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フデリンドウ ( 筆竜胆 )

　通勤路のハナミズキ並木が満開となり、5月の美し

さと活力を私に与えてくれています。

　　　　　＊　　　　　  ＊　　　　　  ＊

　4月から火曜日・水曜日・木曜日の午前中、糖尿病

専門外来がオープンしました。私が待ちに待った糖尿

病専門医、小内裕先生が常勤として当院の医局に入局

されたからです。小内先生は名古屋の中部ろうさい病

院で積極的に糖尿病医療の組織創りをしてきた、情熱

が迸
ほとばし

る 36歳のドクターです。今まで糖尿病は非常勤

の先生方にお任せしていましたが、小内先生の到来で

糖尿病診療がますます広がってきました。

　私にはずっと前から夢があります。

腎不全 ― 糖尿病 ― 循環器、この 3つが三角形を形

成し診療することです。腎不全の原因には糖尿病が深

く関係し、また高血圧や心不全が腎不全の基礎疾患に

なることも多く見られます。糖尿病には糖尿病性腎症

の発症があり、且つ冠動脈疾患（心筋梗塞・狭心症）

も切り離せない病態です。そして、循環器疾患の代表

である高血圧は腎不全の原因疾患の上位に位置してい

るのです。つまり、この 3つの疾患群はぐるぐる回

ってどの病態も引き起こすのが常なのです。更に、循

環器疾患、糖尿病を発見初期から的確な治療を行わず

放置していた方々が、私の腎不全外来をやっと受診し、

しばらくすると人工血液透析に入っていくことを数多

く経験しています。

　糖尿病専門医が当院の常勤医になったら、清瀬市で

唯一の 3疾患の院内連携が確立し、より速く正確に、

且つ深く対応できると考えていました。そして 4月、

私の長年の夢が叶い始めています。院内は急ピッチに

動き始め、診療部の各科はより良い医療を提供するた

めに励み、事務系各課はその診療部を支え、病院は一

体化してきました。

　腎不全外来を行う私、高木由利、循環器外来の藤木

― 病態の三角形病態の三角形 ―
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臨床検査科 技師長　稲冨 貴己

春うららコンサートを終えて春うららコンサートを終えて

　4月 9日（土）に 2階病棟のロビーで

行われた『春うららコンサート』に私は、ドラム・ベース担当

として初めて参加させて頂きました。

　バンドは全て当院の職員で構成されており、病棟 2階ロビ

ーでの演奏、観客の方々との距離感など、手作り感が満載なコ

ンサートでした。演奏の出来は置いておき、演奏者と観客の皆

さんとで音楽を共有できた事に達成感を感じています。

　今回、コンサートの参加が決まり、私の中で 1つの疑問が

生じました。それは、当院の 4階には大きなオリモトホール

があるにも関わらず、なぜ狭い 2階のロビーで行うのかとい

うことでした。その疑問をギター・ボーカル担当の箕輪専務理

事に尋ねたところ、「入院患者さんにも音楽を届けたいから」

という答えが返ってきました。これは、「ロビーに足を運べる

方だけではなく、ロビーまで来られない方も病室の扉を開けて

いれば音楽が届く」という理由でした。私はこの言葉に感動し、

より多くの方に「音楽」を提供するために練習を繰り返してき

達雄副院長、糖尿病外来の小内裕医師、そして人工血

液透析センターの大徳聖哲センター長が一体となった

診療体制が実現しました。私はこの病態の三角形に対

する診療をますます充実させることを考え、以前より

問題視していた織本病院組織図を大幅に作り変えまし

た。この改革により、織本病院職員が同じ方向を向い

て業務を遂行できる基礎が出来てきたと考えていま

す。

　これからは今まで以上に、清瀬市の方々だけでなく

他地域の皆様にも満足して頂ける医療を

目指していきます。それは織本病院の

3つの理念の内 2つ、

1）  患者様に満足して頂ける医療を
                                                          実践する
2）患者様と職員、双方が癒される
                                                      病院にする
を成就するためです。
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今月のかべ新聞

ました。

　音楽は、無条件に人を「楽しませる」「幸福感を与える」「癒す」

等、聞き手によって多少の違いはあれど確実に心に響くと信じて

います。そして、耳で聞いて心で感じる音楽は、入院中の方々にも、

元気な方々にも分け隔てなく心に染み渡ると思っています。私達

の音楽が皆さまの心の健康維持の一助になれば幸いです。

　当院では今回のようなコンサートを定期的に開催しています。

このような素晴らしい

活動がある医療機関に

在籍していることを誇

りに思い、今後も継続

的に参加したいと思っ

ています。
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　はじめまして！ご縁があって、ここ清瀬にて桜咲く 4 月より内科・糖尿病

内科医として勤務しております。今まで様々な患者さんを診察しましたが、

出  身：山形県

趣  味：楽器演奏（ベース、ギター、ヴァイオリンなど）

略  歴：2006 年 3月：埼玉医科大学医学部卒業

               2006 年 4 月：埼玉医科大学病院前期研修医

               2007 年 4 月：藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院前期研修医

               2008 年 6 月：中部ろうさい病院後期研修医

               2009 年６月：中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科医員

               2011 年４月：中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科医長

               2016 年 4 月：織本病院　糖尿病・内分泌内科医員

所属学会・資格：日本内科学会認定医　日本糖尿病学会専門医　認定産業医

　　　　　　　　日本肥満学会 肥満症専門医　日本静脈経腸栄養学会会員

　　　　　　　　日本病態栄養学会会員　アジア糖尿病学会会員

　　　　　　　　日本音楽療法学会会員　臨床研修指導医

　　　　　　　　糖尿病カンバセーションマップトレーナー

外来診療：火曜日・午前（内科・糖尿病外来）／  午後（禁煙外来）

　　　　　水曜日・午前（内科・糖尿病外来）

　　　　　木曜日・午前（内科・糖尿病外来）

　　　　　土曜日・午前（内科）

小 内　裕
こ    うち         ゆう

Profi le
doctor-introduction

Message

紹介紹介D .rr
糖尿病・内分泌内科

残念ながら身体が不自由になったり、亡くなったりする方も当然いました。

では何が原因だったの？と考えてみたところ、糖尿病がおおもとであることに気づき、糖尿病専門医の資格を習得して

2 年半が経過しました。糖尿病に特化した様々な病院・クリニックを見学しておりますので、織本病院でも新しい風を

吹かせられたら…と思っております。今後ともよろしくお願い致します！

追記：現役のミュージシャンでもあります！院内コンサートでもお会いしましょう。近日 CD リリース予定 !?

糖尿病教室のご案内

14142016 年       月  2016 年       月              日日（土）（土）55
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

第177 回  腎疾患ゼミナール

腎不全の理解を深めましょう ⑬

腎臓内科 ： 高木 由利腎臓内科 ： 高木 由利

19192016 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

55

赤血球 について
糖尿病の食事療法について糖尿病の食事療法について

管理栄養士 ： 山﨑 紗也加管理栄養士 ： 山﨑 紗也加

栄養科からのワンポイントアドバイス栄養科からのワンポイントアドバイス

『でんぷん米で『でんぷん米で  牛肉の炊き込みご飯牛肉の炊き込みご飯  をを作ろ作ろうう！！！』！』

管理栄養士 ： 小澤 牧子管理栄養士 ： 小澤 牧子

ながら運動についてながら運動について
理学療法士 ： 吉良 大輝 理学療法士 ： 吉良 大輝 


