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真夏のステキなコンサート

　今年の夏は、あちこちで台風騒動でした。しかし病

院の菜園では、トマトも元気、パパイアの苗も元気に

しています。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　8月 10 日（土）は真夏日でした。そんな暑い日、

彗星のように爽やかに登場された国立音楽

大学教授、大友太郎先生のフルートコンサ

ートが楽しく開かれました。2階療養病棟

のラウンジは入院中の患者様やお客様で満

員。今までに何回もコンサートをして下さ

っているので、既にファンの方もいらして

ステキな時間を頂きました。

　患者様の中には、紆余

曲折する人生の悪戯の中

で重い心を持った方々も

いらして.. .  私はその内

容を存じ上げているだけ

に、果たしてどんなお心

で聴いていらっしゃるの

か.. . と。しかし、大友

先生のフルートはその

方々のお心の中に美しく優しく語りか

けて下さり、感激の涙で心が

洗われたようでした。

　毎回先生のコンサートは

たくさんの感動があるの

私の患者様がコンサート後にステキな歌を

プレゼントして下さいました！



新入職者研修

専務理事　箕輪 比呂志
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は、重厚な演奏であると同時に、先生の少年の様に素

直な優しいお心をそのままフルートが歌ってくれるか

らかもしれません。

　今回も当院血液内科の村瀬先生と美しいフルートデ

ュエットも聴かせて頂き、暑い真夏にとびきり贅沢な

時間をプレゼントして頂きました。

　大友太郎先生、ピアノ伴奏の薫子先生、村瀬 忠先生、

本当にありがとうございました。

　織本病院では、新たに当院に就職した方々を対象と

した新入職者研修を随時開催しています。今年 6月

の開催では 19名が参加しました。

　研修会の組み立ては、髙木理事長、藤木院長、小川

看護科長、私の 4名が交代で、それぞれの立場から

新たに職員になられた方々に同じ組織の一員として共

有して頂きたい内容を織り込んでいます。仕事を終え

た後の研修ですので、集中力の関係で１時間程度の研

修としています。講義内容は、理念、ビジョン（理想像）、

経営戦略、行動指針に関わる内容ですが、できるだけ

簡易な言葉を使って、より具体的で分かり易く伝える

工夫をしています。

　そして、この研修の特徴的なところですが、講義を

受けた新入職者に私達が伝えたかったことが正確に伝

わったかどうかの確認のために、研修の最後にその場

で受けた研修に対するレポートを書いて頂いていま

す。折角の機会ですのでこれらのレポートを皆さんに

紹介させて頂きます。

　まず当院は、以下の 3つの理念を原点として経営

しています。

 ◎  患者様に満足して頂ける医療を実践する
 ◎  患者様と職員、双方が癒される病院にする
 ◎  互いにいたわり合う職場を創る

　理念は最も根幹にあるものですので、理念に沿った

言動や仕事への取組みを行うための行動指針がありま

す。この行動指針は経営サイドからの押し付けでは無

く、職員のアンケートを基に一般職員が理念の実現の

ために議論し合って作った大切なものです。

≪行動指針≫
私たちは、チーム医療を実践します
１．患者様の安全・安心を最優先に考えます。
２．患者様への傾聴を大切にし、大事な家族と思って
　　接します。
３．明るく笑顔で挨拶し、感謝の気持ちを伝えます。
４．常にエキスパートであるために、知識を広め技術
　　を高めます。
５．現状に満足せず、改善し続ける向上心を持ち、創
　　意工夫します。

　さて、本題に入りましょう。行動指針の中から、大

切にしたいことで一番多かった視点は、「患者様の安

全・安心の最優先」でした。やはり、医療従事者です

ので納得できる回答でした。次に「明るい笑顔」でし

た。安心・安全を求めるのであれば、エキスパートで

あるために「知識を広める」「向上心を持つ」ことに

も注力して、学習する風土が実現できることを願って

います。

　次に、「理念」「ビジョン」実現のための具体的な関

わり方ついてのレポートを紹介します。最初に、社会

人一年生としてのスタートを切った臨床工学技士の新

卒３名を受け入れた記念すべき４月になったのでその

一部を紹介させて頂きます。

　「私は新米ですので、できることが少ないですが患
者様の言葉に耳を傾けることはできると思います。ま
っすぐに患者様と関わり、その姿勢を忘れぬようにし
てきたいと思います。」
　「笑顔で挨拶して、楽しく話をすることで患者様も
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笑顔になって下さることが嬉しく、働いていてとても
楽しいです。今後も笑顔で仕事をすることを大切にし
たいと思います。」

　続いて、看護職を始めとした経験者の方々のレポー

トの一部を紹介させて頂きます。

　「病院の経営、医療に参加している気持ちで学び続
けて、周囲に良い影響を与えていけるように行動して
いきたい。また、看護だけではなく他部署と協力し合
える雰囲気を作りたい。」
　「常にエキスパートでいられるよう、知識を深め、
技術を高め、患者様が何でも相談できるスタッフにな
れるよう努力したい。」
　「常に振り返り、自分の行動を見直していきたい」。
　「患者様の家族への配慮をしていきたい。」

　様々な視点からの大切な言葉と捉えています。そし

て全てに共通している言葉は、挨拶、笑顔、連携、向

上心でした。

　このような思いをもって入職して頂いた方々をとて

も頼もしいと感じていますので、末永く当院で勤務し

て頂くことを願っています。

フレッシュな新卒 3名！ 先輩技士の指導の下、元気に頑張っています！！



【略　　歴】2009 年 3月　日本大学医学部卒業

　　　  　    2009 年 4 月　国立病院機構災害医療センター

                                                                                         （初期臨床研修）

                       2011 年 4 月　同病院   消化器内科　　　　

                       2019 年 9 月　織本病院   消化器内科

【所属学会】  ・日本消化器病学会   専門医       ・日本消化器内視鏡学会   専門医

                        ・日本内科学会   認定医

　　　　　  ・日本ヘリコバクター学会

　　　　　　         H.pylori( ピロリ菌 ) 感染症認定医

                        ・日本肝臓学会　  ・日本門脈圧亢進症学会

内視鏡学会   専門医
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4 月  小さくて可愛かった苗が ...　　　　　    　8月  ドーーンッ！！

趣味・特技

  ⽔族館巡り
 料理

第213 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腎不全の理解を深めましょしょうう（39）（39）
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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

リハビリテーションセンタリハビリテーションセンターー  からの からの ワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス

こんにちは！ 今回は〝おりもとパパイアファーム”の近況報告です♪
月刊織本 4月号で紹介したパパイアの苗が、こんなに大きくなりました！
高さは 1メートルを超え、幹の太さはなんと 8cm (･ ω ･ ﾉ ) ﾉ！

まだ花芽を付けていないので、実がなるかどうかはわかりませんが、とにかく
清瀬の太陽をいっぱい浴びてスクスクと育っています！
次なる難関は寒い寒い関東の冬をどう乗り越えるか ...(^_^;

9 月より入職致しました島田です。栃木県出身ですが、大学卒業後は立川市に

ある国立病院機構災害医療センターに 10 年程勤務し、消化器内科として内視

鏡や肝臓・胆嚢・膵臓疾患について経験を積んできました。そのような専門的

診療の経験を活かしつつ、織本病院では一般内科の診療も幅広く行っていきた

いと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。


