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理事長　高木 由利

1 月号

1 年に 1度しかオープンしないレストラン

千 日 紅

　あけましておめでとうございます。

　昨年は皆様から多くの励ましを頂き、職員一同心か

ら感謝しております。

　　　　　＊　　　　  　＊　　　　  　＊

　2005 年 12 月から“リストランテ・ユリ”という腎

不全食フルコースメニューを楽しんで頂くクリスマス

ランチを始めました。この企画をした理由は低たんぱ

く・減塩・適切なエネルギー量という 3 本柱の腎不全

食を食する毎日に躓
つまづ

きを感じる患者様の悩みを聞いた

ことがきっかけです。友人達から食事に誘われても「同

じ食事ができないから…」と断っているうちに友人を

失った方。家族の中で孤立してしまって悲しい日々を

送っている方。腎不全食がまずくて「どうしてこんな

病気になってしまったのか」と嘆く方。その悩みは様々

でした。

　何とかおいしくてステキな腎不全食はできないもの

かを考え、腎不全食の試食会や勉強会などに何回も参

加しました。しかし、これはおいしい！ステキなお料

理だ！と感激することはただの 1度もなく、むしろこ

れでは虚しくなるのは当然と感じたのです。

　ある日私は決心しました。私は大のお料理好き。お

いしいお店もたくさん知っているし、食べに行くだけ

ではなくそれを再現するチャレンジもしてきました。

人に頼るのではなく自分の手でおいしくてステキな腎

不全食を作り、更に健康人が食べてもおいしい腎不全

食作りにチャレンジしようと考えたのです。最初のメ

ニューはキャベツロールでした。私は味覚に関し最も

信頼できる私の母にそのキャベツロールを何も説明せ

ず食べてもらいました。母の解答は驚くべきものでし

た。「由利ちゃん、すごくおいしいキャベツロールね！

私にこの作り方を教えてちょうだい。」私がこの材料

の説明やたんぱく、塩分の量を詳しく話すと今度は

母が驚くのです。それは 2005 年の 8 月のことでした。

そしてその年の 12 月、このキャベツロールをメイン

ディッシュにした南仏料理のフルコースメニューが完

成し、65 名の患者様をご招待した第 1 回“リストラ

ンテ・ユリ”がオープンしたのです。2006 年には台

湾料理、そして 2007 年はトスカーナ料理を作りまし

た。

　2007 年 12 月 13 日（木）病院の 4 階にあるオリモ

トホールは手作りのイタリア国旗を飾り、スタッフの

ユニフォームも揃え、堂々オープンしたのです。患者

様と職員によるバッハのピアノの連弾があったり楽し

いひとときを過ごしました。ある患者様から自分の替
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薬局長　倉本 広幸

クリスマスコンサートを終えて

わりにもっと悩んでいる方々をこのステキな会に招い

てあげてほしいと温かいお言葉を頂き、スタッフと共

に胸が熱くなる想いをさせて頂きました。

　更に今年はいつになくステキなお客様がいらして下

さいました。その 1 人は私

の学芸大附属小学校時代の

同級生で松本 猛さん。松

本さんは日本を代表する絵

本画家いわさきちひろさん

の息子さんで、ちひろ美術

館や長野の信濃美術館の館

長をされています。また、

それ以外にも世界的な美術

に関するお仕事をしている

方です。これからは当院の芸術活動に力を貸してくだ

さることになりました。

松本　猛 さん

東　孝江 さん

　もう 1 人はハンガリーと

の貿易をしながら神宮前で

“AZ Finom”というハンガ

リー料理店を経営していら

っしゃる東 孝江さんです。

今年私がハンガリー料理の

腎不全食にチャレンジしよ

うと考えていますので色々

協力してくださると言うの

です。何という光栄なことでしょうか。このようにし

て少しでも腎不全食を社会に広めていけたら、私にと

ってこの上ない喜びです。

　“リストランテ・ユリ”は世界一不思議なレストラ

ンです。チーフシェフ兼マダムは医師である私。レス

トランの総支配人は事務部長。スタッフは栄養士、看

護師、理学療法士、薬剤師、クラーク、施設用度、そ

して私の秘書達。1 人もプロの料理人はなく、料金も

取らない。

　1 年に 1 度しかオープンしないレストラン“リスト

ランテ・ユリ”はまるで幻のレストランのような実在

のレストランなのです。

　織本病院混声合唱団は、週１回仕事が終わった後に

集まり、クロイツァー凉子先生の指導のもと練習を行

っています。私も、その一員で未だに楽譜が読めない

もののがんばっています。

　そして昨年の 12/15（土）、織本病院の年末の恒例

行事になっているクリスマスコンサートが無事？終わ

りました。

　皆さまの中には、昨年から織本病院の文化活動の中
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新年の

 ごあいさつ

心だった演劇がなくなり寂しく思われていらっしゃる

方も多いのではないでしょうか？織本病院の演劇は、

名誉院長が台本を仕上げ、それを皆で「ああでもない、

こうでもない」と言いながら作り上げていくものであ

り、名誉院長なしではあり得ないものなのです。先生

は、医療だけでなく文化活動を通して地域の皆さまに

貢献すべきとの考えをされる方でした。そして名誉院

長が永眠されたことで織本病院劇団は、その役割を終

えました。しかし先生のその思いは、今も生き続けて

います。その形はコー

ラスというものになり

ましたが、そこには名

誉院長の心が生きてい

るのです。

　昨年からコンサート

の伴奏で演奏されるピ

アノは名誉院長から贈

られたものなのです。

そのピアノの音が鳴り

響くとき、名誉院長が我々に語りかけています。「人

はどうあるべきか？医療に携わる人間はどうあるべき

か？」わたしは、考えます。「我々は、患者さまや地

域の皆さまに安心して医療を受けていただけているの

か？皆さまの役に立てているのか？」そして、こう思

います。我々が日々の仕事を通して、皆さまに一生懸

命感謝の気持ちを示して行こうと。

　名誉院長の思い出の詰まったこの織本病院でピアノ

の音の響きと共に…

院長　花岡 建夫

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年の 11 月 25 日に、当院の織本正慶名誉院長が永

眠されました。名誉院長はいくつもの“人がやらない

事”をされてきた方でした。

　　　　　＊　　　 　　 ＊　　　　  　＊

― 名誉院長の著書「私の歩んできた道」より抜粋 ―

　「国民病と言われた結核の外科治療を受けようと多

数の患者が入院を待っていた。病院ストを扇動する共

産党員は入院を拒否されていたが、私は思想に関係な

く手術をしたので、共産党の病院から続々と患者が紹

介されてきた。

　その後共産党が非合法化され、アメリカ入国時に私

がブラックリストにのっていた事を知った。」

　「日本の透析は世界に遅れをとっていた。アメリカ

のメイヨークリニックで使用されていた高価な超純粋

装置を購入、スケールチェアを考察し、除水を確認し

ながら安全な透析を行えるような透析センターを設立

した。」

　「チャンバラで再度院長に切られても本望という回

復患者と職員の混成チームで演劇は始まった。年一度

の公演は、地域活動としても行われるようになってい

った。」

　　　　　＊　　　  　　＊　　  　　　＊

　人がやらない事をするのは大変なことであるが、こ

の名誉院長の教えを忘れず、今年も患者様により良い

医療を提供できるよう、努力していこうと思います。

人がやらない事をする
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◎ 　第 82 回　  1 月 31 日　（木）  　　　薬   局

◎ 　第 83 回　  2 月 28 日　（木）  　　　栄養科 （レシピ ・ 試食付き）

◎ 　第 84 回　  3 月 27 日　（木）  　　　リハビリテーションセンター

◎ 　第 85 回　  4 月 24 日　（木）  　　　栄養科 （レシピ ・ 試食付き）

◎ 　第 86 回　  5 月 22 日　（木）  　　　ナ ース

◎ 　第 87 回　  6 月 26 日　（木）  　　　栄養科 （レシピ ・ 試食付き）

※ 日程が変更になる場合がございます。 変更につきましては、 ポスター ・ 月刊織本 ・

　   ホームページ等でお知らせ致します。

講師 ： 腎臓内科 高木由利

2008 年のメインテーマ 『  腎不全と共に生きよう！ 』

会　　場 ： 午後 1 ： 00 ～ 2 ： 00

時　　間 ： オリモトホール （当院 4 Ｆ）

参加費 ： 無料

 2008 年 腎疾患ゼミナール日程（1 月～ 6 月）

ワンポイントアドバイス

　新年あけましておめでとうございます。

　本年も皆様にとってすばらしい年となることをお祈

りいたします。

　　　　　＊　  　　　　＊　　　　　  ＊

　早いもので私が織本病院に赴任させて頂いてから 1

年と 6 ヵ月が経ちました。現在、透析センターの患者

様を中心に診療させて頂き、昨年 9 月より金曜日午後

に一般内科外来も担当しております。本年は“いびき

と睡眠時無呼吸症候群”の検査や予防にも積極的に対

応させて頂きたいと思います。

　昨今、政府には年金問題や薬害訴訟問題に十分とは

言えないまでも積極的に取り組む姿勢が見えてきたこ

とは喜ばしいことと存じます。医療費抑制や介護保険

の適正化の困難など矛盾は枚挙にいとまがありません

が、予防医学に重点をシフトしていることも評価に値

すると考えます。

　肥満、高血圧、高脂血症が成人病の病因の代表だと

いうことはメタボリックシンドロームという言葉の普

及で皆様も良くご存知と思います。この中で最も重要

なのは肥満の改善と予防です。人類の歴史上で本当の

意味で過食が一般的になったのはせいぜいここ 50 年

から 60 年です。人体にはアドレナリン、グルカゴン、

成長ホルモン、副腎皮質ホルモン等血糖値を上昇させ

るホルモンは多数存在しますが、グルコースを細胞内

に取り込ませて血糖値を下げるホルモンは、インスリ

ンだけです。つまり、人体にはそもそも、過食に対す

るセイフティネット（安全弁）は備わっていないので

す。

　省エネ、地球温暖化防止のためのエコ対策がトレン

ドの現在ですので、本年は食生活の省エネ、スリム化

で肥満の改善、予防にも取り組んでみてはいかがでし

ょうか？

医師　栗橋 健夫

食生活にも省エネを！！


