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命を守る食事との出会い命を守る食事との出会い

宍道湖（島根県）

　あけましておめでとうございます。

　東京は毎日寒い日が続き、雪が降りそうな日々です。

その寒空の下、病院の園芸グループが育てている冬野

菜は冷たい土の中からたくさんの栄養を吸収しようと

精いっぱい根をはっています。そして深みのあるおい

しい野菜に成長しているのです。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　12 月 1 日（木）、当院 4階のオリモトホールは都

内の日本料理店のようでし

た。当院の施設管理課の人達

が力を合わせて “ 和 ” のイン

テリアを作ってくれたからで

す。これが本当に病院の一角か

と思うほどの美しさでした。それは、年 1回だけオ

ープンする腎不全食のレストラン “ リストランテ・ユ

リ ”が開かれる日でした。

　毎年色々な方から日本料理の腎不全食を作ってほし

いという要望がありましたが、私は決心できずにいま

した。何故なら、日本料理の主食であるお米が腎不全

の低たんぱく食では使えないからなのです。通常のお

米では低たんぱく食はできないため、たんぱく質がほ

とんど入っていない “ でんぷん米 ” を使わなければな

りません。この “ でんぷん米 ” とは、とうもろこしの

でんぷん粉末を使い特殊な技法で一切つなぎを使わず

にお米の形にした製品です。そしてたんぱく質はほぼ

ゼロなのです。でんぷん製品は、でんぷん米の他に麺

類や粉、パスタ、餅などがあります。パスタや粉は使

いやすいしおいしいのですが、でんぷん米はどうして

も納得のいく味は出ませんでした。私自身がおいしい

と感じないお料理を治療食だから食べてくださいと患

者さんには言えないのです。ところがある日の腎疾患

ゼミナールの試食会で、当院の重野栄養士がでんぷん

米とでんぷん餅を混ぜておはぎを作ってくれました。

このおはぎが何とも品が良くおいしいのです。ここか
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専務理事・事務部長　箕輪 比呂志

ブランドと仕事 ⑧ブランドと仕事 ⑧

　新年あけましておめでとうございます。皆様それぞ

れの思いで新年をお迎えのことと思います。昨年のシ

ョッキングな出来事として、東日本大震災がありまし

た。皆様にとりましても、今年は穏やかな年であって

欲しいと願っています。

　一昨年の秋から当院の正面玄関前にあるカフェデッ
キの “ 花の鉢植え ” を始め

ました。昨年 6 月に植え

替えた夏向きの花々は、猛

暑の中次々と花を咲かせて

楽しませてくれました。そ

して昨年末には、当院に就

職したばかりの職員も加わ

り、パンジー、ストックな

どの花々への植え替えをし

ました。少しばかり北風が冷たい

日でした。まだまだ寒さが厳しい季節ですが日当たり

の良い場所に置きましたので、新年を迎えて正面玄関

先も少し華やかになっていくかと思います。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　昨年、当院に就職した職員は 62 名（パート含む）

を数えました。これらの方々は織本病院が掲げている

理念に賛同し、志を持った職員として組織に加わって

頂けたと感じています。新たな職員が関わる織本ブラ

ンド創りを考えると、とても楽しみな年になってきま

した。

　ある暖かな午後、人間ドックにいらした方をお送り

する際に、次回もぜひ当院でドックを受けたいとおし

ゃって頂けた話を聞きました。日帰りドックの方にも

当院では個室をご用意し、検査も専任のスタッフが案

ら私はヒントをも

らいました。次々

とでんぷん米、で

んぷん餅のレシピ

が浮かび上がり、

リストランテ・ユ

リの主食は竹の皮

に包んだ “ ちまき ” となったのです。干し海老、干し

帆立、干し椎茸で味と香りを出した “ ちまき ” は、何

とも品の良いもち米料理に変身したのでした。

　毎年 12月のリストランテ・ユリのメニュー作りは

その年の 8月からスタートします。夏休みを使って

毎日お料理を作り続けメニューが出来上がります。し

かし今年の日本料理は本当に納得がいくのに時間がか

かり、何とリストランテ・ユリの前日に完成したので

した。そして学んだことは、食材はその季節にしか深

い味わいが出ないことでした。香辛料を全く使わず、

おだしと食材の旨みだけで完成させていく日本料理

は、食材の持っている味がとても大切だったのです。

冬のかぶは夏のかぶより味が濃く甘みも強い。だから

旬の食材を使うことが日本料理をより美しく香り豊か

に仕上げるコツなのだと思いました。

　私達は日頃、食材のことも何も考えずに欲望にまか

せ食物を口に運んでいます。でももっと頭で考え、本

当に体を守る食事は何かを考えることは、まさにアー

トの世界だと感じるのです。食材の成分、食塩、たん

ぱく質、そしてエネルギーを充分に考えながら作られ

ていく腎不全食の中に私は崇高ささえ感じ、それを毎

日作ってい

る腎不全の

患者さん達

を私は心か

ら尊敬しま

す。
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　文芸春秋の 12 月号に、“ 患者よ　あなたに透析は

必要か ” と題する椎貝達夫医師の記事が載りました。

内容は、日本の透析患者数は 29万 7千人に上り、し

かも毎年 1万人のペースで増加しつつある「世界一

の透析大国」であることと、医療費がパンクする寸前

なのに透析患者の治療に要する医療費が 1兆 3千億

円にも達している中で、安易に患者さんを透析に進め

てしまう今の腎臓病治療の在り方に警鐘を鳴らしたい

というものです。そして、1人ひとりの患者さんに適

した「慢性腎不全保存療法（医師と栄養士による徹底

した食事療法）」の実践で、毎年透析に入る人の約 35

％相当の患者さんは、透析を回避または延期できると

ご自身の治療実績から明言されています。

　一方で、治療実績が証明されているのに保存療法を

実践する医師、専門医が少ない事を嘆いてもおられま

す。座して透析を待つよりは、医師と共に保存療法に

取り組み、1日でも多く透析に頼らない時間を得た方

が、充実した人生を送れるのではないかとも訴えられ

ています。

　私は平成 14年末に勤務していた静岡の会社をリタ

イヤして清瀬に帰ってきました。これからは念願だ

った海外観光旅行を存分に楽しみたいと思っていた

矢先、平成 16年秋に織本病院腎不全外来で腎不全を

言い渡されました。静岡にいた時にも、既に尿酸や

BUN の値が大きかったのですが、呑気な私は若い時

に実施した左腎摘出手術のせいと考え、毎年実施する

人間ドックでも格別な注意も頂きませんでしたので、

あまり気にしていませんでした。ところが、高木院長

から “ あなたは腎不全状態です。いずれ透析に入るに

しても、できるだけ先延ばしするようお互いに頑張り

ましょう ” と言われ、その時点から栄養士の辛口の指

導の下、家内を巻き込んだ「食事療法」の戦いが始ま

りました。

　当初の数年間は「五訂成分表」と計量器、パソコ

ンで厳密に蛋白 35g、塩分 5g 以下になるように計量

し、血圧も 130 を超えないよう管理した結果、闘病

開始から 8年経過した現在、血清クレアチニン値は

2.5 前後の値で推移しています。家内は毎日の食事療

法の献立を考える時、いつも苦労していたのが蛋白質

や塩分を制限する中でいかにカロリーを確保した料理

が作れるかということでした。蛋白質を減らしてカロ

リーを 2000kcal 以上確保するにはデンプン質の食材

が主材料になりますが、食材費が高価な割に味気なく、

食欲の湧く料理にはなりません。“もう食べたくない ” 

と何度も愚痴をこぼしそうになりながらも、熱心に世

話をしてくれる家内には今も頭が上がりません。そん

な日々の暮らしの中で、唯一の楽しみは “ 月に 1度程

度は羽目を外して（普通食にすること）も良いですよ ” 

内しています。医師から全ての検査結果の説明もあり

ます。お客様からの生のお言葉は、病院、チーム、そ

して個人としての接遇が評価をして頂けた証だと思い

ます。接遇では、気持ち（感情）や印象が大切になっ

てきます。お客様、患者様の気持ちが良く、印象が良

ければ、「織本ブランド創り」に貢献できたというこ

とです。

　また、退院された方からの感謝のお手紙に、医師を

はじめとした看護師などのスタッフの対応とともに

「病気が快方に向かうためには、自分自身の気持ちが

大事で入院環境が大きな助けになりました。」と書か

れていました。美味しい食事と明るい病棟が快復への

力になったと感じて頂けたことは、これまでの当院の

経営方針への自信となり、今後の方向性の指標となる

と思われました。

　今年の当院の大きな仕事は、昨年、震災の影響で延

期にした「手術室と１階外来部分」の改装です。２月

に手術室、４月下旬に外来部分を予定しています。工

事期間中は、患者様には大変ご不便をお掛け致します

ので職員一同、一丸となった配慮が必要となります。

既に改装を終えている 2階、3階の病棟と同様に、患

者様を癒せる空間造りを目指し、今年 10月に迎える

開院60年記念を新たな姿で迎えたいと思っています。

患者患者様様からからののおたよりおたより患者患者様からからのおたよりおたより
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とお許しを頂いていることです。もちろん塩分には少

し気配りした食事としますが、この時は家内の目を気

にすることもなく子供のように楽しんでいます。

　静岡から帰郷して、幸いにも高木先生に巡り会えて

診察を受けられたことは、あるいは “ 神の計らい ” だ

ったかもと思われ、深く感謝しております。現役時代

の仲間と共に飲食を楽しむことはできませんが、もし

8年前に高木先生に巡り会えていなければ、今頃は透

析治療に入っており、1週間の時間を自分の自由に使

うこともできなかったでしょう。有難いことです。

　月刊織本の 8月号に坂内専任クラークが腎不全に

関する記事の中で、「ゆっくりでも必ず進行するこの

病気は『透析に入る時』が必ず来ます。」と書かれて

いました。そこで私は高木先生に「私は何年後に透

析に入るのでしょうか？」と聞いてみましたら、「多

分死ぬまで入らないでしょう」とお答え頂きました。

（腎不全の進行より年齢からくる寿命が先ということ

か？）生涯保存期で過ごす事も不可能ではないと知り、

元気が湧いてきました。

　保存期腎不全の患者さんの中には、割高な腎不全用

食材が経済的理由で購入できなくて、心ならずも普通

食品やレトルト食品を代用されている方々が居られる

と聞きます。医療制度と透析技術に優れた日本では、

身体障害者 1級の認定を受けることができ、月 1万

円ほどの負担で透析療法を受けられるのに、保存期腎

不全の患者が治療の一環として入手するはずの腎不全

用食材には保険などが適用されず自己負担となってい

る事に少し矛盾を感じています。

　食事療法を中止して好きな物を食べ、透析に入るこ

とも覚悟しようかと考えた時期もありますが、冒頭の

椎貝達夫医師のご提言は、これからの生活に考慮して

おくべきとも考えます。神様に授かり、神様の力で、

更には皆様のご協力のお蔭で数々の奇跡を頂きながら

永らえさせてもらっている命なので、大事にしなけれ

ばと思います。今では、社会に貢献できる気力、体力

が残っておりませんが、せめて世間の皆様にご迷惑を

かけないよう静かに余生を送りたいです。そして春に

なったら、懸案の海外観光は無理でも、国内数日間の

小旅行を家内の助けを借りて弁当がけで出かけること

を当面の目標にします。感謝、感謝、感謝。


