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辛夷

　満開の桜が緑の町、清瀬を一段と美しく着飾ってく

れています。清瀬には他にはないほど美しい桜の名所

が幾つもあるのです。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　厚生労働省は 2025 年に向けて医療に大きな改革を

企てています。この計画は超高齢化する日本にとって

はかなり厳しいものだと私は考えています。全国の中

小病院の 70％以上は赤字に悩まされ、存続の危機に

悩まされているのも事実です。

　清瀬市は人口約 77,000 人で、私が清瀬で働き始め

た 28年前と比較し 10,000 人しか増加していません。

そして高齢化は目を見張るものがあります。私はこの

清瀬の地に 64年前に誕生した織本病院を存続させる

と共に、どうすれば地域の方々が利用しやすい病院に

なるかを考え続けてきました。2007 年、当院の創立

者である私の父、織本正慶が他界した翌月に織本病院

の理念を作り替え明文化しました。

・   患者様に満足して頂ける医療を実践する

・   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

　この誰にでもできそうなことが平易な言葉で書かれ

た理念は、私が 1988 年に織本病院

の常勤医になった時、自分の心の中に置いた私自身の

理念です。いつでも口ずさむことができて、毎朝頭の

中で繰り返すことによって私は自分自身を造り変えて

いきたかったのです。そして 6年前にこの理念を基

礎にした織本病院のヴィジョン “ 地域医療への貢献 ” 

を職員達に発表し、病院を少しずつ様変わりさせてき

ました。

　3月 30 日、北多摩北部病病連携会議で特別講演を

された石川県の芳珠記念病院理事長、仲井培雄先生は、

その講演の最後に “ ご自身の地域にしっかり目を向け

ながら、ご自分の病院をどのようにしたいかを考えて

ほしい。ご自分が本当にやりたいことをしてほしい。” 

と語られました。それは私の耳には国の考え方にばか

り振り回されることなく、地域の本当の必要性を見な

がら自分の望む病院創りをしなさいと聞こえたので

す。この医療改革の中で織本病院が生き残るために最

も必要なことは、この理念を一つひとつ満たしていく

ことだと考えています。

　4月からの診療体制、医師の入れ替えも始まってい

ます。地域医療への貢献を目指して変革を続けていき

ます。
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病棟看護師　竹中 友久

災害に災害に備え備えて今て今からできることからできること

～ 災害と糖尿病災害と糖尿病 ～ ②

　桜が咲き始め、確実に春はもうすぐそこまで来てい

ます。皆様いかがお過ごしでしょうか？

　朝夜の寒暖差で体調を崩しやすくなっていますので

お気をつけてください。お花見の席でも食事のバラン

スに注意して、春を桜を楽しんで下さい。第 2回目

となりますが、先月号に引き続き災害のお話しをさせ

て頂きます。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　実際に災害が発生してから段階がいくつかありま

す。災害発生から 3日間を超急性期、4日目～ 1週

目を急性期、1週目～ 1か月を亜急性期と言います。

　超急性期に必要なことは、まずは生き延びることで

す。配給される食事は少なく、非常食もあまり多くは

ありません。しっかりと食べて、水分を摂るよう心が

けて下さい。インスリン注射を行っている方は消毒は

しなくても構いません。針も数少ない可能性もありま

すので、何回かは使用しても構いませんが、空打ちを

必ず行いインスリンが出るか確認して下さい。低血糖

にも十分な注意が必要です。

　急性期では食事の配給が安定し始めます。その時は

減塩を心がけ、ゆっくり噛んで食べるようにして下さ

い。医療機関も少しずつ復旧し始めます。困ったこと

があればすぐに受診し、また体育館などの避難所に巡

回してくる医療スタッフにも具合が悪い事を我慢しな

いでしっかりと伝えるようにして下さい。避難所から

自宅の様子を見に行く際や、外へ出る際には、ガレキ

を踏んで怪我をしないように注意が必要です。

　亜急性期ではいつもの生活に

戻りつつあります。突然の震災で緊張していた気持ち

に少し余裕ができ、緊張の糸がほぐれます。そういっ

た時にドッと心の疲れが出てきてしまうことがありま

す。外の空気を吸ったり、近くの人と話しをするなど、

ストレスをできるだけ軽くするようにしましょう。ま

たエコノミー症候群にも注意が必要です。

福島県被災地に咲いた桜です。
復興のために今年も綺麗な花を咲かせてくれる事を祈っております。

急性期の⾷事の注意点
・  炭⽔化物はゆっくり⾷べる
・  ⾷事の最後に⾷べる
・  ⽸詰等は塩分が多いので注意
・  普段から、⾷べた量でどのくらい
  ⾎糖値が上がるのか確認しておく

　災害はいつ起きるかわかりません。家族と合流する

場所を決めたり、ご近所付き合いをしておくことも大

事です。今の時期からしっかりと準備して災害に備え

ましょう！準備でわからないことがあれば、いつでも

織本病院のスタッフに聞いてください。

エコノミー症候群とは…
⻑時間同じ姿勢でいることで⾜の⾎液の
流れが悪くなり⾎栓を作ってしまう。
この⾎栓が肺に⾶んで肺塞栓症を発症する。
 ・⽔分をしっかりとること
 ・体を動かすこと
 ・⾜のマッサージをすること
これらで予防することができます！

急
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理学療法士　窪田 眞一

退職を迎えて思うこと退職を迎えて思うこと

　私は３月８日に 65歳の誕生日を迎えました。この

日は私にとって生涯忘れることができない日となるで

しょう。というのも、私が 30年近く勤めた織本病院

を退職する日であり、またその記念すべき日に、高木

理事長と箕輪専務理事の愛車に囲まれて私のワーゲン

も一緒に記念写真を撮ることができました。

　私の車は 1952 年製で車歴が 64年です。もうそん

なに早く走ることはできませんが、それでもまだ快調

なエンジンの音を聞くと、何故か愛おしくて、今まで

よく頑張って走ってきたねと労いたくなります。これ

からは私の故郷でゆっくり走って楽しませてくれるで

しょう。

　私は織本病院に、当初リハビリ開設のため昭和 62

年の 10月に非常勤として入り、翌年 1月 4日に常勤

となりリハビリが運用されました。当時は救急病院と

して脳外科や整形外科の術後のリハビリも盛んに行わ

れ、理学療法士としては、とても充実した日々を送る

ことができました。また、脳血管障害を患った透析患

者さんのリハビリには、作業療法士や言語療法士らと

チームアプローチを行い、その結果を透析学会に演題

を発表したことは、私にとって印象深い思い出になり

ました。

　織本病院では、他の病院では経験できない演劇も行

いました。これは名誉院長先生が

長年、患者さんや地域の方々に弁当付きで無料で開放

していたものです。当時は病院での職員によるお芝居

は珍しく、演劇の完成度の高さに於いては日本でも唯

一ではなかったでしょうか。そのため、チャンバラ先

生としてテレビにも取り上げられました。私にとって

セリフを覚えることや、殺陣の稽古、カツラや衣装の

着付けは初体験であり、プロの方々が指導して下さる

ので役者の疑似体験もできました。演技の稽古は仕事

が終わってから一ヶ月もの長い間続きました。本番を

迎えて、お客様の前で演じるのは緊張感を感じながら

も楽しめました。今振り返ると、貴重な経験をさせて

頂いた今は亡き名誉院長先生に大変感謝しておりま

す。

　退職後は、故郷徳之島へ帰り 88歳になる母と暮ら

す予定です。徳之島は長寿の島と言われていますが、

若い世代は食生活も変わり運動不足もあって将来は生

活習慣病が蔓延する恐れがあります。また徳之島と奄

美大島には、天然記念物のアマミノクロウサギが生息

しているので、沖縄県の北部と平成 30年に世界自然

遺産の登録が勧告されています。私は島でウォーキン

グのサークルを立ち上げて、道路の空き缶やゴミを拾

いながら環境美化に貢

献しつつ、島の方々の

健康増進に少しでも役

に立てればと思ってい

ます。

　最後にこれまでお世

話になった理事長はじ

め、多くの先生方、ス

タッフの皆さんに感謝

を申し上げます。
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糖尿病教室のご案内

992016 年       月2016 年       月            日日（土）（土）44
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
予約不要予約不要（直接会場へお越しください）（直接会場へお越しください）

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

『 認知症と予防としての運動について『 認知症と予防としての運動について

第176 回  腎疾患ゼミナール

腎不全の理解を深めましょう ⑫

腎臓内科 ： 高木 由利腎臓内科 ： 高木 由利

21212016 年         月        2016 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

44

コレステロール
特別講演会特別講演会

講師 ： 糖尿病外来  佐藤 潤一講師 ： 糖尿病外来  佐藤 潤一

お詫びと訂正お詫びと訂正

いつも月刊織本をご愛読いただき、ありがとうございます。先月及び先々月発行の月刊織本 2・3月号に掲載した『腎疾患
ゼミナール』のお知らせ中に間違いがございましたので、訂正しお詫び申し上げます。

【訂正箇所】　　（誤）肺機能（GOT・GPT・γ -GTP）について　　（正）肝機能（GOT・GPT・γ -GTP）について

理学療法士理学療法士

について

～認知症検査を体験～～認知症検査を体験～ 』 』

糖尿病のお話糖尿病のお話テーマテーマ


