日が落ち月が昇るころ︑診療
所の裏口を出て︑車庫に向かい
者さんの家の上︑三日月が見下

ます︒おいしいゴボウを作る患

一八六六年︑アメリカで西部劇映画おなじみ

総額二十万 ︑殺した人間は少なくとも十六人

で︑銀行強盗十一回︑列車強盗七回︑強奪金の

金に目がくらんだ子分の裏切りで命を落とすま

銀行強盗の日

初の銀行強盗を敢行した︒南北戦争のあつれき
にも︒大悪人です︒

ながら自分を一番理解できる主

節し︑自分の弱いところを補い

そうすれば︑二番目の主治医で

治医になれたら良いのに︑と︒

て済むだろうに︑と︒

ある私の出番は︑きっと少なく
患者さんが自分の主治医にな

した私は︑ボーカルレッスンの

︵志︶

の強盗団のボス︑ジェシー・ジェイムズが世界

から︑南部の人たちには英雄視された︒高額賞

は声がかれてしまいました︒

自分の主治医になる手伝い
に︑耳元で話して半分も伝わら
れる︑その手伝いを毎日の診療

がきに住所︑氏名︑連

招待する︒希望者はは

冬︑私は風邪をひきました︒午
が練習時間となりました︒そし

本を買いました︒三十分の通勤

入場料は前売り千円

私は子供の待つ家に帰りま

ろしています︒
その翌年も同じことを繰り返

むつみでしていることです︒声

の中で行う︑これが︑今︑私が

︵当日五百円増︶︒

ない患者さんが何人も︑夕方に

けはつぶさないようになりまし
を見て ︑ そ し て 患 者 さ ん を 診

をつぶして︑患者さんの作る米

て今では︑風邪をひいても声だ
た︒

稲や野菜のように
いろは坂にはかなわない隣村

て︑みつけたことです︒

いつもこの辺りから車に酔いま

のくねくね道︑救急車に乗ると

むつみの患者さんたちは︑働
の枝をうち︑わらを干し︑牛を

路線バスとすれ違い︑運転手

す︒

き者です︒あぜの草を刈り︑山

てます︒が︑自分の体を育てる

飼います︒丹精込めて野菜を育

釈をします︒大口開けて歌って

さんに見えないかもしれない会
いるところを見られなくて良か

ことは苦手です︒稲と野菜にか
ける手間には雲泥の差がありま

ける手間と︑自分の体と心にか

直線道路に入りアクセルを踏

ったと︑内心ホッとします︒

ような月が輝きます︒目線を上

むと︑進行方向にチョーカーの

私は︑患者さんやまだ患者さ

す︒

が︑自分自身の一番の主治医に

体験を基に︑カウンセ

不登校︑家庭内暴力の

０ ００２７︑宇都宮

絡先を明記し︑〒３２

︵次回予定は埼玉県︶

になります︒

し︑私は少し︑得をした気持ち

げたその瞬間︑月は雲に姿を隠

んになっていない住民一人一人

りました︒

なれたら良い︑と思うようにな
毎日の生活の中で︑自分の体
と心を省み︑田の水位や肥料を

ピア・カウンセラー

法人︵ＮＰＯ法人︶セ

︵問︶特定非営利活動

調節するように自分の生活を調

研修公開講座﹁人生の

イザーとして活躍して

日

ノ一︑とちぎ

市塙田二ノ五

ラーや家庭教育アドバ

宇都宮で

ネットワーク内セニア

カウンセリング講座参加を

ニア・サービスセンタ

ボランティア
おり︑同講座での講演

・サービスセンターま
７８８０︒

としている︒

半分以下に軽減された﹂

百人を対象に調査した︒

と高校生の男女約二千五

て替えます︒

者の発表は発送をもっ

で︒十三日必着︒当選

ー ０２８・６２３・
当日は関係団体の交

◆

◆

も今回が三回目︒

る︒

流会なども予定してい

わると増えるクロモグラ

に含まれ︑ストレスが加

重をよく量る﹂と答え︑

女生徒の ％近くが﹁体

トマトやミカ

を軽減

▼体重を気にし過ぎる

不健康なダイエットを実

このうち ％は何らかの

測定した︒

食事を抜いたり下剤を飲

測定する十代の女性は︑

ニンＡという物質の量を
二十二人のうち︑乗車

ン︑カボチャ︑ピーマ

三十分前にＧＡＢＡを百
スを軽減させるとの調査
越英彦教授︵食品栄養

結果を︑静岡県立大の横

横越教授らは二〇〇六

学︶がまとめた︒

の男女二十二人を対象

年十月︑二十代と三十代

乗っている最中の唾液

に︑平常時と満員電車に

摂取した十人では︑

ンマ・アミノ酪酸︵ＧＡ

﹁よく﹂
﹁時々﹂
﹁たまに﹂ えた﹂ ％と半数以上︵

ＢＡ ギャバ︶がストレ

含まれる神経伝達物質ガ

％︑﹁眠気や集中力など

は︑﹁運転したことはない﹂

服用後の運転について

じたと答えている︒

に﹂を合わせて計 ％が感

と︑﹁よく﹂
﹁時々﹂
﹁たま

服用した薬で﹁眠気を感

ン︑発芽玄米などに多く

と逆効果 体重を頻繁に

▼ＧＡＢＡがストレス

この講演会に五人を

ん︒金藤さんは自身の

ル講師の金藤晃一さ

ウンセリング・スクー

講師はトータル・カ

の森講堂で開かれる︒

市のとちぎ健康

半から︑宇都宮

十七日午後一時

は何ができるか﹂が︑

前の外 来 診 療 に ︑ 午 後 の 往 診

高い丘から灯台のような明かり

人に当たる ％が眠気を感

7

危機 カウンセリング

す︒しばらく行くと︑右手の小

海はありません︒最近風邪をひ

が周りを照らします︒むつみに
かなくなった双子の家の前︑子
煩悩なお父さんが仕事から帰っ
のライトをくぐり︑私はカース

てきたのでしょう︒周回する車

す︒

テレオの音に合わせ歌いだしま

ボーカルレッスン

９％︑﹁時々﹂ ％︑﹁た
まに﹂ ％と︑約三人に二

続けて﹁集中力や判断力

が対象︒

"

17

じていた︒

症状があり︑車を運転する
二十 六十九歳の男女千人
運転に﹁症状がどの程度
影響するか﹂の問いには︑
％︑﹁いくらか﹂ ％と

﹁大いに﹂６％︑﹁かなり﹂

*

じたことがあるか﹂と聞く

えた︒

計 ％以上が影響すると答

!

五年前︑むつみにやってきた

!

花粉症
推 進 フ ォ ー ラ ム ﹂︵ 理 事

アンケートは﹁健康日本

がインターネットを利用し

長︑高久史麿自治医大学長︶

受験に関しては︑花粉症

萩市国民健康保険むつみ診療所

︵だえき︶を採取︒唾液

ない女生徒では︑不健康

施︒一方︑頻繁には量ら

た︒

なダイエットは ％だっ

ダイエットを行う傾向が
定しない女性に比べ体重

あるが︑結局は頻繁に測

んだりするなど不健康な

3

て行った︒

【私の勤務地】日本で唯一の平仮名の村だった旧むつ
み村は、2005年の市町村合併で萩市の一部となった。む
つみの名を残す診療所の医療対象人口は2000人弱、高齢
化率は ％を超える。

果を︑米ミネソタ大のグ

が増えやすいとの研究結

よく測定する生徒は五年

女子中学生に限ると︑
Ａの量は平常時の二倍強

乗車中のクロモグラニン

間で平均三十三 ︵約十
五 ︶体重が増えたのに
近く︑横越教授は﹁ＧＡ

十二人では平常時の五倍

け︑ミネソタ州の中学生

年から二〇〇四年にか

グループは︑一九九八

増加は同十九 にとどま

対し︑そうでない生徒の

告した︒

ＢＡによってストレスが

一方︑摂取しなかった

だった︒

ループが健康専門誌に報

9
6

ある十五 十九歳の男女三

診察ではなく、自分のカメラのフィルムの消化を兼ね遊びにいらした患
者さん（左から２人目）を、診療所職員が囲み記念撮影。写真のタイト
ルは「冬にはマスクハナサーズ」

"

の症状があり︑受験予定が

﹁症状が勉強にどの程度

相当大きかった︒

特に対処せずに運転してい

対応策の一つである花粉 を合わせて︑ ％が﹁感じ ％︶
は運転を控えていたが︑
ドライバーに関しては︑ た人も ％いた︒

0

百人が対象︒

﹁大いに影響﹂ ％︑﹁か

影響するか﹂の問いには︑

症状ばかりか薬からも

影響すると答え︑影響度が の低下を感じたか﹂には︑ の低下を自覚中は運転を控

か影響﹂ ％と︑計 ％が

/

.

8

なり影響﹂ ％︑﹁いくら

$

15期生、
1992年卒

前川 恭子
'

こ
きょう
ま え か わ

0

症薬の服用で﹁眠気を感じ た﹂と答えた︒
たか﹂と聞くと︑﹁よく﹂
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!
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,

ったという︒

8
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受験や運転に影響
-

5

$

1

!
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山口県
受験生や車を運転する人に
とって、花粉症は症状だけで
なく、症状を抑える薬からも
大きな影響を受けている 。
こんな花粉症の人のハンディ
キャップを裏付ける結果が昨
年末に行われたアンケートで
明らかになった。
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