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イベント病院の
　  “ 心を込めたコンサート ”

　急に気温が上がり夏日のような日になったり、雨が

降って涼しくなったり、賑やかな季節ですね。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

色々な方から “ 織本病院はイベント病院ですね ” と

言われることがよくあります。私は 1988 年から常勤

医として勤務していますが、このことをあまり意識し

たことはありませんでした。歴史的には、故 織本正

慶が企画していた演劇祭と今年が第 56回となる院内

学会が毎年 1回行われていました。父が亡くなり演

劇祭はなくなりましたが、私の代になってから、年 1

回「院内学会」・「リストランテ・ユリ」・当院合唱団

と他院のドクター、プロの音楽家による「クリスマス

夢コンサート」・腎疾患・糖尿病ゼミナールの特別企

画「新春特別講演会」・「秋の医学講演会」、そして毎

月行う「腎疾患・糖尿病ゼミナール」、春と秋に行わ

れる「ザ・ショクインズコンサート」。書き出してみ

るとイベント病院だと呼ばれるのも当然だと思いまし

た。そしてそのイベントの一つひとつには、どれも笑

い、感動、涙のドラマがあり賞賛して頂けるのは、例

え 1時間でも全力投球していく職員一人ひとりの努

力により支えられているからだと考えています。

先日 5月 11 日に第 12 回ザ・ショクインズ春のコ

ンサートがありました。第 1回は当院の箕輪専務理

事と日本大学医学部形成外科教授の菊池雄二先生に

よる 2台のギターとヴォーカルのコンサートでした

が、1人、また 1人と入団者があり、今はギター 2台、

ベースギター 1台、ドラム、ヴォーカルエンターテ

イナーが加わり、ちょっとびっくりするステキなコン

サートに成長してしまいました。私は毎回自分の好き

な曲をリクエストします。今年は布施明の “ シクラメ

ンのかほり ” をお願いしたのですが、難しい曲らしく

随分必死に練習していました。

5月 11 日（土）病院 2階の療養病棟のラウンジは

70名程のお客様で立見席までいっぱいでした。この

コンサートの特徴は 60％以上が 50～ 60歳代の男性

なのも興味深いことです。更に、療養病棟、一般病

棟、外来の患者様だけでなく遷延性意識障害者病棟の

患者様 4名がベッドで聴きにいらして下さり、人工

呼吸器を付けている方も参加されました。私はベッド

でいらした患者様の間でコンサートを聴かせて頂きま
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放射線科　秋山 弘行

春うららコンサートに参加して
ザ・ショクインズ

　初めまして、昨年の 11月に入職した放射線技師の

秋山と申します。

　織本病院に入職する前は千葉県の総合病院で働いて

いました。生まれも育ちも千葉県で、清瀬市の場所も

知らなかった自分ですが、縁あって織本病院で働ける

こととなりました。先輩方に教えを請う毎日ですが、

精一杯仕事をして患者様のお役に立てるよう日々邁進

していきたいと思います。また、清瀬の町に来て日も

浅く、まだ右も左もわかりませんのでお勧めの場所な

ど教えて頂ければ幸いです。

　さて、私は 5月 11日（土）に行われた、ザ・ショ

クインズ春うららコンサートにベースとして初参加さ

せて頂きました。

　ザ・ショクインズのメンバーは当院職員で構成され

ています。入職前の病院見学時にそういった催しがあ

ることを教わり、ベースで参加しないかと誘われまし

た。初めて練習に参加するまでとても緊張していまし

たが、メンバーの皆さんはとても優しく和やかに練習

することができました。バンドに参加することで、普

段聴くことのなかった音楽に触れることができ、とて

も新鮮で興味深い体験を得ることができました。

　練習を重ねていても本番は緊張しましたが、バンド

の諸先輩方がトークで場を和らげてくれたことで、普

した。ギターの音色、ヴォーカルが流れてくると皆様

がワクワクされる仕草を見ると私はいつも愛らしく感

じるのです。今年は更に大きな感動を頂きました。ベ

ッドの 4名の方々が、それぞれご自分の生きてきた

人生を彷彿させたのか、信じられない反応が出たので

す。頭を振りながら泣きじゃくる方、初めのうちはミ

トンやタオルをかじりまくっていたのに、いつしか咥

えたまま音に聴き入る方、口をパクパクして左手左足

でリズムをとりドラムを叩くかのような仕草の方。私

のつたない文章ではとても表現しきれない奇跡的な体

験を目の当たりにしました。

私はたくさんのコンサートを聴いてきましたが、な

かなか味わえる光景ではありません。このようなこと

が起きた根底には、いつも院内で仕事をしている人達

が仕事が終わってから夜遅くまで練習し、“ 皆さんに

聴いてほしい ” この一途な想いが皆様の心の奥底に届

いたからかもしれません。

段と同じような雰囲気で演奏

することができました。

知っている楽曲が流れ

た時、お客様も一緒に

歌って下さったり手拍

当院のイベ

ントは、いつも

感動がいっぱい

です。
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子を頂けたりと、演奏の出来は大成功と言えない部分

もあったかもしれませんが、音楽を通じてバンドメンバ

ーだけでなく、足を運んで下さったお客様とも楽しい

時間を共有できたことをとても嬉しく思います。

　放射線技師という仕事上、患者様と関わる部分は検

査の時がほとんどです。しかし、今回のコンサートで

患者様のいつもと違った活き活きとした笑顔を見るこ

とができ、参加してよかったと心底思うと同時に、是

非とも次回も参加したいと思いました。

　最後になりますが、一緒に演奏してくれたメンバー

の皆さん、設営をしてくれたスタッフ、そしてご来場

下さった皆様、本当にありがとうございました。

織本病院の織本病院の

ホームページがホームページが

新しくなりました新しくなりました

これから更に内容を充実させ、
皆様にご活⽤頂けるホームページ
を⽬指します。
ホームページに関するご意⾒やお
問合せなどございましたら、広報
委員会までお寄せください。
https://orimoto-hp.com/contact.html

ホームページの
リニューアルを機に
織本病院公式インスタグラム
もスタートしました♪
トップページに新しいもの 6 つ
を表⽰しています。
織本病院からのお知らせや最新
情報、イベント情報などタイム
リーに更新していきますので、
ぜひフォローをお願いします︕

当院からのお知らせです。
新着情報はこちらからチェック
してください ‼

Google インドアビューで
院内をご覧いただけます♪

ピックアップページの
バナーを貼り付けてあります♪
ぜひご覧ください。

トップページにはこの⾔葉を掲げ、
信頼できる医療と温もりのあるケア
で患者様にご満⾜頂けるよう、ス
タッフ⼀同邁進して参ります。

● 外来受診● 外来受診
● ⼊院・お⾒舞い● ⼊院・お⾒舞い
● ⼈⼯透析センター● ⼈⼯透析センター
● ⼈間ドック・健診● ⼈間ドック・健診
● 病院概要● 病院概要
● 施設案内・部⾨紹介● 施設案内・部⾨紹介
● 地域医療連携● 地域医療連携
● 採⽤情報● 採⽤情報

メインメニューです。
この 8 つのメニューから
全てのページへ繋がって
います︕

地域に根ざした、地域に根ざした、
頼りになる「かかりつけ医」を頼りになる「かかりつけ医」を
⽬指して⽬指して

https://www.orimoto-hp.comhttps://www.orimoto-hp.com

パソコン、スマートフォン、タブレッ
トなど、どんな⼤きさの画⾯でも⾒どんな⼤きさの画⾯でも⾒
やすく、使いやすいやすく、使いやすいホームページが
表⽰される、レスポンシブ web デ
ザイン になりました︕

また、SSL（データを暗号化して送
受信する仕組み）対応によりセキュセキュ
リティが強化リティが強化されましたので、メー
ルフォームなど安⼼してご利⽤くだ
さい。

トップページには
メインメニューを画像付き
で⼤きく表⽰しています。

織本病院広報委員会

ト
メ
で

織
も

メ
こ
全

ック

す。

す♪
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第211 回  腎疾患・糖尿病ゼミナール

講師 ︓ 腎臓内科  ⾼⽊ 由利講師 ︓ 腎臓内科  ⾼⽊ 由利

腎不全の理解を深めましょう（37）腎不全の理解を深めましょう（37）

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・参加費無料看護師︓平⼭ 和枝

看護科からのワンポイントアドバイス看護科からのワンポイントアドバイス

“ フットケアについて ” “ フットケアについて ”     

 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。（腎不全外来及び土曜の整形外科は完全予約制となります。）
　 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。

外来診療表外来診療表
月　　　　　火　　　　　水　　　　　木　　　　　金　　　　　  　土

内　科

外　科

呼吸器科

循環器科

消化器科

血液内科

脳神経外科

整形外科

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

奥村 昌夫
矢島 愛治

高橋 隆一
山中 晃一郎

（第 1,3）

（9:30~）

齋藤 圭子（9:30~）
（9:30~）

齋藤 圭子（9:30~）
担当医

（第 2,4,5）

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

矢島 愛治（9:30~）
矢島 愛治 市川坂東（第 2,4） （第1,2）

市川 健一郎（第 1,2）

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

・

村瀬　 忠 （第 3,5）

山中 晃一郎

金子 雪絵（~15:00）

金子 雪絵

山中 晃一郎（第 2,4,5）山中 晃一郎

原　憲司　

山中晃一郎
陳　尚顕（第 1,3）

（第 2,4,5）

小林 啓一

佐々木 秀郎

宮田 美穂

萩原 博道

須田 浩晃

佐藤 潤一

順天堂大脳外（第2除）

高木 由利

藤木 達雄 藤木 達雄 藤木 達雄
藤木 達雄

佐々木 秀郎

生形 之男（第 2,4）

（第 2,4,5）

（第 4）

高木 由利 高木 由利

高木 由利（月 1回）

杉山 迪子（月 1~2 回）
齋藤 圭子（9:30~） 齋藤 圭子（9:30~）齋藤 圭子（9:30~）

齋藤 圭子

村瀬　 忠（第 3,5）村瀬　忠（第 2,4）

石井 主税

小林 啓一（~15:00）
大鶴 任彦

池田 重人
塙　 芳典（第 1,3,5）

（第 2,4）
矢野 浩己

山岸 夢希
山岸 夢希（~15:00）

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午後

午前

午前

午後

午前

午後

加藤野﨑（第 1,3,5） （第 2,4）・

高橋 隆一 （第 1,3）

（第 1,3）

（第 2,4,5）

村瀬　忠（第 2,4）
山中 晃一郎

山中 晃一郎

山中 晃一郎


