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2018 年 新春特別公演会

 　　～ 朗読劇の会  きらり ～

　今年はいつになく寒さを感じます。雪に悩まされた

方々も多いと思いますが、病院から見える富士山の雪

は何とも言えず美しいのです。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　昨年の春、私の外来をステキなご夫妻が受診されま

した。明るく歯切れのよい話し方をするお姿から大き

な病気を乗り越えて生活されている辛さを感じさせな

いのは一体何故かしらと考えてしまいました。実は、

朗読劇をしているんですというお答えにびっくりしま

した。何故なら私は朗読劇が大好きだからです。私は

早速 2018 年 1月 11 日の新春特別公演会への出演を

お願いしました。

　朗読劇とは台本を持って朗読するスタイルで上演す

る劇のことです。作品の世界を直接舞台上に設置し主

に視覚に訴える演劇に対して、観客のイメージや想像

力を膨らませるような主に聴覚に訴

える演出が特徴だと教えて頂きまし

た。今回の 5 つの演目は、現在の

社会問題 2 作品、古典 1 作品、リ

ズム 1作品、雄大な自然を主題と

した 1作品と幅広い作品達を見事

に演じられ、私達観客を時空を越え

た新しい世界に導いて下さった 1時間でした。

　公演会後、“ きらり ” の指導者でご自身が俳優・演

出家の山崎 巌さんを囲んで団員の皆様とお茶を飲み

ながら色々お話しさせて頂いたのですが、本当に明る

く楽しく心から朗読劇を愛されていることがよく伝

わってきました。これからも清瀬が誇る “ 朗読劇の会 

きらり ” の活動を楽しみにしています。役者さんのお

1人お 1人、い

らしてくださっ

たお客様のお

1人お 1人に

心から感謝し

ております。
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複十字病院 消化器センター長　生形 之男 先生

外から見た織本病院

　第 2、第 4月曜日の午前中に内視鏡検査でお世話に

なっている複十字病院の生形です。高木由利先生の中

学校、高校の後輩になります。

複十字病院には勤務して 20 年が過ぎました。55 歳

を過ぎたころから、若い時は全く興味がなかった

自然に興味を持つようになり、休日には時々です

が山歩きをするようになりました（山と言っても

低山だけですが）。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　以前、月刊織本で専務理事の箕輪さんが「織本

イズム、織本らしさ」について書かれていたよう

に思います。今回は、私見ですが、外部の人間か

ら見た織本病院の素晴らしいところ（織本らしさ）

について書こうと思います。

　最初にこの病院に来た時に思ったことは、見ず
立山連峰・雄山 ( 富山県 ) にて
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私たち臨床⼯学科の私たち臨床⼯学科の
サブリーダーになりました︕サブリーダーになりました︕

よろしくお願いします︕よろしくお願いします︕

知らずの私に職員の誰もが大きな声で挨拶してくれる

事に感心しました。2017年度の複十字病院の接遇ス

ローガンは、「心ふれる明るいあいさつ」だったので、

藤木院長にどのような指導をしているのか質問したこ

とがありますが、「特に指導はしていません。織本病院

の文化でしょう。」とのご回答でした。挨拶をする事は

人として当たり前のことですが、忙しかったり、考え

事をしている時などは、ついつい忘れたり、小さな声

になりがちです。私も、織本病院の皆様を見習って挨

拶する事を心がけるようになりました。

　もう 1つは患者さんの療養環境です。複十字病院

の本館が築 42年ですから織本病院の方が古いと思い

ますが、遥かに明るくて清潔です。インテリアや掲示

物も統一感がありカフェスペースもあります。経営者

が女性である事で、こうも違うのかと感心しました。

昨年から複十字病院でも、コンビニの中にイートイン

のスペースが出来て、その隣にカフェスペースも出来

ました。院内掲示物の書式統一も少しずつ進んでいま

す。織本病院を見習って古くても清潔で快適な療養環

境を目指して少しずつ改善していきたいと思います。

　他にも良いところはたくさんありますが、特に感心

したのは、この 2点でした。今後も、病院間で相互

交流して行くことで、お互いの良いところを取り入れ

最終的に経営改善に繋げていければと思います。今後

もよろしくお願いいたします。

結核予防会のダブルクロスをベースに結核予防会のダブルクロスをベースに

複十字病院の理念である、複十字病院の理念である、

『 質の高い温かな医療・介護の提供 』『 質の高い温かな医療・介護の提供 』

『 医療連携の推進 』『 医療連携の推進 』

『 社会が求める包括的医療の実現 』『 社会が求める包括的医療の実現 』

すべてが込められた新ロゴマークすべてが込められた新ロゴマーク

臨床⼯学科サブリーダー臨床⼯学科サブリーダー
      ⼯藤 ⼤貴      ⼯藤 ⼤貴

臨床⼯学科サブリーダー臨床⼯学科サブリーダー
 村⽥ 昂平 村⽥ 昂平

職員の皆さんで作られた “ 複十字カフェ ”職員の皆さんで作られた “ 複十字カフェ ”

⼊職してから、
この 3 年間で多くの係や

腎疾患・糖尿病ゼミナールをはじめとする委
員会に参加してきました。初めて挑戦すること
が多くありましたが、周りのスタッフと共に⽀
え合いながら⼀歩⼀歩成⻑できたと思いま
す。これからも微⼒ながら透析センターをは

医療機器の
専⾨者として、安⼼できる

医療を実践するためにチームをまとめ、
より患者様に満⾜して頂ける透析センター
に発展させるよう⼒を注ぎたいと思いま
す。また、前任者から「周りの患者様や他
の職員をよく観察して、業務を円滑に進 じめとする織本病院の発展のために頑張りたい

です。そして、病院へ⾜を運んで下さる患者様める事が重要である」という助⾔を頂きま
した。このことをしっかりと胸に刻んで に笑顔で明るく⼼から元気になって頂ける

よう仕事に取り組んでいきます。職務に励みたいと思います。



第197 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

112018 年2018 年         ⽉           ⽉      ⽇⽇（⽊）（⽊） 午後 1︓00 〜 2︓00 午後 1︓00 〜 2︓00
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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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

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33

管理栄養⼠︓⼭﨑 紗也加
ルネルネリッリッソをソを使っ使って“鶏五目寿司”を作て“鶏五目寿司”を作ろうろう！！！！

 豆ザイルによる

健康体操も

やって

 ます！

午前受付 8：30 ～ 11：30（診療開始  9：00）／   午後受付 13：30 ～ 16：30（診療開始 14：00）

※ 赤字の枠は予約可能です。（腎不全外来は完全予約制）尚、休診情報などの詳細はお電話または当院ホームページにてご確認ください。
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月 　　　　　火　　　　　水　　　　　木　　　　　金　　　　　  　土

内　科

外　科

呼吸器科

循環器科

消化器科

腎臓内科

血液内科

脳神経外科

整形外科

形成外科

心臓血管外科

泌尿器科

皮膚科

内視鏡検査

腎不全外来

糖尿病外来

乳腺外来
睡眠時無呼吸外来
禁煙外来

サラリーマン外来
血管外科 特別外来

専
門
外
来

齋藤 圭子
担当医

担当医

生形 之男

小林 啓一

佐々木 秀郎

松井　徹

奥村 昌夫

山本 祐太朗

島田 俊嗣

矢島 愛治

池田 宣昭

大徳 聖哲

佐々木 重嘉

会田 雄太

高橋 隆一
西村 英樹

担当医

萩原 博道

須田 浩晃

佐藤 潤一

（第 1,3）

順天堂大脳外

（9:30~）

（第2除）

（第2除）

高木 由利

齋藤 圭子（9:30~）
（9:30~）

齋藤 圭子（9:30~） （9:30~）

担当医 （第 2,4）

担当医 担当医 矢島 愛治
坂東　 興 （第 2,4）

藤木 達雄 藤木 達雄 藤木 達雄担当医担当医 担当医
担当医藤木 達雄担当医 担当医 担当医 担当医

担当医

（9:30~）

山本 祐太朗
（月1回）

新藤 正輝（月1回）
新藤 正輝（月1回）
新藤 正輝（月1回）

最上 真理子

藤木 達雄 藤木 達雄 藤木 達雄
藤木 達雄

矢島 愛治（9:30~） 西村高橋（第 1,3） （第 2,4）

矢島 愛治 市川坂東（第 2,4） （第 2）

市川 健一郎（第 2）

藤木 達雄 藤木 達雄
藤木 達雄

齋藤 圭子 奥村 昌夫（9:30~） 齋藤 圭子（9:30~）齋藤 圭子（9:30~）

（~10:00）
（第 2,4）

大徳 聖哲（9:30~）
佐々木 秀郎

島田 俊嗣
生形 之男 池田 宣昭（第2除）（第 2,4）

（第 2,4,5）

（第 4）

高木 由利 高木 由利

高木 由利（第 4）

杉山 迪子（不定期）
齋藤 圭子（9:30~） 齋藤 圭子（9:30~）齋藤 圭子（9:30~）

・
・

内野 正隆 新藤 正輝

最上 真理子

齋藤 圭子

下村 有希子
下村 有希子

村瀬　 忠 （第 3,5）

松井　徹

村瀬　 忠 （第 3,5）村瀬　忠（第 2,4）

勝盛 弘三（第2,4）
石井 主税

小川 雅子（第 3）
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須藤 大輔

担当医

小林 啓一（~15:00）


