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新年のご挨拶
～医師20年目を迎えて思うこと～
新年明けましておめでとうございます。皆様のおかげで今年も
無事に新しい年を迎えることができました。
心よりお礼を申し上げます。
私ごとで恐縮ですが、私は医師となり本年で20年目を迎えます。
実は医師となった最初の3年間は腎臓内科ではなく、肝臓内科を
専門としており、C型肝炎の遺伝子解析の研究をしておりました。
なぜC型肝炎の研究をしていたかというと、私が医学部時代に、大好
きだった祖父がC型肝炎で亡くなったからです。当時は私自身医師
ではありませんでしたし、根治療法であるインターフェロンが使用
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できるようになったばかりでしたので、祖父は治療の恩恵を受ける
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ことが出来ませんでした。しかも、当時のインターフェロン治療の
著効率は5%程度であり、副作用が多いわりに効果の低い治療法でし
た。祖父を救えなかったことにとても無力感を感じましたし、
このC型肝炎を根治させる治療法を開発したい、という思いが
強く芽生えました。その後、医師となって4年目に、腎臓内科
に専門を変更しています。当時、わが国の透析患者さんのC型
肝炎感染率は約15％と非常に高く、一般人口の感染率の10倍以
上でした。この透析患者さんの高い感染率に驚かせされたこと
と同時に、この原因を明らかにしてこれに基づく対策、そして
治療を行い、全国の透析施設の有病率を減少させること、C型肝
炎にかかっている患者さんを治療して、元気に長生きしてもらう
こと、これを腎・透析医としての目標に掲げました。
まず取り組んだことは院内感染対策です。透析施設は、「穿刺から返血・止血」、「血液の体外循
環」、「透析時の静脈注射」など、他の医療と比較して血液を介する感染が起こりやすい現場です。
この様々な場面で血液を介する感染が起きないように、透析の手順の工夫、穿刺針や穿刺セットの開
発、透析回路の工夫、注射の調剤を不要とする製剤の開発など、東京女子医大勤務時の師匠である、
秋葉隆教授とともに取り組みました。
現在では、これらのほとんどの製品が使用可能な状況となり、豊済会ではもちろんのこと全国の透
析施設でも使用されています。このような感染対策の啓発と機材の開発により、C型肝炎の感染率は
当時の半分程度まで減少しています。
もう一つは肝炎治療への取り組みです。当時は透析患者さんのC型
肝炎の治療を行う施設はほとんどなく、感染率が非常に高いにもか
かわらず、患者さん達は無治療で経過している状況でした。そこで
全国をまわり肝炎治療の必要性の啓発を行うとともに、かつて肝臓
内科であった経験を生かして、紹介患者さんの肝炎治療を行うよう
にしました。当時ほぼ0%であった透析患者さんのC型肝炎治療率は徐
々に増加して、現在では全国の30%程度の患者さんが治療を受けられ
るまでになりました。しかも治療方法の進歩は目覚ましく、インター
ェロンの注射治療では5%の著効率でしたが、現在は飲み薬だけで99%
もの著効率を得ることが出来るようになりました。

（2） 医療法人社団豊済会

ほうさい

平成29年1月13日62号

このような取り組みにより、かつて祖父の命を奪った病気が増加しないように、そして、特にこの1年間で多くの患者
が根治できるようになったこと、医師になってからずっとC型肝炎の研究および啓発や治療に携わってきて、良かった
と思う昨年でした。現在、日本透析医学会では、「透析患者におけるC型肝炎の治療ガイドライン」の作成委員、日本
肝臓学会でも「C型肝炎治療ガイドライン」の作成委員をしており、日本透析医会では、「透析施設における標準的な
透析操作と感染予防に関するガイドライン」の作成委員をしております。
今後も、これらのガイドライン作成や啓発活動を通じて肝炎治療や感染対策を全国の透析施設に普及させていきた
いと考えています。
また、これまでも積極的に行っておりましたが、本年より一層の力を入れたい仕事
が、腎不全患者さんや透析患者さんの「足病」の対策です。
足病は下肢血流低下による潰瘍形成からの感染症や下肢切断によって、
患者さんのADL（日常生活動作）やQOL（生活の質）を低下させ、さらに生命予
後をも低下させます。患者さんが自分の足でいつまでも歩き続けられる
ように、仕事や趣味を継続して、家族や友人との生活を楽しみながら長生きでき
るように足を守る活動を行っていきたいと思います。

私は、日本下肢救済・足病学会のガイドライン作成委員、
厚生労働省重症下肢虚血に関する実態調査の研究班員
として、足病の対策を全国に啓発して、そして自らも足病の
予防や早期発見・早期治療を実践することにより、この目標
を達成したいと考えます。

足の処置
また、透析を長期におこなっていると起こる様々な合併症（手根管症候群、脊椎関節症、肩関節痛など）が
起こらないようにする治療や透析患者さんがより長生きできるような治療方法の開発を行いたいと考えています。
現在はダイアライザ（透析に使用する膜）の開発や透析方法の一つであるオンラインHDF治療の研究を行って
おりますので、豊済会の患者さんを含む全国の患者さんが、長期透析合併症が起きずに、長生きできるように頑張り
たいと思います。
そして、なによりも一番大事なことは、目の前にいる1人1人の患者さんを大切にして少しでも苦痛なく、元気に長生き
できるようなサポートが出来ればと考えています。
これからも慢心することなく、常に絶え間のない努力を続け、常に患者さんやご家族に求められていることは何か
を考えながら患者さんの家族と同じ目線で最新の医療が提供できるようにこれからも努力してまいります。
新しい年が更に良い年になるよう祈念致しまして、私の新年の挨拶とさせていただきます。

回診
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各クリニック院長より
新年の挨拶

ときわクリニック 院長
大塚 正一

境南クリニック 院長
井上 宙哉

新しい年を迎えました。
この一年も、より良い医療の場を提供すると共に、皆さんの療養を
サポートできるようクリニック職員一丸となって努めます。
さて、この正月に皆さんはお餅を食べましたか？私はお餅も(うる
ち米の)ご飯も大好きです。先日、何日か続けて長粒米を食べた後に
は日本のご飯(ジャポニカ米)のおいしさを改めて認識しました。
米飯の食べ方に注目した二つのダイエット法があります。ひとつ
は「糖質制限食」といわれるものです。通常の主食である白米、麺
類、白パンは極力食べないようにします。脂質やタンパク質が主の
食品はしっかり食べます(この点で透析治療中の方を含め腎臓疾患の
方には不向きです)。この方法は少なくとも短期的には糖尿病・肥満
の予防・治療に効果があるようですが、続けた場合に安全かどうか
はまだわかっていません。
もうひとつは「食べる順番ダイエット」です。おかずを先に、ご
飯を後に摂ります。血糖値の変動が緩やかになるという調査結果が
報告されています。食事内容は変えず、順番だけを変えるので(マ
ナー上の問題はあるものの)、危険性はないように感じられます。
ご飯の健康的な摂り方は？今後の研究の成果が気になります。

昨年は境南クリニックにとって院長交代と
いう転換期でした。
基本的な医療自体は変わりなく、透析患者
さんにとっては、いつも通り週3回通院し、
透析を受けるのですが、大きく変わったこと
は、医師が一人になったことです。二人体制
の時より単純に仕事量が二倍になったわけで
はありませんが、こんなにも透析クリニック
の院長は大変なのかと事の重大さをひしひし
と噛みしめ、、、る暇もないくらいです。
今後も患者さんのために適切なタイミングで処置、処方、紹介な
ど行っていきたいと思います。それにより、患者さん、スタッフ、
医師の仕事量を減らすことができ、余った労力を使い、更により良
い医療を提供できると考えています。どれだけ医療側が頑張って
も、薬を飲まない、飲み忘れる、外来受診を勧めても消極的である
などがあると、最適な治療が出来ないことになりかねません。外来
受診は労力も必要ですし、半日以上かかることもあり、大変なのは
分かりますが、御自分の体ですので、もう一歩、二歩踏み出して、
みなさん頑張りましょう。お困りのことがあったら、とりあえず御
相談下されば、助けられるかもしれません。
今年も宜しくお願い致します。

（4） 医療法人社団豊済会

ほうさい

平成29年1月13日62号

わが国の透析患者の現況と
豊済会の透析患者の現況について
豊済会

理事長

私が生まれた1971年の透析患者数は、1,826人であり
慢性腎不全からの透析導入は稀なことでした。
菊地 勘
かつては慢性糸球体腎炎による透析導入が多くを占めて
（日本透析医学会 統計解析小委員会 委員）
いましたが、現在では糖尿病や高血圧による腎不全からの
透析導入が増加しています。2011年末に初めて30万人を超えたわが国の透析患者数は、2015年末には
324,986人となりました。
人口100万人あたりの透析患者数は、2,592.4人であり、国民385.7人に1人が透析患者であることになり
ます。
2015年末のわが国の透析患者の平均年齢は67.9歳（95歳以上が全透析患者の0.2%）、平均透析歴は7.3年
（最長透析歴は47年）です。
2016年末での豊済会の透析患者数は、下落合クリニック141人、ときわクリニック143人、
境南クリニック92人、計376人です。また、各施設の年齢および透析歴は表を参照ください。
表

豊済会の透析患者の現況
患者数(人)

平均年齢(歳)

最高齢(歳)

平均透析歴(年)

最長透析歴(年)

下落合クリニック

141

68.3

94

7.7

35

ときわクリニック

143

境南クリニック

92

66.1
67.4

93
93

10.2
8.9

37
30

2015年末における我が国の透析患者の死亡原因について：
死亡原因全体では、心不全（26.0％）、感染症（22.0％）、悪性腫瘍（9.3％）、脳血管障害（6.6％）
の順に多く、特に心不全、脳血管障害、心筋梗塞を併せた心脳血管疾患による死亡の割合は36.8%と高率で
した。
対策について：
心不全の予防には、日頃の水分摂取過多や塩分摂取過多による、体重増加に気を付けることが重要です。
心筋梗塞や脳梗塞の予防には、血圧コントロールやカルシウムやリンのコントロールが重要となります。
感染症での死亡は肺炎によるものが多くを占めますので、肺炎球菌ワクチン接種やインフルエンザワクチ
ン接種が重要となるとともに、日頃のうがいや手洗いを含む体調管理が重要となります。
医師による透析治療や合併症の管理、患者さんご自身による生活管理をしっかりと行えば、
透析は長生きが十分に可能な病気です。週3回の透析通院は大変なことですが、
この3回の通院をデメリットではなくメリットに変えられるように、スタッフ一同取り組んでまいります。
元気に仕事や趣味を楽しみながら、透析ライフを頑張りましょう！
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平成28年度全体研修会報告
ときわクリニック

荒金

孝行

昨年、11月6日に池袋メトロポリタンにて、第26回職員研修会が
行われました。
今回の研修会テーマは「高齢者透析医療への取り組み」でした。
菊地理事長の開会催挨拶に続いて、下落合クリニックの高齢者透析
医療への取組みについて講演がありました。｢現在の透析患者さんに
対する貧血のガイドラインは10g/dl以上12g/dl未満であるが、全ての患者さんにその数値が当てはまる
ことはなく、年齢・性別・原疾患によってそれぞれ個々にあった治療をしていかなければならない。｣
｢高齢者の治療においては個人差が大きいので個々に合わせた治療を提供する事が必要である。｣等、今後
の透析医療において大切なお話をして頂きました。
また、各クリニックでの高齢者への透析医療の取り組みを、ときわクリニックは渡邉明美看護師、境南
クリニックは大森雅子看護師より発表があり、各クリニックでも高齢者透析医療に高い関心があり、より
良い医療を提供できるよう取り組んでいることがわかりました。
教育講演は東京医科大学病院腎臓内科主任教授の菅野義彦先生より、「透析患者の栄養管理」について
講演して頂きました。「患者さんには栄養管理の目的をはっきりさせ、食事制限ではなく、食事療法とし
て伝えていくことが大切。」「食事療法に100％を求めず、できる事、できない事をはっきりさせ個々の
患者さんに合わせていくことが大切。」等、今までの食事指導に対する姿勢を考えさせられたと同時に、
栄養管理は透析の質にも影響するということを再確認することが出来ました。
今回のテーマは、これからますます高齢化社会になっていくなかでとても重要なテーマでした。
これからも患者様へよりいっそう貢献できるよう、豊済会職員一同で努力していきます。

ニプロメンテナンス講習会報告
下落合クリニック

守屋

直祐

2016年9月11日にメンテナンス講習会が開催され豊済会の
臨床工学技士14名が参加しました。
日曜日の貴重な時間にもかかわらず装置メーカーのニプロの
方が講師をして下さいました。
今回は、透析治療には欠かせない透析液を作製する装置と
作製した透析液を透析装置に送液する供給装置について勉強
してきました。
取扱説明書だけでは分からない事や、開発担当の方でなければ
知らないような貴重な話を聞くことができ非常に興味深かったです。
講義の後には部品交換や実際に装置に触れながら実習をしました。
特に印象に残っているのは配線の付け替えです。初めて見る工具を使用し配線の束を圧着した時には、
このような作業もできるような幅広い技術も求められているという責任を感じました。
講義、実習ともに通常の業務だけでは決して得られない知識や体験をすることができ非常に嬉しく思い
ました。
また、普段疑問に思っていた事など、たくさんの質問が出て気付けばあっという間に時間が過ぎていま
した。
以前開催したメンテナンス講習会と同様、今回の講習会も大変有意義なものとなりました。
臨床工学技士とは「医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする
者」と定義されています。その保守点検という点で、普段の治療以外にも機械の構造などを日々勉強し
ていかなければいけないと強く思いました。
今回の経験を今後の業務に生かしていきたいと思います。
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各施設患者勉強会報告
下落合クリニック
看護課 塩崎 伴代

「ドライウェイトについて」

平成28年10月16日（日）、9時30分より患者様1部18名（内家族5名）、
2部14名（内家族3名)、理事長他スタッフ14名参加のもと
下落合クリニック１Ｆ待合室で開催致しました。
今年は多くの患者様の参加を頂きましたので、初めての2部構成となりました。
理事長挨拶に始まり、城管理栄養士中心に透析ライフの基本となる「ドライウェイトについて」
スライドと模型を使用して、誤解しやすい所をできるだけ分かりやすく工夫しての勉強会でした。
1部勉強会終了後、1部2部参加者合同で透析室に移動し避難訓練を行いました。
集合する駐車場までは大半の皆様が積極的に外階段を使用しての避難をされ大変心強く感じました。
その後2部勉強会を行い12時45分終了となりました。
患者様、ご家族様からも熱心なご質問・ご意見を頂きありがとうございました。
来年度も皆様のご希望にそうような内容を考え、今年の反省点をもとによりスムーズな進行をでき
ればと思っております。

ときわクリニック

看護課 寺田 江利子

「リンについて」

昨年の10月2日、ときわクリニックでは患者勉強会を行ないました。
今回のテーマは「リンについて」でした。
栄養士さんは低リン献立のポイント、看護課からは日常生活における
服薬や体調管理もリンのコントロールが大切であること、
技士課からは透析によってリンを全て除去することは
できないので食事の管理が大切であるという話をしました。
大塚先生からはリン吸着薬の種類や使い分け、それぞれ
特徴があり個々の患者さんに合わせたリン吸着薬を投与しているお話がありました。
今回はリンについて各課より様々な角度から行い、患者勉強会を通して何か一つでもお役にたて
れば良いかと思います。
今回の反省点をふまえ今後も勉強会を開催し、沢山参加して頂きたいと思います。
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「防災訓練」

2011年3月11日、戦後最悪の震災とされる「東日本大震災」から
5年以上経ちました。あの時を忘れてしまった方はいないでしょう。
昨年４月の「熊本地震」、つい最近では１１月の福島県沖での地震。
忘れさせてはくれません。
昨年の12月17日に境南クリニックでは年に１回の患者様向け防災
訓練を実施しました。大地震が透析中に起きた場合、クリニックに
いないときに起きた場合、この2つを想定してどう行動して頂くのかを映像などを用いてご説明させて頂き
ました。
また、栄養士には震災時の食事の摂り方について話してもらい、患者様には非常食用のお米（アルファ米）
をお配りしました。皆様の中には、メモを取りながら耳を傾ける姿が多くあり、高い危機意識を感じまし
た。
井上院長のお話の中に、“大事なことは普段から危機意識を持つこと“とありました。
それさえあれば、一時避難場所、伝言ダイアル、カップラーメンの減塩の仕方など、災害時の動き方が把握
できるでしょう。いつでも、なんでもスタッフにお声がけください。震災が起きる前に。

３施設合同勉強会

境南クリニック

技士課 小椋 健太郎

12月11日豊済会三施設合同勉強会が行われました。

豊済会のスタッフは、様々な勉強会や学会に参加し、最新の知識を得るとともに、学会発表を通
して豊済会で行っている医療を全国に発信しています。
その時には研究成果をまとめたプレゼンテーションを行いますが、どんなに良い研究結果であって
も相手に上手く伝わらなければ意味がありません。
今回はより良いプレゼンテーションを行うためのコツや注意点を学びました。
まず菊地理事長より具体的な研究テーマの設定方法についての講義があり、参加者が数人の
班に分かれて仮の研究テーマを作るワークショップも
行われテーマ設定の重要さへの理解を深めました。
次に、城管理栄養士より臨床統計の基本的な考え方と
統計手法の選択方法など、研究発表の資料作成に必要
不可欠な事を学びました。
最後に天野技士と横井技士により研究発表スライドの
基本的な作成方法についての講義があり、工夫次第で
見栄えや伝わり易さに違いが出るのだと知りました。
まだ私は公の場で発表をする機会は少ないですが、今回の勉強会で学習したことを今後活用して
いきたいと思いました。

(8） 医療法人社団豊済会

ほうさい
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各施設の患者さんより
下落合クリニック 竹内

善二

私の透析生活2年目に向けて

人工透析治療にようやく慣れてきた治療開始3・4カ月経った頃、私は、己の近い将来の姿をハッキリと
認識し愕然としました。
私が認識した私の将来像は、いろんな病気を新たに発症していく弱々しい身体で無気力に透析治療を受けて
いる哀れな姿でした。
それは、透析治療の日程をただこなすだけの惰性に満ちた生活態度の延長によって、毎日の生活も楽しくな
くなり、生きている意義も感じられなくなってしまうことにあると考えられます。
そこで、私は、今までの生活態度を改め、新しい生き方を確立することが必要と決めました。
すなわち、人工透析患者であることの一種の甘えから脱却し、2つのテーマを達成することを心掛けることに
しました。
1つ目のテーマは健康的な透析患者になるための身体づくりです。それは、老化進行を鈍化させるために足腰
鍛錬のウォーキング1日平均7,000歩以上、1ヶ月210,000歩以上を達成・記録すること。また、ドライウェイト
の安定、水量管理のために、起床時の体重を測定・記録してその日の我慢と満足飲水を両立させること。
そして、特にリンおよびカリウムの数値を上げないために乳製品類の完全回避、野菜類の水晒し・湯でこぼ
しを徹底し、また、肉類および魚類のバランスを守った食事を励行することです。
2つ目のテーマは、新しい人生目的の発見と追求することです。
そのため1つの方法として、4時間の透析時間のうちの半分の2時間を関連図書の読書に活用することです。
すなわち、1日24時間の有効活用の推進です。
この2つのテーマは、透析治療1年度目から着手し始めております。
2年度はまさに具体的な成果を明るい気分で達成していくことにあると考えています。
ときわクリニック 井上

時雄

小生の体験論

透析して4年、慣れと安心の今日この頃です。
さて、透析中辛い事は、同じ姿勢で寝て片腕を4時間固定され
時間との戦いです。当初は時間消化する方法を思考錯誤で試したが
答えは透析開始2時間を読書。後にテレビを見る事で時間のメリハリの効果あり。
次に透析のない日をどう過ごすか。自分は「脳活・動活」2つの趣味を繰り返し実行している。
「脳活」は健康麻雀「賭けない・飲まない・吸わない」をモットーに毎週朝から夕方までぶっ通し打つ。
当初は電動卓で続けたが3年程前から「認知症」に効果のある「脳・指・手を使うかき混ぜ」に変更、
仲間とエキサイトしながら楽しく打っています。
「動活」は、小生は足関節の手術を行ない若干歩行に難があり6段ギアの自転車で朝・夕周辺「緑の環境と
長閑」な側道をCDで懐かしの昭和の演歌を聴きながら、また、ハミングしながら16㎞、1時間半ほど活走、足腰
を鍛え頑健になるよう続けています。
もう1つの「動活」は月2回グランドゴルフで汗を流し仲間達と1杯やるのも楽しい健康の秘訣。
境南クリニック 呉島

秀司

不便ではあるが不幸ではない

私は今年の二月で透析五年目に入ります。
私は介護福祉タクシーで病院、医院などの送迎のドライバーをしています。仕事上色々な病院や透析クリ
ニックに利用者様を送迎する事が多く病院に送るだけでなく病室まで送り、ベットメイクまでして体温
計まで入れるクリニックもあります。さてここで私の通う境南クリニックはどうでしょう。
受付の事務さんの対応の良さはなかなかの物だと思います。透析室でも、ピンクの看護助手さん達は
とても親切で、白い制服の技士さん達の技術も高いレベルだと思います。ブルーの看護師さん達は看護に
対する意識が高く、例えば、足の爪を切るクリニックはありますが、足のフットケアまでしているクリニッ
クは他に見た事がありません。院長はデータを見ながら一人一人の話を丁寧に聞いて回診をしてくれます。
病院のミシュランガイドがあるとすれば、私は星三つをあげても良いと思います。
少し誉めすぎですかね。
さて私事になりますが透析生活は、思っていたほど辛くはありません。確かに週三日、四時間は面倒です
がそれだけの事です。とりとめのない話を書いてきましたが、私が思うに透析生活は不便ではありますが
不幸とは違う事だと思います。
境南クリニックのスタッフの方々を心より敬愛し、そして何より感謝しています☆☆☆

