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災害時透析医療とネットワーク
皆様は首都直下地震という言葉を一度は聞いたことがあると思います。こ
れから25年以内に70%の確率で首都直下地震が起きると想定されています。
東京都23区では、大規模な自然災害やインフルエンザなど感染症の大規
模流行に備えるため、「東京都区部災害時透析医療ネットワーク」が設立され
ています（三多摩は三多摩腎疾患治療医会災害時透析ネットワーク、茨城県
は茨城透析医災害対策連絡協議会が存在）。東京都区部災害時透析医療
ネットワークは、平成17年4月26日に設立され、今年で13年が経過いたしまし
た。私がこのネットワークの代表世話人に、本年4月より就任しました。今後
は豊済会の災害時透析医療はもちろんのこと、東京都の災害時透析医療も
考える立場となり、身の引き締まる思いです。本会は東京都区部における災
害時の透析医療を円滑に行うために、災害時情報伝達の手段の提供、訓練、
自助公助を促す都民公開講座を通して、平時より災害時透析医療を行うた
めの知識や技術を共有することを目的としています。
医療法人社団 豊済会
このネットワークは、東京23区が7ブロックに分かれており、災害時には各ブ
理事長 菊地 勘
ロックで透析施設の被災状況を把握して、これをネットワーク本部に伝達しま
す。
本部では情報を整理し、透析可能な施設や可能な地域の情報をブロックに返して、患者様の透析医療が中断すること
がないように、継続できる施設や地域への移動を行います。このネットワークでは、ブロック長を中心としたブロック内でも、
基幹病院とクリニックが連携して情報交換が行われ、患者様の透析医療が中断することがないように努めています。また、
ネットワークに参加しているすべての施設がメーリングリストで繋がっており、それぞれの施設の被災状況を各施設で確認
できるようになっています。これらの情報は、災害時に設置される各区の救護所にも掲示して、患者様が普段の透析施設
と連絡が取れなくなった場合でも、患者様と情報が共有できるようにしています。また、東京都区部災害時透析医療ネット
ワークのホームページ（www.tokyo-hd.jp/）上でも、災害速報やお知らせのなかで随時情報を更新して、患者様に災害情
報を啓発しています。
災害時には東京都や他団体との連携が重要ですので、三
多摩腎疾患治療医会や東京都臨床工学技士会、東京都透
析医会との情報の共有化も行っています。
本年の9月1日にはネットワークでの情報伝達訓練、9月2日
には三多摩腎疾患治療医会、東京都臨床工学技士会、東
京都透析医会と合同で、第1回東京都透析災害対策セミ
ナーを開催します。そして、来年3月には透析患者様を対象
にした災害時透析医療についての都民公開講座を予定して
います（皆様、ぜひ参加してください）。
一方、豊済会の災害対策についてですが、各施設で災害マニュアルを作成、各施設での災害訓練や勉強会が行われ
ています。災害時の職員間の連絡にはショートメールによるメーリングリストを活用しており、定期的な訓練が行われて
います。また、患者様への被災状況の連絡は、災害伝言ダイヤルを使用しており、毎月の伝言の音声入力、訓練を行っ
ています（皆様はきちんと聞いていますか？）。また、各施設とも災害に備えて、透析関連物品の備蓄を1週間分行って
おり、貯水槽を設けて透析用水を確保できるようにしています。また、ときわクリニックには自家発電があり、停電時にも
安定した透析医療が継続できるようになっています。下落合クリニックや境南クリニックの患者様も、大規模災害時には
ときわクリニックのお世話になることがあるかもしれません。
災害はいつ発生するかわかりません。日々の訓練や準備が大切となります。我々は、皆様の透析医療が安全で安心
に継続できるように努めて参ります。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。
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災害特集
続・災害時の食事管理

〜 命をつなぐ食事の食べ方・備え方 Q＆A

境南クリニック 管理栄養士 日本栄養士会 災害支援チーム登録栄養士 森川志帆
新年号に続き、”災害時の食事”がテーマです。患者さんから頂いたご質問の中からご紹介します。

Q.

災害時には、なにを、どのくらい、食べたら良いですか？

A.

～～～ 災害時のお食事の目安量 ～～～
・ご飯、パン、麺類など 主食類

・・・・・

普段通り、しっかり食べる

・おかず類

・・・・・

普段の 半分

・水 分

・・・・・

普段の 半分

・塩 分

・・・・・

普段の 半分以下 ：漬物類など塩分が多いもの、汁物の汁は残す

：１日の目安量は、尿量 + ３００〜４００mｌ

支給された食品の食べ方

野菜類は半分まで、
を目安にしましょう！

ごはんなど主食類
はしっかり食べて
エネルギー補給！

梅干し、漬物類は塩分が多く喉が
かわくので残しましょう！

半
分

飲み物は、
１食100mlまで

半分

例）ミックス弁当
ミネラルウォーター１本（500ml）

Q.

揚げ物はしっかり食べる、その他の
おかず類は半分残す、ことを目安
にしましょう！

気づいたら、非常食品の賞味期限が過ぎていました...

1日の水分量は
500mlペットボトル
１本以内 を目安に!

備える

賞味期限を切らさない良い備蓄方法はありませんか？

A.

消費する

「ローリングストック法」 がおすすめです！

ローリング
ストック法

ローリングストック法とは、日頃食べているものを少し多めに備蓄して、
”補充→食べる→補充...”を繰り返す方法です。常に新しい食品を備蓄できる
ので賞味期限切れになる心配がありません。
ストレスがかかりがちな災害時に、普段食べ慣れているものが食べられると安
ストックする

心するものです。ローリングストック法で、賢く備えましょう！

買い足す

ローリングストックしやすい食品
レトルト食品（減塩）

缶詰

調味料

栄養補助食品、菓子類
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災害時の食事で気をつけるポイントはなんですか？

A.

食べる！
エネルギー不足になると筋肉
が分解され、尿毒症や高カリ
ウム血症を引き起こしやすく
なります。

塩分・水分を控える！

カリウムを控える！

塩分・水分のとり過ぎは心不全
の原因になります。
いつも以上に、塩分・水分のと
り過ぎには注意が必要です！

高カリウム血症は心臓障害を
招きます。生のフルーツ、野
菜ジュース、100%ジュース
は避けましょう！

★ ほうさい新聞1月号に「災害時の食事管理」について詳しく掲載されています。
合わせてご参考になさってください。

境南クリニックにおける災害対策の取り組み

高橋由実

2014年12月から境南クリニックでは毎月15日を「災害用伝言ダイヤル171」の訓練日としています。伝言ダイヤルの
メッセージ登録も、スタッフ全員ができる様に毎月担当者を決めて訓練に臨んでいます。新しく転入された患者さんに
は、「防災の心得」「患者治療情報カード」を配布、伝言ダイヤル訓練も推奨しています。災害発生時は固定電話や携
帯電話は繋がりにくい状況となり、クリニックの状況や透析治療の可否について不安になる事でしょう。災害発生時に
提供が開始される「声の伝言板」を利用する事により、患者さんの不安を安心に変えてくれます。（＊スタッフ間では、
毎月1日「災害用伝言版web171」を訓練中です。）
災害対策は訓練の積み重ね、現状の対策で留まらず常にベストの対策を考える事が重要です。スタッフの訓練も定期

的に実施し、災害発生時には速やかな対応ができる様に取り組んでいます。医師、看護師、臨床工学技士、看護助手、
管理栄養士、事務課でそれぞれに役割が決められています。万が一の際に患者さんの安全を守り、円滑に避難するため
には定期的な訓練を実施し意識付けする事が大切です。日々の訓練が、「いざ!!」という時に行動する力になります。
地道な活動ですが広めていきたいと思います。
2018年6月21日（木）

スタッフ防災訓練様子
消火器訓練、的に当たると
「消火成功」

消火栓の確認

災害時持出しリュック（赤）
イオダインM（50ml）
包帯（7.5cm）
ＳＥＥパック（後）
ビニール袋
ラジオ
軍手
アネロイド血圧計
聴診器
懐中電灯
（患者さん緊急連絡表）
（透析日誌）

災害時持出しリュック（青）
イオダインM（50ml）
包帯（7.5cm）
ディスポ用止血ベルト
優肌絆 25mm
ＳＥＥパック（後）
ステラーゼ（5×5）
マイスコニトリルグローブS
ビニール袋
はさみ
軍手
懐中電灯
生理用品
サランラップ
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第63回日本透析医学会学術集会・総会
豊済会３施設の発表者
＜下落合＞
◎ 菊地 勘

◎ 今枝温子
◎ 原嶋美幸
◎ 天野雄介
<境南>
◎ 井上宙哉
<ときわ>
◎ 飯岡大輔
◎ 西山泰史

菊地理事長

学会報告

コメディカルのための臨床研究入門 ～さあ、臨床研究を始めましょう～
透析患者におけるC型肝炎治療のパラダイムシフト
Year in review 感染症
日本のHDF療法の現状と生命予後
透析患者での肝細胞癌サーベイランスにおけるGALAD modelの有用性
・ABIおよびSPP値と２年予後の検討
・脱ガス電磁弁開放時間変更による再循環率(RR)の変動について
・モイストタイプヘモダイアフィルタNVF-Hの性能評価(第２報)

・維持透析患者のABI値と２年予後との関連（ポスター）

・透析用水作成装置入替えに伴う水道料金の削減効果及び水質の推移
（ポスター）
・患者、職員アンケートからみた緊急離脱時留置針確保法（ポスター）

境南 井上院長

ときわクリニック

下落合 今枝看護師

ときわ 飯岡技士

ときわ 西山看護師

冨澤玲子

6月29日(金)～7月1日(日)に、神戸で開催された透析医学会に参加させていただきました。
日進月歩の医療において、質の高い看護を提供するためには、最新の医療技術、エビデンス、他施設の実践例などを学
ぶことが重要となります。その最新の情報を得ることができるのが学術集会です。学会では、今まで根拠があいまいに
なっていた点を研究で明らかにすることで、本当に患者さんにとって利益のある看護を実践するための気づきを得ること
ができます。参加してみると、自分がいつも臨床で「困っていること」「悩んでいること」に
対するさまざまな試みが発表されており、興味深く、面白いものばかりでした。今の医療界が
抱えている問題点を共有でき、解決に向けてさまざまな視点を得ることができました。ポス
ター発表では直接発表者と話す機会もあったため、その分野の第一線で活躍している人の話は
とても参考になりました。そして、「自分もやってみよう」とモチベーションがあがり、翌日
からの勤務がまた違った視点で行えるようになりました。このように、学会で受けた良い刺激
を今後の仕事に生かし、日々の看護業務を楽しく、目標をもって行うようにしていこうと思い
ます。
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日本フットケア学会年次学術集会

境南クリニック

星野

恵

2月9日(金）～11日(日)福岡国際会議場で開催され参加させて頂きました。
今回のテーマは「足病学とフットケア団結」でした。日本フットケア学会は2009年10月の第1回研究会が始まりで、
フットケアチームをチーム医療として取り入れ、患者さんのQOL(生活の質)と医療の質の向上、医療の効率化という目標
を追求し、フットケアの正しい知識と啓発、普及を目指してきました。現在では大きな学術集会となり足病に対し熱心
な医師、看護師、リハビリテーション、訪問看護など多職種の関わりが多くなり、院内連携や地域医療連携も正に団結
が重要となっています。
シンポジウムの「看護師だからできるフットケアの世界」では、看護師が実施するフットケアは、足病変の発症や重
症化を含む予防を主としたケアであると認識されていますが、まだ十分行き届いたケアがなされていない事も現状にあ
るそうです。看護師の思いと患者さんのケアが伴わない事も多々有り、なぜ傷が出来てしまったのか、靴下や靴はどの
ように使用しているのか、なぜ転倒したのか、履物や関節可動域、荷重が最もかかる足爪の変形はないかなど、様々な
観点から評価しています。当院ではこれらの事を踏まえ月1回のフットケアチェック、ABI・SPP検査などを行い重症化の
予防に努めています。

第26回
学会報告

東京都臨床工学技士会

下落合クリニック

天野雄介

2018年6月3日に新宿で開催された第26回東京都臨床工学技士会に参加しました。
参加者や演題数が年々増え、規模の大きくなる東京都臨床工学技士会学術集会ですが、今回は800名以上の参加者が
あったそうです。
下落合クリニックにおいては菊地理事長がシンポジウム、セミナーでの講演、技士課からは横井統括主任が一般演題
での座長、原嶋副主任と私、天野が一般演題での発表を行いました。
当日は活発な質疑応答が見られ、自分達の取り組みに対し他の施設の方と意見交換をすることができ、また他の施設
の発表を傾聴することで新たな知識を得る事が出来ました。
今後も学術集会や勉強会等に積極的に参加することで得られた知識を用いより良い治療の提供に努めたいと思います。

第10回
学会報告

日本下肢救済・足病学会学術集会

下落合クリニック

今枝温子

2018年7月13日(金)･14日(土)
会 場 ロイトン札幌

透析患者さんは透析を導入する前から血管の石灰化が進んでいるため、重症下肢虚血(CLI)になりやすい傾向にありま
す。CLIは末梢動脈疾患(PAD)が重症化した病態で、脳梗塞や心筋梗塞などの循環器系の虚血を合併する予後不良の疾患
です。症状の程度によってPADによる動脈硬化の進行段階がわかり、Ⅰ度→Ⅳ度までだんだん重症化していきます。
重症化の要因として加齢と動脈硬化が主なものとしてあげられるため、十分な
透析、透析導入後の日々の食事・服薬管理がとても大切です。
今回学会に参加し、この透析患者さんのCLIの増加と下肢末梢動脈疾患管理加
算が可能となり、透析施設でのフットケアに対する取り組みがさらに活発になっ
ていることを実感しました。当院でもより良い透析治療・フットチェック・検査

をこれからも継続いたします。
これまで足に対する治療法の技術や方法は、全国の病院・各施設の様々な症例
や過去の経験から発展をとげておりますが、やはり重要なのは「傷を作らないこ
と」「日々の清潔ケアと観察」ですので、皆様も足のわずかな変化や右の図のよ
うな症状があった場合には、ぜひスタッフまでお知らせください。

PADの症状分類
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診療報酬改定について
総務課

村松弦太

今年の4月に診療報酬改定がありました。診療報酬とは医療行為に対して医療保険（被用者保険（社会保険）、
地域保険（国民健康保険）、後期高齢者医療制度）より医療機関に支払われる治療費や医療の内容を細かく規
定しているものです。この診療報酬は2年ごとに見直され今回は6年ぶりに介護報酬との同時改定となりました。
団塊の世代全員が75歳以上になる「2025年問題」を前に超高齢化社会に適した内容とする最後の機会と捉えら
れた改定でした。

では、具体的に私たちが関わる透析について主な改定点をご説明いたします。
Ⅰ.「人工腎臓」（診察、治療を行う処置料にあたるもの）
施設の効率性等を踏まえた評価となり、透析用監視装置の台数とその台数に対する患者数の
割合に応じたしくみへと変更になりました。
＜慢性維持透析を行った場合1＞
・4時間未満の場合

1,980点（－30点）

・4時間以上5時間未満の場合

2,140点（－35点）

・5時間以上の場合

2,275点（－35点）

［施設基準］
次のいずれかに該当する保険医療機関であること
① 透析用監視装置の台数が26台未満
② 透析用監視の台数に対する人工腎臓を算定した患者数が3.5未満
＜慢性維持透析を行った場合2＞
・4時間未満の場合

1,940点（－70点）

・4時間以上5時間未満の場合

2,100点（－75点）

・5時間以上の場合

2,230点（－80点）

［施設基準］
次のいずれにも該当する保険医療機関であること
③ 透析用監視装置の台数が26台以上
④ 透析用監視の台数に対する人工腎臓を算定した患者数が3.5以上4.0未満
＜慢性維持透析を行った場合3＞
・4時間未満の場合

1,900点（－110点）

・4時間以上5時間未満の場合

2,055点（－120点）

・5時間以上の場合

2,185点（－125点）

［施設基準］
「慢性維持透析を行った場合1」又は「慢性維持透析を行った場合2」のいずれにも該当しない
保険医療機関
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＜透析液水質確保加算＞

（新設）透析液水質確保加算

10点

（－10点・透析液水質確保加算2を算定していた場合。透析液水質確保加算1は削除されました）
［施設基準］
① 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること
② 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上
配置されていること
＜慢性維持透析濾過（複雑なもの）＞
（新設）慢性維持透析濾過加算

50点

慢性維持透析濾過（複雑なもの）とはいわゆる「オンラインHDF」のことです。前述の人工腎臓の点数に
加算されるしくみへと変更されました。（改定前は2,225点）
［算定基準］
透析液水質確保加算の施設基準を満たす保険医療機関において、透析液から分離作製した置換液を
用いる血液透析濾過を行った場合

Ⅱ.「慢性維持透析患者外来医学管理料」（検査料にあたるもの）
2,250点（±0点）今回の診療点数の見直しはありませんでした。

Ⅲ.ダイアライザ等の特定保険医療材料
（1） ダイアライザ（主なもの）
Ⅰa型（膜面積1.5㎡未満）1,510円（－80円）
Ⅰa型（膜面積1.5㎡以上）1,520円（－10円）
Ⅰb型（膜面積1.5㎡未満）1,610円（±0円）
Ⅰb型（膜面積1.5㎡以上）1,490円（－160円）
Ⅱa型（膜面積1.5㎡未満）1,440円（－160円）
Ⅱa型（膜面積1.5㎡以上）1,540円（－130円）

Ⅱb型（膜面積1.5㎡未満）1,600円（±0円）
Ⅱb型（膜面積1.5㎡以上）1,620円（－120円）
（2） ヘモダイアフィルター

2,750円（－60円）

以上、透析に関わる主な改定点のご説明をさせていただきました。診療報酬全体の改定率は－1.19％と2回連
続のマイナス改定となりました。特に前述の「人工腎臓」の改定率にいたってはマイナス1.5～5.5％と非常に
厳しい改定内容となりました。しかしながら、私たち豊済会は今後も医療の質を落とすことなく皆様により良
い医療を提供していく所存です。下落合・ときわ・境南クリニックの患者の皆様、ご家族の皆様、これからも
豊済会をよろしくお願い申し上げます。
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各施設の患者さんより
「８月の流れ星」
ときわクリニック

菊地典明

８月お盆のころ、夏の夜に出現するものに流星（流れ星）があります。見上げた夜空に儚い閃光。あっとい
う間に流れて消える流星はとても綺麗で、耳を澄ませていると燃え尽きていくときの音が聞こえてきそうです。
流星は宇宙空間に漂っているチリ粒が地球の大気に飛び込んで発光する大気現象のことですが、毎晩規則正
しく見えるわけではありません。宇宙にはチリの少ないところと多いところがあって、地球が埃っぽいところ
を通るとたくさん流星が出現するのですが、そんな夜はめずらしく願い事を唱えようと一晩眺めていても一つ
も見えないことが多いです。
流星のような人目を引く天体に彗星があります。『ほうき星』とも呼ばれる彗星は夜空を掃き掃除しながら
移動しているわけではなく、ほうきに見える尾の部分からチリをまき散らして移動しているので通った跡には
流星の素になるたくさんの埃がたまっています。地球がこのような場所を通るとぶつかるチリの数が増えるの

で、普段より多くの流星を見ることができます。これを流星群というのですが８月１３日前後のペルセウス座
流星群は見やすい流星群として有名で、１２日夜から１３日明け方が見頃（極大）です。
今年は１１日が新月なので月明かりもなく観測には好条件。外に出るのが億劫になって星を見る機会も減っ
ていましたが、今回のペルセウス座流星群は久しぶりに流れ星を数えてみようと思っています。

「透析しながら社会復帰するということ」
下落合クリニック 吉村裕之
皆さま、こんにちは。火木土の午後に透析治療を受けております吉村と申します。今回この様な場で、記事

を担当させていただくことになり、どういう内容がよいか悩みましたが、標記のような内容が一番適切ではな
いかと、私自身の体験談を披露させていただきます。
さて私が透析に至ったのは2016年12月で、この時期の私のルーティンワーク（日々の仕事）は、取引先企業
からくる原稿執筆依頼を、自宅でこなすという、いわゆる在宅ワークでした。個人事業主と言えば聞こえは良
いですが、実は外出するのにも杖を必要とするほど体力が弱っており、また腎不全特有の酷い貧血にも見舞わ
れていたため、オフィスでの就業が不可能だったのです。
この状況を一変させたのが、下落合クリニックにおけるオンラインHDFによる透析でした。菊地院長とお会い
した最初の日に頂いた「身体に負担の少ない透析方法があります」というお言葉を今でもよく覚えています。
お陰さまでその後、日々の綿密な管理体制に守られ、体力も気力も回復。なんと貧血は完璧に改善され、歩
くのにも杖が不要となりました。
こうなってくると、「もっと社会と関わりたい、社会に貢献したい。」と思うようになり、外で働きたいと
いう気持ちがむくむくと湧き上がってきました。そんな思いが叶い、2017年3月より某大手人材系企業のグルー
プ会社に就職することになりました。
仕事は以前と同じ原稿制作で、日々片道1時間以上の通勤も耐えております。もちろん障がい者である訳です
から、無理は禁物。今は「休まず毎日仕事に行く」という目標を立て、欠勤遅刻のない日々を目指して生活し
ております。
障がいに負けない、一人立ちして社会に迷惑をかけない・・・そんな喜びを噛みしめる毎日です。
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境南クリニック

「透析18年目を迎えて」

鎌田淳子

ここ2ヵ月程、週1回ペースで映画を見に出掛けています。行きつけの映画館は最寄駅からバス停2つ先に有り、
以前は行きはバスで、帰りは歩きというのが定番でした。続けて通ううちに行きも歩くようになったのですが、
いつもより歩くペースが速くなっているように感じたのです。実際時間を計ってみると、気のせいではありま
せんでした。
もしかしたら2年程前から始めた、テレビを見ながらの10分間筋トレのおかげでしょうか。最初は、少し動い
ただけで足が疲れたりしたのですが、地道に回数を増やしていき、今では両足に1㎏の負荷をつけての腿上げが
100回出来るようになりました。その他飽きないように、つま先立ちやスクワットなどを日常生活に無理せず取
り入れて、透析日以外はなるべく動くようにしています。おかげで足の浮腫も無くなり、歩くのも速くなり、
前より体力がついたと思います。
今年の夏で透析18年目を迎えますが、食事管理（今年に入っ
てから初心に返り食事メニューをノートに書いている）や、
ながら運動を続けられたら良いなと思っています。

資格合格者紹介
平成30年4月1日、日本腎臓学会 腎臓病療養指導士 に合格されました。
下落合クリニック

看護師

今枝温子

看護師

秋田美香

管理栄養士 城 愛子
平成30年7月13日、日本看護協会 透析看護認定看護師
下落合クリニック

看護師

に合格されました。

堀内新子

おめでとうございます。

新人紹介
下落合

ときわ
境

南

職種

入職日

松戸 伶美

臨床工学技士

H29年 12月 18日

松井 比佐子

看護助手

H30年

2月 1日

小桑 理香

臨床工学技士

H30年

3月 1日

堀内 新子

看護師

H30年

4月 16日

伊藤 清美

看護助手

H30年

5月 16日

升谷 由美

看護師

H30年

6月 16日

新井 咲名江

看護師

H30年

6月 16日

阿保 玲子

看護師

H30年 5月 16日

渡辺 ちえみ

臨床工学技士

H30年

7月 2日

石井 智洋

臨床工学技士

H30年

7月 2日
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勉強会から
大塚院長の勉強会から

ときわクリニック

濱田正恵

当院では月に1度、大塚先生がスタッフ向けに勉強会を開いています。今回は、
たばこの害について行った勉強会の内容を紹介します。
喫煙の最大の致死リスクはがんと思われがちですが、実は心血管病（冠動脈疾
患と脳卒中）が喫煙関連早期死亡の約半数を占めているそうです。しかも、喫煙
本数が少なくてもリスクはあまり下がりません。たとえ1日１本でも、1日20本吸

う人の約半分から3分の1程度にしかリスクは減らないそうです。また、受動喫煙
でも冠動脈疾患リスクが30%上昇するという報告がありますし、新型たばこ（電子
たばこや加熱たばこ）も心血管病リスクを著しく増加させる可能性がある、とい
うことでした。
つまり、たった1本でも喫煙していれば自分にも周りの人にもリスクがあるので、
もう完全な禁煙しかない！というお話でした。

エコー勉強会

下落合クリニック

松戸伶美

透析治療に関わる医療機器はたくさんあります。その中にポータブルエコー(小型の超音波診断装置)という、
超音波を利用した身体の断面画像をリアルタイムで見ることができる装置があります。しかし取り扱いが難し
く、使用するには知識と多くの経験が必要になってきます。超音波の当てる方向や、角度が少しでも違ってし
まうと、正確な画像を見る事が難しくなってしまうからです。透析の分野では身体を傷つける事なく血管の状
態が確認できるため、シャントにトラブルが起きた際などに使用されるようになってきました。
今回、院内でこの装置の勉強会が催されたので参加しました。メーカーの
方の指導のもと装置の取扱い方から始まり、実際に装置に触れて操作方法を
確認しました。その後、参加者同士で血管の形状を確認したり、画像を確認

したりしましたが、操作が非常に難しく、相応の経験が必要なのだと感じま
した。
しかしそれらを扱うには、スタッフの知識や経験が不可欠です。患
者様により良い治療を提供するためにも、このような勉強会には積極
的に参加し、そこで得たものを提供していけるようにしていきたいと
思います。

エコー勉強会

編集後記
今回の新聞編集は下落合クリニックの守屋と原が担当しました。何十年に一度の大雨で甚大な被害が出てい
る最中の編集作業となりましたが、本号が災害に備える機会になればと思います。新聞に寄稿してくださった
皆様、お忙しい中本当にありがとうございました。

