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理事長　高木 由利

12 月号

第 6 回 透析懇話会

　何だか急に寒さが押し寄せてきて、冷たい風が吹き

始めました。先日行った安曇野は池の水が凍ったり、

山が雪化粧をしたりと美しい冬の訪れを感じました。

　　　　　＊　　　 　　＊　　　 　　＊

　11 月 18 日 ( 日 ) に第 6 回透析懇話会が行われまし

た。この会は透析をしていらっしゃる患者様とその

ご家族との交流を深めるために始めたものです。最新

医療情報や透析に関する様々な医学講話を医師や看護

師、臨床工学士、臨床検査技師、管理栄養士が担当し

ます。今回のお話しは、栗橋先生の“透析最新情報「ネ

スプってどんな薬？」”と臨床検査技師 小堀さんの“リ

ンのはなし”、そして管理栄養士 松元さんの“食生活

のはなし「リンを減らすためのポイント！」”があり、

どれも興味深いものでした。又、透析者の方々からの

質問やご家族の悩みなどを皆で考えたり、先輩の透析

者から透析導入したばかりの方々への生活管理のアド

バイスなど、その内容はとても 2時間では足りないほ

ど盛りだくさんなものとなりました。

　この懇話会を企画したきっかけは、数年前あるご家

族から先生と透析室から離れた場所で接してみたい、

白衣を脱いだ先生と話してみたいというご希望を頂い

たからです。この小さな願いは、私の魂に響きました。

そして、とても感謝したのです。私のような者と接す

ることをこんなにまで希望して下さるなんて、私はな

んという幸せな人間でしょうか。

　でも私とだけの懇話会ではとても力不足ですし、透

析センタースタッフ 1 人１人との透析室を離れた人間

的交流の会にしたいと考えました。そしてこの懇話会

ができたのです。当日の出席者は 56 名、そしてスタ

ッフが 20 名、何と 76 名の大きな会になりました。こ

の日、私が一番嬉しかったことは多くの方々が織本病

院透析センターを愛して下さっていることでした。あ

る透析歴 20 年以上の方が自分の心の悩みをスタッフ

達が受け止めてくれることがうれしいと感謝の言葉を

下さいました。私の病院作りのコンセプトは優れた医

療技術を求めることだけではありません。医療を高め

ることを基本とし、その中にお互いの心を受け入れ合

い、なぐさめ合うことのできる病院にしていくことな

のです。私が当院に来た 20 年前、私が受けた印象は

医療は素晴らしかったのですが、心は砂漠でした。廊

下を歩く職員に笑顔はなく、挨拶もしないのです。私

の大学の附属病院もそうでしたから、きっと日本中の

病院が冷たい病院だったのかも知れません。でも、病

んだ人を受け入れる病院に笑顔がないのはどうしても
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　夏に日光浴で体を焼こうなどと海水パンツをはい

て寝っころがったのは何年ぶりのことだったでしょう

か。灼熱の太陽の陽射しがジリジリと体に伝わってく

る何とも言えない開放感に浸り、失われていた若々し

い気持ちが蘇り、今年の夏は本当にリフレッシュした

嬉しい気持ちになりました。

こんな気分になった理由は･･･

痩せたんです。僕。

5 月 20 日から 4 ヶ月で 10kg も。

　“20 代の頃からの持病の腰痛対策として体重を減ら

し、腹筋背筋を強くして･･･”と今まで何度も考えて

いたものの結局何もせず、体重を減らすどころか逆に

昨年から今年の 5 月までの 1 年間で 3kg も太ってしま

いました。そして、どう暴飲暴食をしても越えたこと

東　明 様

私の若返り大作戦！！

納得がいきませんでした。それが少しずつ職員達

の意識改革の芽が出始め、今では小さな花が咲き

始めたかのようです。

　懇話会の会場で笑顔の患者様、笑顔のご家族そ

して笑顔のスタッフに囲まれて私は胸が熱くなり

ました。何とうれしい感動的な体験でしょうか。

　内科病棟に入院されたある患者様が“織本病院

はマイナスイオンが出ているから居るだけで癒さ

れる”とおっしゃったのを耳にしました。癒され

る病院作りはリーダーである私自身が常に癒され

ていて喜びと感謝の日々を送る必要があると考え

ています。

　多くの暖かいお言葉を下さるお１人お 1 人に私

は心から感謝しています。

今回投稿して下さったお二人は、ご自分の生活習慣を自らの力で変えて良い結果を出されました。

本当にステキな方々です。

東さんは、 私の成蹊高校スキー部時代の先輩です。

川上さんは、 奥様が私の患者さんでそのことを通して私の外来にいらっしゃるようになった方です。

私の厳しい指導をしっかり受け止めて下さり、 勝利された方々なのです。

理事長　高木 由利
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血糖値を安定させた体験記

川上 眞仁 様

　私は、不治の病である糖尿病と闘うために、怖れず、

諦めず、ふて腐れず、他の病気の併発を最小限に抑え

る努力をしています。

　血糖値が 200ml/dl に上がった時からその闘いは始

まりました。インシュリン注射、飲み薬の他に、由

利先生より体重を 10kg 減量するように指示されまし

た。具体的な方法については自分で考えねばなりま

せん。期間は 1 年と目標を定め、従来の食事量を主

食・副食とも半分にし、外食時も半分を残すようにし

ました。しばらくの間は食事直後に空腹感が残り、ま

た半分残すことが勿体ないという気持ちを振り切る事

が大変でした。副食を食べ過ぎないよう禁酒をし、口

に入れるものは 1 日 3 食のみで間食は絶対にしない。

以上のことを実行して 1 年経過し、頬は多少こけま

したが 62kg から 54kg まで 8kg の減量ができました。

約束の 10kg には到達できませんでしたが血糖値を安

定させるための第一関門通過です。血糖値の上限が

150ml/dl 以下になりました。

　その後血糖値は安定しましたが、朝の測定値が 130

～ 150ml/dl と不満でした。飲み薬を止めてインシュ

リンの量を増やしたり、就寝前の散歩の距離を少し

延長してみたりしましたが、なかなか効果が出ませ

ん。思案投げ首、血糖値測定一覧表を眺めていた時

1 つの共通項に気が付きました。前夜の夕食時間が

遅くなる程、翌朝の血糖値が高いのです。8 時台だと

130ml/dl、9 時台だと 140ml/dl、10 時台が 150ml/dl。

それならと夕食を 7 時台にしてみたら 90 ～ 110ml/dl

に安定しました。夕食を7時台に済ませるという事は、

会社、療養所（家内が入院中）を 4 時に切り上げて、

通勤時間、買物時間があり料理開始が 6時になります。

社会生活を 4 時で終わるためには根本的に生活習慣を

変えねばなりません。

　糖尿病と闘う上で、先生はご指導、ご指示だけです。

薬はあくまで助けてもらう外人部隊です。生活習慣を

変えるということは、自分を変える事と、対世間との

習慣を変える事だと気が付きました。

の無かった大台の 80kg を突破し 81kg になってしまっ

たことが今回の減量の発端です。

　折りしも今年の 5 月 19 日に行われた高木由利先生

のメタボリックの講演で“肥満は万病の元”と怖～い

お話で脅かされたものですから、小心者の私は翌日か

ら野菜スープダイエットを始めました。さらに、父の

日に息子が「三日坊主にならないなら買ってあげる」

と憎たらしく言って買ってきた“ビリーのブートキャ

ンプ”にも 7 月 6 日から意地で入隊しました。そして

4 ヶ月目の 9 月 20 日には体重がなんと 10kg も減って

筋肉もついてきました。ビリーのブートキャンプは現

在でも継続しています。

　今回の減量で、何よりも変わったことは気持ちです。

自分の目指したスリムな体になり、腰への負担も軽減

され、リフレッシュして若返り充実しています。

　少しずつでも継続して運動することで必ず変化は現

れると思います。皆さんも先生と相談され、ぜひ理想

の体に近付けてみませんか？絶対に若返ります！！
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12 月の腎疾患ゼミナールは毎年恒例の 『クリスマス特別企画 リストランテ ・ ユリ』 を開催致し

ます。 誠に申し訳ございませんが、 この回は現在腎不全の食事療法に励んで

おられる保存期腎不全のご招待患者様のみの参加とさせていただきます。

来年 1 月からは、 通常の腎疾患ゼミナールに戻りますので、

皆さま是非ご参加ください。 スタッフ一同心よりお待ち致しております。

2007 年 12 月 15 日 （土）

1:30pm 開場　2:00pm 開演

オリモトホール （織本病院 4F）

入場無料

【指揮 ・ 指導】

声楽家  クロイツァー凉子

【ピアノ】

篠田 昌伸

【出演】

織本病院混声合唱団

ベッラローザ （女声合唱）

ボーイズコーロ （男声合唱）

腎疾患ゼミナールよりお知らせ

― 訃 報 ―

当院名誉院長 織本正慶は病気療養中のところ、11 月 25 日に逝去いたしました。享年 84 歳。

告別式は 11 月 27 日に密葬にて執り行いました。ここに、生前のご厚誼を感謝いたします。


