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謹んで新春をお祝い申し上げます。 

さて、昨年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大によ

り、東京オリンピックは延期となりました。そして、患者様や職員に

は、3 つの密（密閉、密集、密接）を避けること、不要不急の外出や

旅行、集団での会食は控えることなど、新しい生活様式の徹底を

お願いしてきました。いまだに COVID-19 の終息の見通しはたたず、

現状ではわが国で使用可能なワクチンは無く、有効な治療方法も

ない状況です。感染対策として、引き続き毎日の体温測定と健康状

態の確認を行うこと、発熱や咳、嘔吐や下痢などの症状がある場合

は来院前に必ず連絡すること、常時マスクを着用すること、定期的な

手指衛生を行うこと、そして新しい生活様式の徹底を継続していただ

くこと、これらを順守していただく必要があります。 

透析医療は、送迎バスや透析室、更衣室や待合室などの空間を集団で共有している治療ですの

で、一人でも対策を怠ることがあれば集団感染につながります。皆様一人一人の努力が、クリニッ

クでの COVID-19 発生の予防、そして全国での感染拡大の終息に繋がります。非常に大変な状況

ですが、本年も引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。 

皆様にとりまして幸多い年になりますよう祈念しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。 

この後に透析患者における COVID-19 の現況と対策についてお話させていただきます。 

 

COVID-19 の流行状況 
 

日本では、2020 年 1 月 16 日に武漢市

に渡航歴のある患者が COVID-19 と診

断され、3 月下旬より COVID-19 新規患

者数の急激な増加を認め、4 月 16 日に

全国を対象に緊急事態宣言がなされ、5

月 25 日に緊急事態宣言が解除されまし

た。その後、第 2 波である新規患者数の

増加が 7 月より始まりましたが、7 月末を

ピークに患者数は徐々に減少傾向とな

りました。しかし、第 2波のはっきりとした

終息を見る前に、11 月より第 3 波である

新規患者数の急激な増加を認め、主要

都市を中心に入院床がひっ迫する状況

となっています（図 1）。 
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一方、2020年3月1日に国内で最初のCOVID－19透析患者が発生、透析患者におけるCOVID-19

は、4 月 10 日時点で 31 人、第 2 波までの 10 月 30 日時点では 287 人であり、COVID-19 透析患者

数は徐々に増加しています。従来から透析施設では、「透析施設における標準的な透析操作と感染

予防に関するガイドライン」に準拠した、厳格な感染対策が行われていることから、密接した空間で

の集団治療にもかかわらず、急激な感染者数の増加は抑えられてきました。 

しかし、11 月より始まった第 3 波では、一般人口の急速な感染者数の増加により、透析患者にお

いても急速に感染者数が増加し、10 月末からの約 2 か月で患者数は 2 倍程度に増加して、12 月 25

日時点の感染者数は 522 人となっています（図 2、図 3）。また、第 3 波では数か所の地域で、 

COVID-19 透析患者が 10 人以上発生する、大規模なクラスターが確認されています。 
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透析患者における COVID-19 の現況 
 

12 月 25 日時点の透析患者の致死率は 13.6%（71/522）であり、12 月 23 日時点の一般人口の致

死率 1.4%（2,842/198,362）と比較して、非常に高率となっています（図 4．図 5）。 

 

そして、まだ入院治療中や経過が未報告の患者を除き、はっきりとした改善と死亡がわかる 234

人の感染者に限定すると、致死率は 30.3% (71/234)と、更に高率であることがわかります。透析患者

では、一般人口と比較して、70 歳以上の高齢者が多いことや、糖尿病や心臓病などの合併症が多

いことが原因と考えられます。 

現時点では国内で使用可能なワクチンは無く、確立された治療方法は存在しないことから、感染

予防が極めて重要な対策となります。 
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透析患者における症状と重症度ついて 
 

37.5℃以上の発熱は82.4%（472人中389人）の患者で認めており、次いで咳嗽は55.8%（455人中254

人）に認める症状です（表）。一般でも熱や咳は多い症状ですが、約半数が無症状者と報告されてい

ますので、透析患者は症状のある方の割合が高いことが分かります。流行期に発熱や咳のある患

者は、必ずクリニックに事前連絡をして、担当医がCOVID-19を疑う場合には抗原検査やPCR検査を

行い、COVID-19に罹患しているかどうか精査する必要があります。 

また、胸部CT検査で特徴

的な肺炎像を認めるのは

85.8%（309人中265人）であ

り、発症早期から肺炎像を

認めます。そして、酸素投

与が161人、人工呼吸器の

使用が67人、ECMO（人工

肺とポンプを用いた体外循

環回路による治療）の使用

が7人と、低酸素血症に対

する治療が半数程度に行

われています。一般では約

80%が、自宅療養やホテル

療養可能な無症状者や軽

症者ですが、透析患者は中

等症から重症の患者が多

い傾向にあることがわかり

ます。このため、PCR検査

陽性または抗原検査陽性のCOVID-19透析患者は、入院加療を基本としており、重症化を見逃さな

いように管理する必要があります。 

 

発症早期より唾液中の新型コロナウイルス量は非常に多い 
 

唾液中の新型コロナウイルスは、発症早期より非常に多いことが報告されています。本邦からの

報告では、発症早期より 104～106 gene copies/mL と、唾液 1ｍL 中に非常に多くのウイルスが存在

しています。食事中はマスクができないことから、この唾液中のウイルスが食事や会話などで周囲に

広がり、容易に感染がうつる原因となっています。 

また、COVID-19 は症状が現れる数日前より感染性があり、COVID-19 発症前後での 2 次感染（他

人にうつす）が非常に多いことが報告されています。当たり前のことですが、COVID-19 と診断されて

いる人が会食に参加したり、仕事に来たりすることはありません。しかし、診断される 2 日前ぐらいに

は、すでに唾液中のウイルス量は多く、誰かに移している可能性があるのです。これがこれまでの感

染症（インフルエンザやノロウイルスなど）とは違う、非常に感染対策が難しく、感染が拡大してしまう

要因となっています。 

発症する前より感染性があることから、すべての患者およびスタッフが感染している可能性があると

考えることが重要です。COVID-19 にかかった人の多くが自分は大丈夫と思っていました。自分がか

かると思って COVID-19 になった人はほとんどいません。 

繰り返しとなりますが、現時点では有効なワクチンは無く、確立された治療方法は存在しないことか

ら、感染予防が極めて重要な対策となります。常時マスクを着用し手指衛生を徹底すること、人と人と

の距離を2メートル以上空けること、室内の換気を定期的に行い、環境表面消毒を徹底すること、この

対策を繰り返すことが重要です。 
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患者様へのお願い 
 

毎日の体温測定と健康状態の把握をお願いします。発熱や咳、嘔吐や下痢などの症状がある場

合、来院前に透析施設に必ず連絡するようにしてください。 

連絡を受けた場合、医師が総合的に判断して COVID-19 を疑う場合、自施設で診療を行うか、診

療や検査を行う医療機関を紹介します。院内に感染症を持ち込まないことが極めて重要な対策とな

りますのでご協力をよろしくお願いします。そして、COVID-19 感染が疑われる例や家族などに感染

者がおり濃厚接触が疑われる例では、クリニックでの隔離透析の対象となりますのでご協力をよろし

くお願いします。 

また、常時マスクを着用すること、入室前に体温測定や手指衛生（アルコール消毒か手洗い）を行

うことなどの協力をお願いします。そして、COVID-19 の流行期には、不要不急の外出や旅行、集団

での会食は控えるようにしてください。 

 

ワクチン開発の動向（少し難しい内容ですが参考に記載します） 
 

本邦での臨床適用が近い新型コロナウイルスに対するワクチンは、ファーザー株式会社の mRNA

ワクチン、米バイオ製薬モデルナの mRNA ワクチン、アストラゼネカ株式会社のウイルスベクターワ

クチンです。 

mRNA ワクチンとは、新型コロナウイルスのタンパク質の遺伝子情報を持った mRNA を、脂質ナノ

粒子に封入したワクチンです。体内に投与すると、細胞質内で mRNA をもとに抗原タンパク質が作ら

れ、免疫システムが反応して抗体が作られます。 

モデルナの mRNA ワクチンは、100μg を 2 回筋肉注射する接種方法で、有効性は、94.5%と報告さ

れています。通常のワクチンは高齢者ほど抗体ができ難いのですが、18-55 歳、56-70 歳、71 歳以

上の 3 つの群において、どの年代でも十分な中和抗体の上昇が得られ、2 回接種後 3 か月において

抗体価は軽度減少するものの、十分な中和抗体価が維持されていることが確認されています。 

ウイルスベクターワクチンとは、ヒトに対して病原性のないウイルスに抗原タンパク質の遺伝子を組

み込んだ、組み換えウイルスを投与するワクチンです。英オックスフォード大学と英製薬アストラゼネ

カのワクチンは、チンパンジーのアデノウイルスを使用しています。ウイルス自体が細胞に侵入して、

細胞質で抗原タンパク質が作られ、免疫システムが反応して抗体が作られます。 

アストラゼネカのウイルスベクターワクチンは、標準投与量を 2 回筋肉注射する接種方法が基本的

な投与方法ですが、初回に低用量・2 回目に標準投与量を接種した方の有効性が高かったことが報

告されています。実際に、1 回目・2 回目ともに標準投与量では 62.1%の有効率、1 回目低用量・2 回目

標準投与量では、90.0%の有効率、両方をあわせた解析では 70.4%の有効率であったことが報告され

ています。また、18-55 歳、59-69 歳、70 歳以上のどの年代でも、十分な抗体価の上昇が確認されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

感染対策は基本をよく理解して、その基本を繰り返すことが重要で

す。いくら優れた対策をたてても、それを実施する患者やスタッフが全

員で取り組まなければ、これをまもらない患者やスタッフから感染が拡

大します。患者とスタッフの確実な感染対策の取り組みが、感染予防

に極めて重要となります。ぜひ皆様のご協力をよろしくお願いします。 
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境南クリニック 井上院長 
 

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。 

私は風邪をひいて治った時に健康の大切さを再認識しますが、去年は

コロナ禍においてより一層健康管理をし、風邪もひかずに乗り切りました。

患者様も呼吸器感染は例年より少ない印象がありました。 

去年初め以降、医療従事者は今まで以上に特別な緊張感をもって医

療を行っておりますが、11 月末の第 3 波を迎えた時点で今までと違う点

は、入院出来るベッド数がかなり減ったことです。今後、酸素吸入や集中

治療などで入院が必要となった場合でも入院が出来ないといった事があ

るかもしれません。この場合透析されている方は、今まで通り週３回透析

で来院しなければならず、もしかすると酸素も 24 時間吸入出来ず、コロナウイルスの治療薬が

出来ていない現在、十分な医療行為を受けられないことも考えられます。 

腎不全患者は様々な感染症になりやすく、重症化しやすい病態です。当院では体温測定を義

務化していますが、本当に測っていますか。37 度以下でもいつもより少し体温が高いことで早期

発見につながるかもしれません。体力を維持することは大切ですが、この状況下で今、その外出、

外泊は必要ですか。個々の気のゆるみで、自分もしくは他の患者が感染し、隔離されて透析して

いる状況を想像してみて下さい。透析医療は、基本的に集団医療です。スタッフはもちろん、患

者様一同、今までと同様、感染予防の徹底をお願い致します。やや強い言い回しになってしまい

ましたが、近いうちに明るい未来が来ることを願っています。一丸となって乗り切りましょう。 

 

境南クリニック 菊地副院長 
 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様お元気で新年をお迎えになられた事を患者様をはじめ、御家族の

方々、ヘルパーさんや施設のスタッフの皆様に御礼申し上げます。 

さて皆様は"サステナブル"という言葉をご存知でしょうか？これは医療

用語ではありません。"サステナブル"とは、持続可能性、耐えうる、持ち

こたえるという意味を持つ英語です。サステナブルな人生、暮らし、行動等、続く言葉は無限

でありますが、多くは環境において持続的に取り組む事をいいます。マイクロプラスティックの

削減のため、コンビニやスーパーのビニール袋が有料化し、マイバックを持参するようになり

ました。お弁当を購入する時に割り箸を断るのもサステナブルな行動の一つといえます。 

地球は年々温暖化し、異常気象から感染症とストレスフルな日々が続きます。 

地球史の 24 時間時計で 23 時 59 分 40 秒の時点から始まった人類の歴史は今後どのよう

に発展していくのでしょう。一人一人がサステナブルな行動、暮らしを取り入れていく事の大

切さを感じます。 

さて新年にあたり、今年の抱負を定められた方も多いでしょう。是非サステナブルな目標も

掲げ、適度な運動や散歩を取り入れながら、今年も一緒に過ごしてまいりましょう。マスクを

せず笑顔で会話できる日を心待ちに体調管理全集中でよろしくお願い致します。 

 

 

 
 

各クリニック院長より新年のご挨拶  
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ときわクリニック 大塚院長 
  

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ともに皆

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、新型コロナウイルス感染の流行が益々拡大しており、気の安まらな

い日々が続いています。外出を控えて不活発な屋内生活を送っている方

が多いでしょうが、これはこれで健康への悪影響が心配です。 

 せめて家の中で体操でも、と思っていたところ、去年 2 月に発表された、

NHK ラジオ体操の効用を調べた論文を見つけました。京都府立医科大学

の研究グループが、英国で（！）発行されている医学雑誌に発表したもの

です。その論文によると、「ラジオ体操第 2」（3 分間）を毎日朝夕 2 回、2 週

間行った 15 名のグループでは上下肢や体幹の筋肉量が維持されていたのに対し、体操をしなか

った 27 名のグループでは筋肉量が減ってしまったとのことです。 

 毎日少しでも身体を動かすことの大切さを改めて教えられた気がします。尚、個人的には「ラジオ

体操」に加えて、あの”筋肉は裏切らない”谷本先生の「”超”ラジオ体操」が気に入り、録画を繰り

返し再生しています。 

 体操に限らず、運動するときは、くれぐれも①無理をしない、頑張り過ぎない、②痛いところまで

無理に動かさない、③呼吸を止めない、を心掛けてくださいね。 
 参考：BMJ Open Diabetes Research & Care (2020); 8, 1-6  

 

 

 

 

 

 

 

 2020 年 11 月 2 日(月)～3 日(火)に第 65 回日本透析医学会学術集会が Web 配信にて開催されま

した。従来学会は、全国からたくさんの人が開催地に赴き、会場内の各ブースで研究発表や討議を

行う、所謂「3 密」と言う状態の中で行われる催しです。本年度の透析医学会も本来であれば 6 月に

大阪市内の会場で開催される予定でした。しかし、2020 年に入り新型コロナウイルス感染症が急速

に拡大したため、透析医学会も従来形式で行う事が困難となり、今回は Web 配信形式での開催とな

りました。このように本年度は混乱した状況下でしたが、豊済会では 6 名のスタッフが透析医学会で

発表を行っていますので、以下にご紹介したいと思います。 

 

・「当院でのエコーを使用したバスキュラーアクセス(VA)管理の取り組み」 

ときわクリニック 臨床工学技士課  奥山 諒祐 

・「介護保険制度について 職員の知識向上と患者支援」 

ときわクリニック 看護課  岡野 和恵 

・「ビル診療透析施設に設置可能な透析排水中和処理装置の開発」 

境南クリニック 臨床工学技士課  石井 智洋 

・「長時間前希釈オンライン HDF におけるニプロ社製ヘモダイアフィルタの溶質除去能」 

下落合クリニック 臨床工学技士課  天野 雄介 

・「血液量に対する適切な穿刺針の選択」 

下落合クリニック 臨床工学技士課  小桑 理香 

・「機械室全体への免震モジュールの設置」 

豊済会 医療安全・防災対策課  原嶋 美幸 

 

学会・勉強会報告 

第 65 回日本透析医学会学術集会 

豊済会 医療安全・防災対策課 原嶋 美幸 
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演題名だけ見ますと難しく感じるかもしれませんが、ダイアライザ(ヘモダイアフィルタ)やシャント(バス

キュラーアクセス)、穿刺についてなど患者様の治療に直結する内容や施設設備に関する内容で、

日々の業務での疑問や問題点を研究へと繋げる事ができたと感じています。 

 また、本年度の透析医学会では当会理事長である菊地 勘先生が日本透析医学会賞(木本賞)を

受賞されました。木本賞は日本透析医学会誌および国内外の学術雑誌に掲載された透析医学に関

する優秀な研究に対し授与される賞です。 

今回菊地理事長は、腎臓の分野で世界的に有名なキドニーインターナショナルと言う雑誌に掲載さ

れた論文「Predilution online hemodiafiltration is associated with improved survival compared with 

hemodialysis. (前希釈オンライン HDF は血液透析と比較して生命予後の改善に関与する)」で木本

賞を受賞されています。 

 当会ではどんどんと新しい透析装置が

導入され、多くの患者様がオンライン HDF

と言う方法の血液透析を受けていると思い

ます。オンライン HDF は透析中に大量の

点滴（補液）を行い、その点滴した水分も

一緒に除水しながら透析を行う事で、通常

の透析では除去しにくい比較的大きな物

質を効率よく除去する事ができます。透析

中の血圧低下の改善や皮膚のかゆみに

効果があり、また、栄養状態や貧血の改

善など様々な症状に対して効果が期待できるとされています。 

 今回、菊地理事長が受賞された論文では上記効果の他に、オンライン HDF は通常の血液透析に

比べて生命予後の改善に効果があり、また、一回の治療で行う点滴の量 50L 程度にする事で死亡

率も低下すると言った結果を報告されていました。 

 このように当会では菊地理事長の下、世間に広く評価された最先端の透析治療で患者様の体調

管理をサポートして行きたいと考えております。その為には日本透析医学会学術集会をはじめとする

数多くの学会へ参加し自己研鑽を重ねる事、またその知識や技術を日々の治療に還元する事が大

切だと感じています。至らぬ点も多々あるかもしれませんが、当会のスローガンであります"Heartful 

Linkage"(ハートフル・リンケージ)の精神を大切にし、患者様一人一人が元気で長生きできるような透

析治療を提供できるようスタッフ一同努力して行きますので、今後もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

2020 年 6 月 25 日（木）新型コロナウイルス感染拡大の影響から、開催地での密を避けるために、

WEB 学術セミナーとしてオンラインを使用した開催へ変更となり、当院の現状報告をして参りました。 

透析を行う患者さんは、透析導入前より動脈硬化が進んでいたり、導入後もリンやカルシウムの影

響を受ける等、下肢の末梢血管の血流が低下するリスクがあります。これを、早期に発見するため

に、当院は 2009 年から、下肢血流検査(SPP 測定)を行っています。 

2016 年に、定期的に検査をし、測定値が低値である場合に、専門の医療機関へ紹介、連携して治

療に繋げることで、患者さんの足を守る「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が算定されるようになり

3 年が経過しました。これにより、全国の施設での、フットチェック・ケアの取り組みが盛んになってい

ます。しかし、残念ながら、下肢の治療を必要とする患者さんが『ゼロ』にはなっていません。それは、

傷がなく良好な状態が保てない事があるためです。ケアを行っている施設に共通する問題点です。 

 

 

第 1 回日本フットケア・足病学会 関東セミナー 

下落合クリニック 看護課 今枝 温子 
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どんなに気を付けていても、時に足をぶつけてしまうことや、靴擦れができてしまう等、傷ができるこ

とは、生活していく中で、避けられない場合もあります。この傷を、すぐに見つけ、悪くなる前に治した

いのです。フットチェックを行った翌日に予期せぬ傷ができ、知らぬ間に悪化し、次回のフットチェック

までわからない場合があります。これを、避けたいのです。 

日々の、患者さん皆様の観察がとても大切となります。そして、足の異変のお知らせをお待ちしてい

ます。「いつもと違う」その感覚はとても大切です。ご家族の方も、遠慮せずにおっしゃってください。

大切な足を守っていきましょう。 

 

 

 

 

 

高カリウム血症について 
 

カリウムは野菜や果物など多くの食品に含まれる栄養素です。 

腎臓の働きが正常な人は、食べたものに含まれるカリウムで余分なものは 尿のなかに捨てられ、

血液中のカリウムの検査値が 3.5 から 5.0mEq/L に保たれるようになっています。  

しかし、腎臓の機能が低下している人、特に透析患者では、カリウムを尿のなかに捨てられずに、

カリウムが体内にたまりやすくカリウム値が高くなります。  

カリウム値は、少し高い程度の場合は無症状のことが多いですが、かなり高くなると不整脈などの

症状があらわれ、場合によっては心停止することがあります。 

透析時の採血でカリウム値が高めの方は、摂取するカリウム量をコントロールする必要があります

ので、ぜひ各クリニックの管理栄養士にご相談ください。 

透析患者の透析前採血での、カリウム値の正常値は 4.5-5.5 mEq/L です。定期採血結果をご覧に

なり、6.0 mEq/L を超えないような食事管理が重要となります。特にカリウム値が 7.0 mEq/L では、心

停止の可能性が高くなりますので注意が必要です。 

 

高カリウム血症の治療薬 
 

1970 年にポリスチレンスルホン酸ナトリウム（商品名: ケーキサレート）、1975 年にポリスチレンス

ルホン酸カルシウム（商品名: カリメート）が発売され、その後は高カリウム血症の治療薬の発売は

ありませんでした。 

昨年（2020 年）、久しぶりに新しい高カリウム血症の治療薬、ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム

水和物（商品名: ロケルマ）が発売されました。 

このロケルマの特徴は、カリウムの吸着薬ですが、毎食後に内服するという煩わしさがないことです。

従来の吸着薬は、カリウムであろうがリンであろうが、食事のタイミングに合わせて内服する必要が

ありました。 

このロケルマは、1 日 1 回の内服（食事のタイミングとは関係ない）、しかも透析の無い日だけの内

服ですので、週に 4 回内服するだけでカリウムのコントロールが可能となります。職場へ持参する必

要も外食に持参する必要もありません（COVID-19 流行期の外食はご遠慮ください）。また、高カリウ

ム血症の治療薬の内服だけであれば、お一人暮らしの高齢者などヘルパーの内服介助が必要なと

きでも、週に 4 回の訪問で食事のタイミングにとらわれない内服介助が可能となります。 

また、災害時などでは、透析回数が週に 3 回から 2 回になることや、透析時間が短くなることがあり、

高カリウム血症の対策が重要となります（図）。このような時にも、内服回数が少なく、効果の高いロ

ケルマが有効な治療薬となります。 

各クリニックの非常用の備蓄品に、皆様が災害時に使用する高カリウム血症の治療薬が用意され

ていますのでご安心ください。 

 

高カリウムとロケルマについて 
医療法人社団 豊済会 理事長 菊地 勘 
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豊済会では、2020 年 3 月に日機装社製多用途透析監視装置 DCS-200si を下落合クリニック 14 台、

境南クリニック 4 台、ときわクリニック 12 台導入しました。導入に伴い、装置に搭載されている D-FAS

機能を使用し治療を行っています。 

D-FAS とは Dialysis-Full Assist System（全自動透析システム）の略で透析準備から透析終了まで

の工程を自動で行い、スタッフの業務負担を軽減し、患者様へのケアに専念できるなど、より質の高

い治療を可能にします。従来は生理食塩水（以下生食）を流し、スタッフの操作で透析回路を満たし、

生食返血をしていましたが、D-FAS の場合は供給される透析液を使い自動で行ないます。その為、

人が行う操作を減らすことによりヒューマンエラー防止につながり、安全性の向上に繋がります。 

また透析液は、定期的に生菌とエンドトキシン測定、溶血の原因になる塩素濃度

の測定を行い、患者様に安全な透析治療を行えるように、徹底した水質管理を実

施しています。  

さらに、透析液に加え、生食の選択が可能となります。通常、D-FAS の返血では

透析液を使用していますが、透析液供給装置の予期せぬ故障や透析室への電力

供給が停止した場合は、生食返血に切り替えることが可能です。また、生食の在

庫は備蓄していますが、災害時に生食が搬入されなかったとき在庫が不足してい

るときであっても透析液供給装置から供給される透析液で返血ができます。この様

に D-FAS 機能は、状況に応じて臨機応変に対応ができます。 

今後 D-FAS 機能を活用した治療が増えてくると考えられます。スタッフ一同、より

質の高い治療を実現できるように努めていきたいと思いますので、ご理解の程よろ

しくお願いします。 

 

 
 

豆知識 

ときわクリニック 臨床工学技士課 岡田 隆志 

DCS-200si 
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新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況で、不安な日々を過ごされているかと思います。 

こまめな手洗い・うがい、マスクの着用、不要不急な外出を控えることはもちろん、身体の免疫力を

しっかり上げて感染症対策をすることも大切です。今回は体を元気にする『免疫力アップレシピ』を

紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～鮭の南蛮漬け～ 
《材料・2 人分》 

● 鮭   2 切れ(1 切れ 60g) 

● 片栗粉  大さじ 2 

● 揚げ油 

● 玉葱     30g 

● ピーマン   10g 

● 人参     10g 
 

《作り方》 

1. 野菜はすべて千切りにして、カリウムを除去するため 

15～30 分水に漬ける。 

2. 鮭は、片栗粉をまぶして油で揚げる。 

3. 調味液を混ぜ合わせ、水気を拭いた 1 を加える。 

4. 揚げた鮭に 3 の野菜と、調味液をかけて完成 
 

 

★ 鮭は良質なたんぱく質が多く含まれています。良質なたんぱく質を摂ることで、免疫細胞の

働きが活性化されます。また、鮭にはアスタキサンチンという免疫力を高めてくれるカロテノイド

の一種が多く含まれていて、疲労回復に効果があると言われています。油と一緒に摂ることで

吸収力もアップします。さ・ら・に、鮭の皮には DHA や EPA という脂肪酸が多く、血液をサラサラ

にし、中性脂肪やコレステロール値を下げる効果があります。 

 

 

 

(調味液) 

◎ 濃口醤油  小さじ 1 

◎ 酢       大さじ 2 強  

◎ 砂糖     小さじ 2  

鮭の南蛮漬け         

栄養価（1 人分） 

エネルギー 216 kcal 

たんぱく質 14 g 

カリウム 280 mg 

リン 162 mg 

塩分 0.9 g 

 

たんぱく質をとろう！ 
 

たんぱく質は免疫細胞を作る 

大事な成分。 

鶏肉やさば、鮭などのたんぱく源

は 1 食に 1 品はとりいれましょう。 

ビタミンをとろう！ 
 

鼻や喉の粘膜を強くし

て、ウイルスをブロック！

色の濃い野菜がおすす

めで、油と一緒に摂ると

吸収率がアップします。 

 

食物繊維をとろう！ 
 

免疫細胞が集まる腸内環境を

整えて、免疫力をアップしウイ

ルスから体を守りましょう。 

 

免疫力アップのポイント 

ウイルスに負けない！免疫力アップレシピ 

ときわクリニック 管理栄養士 髙橋真弓 
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 ～白菜とりんごのヨーグルトサラダ～ 
《材料・2 人分》 

● 白菜     80ｇ 

● 塩        0.4g 

(1cc ミニスプーン 1/2 弱) 

● りんご    40g 

《作り方》 

1. 白菜は千切りにし、15～30 分水に漬ける。                              

水気を切って塩を振る。しんなりしたら水分を絞る。 

2. りんごは食べやすい大きさで薄切りにする。 

3. マヨネーズとヨーグルトを合わせてソースを作り、                            

1 と 2 を合わせて完成。 

★白菜やリンゴに多い食物繊維は腸内の善玉菌のエサになります。                

乳酸菌と組み合わせて摂ることで、より腸内環境を整える効果があります。 

 

 

 

 

白菜とりんごのヨーグルトサラダ    

栄養価（1 人分） 

エネルギー 63 kcal 

たんぱく質 0.7 g 

カリウム 122 mg  

リン 24 mg 

塩分 0.3 g 

 

 

● マヨネーズ  大さじ１ 

● ヨーグルト(無糖)  大さじ１  

● こしょう    適宜  

～ひじき煮アレンジ～ 
《材料・3 人分》 

● 市販のひじきの煮つけ  1P (９０ｇ)                                                              

● 蓮根     50ｇ 

● さやいんげん 2 本 

 

《作り方》 

1. 蓮根は 5 ㎜程度の半月切り、さやいんげんは斜め切りにし茹でこぼす。 

2. フライパンにサラダ油をひいて、蓮根を炒める。市販のひじき煮と 

いんげんを合わせ炒めて完成。 

★蓮根はカリウムが多い食品ですが、茹でこぼすとカリウムを半分に減らすことができます。

食物繊維が豊富なので、腸内環境を整えてくれます。また、蓮根のぬめり成分(ムチン)が鼻

や喉の粘膜を強化する働きもあります。 

 

 

 

市販品でもう一品 ひじき煮           

栄養価（1 人分） 

エネルギー 72 kcal 

たんぱく質 1.7 g 

カリウム 136 mg 

リン 28 mg 

塩分 0.8 g 

 

ストレスも免疫力の低下につながる原因になりますので、

『食事を楽しむ』 事もお忘れなく★ 

免疫機能を維持するためには、多くの栄養素が必要で

す。１つの食品に偏り過ぎずバランスよく食品を選び、 

ウイルスに負けない体づくりをしましょう。 

『免疫力をあげる食事と生活』について、 

2020 年夏号も合わせてご覧ください。 

 

ごはん 180g 込みの   

栄養価(1 人分） 

エネルギー 676 kcal 

たんぱく質 22 g 

カリウム 586 mg 

リン 229 mg 

塩分 1.9 g 

 

市販品使用のため

栄養価は参考値に

なります。 
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「七十代に思う」        小池 敬一郎 
 

60 代はまだ現役で仕事ができます。体力気力もまだ充実してますが 70 代に入ると、しのびよる老

化とうまくつきあい、生き方を模索するしかありません。いまの私は 10 年前、20 年前の私とはまった

く違う別の自分だと、思わなくちゃいけませんね！昔の自分を引きずっちゃ駄目ですよ。老いた新し

い自分として生きる道を見つけなければ・・・肉体の衰えに精神の衰えが重なっても、まだ昔の自分

を引きずってる状況で生きる軸足が定まらない、そんな感じの現在（いま）ですが老後の迷走から私

もそろそろ脱却したい。「もう老人なんだから、カッコいい生き方をしようなんて思うな。それはムダな

背伸びなんだ。老後はもう見栄もプライドもいらない。セコくてもカッコ悪くて、情けなくてもいいから、

自分流に自然体で生きるのがベストなんじゃないか」このあたりが正直なところですね。 

 

 

 

 

 

 

 

「トレンドゲームからの気付き」       岡野 翼 
  

普段は某鬼ごっこゲームや銃を使った某対戦アクションゲームで遊んでいる私ですが、最近流行

っているゲームの中に「天穂のサクナヒメ」という作品があり、自分にしては珍しく 1 人用のゲームを

プレイしました。この作品は主人公がヒノエ島を支配する鬼達に立ち向かうアクション RPG なのです

が、他のゲームと異なるのはキャラクターの強さが敵を倒すことではなく稲作をする事によって成長

していくことです。この稲作のシステムが、素人からすれば非常に細かく作られており、雑草や害虫、

病気に対しての対応を始め田おこしから肥料の作成など、米を作る一連の作業のほとんどをプレイ

ヤー自ら試行錯誤の元に行うことになります。（農林水産省のホームページが攻略サイトであると言

われるほど） 

しばらくプレイをして随分田んぼも育ちましたが、ふと、この田を自分の身体に置き換えてみました。

自分の身体に対してはここ最近でどのような管理しているだろうか。どのような栄養素を与えている

だろうか。ゲーム内でいい米が時間と手間をかけて作られるように、自らの身体も同じようにメンテ

ナンスしなければ、この先の人生で得られるはずの実りがいつの間にか失われてしまうかもしれな

い。もう少し自分の体のメンテナンスにも時間を割こうと思わされました。 

末筆ながらクリニックの皆様、いつも透析を行う私達の体調管理へご助力いただき大変ありがとう

ございます。今後とも、よろしくお願い致します。 

 

 

 

各施設の患者さんより 

下落合クリニック 

境南クリニック 
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「国民健康保険がなくなる！？」       太田 晶久 
 

ときわクリニック 大塚正一院長、田村師長様はじめ看護師の皆様、スタッフの皆様、心から感謝

します。 

世界が世界秩序を模索中新型コロナウイルスで、大混乱になってしまいました。ヨーロッパでは、

イギリスは EU を離脱し、シリアや各地で紛争が勃発し、難民が大量に流出し大問題になっています。

フランシスコ教皇は数年前に「第三次世界大戦は、はじまっている。」と警告しています。 

アメリカでは新大統領にバイデン氏、副大統領に女性ではじめてのハリス氏がなり、一躍次期大

統領候補になりました。一方日本は、菅首相になって、印鑑廃止、年金を無くし一定の資金を配布、

それは国民を平等にする為の政策のようです。必然的に、国民健康保険もなんらかの手直しか、又

は無くなる可能性も高い確率であるかも知れません。 

私はプロの演奏家で、オーケストラや室内楽のコンサートを数多く行ってきました。海外交流もあり

ます。スリランカ駐日大使館との交流もあり、スサンダティアルビス大使を招待したイベントも行いま

した。また、スリランカ駐日大使館から招待され、演奏もしました。それらの打ち合わせ等お話しする

中で、国際間の緊張に恐怖を感じ、戦争はまた起こると思い世界平和の為の活動をしなくてはと強

く思いました。国連難民高等弁務官事務所の協力を得て、難民救済の為のチャリティーコンサート

を行いました。現在の状況で、世界平和の為に何が出来るかを、知人の国連本部職員(ニューヨー

ク)と話し合いをしています。世界中の友人と協力し、チャリティーコンサートを企画中です。 

 
 

 

 

 

今年の 9 月から境南クリニックに入職しました看護師の前田里子です。背が小

さいので年齢が分かりづらいですが、小学生と中学生の子供がいるママナース

です。家ではガミガミ怒ってます。旦那の転勤で国内外に数回引っ越しており、

やっと腰を据えて働けることに安心しています。腎移植、腹膜透析ケア、小児か

ら成人の糖尿管理、出産前後の糖尿病ケアも経験しているので、その経験を生

かしながら患者さんが安心して元気に維持透析治療を受け続けられるよう努め

ていきたいと思っています。宜しくお願い致します。 

 

 

  

・干支の丑の絵(左)     

・コロナの鬼(右)  

 

今年も境南クリニック患者様より

挿絵を提供していただきました。 

ありがとうございました。 

 

 

 
 

下落合クリニック 

ときわクリニック 

新人職員からのご挨拶 

境南クリニック 

前田里子 



・外出時には手指のアルコール消毒薬を携帯していますか。 

はい 42%  時々忘れる 7%  いいえ 51% 
 

 

・マスク着用時にあごにかけて口元や鼻をだしていることがありますか。 

はい 8%   時々ある 27%   いいえ 65% 
 

 

・2 人以上で食事をする場合の会話についてお選びください。 

いつも通り 39%   距離を開ける 29%  会話を控える 32% 
 

 

・会話をする時に声が聞きやすいようにマスクを外すことがありますか。 

はい 4%   時々ある 17%   いいえ 79% 
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平素よりクリニックの感染対策にご理解ご協力いただきましてありがとうございます。新型コロナウ

イルス流行から約１年が経過しました。昨年は何をするにも自粛、自粛で未だ経験のない事態に適

応していくのが精一杯で、あっという間に過ぎてしまったように思います。 

307 名と多くの患者様から回答を頂くことが出来ました。今回のアンケートは日頃皆様にお願いして

いる感染対策が、どの程度浸透しているかを確認したいと思い実施しました。まだ気を緩められない

日々が続きますので、不十分な点は改善して厳しい冬を乗り切りましょう。十分に理解されている方

も多いと思いますが、大切なことですので改めて確認をお願い申し上げます。 

透析患者様の重症化を防ぎましょう！ 

 

 マスクや飛沫感染に関して 
 

 

 

新型コロナウイルスにおいてもマスクをきちんと着用することでウ

イルスの拡散も吸入も抑制されることがわかっています。 

マスクは鼻から顎まで隙間なく装着することで効果が期待できる

のできちんと着用することを心掛けましょう。 

 

マスクは最低でも１日１枚、交換しましょう。１日のうちでも匂

いがしてきたら細菌が繁殖しているので交換の目安にしてく

ださい。マスクには様々なウイルス・雑菌が付着するため、 

自分の吐息による湿度で細菌が繁殖しやすくなります。 

 

鼻と口元をしっかり覆って会話中もマスクは外さないことが、

マナーです。お互いが気持ちよく過ごせるよう意識しましょう。 

 
外出や手指衛生について 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

・今年の 4 月以降から今日までで、都外（又は県外）に出かけましたか。 

ⓐ仕事のため 14％  ⓑ行楽のため 19％  いいえ 67％ 

 ・明日以降に、都外（又は県外）へ出かける予定がありますか。 

Ⓒはい 11％  予定していたが中止した 4％  いいえ 85％ 

・ⓐまたはⓑまたはⒸの方…クリニックに事前に伝えましたか。 

はい 35％   いいえ 65％ 

 

 

 

 

新型コロナウイルスに関するアンケート 

マスクの交換頻度を教えてく

ださい。 

不要不急の人混みへの外出

を控えていますか。 

来院時やそれ以外の外出時

もマスクを着けていますか。 
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外出自体を控えていただいている方が大半という結果でした。繰

り返しのお願いで大変恐縮ではありますが、感染拡大が落ち着く

まで引き続き不要不急の外出、特に人混みや都外(県外)への移

動は控えていただくようにお願いいたします。また、移動された(さ

れる)方の 65%(66 人)が事前連絡なしという結果になってしまい、こ

れは課題点となりました。 

改めて、 

都外(県外)への移動をされる際には必ずクリニックに連絡

をしていただきますようお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手や指についたウイルスの対策は、洗い流すことが最も重要です。

手や指に付着しているウイルスの数は、流水による 15 秒の手洗

いだけで１/100 に、石けんやハンドソープで 10 秒もみ洗い

し、流水で 15 秒すすぐと 1 万分の１に減らせます。 

 

効果的な手洗いは 30 秒からと心がけて下さい。 
 

 

接触感染にご注意ください。 

人は無意識に顔を触ってしまうそうです。手洗いや消

毒をしていない手でこんなにも顔を触っていると思うと… 

恐ろしいですよね。外出時には手指のアルコール消毒薬を

携帯していつでも消毒できるようにしておきましょう。 

また、ご自宅で安心して過ごすためにも、帰宅時の手洗い

は欠かさず、一番丁寧に行ってください。 
 

運動とストレスについて 

 

 

 
 

帰宅後は手洗いまたはアル

コール消毒を行いますか。 

１回の手洗い時間にどれくら

い時間をかけていますか。 

・「はい」と答えた方・・・頻度を教えてください。 

毎日 46％   2～3 日毎 41％  週末のみ 13％ 

 
 

継続して運動をしています

か。 動かなくなることが一番よくありません。家で出来る運動も

たくさんあります。テレビの前に座っている時間に少し運動をし

てみてはいかがでしょうか。 

 

運動とストレスについては記述式でたくさんのご意見をいただ

きましたので、ここでは紹介しきれず申し訳ございません。 

後日、別紙にてご紹介させていただきます。 
 

 

 

(参考文献) 



・待合室や更衣室では、人との距離を保つように意識していますか。 

はい 91%     いいえ 9% 
  

 

・ご自身や同居の家族に、発熱やかぜ症状、強い倦怠感や下痢などの症

状が 1 つでもある時、クリニックに連絡をしますか。 

はい 80%     いいえ 20% 
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体調管理について 

 

 

クリニックに来院したらまず手指消毒をお願いいたします。

持ち込まないことが最重要です。 
 

現在更衣室の利用も 3 人までと制限させていただいておりま

す。お待ちいただく場合もあるかと思いますので、できるだけ

速やかな利用と更衣室、待合室での大声での会話はお控え 

ください。 

 

必ずお守りください。 

ご自身や同居の家族に、発熱やかぜ症状、強い倦怠感や 

下痢などの症状が１つでもある時は、クリニックに連絡をください。 

 

体温測定は体調管理に不可欠です。 

透析日のみではなくぜひ毎日測定しましょう。一番怖いのは新型コ

ロナウイルスですが、これからインフルエンザやノロウイルスの流

行期にもなります。 

事前に連絡をいただければ対応ができます。 

症状が出た時点でご連絡をお願いいたします。 

クリニックの感染対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自分自身の感染対策を評価するなら 
１００点満点中何点をつけますか。 

  

 平均  75 点 

 
 

 

 
 

 

 

 

毎日体温測定をしています

か。 

来院直後に手洗いまたはア

ルコール消毒を行っています

か。 

クリニックの感染対策は満足

と言えますか。 

88%の皆様に満足を選んでいただきました。これは日頃から皆様

のご理解とご協力がなくては成しえません。 

ありがとうございます。 

不満とお答えいただいた皆様も、ご指摘ありがとうございます。  

各クリニックで検討いたしまして返答、対応していきたいと思い 

ます。 

 

また「掲示物や配布ﾌﾟﾘﾝﾄに関して」と最後の「感染対策に関して

の自由記入欄」にも貴重なご意見をいただいております。 

各クリニックによって仕様が違う部分もございますので、検討後

返答、対応して参ります。今後もよろしくお願いいたします。 

 
 アンケートを実施して 

これまで一方的に通知やお願いをして参りましたが

患者様からのご意見を聞く機会がありませんでした。

今回、皆様の感染対策意識、どのような部分に不満

や不安を感じておられるか知ることができました。 

医療者側といたしましてもそれに応えるべく、これか

らもより一層気を引き締めて努力して参ります。 

 これからもよろしくお願い申し上げます。 

編集委員会 

マスクの着用、手指衛生、3 密を避け

る、換気、体調管理など基本的なこ

と、更に細やかな対策を実践されてい

る方もおられました。 
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何か楽しいことを考えたい！なかなか外出できない今だから、脳内だけでも癒して頂きたい。日

本の綺麗な風景を紹介して、いつか行こう、それまで元気でいなくちゃね、と思っていただくなど、

職員で話合いました。そこで今回は、患者様に癒されてもらいたく、患者様・職員の愛するペットを

紹介させていただきたいと思います。 

 

アンジー
下落合クリニック S様

(左)ゆのは(右)ことひ

境南クリニック O様 そら
ときわクリニック N様

コロン

下落合クリニック K様

もみじ(右)かえで(左)

境南クリニック O様 えいた
ときわクリニック M様 チャロ

下落合クリニック Y様

チャコ
境南クリニック A様

リオン(左)レミン(右)ときわクリニック A様 子龍

境南クリニック S様 うどじょん
ときわクリニック W様

ラム

ときわクリニック O様

みんなのペット紹介 

編集後記 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

「ほうさい」冬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。 

今回ほうさい新聞を担当させていただきました、ときわクリニック看護課の杉田と臨床工学技士課

の奥山です。豊済会一丸となり、スタッフならびに患者様で協力し合い、コロナに負けない様にしま

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。 


