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送る参考になりますので、スプリングセミナーに来られた

暑い日々が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょう

か。腎不全の患者さんも脱水、熱中症になります。特に、 方、来られなかった方も読んでいただけたら幸いです。
高齢になってきますと暑さを感じにくくなります。暑さを

在宅血液透析に関しては、自分にはできないし、関

避け必要な水分をとり、熱中症にならないように注意し

係ないと考えている方もいらっしゃると思います。しかし、

て下さい。

在宅血液透析をしている方が増えているのは、
「透析
の合併症」を減らし、元気になるためだと聞けば、興味

ところで、岡本先生が亡くなられて1 年が経ちました。
悲しみは癒えることはありませんが、私達も皆様とともに

がわくかもしれません。
「透析の合併症」
と言われるもの

前に向けて歩まなければなりません。この度は、新たに

は、実は「透析不足による合併症」です。週 3 回、1 回

兵頭俊武先生を迎えることができました。兵頭先生は

あたり4 時間の透析では、健常な腎臓に比べて働きが

腎臓学会、透析医学会の専門医で、先生自身の御紹

不十分です。健常な腎臓の働きに近づけるためには、

介にもありますが、色々な経験をされています。気さくな

透析時間を増やすことが最も有効で、それを行いやす

先生ですので、気になることがあれば遠慮なく先生に

くする方法の一つが在宅血液透析です。全ての方に

お尋ね下さい。現在は御影のクリニックで勤務されてい

在宅血液透析ができるわけではありませんが、施設透

ますが、芦屋、本山のクリニックに行かれることもあると

析でも透析時間を長くすれば「透析の合併症」を起こり

思います。皆様よろしくお願いします。

にくくすることができ、体調も良くなります。透析時間を

今年のスプリングセミナーでは、在宅血液透析のこと

長くすることは大変かもしれません。しかし、これを機に

と、透析患者さんの食事についてお話ししました。要

生活スケジュールを見直していただき、少しでも長く透

点を今回のうぇるうぇるに掲載しています。良い生活を

析をして下さい。
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平成 29 年 5 月 7 日、六甲アイランド内の
神戸ファッションマート・コンベンションルームにて、
スプリングセミナー 2017 が開催されました。
今年は、“ 自宅でもできる在宅血液透析 ” と、
管理栄養士の林さんによる
“ 透析食を楽しくしっかり食べる工夫 ” の
講演が行われました。

自宅でもできる血液透析
坂井瑠実クリニック

院長

喜 田 智 幸

皆さん、血液透析を自宅で行うことができるの

症をおこさず健康な人と同じくらい長生きするに

を御存じですか。自宅で行う血液透析を在宅血液

は不十分です。しかし、施設透析では施設や患者

透析といいます。在宅血液透析は、欧米では 1964

さんのスケジュール等の事情により、頻回透析や

年頃、日本では名古屋で 1968 年から始められてい

長時間透析を行うのは容易ではありません。そこで、

ます。初めは近隣に透析施設がないなどの社会的

頻回透析や長時間透析を希望される患者さんが、

事情により開始されました。我が国で一治療法と

在宅血液透析を選ぶようになりました。自宅で行

して保険収載されたのは 1998 年で、日本透析医学

う治療は、時間も有効に使えるので頻回透析や長

会の調査によると 2015 年末で 572 名の方が在宅血

時間透析が行いやすいのです。そして、在宅血液

液透析をされ、年々増加しています。

透析で十分な透析をされている方は、合併症が起

なぜ、在宅血液透析をされている方が増えてき

こりにくく元気です。女性は妊娠出産も可能にな

ているかというと、在宅血液透析が頻回透析（週に

りますし、トライアスロンやマラソンなどの激し

4 回以上透析すること）や長時間透析を行いやすい

いスポーツも楽しめます。今回のスプリングセミ

からです。現在日本では 1 週間に 3 回、1 回 4 時間の

ナーでは、当院の患者さんが、どのように在宅血

透析を行っている方が最も多いのですが、これは

液透析をされているかを御紹介します。

とりあえず生きるために必要な透析であり、合併
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在宅血液透析（HHD）の実際
坂井瑠実クリニック

臨床工学技士

岡 田 伴 子

HHD 導入までの流れ

HHD というのは透析治療を、スタッフの居ない
環境で行っていきますので・・・

①初回面談（介助者同伴）
、②HHD訓練、③自宅工

事後に装置設置、④HHD開始 という流れになります。

HHD は自己責任という認識が持てる方
HHD への強い思いがある方

訓練の実際

信頼のおける介助者の居る方

訓練回数が多いほど覚え方は早くなりますが、

自己管理が出来る方

当院の平均訓練時間は約 4 か月です。

現在安定した維持透析が行えている方

通常の透析時に合わせて訓練を行った方、普段

自己穿刺が出来る方

は他院で維持透析行いながら週 1 回当院で訓練を行

スタッフとの信頼関係を築くことが出来る方

った方、1 ヶ月入院し短期集中で訓練行った方、腹

HHDを行うためには、このような方が向いています。

膜透析からの移行期に訓練を行った方など様々な
訓練スタイルが選択できます。

HHD のメリット

訓練の流れ

・それぞれのライフスタイルに併せた透析をする
ことが出来るため、今までより仕事に打ち込む

まず機械の操作と穿刺から訓練を行います。出

事が可能になり、また、家族団らんの時間を増

来るようになればトラブルの対応や知識教育とし

やすことも出来ます。

て腎臓の事・透析の事を勉強してもらいます。一

・通院回数が 1 〜 2 回／月に減ります。

通り出来るようになると、介助者の訓練や物品管

・より長い透析時間や回数を確保することが出来

理の話と並行して、ご自宅で透析が出来るよう最

るため、体調改善や合併症の予防にもつながり、

終確認していきます。

食事や水分の制限が緩和されていきます。
実際にかかる費用

HHD のデメリット

自宅で透析をするためには、給排水・電気工事

・ご自宅で透析を行う為、自分の治療に責任を持ち

が最低限必要になります。

自己責任の元に行っていかなければなりません。

工事内容により費用は変わりますが、工事内容

・HHD では初期工事費と光熱費の負担があります。

を工夫し洗濯機の給排水を利用され費用を抑えら

・透析を行うためのスペースが必要になります。

れた方もいます。また地域や透析時間・回数によ

（透析装置とベッドやチェアーの治療スペース

って変動しますが、透析を行うために電気と水を

で 2 畳程度、使用する 1 ヶ月分の物品保管スペー

使用するので光熱費がかかります。

スで 2 畳程度）
・治療中に何らかのトラブルが発生し本人が対応
出来ない場合、本人に代わって返血や救急対応
してもらう必要があるため、介助者が不在の場
合は透析できません。
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透析食を楽しくしっかり食べる工夫
坂井瑠実クリニック

栄養科

林

管理栄養士

今回は特に皆さんが気になるリンについてクイ

由美子

まず、副菜についてですが、肉、魚、卵、大豆製品、

ズも交えながらお話ししていこうと思います。

乳製品などのうち気をつけていただきたいのは豆

食事で摂ったリンは体の中で骨や筋肉を作るの

類と乳製品です。しらす干しのような骨ごと食べ

に利用されます。そして腎臓の働きによって血中

る子魚類も注意が必要です。

のリン濃度は一定に保たれています。
しかし腎臓の働きが悪くなると尿中にリンが排

ここから「リンに関するクイズ」を出題いたしま

泄されなくなるので血中のリンが高くなります。

す。次の①〜⑤の食品のうち、リンの多く含まれ

では血中のリンが高いとなぜいけないのでしょ

るのは、それぞれどちらでしょうか。

うか。
それは骨がもろくなって折れやすくなったり、

問

血中のリンがカルシウムと結合し、血管壁の石灰

題

化がおこり、動脈硬化の原因となります。また動
脈硬化は将来的に心筋梗塞や脳血管障害など生命
にかかわる病気につながるからなのです。

①
木綿豆腐1/3丁
（100ｇ） 絹こし豆腐1/3丁
（100ｇ）

高リン血症の対策としては次の 3 つのことが大切
です。
1. 十分な透析

②

2. 食事のリンの摂取量を適量にする。
3. 自分にあったリン吸着薬を正しく飲む。

ベイクドチーズケーキ100ｇ

レアチーズケーキ100g

とりミンチ60ｇ

とりササミ60ｇ

ゆでうどん一玉200ｇ

ゆで日本そば一玉180ｇ

ミルクココアコップ一杯

カフェオーレカップ一杯

③

まずは透析を十分おこなうことです。透析時間
が長ければそれだけリンもたくさん除去できると
いうわけです。そして食事のリンの摂取量を適量
にすることと、自分にあったリン吸着薬を正しく

④

飲むということも大切です。
しっかり食べて食事を楽しんで元気を維持しな
がら過剰となるリンを減らすためには次のような

⑤

工夫が必要です。
1. リンの多い食品に注意する。

※写真はイメージです。表示されている分量を
あらわすものではありません。

2. リンを減らす食べ方の工夫をする。
3. 食事の適正量を守る。
今日はこの 3 つについてお話していきます。
ではリンの多い食品からみていきましょう。
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解答と解説
①の正解は木綿豆腐です。
あと食事の他におやつや飲み物に関

（木綿豆腐 １１０ｍｇ、 絹ごし豆腐 ８１ｍｇ）

絹こし豆腐は豆乳を固めたようなものなので木

してですが、3 食の食事で 1 日の栄養

綿豆腐に比べて水分量が若干多いのです。木綿豆

量が適量であってもおやつでオーバー

腐の方が凝縮されているため絹こしよりリンは多

してしまうケースがよくあります。

くなります。

おやつで気をつけていただきたいのはリンに関
して言えばどちらかといえば洋菓子よりも和菓子

②の正解はレアチーズケーキです。

の方がリンは少ないです。

（ベイクドチーズケーキ １００ｍｇ、レアチーズケーキ ６９ｍｇ）

ま た 暑 く な っ て く る と ア イ ス ク リ ー ムなどが

どちらもクリームチーズが材料に使われており、

欲しくなりますが、シャーベットやアイスキャン

クリームチーズはチーズの中では最もリンが少な

ディーなどの方が乳脂肪の多いアイスクリーム

いのです。レアチーズケーキの方はクリームチー

よりリンが少ないです。

ズを固めたようなもので比較的リンが少ないです。

飲み物については日本茶や紅茶、麦茶、ウーロ
ン茶などお茶はリンが少なくて、牛乳、飲むヨー

③の正解はとりササミです。

グルトなどはリンを多く含みます。
ビールの場合は種類によって差があり、ノンア

（とりミンチ ６６ｍｇ、とりササミ １３２ｍｇ）

肉類は脂肪が多いほどリンは少なくなります。で

ルコールのビールは普通のビールに比べてリンが

すのでとりミンチよりササミの方がリンが多く、同

少ないようです。

様にとりもも肉より胸肉の方がリンは多くなります。
ただし、肉魚に関しては脂肪の多い肉、魚ばか

リンの多い食品を頭において、食品を組み合わ

りを選ぶのではなく、魚の種類や肉の部位によっ

せて、食べる量や頻度を調節することによって上

てリンの含有量に多少の差がありますが、食べる

手に食べることができます。

分量に気をつけておけば季節や用途などに応じて

例えばリンの多い食品は毎日食べるのではなく、

いろいろな種類の食品を楽しんでもらえれば良い

週 2 回位にして量もあまりたくさんは摂らないよう

かと思います。

にすればいいのです。

④の正解はゆで日本そばです。

食事の適正量を守るについてですが、肉や魚、
卵などたんぱく質を含むものにはリンも含まれま

（ゆでうどん ３６ｍｇ、 ゆで日本そば １４４ｍｇ）

日本そばはそば粉の中にリンが多く含まれるの

す。たんぱく質の摂取量が多ければリンの摂取量

でリンが多くなります。

も多くなります。相関関係にあります。しかし食

めん類は日本そばや蒸し中華麺はリンが多くう

事そのものを減らしてしまった場合、低栄養にな

どん、そうめんなどはリンが少なくなっています。

ってしまう恐れもあります。

⑤の正解はミルクココアです。

たんぱく質は体を作ったり、体を動かすエネル
ギー源となる、人間にとって不可欠な成分ですから、

（ミルクココア １８４ｍｇ、カフェオーレ ７７ｍｇ）

ミルクココアもカフェオーレもどちらも牛乳が

目安として体重 1kg あたり 1g は摂っていただきた

使われていますが、ココアにはリンが多く含まれ

いと思います。体重 60kg の方ならたんぱく質は

ます。同様にチョコレートもリンの多い食品にな

60g 位摂って下さい。

ります。
（七訂食品成分表より）

リンについては以上の 3 点に注意して食事をして
いただけると良いのではないかと思います。

クイズはこれで終了です。

皆さんがより楽しくそしてしっかりとお食事が

皆様全部答えられましたか？

できることに少しでもお役にたてればと思います。
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医 師 紹 介

れました

さ
兵頭先生が着任

はじめまして。このたび、坂井瑠実クリニック（御

とくに記憶に残っている

影）で勤務することになった兵頭俊武です。出身は

のは、2011 年の東日本大震

四国愛媛県最南端の地にある愛南町です。愛南町

災に対する災害派遣活動で

は、南は黒潮踊る太平洋を望み、西は豊後水道に

す。1995 年の阪神淡路大震

面し、里山の豊かな自然に囲まれた温暖で、風光

災等を教訓とした災害派遣

明媚な地域です。地元の愛媛県立南宇和高校を卒

計画に基づき大規模災害に

業し、その後第二の故郷となる埼玉県所沢市にあ

向けた訓練を行っていましたが、東日本大震災の

る防衛医科大学校に入学しました。所沢市は日本

発災時に四国の部隊から派遣された私達は主に女

の航空発祥の地であり、ジブリ映画『となりのトト

川・石巻地域において地元医師会、DMAT チーム、

ロ』の舞台モデル、また埼玉西武ライオンズの本拠

保健所、地域の基幹病院、各自治体・行政機関等

地としても知られています。防衛医科大学校は『医

と連携をとりながら約 3 か月間に渡り地域の復興を

師たる幹部自衛官』を養成するために設立された機

サポートすることができました。

関であり、大学構内での集団生活（全寮制で先輩と

防衛省退官後は、近畿大学医学部腎臓内科で２

同室の 4 人部屋）と規則正しい生活（毎朝６時３０

年間の大学病院勤務を経て、神戸市内への転居を

分に起床、外出許可制等々）を義務付けられ、文武

契機にこの坂井瑠実クリニックで勤務することと

両道の学生生活をモットーとしています。医学部

なりました。坂井瑠実理事長、喜田院長を始めと

らしくない防衛医大ですが病院外で活動している

して、職員の皆様方が患者さまに最高の透析医療

卒業生も少なくなく、防衛省での活動に留まらず

を提供しようと日夜努力を積み重ねられている現

南極観測船『しらせ』の船医から宇宙飛行士に至る

場に参加することに大きなやりがいを感じていま

まで多岐に渡ります。部活に明け暮れる比較的ス

す。一日でも早く当院の医療体制に適応し、微力

トイックな大学生活を送っていましたが、無事、

ながら皆様方の健康の一助となるべく努力を重ね

医師国家試験に合格し、大学卒業と同時に陸上自

ていく所存です。

衛官に任官した私は、他校の卒業生が卒業旅行等

私個人としては、透析医療に対する知見を深め

でリフレッシュしている中、福岡県久留米市にあ

て、病気だけでなく、患者さんの生活にも思いを

る陸上自衛隊幹部候補生学校で幹部自衛官として

はせるような診療をしていきたいと思っていま

の初期教育を受けたのち（人生で一番かけ足が早い

す。至らない点も多々あるかと存じますが、皆様

時期でした）、防衛医科大学校附属病院と自衛隊中

方のご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げ

央病院での初期研修（総合臨床医を目指しいろんな

ます。

科を勉強します）、腎臓内科医としての専門研修、
大学院での研究等の医師としての研鑽を積むこと
と交互に、自衛官として埼玉、東京、北海道、沖縄、
関西、四国、東北、インドネシア等の各駐屯地、
自衛隊病院、被災地等で勤務しました。
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第62回

日本透析医学会
■ 開催日時：2017年6月16日〜18日
■ 場所：パシフィコ横浜

当院からは、以下の演題を発表しました。

◆「HCVコア抗原持続陽性にもかかわらず HCV 抗体が陰性化した慢性 C 型肝炎透析患者の 1 症例」
医 局
三上 満妃
◆「バークホルデリア・セパシアが原因菌である腹膜透析患者の腹膜炎」

医

局

喜田 亜矢

◆「透析患者の HBc 抗体測定の意義」

臨床検査科

松尾 真実

◆「透析時間，透析回数の定義について考える
〜維持血液透析ガイドラインに掲載されていない血液透析処方〜」

臨床工学科

臼井 荘一

◆「ニプロ社製自動採液装置ＮＩ
ＳＥでの透析排液の溶質吸着の検討〜界面活性剤の有用性〜」
臨床工学科

田中 康

◆「在宅血液透析患者の意識調査【第 2 報】 〜ボタンホール穿刺について〜」

臨床工学科

宮崎 勇人

◆「フットチェック表の作成 〜フットケアの統一を試みて〜」

看護部

坂本 明子

第62回 日本透析医学会学術集会に参加して
2017年6月16日（金）
〜18日（日）

坂井瑠実クリニック
主 任

看護部

坂 本 明 子

患者様が日常生活で足を守るためには、まず自分の

神奈川県横浜市にあるパシフィコ横浜

足をよく見ることが大切です。靴擦れや傷などはない

で「変革期に来た透析医療〜明るい

か、乾燥していないかなど、毎日足をよく見て下さい。

未来を築くために〜」をテーマに、第

靴の選び方も重要ですのでスタッフにいつでも相談し

62 回日本透析医学会学術集会・総

て下さい。また、足を清潔にしておきましょう。透析

会が開催され、6 月16 日（金）にフッ

で入浴できない時も、出来れば足は洗って下さい。日

トチェック表の作成〜フットケアの統一を試みて〜のポ

常生活の中でつくってしまうほんの些細な傷がきっか

スター発表をさせて頂きました。発表内容は、外来・

けで悪化してしまう事もあるので、予防が大切です。

透析室・病棟でフットチェック表の様式を統一化し、フッ

フットケアはいまや医療、看護の世界になくてはな

トケアスコア表を活用することでスタッフ全員がフット

らないケアとなっています。

チェック期間を評価でき、フットケアが継続できるシス

透析患者様の足を守ることは透析看護の中でも重要

テム作りが出来たことです。

であり、看護師が足の大切さを知り、患者様が日常生

看護部では現在、患者様に足の自覚症状の有無な

活の中で切断のきっかけとなる些細な傷を作らないよ

どをフットチェック表に記入してもらい、アセスメント

うに働きかけることが重要であると医学会に参加し改

シートを活用し足の観察をしています。足の観察から

めて学ぶことが出来ました。

得た情報でフットケアスコア表によりフットケア間隔を

ポスター発表は初めての経験でしたが、まとめるに

評価・決定しており、その後はフットケア表を使用し

あたり看護部全員の協力があったからこそ発表出来た

て継続観察しています。患者様により、足の観察期間

のだと思っています。これからも少しずつですが、患

は、透析毎・1 ヶ月毎・3 ヶ月毎・6 ヶ月・1 年とそ

者様に寄り添ったフットケアや看護を継続して行きたい

れぞれですが、チェックの際は看護師が声をかけさせ

と考えています。

ていただきますのでご協力よろしくお願い致します。
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友愛会バスツアー便り
5 月28 日友愛会のバスツアーに参加してきました。

ほうばりました。そ

私にとって友愛会行事デビュー。個人的にも遠出の

の 後、渡し 舟 の 見

レジャーは久しぶりで、妻と二人で参加させてもらい

える八 幡 堀を散 策。

ました。行き先は滋賀県近江八幡市。その朝は雲ひ

ひと汗かいて神社に

とつない青空に恵まれ、御影からバスは出発しました。

参ってバスに戻りま

行きは、永井幹事の名調司会とバスガイドさんの楽

した。本来ならここ

しい話に誘われ、和やかなムードに！ 初参加の私達

で帰路につくはずでしたが、予定より行程が早く進

もすぐに溶け込んでいきました。名神は珍しいくら

んだということで、帰りは近江大橋を渡り、ある場

い空いていて、あっという間に第一目的地、竜王町

所に寄るということになりました。そこは井筒八ツ橋

の近江牛レストラン毛利志満に到着しました。豪華

本舗というお土産屋さん。なんとほぼ全ての商品が

な料理を前に坂井理事長の「今日は制限も気にせず

試食できてお茶も頂けるというサービスの店、大盛

食べてください。」という挨拶で始まり、みんなで乾

況で私もたくさん試食し、気づいたらいっぱい買っ

杯しました。普段はお目にかかれないようなお肉と

ていました。

お料理、とても美味しく皆

という感じで、楽しい時間はあっという間に終わり、

さんとも歓談できて幸せな

心地よい疲れを感じながら笑顔の帰路となりました。

ひ と 時 でし た。そ の 後 は、

この旅を企画してくださった友愛会幹事の皆様、そ

今や滋賀の名店となったク

してクリニックのスタッフの皆様、本当にありがござ

ラブハリエのある日牟禮エ

いました。楽しい 1 日でした。これをきっかけに、今

リアへ。そこで洋菓子のお

後バス旅行を含めた遠出のレジャーに行けるような

土産を買い、向かいのたね

気がしてきました。
病気に負けず、楽しみを持っていきたいと思います。

やでつぶら餅というたこ焼
「八幡堀」鉛筆画（作：平道様）

新スタッフ
紹介
よろしくお願いします
①出身地
②趣味 ③抱負

平道

きのような見た目の団子を

入江

紅葉（技士部／御影）

峯野

初治

楓子（技士部／芦屋）

①鹿児島県

①大阪府河内長野市

②食べること

②墨絵、音楽鑑賞など

③早く仕事を覚えて、一人前の技士
さんになれるよう、一生懸命がん
ばりますので、よろしくお願いい
たします。

③たくさんの人からたくさんのこと
を学び、それを透析業務にしっか
りと生かしていけるような臨床工
学技士になることです。

編 集 後 記

厳しい暑さが続いておりますが、みなさまどうお過ごしでしょうか。
スプリングセミナーでは、在宅透析に少しでも興味を持って頂けるように苦慮しなが
ら発表しましたが、いかがでしたでしょうか。興味を持たれたでしょうか。バス旅行
では、天気に恵まれ楽しく過ごすことが出来ました。近江牛とても美味しかったです。
横浜で開催された透析医学会ではポスターで、発表してまいりました。ポスターが
完成したのが、神戸を発つ前日でギリギリでした。本山坂井瑠実クリニック開院時
からお世話になり約 4 年が過ぎました。やりがいを感じながら日々の業務に携わって
いますが、一年を通してのイベントが多く大変です。今回、編集後記を書くことに
なりましたが、編集委員でありながら一度も編集に携わったことが
ありませんでした。依頼が来たときは、自分でいいのかなと思い
ましたが、少しでも編集委員の仕事が出来ればと思い編集後記
を書かせて頂きました。今後とも宜しくお願いします。
（編集委員／宮崎 勇人）
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