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 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。

心よりお礼申し上げます。 

 昨年は末期腎不全の治療に、ようやく新しい光が見え始めた年

でした。腎臓の再生医療が将来実現できる可能性が、東京慈恵医

科大学腎臓内科横尾隆教授のグループから発表されました。 

 横尾教授のチームは、再生した尿管を使って尿を体外に排出さ

せる技術をラットで開発しており、ヒトｉＰＳ細胞（人工多能性幹細

胞）から腎臓の前駆細胞（前段階の細胞）を作製する技術も完成 

させています。マウスの代わりにブタ胎児の腎臓の芽を、ラットの代わりに腎不全患者のｉＰＳ細胞か

ら作製した腎臓の前駆細胞をそれぞれ使えば、機能を全て備えたヒトの腎臓を再生させることが可

能になるといいます。後半にその流れをフローチャートにして記載しました。なるべく簡単に記載し

ましたが、少し難しいかもしれません。参考にしてください。 

  

 まず腎臓の構造と機能について説明します。腎臓は背側の腰の上あたりの左右に１つずつありま

す。形はそら豆に似ていて、大きさはにぎりこぶしぐらいです。1つの腎臓は、「ネフロン」と呼ばれる

特殊な構造が約100万個集まってできています。ネフロンは、数本の毛細血管が球状に絡まった小

さなろ過装置の「糸球体」と、糸球体からつながる「尿細管」という管でできています。このネフロンで

尿を作成して水分と老廃物を体外に排泄します。 

   

 腎臓の構造 

 

http://housaikai.webmedipr.jp/
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 腎臓の機能 
  

1. 老廃物を尿に溶かして捨てる（老廃物除去と水分除去） 

  体の中にたまった老廃物や余分な水分を外へ出して、血液をきれいにすることです。 

 

2. 貧血の改善 

  腎臓から産生されるエリスロポエチンは、骨髄での赤血球の産生を促します。 

 

3. 血圧の調整 

  腎臓から産生されるレニン、プロスタグランディン、カリクレイン、キニンなどのホルモンは、血圧 

  を調整しています。 

 

4. 骨粗鬆症の改善 

  腎臓はビタミンDの活性化を行います。それにより、カルシウムの吸収が促され、骨が丈夫にな  

  ります。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 上記のように、腎臓はさまざまな働きをしているため、その腎臓の機能が低下すると、体内に老廃

物や水分がたまるだけでなく、赤血球が作られず貧血で体がだるくなったり、ビタミンDが活性化され

ず骨がもろくなり骨折しやすくなったり、といったさまざまな問題が起こります。 

 そしてこの構造と機能の複雑性から再生医療が最も困難な臓器の1つと言われていました。これが

今後は実現できる可能性があるわけです。早ければ10年後には施行できる可能性がありますので、

これを目指して一緒にがんばりましょう！ 
  

 この新しい年がより良き年になるよう心より祈念いたしまして、私からの年頭の挨拶とさせていただ

きます。皆さん、今年も宜しくお願いいたします。  
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 新しい年を迎えました。今年も、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職員一同努めます。 

 さて、例年この季節には北西から冷たい季節風が吹き、乾燥した晴天が続きま

す。この気候をもたらしているのは大陸のシベリア高気圧です。 

 冬場は血圧も気になります。寒さに加え、運動不足や塩分過剰の食事が血圧を

上げます。 

 気圧も血圧も圧力です。1気圧は1013hPa(ヘクトパスカル)、至適血圧は

120/80mmHg(ミリメートルエイチジー)未満です。Hgは水銀のことで、血圧測定 

の際に血圧計のガラス管内の水銀を120mm押し上げる血液の圧力(＝血圧)が

120mmHgです。1気圧が760mmHgであることは1643年に初めて実験でわかりました

が、現在では上記のように国際単位系で表されます。1mmHgは1.333hPaに相当し

ます。 

 血液は心臓から動脈に押し出されます。身体中くまなく血液が巡るためには十

分な圧力が必要です。因みにキリンの血圧は260/160mmHgだそうです。心臓から

脳までの高低差が2ｍ(身長は5ｍ)あるので、身体の一番高いところにある脳まで

血液が届くように"高血圧"が必要なのでしょう。 

 水銀は人体にとって有害です。国際条約の「水俣条約」が採択されたことを受

け、国内関連法も成立し、今後水銀の使用は厳しく制限されます。医療機関でも

水銀血圧計の撤去が進んでいます。水銀が完全に使われなくなった将来、血圧

120/80mmHgは160/107hPaと表されているかもしれません。 

ときわクリニック 

院長 大塚 正一 

 あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 

昨年、多数の患者様、御家族の方に患者勉強会に御出席頂き、ありがとうござい

ました。今年も境南クリニックでは秋頃に開催予定ですので、多数の御出席をお

待ちしております。 

 毎回透析治療時に、スタッフが各種症状を聞きますが、長年、同じ症状が続い

ていることにより慣れてしまっていて、スタッフに伝わっていないことがあるか

もしれません。透析関連では勿論のこと、他科の病態でも、紹介など、力になれ

ることもあると思いますので、少しの事でも構いませんので、お伝え下さい。院

長、スタッフも、これからも医療者の勉強会や学会に出席するなど、最新医療を

提供していく所存です。週3回の透析をはじめ、内服、食事、体重を含めた体調

管理を患者様や御家族にして頂き、はじめてみなさんの体調を維持出来ると思い

ますので、今後とも御協力を宜しくお願い致します。 

境南クリニック 

院長 井上 宙哉 
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各クリニック院長より 

新年の挨拶 
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 平成29年11月26日、池袋のホテルメトロポリタンで豊済会3施設合同の第27回職員研修会が行われ職

員94名が参加しました。 

 今回のテーマは「透析患者のMBD(骨ミネラル代謝異常)管理」です。教育講演として①鶴田板橋クリ

ニック 院長 鶴田悠木先生より「シャント管理について」、②武蔵野赤十字病院 副院長・腎臓内科

部長 安藤亮一先生より「慢性腎臓病にともなう骨ミネラル代謝異常(CKD-MBD)：概念の拡がりと日常

診療への応用」をご講演いただきました。どちらも透析治療に不可欠な要素であり大変充実した時間と

なりました。 

※CKD-MBDとは…腎臓は骨に関わるミネラル(リン、カルシウム)の代謝調節に重要な役割を果たしてい

ます。腎機能低下により排泄吸収の調節が上手くいかず、骨がもろくなったり、血管など組織が石灰化

したりして、様々な問題(骨折や骨粗しょう症、全身血管の石灰化、心臓では弁膜症、筋肉や関節の痛

みなど)を起こすため、透析患者さんにとって深刻な問題です。 

 近年優れた薬が多数出てきておりますので、最近の研究発表などを中心に治療の推移や薬について教

えて頂きました。また、近く副作用を抑えた薬が発売されるとのことで更に期待したいと思います。最

後に安藤先生はこうおっしゃいました。「薬よりもまず栄養と運動」運動は単に筋力向上や転倒防止に

なるだけでなく、骨作成を阻害するスクレクスチンという物質を抑制することが出来るそうです。皆様

に適切な食事と無理ない運動を心掛けていただければ幸いです。  

 さて、タイトルにした一文ですが、開会挨拶で菊地理事長が我々に繰り返し言われた言葉です。「患

者様の幸せを常に願ってほしい。」理事長の熱意が非常に込められていると感じます。より良い明日に

向けて私たちは一日一日の治療を大切にしたいと思います。 

平成29年度 第27回 全体研修会報告 

「専門性を持った家族となって、患者様によりそい大事にしてほしい。健康で長生

きできる力になりたい。」              境南クリニック 臨床工学技士課 川平智子 

ポータブルエコー勉強会を行いました 

 新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 

 さて、ここでエコー(超音波)検査について少し話したいと思います。 

多くの方がエコー検査を受けたことがあり、それは心臓や腹部の検査ではなかったかと思います。その

エコー検査ですが近年、血液透析の場において小型化された装置(ポータブルタイプ)をベッドサイドで

使用し、血管の観察、管理、さらにはエコーの画像を見ながら実際に穿刺を行うことが有用であるとの

報告が多くされており、下落合クリニックにおいても同様に活用しています。 

 今回、ポータブルエコーのメーカーの方に講師を依頼し、院内で勉強会を行いました。エコーについ

ての講義や、実際に装置を操作し、さらにはエコーの画像を見ながら模擬血管に穿刺をするといった実

技まで行いました。 

今後は、今回学んだ内容を皆さんの大切なシャント管理や安全に穿刺を行うことに役立てていきたいと

思います。 
      

下落合クリニック 臨床工学技士課 天野 雄介 

武蔵野赤十字病院 副院長・腎臓内科部長  

安藤 亮一先生 

鶴田板橋クリニック 院長 

鶴田 悠木先生 
   菊地 勘理事長  

座長 MBD管理 シャント 

管理 
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各施設患者勉強会報告 

「足病変」について       下落合クリニック 看護課 菊地 清み 

 平成29年10月15日（日）患者様23名（内家族6名）スタッフ17名の参加のもと、下落合クリニッ

ク1階待合室にて恒例の患者勉強会が開催されました。 

 今回は『足病変』をテーマに、栄養課、技士課、看護課よりそれぞれスライドを用いての勉強

会となりました。質疑応答では、リンやカリウムについての注意事項や質問を多数頂きました。

今回の勉強会で定期的に行っている検査やケアについて理解を深めて頂けたのではないでしょう

か。 

後半は会場を2階透析室に移し避難訓練を実施しました。 

 当日は生憎の天候だった為、屋内での訓練となり透析中に地震発生という想定で、離脱後1階の

受付前まで避難するという訓練でしたが、皆様、真剣に、積極的に参加して頂き、充実した訓練

となりました。 

当院では、毎月1日『災害伝言ダイヤル』の訓練を実施しております。 

是非、毎月の習慣として『災害伝言ダイヤル』を聞いて下さい。 

 今後も皆様の期待に応えられるような勉強会を実施していきたいと思っております。 

災害対策・運動と足について  ときわクリニック 看護課 亀尾 貴美子・嶋津 江美子 

 昨年10月15日、ときわクリニックで患者勉強会を開催しました。 

栄養士からは、災害時の食事についての話でした。7年前の東日本大震災の時の、炊き出しの現状

などから問題をあげ、低カリウム・減塩の食事の工夫、加えてビニール袋一枚でできるパック料

理についての話がありました。 

技士課は、透析中の災害に対しての離脱方法・避難経路についての説明、実施を行いました。 

看護課からは「自分の足は自分で守る」をテーマに、クリニックで行っている検査の意味、そし

て自分でもできるフットケアについての話をしました。大塚院長からは、筋肉を低下させないた

めに透析患者さんが日常で出来る運動方法についての説明がありました。 

 今回は前半は災害対策、後半を運動と足をテーマに、各課からの発表があり、私たちスタッフ

も一緒に勉強する良い機会となりました。患者さんにも少しでもお役にたっていたら幸いです。 

 今年度も皆様のご希望に添えるような内容を考え、昨年度の反省をもとに、よりスムーズな進

行をできればと思っております。 
 

 ドライウェイト・災害時の透析と栄養管理    境南クリニック 看護課 平田 朱里 

 平成29年10月29日(日)に患者勉強会を行いました。当日は大雨で悪天候の中、ご家族を含め29

名の方にご参加いただきました。 

 勉強会のテーマは事前の患者さんアンケートに基づき、ドライウェイト、災害時の透析と栄養

管理の3つについて行いましたが、その中でも私が一番印象に残ったことをお伝えします。 

災害時は避難所でカップ麺が配られますが、排水が悪く詰まってしまう為に「汁は捨てずに全部

飲んでください」と大きな貼り紙をされているそうです。カップ麺は塩分量が多いので、汁まで

飲んでしまったら大変です。そこで栄養士から塩分量を半分にする方法を紹介されました。それ

はカップ麺の蓋を半分開けて、味付けの粉末を勢いよく他の袋に捨てたあとに熱湯を麺ひたひた

まで入れるだけ、というとても簡単なものです。患者さん方と試食を行いましたが「（味付けを

減らしたのに）いつもと味が変わらなかった」との声が聞かれ、私もむしろこの方法で作ったも

のがちょうど良かったので、まさに目から鱗でした。普段、カップ麺は控えて頂きたい食品です

が、もし食べる機会がありましたら是非この方法を一度試していただきたいと思います。 

 今回は休憩時間に試食・試飲もあり、とても充実した楽しい勉強会になりました。次回の勉強

会もたくさんの方々にご参加いただきますよう、宜しくお願いします。 
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境南クリニック 看護課 槌田 陽子 

まだまだ寒い日々が続きますね？透析患者さんは、貧血などにより免疫力が低下しています。感染症にかかりやすく回復に時

間がかかることもあります。そこで今回は、冬の寒い時期に流行する2つの感染症についてお話しします。 

 

＜インフルエンザ＞ 
インフルエンザは、通常の風邪に比べ全身症状が強く出やすいことを特徴とします。日本では例年12月～3月が流行時期シーズ

ンです。 

●どうやって感染するか？ 

→飛沫（ひまつ）感染：咳・くしゃみなどのしぶきに含まれるウイルスを吸い込む 

 接触感染：ウイルスが付着した手で口や鼻に触れる 

●どんな症状？ 

→1～3日の潜伏期間（感染して症状が出ない期間）の後、38℃以上の発熱・咳・のどの痛み・鼻水・筋肉痛・関節痛 など（嘔吐

や下痢などの消化器症状が出る方もいます） 

●予防策 

→流行シーズン前のインフルエンザワクチン接種 

 発症する可能性を低くさせる効果と、発症した場合の重症化予防に有効です。  

  毎年流行しそうなA・B型それぞれ2種類（計：４種）の混合ワクチンです。有効性をより高めるために一般的には10月～  

12月中旬までの間に行うことが推奨されています。 

→外出後の手洗い 

 手を石鹸で洗い、十分な流水で流しましょう 

→咳エチケット 

 咳は2ｍ唾液が飛散するといわれています。 

→適度な湿度の保持 

 乾燥すると気道粘膜の防御機能が低下します。加湿器などを使って適切な湿度（50～60％）を保つことも効果的です。 

→十分な休息とバランスのとれた栄養摂取 

→人混みや繁華街への外出を控える 

 やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合は、マスクを着用する。 

 

〈ノロウイルス〉 
感染性胃腸炎は、例年11月から増加し、12月頃をピークとして3月まで多発します。 

その中の原因として最も多いのがノロウイルスです。 

●どうやって感染するか？ 

→経口感染：汚染された食品を食べることによる感染 

          （二枚貝などに蓄積されていることがある。生あるいは加熱不十分で摂取） 

  接触感染：病原体が付着した手で口に触れることによる感染 

     （ウイルスを含んだ吐物や便などから付着） 

●どんな症状？ 

→潜伏期間（症状が出ない期間）は約１～３日。症状が出る期間は平均24～48時間で、吐き気・嘔吐・下痢・ 

  発熱・腹痛などがあります。 

 （感染しても発症しない場合や、軽い風邪のような症状の場合もあります） 

●予防策 

→トイレの後、調理・食事の前の手洗い 

 石鹸で洗い十分な流水で流す 

→カキなどの二枚貝を調理する時は、中心部まで加熱（85～90℃で90秒以上）する。 

 （体調がすぐれない時には摂取を控える） 

→感染者の吐物・便の処理時は使い捨て手袋・マスク・エプロンを着用し、処理後は石鹸と流水で十分に手を 

 洗いましょう。 

→感染者と同居している場合、同じ食事の共有（1皿盛り）はしない。お風呂は感染者に最後に入ってもらう。 

→消毒は次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤） 

 ＊市販では「ハイター」「ピューラックス」「ミルトン」など 

＝皆さんにご協力していただきたいこと！＝ 

「疑わしい症状（38℃以上の発熱、頻回な下痢・嘔吐など）があるときは、クリニックへ連絡をする」 

透析室での感染拡大を予防するため、疑わしい症状があるときは入室時間・BEDの変更や送迎者の利用を一

時停止することがあります。 
  

 皆で協力してお互いに感染症を予防していきましょう!!! 

冬の感染症について 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjopvLaxODXAhXMEbwKHa7ADOsQjRwIBw&url=https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%A4-%E6%B1%9A%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88/dp/B00B0JX7T6&psig=AOvVaw0FaD4Ql8juF4LaBC7bCPog&ust=1511933099173366
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新年の抱負 

下落合クリニック 看護課 原 京子 

 あけましておめでとうございます。 

今年も我が家のトイレでは「便蔵さま」というカレンダーが更新されます。 

私が仕事以外で一番頭を使うのが、某所、トイレなのです。 

 このカレンダーは名前の通り、便のチェック項目もあるのですが、週めくりで「間違い

探し」や「クロスワードパズル」などの脳活クイズになっています。その中に「組み立て

漢字」というものがあり、これがなかなか頭を使います。 

例えば、害+充+車+糸＝□□、左の四文字を組み合わせ、二文字の言葉にするというもので、

答えは「統轄」になるのですが、そこに行きつくまでに脳内で様々な組み合わせを考える

こととなります。要領の悪い私は、思考を端的にまとめられず苦労することになります。

時に路肩に駐車するごとく休憩をとりながら、一つのことに固執せず考えないと答えに行

きつきません。 

 このように今年も認知機能の低下防止に努め、頑張りたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

皆様もよろしければ一緒に少しだけ頭を使ってみてください。 

白+山+而+立+勺＝□□ 西+令+女+頁＝□□ 口+幸+口+十+丸＝□□ 

斤+木+戸+甘＝□□ 戸+止+各+口+月＝□□ （答えは私の拙文の中にあります。） 

ときわクリニック 看護課 濱田 正恵 

 新しい年が明けました。皆様、お正月はいかが過ごされたでしょうか。 

私は毎年、その年の初めに目標を立てています。 

3年前は「怒らない」でした。いつも穏やかでいたいと思ったのですが、3日も持たず、苦笑

した覚えがあります。 

 2年前は「悩まない」でした。悩み事が出来たときに、これは自分で解決出来るかどうか

を考えるようにしました。自分ではどうしようもないことは、見守るしかないと思います。

また、今の時点でどうしようもないことは、とりあえず棚上げしておくことも必要だと感じ

ました。あとから下ろしてみると、解決していることもありました。そして一番大切なこと

は、誰かに相談するということです。他人の意見に素直に従う、というのはとても大事なこ

とだと思いました。 

この目標は、昨年も引き継ぎ二年間の目標になりました。 

 さて、最近の私は、物覚えの悪さ・物忘れの激しさを感じています。買ったものを忘れ、

仕舞い込んだ場所を忘れ‥。 

一度に二つのことは出来ませんし、一度ですむことを何度も行ったり来たりしています。 

 そんな私の今年の目標は「（間違えず・忘れず）ちゃんとやる。」です。 

今年もよろしくお願いします。 

境南クリニック 看護課 野﨑 晶子 

 皆様新年明けましておめでとうございます。 

2018年が始まりました！皆様2017年はどんな1年でしたか？ 

 今年は何か抱負を立てましたか？昨年を振り返り反省をして、新たな気持ちで目標を持ち

ながら今年一年も良く過ごせたらいいですね！私事ですが私も今年の抱負を立てました。皆

様も何か目標を持ってそれが達成できますように。 

 透析をしていく上で何かわからないこと、困ったこと、何でもご相談下さい。私共スタッ

フ一同、患者様がより良く過ごしていけるお手伝いをさせていただければ光栄です。 

今年もどうぞよろしくお願い致します。 
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下落合クリニック  市川  義文 

 私は人工透析を始めて3年半になります。腎機能が43％の機能しか無いと診断されたのが28年前になり、

以来、通院と食事療法が始まりました。当時を振り返ると、私の食事だけが、質・量共にとても満たされ

るものではありませんでした。 

 そのような中にあって、病院での採血の数値に一喜一憂し、精神的にも体力的にも落ち込んでいきまし

た。そのような状態が20年間続くに至りクレアチニンの値も７を超し、担当医から透析と告げられたとき

は、覚悟していたとはいえ、遂にその時が来たかと落胆の極みでした。いよいよ透析が始まってみると不

安の連続で、けれどもそれも1年2年たつにつれ少しずつ慣れ、同じ透析仲間の方々との待合室での会話な

どを通じて、だいぶ落ち着きを取り戻すことが出来ました。これもひとえに、クリニックの先生はじめ全

スタッフの皆様の患者ファーストに徹した献身的な姿に深く感銘を受けております。高度な知見と確かな

スキルで、患者一人ひとりに合ったケアと合併症などにも対応して頂いております。同時に、国・地方自

治体などの公的助成により、私たちが安全・安心な透析を受けられることに感謝しております。 

 あの多くのストレスからも開放され、ネガティブな精神状態も今ではポジティブに物事を考えられるよ

うになりました。この人工透析は生涯私に課せられた仕事として、精一杯頑張りたいと思います。 
 

各施設の患者さんより 

ときわクリニック   寺田 行雄 

 昭和28年、私が龍ケ崎一高の三年生の時のことです。その頃龍ケ崎一高はほとんどが男子、二高はほとん

どが女子でしたが、ある日部活の交流会がありました。それに参加したN男君は、二高から参加したS子さ

んに恋をしました。恋するN男君はK君に相談しました。K君は早速、私たちのグループにやってきて、文章

の得意なE君にラブレターの内容を考えるように言い、私に「字が上手なおまえが書け」と言いました。K

君はそれをS子さんに渡し返事をもらいました。「OK」。K君はN男君にその旨を伝え、デートを取りはから

いました。二人は2~3度デートしたようですが、その恋ははかなく消えてしまいました。まあ、N男君は何

もしていませんからね。 

 私がペン習字に興味を持つようになったのは、中三の時の先生の影響です。毎朝30分くらい漢字を三文

字ずつ書き、上手に書けたらハンコ3個、下手なら1個でしたが、私はいつも3個もらうことができました。

時折2個の時もありました。急ぐと字が乱れるのです。その後、ペン習字を本格的に勉強するようになり、

高校生の時「日本ペン習字研究会」が出している本に投稿したら写真で掲載され、ますますやる気が出ま

した。 

 昭和42年には師範の資格も取り、その時はもう国鉄に勤めていましたが、ペン習字を教えるようになりました。生徒

は多い時で200人位いました。昭和58年に自分で教室を建てて塾を開きましたが、一人では教えきれず、妻にも師範

の資格を取ってもらい、今では二人で教えています。月末はペン習字の進級の審査もしていますので、少し忙しくも

ありますが楽しく過ごしています。ペン習字を今からでもやってみたいと思う方は、声をかけてください。一字でも二字

でもお教えしますよ。       聞き取り・代筆 濱田 

境南クリニック   保谷 克寛 

 太極拳を習いはじめて十二年になる。近くの地区会館で会員の募集を知り入会した。 

間もなく太極拳を指導される先生が、透析をしていると知り驚いた。更に「私は太極拳に生かされてい

る」と話すのを聞いて、太極拳への思いの深さに心を打たれた。当時、私は腎臓機能が長年にわたり次第

に低下していて、主治医から間もなく透析に移ると言われ、不安と辛い日々であった。こうした折に、先

生が元気に稽古を指導する姿を見て、その思いが和らぎ透析に対する覚悟ができてきた。 

 最近、テレビ・新聞・雑誌等で様々な健康志向の報道が盛んである。私が学ぶ楊名時健康太極拳もたび

たび登場する。心と体を元気にする太極拳は、二十四の型式をゆっくりと無理なく、気持ちを集中させて

舞うように体を運ぶ十分ほどの演技である。教室で太極拳と気功（八段錦）の実技と稽古要諦（心構え）

を学び、約一時間半の稽古で軽く汗をかいて帰宅する時は、心と体が軽くすっきりするのを実感する。入

会して五年後に透析患者となって、先生と同じ境南クリニックに通っている。先生は透析と太極拳を三十

年も続け、教室のほか介護施設でもボランティアで太極拳を指導していると聞く。ますます敬服の念を深

くする。クリニックの待合室で様々なキャリアの仲間とテレビを見ながら談笑し、時には食事や一泊旅行

を楽しんでいる。これもひとえに院長先生をはじめスタッフの皆様が私達に寄り添って親身に対応してくださるお陰

で、感謝の日々である。 

 喜寿を迎えた今、週一回の教室と毎朝の太極拳を日課としている。太極拳は奥が深く、十年稽古してど

うにか一人前と言われる。まだまだ未熟な自分を省みて、今後も透析と太極拳を両立させて行きたいと

願っている。 

 道         夕暮れに 透析あとの帰り道   

       落ち葉踏みしめ 登る坂道      平成27年11月2日  下落合クリニックにて詠む 

「ペン習字と私」  

「透析と太極拳」 
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　　災害時の食事管理　　　　　　　　ときわクリニック管理栄養士　髙橋　真弓

　皆さんは災害に備えて準備をしていますか？

災害時には透析が受けられなかったり、透析回数や時間が減ったり、食料が不足し救援物資を利用しなければな

らないなどの事が想定されます。その為、災害時はいつも以上に食事管理が重要になってきます。

●災害時の食事の基本的な対策

●災害時の非常食

●支給された非常食の食べ方

①ご飯、パン、ビスケットなどエネルギー源となるものは

できるだけ食べる。

②バナナ、野菜ジュースなどカリウムの多い食品は控える。

※災害直後、食品がこれらしかない時はエネルギー源として

摂取してください。

③即席めんは粉末スープを半分にしたり、汁を飲まないなどの

減塩が必要です。

お弁当が支給された場合は漬物や佃煮、醤油などの調味料は

使用しないようにしましょう。

●災害はいつ起こるか分かりません。

落ち着いて対処できるよう日頃から災害に対する準備をしておきましょう。

①食べる 

•エネルギー不足によって、尿毒

症や高カリウム血症の危険性が

高まります。 

②塩分・水分を 

控える 

•塩分を摂ると水分摂取量が増え、

体重増加が多くなります 

•飲水量は尿量＋300～400mlに抑

えましょう。 

③カリウムを 

控える 

•いつも以上に高カリウム血症

の危険性が高まります。 

中日メディカルサイトより 

・避難時に最初の一日をしのぐ為のもの 

3食分を目安とし、調理の必要がなく 

そのまま食べられる物を選びましょう。 

 

カロリーメイト 
災害備蓄用パン 

水 

持ち出し品 

マシュマロ・あめ 

など菓子類 

・自宅等で避難生活を送る際に必要なもの。 

自宅の台所などすぐに取り出せる場所に準備し

ておきましょう。 

油・減塩調味料 

備蓄品 

アルファ米   

栄養補助食品等 

缶詰 レトルト食品  

編集後記：今回の新聞編集は、ときわクリニック看護師の濱田と臨床工学技士の関が担当させていただきました。去年に

かけて、寒い日が続いています。患者様におかれましては、体調に気を付けて今年を過ごして欲しいと思います。  

 最後にお忙しいなか、ほうさい新聞に寄稿してくださった皆様に深く感謝いたします。本当にありがとうございました。 




