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 ミヤマオダマキ（Aquilegia）

2013 年度 全腎協全国大会2013 年度 全腎協全国大会

　　　　　　 　in みやぎ・仙台　　　　　　 　in みやぎ・仙台

ミヤ オダ キ（A il i ）

　真昼の陽の光がやわらかくなり、爽やかな風が吹き

抜けるある日、帰路の林の中から鈴虫の声が聞こえて

きました。ステキな秋の知らせがやってきました。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　ある日 “ 全腎協 ” という季刊誌が私のもとに送られ

てきました。そこには今年の 5月 19日、宮城県仙台

市で “2013 年度 全腎協全国大会 in みやぎ・仙台 ” と

いう大きなイベントが開催された記事がたくさん載っ

ていました。

　まず全腎協について説明します。全腎協の正式名

称は “ 社団法人全国腎臓病協議会 ” という全国の人

工血液透析をしていらっしゃる患者さんの団体です。

1971 年（昭和 46 年）に発足したこの会は、透析者

の生きる権利を守ること、そして透析者は与えられる

ばかりでいてはいけない、自らが出来る社会貢献をし

ようと訴え続けている立派な団体です。

　今年、全国大会が仙台で行われたのは 2011 年 3

月 11 日の東日本大震災から多くのことを学び、この

災害を決して忘れることなく大きな教訓として心に留

めておくためだったのかもしれません。石巻市では透

析施設が被害にあったため、透析者達は透析を受ける

こともできず 1日おにぎり 1個の生活を 3日間送り、

震災 5日後に山形県内の病院へ

やっと搬送されたのでした。これは本当に深刻な事態

だったと思います。どんなに励ましの声や物資があっ

ても週 3回透析を受けることで命を守っている方々

が 5日間透析を受けられないということは死を覚悟

する程の大きな問題だからです。

　この大会で講演された患者さん、臨床工学技士、医

師が共通して語られた一番大切なことは、日頃から自

分の体をきちんとコントロールすべきだという意見で

した。透析者は腎機能が廃絶しているため尿がほとん

ど出ない無尿状態ですし、食べた食物が体の中で燃焼

して出た毒素を処理することもできないのです。従っ

て、日々の水分と食事を正しく計算しながら自己管

理していないと、この 5日間はまさに生死を分ける 5

日間になるのです。

　当院では少ないことですが、他の医療施設では水分

管理（1日 500ml 以内）を全くせず、飲んだり食べ

たりやりたい放題して週 3回の透析で体に溜まった

水と毒素を抜いてもらっている方が少なくありませ

ん。今、災害がないからそんなことがまかり通るのだ

と思うと、この東日本大震災から私達とはまた別の多

くの学びがあるに違いないと感じました。

院へ
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当院で糖尿病専門外来を担当している佐藤 潤一先生が、定期的にコラムを送っ
当院で糖尿病専門外来を担当している佐藤 潤一先生が、定期的にコラムを送っ
て下さいます。 私ひとりで読んでいるのでは勿体ないので皆様も参考にして
て下さいます。 私ひとりで読んでいるのでは勿体ないので皆様も参考にして
ください。　　　　  ください。　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高木 由利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高木 由利

全腎協でご奉仕されている役員の方々は自らが透析者

ですが、この災害をご自分のこととして真剣に受け止

めている姿が如実に感じられました。

　当院にもこの全腎協の枝として “ 織本病院腎友会 ” 

という 80名程の組織があります。会長の石田健郎氏

を始め、役員の方々の様々な活動には頭が下がる思い

です。透析者は社会に頼ることばかり考えずに、自立

して自分達はどうやって少しでも元気に生き、社会貢

献するかを力説されているのです。

　全国の透析者の皆さん、日本の国民として自己管理

に励み、共に社会のために活動しようではありません

か。次期の全国大会には私も是非参加したいと考えて

います。

内 科　佐藤 潤一

　地球温暖化や異常気象の影響で、最近では 9月末

まで猛暑日や真夏日があることも珍しくありません。

しかし、9月になると次第に夕方から夜間の気温が低

くなり、真夏より温度の変化が大きくなってきます。

また、秋雨前線による長雨や台風が襲来することも多

い時期です。それらの天候の影響、夏に疲弊した身体

が回復せずにいること、冷たい飲食物を過剰に飲み食

べしたり夜間も薄着でいるなど夏の生活習慣が続いて

いること、などの因子が重なり初秋を迎えると、所謂

秋バテと呼ばれる健康障害を起こすことが少なくあり

ません。

　秋バテ（正式な医学用語ではありません）の症状と

しては、倦怠感が急激に出る（疲れがどっと出てくる）、

食欲がなくお腹が張った感じが続く、めまいや立ちく

らみが起こる、頭が重たい感じがする、寝つきが悪く

睡眠不足になる、目覚めが悪く朝すっきりしない、な

ど種々の症状があります。

　秋バテの予防法としては、冷たい飲食物を避け、温

かい物を 1日 3食バランスよく食べるようにするこ

と、脂っこい物を避けること、不足しがちなビタミン

やミネラルをしっかり摂ることが大切です。また、シ

ャワーだけでなく温めでゆっくり入浴すること（37

～ 39℃、半身浴が効果的）、

体が冷えないようにオフィスなどでは温度調整ができ

る服装やひざ掛けを使うこと、寝る時も長袖のパジャ

マや布団などで身体が冷えないようにすることも大切

です。さらに、朝晩の気温が高くない時間帯を選んで

ウォーキングなどのエクササイズを行い汗をかくこと

も効果があります。さらに夜更かしを控え、朝早く起

きて朝日を浴びるようにすることも大切です。

　これらの注意を行っても症状が続く場合は、何らか

の病気が潜んでいる可能性もありますので医療機関を

受診するようにしましょう。

【担当医】                 佐藤 潤一
                 （内分泌・代謝、糖尿病、動脈硬化、肥満症）

【診療日】    第 2・3土曜日（午後）
                             ※ 予約可（予約なしでも受付可）
                             ※  診療日は変更になることがあります。　      
                                   ご予約の際にお問合せください。

【ご予約・お問合せ】   ☎ 042-491-2121

糖尿病外来

暑さ寒さも彼岸まで暑さ寒さも彼岸まで

内 科
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専務理事・事務部長　箕輪 比呂志

音と癒し音と癒し

　当院で

は、毎年

１２月に

患者さん

や近隣の

方々に楽

しんで頂

くため、

織本病院

混声合唱

団や教会

の方が中心となりクリスマスコンサートを開催してい

ます。ベートーベンの第九、イタリア歌曲、日本の童

謡などを織り込み、当院 4階の織本ホールで開催す

るクリスマス気分満載のコンサートです。

　さて、当院では初めての職員によるギターデュオ・

ミニサマーコンサートを 8月 10 日（土）、2階病棟

のデイルームで行いました。当院で月 1回の勤務を

している東京女子医大形成外科の菊池雄二先生と私が

ギターを弾きながら、なごり雪、青春の影、あずさ 2

号などの懐かしい曲を患者さんや職員の前で歌いまし

た。その他のプログラムとして薬剤師や事務系スタッ

フ 4人で構成した職員のアカペラ（伴奏なしの合唱）

による坂本九さんの遺作となった「心の瞳」も盛り込

みました。デュオですので音合わせがとても大切です。

勤務の合間に実質 1時間程度の練習を 3～ 4回しか

できませんでしたが、精一杯演奏しました。そんな努

力を受け取って頂けたのかアンコールまで頂き、即興

で井上陽水の「旅の宿」を何とか演奏して幕を閉じま

した。

　今回のミニコンサートを行ったきっかけは、病棟の

看護師から聞いた「患者さん方が昔の懐かしい歌を聞

きたがっている」という言葉でした。病棟の空間に、

私達がギターを持って出向いて行き、患者さんの近く

で演奏することで喜んで頂けるのではと思いつきまし

た。この私の思いを、すぐに賛同して下さった菊池先

生に感謝しています。

　コンサート前日、ある男性の入院患者さんから院内

に掲示したコンサートのポスターが欲しいとの要望が

あると聞き、とても楽しみにされていることが強く伝

わってきました。そして、その方がコンサート後も病

室でポスターを手にとって、じっと眺めていらしたと

     箕輪大兄と       箕輪大兄と  
楽しく演奏させて頂きました。楽しく演奏させて頂きました。

有り難うございました。有り難うございました。

聞きまし

た。その

姿を心

に描い

た 時、

病院と

いう特

殊な環境の中で、聴いて下さった方々も

演奏した私達も楽しい時間を共有できたことを感じ、

来年も必ずミニコンサートを行いたいと思いました。

足でリズムを取る方、一緒に口ずさむ方、それぞれの

楽しみ方を身近で感じて、

患者さんに一歩近づけた

感じがしました。あり

菊池先生菊池先生

がとうございました。
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9 月の糖尿病教室

会　場  ：  第 1 会議室（織本病院 4F）
時　間  ：  午後 1：00 ～ 2：00（開場 12：45）
参加費  ：  無料
予　約  ：  不要（直接会場へお越しください）

第 33 回　9 月 3 日（火）第 33 回　9 月 3 日（火）

メインテーメインテーマ  マ  『 糖尿病をもっと知ろう !! 』『 糖尿病をもっと知ろう !! 』

講師：看護師・薬剤師

第 34 回　9 月 17 日（火）第 34 回　9 月 17 日（火）
講師：管理栄養士・理学療法士・臨床検査技師

第147 回 腎疾患ゼミナール

腎臓内科 ： 高木由利

2013 年 9月 26 日（木）
午後 1：00 ～ 2：00
オリモトホール（織本病院 4F）
参加費無料

『 『 謙虚な気持ちで謙虚な気持ちで
　　　　腎不全と向き合おう⑦ 』 　　　　腎不全と向き合おう⑦ 』   

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

『 でんぷん薄力粉を使って『 でんぷん薄力粉を使って

    　　　    　　　チヂミチヂミ  をを作作ろうろう!! 』!! 』
管理栄養士 ： 和田 苑子管理栄養士 ： 和田 苑子

今月のかべ新聞


