
月号1111112017年 11月 1日    （毎月発行）

イチョウ

医療法人財団 織本病院
〒 204-0002
東京都清瀬市旭が丘 1-261  
TEL  042-491-2121
URL  http://www.orimoto.or.jp/
高 木  由 利

2017 年 11 月 1日      
発    行
印    刷
  

発行人

理事長　高木 由利

フルートとピアノの
　秋のステキなコンサート
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　今年は秋晴れを楽しむ機会が少ない毎日でした。で

もきっと、これからちょっと遅い秋晴れが来ると信じ

ています。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　10月 28 日（土）、国立音楽大学教授の大友太郎先

生のフルートコンサートが行われました。今回このス

テキなボランティアコンサートに恵まれたのは、当院

の血液内科、村瀬 忠先生から、ご自分のお師匠様と

2人でフルートコンサートをしたいのですがという驚

くべきお話があったからです。私にとっては天の神様

から頂いたプレゼントのようなご提案でした。是非 2

階の療養病棟のラウンジでとお願いしました。病室の

ベッドで寝ていてもコンサートに出席できるチャンス

を患者さん達にプレゼントしたかったからです。

　私は大友先生にお目にかかるのは初めてでしたが、

ユーモアたっぷりの優しいお人柄にすっかりファンに

なりました。曲はアンコールを含めて全9曲。私の大

好きなステキな曲ばかりで、1曲目から心が躍りました。

　演奏を聴きながら、私はふと不思議な感覚を覚えま

した。病棟の天井や壁や床をコロコロとフルートの音

色が転がっていくのです。そして私の周りにある空気

が、やはりコロコロと音楽を奏で私を取り囲んでくれ

ました。先生は確かにフルートを吹いていらっしゃる

のに… いや、先生は歌っていらっしゃいました。先

生が歌うとフルートがそれをフルートの音色に変えて

いき、フルートが歌い出す。本当に不思議な体験でし

た。きっと病棟の隅々までフルートは先生の歌声をフ

ルートの音色に変えて届けてくれていると思いまし

た。こんなに幸せなコンサートは生まれて初めてです。

大友先生のフルート、そしてそれを支えていらっしゃ

る薫子先生のピアノを通して、お 2人の優しく温か

いお心が音になったのだと思いました。そして更に我

らの村瀬 忠先生との二重奏は、2台のフルートとピ

アノ 1台でオーケストラを連想させるような迫力に

満ち溢れていたのです。
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放射線技士  主任　宮下　崇

MRI装置が新しくなりました！
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　8月から工事を始めていたＭＲＩ装置が、10 月 1

日より稼働開始となりました。この度導入されたＭＲ

Ｉ装置は、日立製作所の超電導型１．５Ｔ（テスラ）

高磁場装置となります。磁石の強さが今までの装置の

５倍になり、より詳細な画像を得ることが可能となり

ました。またこの装置では、以前に比べて検査時間が

短くなり、更に検査可能な部位の幅も広がりました。

　急性期脳梗塞の検出能向上や、通常の脳の検査やそ

の他いろいろな部位でのコントラストが格段に向上し

管理栄養士  主任　小澤 牧子

糖尿病バイキング

ました。血管

の分野では、

頭部の血管は

もちろん今ま

での装置では

なかなか難し

かった腹部の

　10月 12 日（木）、腎疾患・糖尿病ゼミナールのイ

ベントのひとつとして、糖尿病の患者様を対象とした

「バイキング」を開催しました。患者様に自分自身の

適量と食事のバランスを正しく把握して頂くことが目

的です。そのため、好きなものを好きなだけ食べる一

般的なバイキングとは異なり、個々の適正エネルギー

量の範囲内で、主食、主菜、副菜、デザートを選択す

るスタイルにしました。

　今回が初めての試みだったので、患者様は満足して

くださるだろうか、料理や備品の不足はないだろうか、

と直前まで心配は尽きませんでしたが、患者様が笑顔

でエネルギー計算をする様子や、患者様同士が楽しそ

うに意見交換する様子を見て、やってよかったと一安

心すると同時に次回への意欲も湧いてきました。不手

際、改善点も多々ありましたが、お答え頂いたアンケ

ートからはたくさんの高評価を頂くことができ嬉しい

気持ちでいっぱいです。

　今回はスタッフ一同手探りで準備にあたり、一から作
りあげていく楽

しさも体感する

ことができまし

た。次回も皆で

力を合わせ、よ

り楽しく充実し

た会にしたいと

　コンサートが終了した時、療養病棟に入院中の私の

女性患者さんが、“ 音楽もステキですけど演奏してい

る姿もステキです！ ” とおっしゃられ… 大友先生は

お顔を赤くされ、お 2人は握手し大きな拍手が起こ

りました。病院でなければ味わえない絵画のように美

しい光景でした。

　大友太郎先生、大友薫子先生、村瀬 忠先生、本当

にありがとうございました。

思いますので、皆様

ぜひご参加ください。



血管や四肢の血管も造影剤を使用することなく検査が

出来ます。

　検査に要する時間は、ほとんどの検査が 30分程度

で終わります。高磁場ＭＲＩ装置での検査はどうして

も工事現場のような音がしてしまいますが、耳栓やヘ

ッドホン等で対策しますので安心して検査を受けて頂

けます。詳しくはスタッフまでお気軽にお問い合わせ

下さい。
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かべ新聞文責
クラーク主任  坂内繁子 vol.24

【 脳MRA 】

0.3T 1.5T

【 脳MRI 】

0.3T 1.5T

【 腎動脈 】

1.5T

【 下肢動脈 】

1.5T

0.3T は古い MRI で、1.5T が新しい MRI です。
 T（テスラ）は、磁場の強さを表す単位です。
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第193 回  腎疾患・糖尿病ゼミナール

腎臓内科 ： 高木 由利腎臓内科 ： 高木 由利

222017 年            月        2017 年            月        日日（木）（木）　午後 1：00 ～ 2：15　午後 1：00 ～ 2：15
オリモトホールオリモトホール（織本病院 4F）（織本病院 4F）　予約不要・参加費無料　予約不要・参加費無料
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でんぷんチャーハンを作ろう！！でんぷんチャーハンを作ろう！！ 管理栄養士 ： 岡本 啓吾管理栄養士 ： 岡本 啓吾

糖尿病と感染症糖尿病と感染症  ～これから流行  ～これから流行するインフルエンするインフルエンザにご注意 !! ～ザにご注意 !! ～

ワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス

なぜ食事療法が治療の基本なのですか？ なぜ食事療法が治療の基本なのですか？ そそのの11
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清瀬市在住の 65歳以上 の方は 2,500 円（税込） の負担で接種できます。
※ 60 ～ 64 歳で、心臓・腎臓・呼吸器等で 1級の障害をお持ちの方も該当します。障害者手帳をお持ちください。　

実施期間  ：  平成 29 年 10 月 15 日～ 12 月 31 日
ご予約は、当院受付窓口 または お電話にて　042-491-2121
・受診の際には、保険証と診察券（お持ちの方）をお持ちください。
・生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付対象者の方は減免制度がありますので、証明書をお持ちください。

■  受付時間

■  接種費用
■  対象年齢
■  ご予約・お問合せ

月曜日 ～ 土曜日（予約可）
午前 　8：30 ～ 11：30
午後   13：30 ～ 16：30

1 回  3,600 円（税込）
15 歳（高校生）以上

　　　 ℡ 042-491-2121（9：00 ～ 17：00）

随時受付

15 歳（高校生）以上の方を対象にインフ

ルエンザ予防接種を受け付けております。

現在病院にかかられている患者様は必ず主
治医とご相談の上、お申込みください。

当日接種希望の方は、ご来院時に受付窓口
にてお申込みください。

ののご案内ご案内インフルエンザインフルエンザ予防接種予防接種

※  肺炎球菌ワクチンの接種も受付けております。ご希望の方はお電話または受付窓口にてご予約下さい。

さい。

看護師 ： 看護師 ： 木城　りさ木城　りさ


