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ある腎不全患者さんの日記から

10
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　9月は雨ばかりだったので、今月は秋晴れの日々を

夢見ています。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　腎不全外来に通院している患者さん達と、病気や人

生について語り合うのは本当に楽しいのです。外来で

は、腎不全の攻略法をデータを見ながら微に入り細に

入り考え、私、患者さん、栄養士、専任クラークと額

を突き合わせて意見を出し合っていると、年齢、性別

を超えた素晴らしい世界が生まれてきます。決して治

ることのない慢性腎不全ですが、数値を少しでも改善

させるために日々厳密な食事療法を行っている患者さ

ん達は本当に素敵な方々なのです。

　私の外来では、問診日に採血、採尿をし、自宅で行

ってきた 24時間蓄尿を提出し、診察室では毎日記録

した血圧表、食事記録のコピーを提出して頂きます。

そしてその 1週間後に結果説明と指導、そして栄養

指導があります。

　ある 82歳の男性患者さんの腎不全日記です。

 ＊-----------------------------------------------＊
 『 病院で採⾎・採尿と蓄尿のサンプル提出の⽇、朝か
ら、薬も飲まず⾷事も抜きで、8 時半、清瀬駅前出発の
送迎バスにて病院へ⾏く。ペットボトルに⽔を⼊れて、

時々飲みながら…。病院での採⾎に
間に合うように、⽔分を補給していくのだ。8 時 40 分
頃、受付に診察券と保険証を出す。8 ⽉からは新しい保
険証に変わっているのだ。カルテを持って検査室へ⾏く。
今⽇は空いていて、蓄尿も提出、採⾎も済み、採尿もち
ゃんと出た。
 4 階の腎不全外来へ…。昨⽇印刷した資料と「⽇記 7
⽉分」を 2 部、受付の⾚井さんに渡す。カルテと⼀緒
に診察室へ回してくれるのだ。今⽇は特別に、8 ⽉ 9 ⽇
の城中関東会の料理の報告で、8 ⽉の⽇記から 7・8 ⾴
の抜き刷りも持って⾏った。蓄尿の 1 週間前に⾷べた
料理の報告だ。そこにも書いたが、この位ならば蓄尿の
数値に影響がないだろーと思っているが…。
 先⽣が診察室に⼊られて、⼀番に呼ばれた。「今⽇は
⼀番に呼ばれましたね」と⾔いながら、診察室に⼊る。
先⽣は私の資料を⾒て、栄養に関するものは、「これは、
そちらへ」と、中村栄養⼠に渡して、⽇記をぱらぱらと
⾒て、「いろんな⾷材を摂っていますね」と⾔った。私
は、特に持ってきた 9 ⽇の料理を報告したが、「とにか
く来週が楽しみですね」ということで問診を終わった。

「安⼼の森⽥さんへ」と坂内さんが⾔いながら、基本伝
票を渡してくれた。その⾔葉は、私の⾷事管理への励ま
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糖尿病・内分泌内科  メディカルセンター長　小内　裕

　2016 年 9月 6日に清瀬市医師会糖尿病対策委員会

が行われました。当院からは１題症例を提示し、活発

な討論が展開されました。

　今回発表した内容は、「精神疾患を有する糖尿病患

者の治療方針」という、極めて難題なものでした。私

はこれまでも何症例か経験しましたが、当院でも精神

疾患を抱えた糖尿病患者は少なくありません。

　治療に難渋する理由は様々ありますが、主な原因と

して 4つの因子（表 1：精神症状、精神科領域の薬物、

患者のライフスタイル、医療側の問題）と社会背景（表

2：地域住民の精神疾患への理解と各事業所の役割）

が大きく影響するからです。これらを理解して治療を

行っている臨床医は非常に少なく、悲しいことに、「精

神疾患のある患者は診ない」、「よその病院で診てもら

って下さい」といった風潮があり

ます。全人的にとらえた医療こそ、真の医療だと私は

強く感じています。

　今回の症例は、当院の医療スタッフ一人ひとりが真

摯に患者さんと向き合い、社会背景まで考慮したカン

ファレンス（会議）を徹底的に行いました。その結果、

血糖改善だけでなく、治療に対する動機付けに成功し

ました。今後も更なる改善を目指すため、引き続き医

療スタッフ一同努力していきたいと思っております。

【表 1】

何故、精神病患者の糖尿病治療は難しいのか？
        ー４つの因⼦から考えるー

【表 2】

地域住⺠の精神疾患への理解と各事業所の役割

徳⼭明広「統合失調症と⽣活習慣病」：精神科看護 2015.3. vol. 42 No.3 p4-22
樺島啓貴「精神疾患と⾝体疾患を併せ持つ患者の在宅療養を⽀える

地域連携」：地域連携 ⼊退院と在宅⽀援 vol.8 No.6 p69-72
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清瀬市医師会
　　糖尿病対策委員会に参加して

しだと受け取って、嬉しかった。本当に来週の検査結果
が楽しみだ…。
 帰宅後、今⽇は、私がステーキが⾷べたいと注⽂した
ので、妻が昨⽇のうちに和製の⽜⾁を買って来てくれて
いる。私は少なくとも 300g は⾷べたいと⾔っていたの
だが、妻が買ってきたのはステーキ⽤の⾁厚な物ではな
かった。しかも「これしか無かった」と 270g の薄べっ

たい⾁である。それでも 3 倍の価格であったという。』
 ＊-----------------------------------------------＊
　検査当日の記録です。元気に明るく生活しつつ、日々

の食事をどう組み立てて検査結果を安定させるかを考

えていらっしゃる努力が伝わってきます。私はこの方

を通して、考えて生きることの大切さをもう一度噛み

しめることができました。



　織本病院では、28 名の看護助手が看

護科に所属しています。患者さんのベッ

ドサイドを頻繁に訪れることから、患者

さんから最も近い存在であり、親近感からでしょうか看護助手にあだ名を付ける方もいら

っしゃると聞いています。これまでも看護助手を対象とした勉強会を開催してきましたが

8月下旬に、当院の理念、ビジョン、戦略への理解を深める目的で勉強会を行った後に、
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　9 月 14 日（水）、清瀬市

コミュニティプラザひまわり

で今年も自衛消防訓練審査会

が行われました。出場総数 28隊で、当院からは男

子隊（指揮者：医療相談員 濱田国男／ 1番員：理

学療法士 吉良大輝）と女子隊（指揮者：看護師 村

上由紀子／ 1番員：看護師 海野麻実）が出場しま
した。　自衛消防隊は、「自分達の職場

は自分達で守る」という基本理念に基づ

き、火災等の有事の際、消防隊が到着す

るまでの間、通報・消火・避難誘導等の初動処置を行います。私

達は、職員全員が「災害時に冷静な判断と迅速な行動」ができる

よう、繰り返しの訓練により防災意識を高め、医療者としての使

命・役割を果たしていきたいと思います。

地域医療連携室
濱田  国男

自衛消防訓練審査会自衛消防訓練審査会

専務理事   箕輪 比呂志

看護助手研修看護助手研修

アンケートを実施しました。講義内容を自分の言葉に置き換え、それぞれの

個性が感じられるとても分かり易い表現でしたので紹介をさせて頂きます。
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第73 回  糖尿病教室

13132016 年         月2016 年         月              日日（木）1010
午後 3：00 ～ 3：30午後 3：00 ～ 3：30
オリモトホーオリモトホールル（織本病院 4F）
予約不要・参加費無料予約不要・参加費無料

第181 回  腎疾患ゼミナール

腎不全の理解を深めましょう ⑰腎不全の理解を深めましょう ⑰

腎臓内科 ： 高木  由利腎臓内科 ： 高木  由利

20202016 年           月       2016 年           月                     日日（木）（木）
午後 1：00 ～ 2：00午後 1：00 ～ 2：00
オリモトホール（織本病院 4F）オリモトホール（織本病院 4F）
参加費無料参加費無料

1010

栄養の吸収栄養の吸収 についてについて
効果的効果的なな

    ウォーキングウォーキングについてについて

管理栄養士 ： 中村　彩管理栄養士 ： 中村　彩

理学療法士 ： 吉良 大輝
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　現在、医療界では「フレイル」が話題となっています。フレイルとは「加齢に伴って筋力や心
身の活力が低下した状態 ＝ 虚弱」のことをいいます。超高齢化社会を迎えつつある昨今、フレイ
ル対策が国の医療に求められています。

リモト  ェアビクス

　織本病院ではフレイル対策の一環として「オリモトチェアビクス」を
考案しました。糖尿病専門医の小内医師が作詞作曲した歌とともに、上半
身だけでなく下半身の運動も行い、子供からお年寄りまでムリ・ムダ・
ムラなく筋肉を鍛えられる、まさにフレイル予防にぴったりの体操で
す！  椅子に座ったままでも立ってもできるようになっています。
　当院で毎月行われている、腎疾患ゼミナールと糖尿病教室の最後にオ
リモトチェアビクスを行っていますので、皆さん是非ご参加ください！

ができました︕︕

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

『『でんぷん米の炊き方いろいでんぷん米の炊き方いろいろろ！！！』！』

木）木）
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良 大良 大輝
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