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年男です！ 

新しい時代へのスタート 

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。 
 

突然ですが皆様はオンライン血液透析濾過

（HDF）という治療をご存じでしょうか？ 

今回は比較的新しい透析の治療方法であるオン

ラインHDFのお話をさせていただきます。 

1. 我が国のオンラインHDFの施行状況（図1） 

 2012年の診療報酬改定で、オンラインHDFの技術料が「慢性維持透析濾過」として

新設されて、HDFの保険適応の条件であった「透析アミロイドーシス」または「透析

困難症」が無くなったことから、必要とされるすべての患者にオンラインHDFが施行

可能となりました。この診療報酬改定に伴い、オンラインHDFを施行している患者数

は年々増加傾向にあります。 

 豊済会においてもオンライ

ンHDFを施行している患者数

は年々増加傾向にあり、オン

ラインHDFを施行している患

者割合は60.4%（オンライン

HDF 226人/豊済会患者 374

人）と、全国平均より多くの

患者にこの治療方法が選択さ

れています。 
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2. オンラインHDFはどのような治療方法か（図2、図3） 

 HDFとは、血液透析（HD）と血液濾過（HF）を同時に行う透析方法です。通常のHDは主に拡散に

より毒素除去を行う治療方法で、尿素窒素やクレアチニンなどの小さな分子量物質の除去に有効です。

HFは毒素を水分と一緒に体外に取り除き、取り除いた水分と同量の清潔な置換液を体内に補充するこ

とで毒素除去を行う治療方法で、β2ミクログロブリン（β2-MG）やα1ミクログロブリン（α1-

MG）など比較的大きな分子量物質の除去に有効です。β2-MGは、長期透析の合併症である透析アミ

ロイドーシス（手根管症候群や脊柱管狭窄症など）の原因となります。HDとHFを合わせた治療である

HDFは長期透析合併症の予防に有効な治療法です。 

 最近、α1-MGの除去量と透析に合併する諸症状との関連が徐々に明らかとなり、α1-MGの除去量

が多いほどその症状が改善することが報告されています。ただし、α1-MGの除去量を多くすると栄

養の指標であるアルブミン（Alb）の除去量も同時に多くなることから注意が必要であり、個々の患者

様の栄養状態に合わせた条件設定が必要となります。 

また、循環動態の安

定化による透析低血

圧の予防に有効であ

ると言われています。

そして、オンライン

HDFとは置換液に透

析液を使用すること

で、従来のHDFと比

較して、多量の置換

が可能となるため、

より多くのβ2-MG

やα1-MG除去が期

待される治療法です。 
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3. オンラインHDFの研究成果が国際腎臓学会学誌（Kidney International）に掲載 

 平成29年1月に発効した「ほうさい」の新年号に、私は抱負として下記の文章を載せています。 

「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研究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。」 

 今回、このオンラインHDFにより「生命予後が改善するか？」、「心臓病や脳血管疾患による死亡が減少する

のか？」をテーマとした研究が実を結び、私の論文が国際腎臓学会学誌（Kidney International）に掲載されまし

た。論文タイトルは「Predilution on-line hemodiafiltration is associated with improved survival compared to 

hemodialysis」です。Kidney Internationalは、国際腎臓学会の学術誌として創刊された伝統のある医学誌で、世

界の腎臓病学の研究分野をリードする、腎透析領域で最もインパクトファクターの高い雑誌です。 

この研究においては、通常の血液透析をしている群と比較して、オンラインHDFを施行している群で生命予後が

良好であり、特に置換液量の多い群での生存率が高く、心臓病や脳血管疾患による死亡が減少するという結果とな

りました。 

4. どのように治療方法を選択しているか 

 それでは全患者がオンラインHDFを施行しなければいけないかという疑問が生じますが、必ずしもそうでは    

ありません。この研究はあくまでもひとつの指標であり、それに固執してしまっては良い医療は提供できないと考

えています。患者さんは、年齢や生活内容がさまざまで、それによって求められる医療が異なります。例えば、導

入年齢が40歳と方と90歳の方とでは、そもそもの生命予後が明らかに違いますし、同じ70歳でも運動される方と

されない方とでは筋肉量も違いますので、必要とされる透析量が異なります。この研究の結果を参考にしながら、

患者さんひとりひとりと向き合い、その患者さんにどの治療方法が必要かを考え、個々の患者に最適な医療を提供

することが必要だと思います。私自身、すべての患者を置換液量の多いオンラインHDFにしているわけではあり

ません。患者さんの状態を見ながら、必要な血液流量の決定、栄養状態による適切な透析膜の選択、合併症や全身

状態を考慮してHDにするかオンラインHDFにするかの選択、置換液量をどのくらいに設定するか、などの治療条

件を常に検討して、また定期検査の結果から見直しをする、テーラーメイド的な透析医療の提供を心がけています。   

このような医療が広く展開されるようになることで、当院の患者さんだけではなく、日本の透析患者さん全員が楽

しく充実した人生を送ってほしい、そう願ってやみません。 

5. 年男としての抱負 

 昨年より東京都区部災害時透析医療ネットワークの代表世話人を務めています。いつ発災するかわからない首都

直下地震に備えて、東京都の透析施設やその患者が発災時に透析不可能とならないように、この対策システムを

日々強固なものにしていきたいと思います。昨年は東京都保健政策部疾病対策課、東京都水道局、東京電力との会

談を行い、東京都での災害時透析医療への協力を依頼しています。また、各区の透析施設と行政との連携を強化し

て、地域ごとの透析医療ネットワークの構築に取り組みました。本年の課題は近隣の県との連携体制の構築です。

首都直下地震が発災した際に、東京都内での移動や都内行政との協力により、都内での透析継続が可能であれば良

いのですが、近隣の県に東京都の透析患者の透析継続を依頼しなくてはいけない場合があります。このような際、

スムーズな移動や患者情報の提供、共有ができるシステムが必要だと考えています。本年は更なる都内の災害対策

強化に取り組むと同時に広域連携システム構築に力を入れたいと思います。今月には東京・埼玉・群馬・栃木の行

政、各県の透析ネットワーク担当者との会議を行いますので、これを広域連携システム構築に繋げていきたいと思

います。このような取り組みが、少しでも皆様の安心や安全に寄与できればと考えています。 

 1989年1月8日から始まった「平成」も残りわずかとなりました。本年4月30日には天皇陛下が退位され、翌５月

１日に皇太子さまが即位、新元号が適用されます。新しい時代へのスタートとして、これまでの経験をもとに新た

な気持ちで透析医療や研究に取り組んでいき、皆様の健康長寿に貢献できるように努めて参ります。            

   本年が皆様にとって明るい希望ある未来への１年になることを心から祈念して、新年の挨拶と致します。 
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 新年明けましておめでとうございます。平成の元号もあと少しとなりました。 

昭和から平成に変った当時、私は高校生でした。 

新しい時代が始まる…。受験生であり、医学への道を目指していた私は決意を新たに、平

成を迎えました。激動の平成時代。日本は平和ではありましたが、決して平坦な道のり

ではなく、未曾有の災害を何度も味わいました。乗り越えてこそ今がある。 

平成を振り返り、また決意を新たにする春を迎えます。皆さんの思いは如何ですか？ 

 

さて、昨年の夏、私は境南クリニックの副院長を拝命致しました。決意は決まりました。  

次の時代、境南クリニックの皆々様と共に生きていこうと。笑顔でまいりましょう。 

よろしくお願い致します。 

 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。  

まだ小さい私の子供と家で床に寝そべって遊んでいると、大人とこんなにも見える景色

が違うのかと驚きます。同じ世界に暮らしていても、体格や体力が違えば危険なものも

違ってきます。数年前に「フレイル」という言葉が提唱されました。「Frailty」に対す

る日本語訳ですが、「虚弱」や「老衰」といった意味です。日本が超高齢化社会となり、

高齢者が日常生活をなるべく自分でこなせるように、との意味合いで注目されている言

葉かと思います。  

特に透析患者は、尿毒症性物質の蓄積や炎症性物質、   

アシドーシスなどで、健常人と比べ更に体力低下のリスクが

あります。週３回、透析室で寝た状態にならざるを得ないた

め、時間がない中、健常人以上に体力維持に努めなければな

りません。私は時折、補助輪付きの自転車の後を追い速足で

歩いております。 

皆さんも安全確保が前提で、できる範囲から運動しましょう。 

境南クリニック 
 

副院長 菊地 幸奈 

 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、インフエンザが流行し易い時季です。インフルエンザに罹ると高熱を発し、特

に年配の方は体調を崩して入院を要することさえあります。予防には風邪と同じ一般的

な対策の他に、ワクチン接種も有効です。 

 そのワクチンですが、年配者では若年者に比べ充分な免疫効果が得られにくいといわ

れています。現在、日本国内で使用するインフルエンザワクチンは１種類だけですが、

海外では複数の種類のワクチンを接種対象者によって使い分けている国もあります。 

 米国では６５歳以上の人に対して２種類の専用ワクチンが用意されています。ひとつ

は高容量（通常の４倍）ワクチンで、２０１０年から接種され始めました。もうひとつ

のワクチンは添加物（アジュバントといいます）により効き目を高めたもので、米国で

は２０１６年から（ヨーロッパでは１９９７年から）接種されています。将来日本でも

これらのワクチンが採用されるのか興味のあるところです。 

 尚、米国では現シーズンから鼻に投与するワクチンも２歳から４９歳までの限定なが

ら推奨ワクチンの仲間入りをしました。また自分で皮膚に貼る絆創膏状のワクチンも試

験中とのことです。 

 参考：The American Journal of Medicine (2018) 131, 865-873 

各クリニック院長より 新年のご挨拶 

境南クリニック 
 

院長 井上 宙哉 

ときわクリニック 
 

院長 大塚 正一 
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巻き爪とは、爪の端が内側に巻き込んだ状態になる事で多くは足に起こります。巻き爪のある部分に痛みが起こるだ

けでなく、姿勢や歩き方が悪くなるため、ひざや腰の痛みの原因となります。巻き爪は主に「間違った爪切り」や

「爪への過剰な力」「指に力が入らない状態が長く続く」などが原因で起こります。当院では、このような症状に加

え歩行時に痛みが生じる透析の患者様に限り、2018年より巻き爪矯正技術３TOを開始しました。日本には巻き爪矯正

技術の専門試験は有りません。専門知識を持った医師から講習を受け、知識や技術を学び、巻き爪ワイヤー法を行え

る看護師として修了証を頂き実践しています。 

当院での事例を紹介します。 

2018年2月 巻き爪が痛く歩行に支障あり3TO開始 2018年8月 爪が伸びてワイヤー除去 

３TOは麻酔の必要もなく痛みも感じません。写真のように約半年間ワイヤーを付け続けた患者様の痛みは消失し、巻

き爪のカーブも緩やかになりました。巻き爪があっても痛みが無ければ問題ありません。痛みを我慢し、傷ができて

陥入し炎症が出てしまうと処置も困難になります。お困りの際にはご相談ください。巻き爪矯正３TOは保険診療では

ありません。 

  

1回の透析治療でどのくらいの水を使用しているかご存知ですか？                      

 

透析を行う上で必要不可欠な透析液ですが、元は水道水です。この水道水を各施設にあるRO装置で清浄化し、透析

剤を溶かす事で透析液が作製されます。そして1人1回当たりの透析液の使用量は、約120ℓです。 

これは、だいたいお風呂1杯分の量です。 

透析治療は基本的に1分間で500mlの透析液を使用しています。それを4時間行うと120ℓという数字になるのです。 

これは通常透析を4時間行った場合ですので、治療時間や治療法によってはさらに多くの透析液を使用することにな

ります。ここで心配な事があります。それは災害などで水道管が破損し、断水してしまった時です…安心して下さ

い！ 

下落合クリニックには屋上に20ｔの貯水タンクがあり、常時14ｔを貯水してあります。境南クリニック、ときわクリ

ニックにも貯水可能な量や設置場所に違いはありますが、同様の物があります。このように豊済会では、もし断水し

てしまってもすぐに透析が出来なくならないように備えています。 

 

いかがでしたか？この豆知識が少しでも皆さんの安心につながれば幸いです。 

透析 豆知識 
 

下落合クリニック 守屋 直祐 

巻き爪ワイヤー法３ＴＯを実践して   境南クリニック 星野 恵 
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「We are Ladies and Gentlemen Serving Ladies and Gentlemen」 
例年通り、昨年10月28日（日）にホテルメトロポリタンにて豊済会3施設合同の職員研修

会が開かれ、職員98名が参加しました。                          

菊地理事長より開会挨拶の後、「感染症のガイドライン」についての講義があり、最新

の知識を得ることができました。 

 今回のテーマは「腎移植のアドバンテージ」です。 

  まずは腎移植への各クリニックの取り組みについて、下落合クリニックは中塚早紀看護

師、ときわクリニックは濱田正恵看護師、境南クリニックは涌井みく看護師の発表があ

り、各クリニックともこれを機会にさらに移植について意識を深められたと思います。 

 次にシャントフォローでもお世話になっている東京女子医科大学病院の甲斐耕太郎先生から「透析スタッフが知って

おくべき腎移植の基礎知識」についての教育講演が行われました。「誰から、どのような人が、どうすれば」から始

まり、手術時間や入院期間、費用、海外との比較、ドナーのリスク、原疾患による生着率の違い、移植の意義や生命

予後まで、多岐にわたり最新の状況をわかりやすく教えていただきました。手術の難易度としては中くらいで、免疫

抑制剤の進歩で成績はますます向上しており、70歳以上でも全身状態が許せば手術は可能ということでした。「55歳

以下であれば献腎登録を勧め、移植に興味があるという方には受診を勧めてください。」 

と締めくくられ、大変有意義な時間を過ごせました。少しでも患者様へ還元できるようにし

ていければと思います。 

  最後に井上会長から、表題のリッツカールトンの社是を引用し 

「これからも患者様へ心のこもったおもてなしを提供していきましょう。」 

との先生の人柄が偲ばれる素敵なお話がありました。 

今後も豊済会職員一同、より一層努力をしていきたいと思います。 
甲斐 耕太郎先生 

 職 員 研 修 会 報 告 下落合クリニック 原 京子   

昨年の9月28日に「2018年度第2回新人職員研修会」を下落合クリニックの会議室で行いました。「新人研修会」について

この「ほうさい」やホームページに今まで掲載したことがありませんでしたので簡単にご紹介させていただきます。 

実はこの「新人職員研修会」は毎年行っております。下落合・ときわ・境南クリニックの入職者に集まってもらい1日研

修を行います。昨年は入職者が多かったため2回行いました。参加者は当然のことですが新人職員です。学校を卒業した

ばかりの新卒者はもちろん、豊済会では新人なだけでこの道20年のベテラン看護師の方、病院では長く勤めていたがクリ

ニックで初めて勤務する臨床工学技士の方、介護施設で長く勤務されていたが医療現場は初めてという介護福祉士の資格

を持つ看護助手の方、総合病院でレセプト業務に従事していた事務の方々・・・など職種や職務経験、年齢など千差万別

です。大ベテランの方も学校を卒業したばかりの方も一堂に会し豊済会の新人職員として研修会に臨んでもらうこととな

ります。9月28日の参加者は下落合4名、ときわ2名、境南1名でした。（看護師4名、臨床工学技士2名、看護助手1名） 

さて、実際の研修会の内容です。 

「豊済会の理念」                                                    井上会長 

「就業規則・組織のルール説明」                                   村松事務長 

「豊済会の求める職員像」「透析施設で求められる感染対策」 菊地理事長 

「豊済会職員としてのマナーと接遇」             今枝統括主任 

「透析実務のポイント」                   横井統括主任 

「インシデント、アクシデントについて」                         三澤総務部長 

 菊地理事長や井上会長、三澤部長などの講義が朝10時から夕方の5時までびっしりと詰まっています。豊済会職員一同

が目的意識をもち、より良い医療を提供していくための講義内容となっています。 

参加者全員、この「新人職員研修会」から得て学んだことを患者様に還元できるように取り組んでまいります。 

 新 人 研 修 会 報 告 下落合クリニック 村松 弦太   
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入職してから今迄を振り返ると、とにかく必死で何とかここまで来たなぁという思いと、

もう一つの思いが頭を過ります。かねてより、私の職場でのモットーは「みんなが楽し

く気持ちよく」でしたが、ここ数年は何故かその言葉を思い出すことがなくな 

っていました。しかし、豊済会に入職して再びこの言葉を思うことが増えてきました。 

看護助手の仕事は直接医療行為を行うことはありませんが、私達の日々行っている掃除やベッドメ

イク、物品準備といった業務は、周囲のスタッフや患者様が透析室という狭い特殊な空間で、より

安全に、より円滑に、より心地良く時間を共有していく為の環境作りを大きく担っていると自負し

ています。そのことを常に念頭に置いて、自己満足にとどまらない仕事をしていければと思います。 

最後に、介護に携わる者として、介護施設のように自ら働きかけなくても介護業界の情報が入って

くる環境ではないので、自分でアンテナを張り、情報収集に努めていきたいと思います。 

 

下落合クリニック 

    伊藤 清美 

７月より境南クリニックでお仕事させてもらっている石井 智洋です。以前の職場は埼玉県

の東松山市で3年間程臨床工学技士として働いてきました。臨床工学技士としては今年で4

年目となりますが、技術的な所はもちろんの事まだまだ、 

 新 人 研 修 会 報 告 ときわクリニック 渡辺 ちえみ  

９月２８日、新人研修会に参加しました。入職した当初は、早く仕事を覚えて戦力にならなければと焦りや不安な部分

があったことや、忙しさによって業務をこなすことで精一杯だった私にとって、本研修会は自分自身を捉え直すいい機

会となりました。 

講師の先生方から、私たちは専門性を持った家族となって患者様に寄り添うことが大切であること、個人としても幸せ

に過ごせるようやりがいを持つことが大切であるというお話がとても印象に残っています。 

他にも仕事に取り組む姿勢や、透析室における感染対策、医療安全における事故分析、安全管理等をわかりやすく講義

して頂き、とても勉強になりました。 

研修を終え、今後も具体的な目標を計画的に立て、今の自分にできることを一つ一

つ達成し、専門知識の向上に励むと共に、患者様、スタッフの皆さんとのコミュニ

ケーションを大事に仕事に従事していき、安全に透析治療が行えるよう院内医療機

器の保守管理、透析液清浄化等に取り組んで参ります。 

患者さんの「ありがとう」や、日々多くの学びを通し、成長することができる職場

でとてもやりがいを感じており、透析治療という患者さんと長くお付き合いしてい

く治療であるからこそ、いつまでも元気に過ごせるようお手伝いさせて頂きたいと

思っています。皆様から信頼される臨床工学技士になれるよう努力していきますの

で今後ともよろしくお願い致します。 

 新 人 職 員 の 抱 負 

覚えていかなくてはいけない事が沢山あるなと感じています。より透析を詳しく知るため日々勉

強し様々な資格の取得や患者様になんらかの形で還元していければと思っています。どんなこと

にも前向きに取り組み色々な経験を経て今まで以上に成長していきたいと思います。まだまだ未

熟者ではございますが、患者様とのコミニュケーションを大切にし、常に笑顔を絶やさず周りを

少しでも明るく元気にできるそんな臨床工学技士を目指して頑張っていきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願い致します。 

境南クリニック 

    石井 智洋 
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11月4日の茨城透析談話会で、高度肥満糖尿病患者にデュラグルチドを導入した１症例について嶋津看護師が発表し、

私は逆止弁付き安全針へ穿刺針の変更及び災害発生時などに、迅速かつ安全に行動するための災害時行動マニュアル

を簡単にしたアクションカードについての発表させていただきました。 

第24回日本ＨＤＦ研究会学術集会が9／15～16日、川越市にて開催され参加させていただきました。 

HDFとは通常のHDでは除去しにくい大きな毒素を、補充液を注入し濾過をかけることによって除去することができる

治療法です。痒み、透析中の血圧低下予防、関節痛、生命予後改善などに効果があると言われています。 

日本HDF研究会学術集会は、全国で行われているHDF治療に関する発表、検討が行われる集会です。 

豊済会でもHDF治療を行っており、透析液を補充液として使用するオンラインHDF治療を積極的に行っています。 

オンラインHDF治療の生命予後に関してのシンポジウムでは、菊地理事長が、HDF治療とHD治療を比較し、HDF治療が

HD治療より生命予後が優れている。さらにHDF治療において、使用している補充液量を増加させることによって、さ

らに生命予後の改善が見られるというお話がありました。 

今回のHDF研究会学術集会に参加して、我々豊済会で行っているHDF治療が、患者様に元気でいてただくために、必要

な治療であることが改めてわかりました。 

 

今後も患者様のため、HDF治療を積極的に導入していく必要があると思いました。 

第52回 茨城人工透析談話会 ときわクリニック 高島 滉基 

第24回 日本HDF研究会 ときわクリニック 飯岡 大輔 

第21回 日本腎不全看護学会学術集会・総会 下落合クリニック 今枝 温子 

11月4日(日) 

つくば国際会議場 

11月10日~11日、長野県ホクト文化ホールにて、日本腎不全看護学会学術集会に、参加い

たしました。学会テーマは、紡ぎ織りなす腎不全看護の絆で、本年度で21回の開催とな  

11月10(土),11日(日)  

ホクト文化ホール 

りました。全国の仲間と施設の枠を超えた活動により、慢性腎臓病(CKD)対策、腎不全看護の活動は活発になっていま

す。CKDのチーム医療は、世界的にも重要視されて、各国で多職種によるアプローチが、患者さまへのより良い成果と

して報告されています。日本は、超高齢社会に突入し、要介護高齢者へ介護、地域・在宅医療への取り組み、医療費

削減といった課題が生じる中、多職種連携が不可欠になっています。多職種連携とは、「質の高いケアを提供するた

めに、異なった職種が、共有した目標に向けてともに働くこと」と定義されます。連携の絆を紡いでいくコーディ

ネーターは、看護師の役割であると学びました。患者さまからの学びを、腎不全看護に活かし、学会で知識・情報の

提供や交換の場となるよう、今後も、皆さまと関わらせて頂きたいと思います。 

人前で慣れない発表でしたので、緊張のため噛み噛みでしたがとても貴重な体験をさせ

ていただきました。 

他施設から逆止弁付き安全針についての質問、アクションカードについての質問を沢山

いただきました。その会話の流れから他施設で行っている災害対策などいろいろな情報

交換につながりました。普段、他施設の方々と話す機会の少ない私にはとても有意義で

貴重な経験となりました。 

 

今回の経験を活かして、今後も患者様が安心して安全な透析治療が行えるよう励んでい

こうと思いました。 

9月15(土),16日(日)  

川越プリンスホテル 

学 会 ・ 勉 強 会 報 告 
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新年、明けましておめでとうございます。 

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

 さて、昨年の話になりますが9月2日(日)に豊済会の菊地勘理事長が代表世話人を務める東京都区部災害時透析医療

ネットワーク共催の「第1回東京都透析災害対策セミナー」が開催されました。 

今回は第1回ということもあり東京都透析医会、東京都区部災害時透析医療ネットワーク、三多摩腎疾患治療医会、東

京都臨床工学技士会災害対策委員会よりそれぞれの活動報告や、東京都福祉保健局の方を交えての意見交換が行われ

ました。 

また特別講演として熊本地震の際の対応について、嶋田病院理事長嶋田英敏先生の講演が行われ、災害により被害を

受けた施設の発生時の状況、復旧までの様子を詳しく聞くことが出来き、下落合クリニックにおいても災害時の対応

などの参考になるものでした。 

 

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

前回の“ほうさい”で報告がありました様に、昨年４月より菊地理事長が東京都区部災害時透析医療ネットワークの代

表世話人に就任され東京都の災害対策における活動が一層活発化しました。皆様ご存知の通り透析はダイアライザや

回路がなければ治療を行う事が出来ず、また、透析液や透析装置の管理が大切です。これらの業務を日常的に行って

いる臨床工学技士の立場から災害時医療をサポート出来る様、今年度より区西部ブロックの幹事メンバーとして活動

をしています。 

区西部ブロックは新宿区・中野区・杉並区の3区で構成されており、世界有数の大都市である新宿を擁している為ひと

たび大規模災害が起これば対応しきれないほど多数の被災者が発生する事が容易に想像できます。その様な状況での

混乱を最小限に留め、患者様の透析医療が中断する事のない様、幹事会では基幹病院とクリニックが連携し情報交換

が行える体制を整え、また、災害時に使用可能なインフラの確認や透析用物品の物流の確保を行ってきました。 

そして、これらの情報共有と現在の区西部ブロックでの活動を各透析施設のスタッフや行政の方に知って頂く機会と

して、9月25日に区西部透析災害対策連携講演会を新宿モノリスカンファレンスセンターで開催いたしました。この講

演会には延べ88名の方に参加して頂き、透析医療スタッフの災害対策の意識の高さが伺えましたが、それと同時にこ

れからの課題も浮き彫りとなりました。 

この様に災害対策には終わりがなくそして正解もありません。しかし、いつ発生するかわからない“その日”に備えて

日々の訓練や準備が大切となります。皆様の透析医療が安全に継続できる様これらかも災害対策活動に邁進してまい

りたいと思います。 

最後に。本年3月に透析患者様を対象と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。 

第1回東京都透析災害対策セミナー 下落合クリニック 天野 雄介 

「区西部透析災害対策連携講演会」 下落合クリニック 原嶋 美幸 

最後に下落合クリニックで行っている災害対策について、少しお話したいと思います。下落合クリニックでは災害対

策の一環として、患者様に理解してもらうことを目的とし、一か月に一度の災害伝言ダイヤルの操作の練習、一年に

一度の患者勉強会の際には避難訓練を行っています。 

これらの活動に皆様に参加し体験してもらうことで、災害時の行動についてご理解頂き、災害時に役立てることが出

来ればと思います。 

ご参加、ご協力を宜しくお願い致します。 

嶋田 英敏先生 

9月25(火) 

TKP新宿ﾓﾉﾘｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

9月2日(日) 

TKP東京駅日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
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10月14日（日）にときわクリニックにて第5回患者勉強会を行いました。 

技士課からはABI・SPPについて、看護課からは長期透析による合併症、透析中に起こる急性合併症、栄養士からは栄

養について、大塚院長からは透析日の栄養というテーマでした。 

技士課からは透析患者さんの生命予後と足病変について説明がありABI・SPP検査が大切であること、また検査を客観

視することで具体的なイメージをもつことが出来たと思われます。 

看護課からは長期合併症、透析中の合併症と２つのテーマで進められ長期透析患者さんの注意すべき事や透析中の不

快な合併症を予防するための方法などの話がありました。 

平成30年11月18日(日)患者様20名、ご家族様8名、スタッフ18名の参加のもと下落合クリニック透析室にて患者勉強会

を開催しました。 

 今回は『ドライウエイト』についてをテーマに城管理栄養士より腎臓と透析、脱水・溢水について、また食事の塩

分・水分の関係、減塩調理のポイントなど、プリント配布とパワーポイントを使用しての勉強会でした。 

下落合クリニック  新井 咲名江 

ドライウエイトが患者様ご自身の生活習慣によって変化するものだと理解し

ていただけたのではないかと思います。 

 後半には患者様にベッドへ移動していただき横井統括主任説明のもと緊急

時に備えての避難訓練を実施しました。今回は透析中に地震が発生したとい

う設定で行いました。皆様、スタッフの声かけに「こうすればいいの？」な

どの質問も聞かれ、積極的な姿勢がみられていました。そして希望者の方の

み、スタッフと共に避難所のおとめ山公園まで見学に行きました。 

 

  今後もしも透析のない日に大規模災害が起きた際は災害伝言ダイヤル171に

ダイヤルして下さい。当院では毎月1日に訓練を実施しています。 

 次回も皆様のご希望に添えるような勉強会を実施していきたいと思います。 

ときわクリニック  西山 泰史 

各 施 設  患 者 勉 強 会 報 告 

栄養士と大塚院長からは栄養について説明がありました。その中でも印

象的だったのは大塚院長によるアミノ酸と筋肉の関係や経口摂取の必要

性など興味深い内容が多く大変有意義で勉強になりました。患者さんに

とっても、日常生活において参考になるのではないかと思います。 

参加いただいた患者様と交流を図りながら進められていき職員・患者さ

ん共に笑顔がみられ非常に良い雰囲気の中で勉強会を進行できたと感じ

ています。 



（11） 医療法人社団豊済会 ほうさい 2019年1月10日66号

境南クリニック  倉鍵 侑一郎 

私が勉強会へ参加させて頂くのは今回を含め3回目になりますが資料作成から関わ

る事で、勉強する良い機会を与えていただいています。患者様のより良い透析生

活への一助となれば幸いです。 

 

今後も皆様の期待に応えられるような勉強会を企画していきたいと思います。 

管 理 職 紹 介 境南クリニック 大沢 はるの 

新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 

この度、平成30年8月16日付けで境南クリニック事務課副主任の辞令を頂きました。 

平成15年3月に入職し今年で16年目となります。私事ですが、入職日が誕生日と同じ日だった

ので、一つ歳を重ねる度に豊済会との不思議なご縁を感じております。新卒での入職だった為、

豊済会スタッフの皆様、境南クリニックの患者様から仕事だけでなく、社会人としての「いろ

は」も教えて頂き大変感謝しております。まだまだ勉強不足・力不足ですが、患者様が安心安

全に通って頂けるようなクリニック作りに貢献したいと考えております。どうぞ宜しくお願い

致します。 

 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。 

 平成30年11月25日(日)に開催しました患者様向け勉強会について、少しだけお話しさせて頂きます。 

まず境南クリニックは5階建てビルの3階4階5階に入っています。3階で透析が行われており、4階は事務や待合室に

なっています。5階はスタッフの休憩室や院長室などがあります。 

当日、患者様のご家族を含め、30名の方にご参加頂きました。事前に参加人数が30人前後と把握しておりましたので

準備をしました。ただ、豊済会3施設で最も規模の小さい境南クリニックに、30名全員が1つのモニターで視聴できる

スペースはありません。その為、4階の待合室を利用しモニターを2ヵ所に分け患者様の視聴スペースを作りました。

写真のように、患者様の向いている方向が違うのはそういう理由です。 

今回の内容は、リン・カルシウムのお話と、災害時透析のお話でした。皆様とても熱心に耳を傾けていらっしゃいま

した。講義だけでなく休憩中に看護師の指導の下、ストレッチをしたり、リンが少ない飲むヨーグルトや、リンが

入っていないＭＣＴオイルを使用した温かいカフェオレ風コーヒーを少量ですが参加者全員で試飲しました。水分量

は「飲むヨーグルト」＋「カフェオレ風」＝50ml前後 

災害時用リュックの展示品も用意し、休憩時などに見て頂きました。またリン・カルシウムに関係した動脈硬化の血

管モデルを実際に触れてみたり、災害時用の食事サンプルを手に取ってみたり、患者様とご家族、スタッフを交えて

盛んに交流が行われておりました。  

お帰りの際、非常時用のレトルト米とカップ麺をお持ち帰り頂きまし

た。ご参加してくださった皆様、ありがとうございました。準備して

きたスタッフとして、ご参加くださったことをとても嬉しく思ってお

ります。参加できなかった方は、次回はぜひお越し下さい。 
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普段の血液検査でリンが高いとしても、これといって症状はありま

せん。ですが、リンが高いままに放置してしまいますと、血管の石

灰化が進んでしまって、血管を詰まらせてしまいます。血管は全身

を張り巡っていますので、詰まってしまう箇所次第では、大変なこ

とになってしまいます。（左イラスト参照） 

 

ところで、リンは蛋白質が多い食品に多く含まれます。だからと

いって、リンを減らすために蛋白質を減らせば良いという単純な話

にはなりません。なぜかというと、蛋白質をしっかりとれていたほ

うが、元気でいられるからです。 

そこで、「リン/蛋白質比」という見方を紹介します。 

蛋白質の量に対するリンの量ということで、「１５」を目安に多いか、少ないかで判断します。１５より多い食品

は、蛋白質に対してリンが多いから気をつけたほうがよい食品で、１５より少ない食品は、蛋白質に対してリンが

少なめだからお勧め食品ということです。 

上の図では、ロースハムやベーコン、ソーセージなどリンの添加物が入っている加工肉や、レバーが上位にきてい

ます。血液検査前にレバーを食べて、リンが上がったなどの経験をされたことがありませんでしょうか。一方、レ

バー以外の肉の部位は蛋白質に対してリンが少なめなので、大量に食べ過ぎなければ大丈夫です。 

魚介類ですと、わかさぎやしらす、ししゃもなど、骨ごと食べる魚や、骨まで柔らかく煮てある魚の缶詰めもリン

が多くなります。さばや鮭、さんま、ぶり等、身だけ食べる場合は、リンが少なくて済みます。 

また、図にはありませんが、牛乳のリン/蛋白質比は２８、プロセスチーズは３２と高くなっていますので、避け

たほうが良い食品となります。 

幸いなことに、リンの吸着薬（食事中のリンとくっついて、リンの吸収を妨げ、便と一緒にリンを排出する薬）の

開発が進み種類が増えたことで、ひと昔前に比べ、リンコントロールは随分しやすくなりました。医師の指示通り

に正しいタイミングで服薬され、また、リン/蛋白質比の高い食品に注意しながら、上手にリンコントロールをし

ていただけたらと思います。 

リンを上げずに蛋白質をとるコツ 下落合クリニック 城 愛子 
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私がこの透析という(病)と向き合って、もう13年。月日のたつのは本当に早いものです。その頃、主人は単身赴任

中。いよいよ、透析の始まり。ベッドに横になり、針を刺す時になって「あー、これから私はどうなるのだろう…。

夫は？娘は？」そんなことを考えていたら、突然、医師が現れ、夫が赴任先で急死の知らせ！ 目の前は真っ暗…。

まだ、63歳の若さで、なぜ!? でも、泣いてはいられない。今は自分の身体が大事。娘のためにも、夫の分まで頑

張らなければ！ 夫の最後を看取ることもできず、葬儀にも行けず…。後を兄妹に頼んだあの日から13年たちまし

た。 

最初は、不安と寂しさで、腕に針を刺しての4時間のベッド生活は、苦しいものでした。そんな毎日を追ううちに病

院にも慣れ、親切な看護師さん(毎日、頭が下がります。お世話様です)や、同病のお仲間とも巡り合え、少しづつ

この病気と付き合うことができました。 

「透析というやっかいな病になって」   ときわクリニック 佐藤 多美子 

そんな時、突然、動脈乖離が私を襲いました。ドクターヘリにて自治医大(栃木)に入院・手

術を受けました。早期発見だったため、無事、現在に至っています。この時は栃木の矢板と

いう所に住んでいましたが、今後のため、妹のいる取手に引っ越して病院も移りました。相

変わらず週3回のベッド生活ですが、嬉しいことに、こちらの看護婦さんも優しく、同病の

方々もとても良い人たちです。心臓の方も、良好で元気を取り戻しました。 

この透析を受けるようになって、大好きな旅行にも兄妹の家に泊りがけで行くこともできず、

寂しいですが、透析を受けていることで元気になり、楽しい日々を送れることに感謝してい

ます。 

余談になりますが、最近頻繁におきている天災に、どう対処できるかと、とても心配です。 

 私は病のデパートの経験者です。今日まで（結核、糖尿病、大腸ガン、白内障、心臓カテーテル）等あらゆる病

気を経験しました。そして現在透析者生活です。しかし近所の人に言わせると私が透析生活者である事を誰も知

りません（2～3人を除いて）なぜなら私が毎日明るく元気だからです。今迄いろんな病院で入院生活を経験致し

ましたがいつも親身な先生と、きめこまやかなスタッフの人達とめぐり会うのです。ですから病院に行くのがあ

る一面楽しいのです。あの先生に会って話しをしたい！あの看護師さんに会いたい！ 

「負けない人生を！  」   下落合クリニック 小髙允磨（こだかみつま） 

楽しむ事もたくさんあり（落語、ライブ、旅行、そして毎週一回の徹夜麻雀 

（ボケの予防や頭の回転につながるのでやめません）等々毎日時間が足りません。 

 現在クリニックまで送迎車を使う事なく往復一時間程を歩いて通院しています。 

一番の目的は人間歩けなくなったら行きたい所へも行けず、やりたい事もできな

くなってしまいます。ですから歩く事だけは大切に“ピンピンコロリ”の人生を送

りたいと心がけて居ります。 

 下落合クリニックの中にも誠実な院長先生と、心優しいスタッフも数人仲良くな

る事ができました。ちょっとした世間話しや、顔を見るのが楽しみです。ストレ

ス解消にもつながり、心と身体が軽くすっきりする実感する毎日です。 

 これからも神田川にそって春には桜をながめ秋には落葉を踏みしめながら元気に

通院したいと思って居ります。いつまで続きますやら！ 

各施設の患者さんより 
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「アンコウ鍋のはなし」 境南クリニック 小平 高資 

鍋のおいしい季節になると、幼少の頃のアンコウ鍋のことを思い出す。 

かつて茨城に住んでいた時に両親が「アンコウ鍋を食べに行くよ」と言いだしたことがあった。幼稚園児の自分

はことさらに喜んだ。それも親が「通だな」とうなるくらいに。 

さて、お店につけばなかなか立派な門構えである。そしてオトナが食べるような細々したもの（子供にはしょっ

ぱかったり酸っぱかったり生臭いものばかりだ）が出た後、いよいよ鍋が登場する。しかし、鍋の中身を見た途

端に不機嫌なる息子が親には不思議でならなかったらしい。 

なんのことはない。自分はその少し前に祖母の家で生まれて初めて「お汁

粉」を食べていたのだ。普段まんじゅうの中に少ししか入ってないアンコが

お椀にたっぷりに入っている。しかもお餅まで浮かんでいて（それも二つ

も）、子供の頭にも大変魅力的な食べ物だった。しかし幼少の自分にお汁粉

なんて名前はわからない。そういえば鍋の中にいっぱいのアンコが煮詰まっ

ていたのだけは覚えている。あれこそがアンコ鍋に違いない！と勝手に思っ

てしまったのだ。 

帰りの車の中でずっとぶすっとむくれていた理由を後になって知った親は、

ことあるごとにこの話を笑い話として持ち出してくる。 

しかし、あれ以降まともにアンコウ鍋を食べに行ったことがない自分にとっ

ては、いまだに冬の味覚として思い出すのは、あの日食べそこなった「アン

コ鍋」なのだ。 

境南クリニック 患者様より 

編集後記 

 今回のほうさい新聞を担当させて頂きました境南クリニック看護師の野﨑と事務課の大沢です。 

昨年末は寒暖差の激しい気候でした。患者様、御家族の皆様、新年も体調には十分気を付けてお過ごし頂ければ

と思います。お忙しい中、新聞に寄稿して下さった皆様本当に有難う御座いました。 
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