、実際はここからが寒くなりますね。寒

さ対策、インフルエンザ対策、○○対策・・細心の注意を払って厳しい季節を乗り切りましょう。 

2019 年 2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  

「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびき

たる。」（春は明け方がよろしいなあ。だんだんと白くなってゆく山際のお空が、少し明るう

なって・・）清少納言・枕草子の冒頭ですね。さてインフルエンザが猛威を振るい騒然とな

った 1月でしたね。巽先生もおっしゃってますが、変異株が発見されました。一度罹（かか）

ったからといって安心はできません。手洗い・うがい・マスク十分気をつけていきましょう。     

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．大橋倫子（みちこ）先生が研修に来られます  

堺市立総合医療センターの研修医大橋倫子先生が地

域医療の研修に来られます。期間は、2月 4日（月

曜日）～13 日（金曜日）です。とても張り切ってお

られます。皆さん、期待してお迎えくださいね。 

年）、ついにエキス剤として 6 種類（小太郎製薬）が健康保険に適応になりました。小太郎製薬は、1957 年（昭和

32 年）に日本で初めて漢方エキス製剤を発売しましたが、その中の 6品目が保険適応になったわけです。そして、

1976 年（昭和 51 年）に津村順天堂（現・ツムラ）の 33 品目、小太郎製薬の 21 品目が保険適応になりました。

この間の経緯について、当時の医師会長武見太郎先生が厚生省にゴリ押しで健康保険適応を勝ち取ったと言われて

ますが、国民皆保険制度が成立したのが 1961年ですから、生薬の保険適応の方が一年早かったことがわかります。

制度に無理矢理ねじ込んだという指摘は間違っています。また、1976 年の前には、漢方薬に広く健康保険適応を、

という国民的な運動が起こり、全国の数多くの患者さんから署名が集まったことが大きな力になったことを改めて

強調したいと思います。私はまだ高校生でしたが、住之江の加賀屋の町を署名用紙を手に回ったことが懐かしく思い

出されます。では、なぜ武見太郎先生が漢方薬の健康保険適応にご尽力いただけたか、です。それは先生が主治医を

務められた作家の幸田露伴氏のお宅に往診に行くたびに「漢方医学がいかに日本に必要か、その火を絶やしてはなら

ない」とおっしゃっておられたことが大きかったと振り返っておられます。          （次号に続く） 

現在は、当たり前のように私たちの処方する漢方薬に健康保険が適応されています

が、その歴史をふりかえりたいと思います。まず 1960 年（昭和 35 年）に生薬約 150

種が保険薬価に収載されました。この段階で、医師はようやく漢方薬として、この生薬

を処方することで保険請求ができるようになりました。しかし、例えば葛根湯を処方し

ようとしても「葛根湯」として保険請求はできず、「カッコン３ｇ、マオウ３ｇ、ケイヒ

３ｇ、シャクヤク４ｇ、タイソウ３ｇ、ショウキョウ２．５ｇ、カンゾウ２ｇ」として

しか請求はできなかったわけです。これではハードルは高いですね。1967 年（昭和 42

年）、ついにエキス剤として 6 種類（小太郎製薬）が健康保険に適応になりました。小

太郎製薬は、1957 年（昭和 32 年）に日本で初めて漢方エキス製剤を発売しました

が、その中の 6 品目が保険適応になったわけです。そして、1976 年（昭和 51 年）に

津村順天堂（現・ツムラ）の 33 品目、小太郎製薬の 21 品目が保険適応になりました。

この間の経緯について、当時の医師会長武見太郎先生が厚生省にゴリ押しで健康保険適

応を勝ち取ったと言われてますが、国民皆保険制度が成立したのが 1961 年ですから、

生薬の保険適応の方が一年早かったことがわかります。制度に無理矢理ねじ込んだとい

う指摘は間違っていますね。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。

【ミタクリ漢方 漢方薬に健康保険が適応されている意味を考える その 1】 

３．市民公開学習会のご案内 

「地域の高齢者困りごと、どこに言うて行こっ！？ 」 

日時：平成 31 年 3月 2 日（土曜日）14 時～16 時 40 分 

場所：ウエスティ（堺市西文化会館）７階セミナールーム  

入場料：無料 

① 「高齢者の困りごと」解決の地域づくりをめざして 

西区の３地域包括支援センターを中心としたシンポジウム 

② グループワーク「高齢者の困りごと解決の地域づくり」  

※ 当日は、各種相談窓口の情報もお知らせします。 

 

 

堺市西地域 堺市西地域 堺市西地域 の在宅ケアを考える 

在宅ケアを考える 在宅ケアを考える 在宅ケアを考える 会 

連 

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」「定期的に誉めると長

持ちします」「爪がキレイとか 小さな変化にも気づいてあげま

しょう」「でも太ったとか 余計なことは気付かなくていい」「ず

～ミタクリ通信～ 
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【欣子先生の診察室だより フロム イラン】 

 インフルエンザ大流行です。どうやらA 型で 2種類のウイルスが確認されたよう

です。A型にかかって B型にかかってまたA 型・・？ほんまに？という方がおられ

ましたが、そういうことだったのですね！この時期はノロウイルスも多くなる季節

ですので手洗い、うがい（少しずつ水分を取るのも有効）徹底してくださいね。手洗

いといえば気になるのは公衆トイレのジェットタオル（あの風でぶーんと水分をと

ばす機械）です。ノロウイルスは乾燥しても感染性が強いので吹き上がるタイプだと

絶対吸い込んでしまいます。なので私は息を止めて退散します笑！ハンカチを忘れ

ず持参しましょう。』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 

ばす機械）です。ノロウイルスは乾燥しても感染性が強いので吹き上がるタイプだと絶対吸い込んでしまいます。なので

私は息を止めて退散します笑！ハンカチを忘れず持参しましょう。 

さて・・恒例の年末年始、今年はイランです。大変な旅行でした汗！～というのは成田空港の話です。夜ドーハ行きの

飛行機に一旦乗り込んだのに機材のトラブルで欠航が決まり全員降ろされました。代替機もなく、年末でもあり宿泊のホ

テルも用意できません！と、なんと寝袋とカップヌードル 1個を渡されました・・これって（・・涙）。ベンチも人であ

ふれていたので泣く泣く寒い通路で寝ることに。翌日同行の方が粘り強く航空会社に英語で交渉してくれたおかげで大

阪の上空を飛行して（またまた涙）香港経由ドーハからテヘランに行く代替便で 1 日遅れで旅行がスタートしました。

イランに行く～というと「なんでそんな危ないとこ！」と言われるんですけど、栄華を誇ったペルシャ帝国ですから、ペ

ルセポリスをはじめとする世界遺産・自然も豊か、羊肉やピスタチオなど食べ物もおいしい、アルコールが禁止なので酔

っ払いに絡まれない（夜も女性ひとりで安全に歩けます。若い人たちは、夜カフェでソフトクリームや甘いものを食べな

がらお喋りするらしく、糖尿病が多いと！笑）。SNSは国が規制しているけどいろんな手段で網をかいくぐって楽しんで

います。今回なにが良かったって、一番はイラン人の人柄です。今回のガイドさんは間寛平ちゃんが走って世界 1 周し

てたときにイランの部分を担当したんですって。で、寛平ちゃんともう一人が田舎を走っていると、たくさんの村の人が

「車で送ってあげよう」とか「うちにごはんを食べにこい」とか声をかけるんだそう。イランの人は孤独な人とか困って

そうな人はほっとけないんですって。なのでこの企画をいちいち説明するのが本当に大変だったそうです。そんな話を聞

いていてほんまかなぁと思いながら、ある田舎の村でラクダの毛を紡いで織っている工房に突然訪問したのですが、そこ

で作業していたおじさん（写真）、いろいろ説明をしてくれたあと、「うちにランチに来ないか？」・・ほんまに言うんや！

驚きました。日本で“おもてなし“っていうけど、こんなおもてなしできますか？ 

私は世界の旅をなんで皆さんにこうやってお伝えしているのか・・・今回その意味がはっきり自覚できました。イラン

＝怖いというイメージだけだと今、そこで戦争が始まっても、無関心か下手すると加担してしまうかもしれないのです。

でもその国の歴史や習慣、普通の人の温かさを知っていれば無用な争いはできるはずはありません。ジャーナリストが危

険といわれる地域に行ってこの目で見て伝えたい理由ってこういうことなんかな・・私のただの旅行記でも読んだ方のイ

ラン＝怖いが払拭できれば、ささやかな平和活動といっていいですよね（笑）。 

 

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。緩和ケアの詳細は改めてお話しますが、【生命

を脅かす病】の方が対象です。“がん”の方だけじゃないんです。末期の方だけが対象でもありません。この緩和ケアの

【外来担当医一覧 ２019 年 2 月現在】    予約電話番号：０７２－２６０－１６０１ 

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  

 


