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織本病院創織本病院創立 60周年周年
― 伝承と創― 伝承と創造（2） ―（2） ―

11
栗名月（10月 27日）  

　ある朝、いつの間にか街路樹が赤い実を付けている

ことに気づきました。大地が秋の美しさを私に教えて

くれました。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　10月 20日（土）当院の創立 60周年記念祝賀会を

開きました。その日、60 名のお客様で４階のオリモ

トホールは活気に満ちていました。本来なら 60年も

存続した大きなお祝いなので都内のホテルで会を開く

べきかと思いましたが、私は全て職員達と手作りでお

世話になった方々におもてなしをしたいという気持ち

が強かったのです。そんな私の心をよく理解してくれ

た職員達が、オリモトホールの飾り付け、注文するお

料理の内容、当日のホールスタッフの選別や

打ち合わせ、スライドショーや写真、古の手

術器具の展示等々、6ヶ月も前から計画実行

してくれたのです。私はこの職員 1人 1人

に心から感謝しています。

　中小病院が 60年存続するのはかなり珍し

いようで、ほんの一握りの病院だけが味わえ

る幸せだということをお客様の祝辞で知りま

した。私は当院で 24 年間働いてきました。

そして、自分が臨床医と

して理事長として何を目指すか考え続けました。私は

大学の病理学教室を退職してから、夫の留学先のニュ

ーヨークに移住し、1987 年に帰国後、1988 年から

当院で臨床医としての活動を開始しました。その時の

私のビジョンは、『患者様に満足して頂ける医療を実
践する』こ

とでした。

私の父、故

織本正慶か

らは “ 常に

真実に生き

いにしえ

ホール内全景

オリモトホールの舞台
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専務理事・事務部長　箕輪 比呂志

なさい ” と教わり、私の師匠、故小澤貞一朗先生から

は “ 医学と命の前に謙虚でありなさい ” と指導を受け

ました。私は、この 2人の教えを全うする臨床医の

姿を心に描き、これを伝承するために学びました。特

に取り柄のない私ですが、ただ医師としてこの教えを

伝承していきたかったのです。そして次にこのことを

基礎に私自身を成長させ、織本病院をより良い病院に

するために何をすべきかを考えました。1993 年 ( 平

成 5年）二代目理事長に就任した時、私は 42歳でし

た。私は父に理事長とは何かと質問したのです。父は

“ 全ての経営責任を負うものである ” と答えたのです

が、当時の私にはその意味はよく分かりませんでした。

むしろ医師として、理事長として生きていくために自

分自身のビジョンを立て、それを目指したのです。そ

のビジョンとは、 『患者様と職員、双方が癒される病

院にする』、『互いにいたわり合う職場を創る』です。

先に述べたことと合わせ、この 3項目が現在の織本

病院の理念となりました。更に、このビジョンに向か

っていくために、私には自己改革が必要であると考え

ました。それは、私があまりにも幼く我がままな人間

だったからです。そしてトータルカウンセリングスク

ールの集中セミナーで初級コースから “ 相手を受け入

れ、相手の話しに真剣に耳を傾ける ” トレーニングを

何回も受け、次に自己分析法を学びました。ここでは、

自分のありのままの赤裸々な姿を発掘し、愚かで幼稚

な自分と向き合い自己を受け入れる、辛くかつ神秘的

な体験を繰り返したのです。そのような生活の中から

次第に織本病院の医療の柱は何かを考え始めました。

そして、それまで中心的存在であった透析医療に加え、

創立　 周創立　 周年を迎えて年を迎えて6060

　今年、開院 60周年を無事に迎えることができました。人に例えますと、“還暦 ” を迎えた

ことになります。このように考えますと、次のステップは “ 古希 ” となります。私達は来るべき開院 70周年を

迎えるために、当院のブランド力に力を注ぐことが大切です。この清瀬の地に生まれ、皆様の手によって育てら

た

透析を先延ばしするための保存期腎不全医療を開始し

ました。何故なら、透析患者さんとの会話の中で “ 何

の指導も受けずある日突然透析に入るように医師から

宣告された ” という言葉をしばしば耳にするようにな

ったからです。患者さんと精一杯考え、指導しながら

共に悩み、納得の上で透析に入ることが大切であると

考えている私にとって、この事実はあまりにも悲しい

ことでした。そして、保存期腎不全医療の主軸である

食事療法を現昭和大学客員教授、出浦照國先生の患者

勉強会から何度も何度も学びました。

　私は 24年間いつも自分がすべきことを神様が教え

てくださったと考えています。扉を開けると、そこに

は私がすべき仕事がありました。それを真実として受

け止め、忠実に謙虚に学ぶと次の扉が現れて開くので

す。そこには次の仕事がありました。それをまたコツ

コツと積み上げるとまた扉が開く。私の人生は細々と

した、ゆっくりとした歩みなのです。

　60 年間病院が存続したのは、こんな私を守って支

援してくださった多くの先生方や地域の方々、未熟な

私を信じてついて来てくれた職員達、そして私を見守

ってくれた家族の力だと感じ、心から感謝したいと思

います。

被災地・福島県喜多方の被災地・福島県喜多方の
会津塗りのリモコンボックスを会津塗りのリモコンボックスを
お客様への記念品にしました。お客様への記念品にしました。
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副院長　藤木 達雄

医局長　吾妻　司

　平成 24年 10月 20日に織本病院創立 60周年の記念式典が行われ、お忙しいにもかかわ

らず多くの方々が出席してくださいました。改めて織本病院の 60年という歴史の重みを感じるとともに、織本

病院が多くの方々に心から愛されていることを実感することができました。

　私が織本病院に勤務するようになって、まだ 1年半位しか経っていませんが、毎日気持ちよく働けることに

喜びを感じています。織本病院がより多くの方々に愛され、そして織本病院に関わる全ての人達が癒されるよう

な病院になるよう、皆さんと一緒に力を合わせ頑張っていきたいと思います。

　今年、織本病院は創立 60周年を迎えました。記念式典は、多くのお客様をお迎えして、

盛大で華々しいパーティーとなりました。この大きなイベントも無事に終わり、今思うことは、ただただ “ 感謝

” の気持ちです。あるお客様から頂戴した “ 企業が 50年後も存続しているのは 24％、100 年後に至っては 4％

である ” というお言葉が頭から離れませんでした。医療は冬の時代と言われ、こ

の厳しい情勢の中 60周年を迎えられたことは、織本病院を信頼し愛して下さっ

た患者様、そして内外より支えて下さった多くの方々のお蔭だと思っています。

　この先 100 年後、200 年後も、この地で織本病院が地域医療の中心的存在と

して貢献し続けていくために、病院組織をより成熟させていくことはもちろん、

医師会や近隣の医療機関、薬剤師会の方々との連携、医療機器・製薬メーカーの

方々からの技術的な支援、行政からの支援もなくてはなりません。

　より良い病院を目指し、職員一丸となって努力してまいります。

皆さま、これからも織本病院を愛し、温かなご支援を頂け

ますようお願い申し上げます。

わ

れた織本病院が 100 周年を目指して成長するために、「地域医療への貢献」

をビジョンに掲げ、近隣の皆様、市民の皆様、遠方の皆様方からも愛され

る病院であり続けたいと心から

願っています。

お客様と歓談する箕輪専務

オリモトホールの入口

ホールスタッフのボーイズとホールスタッフのボーイズと

お客様と歓談する藤木副院長
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今月のかべ新聞

第138 回  腎疾患ゼミナール

2012 年11 月22 日（木） 

午後 1 ： 00 ～

オリモトホール（当院4 Ｆ）

無料

日　　時 ：  

　　　　　　　　

会　　場 ： 

参加費 ： 

『 『 自己管理を自己管理を
　　レベル　　レベルアッアップさせよう ⑨ プさせよう ⑨ 』 』 

腎臓内科 ： 高木由利

どなたでもご参加頂けます。皆様ぜひお越しください。

『 末梢循環を良くして『 末梢循環を良くして
リハビリテーションセンターからのワンポイントアドバイスリハビリテーションセンターからのワンポイントアドバイス

  冷え性を改善しよう !! 』  冷え性を改善しよう !! 』


