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病院で暮病院で暮らすというこらすということ（2）

　私の通勤路のハナミズキ並木が華やかになりまし

た。白とピンクが交互に植えられ、私に “ おはよう！ ” 

と言ってくれるのです。五月晴れです。

　　　　　＊　　　　　  ＊　　　　　  ＊

　2014 年 6 月から当院 2A 病棟を療養病棟にして、

患者さん達に院内での生活を提供できるようになりま

した。この病棟には、慢性疾患があるためご家庭での

生活が難しくなったご高齢の方や慢性疾患の末期状態

になった方、そして種々の癌末期の方々が入院されて

います。オープンして 10ヶ月が経ち、元気になって

退院されたり、季節の良い時だけ一時退院されたり、

亡くなられて退院されたり、多くの方々の出入りがあ

りました。ここは、検査も治療もリハビリも行います

が、基本は安全に暮らすことを主体に考えています。

スタッフ達もそのことを良く理解してくれて、患者さ

ん一人ひとりの必要性をカンファレンスで話し合って

くれています。

　私は病院で暮らすということは一体何を目的とする

かを改めて考えてみました。当院の他施設との大きな

違いは、慢性疾患の末期と癌末期の受け入れができる

こと、つまり常に医学が基本にあり、暮らしながら生

活の中で治療が行われることではないでしょうか。

　昨年、筋委縮性側索硬化症と

いう難病の方がご入院され、この病棟で生活をされま

した。ご家族とご友人のご協力により、銀座・浅草め

ぐりをし、思う存分楽しんでから病状が進み静かに亡

くなられました。それも何の苦しみもなく、私とおし

ゃべりをしてお昼寝をして、そのまま目を覚ますこと

がなかったのです。ご家族は安心して病院で暮らせた

ことをとても感謝して下さいました。その方が私にく

ださった最後のお言葉です。

ハナミズキ並木

　“先生とスタッフの方に囲まれて、
　　　　　　　　安心して毎日暮らしています。
         　ずっとここにいたいですけど . . .
                                               　 難しいかなー . . .  ”
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療養病棟 主任
小川 仁子

棟のラウンジでもコンサートを行いました。今年の曲目は、浜辺の歌、この道、待ちぼ

　3月 28 日、織本病院混

声合唱団による “ 桜まつり

コンサート ” が開催されま

した。

　昨年まで、織本病院混声

合唱団の春のコンサートは

ケアセンター（遷延性意識

障害者病棟：寝たきりの患

者様がいらっしゃる病棟）

のみで行ってきましたが、

今年は初めて 2 階療養病

施設管理課
鈴木 晃司

の レレポポーートト
イイベントベント

桜まつりコンサート
3/3 / 28（土）（土）

療養病棟 療養病棟 桜まつり桜まつり
　療養病棟が開設され 1

年を迎えようとしていま

す。開設より患者様の日常

生活の一環として、毎月レ
クリエーションを計画し開催してきました。今回、桜が満開の 4月 3日に「桜まつり」

を開催しました。

　今回は、春を感じるような歌を選曲し皆さんと一緒に歌い、後半はゲームをして楽し

みました。普段はベッドの上で過ごされることが多い患者様も車椅子で会場へ参加され、

笑顔で手拍子をして下さる患者様もいらっしゃいました。K様には開催の度に歌を披露

して頂いていますが、今回も懐かしい思い出の歌「さくら貝の歌」「青い山脈」の 2曲

うけ、花、さくら、イギリス民謡などで、例年同様、日本歌曲を中

心に歌いました。

　ケアセンターでは、合唱団が歌い出すと急に口を動かし反応する

患者様がいて、改めて歌の力の凄さを感じることができました。患

者様のご家族の方々もとても喜んで下さいました。

4 /4 / 3（金）（金）

　療養病棟のラウンジでのコン

サートは、たくさんの方が聴きに

来てくださり、合唱団 14名とピ

アノが入り、思いのほかスペース

が狭かったのですが、観客の皆様

との距離が近く、とても身近に感

じることができました。更に、こ

のラウンジは声の響きが良く、最

後に一緒に「さくら」を合唱した

時には、観客の皆様と合唱団との
一体感がとても感じられました。このようなイベントを通して、

これからも皆様に楽しんで頂ければ幸いと思います。

桜桜

― 療養病棟のラウンジで ―
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専務理事
箕輪 比呂志

春うららコンサート
4/4 / 11（土）（土） 　ザ・ショクインズによる

ギターデュオ・コンサート

も今年 4月 11 日（土）で

4回目を迎えました。前回
から、透析センター臨床工学技士の太田主任にタンバリン担当として新たにメンバーに

加わってもらい、今回からマラカス担当も頼みました。次回は、更に腕に磨きをかけて

くることと思います。菊池雄二先生は、大学病院が常勤先ですので第一線の医療の合間

を見つけて、本番前に 3回程しかない練習に時間を費やして下さいました。

　実は今回のコンサートは、これまでより 3～ 4曲多い、12曲を演奏しました。素人

としては、声の嗄れが心配でしたが聴衆の皆さまの後押しで何とか歌い終えることがで

を熱唱して頂きました。ご

本人は毎日練習されており

「声が出ないんだよな～」

とお話しされていました

が、しっかりと歌ってくだ

さいました。

　また、この日退院予定

だった患者様が「この会に

出ていい思い出を作って帰

きました。曲数を増やしたことには、理由がありました。ギター

デュオ・コンサートを第1回目から聞きに来て下さっていた方が、

新緑まばゆいこの時期に北軽井沢に引っ越すことになり、このイ

ベントには遠方のためになかなか来て頂けないことをお聞きした

からです。この方の思い出の曲、春、そして新緑に相応しい曲を

考えていましたら、自然と数曲が増えていました。更に、私とは

36 年前に仕事をきっかけに知り合い、その後 12 年ほど仕事関

係でお世話になったお 2人の方がいらして下さった

ので、同世代に届けたい曲も織り込み増々盛りだくさ

んとなりました。

　次回は、10月 10日（土）または、11月 14日（土）

を予定しております。曲目は、歌声喫茶が全盛期だっ

た頃に歌われていた曲やビートルズ等様々なジャンル

からの選曲を予定しておりますので多数の方の来院を

お待ちしております。

りたいわ」とご希望され参加して、大変喜ばれて退院

されていきました。

　私たちも患者様皆さんに楽しんで頂き、笑顔がたく

さん見られるようなレクリエーションを今後も企画し

開催していきたいとスタッフ一同感じた 1日でした。
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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

看護師 ： 根間　幹2244 時間蓄尿検査について時間蓄尿検査について

糖尿病教室のご案内第166 回  腎疾患ゼミナール

『 運動療法について 』『 運動療法について 』尿酸値について尿酸値について 腎臓内科 ： 高木 由利

212015 年        月        2015 年        月                日日（木）（木）
午後 1：00 ～ 2：00午後 1：00 ～ 2：00
オリモトホール（織本病院 4F）オリモトホール（織本病院 4F）
参加費無料参加費無料

5
92015 年       月        2015 年       月        日日（土）（土）5

講師 ： 理学療法士

テーマテーマ

午後 1：00 ～ 1：30午後 1：00 ～ 1：30
第 1会議室（織本病院 4F）第 1会議室（織本病院 4F）
参加費無料参加費無料
予約不要（直接会場へお越しください）予約不要（直接会場へお越しください）

4 月より内科・呼吸器科として勤務しております。

呼吸器内科を専門としていますが、現在は内科一般を中心

に診療を行っております。

市中病院を中心に勤務し多くの患者様と接する中で、内科

の患者様は特に高齢の方が多く、社会的な問題を抱えてい

らっしゃる方も非常に多い印象があります。

病気だけを見るのではなく、患者様一人ひとりが安心して

生活できるようサポートさせて頂きたいと思います。

新しい環境に 1日も早く慣れ、円滑に診療を行っていけ

るよう頑張っていきたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

出　　身  ：  東京都

趣　　味  ：  旅 行

                      （独身の時はよく 1人旅をしていました^^）

略　　歴  ：  2006 年 3 月　東京女子医科大学卒業

所属学会  ：  日本内科学会認定内科医・専門医

　　　　　  日本呼吸器学会呼吸器専門医

　　　　　  日本感染症学会

外来診療  ：  月曜日・午前（内科・呼吸器科）

　　　　　  火曜日・午後（内科・呼吸器科・禁煙外来）

　　　　　  金曜日・午前（内科・呼吸器科）

　　　　　  ※ 5/12（火）より禁煙外来が再スタートします !!

上杉 夫彌子
うえすぎ     ふ    み    こ

Profile
doctor-introduction

Message

紹介紹介D .rr
内科・呼吸器科

腎不全の理解を深めましょう ④腎不全の理解を深めましょう ④


