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2017年末のわが国の透析患者数は334,505人となりました。私

の生まれた1971年の透析患者数は1,826人で、慢性腎不全から

透析導入となることは稀なことでした。しかし、現在の慢性腎不

全は生活習慣病の一つであり、医師による透析管理と患者様ご

自身による生活管理をしっかりと行えば、週3回の治療を受ける

必要があること以外、腎機能正常者と大きく変わらない生活が

できるようになりました。患者様は仕事や趣味を継続し、家族や

友人との生活を楽しみながら長生きしていく、このサポートを

行っていくことが、われわれ透析医療従事者の使命です。

豊済会3施設は、最新の知識や治療を取り入れて、透析合併症

の管理を行いながら、患者様1人1人が安心で安全な透析治療

を行えるように努めています。

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

医療法人社団 豊済会

理事長 菊地 勘

今回は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紹介して、どのような透

析管理や自己管理が必要となるのか解説します。

表1 都道府県別透析患者数

表1は各都道府県別の透析患者数を示します。東京都の透析患者数は3万2千人であり、全国の

透析患者の10分の1が東京に集中しています。ときわクリニックのある茨城県の透析患者数は8千

人で比較的多くの透析患者が居住しています。

※ 図表は日本透析医学会：わが国の慢性透析療法の現況（2017年12月31日現在）より作成



（2） 医療法人社団豊済会 ほうさい 2019年8月1日67号

図1 年末患者の平均年齢の推移

図１は年末の患者数および患者年齢の推移です。2017年末の透析導入患者の平均年齢は69.7

歳、 2017年末の透析患者全体の平均年齢は68.4歳と高齢化が進んでいます。

図3 豊済会透析患者の年齢分布

図3と図4は豊済会3施設の年齢と透析歴の分布です。2018年末での豊済会の透析患者数は、下

落合クリニック 122人、ときわクリニック 157人、境南クリ ニック 77人の計356人で、平均年齢 68.6

歳、平均透析歴 8.5年です。
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図2 年末患者の透析歴の推移

図２は年末の患者数および患者透析歴（導入してからの期間）の推移です。10年以上の透析を

行って いる長期透析患者は増加しており、現在では約9万人です。透析療法の進歩や透析合併

症管理の進歩が透析患者の生命予後を改善させています。

図4 豊済会透析患者の透析歴分布

下落合クリニックの年齢 69.1歳、透析歴 7.1年、ときわクリニックの年齢 68.6歳、透析歴 8.9年、境

南クリ ニックの年齢 67.8歳、透析歴 9.8年です。

下落合クリニックの最高年齢は96歳、最高透析歴は37年、ときわクリニックの最高年齢95歳、最

高透析歴は39年、境南クリニックの最高年齢90歳、最高透析歴は33年です。
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図5は透析患者の死亡原因の推移です。1980代、1990年代は心不全・脳血管疾患・心筋梗塞など

心脳血管疾患での死亡が50％程度であり最も多い死因でした。しかし、透析患者の高齢化ととも

に、一般人口と同様に感染症（肺炎など）や悪性腫瘍による死亡が増加しています。

透析患者の生命予後を左右する因子は多くありますが、主なものを表2に提示します。年齢や性

別、 原疾患は変えることができませんが、体重増加や生活習慣（食事や喫煙など）は患者様自身

の努力で 改善可能です。これらの要因を上手くコントロールし適切な医療が行われれば、最高年

齢や最高透析歴を目指すことが可能です。

心脳血管疾患の予防には、貧血やCa・Pのコントロール、血圧管理などが重要であり、患者自身

の体重コントロールも重要です。そして、透析患者は免疫力が低下しているため感染症予防が重

要です。 肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンを接種し呼吸器感染を予防しましょう。下肢

の潰瘍予防にはフットケアが重要です。自分の足を観察およびケアすることを忘れないでください。

われわれ豊済会のスタッフ一同は、皆さんが健康に長生きできることを応援しています。そして、今

後も協力していきたいと思いますので、一緒にがんばりましょう！

表2 生命予後を決定する因子

心不全

感染症悪性腫瘍

脳血管疾患

心筋梗塞

図5 透析患者の死亡原因の推移（1983年～2017年）
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超音波診断装置(エコー)勉強会・エコー下穿刺

エコー勉強会 ときわクリニック 奥山諒祐

バスキュラーアクセス(VA)の管理は理学的所見の評価が中心でありましたが、近年透析医療の

現場でエコーをはじめとする様々なモニタリング機器や、IT関連機器が急速に普及し、これらを用

いた新たなVAの評価法が次々に提案されるなど、VA管理の在り方そのものが変わりつつある状

況になっています。

そこで今回、第3回エコー勉強会が下落合クリニックで開催さ

れましたので参加してきました。血管に対して超音波の当てる方

向や、角度が少しでも違ってしまうと、正確な画像を得る事が難

しくなってしまう為、エコーの取り扱いには多くの知識と経験が必

要になってきます。

メーカーの方の指導のもと装置の取扱い、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合い、

疑似血管を用いて、エコー下穿刺の練習を行ないました。

今後も勉強会や学会には積極的に参加し、そこで得られた知識を用い、患者様により良い治療を提

供していけるようにしていきたいと思います。

エコー下穿刺について ときわクリニック 飯岡大輔

2019年4月から当院にエコーが導入されました。エコー検査によって、シャントを流れる血液流量

測定や、血管狭窄部の確認などを行うことが可能です。穿刺においては、エコーを使用した穿刺（エ

コー下穿刺）を行うことができるようになりました。エコー下穿刺はエコー画面で血管と穿刺針の位置

を確認しながら、穿刺針を動かし血管に針を挿入する方法です。

導入に際し、エコー下穿刺を行っている下落合クリニックにて、

指導をしていただき、エコー下穿刺の技術を習得し、当院でも

行うことができるようになりました。当院では、穿刺ミスが続い

た方や穿刺の難しい方などに積極的にエコー下穿刺を行い、ミ

スを減らすことができました。

エコー下穿刺を導入することによって穿刺の失敗を減らし、患

者様の穿刺に対するストレスを少しでも軽減し、安心した透析

治療を行なっていければと思います。

当施設で使用

しているエコー
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第64回日本透析医学会学術集会・総会

2019年6月28日(金)～30日(日)にパシフィコ横浜で第64回日本透析医学会学術集会・総会が開催さ

れました。菊地理事長をはじめ、3施設のスタッフの発表演題は下記の内容でした。

豊済会３施設の発表者

＜下落合＞
◎菊地勘理事長 ・コメディカルのための臨床研究入門

・当施設におけるHIVのサーベイランス
・我が国の透析患者における肝癌
・透析施設からC型肝炎を撲滅できるか?

～最新の内服治療でHCVに挑む～
・感染症 year in review 2018

◎天野雄介 ・製造時期によるヘモダイアフィルタの溶質除去能の違い
◎原嶋美幸 ・災害に対する当院の取り組みについて
◎伊藤瑛莉菜 ・LDLアフェレシス(LDL-A)を施行し下肢救済可能であった2症例
◎今枝温子 ・慢性透析患者における足白癬・爪白癬の有病率
◎城愛子 ・2017年わが国の慢性透析療法の

現状統計調査結果と当院の比較検討～栄養の視点から～

<境南>
◎涌井みく ・当院における透析患者の腎移植への認知度調査

<ときわ>
◎関拓也 ・透析患者のABI・SPPを用いた下肢スクリーニングの3年評価
◎荒金孝行 ・穿刺時疼痛緩和に向けた聞き取り調査

菊地理事長

(下落合)原嶋技士(下落合)今枝看護師

(下落合)伊藤技士 (ときわ)関技士

(下落合)城栄養士

(境南)涌井看護師
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学会報告 ときわクリニック 臨床工学技士課 荒金孝行

2019年6月28日～30日の3日間、第64回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。菊地理事長をはじめ豊済会スタッフのすばらしい発表がなされていました。自分自

身も今回は発表者として参加してきました。学会での発表は2回目で4年前の発表よりも満足の

いく発表が出来たと思っています。

今回の学会では、バイオ3Dプリンタを用いた細胞製人工血管の臨床応用についての講演があ

りました。細胞製人工血管は、ヒト皮膚繊維芽細胞だけで作成されているにも関わらず、十分な

強度とミニブタにおいて良好な開存と血管組織の再生を確認できているみたいです。さらに高

齢者由来の細胞製人工血管でも十分な強度を持った構造体が作成できており、今後、細胞製

人工血管のシャントとしての移植ができる未来も近いのかもしれません。

(ときわ)荒金技士

また、豊済会3施設でエコー機械が導入されたこともあり、エコー下穿刺

のやり方やポイント、シャント血管の形態評価なども学んで来ました。

おわりに、今回アンケートに協力して頂いたときわクリニック患者の皆様、

発表に協力して頂いたスタッフの皆様に感謝しています。ありがとうござい

ました。

学会報告 境南クリニック 看護課 涌井みく

最終日の30日（日）8時30分から『境南クリニックでの腎移植の取り組み』を講演させて頂きま

した。早朝からの講演でしたが、たくさんの方々が熱心に耳を傾けて下さいました。境南クリニッ

クでは、過去に腎移植に対し特別な取り組みはありませんでした。そこで全患者様にご協力頂

き、腎移植に対するアンケートを行いました。「興味が有る」「詳しい話を聞きたい」という方が多

くいらっしゃいましたので、全職員で協力し、移植の流れについてのパンフレットを作成しました。

全職員で作成したことで、いつでも、誰にでも質問できる体制となりました。腎移植に興味があ

る、なしに関わらず、「移植はこんな風に進むのか」という流れを知るのには、よいパンフレット

ができたと思います。

第47回東京透析研究会

学会報告 下落合クリニック 看護課 中塚早紀

私は2019年2月に開催された第47回東京透析研究会にて「下落合クリニックにおける献腎移植登

録の現状」というテーマで発表をさせて頂きました。このテーマで発表するに当たり、腎移植について

調べる中で、日本では腎移植が海外に比べ行われていない現状を知りました。今回その理由のひと

つに腎移植についての情報を得られないことがあるのではないかと考えました。当院では腎移植に

関する情報提供を行っていますので、興味のある方はスタッフまでお声がけ下さい。

当日の発表自体は多くの方がいらしており、緊張し納得のいく発表はできず、今後の発表の課題を

みつける良い学びの機会となりました。最後になりますが、今回の発表に際し協力して頂いた皆様に

心より感謝申し上げます。

ご興味のある方は

4階待合室、透析室に

置いていますのでご覧

ください。また、いつで

も声をかけて頂けたら

と思います。

腎移植の話

パンフレットを

作りました
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学会報告 境南クリニック 看護課 星野恵

足病変が発症し自施設での治療は困難な事が多く、地方にとっては大き

な問題でもあります。症例の中には北アルプスが眺望でき自然には大変恵

まれているが、公共機関は充実されておらず、県庁所在地まで車で2時間

以上。透析患者さんの中には1時間以上かけて通院。

透析運動療法研究会では、透析患者さんの栄養・運動療法・フレイルなどにつ

いて学び、透析中に運動療法を取り入れている施設も多々ありますが、理学療法

士や健康運動指導士など専門の指導者とエルゴメーターやチューブ運動、レジス

タンストレーニングなど本格的に環境が整っている施設もあります。目的は透析中

の運動から、非透析日の自己運動習慣を付けて歩き、筋力を付け下肢の血流を

第17回日本フットケア学会

今年2月にフットケア学会に参加しました。今回のテーマは「歩く力は、活きる力！」でした。患者さ

んは歩けなくなると急激に体力が低下し活力も低下するため、歩くためのフットケアは必要不可欠で

す。透析患者さんの通院困難を引き起こさないためのフットケアについて学んできました。

積雪期間は命がけの通院と聞き、私の環境にはない事で大変驚きました。下肢抹消動脈疾患指

導管理加算が新設されてから、早期からの介入が可能になり大切断を逃れた患者さんも多くなって

います。医療連携を通して足病変の治療が行われる中、患者さんを「送る側」「送られる側」の連携を

両者が同時に発表する珍しいシンポジウムも傾聴することができました。連携の始まりは医療従事

者からや患者勉強会であったり、インターネットや患者さん同士の他科受診の会話からだったりと

様々。東京都内では連携のある医療施設で短期の間で診察や治療がすぐ出来る環境があり、大変

恵まれていると感じました。

2019年2月23日(土)〜24日(日)に日本医工学治療学会第35回学術大会が御茶ノ水のソラシティカ

ンファレンスセンターで開催されました。この学会はその名の通り、医療工学系の内容が多い学会で

臨床工学技士が多く参加しています。

透析治療に欠かせない血液浄化器や手術で使用する医療材料について、バスキュラーアクセス管

理の工夫について、透析装置以外のモニタリング機器について、そして透析治療とは少し離れます

が難病患者さんに使用されている支援ロボットについてなど、いろいろな内容の発表がされていまし

た。

中でも私が毎日のように行っている穿刺についての話は大変興味深く聞かせていただきました。透

析患者さんのほとんどがストレスに感じていると思われる穿刺についても技術は進歩しています。エ

コー下穿刺もそのうちの一つです。当院でもすでに超音波画像診断装置を導入し実施しております

が、方法は実施施設の取り組みによって様々であることが分かり大変勉強になりました。エコー下穿

刺は穿刺の失敗を減らせるなど大きなメリットはありますが、痛みが軽減されるわけではなく、準備に

多少時間がかかるなどのデメリットが残念ながらあることも話されていました。そのため各患者さんの

状態をしっかり見極めてエコー下穿刺を有用に使用していかなければいけないと改めて思いました。

日本医工学治療学会第35回学術大会

学会報告 下落合クリニック 臨床工学技士課 横井良

保ち、転倒しない歩行を維持していく事です。患者さんが自分に合った運動療法を継続できれば

「歩く力は、活きる力！」になるのではないかと感じました。
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近年はこのような機器の技術の進歩と応用により、より良い透析治療が可能となっています。

そして、透析治療を受ける患者さんの高齢化も進んできています。そのため、より一層安全で

質の良い透析治療を提供できるように、日々努力していきたいと思います。

第46回日本血液浄化技術学会学術集会

学会報告 境南クリニック 臨床工学技士課 川平智子

「血液浄化の理論と技術における革新と確信」というメインテーマで開催されました。これは「学会とは

革新的な理論や技術を世に公表し、是非を問い、革新を確信に変え、新しいスタンダードやエビデン

スを創り出していく場である、そこを今一度考え学んでほしい」という大会長のメッセージでもあります。

確かに透析に携わる多くの人々の長年の努力によって日本の透析患者さんは世界一長生きできると

言われるような治療環境が作り上げられてきました。これをさらに次世代でどう紡いでいくのか、我々

も責任を持って考えていかなければならないと感じました。

学会では透析療法を含む血液浄化に関する様々な発表がされており、私たちに馴染み深いところ

でいえば、膜の選択や性能評価、治療条件、合併症、オンラインHDF、バスキュラーアクセス、透析液

の清浄化、栄養管理など、何年、何十年と重ねてされている議論でも毎回新しい研究や発見がありま

す。

また、新しい研究報告等もあります。皆さんはインプラント透析という言葉を聞いたことがあります

か？体内に埋め込むタイプの人工腎臓です。長年、この研究開発をしている先生の報告によると「大

変難しい技術だが最近少しずつ成果があがってきている」とのことでした。とはいえ、まだまだ人に対

しては実用段階ではありませんが、もし完成すれば食事制限が緩和され、透析も週に一回程度で済

む見込みだそうです。「透析以外の治療があればいいのに」これが第一歩になり、いずれ新しい時代

がやってくるのかなと楽しみに思います。

第27回東京都臨床工学会

学会報告 下落合クリニック 臨床工学技士課 小桑理香

第27回東京都臨床工学会・第10回東京都臨床工学技士会定期総会がベルサール新宿グランドコ

ンファレンスセンターにて開催され、参加させていただきました。この会は臨床工学技士の現状把握

もさることながら、未来について考え、議論する場を目的として開催されています。下落合クリニック

からは菊地理事長がセミナーやセッションでの講演をされました。また技士課からは原嶋副主任が

一般演題での座長と発表、天野主任と私が一般演題での発表を行いました。

多くの演題発表の他、主要セッションの中には総務省とのコラボ企画も行われました。今回初の試

みだったそうですが、我々臨床工学技士の中には医療の枠を超えた幅広い活躍をされている方もい

ることが分かり、同資格者ながらに感銘を受けました。また、医療現場で働く我々がこれから先、ど

のようなことができるのか、何が求められていくのか、臨床工学技士の役割を再度考えさせられるよ

うな大変貴重な学びの場となりました。

また当院でもいち早く導入し、近年注目されているシャント管理のための小型エコーですが、この

シャントエコーについてもセミナーや演題発表が多く行われ、シャント管理の重要性や活用方法を学

ぶことができました。これからも学会、勉強会等に積極的に参加し、患者さまにより良い医療の提供

ができるように努めたいと思います。
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東京都23区区民公開講座～震災に備えて～

公開講座報告 下落合クリニック 患者 生江明

今年の3月10日、秋葉原で開かれた『東京都区部災害時透析医療ネットワーク』の公開講演会に

参加しました。豊済会理事長の菊地勘先生が代表世話人をされているこのネットワークは、大規模

災害時に被害を受けた透析病院同士がどこと、どう連携して、患者の命の連携を確保するのかとい

う大きなテーマを持つものです。自発的に先生が長年関わってこられた災害時透析病院ネットワー

クの重要性と必要性は、東日本大震災で広範な地域が打撃を受けた際に大きく認識されました。被

災を免れた地域の透析病院が、透析病院を失った患者を積極的に受け入れるばかりでなく、菊地先

生たち東京区部の透析医療チームは福島県いわき市にバスを派遣し、患者を都内に移送、透析を

引き受けるという活動をされてきました。透析を待っている患者＝利用者の命に関わる時間との勝

負において、このネットワークがどれほど大切なものか、私たち透析患者は知っています。

防災の現場で、「自分の命は自分で守れ！」という言葉をしばしば聞きますが、私たち透析患者は、

「自分の命」を透析無しには守れない。つまり、「自分で守れない」存在です。大規模災害時の透析

患者にとって、避難とは自分一人で行う個人行動ではなく、社会的行動として機能するこのネット

ワークが必要です。区部ばかりでなく、こうしたネットワークは三多摩とも連携するよう菊地先生たち

の努力が進んでいます。

今回の公開講座には、医療関係の参加者以外に、私のように透析を受けている患者の方たちも

参加し、活発な質疑が持たれました。こうした専門的な会には、専門家ばかりが集まるのが通例で

すが、今回は当事者である患者のみなさんも参加する積極的な試みでした。

私は長年災害関連の仕事をしてきました。今も愛知県や東京の地域（小学校区の大きさ）ごとの防

災を考える仕事をしています。社会福祉施設は大規模災害時にどのような対応策を用意できるのか、

なぜ避難勧告が出ても人は逃げないのかを考える調査など色々です。昨年の西日本豪雨災害の調

査では倉敷市真備町や広島市安芸区、熊野町などを歩きました。真備町では51名の犠牲者が出ま

したが、そのうち42名は「災害時要支援者」リストに手を挙げて掲載されていた人たちでした。真備町

の「まび記念病院」には99名の透析患者がいて、その透析場所を失った人たちは、17の透析病院が

急遽分担して受け入れました。一部地域に災害が起きているが、他の地域は影響を受けていない

場合はまだ良いのですが、より広範な地域で透析に必要な水、電気、資材が入手困難になった場合、

大きな混乱と悲劇が予想されます。

こうしたネットワークが動いているのは全国でまだわずか。みなさんと応援しましょう！

関東臨床工学技士会協議会 災害情報伝達訓練

訓練参加報告 下落合クリニック 臨床工学技士課 原嶋美幸

日本透析医会災害時情報ネットワークへの情報入力方法を知る目的で2019年4月24～25日に災害

情報伝達訓練が実施され、下落合クリニックも参加致しました。

災害時ネットワークとは、災害発生時に施設の被災状況、または、受け入れ情報を入力・提供する事

で情報の共有化を図るシステムです。

今回は神奈川県横浜市に震度6強の直下型地震が発生したと言う想定で訓練が実施され、当院の被

災状況や患者受け入れ可能人数等の情報提供を行いました。

災害発生時は素早い情報の集積と、都や県を跨いだ協力体制の構築が重要となります。情報訓練

に参加し、操作方法を知る事で災害時に皆様の透析を守る事、また、受け入れ側となった時には被災

された他の施設の患者様へ治療が提供できる様、これからもしっかりと訓練を行っていきたいと思い

ます。
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災害特集

透析室にある災害対策セット

下落合クリニック 看護課 中塚早紀

① ②

④③ ⑤ ⑥

これは下落合クリニック透析室の機械横にかけて

ある黄色袋の中身です。災害時に使用する物品

が入っています。

①折り畳み式ヘルメット

②巾着

③返血セット

④止血ベルト

⑤ブルーシーツ

⑥滅菌キャップ

巾着の中身は患者様に普段から使用しているものと同じで、返血時にご覧になったことがあるか

と思います。しかし、『①折り畳み式ヘルメット』は見慣れない方も多いのではないでしょうか？こ

れは3月から新たに増えたものです。そのため今回はヘルメットの使い方をご紹介したいと思いま

す。

①ヘルメットは閉じた状

態のまま頭に被ります。

②両手でヘルメットを

下におろします。

③頭の後ろのベルトと

あご下のヒモを調節し

固定します。

災害に備え日ごろから確認しておきましょう

③②①
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シャントについて 境南クリニック 石井智洋

豆知識コーナー

今回は日常でのシャント管理の注意点についてお話します。

シャントとは透析に必要な血流を得るために動脈と静脈をつなぎ合わせた血管であるため、閉塞し

やすいという特徴があります。シャントは透析を行う上でとても大切なものですので、日頃からよく観

察し異変がある場合は早めに対処できるようにしましょう。

<<日常生活で気を付けること>>

①シャント側で血圧測定を行わない（緊急時などは除きます）

②腕枕をしない

③重い荷物などをシャント側にかけない

④腕時計や袖口の詰まった（狭い）洋服の着用を避ける

これらはシャント血管をつぶすような力が加わり続けることによってシャント閉塞の原因になることが

あります。

⑤DW（ドライウエイト）を下回るような脱水

血管内の水分が少なくなり、血流が悪くなってしまうためシャント閉塞の恐れがあります。多量の発

汗があった場合などは意識的に体重測定を行いましょう。サウナなども危険ですので気を付けま

しょう。

<<シャント閉塞の前兆について>>

①シャント音がいつもより弱い・スリル※が消えて拍動のみ感じる

②血管にいつもと違う腫れや赤みがある

③血管が硬くなり、痛みがある

もしこのような症状が現れた場合は、透析日ではなくてもクリニックにご連絡ください。

※スリル（血液が勢い良く流れている時の音や感触）

★.：*：・★.：*：・★.：*：・★.：*：・★.：*：・★.：*：・★.：*：・★

気を使っていてもトラブルは起こることがあります。普段からシャントを観察し、音やスリルを確か

めておきましょう。異変にいち早く気付くことで、閉塞による再手術を防ぐ事ができるかもしれません。

最近あまりシャントを気にしていなかったという方は、これを機に今一度ご自身でもシャントをチェッ

クしてみてはいかがでしょうか？

★.：*：・★.：*：・★.：*：・★.：*：・★.：*：・★.：*：・★.：*：・★
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熱中症対策

夏の体調管理 下落合クリニック 管理栄養士 城愛子

熱中症対策というと、「水分と一緒に塩分補給！」と安易にお勧めできません。

尿で体の水分量調節が難しい透析患者さんにとって塩分と水分のとり過ぎは、溢

水（いっすい：体に水が過剰に溜まって、肺や心臓等に大きな負担をかける状態）

の原因ともなるからです。夏だからと、むやみやたらに塩分水分補給する前に、体

重測定をして、普段の体重増加量やドライウェイトと比較し、食事や水分量を調整

することが大切です。

体重測定が大切

ところで、通常、人の深部体温（体の中心部分の温度）は37.5℃前後に維持されています。です

が、重症な熱中症になると、深部体温が高熱になり、その熱で臓器がやられ、命の危険が出てきま

す。この熱対策が、熱中症予防の鍵となります。

<血液の働き> 血液が流れながら、体の中心部分から皮膚

へと熱を運び出し、放熱して体外に熱を捨て、体温上昇を防いで

います。しかし、暑過ぎる環境が続き、体温調節が追いつかなくな

ると、熱中症となってしまいます。また、血流が弱まっている状況

（心不全や降圧薬使用中など）では、より体内に熱が溜まって熱

中症になりやすいので注意が必要です。

湿気があると、気化熱を利用できない

高温多湿に注意！
じめじめ

じめじめ

<汗の働き> 暑い時、人は汗をかき、それが乾く時

に体から熱を奪って（気化熱）、体温が上がり過ぎるの

を防ぎます。しかし、高齢になると、汗をあまりかかなく

なることから熱中症のリスクが高まります。また、高温

多湿の環境は、汗が蒸発せず、気化熱利用ができな

いので、避けるべき環境といえます。

応急処置方法として、図の様に皮膚表面に近い太い血管が通る部分を冷やすと、冷気が血流に

のって深部体温を下げることができます。

何よりも、熱中症予防には涼しい環境作りが大切です。冷房使用をためらわずに夏場をお過ごしくだ

さい。

冷房使用をためらわない

●体温調節について ～汗と血液の働き～
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各施設の患者さんより

ときわクリニック 海老原かづ子「この1年を振り返って」

私は、ときわクリニックにお世話になり9か月余りになります。お世話になるきっかけは、昨年夏の大

きな体調不良からでした。思えば私にとって大きな出来事がありました。

私の趣味は草花や野菜作りで、1年間に20種類あまりの野菜を育てています。

昨年の春もいつもの様に、トマトやなす、きゅうりなどを植え手入れしながら夏の収穫を楽しみにしてい

ました。しかし、梅雨があけた頃からでしょうか、毎日暑い日が続き、どうも身体が重たく、それは日を

追うごとにひどくなり、これまでに経験した事のないだるさでした。昨年は記録的な猛暑で夏バテだろう

と思っていました。

7月16日の朝、長男の嫁が様子をみかねて病院に連れて行ってくれました。その後、生死の境をさまよ

い柏の大学病院に搬送され、気が付いた時には集中治療室で人工呼吸器が取り付けられ、身動きが

出来ない状態でした。体を動かすのはもちろんのこと、声を出すことも出来ず、とても辛かったことを覚

えています。

診断の結果、腎不全でした。素晴らしい先生方にお世話になり、2か月の入院治療を経て無事に退院

することが出来ました。その後、ときわクリニックにお世話になり、以前の日常に戻る事が出来ました。

ときわクリニックの人達もとても優しい方ばかりで大変感謝しています。これからもお世話になります。

「透析を受ける」 下落合クリニック 中村粲

今から、4年前、浅草、船渡御、隅田川の船着場より神輿を船に乗せての祭りですが、寒空の下で、

待機の2時間に胸が息苦しくて、救急の車に運ばれる手当を受ける。（祭は残念）2日後、医療セン

ターで、心筋梗塞の手術、カテーテル、1週間で退院、また通院している時点で腎臓医へと廻され、担

当医師が申すには、貴方は航空機事故で木の枝に1人引っ掛かり生残った人、運が良かった、との診

断。間もなく身体に浮腫み自転車にも乗れず、10％切ったら透析と言われ、東京女子医に廻され入院

透析の準備、ステント、15分で手術、手早く処理された。浮腫も少しずつ減り、透析を受ける様になる。

公園の桜も満開で、すでに春爛漫というか、ウグイスの声は聞こえぬが、親子連の子供の燥ぐ声が、

5階の窓辺迄とどく様で、思わず楽しくなる。

やがて桜も散り新緑を迎える頃、透析も出来る様になりそろそろ退院出来るか楽しみにしていた所、

下落合クリニックはどうですか、との声が掛り、豊済会下落合クリニックにお世話になり、3年以上たち

ます。

スタッフの明るい振舞に快足での行動でお世話に心打たれ4時間半の透析も苦にならず、又何げない

会話に、故郷の話、山の話等で心暖まる。日々感謝。

今後共宜しくお願い致します。

（懐かしい古里の話をしおうよ。）
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「タイム・スリップ」 境南クリニック 関川賢吉

令和元年六月十八日 夜十時過ぎに突然体がグラグラと揺れだした。テレビで見るとすぐにテ

ロップが流れ「新潟下越地方で震度6強」と云う文字が飛び込んできた。私の頭の中ですぐ五十五

年前の新潟地震が浮かんだ。昭和三十九年東京オリンピックの年であり同時に国民体育大会の

地元開催の年でもあった。六月中旬 十二時五十五分午後の授業の五分前、私が高校三年の年

である。校舎の南側三階の教室にほとんど生徒が集まり、先生の来るのを待っていた。その時ドー

ンと云う音と共に縦揺れが始まり全員机の下に身を隠し、またそのすぐ後、横揺れが起き、三階に

居ては危ないと感じ、一階に降りグランドに出ろと指示をして他の教室にも呼びかけ、下に降ろし

た。今考えると意外と冷静に行動した事を覚えている。何事も動じない心を持っていれば行動は出

来ます。心穏やかに行動しましょう。

新人紹介

下落合クリニック 看護課 平尾友見

昨年11月に下落合クリニックに入職致しました看護師の平尾友見です。趣味は映画観賞と海

外旅行で、旅先では様々な人に出会い優しさに触れる事があり、その時「ペイ フォワード」という

映画を思い出します。タイトルの意味は自分が受けた善意や思いやりを別の人に渡すという事で

す。 Pay It Forwardと豊済会のスローガンであるHeartful Linkageで頑張ります。

下落合クリニック 臨床工学技士課 吉田真理

4月より入職しました臨床工学技士の吉田真理です。以前は総合病院に勤めており、この度ク

リニックでの勤務は初めてとなります。

透析業務全般に関してはまだまだ知らないこともあるため、更に専門性を深め身に付けたく思

いました。また、現代の医療技術の進歩についていけるよう初心に返り精進し、患者様に安心・

安全な治療を提供するためチームの一員となり努めてまいります。皆様、宜しくお願い致します。

下落合クリニック 臨床工学技士課 小野里菜

昨年10月に入職した臨床工学技士の小野里菜です。入職当初は透析経験が浅く、右も左もわ

からない日々が続いていました。そんな私でも皆様は嫌な顔ひとつせず受け入れてくださり、半年

が経った今では下落合クリニックに馴染むことができました。ありがとうございます。今後も多くの

知識を身につけ、皆様と真摯に向き合える技士を目指していきます。至らぬ点もあるかと思います

が宜しくお願い致します。
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下落合クリニック 事務課 藤田日南子

今年の4月より下落合クリニックに入職致しました事務課の藤田です。

新社会人ということもあり、まだまだ未熟でご迷惑をお掛けしてしまうと思いますが立派な事務員

になれるように患者様や先輩方から沢山の事を学び、一日でも早く豊済会職員として患者様に貢

献できるように頑張っていきたいと思っております。

これからもどうぞよろしくお願い致します。

ときわクリニック 臨床工学技士課 岡田隆志

この度、令和元年となる5月1日よりときわクリニックに入職いたしました岡田隆志と申します。入

職前は茨城県つくば市にある総合病院に4年間勤め、臨床工学技士としては今年で5年目となりま

す。入職してから3か月が経ち知識・技術不足により自分の未熟さを痛感しておりますが、先輩方

の丁寧なご指導のおかげで少しずつ業務と職場の雰囲気にも慣れてきました。そして、患者様か

らもたくさんのことを学ばせていただいています。まだまだ至らない点もございますが患者様により

良い医療を提供できるように全力で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 看護課 鷲頭恵

4月に境南クリニックに入職し3ヶ月が経ちました。透析室は初めてで、最初は不安ばかりでした

が、先輩スタッフに支えられ、また、患者さんと関わらせて頂く機会も増え、日々楽しく働かせて頂

いています。患者さんが安心して、気持ちよく、１回１回の治療を受けることが出来るよう、心を込

め、また努力していきたいと思っています。未熟ではありますがよろしくお願い致します。

編集後記

「ほうさい」夏号をご覧いただきありがとうございます。お楽しみいただけたでしょうか。

梅雨を過ぎると一気に気温が上がり、夏本番を迎えます。室内外の温度差で体調を崩しやすい時

期ですので、食事や睡眠に気を付け熱中症予防に心がけ、夏を楽しく過ごしましょう。

お忙しい中、新聞に寄稿して下さった皆様に心より感謝申し上げます。

(ときわクリニック 奥山、冨澤)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

