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織本病院の体験入院織本病院の体験入院

たらの芽

　いつまでも気温が上がらないので、私はつい暖かい

コートを着て出勤してしまいます。でも外に出ると陽

射しは春うららかになり、何となく気分は活気付いて

くるのです。清瀬の美しい季節が始まろうとしている

からかもしれません。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　今年に入って、私は診療に関する考え方を少し変え

てみました。腎不全外来では、腎機能を守るために厳

密な自己管理を全うするべく厳しい指導を続けていま

す。厳しいと言っても、何もスパルタ教育をしている

訳ではありません。ご自分の腎臓の状態に合わせた正

確な食事療法が出来ているかどうかを分析して説明し

ているのです。

　私は自分なりに精一杯指導してきたと思っていたの

ですが、ある患者さんとの会話から反省点が見付かり

ました。それは、もっと患者さんに歩み寄

るために自分は何を提案すべきかを考えた

のです。そしてその方に、腎不全食を食べ、

私や栄養士と話し合い、次に調理実習をす

る腎不全食体験入院を提案しました。今ま

でも何人かの方にお勧めしたのですが、ほ

とんどの方が入院の前日にキャンセルされ

たため、私は意味がないのかと

諦めていたのです。しかし、当院の栄養士達は栄養指

導をするだけでなく、患者さんと色々お話ししながら

調理実習をして、実際に自分の手で作り上げる体験が

できるようにしています。そして病室に戻り調理師達

の作ってくれたおいしい腎不全食を味わうことで、本

当においしい腎不全食を作って味わって体験できるの

です。私はその間に病室を訪問して、食事や諸検査の

ある日の腎不全患者様用のお昼ごはん
「低たんぱくちらしずし」
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病棟看護師　寺田 典子

排便コントコントローロールについて ルについて 

　この所続く不景気の影響で、バブル全盛の頃のよう

なグルメブームは少し陰りを見せています。しかし食

べることは別問題です。食べることは、人間にとって

最大の欲求のひとつです。けれども、 “ 食べたら便を

出す ” ということに対し関心を持たない人が多いよう

です。

　まず始めに “ 排便のしくみ ” について説明します。

“ 便を出す ” という行為は、私たちの体を健康に保つ

ためにとても重要な排泄行為です。人間の体内には、

取り込んだ成分の中からきちんと必要な物を必要量だ

～ 第 130 回 腎疾患ゼミナール～ 第 130 回 腎疾患ゼミナール
          　　看護師からのワンポイントアドバイスより ～          　　看護師からのワンポイントアドバイスより ～

け吸収し、あとは排出する機構

が備わっています。食べ物の残りカス、不要な物が 

“ 便 ” として体外に排出されます。口から入った食べ

物を消化・吸収する働きをもつ胃や腸などの一連の臓

器を消化管といいます。

　口から入った食べ物は、約９メートルにも及ぶ長い

旅をすることになります。食べ物の種類や量によって

異なりますが、その通過時間は、1日半から 3日ぐら

いかかると言われています。

　排便は “ 便意 ” があって起こります。便を送り出す

には蠕動運動と呼ばれる運動が必要となります。食事

をすると胃結腸反射と呼ばれる反応が起きて腸がもぞ

もぞと動き出します。直腸の中に便が溜まると内圧が

ぜんどう

高まり、「便

が溜まりまし

た」 という報

告が脳に送ら

れ、脳は 「う

んこをしなさ

い」 と命令し

ます。この時トイレに行きしゃがむと直腸と肛門が直

線化し、さらに力むことによって肛門の圧力が増し肛

門活約筋が緩んで便の排出が行われます。特に朝は胃

が空になっているので胃に食べ物が入ってくると強く

口 → 食道 → 胃
（消化液で細かく

砕いて消化する）

→ 小腸（大部分
の栄養分が吸収さ

れる） → 大腸（水
分が吸収されて固

形の便となる）→ 
肛門から排出

ことを患者さん達と話し合います。

　この体験入院を充実させてから、私はある事に気付

きました。緊張して入院されてくる方々が、入院後に

は笑顔が出てよくおしゃべりするようになり、今まで

にない位食事や食材のことを質問して下さるようにな

るのです。少し億劫で難しそうな腎不全食が自分の身

近な食事になり、これを食べることで自分の腎臓を守

るという意識が芽生えたのか私にはよくわかりません

が、明るく元気で前向きになっていく患者さんのお顔

を拝見することは私の喜びです。

　今日もまた、学んだことを実行しようと決心された

方が退院されました。

　今年は私の心の中に “ 積極的治療の実践 ” というヴ

ィジョンを立てています。この体験入院も私自身が一

歩踏み出したヴィジョンの 1つの形だと考えていま

す。

　是非この体験入院をチャレンジしてみて下さい。
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胃結腸反射が起こり便意も強く表れます。便意を感じ

たらすぐトイレに行き力むというのはとても大事なこ

とです。便意を逃してしまうと、この一連の連携プレ

ーがうまくいかなくなり、便意は消失してしまいます。

　また、便秘の陰には大腸がんが隠れていることもあ

ります。長年便秘をしている人は、有害物質が腸粘膜

を刺激し続けてしまうので大腸がんになりやすいので

す。食生活の欧米化に伴って、高たんぱく・高脂肪の

食べ物を摂取するようになり、日本の伝統的な食事の

中に含まれている、食物繊維の豊富な豆類や、野菜、

イモ類、海草類などを食べることが少なくなってきた

ことが便秘の原因の 1つかと思われます。“ たかが便

秘 ” とあなどってはいけません。

　快便のためには、毎日の食生活や生活習慣がとても

重要となります。以下の項目を参考にしてご自分の食

事や習慣を見直してみてください。

  ◎ 食生活の改善　　
　1） 3 食しっかり食べる
　2） 栄養バランスを考えて食べる（目標 1日 30 品目）
　3） 食物繊維を多く含む食品や発酵食品（ヨーグルト・
　　    納豆など）を摂る
　4） 水をたっぷり飲む
          （1 日 1.5ℓ以上、但しむくみ始めたり心臓が 

                                                        悪くなったら 1ℓ以下にする）

  ◎ 習慣の改善
　1） トイレをリラックス出来る空間にする
　2） ストレスと上手に付き合う
　3） リフレッシュできる趣味を持つ
　4） ゆとりのある生活を
　5） 適度な運動をする
　6） 規則正しい生活をする
　7） 睡眠を十分とる（6～ 8時間位）

　右の図は排便を促す運動です。家で簡単にでき、ス

タイルアップにも効果的ですので是非お試しくださ

い。運動は継続することが大切です。また、腹式呼吸

も効果的です。腸に刺激を与えるだけでなく力む時に

必要な横隔膜を固定する力を鍛えます。運動後の息を

整えたり、リラックス効果もあるのでお勧めです。

　生活が規則正しくなることによって、体調が良くな

り排便時間も自然と決まってくるようになります。生

活のサイクルは人それぞれ違うので、必ずしも朝の排

便にこだわる必要はなく、自分なりに余裕のある時間

にトイレに座る習慣をつけましょう。「絶対毎日出さ

なくては」と無理矢理出そうとするとかえってストレ

スになってしまうこともあります。

　便（べん）は、便（たより）とも読みます。うんこ（大

便）は体の大きな便りです。うんこを見て体からの便

りを読めるようになって下さい。　

● お腹のマッサージ

● 腰を痛めない腹筋運動

◎ 排便を促す運動

おへその下あたりに枕を入れ、
ゆっくり大きく時計回りに
マッサージ

おへそを見るよ
うにゆっくり起
き上がる

● 足上げ運動
足をまっすぐ伸ばして
上げ、ゆっくり 10 数え
てから下ろす

● 床につけた状態からお尻を上げる

腰をまわす

● 応用編

● 腹式呼吸

鼻から息を吸いながらお腹を膨らませ、
口からゆっくり息を吐きながらお腹を
へこませる
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腎臓内科 ： 高木由利

『 『 自己管理をレベル自己管理をレベルアッアップさせよう ② プさせよう ② 』 』 

管理栄養士 ： 重野 隆幸

第 131 回  腎疾患ゼミナール

『  『  でんぷん薄力粉を使ってでんぷん薄力粉を使って

　　　　“りんごとさつまいものホットパイ ”“ りんごとさつまいものホットパイ ”    を作ろう‼ を作ろう‼ 』 』 

2012 年3 月15日 （木） 
午後 1 ： 00 ～

オリモトホール（当院4 Ｆ）

無料

日　　時 ：  

　　　　　　　　

会　　場 ： 

参加費 ： 

ル（ルルルルルルル（ルル（ルルルルル（ル（ Ｆ）（当院4 ＦＦ）Ｆ（当院4（当院4 ＦＦ4（当院4（当院4

栄養科からのワンポイントアドバイス栄養科からのワンポイントアドバイス

どなたでもご参加頂けます。皆様ぜひお越しください。

手術室エリア改修工事のお知らせ手術室エリア改修工事のお知らせ

只今、当院 1階手術室エリアの改修工事を行っております。工事期間中は何かとご不便、ご迷惑をおかけし大変申し訳ござ
いませんが、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

工事期間  ：  平成 24 年 2月 6日～ 3月 14 日 予定

・体脂肪率
・内臓脂肪量
・内臓脂肪面積                
・皮下脂肪量　
・部位別筋肉量
・腹部肥満率
・体水分量
・基礎代謝量
・身体年齢

・X-SCAN チェック（左記参照）
・血液検査
   （総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・中性脂肪・HDL・LDL・GPT・γ -GTP）
・ PWV検査（動脈硬化度チェック）
・腹部 CT検査
・結果票（総合判定・Dr 指導）

検査時間  ：  約 5 分
検査費用  ：  1,260 円（税込）

検査時間  ：  約 45 分
検査費用  ：  6,300 円（税込）

【インピーダンス
　（電気抵抗）測定】

【腹部 C T 画像】
  赤：内臓脂肪  
  青：皮下脂肪   

【検査内容】 【検査内容】

/q=lZha%Zh/q=lZha%Zh

 
メタボ徹底チェック

皆様の健康管理をサポートしていきます。病気の予防こそが健康の秘訣です！！
ご自身の健康管理に当院の『メタボリックチェック』を是非お役立てください。

【お申込み・お問合せ】
健診ダイヤル  042-493-2361

 
X-SCANチェック

 

【インピーダ
　（電気抵抗

当院の『メタボリックチェック』では、体成分分析をはじめ、
C T による画像チェックや血液検査など様々なデータに基づき
　　　　

】

高血圧・脂質異常症（高脂血症）・糖尿病 これらの生活習慣が複数重
なると動脈硬化が進行し、最悪の場合 心筋梗塞・脳梗塞 などの重篤
な動脈硬化疾患を引き起こし生命の危機にさらされてしまいます。

メタボ徹底チェックをメタボ徹底チェックを
人間ドックと同時に行うと人間ドックと同時に行うと

3,150 円3,150 円（税込）（税込）


