
月号1111112018年 11月 1日    （毎月発行）

金木犀

理事長　高木 由利

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

2018 年 11 月 1日      
発    行
印    刷
  

発行人

vol.vol. 291291

医療法人財団 織本病院  広報誌医療法人財団 織本病院  広報誌

⽉刊⽉刊⽉刊⽉刊 織本織本織本織本

リハビリテーションを
      もっともっとやりましょうよ！
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　朝晩は寒い日が多くなり、お庭の小さな木も紅葉し

ステキな季節になりました。秋は勉強の季節ですね。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　10 月号に引き続き、今月もリハビリテーションの

お話しをさせて頂きます。

　私達の生活は、『① 食べる  ② 体を動かす』で成り

立っています。ところが、今世界中を脅かしている生

活習慣病は、 “ 食べるけど食べるけど動かない ” こと

を繰り返して発症した病気の集まりです。この病気群

はお手軽サプリメントなど健康食品を使って改善させ

てしまおうなどという安易な気持ちでは絶対対応でき

るものではありません。何故なら生活習慣病の 1つ

ひとつは長期に亘る悪い生活習慣が原因で発症するの

ですから、これを根本から作り直さなければ改善はし

ないのです。

　その治療の基本は、『食事と運動』です。私はどう

しても食事療法ばかりに力が入るのですが、もっと運

動に目を向けるべきだと反省しました。私達は社会の

中で生き、社会人であり、社会参加をしているのです。

社会参加するためには自分の生活習慣が本当に今のま

まで良いかを吟味しなければなりません。

　さて、運動不足とは一体何でしょう。それは日々の

生活の中で動かない生活行動から

くるものです。（動きたくても動けない病気を元々持

っていらっしゃる方は別ですが）あなたは 1日に何

回『立つ』動作を行いますか？

　運  動  不  足 とは ＝ 足を運ぶ動きがないこと

　体重の 50％を占める筋肉や 200 個を超える骨は、

動くことで健全な状態が保たれます。更に筋肉は内分

泌臓器として働き、痛みを軽減させる物質を分泌して

います。そして、心臓の働きを助けたり、脳、腸、肝臓、

腎臓などの臓器の働きを保つように連携しています。

　1日は 24 時間。8 時間睡眠を取ると、あとの 16

時間が生活活動時間です。さあこの大切な時間を使っ

て筋肉と骨を動かし、より健全な生活をしませんか？
　“ 私にどんな運動が適切なの

かしら ” と悩んだら、是非、

当院のリハビリテーション

室の技士達にお声をかけ

てください。きっとステ

キな助けをしてくれます

から！
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療養病棟 看護師　木城 りさ

『 高齢者糖尿病と低血糖 』

地域医療連携室　主任  小西 更拓

第1回  織本病院見学会報告
～ 地域の介護職の皆様を迎えて ～

　10 月 13 日（土）、第 1回 織本病院見学会を開催致
しました。この会は、『安心して患者様を紹介して頂く』
事を目的として、「院内環境、腎不全・生活習慣病の治
療、当院特有の食事療法」を知って頂く為に企画しまし
た。当日は、地域包括支援センターの相談員、担当ケア
マネージャー、訪問看護職、訪問介護職、デイサービス
施設の職員様、総勢９名の方にご参加頂きました。
　まず始めに当院の特徴である腎不全・生活習慣病の治
療、食事療法について高木理事長から説明があり、その

　10 月 29 日（月）、『高齢者糖尿病と低血糖 ～今、改
めて求められる判断力と包括力～』というテーマで多摩
北部医療センター内分泌・代謝内科部長の藤田寛子先生
の講演会がオリモトホールで行われました。
　高齢者の増加に伴い、糖尿病をはじめとした生活習慣
病が急増しています。糖尿病は血糖値が高い状態が続き、
血管に障害をきたす全身の病気です。その糖尿病の治療
を行う上で低血糖の予防がとても重要であることを学び
ました。
　重症の低血糖は認知症や心疾患のリスクが上昇し、最
悪、命を落とす危険性があります。さらに高齢者は低血
糖を起こしても自覚症状が出づらく、気付きにくいとい
った特徴があり、実際に自覚症状のない患者様の検査結
果をみると低血糖を起こしていることがあります。藤田
先生のお話しでは高齢者の低血糖症状は、不穏や徘徊、
情緒不安定など異常行動として現れることが多く、転倒、
転落にも繋がるとのことです。その陰にある低血糖を見
抜く判断力と、データのみにこだわらず、症状を把握す
ることが大事であると改めて知ることができました。
　私達看護師には日頃から患者様をよく観察し「いつも

と違う、何か変だな」ということに
気付く観察力が今以上に求められると感じました。
　織本病院は生活習慣病に特化した病院として地域の
方々を支える役割を担っています。藤田先生の「患者様
をみる」「患者様を知る」「患者様と向き合うことでより
信頼関係ができる」「チーム全体で情報を共有し、一緒
に健康的で豊かな生活を」というお言葉も大変印象に残
りました。今回の講演会で得た学びを今後の看護に役立
てていきたいと思います。

～ 講演会を聴講して～

後「腎不全食のおやつ」の試食と小澤管理栄養士による
レシピの動画紹介・でんぷん製品の重要性、当院の売店
で購入できるでんぷん製品のご案内をしました。
参加された皆様には、ご自分の目で・足で・体で・口で
体感して頂き、すべては地域の皆様のためにとの思いで
熱心にメモを取られており、また多くの質問も頂きまし
た。お帰り際に、一品お試しででんぷん製品を購入され
た方もいらっしゃいました。
　その後、連携担当者にて院内をご案内させて頂き、最



月号1111112018年 11月 1日    （毎月発行）

 私が織本病院での実習を希望した理由は、学校の授業で慢性腎臓病
の栄養管理や病態について学んだ際、とても難しかったため腎臓病に
ついてもっと深く勉強したいと思ったからです。学校の先⽣から織本
病院では慢性腎臓病患者を継続的にみていると教えて頂き、ぜひ織本
病院で実習をさせて頂きたいと思いました。
 今回の実習を通して、学校で習ったことよりもっと深く腎臓につい

織本病院での織本病院での

　　実習を通して　　実習を通して
女子栄養大学
氏家 緋里さん

て学ぶことができ、また、腎臓病についてよく理解した上で栄養指導を⾏わなければきちんとした指導が
出来ないということを知りました。そして、織本病院に来るまでは治療⽤特殊⾷品には低タンパクのご飯
などしかないと思っていたのですが、でんぷん製品があるということも知りま
した。そのでんぷん製品で作った料理を試⾷させて頂きましたが、おいしくて
普段の⾷事とあまり変わらない様に感じ、栄養指導時に患者さんにお勧めしや
すい製品だと感じました。腎不全外来で、⾷事やでんぷん製品の調理法に悩み
や不安のある患者さんには集団調理実習で調理時のポイント等を指導している
ことで、患者さんは⾷事療法を頑
張ろうと思えるのだと思います。
 今回の実習で私が特に感じたこ
とは、織本病院の慢性腎不全患者
さんは病気にきちんと向き合い、
楽しく⾷事療法を⾏っているとい
うことでした。ありがとうござい
ました。

最終日に最終日に恒恒例のチョコチップクッキーを作りました♪例のチョコチップクッキーを作りました♪

後に 2階療養病棟のロビーで同日に開催
していたザ・ショクインズのコンサートを
お聴き頂きました。
　今回は第1回目で甚だ不十分な企画では
ありましたが、次回はより多くの方に当院の
特徴をご理解頂ける会にしようと張り切っ
ております。本当にありがとうございました。

院内⾒学は、地域連携室の⼩⻄班と濱⽥班に分かれてご案内しました。院内⾒学は、地域連携室の⼩⻄班と濱⽥班に分かれてご案内しました。

始めに理事⻑からご挨拶させて頂き ...始めに理事⻑からご挨拶させて頂き ...

最後に ザ・ショクインズ最後に ザ・ショクインズ
  「秋を愉しむコンサート」を  「秋を愉しむコンサート」を
     お楽しみ頂きました。     お楽しみ頂きました。

当院⾃慢の低たんぱくおやつの試⾷を当院⾃慢の低たんぱくおやつの試⾷を
           して頂きました。           して頂きました。

きれいなきれいな
デザインのデザインの

病室ランプ︕病室ランプ︕

全室全室
フローリングでフローリングで

温かみが温かみが
ありますね︕ありますね︕

リハビリ室はリハビリ室は
広いですね︕広いですね︕

低たんぱく⾷って低たんぱく⾷って
おいしい︕おいしい︕

透析室が透析室が
明るくてきれい︕明るくてきれい︕

富⼠⼭が⾒える景⾊富⼠⼭が⾒える景⾊
が素晴らしい︕が素晴らしい︕

参加者の⽅々より参加者の⽅々より
このような嬉しいこのような嬉しい
お⾔葉やご意⾒などお⾔葉やご意⾒など
たくさん頂きました。たくさん頂きました。
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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 30 年 10 月 15 日～ 平成 31 年 1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。

腎疾患・糖尿病ゼミナール腎疾患・糖尿病ゼミナール
     からのお知らせ     からのお知らせ

例年同様、12 ⽉の腎疾患・糖尿病ゼミナー
ルはお休みとなります。

来年 1 ⽉ 10⽇（⽊）の新春特別講演会には、
フルート奏者で国⽴⾳楽⼤学教授の⼤友太
郎先⽣にお越し頂きます︕ 
詳しくは、⽉刊織本 1 ⽉号でお知らせし
ます。お楽しみに︕

そして来年 2 ⽉からは通常の腎疾患・糖
尿病ゼミナールに戻り、皆様とまた⼀緒に
勉強していきたいと思います。

清瀬市からのお知らせ清瀬市からのお知らせ
11/16（⾦）に開催される清瀬市主催の

『腎臓セミナー』で、当院の⾼⽊理事⻑が
講師を務めます。どなたでもご参加でき

ますので、腎臓について何か気に
なることがある⽅は是⾮ご参加

ください︕


