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病気を受病気を受け入れるということけ入れるということ…

　毎日暑い日が続いていた 8月のある朝、陽の光が

なんとなく優しくなりました。小さい頃、汗
あ せ も

疹で悩ん

でいた私を母が憐れんで、“8 月のお盆が過ぎると秋

の陽になるのよ。もう少しの辛抱ね。” と言ってくれ

た優しい言葉を思い出しました。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　今年は、元気に働いている方が熱中症になり外来で

点滴をしたり、また入院して療養される方が目立ちま

した。自分がこんなことで入院するなんてと気落ちす

る患者さん達をみながら、自分の病気や病状を受け入

れることの難しさを痛感したのです。

　私の外来には 300 人程の腎不全、糖尿病、高血圧

の方々が通院されています。ある日の健診で “ ひどい

高血圧なので治療しなさい ” とか “ 糖尿病で危険だ ” 

と言われたり、またずっと診てもらっていた先生に突

然 “ このままいくと透析になるからすぐ専門医を受診

しなさい ” と言われて私の外来にいらっしゃるパター

ンがほとんどです。昨日まで自分は元気だと思ってい

たのに、まるで急に雨雲が出てきて台風になったよう

な突然の出来事に、多くの方々は自分の病気を受け入

れられず困惑しているのです。私の仕事はこのような

患者さんに自分の病気をしっかり受け止め、受け入れ、

自分はこれからどうやって

生きていくかを考えていけるように指導することなの

です。しかしこれは本当に難しい仕事だと最近感じて

います。これらの病気をまとめて慢性疾患と呼ぶので

すが、慢性疾患の指導はその患者さんの日々の食生活

などに手を入れる事であり、つまりその方々の人生そ

のものに私が首を突っ込む仕事なのです。患者さん達

の人生を左右するなど私のような人間がして良いこと

なのか考えてしまいます。そんなある日、3人の患者

さん達から長いお手紙を頂きました。その方々の共通

した言葉は、“闘病生活という考え方が間違っていた。

自分の病気を騒がせないように落ち着かせ共に生きる

ことだった ” というのです。すごい目覚めだと私は感

じました。確かに慢性疾患は誰かから感染したのでは

なく、自分自身の生活態度から生まれた病気です。従

って、“ 闘病 ” となると自分の体を敵にすることにな

るのです。3人の方々はそのことに気付かれたのだと

思います。“ 病気と共に生きていく ” とは、例えば自

分が糖尿病で、しかも検査結果が良くなくても、その

事実をまず受け入れることです。次に、では自分はこ

の体内で暴れている糖尿病をどうやって安定させるか

を考えることです。そして、安定させるためにはどの

風蝶草
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専務理事・事務部長　箕輪 比呂志

ブランドと仕事 ブランドと仕事 ⑪

栄養科・調理室マネージャー　井上 和広
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組織目標
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様な生活態度をとるべきか、どの様な食事療法を行う

かを真剣に考え実行することだと思います。

　私は 300 人の方々が自分の病気を受け入れ、病気

と共に生きていく決心がつくように自分の受容能力を

更に高めていかなければいけないと思っています。

　改装に合わせて 1階待合に 2つの植物を置きまし

た。1つは春から秋にかけて年 2回程オレンジ系の花

を咲かせるマレーシアシャクナゲのビレアです。もう

1つは観葉植物のシマトネリコです。葉の緑が鮮やか

で風にそよぐ姿がとても似合いそうです。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　月刊織本 6月号や院内学会で、織本病院の組織目

標である「地域医療への貢献」を実現するための病院

経営戦略を「積極的治療の実践」に決定したことを伝

えました。

　この組織目標を実現するためには、部署毎に定性目

標（あるべき姿）と定量目標（具体的数字で測れるも

の）を決めて、部署から個人レベルに至るまで、早期

に具体的な行動に移すことが必要です。

考えているだけでは何の改善もなく、実現もしません。

そこで、いつまでに、そしてどのようにして目標に到

達するかを組織として話し合い、自らも考えながら仕

事に取り組める組織体制にする必要があります。

　この組織体制作りのために、年次目標を定めて行動

管理をするためのフォーマットである「個人目標管理

シート」を導入します。今月号では、慢性腎不全の食

事療法に深い関わりがあり、この取り組みが組織とし

て先行している栄養科・調理室の事例を紹介します。

　ここからの具体的な目標の紹介については、栄養科・

調理室を統括している井上和広マネージャーにお願い

します。

　織本病院の組織目標である「地域医療への貢献」を

実現するための戦略、即ち「積極的治療の実践」を栄

養科として考えました。そして、以下の「3つのある

べき姿」を通して私達は貢献することができると思い

ました。そこで、栄養科・調理室の部署全体と個人に

とって有益となる「個人目標管理シート」を作成しま

した。

≪ 3つのあるべき姿 ≫
1. 自分自身の担当職務における重要な役割、責任が

　明確になっている。
2. 年間の達成目標、達成方法、スケジュールを決めて、
　具体的行動に移せている。
3.定期的に、「達成ならば、その成果は」「未達成ならば、
　どうするのか」進捗状況や改善点についてメンバー
　とリーダーが確認し合う仕組みが定着している。
　そして、このシートを作成するにあたり「織本病院

の理念」と「SWOT 分析（当院の強み、弱み、機会、

脅威の抽出結果の分析）」の 2つを念頭におきました。
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今月のかべ新聞

特に、SWOT 分析結果から強みを更に強化すること

も考えましたが、できている部分はそのまま維持し、

弱みに優先順位をつけて、2つの栄養科・調理室の目

標を導き出しました。

1. 清瀬の医療機関の中で一番の「安全・安心でおいし
　い治療食」を提供し、「親切・丁寧・的確な栄養指導」
　ができている。
2. 患者様の満足度を最大限に上げ、「治療食・栄養指
　導は清瀬で一番」となっている。
　これらの組織目標を達成するために、私自身の目標

を作りました。

1. 栄養士の意識向上とスキル（身に付いた技術）を
　磨くための支援（個人面談 3ヶ月毎、4回／年）
2. 定番メニュー内容を向上させることによって、治  
　療食にも磨きをかける（給食委員会での試食による
　改善を 12回／年）
3. 新メニューの提案会の実施（春夏秋冬の 4回／年）
4. 食品衛生の意識強化のための小テストの実施　　
　（12回／年）

5. 病棟巡回（マネージャー早番時）
　また私の最大の目標である「治療食なのにおいしい

レシピ集」の作成は、来年度に取り入れたいと考えて

います。この私の目標を元に栄養科スタッフ達がそれ

ぞれの個人目標管理シートを作成します。個人目標管

理シートは、作成したら終わりではなく一定期間での

見直しが重要です。

　以前、高木理事長より「病院組織は人間の体と同じ

です。各部署、個人が人間の手や足にあたり、全ての

部分が大事なのです」という言葉がありました。臓器

に例えますと、理事長が脳や心臓の部分で、栄養科・

調理室は胃や食道にあたるのでしょうか。私は消化器

系がしっかりしていれば体全体にも良い影響を与える

と思いました。そして足りない点は、互いの協力や補

い合うことが大切だと考えます。今年のロンドン五輪

で活躍した日本人選手のように体の全ての部分が強化

できれば、医療業界でも金メダルを取れると私は考え

ています。
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腎臓内科 ： 高木由利

『 『 自己管理をレベル自己管理をレベルアッアップさせよう ⑦ プさせよう ⑦ 』 』 

第 136 回  腎疾患ゼミナール
2012 年9 月20 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 ： 

リモト

料無料無無無料無料料料料料料料料料料料

（当院4 Ｆ）モトホ ル

どなたでもご参加頂けます。皆様ぜひお越しください。

看護師 ： 崎山 祐子『 あしと靴のはなし 』『 あしと靴のはなし 』
看護師からのワンポイントアドバイス看護師からのワンポイントアドバイス

滝⼭ゴスペルクワイヤ 織本病院ライブ

2003 年に東久留米市にある滝山聖書バプテスト教会で結成されたクワイヤ、2003 年に東久留米市にある滝山聖書バプテスト教会で結成されたクワイヤ、

“ 滝山ゴスペルクワイヤ ” の楽して心に迫ってくるゴスペルミュージックを“ 滝山ゴスペルクワイヤ ” の楽して心に迫ってくるゴスペルミュージックを  　     　   

是非聴きにいらしてください。是非聴きにいらしてください。

2012       9 　29
12:30 開場   13:00 開演
オリモトホール（当院 4F）
入場無料

     9 29年          月             日（土）


