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新型コロナウイルス感染症流行期における患者様へのお願い 

 

※手指衛生とは 

「流水とせっけんを用いた手洗い」か「速乾性アルコール消毒薬」を使用し、手を清潔にすることです。 

 

毎日患者様自身で自宅での体温測定や体調の把握を行ってください 
 

透析は多くの人が同じ空間を共有して行う治療です。 

そのため、発熱やかぜ症状・下痢があるにもかかわらず送迎車を利用することや、透析を始める直

前にベッドの上で体調不良を申告することは、ほかの患者様やスタッフへの感染を拡大させる可能

性があります。 

 

体調が悪い場合には、必ずクリニックに電話連絡を！！ 
 

※身内の方や接触のあった人が発熱や体調不良があった場合にもクリニックへ電話をしてください。 

 

自宅でのお願い 

・毎日の体温測定と体調の把握を徹底してください。 

・咳エチケット（マスク着用など）と手指衛生、うがいを徹底してください。 

・発熱やかぜ症状、強い倦怠感や下痢などがある場合には、来院前にクリニック

に必ず電話連絡してください。 
・家族に発熱などの症状がある場合にも電話連絡してください。 

・人混みへの外出や不要な旅行は控えてください。 

・デイサービスなどの介護事業の利用を可能な範囲で控えてください。 

クリニック内でのお願い 

・来院時に受付で体温測定を行い、体調の確認後に入室していただきます。 

・咳エチケット（マスク着用など）と手指衛生、うがいを徹底してください。 

・患者待合室での長時間の滞在はご遠慮ください。 

・院内での食事は控えてください。 

下落合クリニックの新型コロナウイルス感染症に対する取り組み 
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新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつります。 

 
とは…感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイ

ルスが放出され、２メートル以内の近くにいる非感染者がそのウイルスを

口や鼻から吸い込むことで感染することです。 

 

 

 

 

 

 

とは…感染者がくしゃみや咳を押さえた手で周りの物に触れ

た際、触れた物にはウイルスが付着します。その後、非感染者がウイルス

の付着した物を触った手で口や鼻をさわり粘膜から感染することです。 

 

 

 

 

 

 

 外したマスクによる感染のイメージ図（   はウイルスのイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

★接触感染を防ぐため、外したマスクはオーバーテーブルに置かないでください！ 

１） マスク着用の徹底 

会話のためにマスクを外さずとも声は聞こえます。マスクを外すことで飛沫が生じるためマスクは

必ず着用して下さい。 

２） 院内での食事は控える 

３） ソーシャルディスタンスの確保 

例）送迎車１台あたりの人数制限 

更衣室の利用者数制限、エレベーターの利用者数制限を行います。 

 

１） 手洗い、うがいの徹底 

２） 環境表面の消毒 

例）エレベーターのボタン、体重計の手すり、ベッド周り、などのよく触れる場所を 

0.05～0.1％の次亜塩素酸ナトリウム、もしくは、60～70％のアルコールで消毒をします。 

 

感染する・感染させる例 

・咳をした飛沫を吸い込む 

・マスクをせずに近距離での会話 

・食事中の会話からなど 

外したマスクを 

テーブルにおく 

ウイルスがテーブルにつく 

他の人がさわると手にもウイルスがつく 

飛沫感染 

その手で目など触ると 

接触感染する 

接触感染対策 

感染する・感染させる例 

・くしゃみ・咳をおさえた手や、マスクの外側を触った手でエレベーターのボタンにさわる 

・外したマスクをテーブルの上におく 

・吊革やドアノブ、エレベーターボタンなど多くの人が触った場所を触ったあとに、そのまま洗っ

てない手で、目や口を触る 

飛沫感染対策 

接触感染 
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発熱や咳などのかぜ症状・下痢などがある場合 

 

透析室内での飛沫感染や接触感染を防ぐために、患者様同士の接触を避け隔離スペースで透析を

行っていただきます。 

 

 

隔離スペース使用時の流れ 

 

１） 患者様から体調不良の電話を頂いた際に、クリニックへの来院時間をスタッフより伝えます。 

来院には送迎車の利用はできません。公共交通機関の利用を避けて、来院してください。 

 

２） クリニック到着後は正面玄関からの入室はせずに、裏口から透析室にある隔離スペースへ直

接入室して頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 更衣、医師の診察、体重測定から透析治療まですべて隔離スペースで行います。 

隔離スペースは透明なカーテンを使用しており、さらに血圧測定を自動で行うことで、隔離スペ

ースと透析室の交通を最小限にしています。隔離スペース内の患者様はご不安があると思いま

すが、カーテン越しに会話ができ、患者様の体調把握もできますので、ご安心ください。 

また、隔離スペース周囲の患者様は、自分が感染するかもしれないとご懸念されているかと思

いますが、感染を防止するために２メートル以上の距離をとりカーテンなどで空間を区切ること

で、安全に透析治療を行えるようにしているため、安心してください。 

 

※隔離スペースは患者様自身の体調が悪い時だけではなく、ご家族の発熱や咳などのかぜ症状・

下痢などの体調不良時、流行期の出張や、流行地の遠方地域へ赴いた場合にも、体調の経過をみ

るために大事をとって使用することがあります。 

 

 

以上のように下落合クリニックでは、患者様の協力のもと感染症へ取り組んでいます。 

各クリニックでも密閉・密集・密接を避けること、隔離スペースの確保と使用する際の動線を完全に

分けること、環境を清潔に保つことなど基本的な感染症対策を行っています。 

クリニック側の対策も必要ですが、患者様一人ひとりの感染症対策が重要となってきます。繰り返

しにはなりますが、日頃から手指衛生やうがい、咳エチケットを行い、体温測定や体調の把握につと

め、体調不良であればクリニックへ電話連絡を行います。それにより、周囲へ感染の拡大を防ぎます。

まだまだ、大変な時ではありますが皆様とスタッフが一丸となって乗り切っていきましょう。 

透析室内にある隔離スペース 隔離スペースからの様子 
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皆様、心と体そして足は元気でしょうか？「新型コロナウイルス」という言葉を耳にするようになって

から半年が経過しました。日常生活が一変し、「やりたいこと」が出来ず、「会いたい人」と会えず、

「大切な家族」の健康を願い試行錯誤し、疲れている事と思います。それに加え、突然指示されるク

リニックからの毎日の体温測定や送迎者の制限、ベッド移動、3密（密閉、密集、密接）、ソーシャル

ディスタンス：社会的距離（人と人との距離をあける）などの要望。ニュースでは聞いたことないカタカ

ナ文字が沢山でてきて、何を言っているのか分かりにくいですよね。透析室も密になりやすく換気や

消毒、早期の対応が必要になります。こんな不安や不満、疑問などを感じながら、それでも透析治療

を継続するため来院しなければならない患者様には、個々に十分満足できる対応が行き届かず、申

し訳なく思う次第です。 

 私はフットケアの担当も行っています。透析毎通院しているからこそ、いつもと変わらない治療が

受けられ、足の観察も出来ます。また「ステイホーム：家にいる」こそ、日頃自分の足を見ない人でも

今がチャンスです！爪の形状や皮膚温（暖かい、冷たい）、傷がある、カサカサ、痛みなど見て触れ

ばすぐに分かります。体も足もいつもと違ったら「次の透析の時でいいかな」ではなく、発見した時に

お知らせください。発熱や体調不良も同様で早期の処置が重要です。 

 今回は足の運動、タオルギャザーをご紹介します。椅子やソファーに座り素足になって床に敷い

たタオルを手繰り寄せる運動です。足にはたくさんの骨や腱、筋がありこれらを動かすことによりアー

チを強くし足裏を鍛える事ができます。糖尿病性神経障害で起こる足趾の変形を予防します。 

 

          
 

踵まで指を引き付ける意識で最後まで 5本指をきっちり使い切ります。筋肉は最大収縮させること

で効率よく筋力が付きます。なので、「踵まで」指を引きつける意識でやると、指を曲げる筋肉、足底

の細かな筋肉の筋トレ効果がより期待できます。足がつりやすい方は加減しながら少しずつ力を入

れていきましょう。即自的効果は少ないですが回数や時間はご自身の調子で決め、他の運動と組み

合わせて毎日続ける事がポイントです。タオルの準備が面倒な方はグー・チョキ・パーでも良いです。

指が動きにくい方はマッサージから始めてみましょう。 
 

   
 

 

STAY HOME～おうちでの過ごし方～ 

 

 
 

① セルフフットケア 
境南クリニック 星野恵 

土踏まずの辺りまで

引きあがるくらい足

裏を使っている 

ギャザーが均等 

足首が動かず、

きちんと指を主

体にした運動 
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コロナ禍の自粛生活に雨ばかりの７月、猛暑が予想される８月。思うように体を動かせない日々が

続いています。そこで、普段の運動にちょっと工夫を取り入れたコグニサイズを紹介させて頂きます。 

コグニサイズとは、認知症予防を目的として国立長寿医療研究センターによって開発された 

「運動＋認知課題（計算やしりとりなど）」を用いたエクササイズの総称です。 

  

コグニサイズは、「コグニション（認知）」と「エクササイズ（運動）」を合わせた造語で、運動と 

認知課題を同時に行うことで認知機能の維持、向上に効果があると言われています。 

コグニサイズに用いられる運動と認知課題に決まりはなく好きなものを選んで構いませんが、 

いくつかの注意点があります。 

  

●運動は全身を使ってできるもので、軽く息がはずんで脈拍数が上昇するもの 

  ⇒ウォーキング、足踏み、踏台や階段の昇降、ダンスやステップなど無理のないもので OK 

     

●認知課題は、通常ではできるけれど、運動と一緒に行うことで時々間違えてしまう程度が理想 

  ⇒しりとり、計算（100から 3ずつ引いていくなど）、声に出して数を数え 4の倍数で手をたたく、 

    好きな歌を歌い歌詞の「さ」で腰をたたく、目についたものを逆さ言葉で言う、何でも OK 

  

コグニサイズでは、成功することではなく、体と脳を動かすことが最重要です。間違えても止めずに

続けましょう。課題に慣れてきて簡単にこなせるようになったら、もう少し負荷をかけた新しい課題を

探します。間違えても笑って楽しくできることが大事です。試行錯誤して課題を考えるのも脳のトレー

ニングになります。 

即効性はないため継続が大事です。効果が出るまでに半年以上、週に 3日（非透析日に行いまし

ょう）、30分を目安にエクササイズを行います。まずは普段から行っている散歩やストレッチの時に取

り入れてみてはいかかでしょうか。 

 

一例として基本的なコグニステップをご紹介します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

<画像：「国立長寿医療研究センター 「認知症予防に向けたプ

ログラムコグニサイズ」のパンフレットより引用」> 

②コグニサイズ 
境南クリニック 川平智子 



豆知識＜肺炎と喫煙とコロナ〉 

   ときわクリニック 関卓也 
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タバコの喫煙が肺の病気を引き起こすことは、よく知られて

います。そのうちの一つである肺炎は、体内に細菌やウイル

スなどが様々な理由で入り込んで、肺に炎症を引き起こす状

態の総称で、一般的には肺で起きる急性の感染症のことを指

します。肺炎になると、発熱，咳や痰，胸の痛みなどが続き、

悪化すると健康寿命を損なうことにも繫がり、最悪の場合、死

亡してしまうこともあります。 

 

ここで、気道の防御機構について簡単に説明しますと、細菌やウイルスなどの病原体が体内に侵

入すると、気管支からの分泌液が病原体をからめとり、気道にある線毛によって体外へ運び出そうと

します。ところが、タバコを吸っていると線毛の働きが鈍くなり、病原体が肺に届いて炎症を起こしや

すくなります。また、妊娠中の女性がタバコを吸うと、胎児に悪影響を与えて、赤ん坊から大人になる

までの呼吸機能の発達障害に繫がりやすい可能性が指摘されているため、注意が必要です。 

 

 

そして、タバコの喫煙は肺や免疫力へのダメージになるだけでなく、インフルエンザやノロウイルス

などの感染症になりやすく、重症化しやすい傾向にあります。現在流行している新型コロナウイルス

は、喫煙者は感染しやすく、糖尿病や腎不全などの持病がある方は特にリスクが高いため、重症化

における深刻な脅威になっています。新型コロナウイルスの感染予防として、手洗い，うがい，マスク

の着用が重要なように、ウイルスの付着した手で口元に触れること

は感染のリスクになります。タバコの喫煙は、何度も口元に汚染され

た可能性のある手を近づけることになるため、感染リスクを高めるこ

とになります。そのため、禁煙することは感染リスクを下げるのに重

要であり、自分自身と家族，周りの人々を感染から守るのに必要で

す。もし、喫煙をしている方が周りにいらっしゃれば、この機会に禁煙

を促してみるのも良いかもしれません。 
 

 

ウォーキングのポイントです。 

ぜひ参考にしてください。 

【注意事項】 

・体調には注意して無理をしない。 

・休憩を取る。 

・転倒には十分に注意する。 

・障害物がないか周囲にも気をつける。 



 

 

 

 

 
遅すぎ 
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今年は新型ウイルスの流行で落ち着かない日々が続いています。うがい、手洗い、マスク着用を習慣 

づけることはもちろん、ご自分の体の免疫力を高く保つことも、とても大切です。 

『免疫力アップは、1 日にしてならず！』 

日々のお食事や生活の中で、免疫力を上げる習慣を少しずつ取り入れて、 

風邪やウイルスに負けない、免疫力の高い体を作っていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便の色や形を観察することで、腸内の状態、食べたものの消化状態を知ることができます。 

便は、腸内環境の状態を教えてくれる腸からのお便り。    便の状態は流す前に確認する習慣を 

つけましょう。理想的な便は、茶色で、1 日１～２回、バナナ 1～２本と言われています。 

 

＊上記の食品の中にはリンやカリウムが多い食品があります。適量を守って、とり過ぎにご注意ください。 

腸内環境を確認しよう！ 

 

 

免疫力を上げていこう 

 

 

１．腸内環境を整える 

 

 

甘酒は、乳酸菌とオリゴ糖両方を含んでおり、

善玉菌を増やすのに役立ちます。夏バテ時の 

栄養補給にもオススメです！ 

１日の水分量の範囲内で飲みましょう♪ 

ブリストル便形状スケール 

 

 

免疫細胞の約７割は腸にあり！ 善玉菌を増やし、腸内環境を整えることが免疫力アップの秘訣です。 

また免疫機能を維持するためには、多種の栄養素が必要です。一つの食品に偏り過ぎず、バランスよく 

食事を食べましょう。 

 

免疫力とは、 
 

風邪や感染症から体を守る 

自己防衛機能 です 

 

 

 

＜善玉菌を増やす食品＞ 

＊適度な糖質（ご飯はしっかり食べよう！） 
 

＊発酵食品（悪玉菌の増殖を抑える） 

   甘酒、納豆、味噌、ヨーグルト、鰹節、など 

＊オリゴ糖（乳酸菌を増やし、お腹の調子を整える） 

   はちみつ、果物類、甘酒、玉ねぎ、など 

＊水溶性食物繊維（水分を引きこんで、便を軟らかくする） 

海藻類、きのこ類、ブロッコリー、ごぼう、もち麦、など 

遅すぎ 

約 100 時間 

食べてから４日以上 

理想的 

消化管の

通過時間 

ご飯は、消化が良く、便量を増やし便秘改善に役立ち

ます♪（善玉菌を増やすためには、パンよりもご飯が

オススメです。） 

黒 

色 硬 さ 

免疫力を上げる食事と生活 境南クリニック 管理栄養士 森川志帆 

 

 

 
 

早すぎ 黄 やわらかすぎ 

約１０時間 

食べてから半日以内 
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エネルギー 650 kcal 

たんぱく質 16 g 

カリウム 430 mg 

リ ン 195 mg 

塩 分 1.4 g  

甘酢でおいしい♪ 南 蛮 丼 

ご 飯        180g 

豚肉(こま切れ又はバラ肉）70ｇ 

片栗粉    小さじ 1 杯 

な す     中 1/2 本 (40g)  

ピーマン     1/2 個 (15g)  

赤パプリカ   1/8 個 (15g) 

フライパン一つで簡単クッキング            

4. 適度に動いて、体力と体温を維持♪ 
 

体温が１℃下がると免疫力は３０％低下します。 

そして、体温の 40%以上は筋肉で作られるので、

筋肉量の低下は、低体温の原因に直結します。 

ウォーキングや体操、お家の中でできる 

簡単な筋トレやストレッチなど、 

少しずつでも体を動かしていきたいですね！ 

5.口腔内を清潔に！ 
 

①朝起きてすぐ、②食後、③寝る前、は 

しっかり歯磨きを！ 

口の中に残った食べカスから細菌が増殖すると、 

肺炎の原因となります。入れ歯の方は、入れ歯の 

お手入れもしっかりと行いましょう♪ 

マスクは清潔なものをつけることも、お忘れなく！ 

 

 

 油      小さじ 1 杯（4g） 

大 葉    2 枚 (２g)     

※ 酢       大さじ 1/2 杯 

※ しょうゆ  大さじ 1/2 杯 

※ 砂糖    小さじ１杯 

※ 酒      大さじ 1/2 杯 

1人分の栄養価           

 ● 作り方 ● 

1. ナス、ピーマン、パプリカを一口大に切りたっぷりの水に 10～20 分程つけておく。 

   （水にさらして、カリウムを抜きます。） 

2. 肉は一口大に切り、片栗粉をまぶす。 

3. 鍋に油をひき豚肉をよく炒め、水にさらしておいた野菜 

（なす、ピーマン、パプリカ）の水を切り、フライパンに加えて炒める。 

4. *印の調味料を加え、とろみが出るまで炒める。 

5. 丼にご飯を盛り、4.を乗せ、刻んだ大葉を添えて、出来上がり♪ 

   お好みで七味を振ってお召し上がりください。 

● ※印の調味料は、ポン酢大さじ１+水大さじ１に変えてもＯＫです。 

● 大葉の代わりに、刻んだみょうが（1/2～１コ）を添えても美味しいです。 

 

2. 十分な睡眠☆ 
 

睡眠は、低体温の予防や血圧の安定のほか、 

腸内環境を整えることにも役立ちます。 

寝る１時間前あたりに入浴すると、 

適度に体が温まり、睡眠の質が 

良くなります♪ 

3. 体重管理を適切に♪ 
 

透析間の体重の増えが多いと、心肺に負担が 

かかり、免疫力低下を招きやすくなります。 

心臓、肺に負担がかかり過ぎないよう、日頃から 

食塩量、水分量を整えて、体重管理を良好に 

保ちましょう！ 

 ● 材 料（１人分）●   

材料（１人分）           
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診療報酬とは患者が保険証や医療券等を提示して医師などから受ける医療行為に対して、保険

制度から支払われる料金のことです。患者はそのうちの 3 割（小学生未満・70～75 歳は負担 2 割、

75 歳以上（一般的な所得者）は 1 割）を医療機関の窓口で支払い、残りの 7 割は保険者（皆様が加

入している国民健康保険・全国健康保険協会・健康保険組合など）から支払われています。 

人工透析を受けられている皆様は高額療養費制度（特定疾病療養受療証交付）により保険給付さ

れ、透析治療の窓口自己負担額は 1か月 1万円が上限です。さらにその自己負担額 1万円は国や

地方自治体などの医療費助成制度の対象となります。 

（一定以上の所得のある方は 2万円が上限です。外来・入院・薬局などはそれぞれでの負担となり

ます。また、入院時の食事代は自己負担です。） 

 

この診療報酬は医療の進歩や世の中の経済状況とかけ離れないよう通常 2 年に一度改定（見直

し）され、今年の 4 月に行われました。皆様が受けられている透析医療は、日本全国どこでも同じ医

療費で平等に医療が受けられる「国民皆保険制度」から成り立っています。この制度を利用し透析医

療を受けていただくには、必ず 1 か月に１度、事務課への保険証類一式のご提示と変更があった際

にはその都度のご提示が必要となります。 

 

次に、具体的に私たちが関わる透析についての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） 
 

薬剤実勢価格を踏まえた評価の見直しと腎性貧血の内服薬（HIF-PH 阻害薬、ロキサデュスタット

錠）を用いる場合に対応した評価体系の新設が行われました。 

 

＜慢性維持透析を行った場合 1＞ 
・4時間未満の場合（イ）         1,924点（－56点） 

・4時間以上 5時間未満の場合（ロ）   2,084点（－56点） 

・5時間以上の場合（ハ）        2,219点（－56点） 

※別に厚生労働大臣が定める患者に限る（HIF-PH阻害薬を院外処方している患者以外の患者） 

＜新設＞ 

・4時間未満の場合（イ）を除く（ニ）        1,798点（－182点） 

・4時間以上 5時間未満の場合（ロ）を除く（ホ）   1,958点（－182点） 

・5時間以上の場合（ハ）を除く（へ）         2,093点（－182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 

 

 

 

 
 

診療報酬改定について 
総務課 村松弦太 
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＜慢性維持透析を行った場合 2＞ 
・4時間未満の場合（イ） 1,884点（－56点） 

・4時間以上 5時間未満の場合（ロ）   2,044点（－56点） 

・5時間以上の場合（ハ）        2,174点（－56点） 

※別に厚生労働大臣が定める患者に限る（HIF-PH阻害薬を院外処方している患者以外の患者） 

＜新設＞ 

・4時間未満の場合（イ）を除く（ニ）        1,758点（－182点） 

・4時間以上 5時間未満の場合（ロ）を除く（ホ）   1,918点（－182点） 

・5時間以上の場合（ハ）を除く（へ）         2,048点（－182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 

① 透析用監視装置の台数が 26台以上 

② 透析用監視装置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（イ） 1,844点（－56点） 

・4時間以上 5時間未満の場合（ロ）   1,999点（－56点） 

・5時間以上の場合（ハ）        2,129点（－56点） 

※別に厚生労働大臣が定める患者に限る（HIF-PH阻害薬を院外処方している患者以外の患者） 

＜新設＞ 

・4時間未満の場合（イ）を除く（ニ）        1,718点（－182点） 

・4時間以上 5時間未満の場合（ロ）を除く（ホ）   1,873点（－182点） 

・5時間以上の場合（ハ）を除く（へ）         2,003点（－182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 

 

 

Ⅱ. 経皮的シャント拡張術（PTA）血栓除去術の評価の見直し 
 

 シャントの狭窄や閉塞が生じやすい患者を考慮し、改定前は 3か月に 1回のみの算定と限られて

いましたが、要件を満たせば 3か月に 2回目の算定が可能となりました。 

※算定要件（1）透析シャント閉塞の場合（2）超音波検査において、シャント血流量が 400ml以下又

は血管抵抗指数が 0.6以上の場合（（1）の場合を除く。） 

 

経皮的シャント拡張術（PTA）・血栓除去術 

1. 初回                    12,000点（－6,080点） 

2. 初回の除去術実施後 3か月以内に実施する場合 12,000点（新設） 

   

 

Ⅲ.腹膜透析と血液透析を併用する場合の見直し 
 

 改定前は、腹膜透析患者は腹膜透析を管理している医療機関以外では「人工腎臓」の算定は出

来ませんでした。そのため仕事の都合や旅行などで他の医療機関で血液透析を受けたくても受け入

れ先を探すのが大変でしたが、改定後は要件を満たせば管理している医療機関以外でも「人工腎臓」

の算定が可能となり利便性が上がると考えられます。 

 
 



新人職員からのご挨拶 
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Ⅳ. ダイアライザ等の特定保険医療材料 
  膜面積の区分が廃止されました。 

 

（1） ダイアライザ（主なもの） 

Ⅰa型         1,500円（±0円～＋20円） 

Ⅰb型         1,500円（－20円～＋160円） 

Ⅱa型         1,490円（±0円～＋20円） 

Ⅱb型         1,570円（－60円～－10円） 

（2）ヘモダイアフィルター   2,720円（－80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－

0.46％と 3回連続のマイナス改定となりました。特に透析医療機関には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

ていき、新型コロナウイルス感染症の対策も万全に行っていく所存です。皆様に安心してご来院いた

だけるように職員一同努めて参ります。これからも豊済会をよろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
今年の 4月に入職致しました、看護師の内田瑞穂です。入職時期は特にコ

ロナ感染拡大防止に努めなければいけない時期であり、院内の感染対策に

ついてはもちろん、自分自身の生活や振る舞いについて見直す機会となりま

した。日々更新される最新の情報を正確に理解し、自分が感染媒体にならな

いように気をつけることの大切さを改めて痛感しています。通院される患者様

に安心で安全な医療が提供できるよう、そして不利益がないように努力して

参ります。皆様、宜しくお願い致します。 

 

4月から下落合クリニックに入職した臨床工学技士の長崎勇介です。以前

は、埼玉の大学病院に７年、東京の透析クリニックで2年働かせて頂いていま

した。下落合クリニックで働き始めて約 3か月が過ぎましたが、日々の業務を

こなすことに必死だったため、あっという間に感じています。また、新しく行う業

務などがたくさんありますが、周りのスタッフの強力なサポートのおかげでここ

までどうにかついていくことが出来ています。今後は、患者様とスタッフとのコ

ミュニケーションを大切にし、これまで約 9年間経験してきた知識と技術を活

かして下落合クリニックに還元していけるように努めていきたいと考えていま 

す。今後とも、宜しくお願いします。 

 

６月に入職しました看護師の内山明里です。以前勤めていた病院で糖尿病

から透析を導入する患者様が多く透析に興味を持ちました。透析業務は初め

てですが、温かい患者様とスタッフに学ばせていただきながら業務できている

ことに感謝しております。 

５月に地元の岩手県から上京し東京のこともまだまだ分からないことが多く

ありますが、クリニックの周辺から探索していきたいと思います。至らない点も

あると思いますが、宜しくお願いいたします。 
 

 

下落合クリニック 

内山明里 

下落合クリニック 

内田瑞穂 

下落合クリニック 

長崎勇介 
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5月に入職した看護師の鄭恬です。出身は中国の四川省です。日本に来て

6年になりました。この 6年間、たくさんの日本の方との触れ合いにより、日本

の文化、食事などを楽しむことができました。下落合クリニックの皆さんも、透

析の技術、知識だけではなく、日本語も教えてくださり、ありがとうございます。

まだ足りない所がたくさんあり、ご迷惑をかけると思いますが、一日でも早く皆

さんに追いつけるように頑張ります。 

これからもどうぞよろしくお願いします。 

 
今年の１月より下落合クリニックに入職した看護助手の丹野です。クリニック

で働くのは、初めてのことでわからないことが多いですが先輩スタッフの丁寧

な指導でたくさんのことを学ばせていただいています。まだ、未熟で至らない

点もございますが日々精進して患者様に貢献できるよう頑張っていきたいと思

います。コロナ禍で世の中の常識が変わっていく不安もありますがしっかり感

染症のことを学んで情報を収集していきたいです。これからもどうぞよろしくお

願いします。 

 
4月より看護助手として入職した高畑です。クリニックでの勤務、看護助手と

しても初めての職種で不安がありましたが、先輩方からの丁寧な指導を頂き

少しずつではありますが仕事を覚えることができています。また、患者様から

声を掛けてくださったり挨拶を交わすなかでクリニックの雰囲気に慣れてくるこ

とができました。まだまだ未熟ではありますが初心を忘れずに患者様が安心、

安全な環境で透析を受けられるよう、周辺環境の整備に努めてまいります。

宜しくお願い致します。 

 
はじめまして。4月に入職した佐藤汐梨と申します。以前は手術室に勤務

しておりました。好きな手術は骨の手術でした。幼少期から水泳とピアノに励

んでいました。最近の趣味はスノーボードです。YouTubeで都庁のストリート

ピアノを知り、ストレス発散にピアノを再開しました。子供が大きくなったらサ

ーフィンやスノーボードに家族で行くことが今後の楽しみです。真心こめた看

護の提供に努めて参ります。 

どうぞよろしくお願い致します！ 

 
3月 2日にときわクリニックに入職致しました飯野と申します。ダムの実験、

介護職などを経て現在に至ります。年齢的にはベテランの域ですが、看護師

としてはまだ未熟で、日々、先輩方にはご迷惑をおかけしつつも学ぶことが

多く、充実した毎日を送っております。以前、居合を習っていましたが、5年

前の常総市の水害の際に刀や袴などがダメになってしまい、それからは元

プロボクサーの従弟に時々ボクシングを教わっており、体力の維持に努めて

います。組織の一員として、一日でも早く職場に慣れ、健康を維持しながら           

患者様の治療に携わってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし 

ます。 

 

今年の 4月に入職致しました吉川未晃(よしかわひであき)です。これまで

千葉県、東京都の病院に勤めてきて今年で臨床工学技士 8 年目になります。

入職して 2か月ほどですが、自身の知識・経験不足を日々痛感しており、先

輩方の丁寧なご指導に感謝すると同時に、自分自身更に努力しなければと

思っております。少しでも早く業務を覚え、1日でも早く患者様に貢献出来る

ように頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。 
 

 

下落合クリニック 

丹野美加子 

下落合クリニック 

高畑寿寿 

下落合クリニック 

鄭恬（テイカツ） 

ときわクリニック 

     飯野玲子 

ときわクリニック 

吉川未晃 

境南クリニック 

佐藤汐梨 
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「感謝」 

ときわクリニック 本郷 美知代 
 私は、ときわクリニックで透析を始めてから、あっという間に 17年が過ぎました。 

  この間、院長をはじめ、クリニックのスタッフの皆様には、多大なお世話をいただいたことに、感

謝と御礼を申し上げます。 

 

私は、12年前から、ときわクリニック「腎友会」の役員になり、5年前からは会長を引き受けることに

なりましたが、役員の高齢化に伴い若い方への継承がうまくいかなく、40年程続いていたときわクリ

ニック「腎友会」を、今年の 4月末に解散することになりました。会の設立に努力された諸先輩の

方々に申し訳ない気持ちで一杯です。 

昔の透析患者は、その医療費が莫大で、普通の家庭ではとても支払えなく、死を待つだけでありま

したが、多くの方々が運動して下さったことにより、その後、医療費の本人負担が無くなり、現在に

至っています。 

このことを多くの方々が、当たり前のことと思っておられるように見受けられますが、つねづね、感

謝の気持ちが必要だと思っています。 

また、透析患者は、運動、食事、水分に気を付ける自己管理が必要で、継続するには、強い意志

と体力が求められますが、私は 38歳から続けている趣味の日本舞踊が役立っていると思います。 

最後に、主人が、家事の協力や、クリニックへの送迎を行ってくれており、透析が継続できているも

ので、感謝しています。 

 

 
「人工透析を受けてから一年半」  

                   境南クリニック  小野 寛 
 今から４年前、高血圧の治療で通院していた内科医から腎臓の機能が低下（当時のクレアチニン
値：2.0）しているので、「腎臓の専門医に診てもらって下さい」と云われ、紹介して頂いた武蔵野赤十

字病院の腎臓内科で診察を受けたのが、腎臓病治療の始まりです。その時の担当医に言われたこ

とは「腎臓病は完全に治すことは出来ず、腎臓の働きは徐々に低下する。腎機能の低下を防ぐた

めの治療を行い腎臓の働きを長持ちさせる」。 

 その後、通院し治療を受けておりましたが、腎機能は徐々に低下し、2年後、腎臓結石を患ったの

を契機に腎機能（クレアチニン値：5.8）が急に低下し、人工透析の準備のため、腕の動脈と静脈を

つなぐシャントの手術を受けました。それから 4か月後、さらに腎機能が低下（クレアチニン値：9.0）

し、人工透析を受ける様になりました。そして、自宅に近い境南クリニックに紹介して頂き、週 3回、

人工透析を受けております。 

 最近、地球の温暖化に伴う異常気象のため、毎年のように大雨が降り、河川の氾濫により水害が

発生しております。幸い、当クリニックが在る武蔵野市は台地にあり、水害の心配はありません。問

題は地震の影響で、電気や水などのライフラインが途絶えることです。3日以上、透析を受けなかっ

たら、我々透析患者はどうなるか、考えただけで、ゾーっとします。当クリニックでは、防災時の対応

のため準備され、我々患者も防災時の対応のレクチャーを受けて、マニュアル「防災の心得」を戴い

ており、安心して通院し人工透析を受けております。 

 これからも、クリニックの先生、スタッフの皆さんにお世話になりますが、宜しくお願いいたします。 

 

各施設の患者さんより
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「副腎皮質機能低下症をご存じでしょうか？」 

下落合クリニック 小川 恭男 
副腎は、左右の腎臓の上にある小さい臓器で、ホルモンの欠落により、全身倦怠感・筋力の低下

等がみられる病気です。 

この病気が診断されるまで、足掛け 4年程かかりました。東京女子医科大学病院→国立国際医

療研究センター→東京医科大学病院を経て、次に臨床研究に力を入れている東大病院を選択し、

検査入院しました。 

ACTH負荷試験、筋力テスト等いままでした事の無い検査をして、検査結果が出るまで 3～4日か

かり、病名が診断されると、処方された薬を服用すると重い倦怠感から解放されました。 

担当医に、いままで大きな大学病院を受診してきて、分からない事や疑問だった事を話すと、副

腎の病気は診断が難しいとの事。 

 まだまだ、知らない病気がある事を感じました。 

 
 

 

 
 

 

 

 

 三食バランスのいい食事 
 

免疫機能を維持するためには良質なたんぱく質、ビタミン、ミネラルが必要です。 

脂質や糖分が多くならないように注意しましょう。 

 

 毎日ご自身にあった運動を継続して行う。 
 

1日 10分程度の体操をするだけでもいいです。運動の習慣をつけましょう。 

 

 ぐっすり眠る。 
 

眠っている間はただ体を休めるだけでなく、心身の修復や記憶の整理、疲労回復をして

います。睡眠のリズムを作りましょう。 

 

 体を温める。 
 

体が温まるとリンパ球が増えて活性化し免疫機能が高まります。また副交感神経が働き

リラックスしやすくなります。入浴はぬるめのお湯でゆっくりつかると良いです。 

 

 よく笑う。 
 

笑うと NK細胞という免疫をつかさどる細胞が、活性化されることが分かっています。 
 

 
 

今回のほうさい夏号を担当いたしました境南クリニックの看護師の野﨑と臨床工学技士の川平です。 

 新型コロナウイルスの影響により、対策をしております関係で、皆様にはご不便をおかけしております。日々、

様々な報道がされている中で不安を感じておられる方も多いのではないかと思います。何かあれば随時ご相談く

ださい。患者様、ご家族の皆様、体調には十分気をつけてお過ごしくださいますようお願い申し上げます。 

 忙しい中、新聞に寄稿して下さった皆様、本当にありがとうございました。 
 

編集後記 

体の免疫力を保つため 

生活習慣を見直してみましょう! 


