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発熱やくしゃみ・咳症状のある
方、水ぼうそう等伝染性疾患の方
は、入口、待合室・診察室、 会計
の流れが異なります。また、トイレ
後のハンドソープによる手洗いに
ご協力ください。
★ 入口
正面入口横の中央通路のイン
ターホンを押して下さい。
★ 待合室・診察室
２階の、第二待合室です。
★ 会計
疾患によっては、廊下会計とな
る場合があります。

ヨーゼフのキャンペーン

今月はありません。

聖書を読む会

1 月 17 日(火)午後２時～２時２０分
当院待合室にて行います。
どなたでも参加できます。

新年あけましておめでとうございます！
＊ インフルエンザの予防接種は在庫が少なくなりました。ワクチンが終
わり次第終了です。熱がない時においでください。小児の方は母子手
マリヤ・
クリニックも４月で開業３０年となります。あっと言う間ですが、３２歳
帳をお持ちください。チメロサールフリー（
水銀系防腐剤を使用してい
の若き妻も、シワとシミが目立つ齢になりました。患者さんを始め、いろいろな
方に本当にお世話になりました。感謝いたします。
ない）
ワクチンは製造中止のため入荷できませんでした。３歳以上１回
３，７８０円（
税込）
、３歳未満１回３０００円（
税込）
です。ご希望の方
３０年前は長男５歳、長女４歳、次男２歳で、妻は医局に勤めながら、関連病
は、午前は９時迄、午後は通常の受付時間内にお越し下さい。
院に週４回往復１００キロの運転をしていました。今は高速道路が開通していま
すが、昔は東金までしかなく、１時間以上通勤に掛かりました。３人の子の保
育園の送り迎えと家事の半分は私もしていましたが、日曜日はまだ教会員の殆 ＊ Ｂ型肝炎ワクチンが定期接種化されました。対象者は、Ｈ２８年４月生
まれ以降で生後２ヶ月以上のお子さんです。予約不要です。
どいない教会のために夫婦で一生懸命でした。支援もなく始めた教会を支えた
のは、妻の医師としての収入で、妻はそれを喜びと励みとしていました。
＊ 病児保育のご利用には、前もって登録をしておいてください。詳細はホ
愚痴も不平も言わず働く妻が、疲れから居眠り運転をしたと聞いたので、開
ームページや配布資料をご覧ください。
業を決心しました。博士号を目指す医局を辞め、１４．５坪の美容院跡を借り
て資金３０万円で始めました。ところが、医師一人、従業員一人で始めてしばら ＊ 栄養指導を当日の予約時間までにご連絡がなく、無断キャンセルした
場合、１０８０円のキャンセル料が掛かります。
くして、妊娠がわかり、自転車操業の倒産を覚悟しました。私たち夫婦は、全
てのことを神の御旨として受け入れ、最善を尽くすことを心掛けております。
＊ 体組成計を健康管理にお役立て下さい。体脂肪量や筋肉量を始め、筋
妻は出産後３週間で復帰し、クリニックもつぶれないで済みました。３年後の３女
肉の左右バランス、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、骨量などの測定がで
の出産は、年末の休みと重なって、代診も少なくて済み、３週間くらいで働き始
きます。栄養指導のご予約を頂いている方は無料で、その他の方は１回
めました。病気がちで体力のなかった妻が、気力を振り絞って家族を養い、治療
３００円（
税込）
で測定できます。
を使命として働きながら強くなっていったのは、クリニックの由来となったイエスの
母マリヤを見習ってのことのようです。
その頃、今用いているサプリメントのメーカーを知り、栄養医学についても詳細
な情報を得て、機能性低血糖症の治療も飛躍的に進展しました。私は知識や
情報をまとめて論理的に整理する性格なので、毎月のクリニック・
ニュースにまと
めながらマリヤ・
クリニックの治療方針を説明してきました。１９９７年の１０周
年を機に、それをまとめて輪転機で印刷し、患者さんに配ると用意した５００
部がすぐになくなり、有料でも良いからという要望に応えて出版したのが『栄
養療法の手引』
で、その後、患者さんに治療情報を理解してもらうために多く
の本を出版してきました。テレビや雑誌にも取り上げられましたが、売名行為
のようで治療の時間がとられてしまうので、控えることにしました。クリニックの
ホームページは毎月６０万から１００万のアクセスがあり、医療機関の提供する
責任ある情報源として信頼されています。薬やサプリメントの効能と処方、検
査データの分析、治療の勘どころ、良子院長は夫から見ても天才だろうと思わ
れます。大した妻です。
事務長 柏崎久雄

感染症で受診される方へ
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＜台湾旅行記＞
２００８年に学研から出版した『栄養医学ガイドブック』は絶版しても評判が良く、電子書籍で㈱ヨーゼフから出
版していましたが、要望が大きいため、全面的に見直して『新栄養医学ガイドブック』として４月に出版予定です。
その編集中に、中国からも依頼があり、少し遅れて中国語訳が発行されることになりました。
ところが、中国と中国人の医療事情や栄養摂取、そして文化や暮らしぶりについて全く理解していないので、
「栄養医学」の適用について、説明する必要があるように思われました。中国には友人知人がいないので、台湾
に行って、中国人の暮らしぶりを確認し、日本との差異を理解する在台の日本人に問い合わせることにしました。
旅行記と文化を分析してみます。ご意見がありましたら、メールでお知らせください。

１．阿里山茶と渓頭森林遊楽区
中国人はお茶が好きで、多くの種類のお茶があり、高山烏龍茶
の中でも高級な阿里山茶の作り方・味わい方などを、茶芸師から１
時間半ほど説明を受けながら飲みました。このお茶は新茶の双葉
を発酵させたもので、香り豊かで味わい深く、また丁寧な喫茶法に
は感心させられました。発酵を進めたお茶も比べましたが、味はま
ろやかになり、香りは落ち着いたものになるようです。その栄養成
分と効能も調べました。お茶を大事にしていることがわかります。
台湾の食事は、タケノコやシイタケなど日本で普通に食べる野菜
や独特の葉野菜でしたが、日本よりも野菜本来の味がありました。
味付けは強くなく、川魚や汁には生姜が入っており温まりました。ど
れを食べても自然な味付けであり、健康に気をつけていることがわ
かります。妻は疲れていましたが、スープを何杯も飲み、元気にな
ったと言っていました。
台湾中部の鳳凰山麓にある渓頭森林遊楽区は台湾大学の実験
林ですが、多くの人が観光に来ており、大学の寮や学生の宿泊研
修施設もありました。台湾人は、大柄な人や太っている人は少なく、
大声で話したり、傍若無人な人はおらず、みな親切で丁寧な人で
した。日本人は、統治時代も良かったので、尊敬されています。こ
の施設も、東京帝国大学の施設として整備されていたそうです。
夕食は、台湾の丁度真ん中にある日月潭という湖で獲れる総督
魚という白身魚を食べました。ゼラチン質が多く、お肌が綺麗にな
るとして案内の夫婦の奥さんと妻がかぶりついていました。その他、
メロンや柿や釈迦頭という甘い梨のようなフルーツを炒めた料理を
食べました。このようにフルーツをそのまま食べるのではなく調理す
ると、冷えることもなく身体に良いように思われます。食べるのに用
いる小皿は、日本の中華料理店のように頻繁に代えることなく、要
求しなければ一つのお皿で全てを食べるようでした。確かに、お腹
に入れば混ざってしまうので、同じなのですが、ホテルのバイキン
グ料理のようです。
翌日は、日月潭を遊覧船で対岸に行き、電動車でサイクリングを
しました。このダム湖は日本統治時代に造られ、台湾全体の水力
発電の半分以上を占めているそうです。９月には約3,000ｍの遠泳
大会があり、数万人の人が参加するそうです。ここでは、鳥の手羽
の骨を抜き、そこにもち米を詰め、外側の皮で巻いて油で揚げたも
の、豚肉を干して揚げ、唐辛子・ニンニク・胡椒・醤油などでスパイ
スしてタマネギと一緒に炒めたものが美味しかったです。バナナを
揚げてチョコレートソースを掛けたデザートやアップルサイダーなど
味わいました。台茶１８号と呼ばれる日月潭紅茶が甘味のある美味
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しいお茶で売れていました。台湾人と一緒の旅で食べ
たものは、中華料理として捉えていた油を多く用いたも
のは殆どなく、塩気やスパイスも抑えてあり、味付けは
淡白で繊細であり、私たちの口には合いました。海鮮
料理も新鮮な素材をあっさりと調理しており、野菜は非
常に豊富で、フルーツも料理に多用してあります。
２．台中、台湾新幹線、台北
台中博物館を見学してから、台湾新幹線に乗りまし
た。日本のものとそっくりで、車内販売もありました。台
中から台北まで160キロをグリーン車で1000元（＝台湾
ドル。以下同じ。）ほどでした。ホテル近くまでは地下鉄に乗りました。
カードを１００元で買い、運賃は２０～３０元ほどです。タクシーも初
乗り70元で２５０ｍ毎に5元増えます。行先はホテルカードを見せた
り、紙に書いて示すと良いでしょう。メーターもあり、安心して乗れま
す。1元は約４円ですからかなり安いでしょう。車も８割は日本製でト
ヨタが多く、エレベーターもエスカレーターもトイレも何もかも日本製
品が溢れていました。タクシーの運転手も日本の曲を流しており、
繁華街を離れると、日本の古い歌謡曲が流れていました。なにか
日本の１９７０年代のような感じもあります。
ホテルの朝食はバイキングで、中華の炒めたサラダ類が美味しか
ったです。妻は風邪気味でしたが、よく食べました。そごうデパート
にあるレストランではよくわからないので、メニューにあるものから５
品を選んで食べました。妻は、栄養がありそうだと思うと、骨までし
ゃぶって食べます。私は、あまり変わったものは食べないので、そ
の食べっぷりに感心しながら、お茶を飲んでいました。コーヒーショ
ップもシャレた店があり、右の写真のカップの横には、挽いた豆の
香りを味わうグラスがあり、まるでお茶の味わい方のようでした。その店にも、日
本のコーヒーの雑誌や本が置いてありました。
３．博物館や店
台中国家歌劇院、故宮博物館、台北市民美術館を巡りました。歌劇院は、日
本関連の物が多く、文化的な影響は、現代ではむしろ日本から影響を受けてい
る印象を持ちました。故宮博物館は、中国から逃れてきた時に運んだ王宮の宝
物を展示してあり、その内容はさすがでしたが、建物自体はコンクリートに色付
けをした安易なもので、なにかちぐはぐでした。観覧者は多いのですが、国の財
政が少ないのかという印象でした。隣にある至善園は中国風の庭園ということでしたが、管理やデザインが
きちんとされていなくて、古木や庭石だけが見事で、安易な散歩コースというものでした。市民美術館は、
佐倉にある川村美術館に展示物が似ていましたが、館員は多いのですが、現代アートならば展示するとい
う印象で、一貫した方針や運営のセンスとしては、もう一歩という印象でした。ともかくも、芸術に力を入れて
いこう、という意識は感じました。
タイペイ１０１というタワーは、世界最速のエレベーターということでしたが、上下とも日本では体験しない長
い待ち時間でした。非常に新しいものですが、内容は東京タワーという感じです。社会資本、企業力が企
画に追いつかないので、外側を作っても、運営や内容にはお金を掛けられていないようです。そごうや三越
にも行きましたが、日本に真似ようとしていても、店員の普段の生活の粗雑さが感じられて無理がありました。
それでも、日本的なものは非常に影響力があるようで、日本のものや日本的なものがデパートにも繁華街の
店にも多くありました。
台湾でも行列が凄い備前屋は鰻重480元2000円で、メニューにある他のものと比べても高いのに86席殆
どこれでした。味噌汁も鰹節のダシで、ホテルを含めて他は煮干を使っていたので味が全く違います。日本
人経営により支店は出さないという頑固な味に妻もニッコリでした。
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４．台湾の文化と民族性
暖かい国で公園にはポインセチアの木が大きく茂り、赤い花を咲かせていました。台湾人は穏やかな性
格で、時折集団で大きな声を上げるのは中国から来た旅行者でした。案内してくださったのが、高校の教
師夫妻なので、丁寧でマナーも良く、配慮に満ち、優しく穏やかな性格で安心しました。夫婦の新婚旅行
はヨーロッパで、日本にも５回ほど来ているそうです。誰もが写真を撮るのが好きで自撮り棒も多かったです。
電車やバスなどでもマナーは良く、きちんと並んで、大声を出す人はいませんでした。ただ、携帯電話はど
こでも話し、飲食店でも車内でも美術館でも話しをしていました。
しばらくすると目鼻立ちがはっきりしている原住民の顔の違いにも気が付きました。原住民は２％ほどで、
貧しいので満足な教育を受けることも少なく、仕事を持ったり、力を付けることは難しいようです。１７世紀頃
から住んでいるのが本省人で８５％、福建省出身が多く、穏やかで田舎人という印象です。中国人から受け
る印象とは違うので調べてみたら、３００年間で原住民の平埔族との混血が多いそうで、その平埔族は「欲
望がなく、太平の世を楽しむ」という性格であったようです。
戦後、中華民国の政府と共に来たのが１３％程の外省人です。彼らは、富と力を握り、中国に帰ることを
考えていたので、台湾自体には投資や社会形成に力を入れてこなかったので、豊かになった台湾が全体
として社会基盤が強くなるということはなかったようです。統計としての富はあるのですが、貧しい人々も多く、
中間層が十分に形成されなかったことが、国全体の豊かさにならなかった理由かと思われます。
トイレは、流れが悪いので、使ったトイレットペーパーは脇にある蓋つきの箱に入れるので、私たちはホテ
ルや大きな施設で用を足すようにしました。泊まったホテルは、しゃれたものでしたが、良い物はみな日本
製でした。繁華街の上を見ると、１０階以上、あるものは３０階くらいのアパートの外側にエアコンの室外機が
くくり付けられていて、狭い路地では、水が垂れていました。
健康には誰もが非常に気遣っており、食べる物も野菜や魚などが豊富で、味も刺激的なものが少ないの
で、良いと思います。ただ、血液検査などは殆どしないので、体質や健康状態のチェックは誰もしていない
で、単に健康に良い物を食べるという民間療法にとどまっているようです。
医療や福祉に係る人材や資本が必要ですが、優秀な人材は海外に行ったり、ITなどの産業に向かってし
まうようです。若い世代が育っており、愛国心と判断力のある優秀な指導者が必要な印象を受けました。文
化というのは、人材育成と貧しい者を少なくすること、そして、差別を無くすとことであると、思いました。日本
志向が強いので、医療福祉について、日本に学びに来る人々が増えればと願います。中国語と台湾語は
違うので、台湾語訳の本も出版の可能性を考えました。

≪診 療 時 間 ≫

月曜～金曜（午前 8 時 30 分～12 時 10 分、午後 2 時 30 分～5 時 30 分 ）
土曜
（午前 8 時 30 分～12 時 10 分、午後 2 時～4 時）
休診日
木曜、日曜、祝日、年末年始
・各種健康保険取扱機関 ・生活保護指定機関 ・介護保険取扱機関
・特定疾患取扱機関
・結核予防法指定機関 ・自立支援医療機関
・身体障害者認定医 ・各種健康診断 ・小中台小学校校医
・栄養療法(分子整合医学)
（携帯サイトへ）
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