竹上内科クリニックニュース
医療崩壊をくいとめよう！ 弱者に優しい社会をつくろう！
米国の利益のためのTPPより、 “ 国民の生活が第一”の政権に戻そう。
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初夏の静原
嵯峨野の竹林

三千院

平安神宮

スカイツリーには目もくれず．．．

電子カルテ・レセコンソフトが変！

電力会社は節電の前に正しい情報を出せ！

■ スカイツリーが5月22日、私の誕
生日にオープンしましたね。翌23日午
後から１泊で東京へ行きましたが、どう
せ入場券がありませんし、ひたすら神経
学会の会場、国際フォーラムをうろうろ
しておりました。神経内科専門医の資格
を維持するために、出席点をもらいに
行ったようなものです。会場で洛北高校
前の石川先生に出会いましたが、やっぱ
り開業すると出席するのがやっとで余裕
がないとのこと。それに、学会で休診す
ると、必ず休診を知らずに（忘れて？）
来院される患者さんがいらっしゃいま
す。誠に申し訳ございません。１ヶ月前
の休診のご案内では遅いのかな？

■４月の診療報酬改定に合わせて、電
子カルテ・レセコンのソフトが改訂され
入れ替えたまでは良かったのですが．．
新しいソフトに不備が多数見つかり、入
力している途中で突然ソフトが終了して
しまうことがあります。ヘタするとその
時入力していた患者さんのデータをもう
一度はじめから入力し直したりして、面
倒なことこの上ない状態です。おまけ
に、薬剤やら検査やらの入力切り替えの
際、画面が切り替わるのに10秒以上も
待たされたり．．．。忙しいときなど本
当に困ってしまいます。ソフト開発業者
が弱小なのが気がかりです。ついイラつ
いて、「おめーら、放射能でやられたん
じゃね〜か？ え〜かげんにせ〜よ！」
と心の中で叫んでいます。顔は冷静。

■節電節電とうるさいことです。でも、電力会社の需
給予測は原発再稼働を前提としてデータを操作していま
すね。ひどい話です。競争の無い独占企業のくせに何百
億も宣伝費使い、その宣伝費をたんまりもらった新聞テ
レビは節電と再稼働の大合唱です。そもそも、関西電力
以外は電力の余剰がたくさんあり、それを関西電力に回
せば、節電などほとんど不要です。それでも節電という
なら、テレビ局こそどうせウソだらけのニュースと質の
悪いお笑いばかり流すより、放送をヤメロ！、と言いた
い。節電は冷房よりテレビを消す方が有効というデータ
もあります。 もっとも、当院も節電できるもんならや
りたいですよ（なにせ電気代が月４〜５万円！） で
も、熱中症で誰か倒れたら大変ですから、夏はしっかり
冷房しますよ。それより、一般家庭は発電量の４割しか
使ってないのに電力会社の利益の９割は一般家庭から得
ています。大企業優遇もほどほどにしてくれないとね。

竹上内科クリニック ニュース
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●６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。

６月の診療
は、カレン
ダー通りの
見込みです

６月、また梅雨の季節です。最近は天候の
＜ホームページ＆ブログ＞
変化が激しく気温の変化も大きいので、体調 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。
を崩しやすくなります。突然の真夏日で熱中 http://www.myclinic.ne.jp/takegami/
症になったり、夜の寒さで風邪をひいたり下 京都シティどっとこむにも。 http://www.kyotocity.com/takegami/
痢したり、そして食中毒にも注意が必要です 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、
ね。異常を感じたら早めにご相談下さい。
http//blog.m3.com/DrTakechan です。5月末で通算520万アクセスです！
認知症の患者さんが増えてきました。ご家
■2012年6月(水無月)の歳時記■
ネットを見れば真実が分かる？
族が苦労しておられるケースが多いですね。
1日〜7/8 三室戸寺 あじさい園
◎検察と最高裁。最も信頼されるはずの司法官僚がウ
残念ながら、根本治療は難しいです。しかし
ライトアップは16.17.23.24
ソつきざんまい。もう、誰を信じたらいいの？
BPSDと呼ばれる問題行動は、家庭で生活で
1日貴船祭 貴船神社
・陸山会事件で秘書３人を取り調べ田代検事らが作っ
きるかどうかの最も重要な要素であり、治療 〜1日 薪能(たきぎのう)平安神宮
た供述調書が６通もネットに流出。数万人が閲覧して
が可能な場合もあります。ご相談下さい。
〜4日 相国寺春の特別公開
しまいました。検察のウソ八百がバレちゃいました。
1日 平安神宮神苑無料公開
・石川知裕さんはICレコーダーで取り調べの内容を録
5日〜 あじさい苑 藤森神社
音していました。ところが、田代検事の調書では、録
重要なお知らせ
8日 因幡薬師の手作り市
音内容と全く違うストーリーがならんでました。
9日 蛍火の茶会 下鴨神社
１．エコーの検査日
・おまけに田代さんの報告書をど素人の検察審査会で
10日 御田植祭 上賀茂神社
説明するために、小沢さんが汚いことをやったと思わ
６月11日（月）午前９時〜
10日 田植祭 伏見稲荷
せるようなとこだけ強調して書いて、重要なとこにア
６月27日（水）午後３時〜
12日〜 あじさい祭 三千院
ンダーラインまで引いた別の調書まで出てきました。
いずれもエコー専門の優秀な
14日 若鮎祭 嵐山
・東京地検は小沢を逮捕したかったが証拠は出なかっ
〜14日 京展 京都市美術館
た。だから不起訴にした。でも、最高裁は検察審査会
技師さんが来てくれます
15日 例祭 八坂神社
を使って、しろうとに強制起訴させた。
15日 青葉まつり 智積院
・指定弁護士とかいう仙谷さんのオトモダチ３人は、
２．夜間休日の対応
15日 献酒祭り 平安神宮
証拠も無いのに小沢さんを有罪にしようと画策。
〜17日 蛍ナイター 宇治市植物公園
・最高裁が秘密主義を貫く検察審査会という闇の組織
急病のときは救急病院へ。上
〜17日 絵師100人展 マンガミュージアム について、森裕子議員らが調査を繰り返した。
15〜30日 沙羅の花を愛でる会
京区なら社会保険京都病院、
・先日、発売された、森裕子議員の「検察の罠」とい
妙心寺塔頭:東林院
う本が、Amazoneでベストセラーになりそうな気配
西陣病院、第二日赤など。ま
15日 百万遍さんの手づくり市 知恩寺
・それにしても、政治的に邪魔な人間を、えん罪で抹
た、府立医大病院、第一日赤
15日〜7/17 桔梗を愛でる特別拝観
殺しようという現在の検察と最高裁、そして、法務省
も可。 ご相談は、クリニッ
東福寺天得院（ライトアップあり）
の法務官僚。まるでSF映画の「暗黒の帝国」。これが
16日 ほたるの夕べ 北野天満宮
ク(211-3830)へ電話し、用
実在しているなんて、事実は小説よりえげつない。
16日〜 平清盛特別展 文化博物館
・野田と小沢の会談。とんだ茶番。そもそも野田は政
件・お名前・電話番号を吹き
16日〜 宇治川鵜飼
権交代の公約をことごとく潰した人間。財務省に洗脳
込んで下さい。折り返し、当
29〜30日 五花街合同特別講演 南座
されて消費税増税しか頭に無い恥知らず。
方から電話させていただきま
6月中旬 〜 しょうざんあじさい園
・小沢一郎の発言は全くぶれず。正論。NHKに大越健
20日 竹伐り会式 鞍馬寺
す。５分以内に連絡がなけれ
介とかいう消費税増税、原発再稼働の必要性を国民に
21日 東寺の市（弘法さん）
植え付けようと必死の官房機密費をたっぷりもらった
ば、竹上の自宅(253-3292)
24日 上賀茂神社の手作り市
と思われるキャスターがいる。5/30の番組で大越が小
へお電話下さい。それでも連
〜24日 アンティークフェア パルスプラザ 沢に反論しようとしたが、歯が立たず。小沢圧勝。
絡がつかないときは、申し訳
25日 大茅の輪と御誕辰祭 北野天満宮
・ジャーナリストは常に権力に対峙し、権力を監視す
25日 北野天満宮の市・天神さん
ありませんが上記救急病院へ
る役割を持つ。しかるにわが国では記者クラブは政
〜30 天龍寺 春の特別拝観
府、官僚のリークを垂れ流す。朝日の星、毎日の岸
お願い致します。
30日 夏越祭 神社各所（上賀茂、吉田、 井、読売の橋本などは先日、野田総理と料亭で会食。
平安、八坂、白峰、地主、伏見稲荷など） 海外ならジャーナリストの世界から追放。あほら
３．お車で来院の方へ
賀茂川納涼床、貴船川床は9月まで
し。■ところで、八木啓代さんという海外で活躍する
ラテン歌手をご存知だろうか？ 実はこの人、ネット
当院には駐車場がございませ ■院長のひとりごと■
ではまさに時の人。市民活動家やイケメン？弁護士さ
ん。出町地下駐車場などもよ さて、今月もTwitter風にやりましょう。
ん達と「健全な法治国家のために声をあげる市民の
りの駐車場をご利用下さい。 ◎ここ数年、当院の業績は横ばい状態だっ
会」を作り、敢然と検察、最高裁に挑んで告発を繰り
たんですが、今年の１月から少し上向き。
返している方なのです。さらに、森裕子議員ら、民主
有難いことです。私には派手なパフォーマ
党良識派の議員の活動にも加わり、「司法改革を実現
■七夕コンサートのご案内
ンスはできませんし、ただこつこつと能力
する国民会議」も発足。歯に衣着せぬ爽やかで明快な
の範囲で丁寧に診察することだけです。
発言は是非、ネットで御覧になってはいかが？
今年は、7月7日(土)午後２時か
◎４月から処方箋が複雑になった。ま、私
■いやはや、男性議員はしっかりしてくれよ、と言い
ら当院２Fで七夕コンサートを催し
のやり方は従来通り。何でも薬を製品名で
たくなる大活躍。森裕子とならんで、平成のジャンヌ
ます。ゲストはこれまで何度かご協
なく成分名で表示すると処方代金を10円高 ダルクと評されるのもよくわかります。素晴らしい。
力頂いているTravessiaのお二人
■ともあれ、消費税増税、TPP参加、電気料金値上
くすることができるとか。でも、そんなこ
です。Mariさんの歌声と白川さん
げ、節電に計画停電、放射能汚染隠し、検察と最高裁
としたらこちらもミスが増えそうだし、患
のギターをお楽しみ下さい。真文の
により司法犯罪、マスゴミによる国民洗脳・・・。
者さんも急に薬の名前がややこしくなった
こんな日本に誰がした？ 気付かなかった私も悪い？
歌と木谷さんのピアノ伴奏もありま ら迷いますよね。厚労省の作る変な制度は
でも、気付いたからには変えようという意識が大切！
すよ。25席です。ご予約下さい。
無視するに限る。安心して下さいね。

