2012年、今年こそは未来を信じられる年になってほしいものですね。
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2012年２月

美しいスキー場、まばゆい白銀、
そして、美しい空です。
フクシマの自然は美しい。
でも、見えない恐怖が心を閉ざします。
フクシマで子供達が安心して遊べる日は
来るのでしょうか？

寒い日が続きます。皆さんお元気で
すか？ やがて暖かい春がやってき
ます。もう少しの辛抱ですよ。
今年の冬は寒さが身にこたえますね。途
中で暖かくなればいいんですが、真夏日と一
緒で寒いとなると連日寒さが続きます。考え
てみれば、原発事故、大地震と大津波、両親
の死去、あまりにデタラメな政治など、心の
寒くなる状況が多すぎます。この先、どんな
希望を持てるのか、いや、どんな希望を抱い
てしっかり生きなきゃいけないのか、皆さん
も是非自問自答して頂きたいと思います。
先月、早々と両親の一周忌を済ませまし
た。南丹市八木町の福寿寺というお寺です。
もともと我が家の墓はずっと寺町通の天寧寺
にあり、近くて良かったのですが、父は自分
が死んだら息子の私が田舎の八木に足を運ば
なくなると思ったんでしょうか。数年前に墓
を移してしまったんですね。おかげで車で一
時間ちょっとかかるところへ通うハメになり
ました。近い方が便利なのにねぇ．．．。
でも、八木もいいところです。父の本籍
地には今も家がありまして、行けばくつろぐ
ことができます。園部に近い山沿いなので、
前は田んぼと山。のんびりできます。暖かく
なったらご一緒に遠足なんていかが？

今月も暗い？話題から入ったので、少
昼の休み時間、自宅で
国会中継を見る
し明るいお話を（あ、私が個人的に明る
と、どじょう総理がの
らりくらりゴマ
いだけかも．．）。私、９年ぶりに新車
カシ答弁をやってます
。天下りも官僚
を買いました。開業以来、地べたを這う
のムダ削減も放射能対
策も全くできて
生活で、車の話は妻から冷たい視線を浴
ないのに、消費税増税
だけはヤケに熱
心です。増税大好き財
びるだけでした。しかし、そろそろ故障
務省のパペット
（あやつり人形）ある
が心配な時期、リース契約ながらようや
いは財務省のス
ピ
ーカーと言われるだけ
く決断しました。これまでレガシィワゴ
のことはあり
ます。まさか皆さんは
ンのターボモデルでしたが、長い付き合
、こんなどじょ
う汚染に染まってない
でしょうね？
いのスバルの担当者から、「先生も年齢
考えてターボはやめたら？」と言われ、
悔しいけれど当たっているので、新型イ
政府関係者の答弁（ほとんど官僚の作文で
ンプレッサを選択しました。パワーは
す）の特殊用語を解説しましょう。「鋭意努
ターボの260馬力からNAの150馬力へと、 力します」とは「努力するフリをします」と
今はやりのダウンサイジング？となりま
いうこと。「社会保障と税の一体改革」とは
した。まあ、乗ってみて、9年前のレガ
「個別にやると既得権潰されちゃうから全部
シィより座席は広いくらいで足回り、ハ
ごっちゃにしてゴマカします」ってえこと。
ンドリングは非常にしっかり。さすがに
「聖域なき改革」ってのは、「既得権益も少
ターボパワーの快感はないものの気持ち
しは改革するけど弱者からもっとカネ巻き上
よくキビキビ走ります。アイサイトもつ
げてやる」ということ。「慎重に検討しま
いてるし、大きすぎる今のレガシィより
す」なんてのは「何にもしないよ〜」ってこ
ずっと良い選択だったと思います。さあ
とです。「議事録がなかった」とは「読まれ
毎月のリース代を支払わなくちゃ。
ちゃマズいからなかったコトニスル」だっ
医師の仕事の難しいところは、稼がな
て。すでに馬淵さんら正直な議員から「あっ
くちゃと検査を増やしたりしてはイケナ
た」という話がteitterで回ってます。
イところですね。常に患者さんの満足度
私は不思議に思います。なぜ東大法卒が日
を上げる良心的な医療を心掛けなくちゃ
本人のくせに日本を潰そうとするのか、同胞
口コミが広がりません。初心貫徹！
が苦しんでいるのに見向きもしないのか。

昨年10月で６周年。初心を忘れず
頑張っています。なお、２月の診
療はカレンダー通りです。恒例の
《ひな祭りコンサート》は３月４
日(日)午前11時より開催します。

■12月当院では１例だけだったインフルエンザが1月には３０例にもなりまし
た。はじめA型、途中からB型も増えました。今年は意外に発熱が軽く、検査
すべきか迷うことがよくありました。来院時37.2℃くらいで陽性というのも
何名かおられました。まさかと思っても調べた方が無難なようです。家族内
感染は結構多く見られました。期末試験、卒業試験、入試と重なり、無理を
される方も多いかもしれません。どうか気をつけて下さいね。
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2012年２月号（ウラ）●２月の診療はカレンダー通りの見込みです

＜竹上内科クリニックです！＞●神経内科が専門で、主に脳卒中、高齢者の医療を担当して来ました。長
年、研修医の教育や救急にも携わり、内科全般についてある程度の対応は出来ると思います。専門的治療
を必要とする場合は、府立医大、第一日赤、第二日赤、社会保険京都病院、西陣病院などに相談出来る医
師が多数います。責任をもって紹介致します。●往診、在宅医療については時間の許す範囲で対応します。
寝たきりの患者様、胃瘻の患者様でも病院での長い経験を生かせると思います。まずは、御相談下さい。
＜ホームページ＆ブログ＞
１）ホームページはMyClinic（マイクリニック）という医療機関検索サイトに
あります。 http://www.myclinic.ne.jp/takegami/
京都シティどっとこむにも。 http://www.kyotocity.com/takegami/
２）そして、私（DrTakechan）が好き勝手に思うことを書いているブログは、
http//blog.m3.com/DrTakechan
スキーに行きたいっ

重要なお知らせ
１．エコーの検査日
２月 8日（水） 午前９時〜
２月24日（金） 午後３時〜
いずれもエコー専門の優秀な
技師さんが来てくれます

２．夜間休日の対応
急病のときは救急病院へ。上
京区なら社会保険京都病院、
西陣病院、第二日赤など。ま
た、府立医大病院、第一日赤
も可。 ご相談は、クリニッ
ク(211-3830)へ電話し、用
件・お名前・電話番号を吹き
込んで下さい。折り返し、当
方から電話させていただきま
す。５分以内に連絡がなけれ
ば、竹上の自宅(253-3292)
へお電話下さい。それでも連
絡がつかないときは、申し訳
ありませんが上記救急病院へ
お願い致します。

３．お車で来院の方へ
当院には駐車場がございませ
ん。出町地下駐車場などもよ
りの駐車場をご利用下さい。

ひなまつりコンサート
のお知らせ
３月４日(日) 午前11時より

参加費：軽食つき500円
★珍しく昼時に催します。定員
25名です。要予約です。お楽し
みに。
(なお、今年は今
後、5/5、7/7、9/9、11/11に
コンサートをしたいと思ってい
ます。順次ご案内致します。)

■2012年２月(如月)の歳時記■
〜 ３月下旬 梅苑公開 北野天満宮
〜1日 ホテルオークラのXʼmasツリー
〜14日 チョコの祭典 JR伊勢丹
〜15日 京都十六社 朱印めぐり
2〜3日 八坂神社節分祭 八坂神社
2〜3日 聖護院節分会 聖護院
2〜3日 須賀神社節分祭 須賀神社
2〜4日 壬生寺節分会 壬生寺
2〜4日 吉田神社節分祭 吉田神社
2日 一木手づくり市 梅小路公園
3〜12日 洋ラン展 京都府立植物園
3日 北野天満宮節分祭・追儺(ついな)式
3日 おかめ節分会 千本釈迦堂
3日 追儺(ついな)式鬼法楽 廬山寺
3日 節分祭 下鴨神社
3日は他にも節分祭多数あり
平安神宮 六波羅蜜寺 狸谷山不動院
平岡八幡宮 藤森神社 伏見稲荷大社
天龍寺 三千院 誓願寺 地主神社
金閣寺 法住寺 宝積寺 護王神社 など
5日 酒蔵開き 伏見銘酒協同組合
8日 世継地蔵尊大祭 上徳寺
8日 因幡薬師の手作り因幡薬師
8日 初午大祭 伏見稲荷大社
8日 針供養 虚空蔵法輪寺
11日 城南宮七草粥 城南宮
11日 紀元祭 上賀茂神社
11日 甘酒祭 梅宮神社
10〜13日 初午大根焚き法要 三千院
14日 燃灯祭 上賀茂神社
15日 涅槃会 三千院
18日 さえずり市 御霊神社
21日 東寺の市（弘法さん
23日 五大力尊仁王会 醍醐寺
23日〜 京の味ごちそう展 京都高島屋
24日 さんやれ祭（幸在祭）上賀茂神社
25日 梅花祭 天神さん 北野天満宮
27日 上賀茂神社の手作り市
節分（せつぶん、または、せちぶん）
は、各季節の始まりの日（立春・立
夏・立秋・立冬）の前日のこと。節分
は「季節を分ける」意味もある。
妻の眞文（まあや）です。今回のコン
サートは、ピアノ伴奏の河合朋子さ
ん、歌の原ありささん、そして葦笛の
岩永さんにご出演頂きます。どうぞお
楽しみに。もちろん私の歌と、夫のギ
ターもお楽しみ下さいね。

です。1月末で通算500万アクセス突破！

■院長のつぶやき：twitter風■
さあ、今月は何から行こうか！
マスゴミは、厚労省が診療報酬の微増を認めたと報道。し
かし中医協では医療費削減を目指し、できレースの会議が
進行。0.04％増というけれど、公文書には0.1％より小さ
い数字は書き込まれず。ほんとに増えるか分からない。そ
もそも中医協は支払側と医療側と中立委員（中立と言う名
の御用学者ら）からなり、どんなに医療側が反発しても過
半数で厚労省の言いなりになる。長年続く「やらせ」だ。
医療費削減は社会保障費が増えすぎたためというより米国
企業が医療に参入しやすくするために医療を弱体化し、国
民皆保険をぶっ壊して米国の保険会社に利益を分配するも
の。要するに米国の恫喝、年次調書という対米要求に屈す
るだけのもの。医療を壊して日本の社会保障が良くなる？
そんな幻想は直ちに捨てることだ。日本を支配する東大法
卒財務官僚が自己保身のために国民を不幸に陥れようとし
ているだけ。
日本を支配する東大法卒は財務省以外の省庁でも上層部に
多数。そしてもう一つの巨大権力、警察、検察、裁判所も
東大法卒が主導権を握る。これらが天下り、独法、裏金作
りなどで既得権益をしっかり握る。
米国からすれば、東大法卒の一部さえ取り込めば、日本全
体の支配が可能。さらにマスゴミは、ワシントン支局配属
の連中を中心に対米従属、官僚保護の路線に教育される。
（ここで米国というのは、米国のはげたかファンド、武器
商人ら共和党を裏で支える富豪連中のこと。残念ながらオ
バマも相当影響を受けているらしい）
小沢一郎がどうしても邪魔な検察、裁判所、マスゴミ、そ
して米国は、次は岡田総理と願っている？
しかも、イオ
ンの御曹司フランケン岡田は自社にわざわざ高級官僚を天
下りさせている。いつまでダマされるか日本人？
あえてデタラメ新聞を読めば、読売、朝日は消費税増税を
必死に訴えている。正体が見える。ゴミ売りと売日。
原発はまだ不安定。ここ１ヶ月の間に数回、フクシマ近郊
では何度も放射能レベルが異常に上がったり下がったり。
何かが起きている。誰かが隠している。こうしている間に
も放射能汚染食品が全国に。農水省は、汚染食品を薄めて
商品化せよと御指導の文書。それはおかしいでしょ、と
twitterで指摘するのは、脱原発の中学生タレント藤波心
（こころ）。中学生の指摘に、大の大人が匿名で誹謗中傷
をくりかえす。これが原子力村のやり方。日本政府にお尋
ねする。野田、仙石、岡田、前原、玄葉、小宮山、安住ら
は、これからの一生、大ウソつき、国民大量被爆犯罪者、
税金泥棒の汚名をしっかり身にまとい生きて行くのです
ね。被爆被害はこれから残酷なまでに拡大するのですよ。

