（1） 医療法人社団豊済会

ほうさい

2017年8月1日63号
第63号

下落合クリニック
新宿区下落合2-1-6
03-3953-1711
ときわクリニック
取手市井野4430
0297-74-1881
境南クリニック
武蔵野市境南町2-7-19
0422-33-8411
Heartful

発行人
医療法人社団 豊済会
発行責任者 菊地 勘

http://housaikai.webmedipr.jp/

LInkage

新宿区下落合2-1-6
電話 03(3953)1711
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豊済会
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菊地

勘

2017年6月16日～18日の3日間、第62回日本透析医学会学術集会・総会がパシフィコ横浜で開催されまし
た。参加者は約22,000名と大きな学会で、豊済会3施設からも多数の参加、発表がありました。
腎性貧血やカルシウム・リン管理、透析治療の方法（オンラインHDFなど）、心脳血管疾患の予防・治
療など様々な講演、学会企画がありました。そのなかでも末梢動脈疾患（足の血管の病気）についての演
題を、例年より多く見かけました。2016年度診療報酬改定において、透析クリニックですべての人工透析
患者さんの足をチェックし、重症度の高い虚血のある患者さんを専門病院に紹介する連携に関する加算が
新設されました。この加算のおかげで、これまでは足の診察やケアを行っていなかったクリニックが、患
者さんの足の診療を行うようになっています。
透析患者は足病の合併が高率で、適切な治療が行われなければ、潰瘍増悪から下肢切断にいたります。
このため、2009年より下落合クリニックでは、足の診察やケアに取り組んでおり、2014年には豊済会3施
設の看護師を対象にフットケアの勉強会、臨床工学技士を対象に下肢血流検査の勉強会を開催、2015年に
は豊済会3施設の看護師・臨床工学技士を対象に足病予防・早期発見と早期治療についての勉強会を行い、
3施設すべてで、足の診察やケアに取り組んでいます。
今後も全職員が様々な学会や研究会に参加、そして院内勉強会を通じて職員のスキルアップを行い、皆
様の健康維持やQOL（生活の質：quality of life）の向上に貢献できるように努めてまいります。

菊地理事長

学会報告

下落合

福島看護師

ときわクリニック

ときわ

関

平野看護師

境南

小椋技士

拓也

日本透析医学会学術集会・総会に参加させていただきました。自身も発表されてい
た菊地理事長をはじめ豊済会各施設の先生方がお忙しい中、スタッフの発表を聞きに
いらしてくださいました。
私は今回、発表者としてこのような大きな舞台は初めてでしたので、大変緊張しま
した。自分の前の他施設の発表を聞くたび、上手くできるのか失敗してしまわない
か、マイナス思考が頭の中をグルグルと回っていました。しかし、いざ始まってみ
ると、話すことに集中していたためか、聞き手の方たちやマイナス思考のことは頭
から無くなり、気付いてみれば、あっという間に発表は終わっていました。その後の質問もしっかりと返答
でき、発表を聞きにきていただいた院長先生やスタッフの方たちには「良く出来ていた」と激励していただ
きました。大変緊張しましたが、自分にとって良い経験ができました。
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日本透析医学会・学術集会 豊済会３施設の発表者

豊済会3施設からの発表者を以下に提示します。
＜下落合＞

～いつまでも自分の足で歩き続けるために～

～直接作用型抗ウイルス薬(DAA) の登場でどう変わったか？ ～
◎
◎
◎
◎
◎

今枝温子
福島香織
武藤かおり
天野雄介
城 愛子

・当院のフットケアに対する取り組み8年間を振り返って
・ヘモダイアフィルタにより血小板減少を呈した患者の看護
・簡便なパルスオキシメーター灌流指数による下肢血流の評価
・モイストタイプヘモダイアフィルタNVF-Hの性能評価
・味覚異常を有した透析患者に対する亜鉛の効果について

<ときわ>
◎ 平野多恵
◎ 関 拓也
◎ 奥山諒祐

・クリーム局所麻酔剤の有用性
・後希釈On-LineHDFの検討（ポスター）
・透析患者に対するABIとSPPを用いた下肢血流スクリーニング（ポスター）

<境南>
◎

・当院における透析管理システム導入による業務内容の変化（ポスター）

小椋健太郎

②第15回
学会報告

日本フットケア学会年次学術集会
下落合クリニック

坂口

和美

3月24日（金）25日（土）、岡山コンベティションセンター・
ANAクラウンプラザホテル岡山・岡山医師会館で開催されました。
患者さんの足を守るため・救うためのフットケアや透析方法、
栄養管理、靴やインソールのフットウェア、下肢切断後の治療やケア、
チーム医療などについて多くのことを学びました。 透析患者さんは
血管の石灰化により、動脈硬化になりやすく、それにより、足の動脈が
狭くなったり詰まったりして血流障害となり、足病変を引き起こしやすくなります。
さらに糖尿病性の透析患者さんは動脈硬化に加え神経障害、感染症などを併発し、より重症化しやすくなり
ます。ほんの些細な傷や皮膚の異変から足病変（潰瘍）が起こると治りにくくなり、下肢切断の危険があり
ます。透析時に足を観察させて頂いておりますが、足病変の早期発見・早期治療が大変重要なのです。患者
さん自身によるケアも重要です。最後まで自分の足で歩けるように大切な足を守って行きましょう。
今後も日々学んでまいります。気になること、不安なことがあれば遠慮なく声を掛けて下さい。

③第25回
下落合 ◎原嶋

学会報告

東京都臨床工学会
美幸（講演）：クリニックにおける下肢救済への取り組み

下落合クリニック

原嶋 美幸

この学会は臨床工学技士の学術技能の研鑽および質の向上を目的として毎年開催されており、今回私は
末梢動脈疾患（主に足の血流）に対する治療の効果について講演してまいりました。
透析患者さんは動脈硬化などが原因で著しく足の血流が低下している方が沢山おり、足の血流の回復のため
の検査や治療は大変重要です。
下落合クリニックでは足の血流が低下した方に「LDL吸着」という透析
に似た治療を行い、血流の改善に努めております。
昨年は11例のLDL吸着を施行し良好な成績を残すことができました。
今回の学会ではこの経験と結果を多くの施設の方に知って頂き、大変
有難く感じました。そして今回の講演を聴いて頂いた方の施設でLDL吸
着が安全にそして効果的に行われ一肢でも多くの足の救済に繋がれば
幸いに思います。
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日本下肢救済・足病学会学術集会

学会報告 境南クリニック

星野 恵

5月26日（金）27日（土）に福岡国際会議場にて開催されました。
日本には足病医がいません。代わりに診ていただく医師を選択するには
どうしたら良いか？平成28年度診療報酬改定で「下肢末梢動脈管理加算」
が新設され、透析患者さんの足病を専門病院へ紹介することが簡単になり
ました。足の病気には動脈硬化、静脈血栓、静脈瘤、糖尿病性神経障害
など様々です。足を毎日洗い保湿することで予防できます。困ったことが
ありましたら、自分で処置せずお知らせ下さい。
福岡は美味しいものがたくさんあり、勉強した後は美味しい食事と少々の
お酒で良い交流も出来ました。
その後7月6日頃、福岡で大変な豪雨がありました。
避難時サンダルなどでは足を怪我しますので、避難用靴の準備も大切です。
また、孤立して避難出来ない透析患者さんもいらっしゃいました。家族との連絡方法や、近所の方たち
とのお付き合いも重要です。個々で災害対策を再確認してみましょう。

管理職紹介
ときわクリニック 看護課師長

田村 由紀子

この度、看護課師長を任命されました。
正直その責任の重大さに、私にそのような大任が務まるのか
不安を感じておりますが、今後も皆さんのお力添えをいただき
ながら、これまで以上に豊済会の発展のために頑張ってまいり
ます。
前任の浅野師長は皆様も御存知の通り、幅広い分野でリーダー
シップを発揮できる方でした。患者様からの信頼も厚く、誰からも
慕われる存在でありました。今の私では遠く及びませんが一歩ずつ
前師長に近づけるように着実な努力を重ねていく決意です。
何より、冨澤看護師が副主任に抜擢されて心強く感じております。有能で、思いやりがあって常に周り
の人のために気を配ることができる方ですので、安心して任せられます。
今後も現場では、より広い視野を持って、各部署・各施設との連携を図りながら、日々進歩する医療に
遅れないように業務に携わっていきたいと考えております。
どうか、皆さまご協力のほどよろしくお願い致します。

新人紹介
下落合

職種
臨床工学技士
看護助手
看護師
看護師
看護師

◎松元 美樹
◎葛西 咲子
◎山田 鈴奈
◎中塚 早紀
ときわ ◎西山 泰史
◎石原 順子
看護師
◎中川 かほる
看護師
看護師
境 南 ◎涌井 みく
皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

入職日
H28年10月17日
H28年11月 1日
H29年 2月 1日
H29年 4月 1日
H29年 1月21日
H29年 5月16日
H29年 6月16日
H28年 8月 1日
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水処理装置・多人数用供給装置・AB原液溶解装置入替について

ときわクリニック

臨床工学技士

飯岡 大輔

6月4、11、25日に当院でRO装置、A・B原液溶解装置、透析液供給装置、
透析液配管の入替が行われました。
RO装置は水道水などをRO膜という特殊な膜で濾過することで不純物を
取り除き純粋な水を作り出す装置です。
今回新しく入ったRO装置はWROという方式を使っており、NRO膜とRO膜
の2種類の膜を使用しています。最初にNRO膜で濾過した水をRO膜で更に
濾過することによって、今までよりも、より清浄化された透析用水を作り
出す事が出来るようになりました。
また、RO装置内部の消毒は今までは薬液を使って行っていましたが、今度は熱水を利用した消毒方法になりまし
た。熱水で水が流れているすべての部分の消毒が出来るようになり、薬剤を使用しないため環境への影響も少ない
消毒方法です。A・B原液溶解装置は粉末タイプの透析剤を透析用水を使って透析液の元となる原液を作る為の装置
です。新しい装置では粉末を入れる扉が二重になっており、浮遊菌等の混入、粉末の飛散を防ぎます。また、扉の
開閉時、粉末を入れ間違いが無いように音声ガイダンスで注意を行うようになっています。
透析液供給装置は、透析原液と透析用水を混合させ透析液を作りベッドサイドの機械に送る為の装置です。
新しい装置では装置をコントロールしている基板が複数枚内臓されており、トラブルなどで基板が壊れてしまった
時でも違う基板によって装置が動作できるようになっています。
透析液を流す配管は、以前よりも配管内部が滑らかで、薬液や熱に
対して耐性が高いPFAという素材を使用した配管に交換しました。
これによりRO装置から個人用装置の配管に対して熱水消毒を行うことが
可能になりました。
今回入替を行ったRO装置、A・B原液溶解装置、透析液供給装置透析液配
管システムは日本で初めて当院が導入することになり、治療を受けられて
いる患者様には今まで以上の透析液を使用することが出来るようになりま
した。
平成29年6月は装置の入替と、白衣の模様替えも重なり、ときわクリニックスタッフ全員気持ちを新たにし、
患者様に「ときわクリニックで透析治療が行えて良かった」と思われる透析室業務を実施して行きたいと思います。

他施設からの臨時透析受け入れを経験して
下落合クリニック

臨床工学技士

横井 良

3月6日（月）15時頃、当施設と親交の深いクリニックより緊急の連絡が入りました。
施設の設備不良により透析治療ができない状況のため、臨時透析を受け入れてほしいという内容でした。
菊地理事長の判断で、13名の臨時透析を受け入れる事になりました。スタッフの協力のもと、大きな
トラブルなく、無事全員の透析治療を終了することができました。
他施設の患者様のお役に立てたという結果となり喜ばしいことであると
同時に、当施設が準備していた非常時対策の確認にもなりました。大きな
混乱もなく落ち着いた行動がとれた要因は、スタッフの人員確保ができたこと、
治療に使用する物品の備蓄があったこと、透析装置（ベッド）が確保できたこと、
依頼施設からの正しい患者情報が得られたことなど、受け入れに必要な条件が揃った
事だと思います。
普段から災害などの非常事態を想定した準備をしておくことは、患者の皆様はもち
ろんのこと、スタッフ自身のためにも非常に重要だと感じました。
今回の出来事は、非常に貴重な経験になりました。
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各施設の患者さんより
ときわクリニック

菱山瑞恵

バレーボールと私

透析生活が始まって、もうすぐ2年になります。この透析が始まることを1年位拒み続けていたように
思います。というのも、40年以上もの間バレーボールを続けていましたので、シャントを造るとそれが
出来なくなる・・・と、残念でならなかったのです。検査のたびにクレアチニン値が高くなり、ある朝の
自分の顔のむくみに「いよいよか・・・」と決心して透析が始まりました。
バレーボールは50代、60代、70代とそれぞれの大会があり、全国からの代表チームが集まりとても
賑やかで楽しい大会です。50代の大会では金沢へ、60代では神奈川へと参加することが出来ました。
もちろん70代の大会にも・・・と練習を楽しんでいましたが、それは叶わず、
となりました。
今は試合には出られませんが、バレーボール大好き仲間が集まり小学校の
体育館で楽しんでいます。左手は使えませんが右手だけで、どこへ飛んでいくか
わからないボールを仲間に助けられ、サーブだけは負けまいと、元気な右手を
振り回して楽しんでいます。
毎日の食事には色々と制限がありますが、家族や友人達に恵まれて、そして
何より、クリニックの方達のやさしさに助けられて、無事に過ごしております。
これからも、どうぞよろしくお願い致します。

下落合クリニック

白木美貴子

透析をすることになって

4年前の11月から私の再導入が始まりました。直前に予定していた旅行は止む無く中止、透析をしなければ
ならないと言う現実を漠然と受け止めながら心の中は、やり場のない失望感しかありませんでした。
しかし、失望していても何も変わりません。それはもう開き直りでした。生活は一変、生きていくための
透析が生活の主要な部分になったのですから。仕事、透析、自分の時間、私の時間割は今まで以上に慌ただ
しく、そして１週間はあっという間に過ぎていきました。
短くなった自分の時間は大切に使おうと、自分の興味のあるもの、やってお
きたいことに使おうと決めました。古い友人に会う、旅行に行く、演劇・映画
を観る、美味しい食事を探す、そして4年前に断念した満点の星を観るなど多く
のイベントを現在進行中です。だから透析しているから諦めるという気持ちは
ありません。仲良く付き合いながら積極的にチャレンジしていくことが私の開
き直り術です。
最後に、こうして私が思い通りの生活を出来ているのは、いつも変わらず優
しく接してくださる下落合クリニックの皆様のお陰です。心より感謝申し上げ
ます。ありがとうございます。

境南クリニック

山田 薫

私

毎日たくさんの人が私のところに訪れる
みな私を求めて・・・バスに乗り 電車に乗り 自転車や徒歩でやって来る
雨でも 雪でも やっとの思いでたどり着く人々
私を求めて・・・
たくさんの人々を元気にするのが私のお仕事
時々 へそが曲がって うるさい音を部屋中に響き渡らせたり
停止してしまったりすることもあるけど そんな時にはみなさん急いで来て
私を直してくれる
今日もたくさんの人々を元気に笑顔にするのが私のお仕事
透析機より

今の私があるのも全てが、先生方、看護師のみなさん、技士のみなさん、事務のみなさんに支えていただ
いているからこそで、いつもお世話していただきありがとうございます。家族、地域、色々な方々へ、今の
私が出来る事を微力ながら、身体が動くうちは精一杯やっていこうと思っております。
これからも感謝の気持ちを忘れずに、過ごしていこうと思います。
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どちらでしょう？

クイズコーナー

問１：透析患者さんにオススメはどちらでしょう？
①アイスクリーム
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平成29年8月1日63号
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②シャーベット

問３：塩分が多いのはどちらでしょう？
①ノンオイルドレッシング

②ごまドレッシング

問５：カリウムが少ないのはどちらでしょう？
①ブルーベリー（50ｇ ） ②巨峰（50ｇ）

境南クリニック
栄養士 森川 志帆

問２：調理法でカリウムを低く出来るのは
どちらでしょう？
①トマト （50ｇ） ②きゅうり （50ｇ）

問４：リンが少ないのはどちらでしょう？
①冷しゃぶ
（豚肉80ｇ）

②棒棒鶏バンバンジー
（鶏むね肉80ｇ）

問６：透析患者さんにオススメはどちらでしょう？
①乳酸菌飲料

②飲むヨーグルト

【クイズの答え】
問１：②シャーベット

シャーベットはアイスクリームと比べるとリンもカリウムも少ないので
比較的的安心してお召し上がり頂けます。

問２：②きゅうり

水にさらす前のカリウム量はどちらもほぼ同じです。トマトは水さらし
をしてもカリウムほとんど抜けませんが、きゅうりは切って10分程度
水さらしをすることで約30％程カリウムを減らすことが出来ます。

問３：①ノンオイル
ドレッシング

ドレッシングはカロリーの低いものほど塩分が多く含まれていることが
多いです。栄養成分表示を確認して選びましょう。

問４：①冷しゃぶ

冷しゃぶの豚肉には適度に脂身がついていますが、棒棒鶏の鶏むね肉や
ささみ肉にはほとんど脂身がありません。肉の脂身にはリンやカリウムが
大変少ないので、肉を選ぶ時には適度な脂身付きを選ぶと良いでしょう。

問５：①ブルーベリー

ブルーベリーは比較的カリウムが少ない上に、アントシアニンという強力
な抗酸化成分や体に必要なビタミンを含んでおり、オススメの果物です。
（カリウム量：①ブルーベリー35ｍｇ ②巨峰65ｍｇ）

問６：①乳酸菌飲料

飲むヨーグルトは牛乳が原料なのでリンもカリウムも多いですがヤクル〇
のような乳酸菌飲料は比較的少なめです。中でも「ラブ〇」はリンや
カリウムがさらに少ない上に栄養成分表示もされているので確認しながら
買うことができます。

今回の新聞編集は境南の山田と大森が担当しました。今年の梅雨は集中豪雨地帯が
ある一方、関東では「から梅雨」で水不足が懸念されています。
自然は人間の思うように、バランスよく動いてくれないものですね。私達は豊済会の
スタッフとして、今後とも皆さまに安心・安全を提供できるように尽力して参ります。
新聞に原稿を寄せて頂きました皆さま、お忙しい中を本当に有難うございました。

編集後記

