
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

葉月 8 月です。梅雨明けから厳しい暑さが続いてますね。様々な物議を醸したオリンピックも終盤、メダ

ルの色に関係なく、アスリートの活躍には素直に感動しましたね。が、私たちの問題はこれからでしょう。 

 

迎え、朝夕はめっきり涼しくなりました。昼間はまだまだ蒸し暑く感じる日もありますので、着る

ものに頭を痛めますね。体調の維持に注意を払い、感染防御も力を入れていきましょう。 

2021年 8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  

～ミタクリ通信～ 

2021年 8月号 
 

コロナの新規患者数が爆発的に増えてます。政府は、東京・埼

玉・千葉・神奈川・大阪・大阪・沖縄に緊急事態宣言、北海道・石川・

京都・兵庫・福岡にまん延防止等重点措置を発表していましたが、

８日からは福島・栃木・茨城・群馬・静岡・愛知・滋賀・熊本の８県を

追加する方針を固めました。しかし、その効果は？・・・若い方をは

じめ私たちは「自粛」にほとほと疲れ果てています。飲食業の方々

はそれこそ「緊急事態」が続いてます。新規患者数・重症患者数の

現実を突きつけられる今、思い切った施策が求められます。 

【ニュース】 

① 診療日の変更 

今月の診療の予定変更はありません。 

 

② 内田充優先生が地域医療の研修に来られました  

堺市立総合医療センター二年目の研修医、内田先

生の研修が 7月 26日から 2週間の予定で終了しま

した。先生は泉北・光明池のご出身です。外来診療陪

席や訪問診療同行、さらに訪問看護ステーションや包

括支援センター、基幹障害、司法書士の方々のご協

力を得ながら、地域医療の実際を学んでいただきまし

た。充実した日々でしたと明るく話されていました。 

③   

 

タクリ開業当初より共にお仕事をしていただいた幸

山さんが、11月末で勇退されることになりました。感

謝してもしきれません。次号のコラムをご期待下さい

ね。 

 

１４日の夜診（三谷外来） １７時半まで（時間短縮） 

 

待合室の混雑緩和対策として、診療体制が変更になります。 

三谷外来 、全ての診療時間帯にテレビ電話再診を併用しま

す。 

巽 外来 月曜午後・金曜午前 テレビ電話再診 

      水曜午前 訪問診療に少しずつ移行します 

      定期訪問診療を新規で受けます 

 

 

先月号にまとめました。どうぞもう一度ご覧くださいね。 

③ 万が一に備えて・オンライン診療のご活用を（再掲） 

新型コロナウイルス感染症、治まる気配がありません。

不安に思って過ごしておられることと思います。もし、万

が一、感染されて自宅療養（あるいはホテルなどでの療

養）を指示された場合、ミタクリではオンライン診療で対

応することが可能です。お薬を送ることも可能です。「い

つもの治療薬もなく、打つ手なく過ごしています」という

事態は避けることはできます。どうぞご相談下さい。 

 

④ コロナワクチン予防接種受付専用ダイアル開設 

０９０−６７３１−４０５６  

７５歳以上の方は５月１０日、６５歳～７４歳の方は１７日より受

付を開始いたします。接種日は決まり次第ご連絡いたします。 

の検査」で大腸ガンの検査が簡単にできます。40 歳以上の堺

市在住の方は、負担なしで受けることが出来ます。ご希望の方

に容器をお渡ししています。詳しくは、受付までお問い合わせく

ださい。 

の検査（PCR 法）をはじめ、インフルエンザ・溶連菌感染症の診断

に必要な鼻咽頭ぬぐい液の検査はやっていません。ご協力お願いい

たします。 

【ミタクリ漢方 五苓散（ごれいさん）のこと】 

 広島の原爆忌を迎え、列島は「残暑見舞い」の季節ですが、一層厳しい暑さに覆わ

れています。5日は大阪で 38.9℃を記録していました。週末は台風の影響で暑さも一

休みですが、それはそれでまた心配の種です。外来でも「もう暑くて暑くて、しんど

くてたまりません」は、ご挨拶です。この時期、身体にこもった熱をいかに外に出す

か？がカギとなります。特に大切なのは「利水（水分代謝の調節）」です。汗がダラ

ダラ出て・・は良く経験しますが、恐いのは不感蒸泄（ふかんじょうせつ）といって、

そうと気づかぬうちに身体から必要な水分が蒸気のように出ていってるんです。さ

あ、そうなると熱のコントロールがきかなくなりますね。西洋医学では「利尿（おし

っこの量を増やす）」のお薬はありますが、夏対策には脱水の危険が伴います。漢方

では、水分が不足しているところには水分を送り、余分な水分はおしっことして外に

出す、脱水症対策として「利尿」ではなく「利水」を活かした処方があります。それ

が五苓散です。「口渇、小便不利（口が渇いて、おしっこが出にくい）」が基本ですが、

そこまでいかなくても、このして月の通り道（白道）が傾いているため、ふだんの満

月は、地球の影の北側や南側にそれたところを通ります。そのため、満月のたびに月

か？がカギとなります。特に大切なのは「利水（水分代謝の調節）」です。汗がダラダラ出て・・は良く経験しますが、

恐いのは不感蒸泄（ふかんじょうせつ）といって、そうと気づかぬうちに身体から必要な水分が蒸気のように出ていっ

てるんです。さあ、そうなると熱のコントロールがきかなくなりますね。西洋医学では「利尿（おしっこの量を増やす）」

のお薬はありますが、猛暑時には脱水の危険が伴います。漢方では、水分が不足しているところには水分を送り、余分

な水分はおしっことして外に出す、優れた治療薬があります。つまり、脱水症対策として「利尿」ではなく「利水」を

活かして治療するわけですね。それが五苓散です。「口渇、小便不利（口やのどが渇いて、おしっこが出にくい）」が基

本ですが、そこまでいかなくても、この時期、五苓散を飲んでおいて間違いはありません。のどが渇いた、何となくし

んどい、頭が痛い、下痢しやすい・・・さあ、五苓散の出番や！夏の諸症状に対する万能薬と言っても過言ではありま

せん。診察室で、ご相談下さいね。 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【欣子先生の診察室だより ～〜京都散歩とオートファジー～】 

 
先月は久しぶりの学会出張！コロナ禍医療系の学会が軒並みオンラインになってい

る中、お気に入りの学会が京都でリアルで開催されるとあって、喜んで参加してきま

した。2日間、通いはしんどくて市内のビジネスホテルで 1泊したのですが、インバウ

ンドがいないせいか 1泊 3000円台で四条の便利な場所に宿泊できましたよ。翌朝早く

に目覚めてしまって・・することがなかったので散歩に出てみたのですが、まちの至

る所に立て看板が立っていて、その場所の歴史を学べます。半径 1 キロぐらい歩いた

だけですよ・・四天王寺を建てるための材木を探しにきた聖徳太子が池で身を清めた

という六角堂（その池のそばにあった小野妹子を始祖とする僧侶の住坊が“池坊”い

けばなの発祥地！ほお！）、千利休がこの湧き水でお茶を立てたという柳の水、本能寺

の変の現場、本能寺跡地（現在は介護施設）、三井両替商跡地（三井家が越後屋として

の呉服販売業から両替業を始めた場所：呉服販売業はのちに三越に、おお！三井と越

後屋で三越だったのか！！そして両替商は三井住友銀行につづく）などなど・・1時間

ほどで 1500年をアースダイバーしてきました。ミルフィーユのように歴史が層をなす

京都、奥深いですね。たな敵と考えて、新しい対策、一密も避ける対応をしていきま

しょう。この 1 年で私達はたくさん学んだと思います。接触感染がそれほど怖くない

のも知りました。メリハリのある行動が大切なんですね。色によっても印象が全然

違うので、その組み合わせを「あーでもない、こーでもない」と時間をかけて

一緒に考えてくださいます。その時には建物から見える地中海の鮮やかなブル

ーを私がどうしても使いたくて・・きっと本当ならばこんな額でこんな色のマ

ットでと教科書みたいなものはあるのでしょうが、素人の突拍子もない組み合

わせも受け入れて一緒に付き合ってくださるのが嬉しいところ。旅が形になっ

てよみがえるのは贅沢な体験です。 

この 1年は旅行に行くことも無くご無沙汰だったのですが、改めて訪れてみると絵や書だ

けではなく、思い出の子供の服とか靴・手作りの作品なんかも額装してくれるとのことで、

コロナ禍ステイホーム期間でお片付けで出てきたものを生まれ変わらせるには良いかもし

れません。子育て中には忙し過ぎて、自分の子供の絵を額装するなど豊かな発想はなく・・

今も押し入れに眠ったままですので一つ考えてみようかな？ 

他にもセンスの良いお花屋さん、雑貨屋さん、カフェと本当に素敵な場所ですので、浜寺

公園も近いですし、散歩がてら訪ねてみてください。（定休日：月・火。飲食店は 4/8から

営業自粛されるそうですので再開はホームページで確認を。）コロナとの戦いは長引きそ

うですので、適度に息抜きしながら・・ね笑！ 

京都、奥深いですね。 

ちなみに勉強の成果ですが・・今年の収穫は「オートファジー」。日本の大隅良典先生がこの分野を切り開い

て 2016 年にノーベル賞を獲得された、その共同研究者の吉森先生の話に一番刺激をいただきました。「オート

ファジー」とは細胞の中のものを回収して分解してリサイクルする現象のことです。つまり常にスクラップ&ビ

ルドを繰り返して細胞を“若返らせて“いるのです。その辺にあるタンパク質を分解して１日 240 グラムもの

タンパク質を再度作り上げているらしいのです。また有害物も除去してくれます。体内に入ってきた細菌やウ

イルスまで・・しかし新型コロナウイルスはオートファジーを妨害するらしく、なぜなのか？研究中とのこと。

それがわかればコロナに効く薬ができるかもしれません。心臓の細胞に壊れたままのミトコンドリアが溜まる

と心不全になるのですが、それもオートファジーの働きで除去されると病気も防ぐことができます。アルツハ

イマー病は脳にタンパク質の塊ができて細胞が死ぬことで起こるのですが、そのタンパク質の塊をオートファ

ジーで片付けてくれれば病気の治療にもつながります。皮膚のターンオーバーにももちろん関わっていますの

で、美容でも皮膚の老化予防に役立つでしょう。 

ただ歳をとるとオートファジーの働きが弱くなります。オートファジーの働きを抑える「ルビコン」という

タンパク質が増えるのだそうです。それが測定できれば老化のサインとして役立つのかもしれません。みなさ

んの望みはピンピンコロリですが、早くお迎えが来て欲しいと願ってもなかなかやってこない人生 100 年時代

です。どうせなら元気でいるためにオートファジーに頑張ってもらって体のお掃除と老化予防ができればなあ

と思います。ルビコンを阻害し、オートファジーを活性化するものとして今の段階でわかっている物質は、ス

ペルメジン（納豆、きのこ、チーズなどの発酵食品に多く含まれるポリアミン）、カテキン（お茶に含まれる）、

アスタキサンチン（鮭やエビに含まれる赤色天然色素）など。でも結局は高脂肪食を控えて、運動と腹八分目

という当たり前の養生がいいということがマウスの実験で証明されているようです。私がしてきた京都散歩、

ちょっとは老化防止に役立ったかな？笑。この分野はまだまだわかっていないことも多いのですが、「老化」が

病気となり治療の対象になりうる未来も垣間見えてワクワクします。外来でも「しゃあないやん。もう歳やん



 

 

 

 

 

 

 

   

    

       六角堂                             柳の水  

      

                本能寺跡                     三井越後屋京本店 記念庭園 

                 

                      本能寺 古地図 

ちょっとは老化防止に役立ったかな？笑。この分野はまだまだわかっていないことも多いのですが、「老化」

が病気となり治療の対象になりうる未来も垣間見えてワクワクします。外来でも「しゃあないやん。もう歳

やんか〜」と言えない時代が来るかもしれません。 

 

最後に勝手に宣伝！吉森保先生の著書、“ライフサイエンス（長生きせざるをえない時代の生命科学講義）：

日経 BP“楽しすぎて一気に読んでしまいました。一般の方向けにやさしい言葉で書かれている本ですので

是非どうぞ！ 

 

 

だけに限定しようと。クリニックにかかったことのない人は別としても、 

① 数年前一度でもかかったことがあり、普段は元気にしているのでかかることはないけれどもなんか

調子が悪くなればかかりたいと思っている方（若い人はこれでしょう。私の片想いかもしれないけど、時々

どうしてるかなーと思いだすことがあります） 

② 元気で定期薬は飲んでないけど毎年健診やワクチンだけは当院で受けているという方（きっとかか

りつけと思われているしこちらもそう思っているが年に 1回だとどんな様子かわからない） 

③ 定期的に当院に通院している方（たぶんかかりつけと思われているしこちらもそう思っていて様子

がわかる） 

結局みんなで悩んで今回は「③限定」にさせてもらいました。こちらとしては定期通院している方のことは

病状や背景を把握しているので何かが起こっても対応しやすいのです。そうはいっても②の方までお断り

することになり、今でも申し訳なさでモヤモヤしています。 

その分の罪滅ぼしとして、堺市の集団接種にも出務しています。ほぼ毎週火曜日の午前中は西区の区役所に

出務しています。オリンピックに間に合わせようと国は 7月までに高齢者の接種を終わらせるよう GWごろ

から指示をだしてきています。しかしながら 5 月の中旬の集団接種は、西区で医師 2 人態勢で 1 日 100 人

ほどしかありません。（いまは 200 人）慣れるためかと思っていたのですがワクチンの数がなかったのだそ

うです。どこで滞っているのかわかりませんがワクチンの配送の問題です。当院でもワクチンを増量しよう

と思っても 2 週間前までにオーダーしないといけないのです。担い手はいますし頑張っていますがシステ

ムの問題です・・コロナ禍医療の中の「制度」や「システム」の不備があらわになってきています。次はな

ぜコロナ診療の医療体制が拡大できないのかについてもどこかでぼやきますね。それまでに第５波が来ま

せんように。 

万が一第 4 波のように医療崩壊がきてホテル療養や自宅療養になっても、４コマ漫画の W さんのようにち

ゃんと連絡してきてくださいね。当院に定期通院している患者さんが濃厚接触者として検査で陽性になっ

ても、「かかりつけ医」には保健所からの連絡はないので私たちも知りようがないのです・・これはシステ

ムの問題なのかキャパの不足なのか・・モヤモヤ。接触感染がそれほど怖くないのも知りました。メリハリ

のある行動が大切なんですね。 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 クリニックは緊急事態宣言下と変わらぬ診療をいたします。 

クリニックの現在の対応について、ご協力よろしくお願いします！ 

①  職員を含めウイルスを「持ち込まない」ように細心の注意を払っています。 

クリニック内を 1時間半おきに消毒し、常時換気をしています。待合では間隔を空けて座っていただきます。

それでも、待合が混雑したら、元気な方にはウオーキングに出ていただくようお願いするかもしれません。  

 

②  予約の日であったとしても調子が悪い場合は、すぐに来院せず、先にお電話で相談してください（072

－261－1601）。コロナの専門外来に受診すべきか、他の病院に紹介すべきかそこで先に判断します。当院で診

察をする場合は、一般の予約の方と時間を分けて、隔離して診察しますので、来院していただく時間を指定さ

せていただきます。 

 

③ 当院では新型コロナウイルスの PCR 検査はできません。同じように鼻咽頭ぬぐい液を用いる迅速検査（インフルエ

ンザ・溶連菌・マイコプラズマ）を当面中止しています。 

 

④ クリニック滞在時間を短くするために、尽力しています。診察時間も意識して短くしています。いままでのよ

うな、ゆったりした世間話もできないかもしれません（ごめんなさい）。身体診察の時間も、幾分減るかもしれま

せん。待ち時間が発生するため血液の迅速検査は“どうしてもの場合だけ“に制限させていただきます。質問事項

（今回はどういったお薬が必要か、どういった体調の変化があったか、など）や残薬など、あらかじめメモして持

参いただけたら助かります。 

 

⑤ でも、お困りのことがあれば、ちゃんとお聞きして関係各所におつなぎしますのでご相談ください。「仕事がなくな

ってお金が入らない」「家賃や公共料金の支払いに困っている」などです。 

 

⑥ ミタクリでは 2020年 5月からオンライン診療（テレビ・電話）を開始しています。利用する上では、機器使用料な

ど、いくつかの条件がありますので、ご希望の方はおたずねください。 

 
【外来担当医一覧 2021年 8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（訪問診療） 

三 谷 

巽 

米 本 

巽 

（オンライン可） 

三 谷 

三 谷 

（オンライン可） 

午  後 

（14:00-

16:00） 

巽 

（オンライン可） 

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） 

三谷（オンライン可） 

米本（訪問診療） 

 

夜 診 

（16:30-18:30） 

 三 谷 

（オンライン可） 

三 谷 

（オンライン可） 

 三 谷 

（オンライン可） 

 

 


