
さあ１１月！旧暦で神帰月（かみきづき）とも！前の月
に出雲大社に集まった神々がそれぞれの居場所に

帰ってくるから！秋といえば１０２歳でなくなった花ばあちゃんとの大切な思い
出が特によみがえる！秋にはいつも＜淳子、行こうえ！＞と言って朝地町の用作
(ゆうじゃく)公園に、積み立てた年金で？知り合いのタクシー運転手さんの車
で紅葉（もみぢ）や楓（かえで）見に連れて行ってくれてたな！入田小学校のころ
は用作公園は遠足の目的地！池のなかの＜鬼笛＞をみつけた友達はクラスの
なかで＜英雄＞だったな。今思うとあれは菱の実。熟して黒くなった中の実を
取り出して笛として吹く！見た目があまりにいかつくて、忍者はこれを撒いて敵が踏ん
で痛がることであざむいたとか。ちなみに菱の実はゆでて食べると栄養豊富らしい！
用作はもと岡藩の家老の別荘地！そして花ばあちゃんは秋にはいつも福岡で薬学部
に通ってた私に銀杏（イチョウ）や紅葉（もみぢ）の押し花を画用紙一面に貼って郵便で
送ってくれてた。懐かしいな。その気持ちがありがたく、うれしかった。そして両親や
我が家族と行った紅葉がきれい過ぎて言葉にならなかった奈良県の＜柳生の里＞！

長い道のりを歩いたけど、たどりついた資料館には忍者の作法の巻物もあったし、途中には
＜一刀石＞もあった！柳生十兵衛のお墓にもお参りした！我が娘たち、忘れてるだろうなあ・・。
もちろん滝尾碇山の紅葉も風情があります！紅葉の語源は＜色をもみだす＞から＜もみつ：紅
葉つ＞となって＜もみぢ＞となったとか。
そして11月といえば本来なら竹田竹楽が
あったのだけど、今年は新型コロナの影響で
中止。残念だけど来年に期待しましょう。入田
湧水群は変わりないな。小さいころから＜そ
うず＞で水をくむといってた！そうずって語

源は何だろう？方言研究してた故文士お父さん、わかったら夢
の中で教えてね！皆様が新型コロナにもインフルエンザにもか
からずに無事に乗り切っていきますよう切に願っております。

永井循環器内科 
生活習慣病・心臓クリニック
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◦元大分大学医学部臨床教授
◦日本循環器学会専門医
◦日本東洋医学会漢方専門医
◦日本プライマリ・ケア連合学会
　 認定医、指導医
◦日本臨床検査医学会臨床検査管理医
◦薬剤師
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診療
内容

一般内科・循環器内科・漢方外来・禁煙外来・ペースメーカー外来・高血圧・糖尿病
コレステロール値の異常・動脈硬化の検査・動悸・不整脈・胸痛・むくみ・予防接種
♦健康診断(特定健診、雇用時健診、企業健診、一般健康診断、心臓健診 オプション 骨粗鬆症検査など）
♦乳腺超音波検査（乳癌健診） ♦ペースメーカー外来　※詳しくはお問い合わせください。
♦超音波検査：心臓、頚部、下肢、甲状腺、腹部、乳腺エコー　症状のない方は健診の範囲で実施です。

一人で複数の生活習慣病をお持ちの方は特に栄養指導を
させていただくことで食生活の基本がご理解いただけてと
てもうれしく思います。院長通じての＜数値がよくなった！
＞の御報告も励みになります。

インフルエンザワクチン予防接種を
10月中旬から開始しました。皆様が
新型コロナにもインフルエンザにもか
からずに元気でおられますように！！

診察時間

午前 (9：00～12：30)

午後 (14：00～18：00)

月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

〇 〇 〇 × 〇 × ×

http://www.nagaic.jp 大分市羽田217番地

TEL 097-504-7855

■ハイカラ
花ばあちゃんは明治生まれだけどとてもハイカラだった。
ところでＦＭ大分のハイカラ食堂、永井も数回出させても

らったがパーソナリティの田口さんが退職！
家業の＜やせうま本舗＞を継ぐ！＜やせうま＞は私も大好きなお菓子！ハイカ
ラとは＜丈の高い襟：ｈｉｇｈ ｃｏｌｌａｒ ハイ カラー＞の意味。明治時代、西洋文
化がはいってきてハイカラーのワイシャツが流行したことから。おしゃれの
感覚！反対は＜ばんから＞らしい！父文士はいつも私が小さいころ、竹田市
の＜テーラーみよし＞でハイカラなワイシャツ作ってた。夜は、母敏子が、ワ
イシャツの襟の汚れを＜ベンジン＞でいつも拭いて落としてました！

■秋茄子（なす）は嫁に食わすな
おいしい秋茄子はいやな嫁には食べさせない、秋茄子は体を冷やすから大事な嫁
には食べさせない。両方の意味があるようで。さあ、あなたはどっち？

豆知識

医療法人
諒文の眞記念会 
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別府大学短期大学部食物栄養科より

月２回、 講師の先生を派遣いただいてます。
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月
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院長のつぶやき

立花

酔うて こほろぎと 寝ていたよ　山頭火
ほろほろとむかご落ちけり秋の風　一茶
昔食べてたむかごごはん、おいしかったな。むかご：山芋の葉の付けねにできる肉芽。

あかあかと日は難面も（つれなくも）秋の風　芭蕉
秋になったが日は赤く照っている。でも風は冷たくなったなあ。

おしなべてものを思はぬ人にさへ 心をつくる秋の初風　西行
物思いなど知らない人にも物のあはれを思わせる秋の初風だなあ。

職員だより

栄養指導室だより
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季節外れで頑張ってる！



当院での治療

血液、心電図、レントゲン検査、心、頚部、腹部超音波
検査、24時間心電図検査等を駆使して原因の把握、適
切な診療を心がけております。充分な睡眠、バランスの
とれた栄養、適度な運動を普段から！

冠動脈疾患
心臓の筋肉に栄養を送る冠
動脈という血管が狭くなっ
たり詰まって起こる病気。
通常は何らかのサイン（胸痛
など）があるが、重症糖尿病
があると無症状だったり、高
齢者の場合は息上がり等で
見つかる事あり。頚部エコー
（首の血管の超音波検査）で
狭い所があれば症状とあわ
せてこれを疑う事あり。

倦怠感を起こす原因

微熱が続いてますわ！！

微熱はないけどきついですわ！あれこれしたいのにでけん！心臓やろか？

慢性疲労症候群、精神疾患（うつ状態など）、貧血、悪性腫瘍（癌）、糖尿病、低血圧、甲状腺機能の異常、感染症、肝臓
病、心臓病、栄養障害、アルコール依存症、睡眠不足など

体温は頭の中の体温調節中枢の働きで維持されてる。これが何かの原因で高く調節されると高体温！感染、悪性腫
瘍（癌）、薬剤性、慢性疲労症候群等。運動や脱水、甲状腺機能亢進症、脳血管障害等で体温が高くなる場合あり！

これらの心臓の病気はやがて…
心不全：尿量が減って体重がふえる、ひどくなると息
苦しくて夜間お布団にあおむけで寝られない、食欲
低下や吐き気、咳（心臓喘息）などが起こってくる！

敵を知り己（おのれ）を知らば
百戦（ひゃくせん）危（あや）うからず
充分自分の状態を知って対策をたてれば大丈夫！
幽霊の正体（しょうたい）見たり
枯れ尾花（かれおばな：すすき）といきたいものですね。
めざしましょう。健康長寿！

心筋症
心臓の筋肉そ
のものの病
気。原因不明
が多いが遺伝
や感染が関係
する事も。
心臓から全身
へ血液を送り
出す力や量が
低下してしま
う！

不整脈
心臓の電気を発す
る部分やその経路
の異常。脈が遅くな
りふらつきや失神
が起こったり、心房
細動という不整脈
では未治療で重症
脳梗塞が起こり死
に至る事も！大抵の
不整脈はあまり問
題ないのが多い！

感染性心内膜炎
女性、高齢者に多
い。何らかの原因
で血流に細菌が
侵入して起こる。
皮膚や口の粘膜
からの細菌（感染
を伴う歯肉炎な
ど）等が心臓の中
の弁の一部に付
着して増殖し弁
を壊していく。

弁膜症
心臓の中には血液を一定
方向へ送るための４種類の
弁（大動脈弁、僧帽弁、三尖
弁、肺動脈弁）があり、リズ
ミカルに開いたり閉じたり
しているが動脈硬化などで
弁の一部に石灰沈着が生じ
てうまく開かなくなったり
（狭窄症）、逆にきれいに閉
じずに逆方向に血液が流れ
る（閉鎖不全）ことで起こる。
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豆知識
動物と睡眠

あなたの人生の1/3は睡眠！では動物は？
キリンは立ったまま５時間程度眠る。鳥には
眠りながら飛ぶものもいる。バンドウイルカは
片方の脳ずつ眠りをとる。ある種の魚は鰓（エ
ラ）から海水を常に排出するために眠りながら泳
ぐ。むむむ。私は上野丘高校時代、授業中
眠くて仕方ない時は片方ずつ眼を閉じ
て眠っていた！ホントです。

　　 昆虫も疲れる？
羽ばたきし過ぎると疲れる。バッタや蝉、
トンボ。追っかけて羽ばたき過ぎる

と特にバッタはよろよろと
なる？？？！

？

だりいなあ！きちいわあ！
それってどんな原因が？？ ？ 

まずはその前に！
あなたの＜ひだりいわあ！＞がどこから

きてるか詳しく調べましょう。

＜心疾患で倦怠感が来る場合＞
心筋症や重症不整脈、冠動脈疾患、感染性心内膜炎、重症弁膜症等
※冠動脈疾患（狭心症や心筋梗塞）では胸痛や放散痛（歯痛、左肩痛など）が。感染性心内膜炎では微熱が続く事も！


