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透析者の皆さんと…
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　紅葉を楽しむ間もなく冬の風が吹き始めました。そ

んな寒い朝、私の部屋のジャスミンが美しい香りを届

けてくれて、私を元気づけてくれます。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　10月 30 日 ( 日 ) は透析者の方々とそのご家族との

交流会 “ 透析センター秋の懇話会 ” が開かれました。

透析に関係する医学的なお話し、皆様からの質問コー

ナー、そして歌ったり、おしゃべりしたりの 2時間

でした。

　この懇話会を始めて 10年になりますが、織本病院

の行事は 10年以上続いているものがたくさんあるこ

とを改めて思い起こしていました。この懇話会では、

毎回織本病院腎友会会長さんからのお話しがありま

す。今回は、透析者への厳しい批判を元テレビアナウ

ンサーH氏がインターネットに投稿されたお話しを

聞きました。その批判は誠にひどいもので、透析に入

ったのは自業自得であり、生きる権利はないというよ

うなお話しでした。確かに透析者の中には何の感謝も

なく権利だけを主張する患者さんがいることは事実

です。しかし、当院の透析者の方々はいつも感謝をも

って一生懸命自己管理をされている方がほとんどな

のです。

　ところでこの腎友会とは、透析を

している方々が結成した会で、その上部団体は東京腎

臓病協議会、そして全国腎臓病協議会という会です。

この会の歴史は古く、人工血液透析が始まってから結

成されたのですから、かれこれ 50年近くになるはず

です。当時は家族に 1人でも透析者が出ると一家心

中しなければならないと言われるほどお金のかかる

治療でした。そのことから透析者の皆さんが集まり国

に働きかけ、透析者の命を守るために更生医療の適応

となり治療費は税金で全額負担されるようになりま

した。その頃活躍した方々は既に亡くなられています

が立派な働きだと思います。

　私がいつも思うことは人の命はかけがえのないも

のであるということです。その命を守るのは日々の自

己管理です。自己管理とは、自分の体に相応しい食

事量と運動量を真剣に模索し、検査データと照らし

合わせながら医師と管理計画を立てていくことです。

そしてその終わりの日までその人なりに精一杯生き

るべきではないでしょうか。私はそのことを信じて、

日々の医療を患者さん達と一緒に力の限り行ってい

ます。
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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

第8回 アジア糖尿病学会に参加しました
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人工透析センター  臨床工学科　加藤 祥大

第 16回 透析センター懇話会

　2016 年 10 月 26日～ 30日、台湾で第 8回アジア糖尿病学会が開

催されました。この会はアジアだけでなく、様々な国から糖尿病に対

するエキスパート達が集結し、バラエティー豊かな討論が行われます。

　私は「低血糖を主訴に救急外来を受診した患者についての検

討」について英語でポスター発表を行い、幸運なことに『JADEC 

International Research Promotion Award 2016』を受賞しました。

　今回の学会では薬物療法よりも、糖尿病教育といった患者さんに寄

り添った医療を中心に議論が展開されていたように思われます。

　織本病院でも患者側に立った観念で糖尿病治療を行い、今後もより

優れたデータを集めて研究結果や治療方針を世界に発信することを約

束します。

追記：小籠包も美味しかった＼（＾◯＾）／

　10月 30日に第 16回透析センター懇話会を行いました。今年は患者

様とご家族合わせて 56名の方が参加して下さいました。懇話会の内容

を簡単ではありますが報告させて頂きます。

　高木理事長の挨拶でスタートし、木村技士長による透析センタースタ

ッフの紹介、横田看護師による “ 水分コントロールと塩分管理 ” の話と

続いていきます。横田看護師がスライドを使い腎臓の働き、塩分と水分

の関係、減塩のポイントを解説し、患者様もメモを取りながら熱心に聞

いておられました。そして学んだあとはお待ちかねのでんぷん

製品を使ったおやつです。でんぷんホットケーキミックスとで

んぷん薄力粉を使ったスコーンの調理手順とポイントを山崎栄

養士が動画を見ながら解説します。スコーンを食べた患者様か

らは「おいしい！」「普通のスコーンと遜色ない！」など驚き

の声が上がっていました。お腹も満たされたところで、職員に

よる歌と演奏で楽しんで頂き、会場は大いに盛り上がりました。

続いての Q＆ Aのコーナーでは、高木理事長はじめ、それぞ
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2016 年 10 月 8日（土）、2階病棟ラウンジ

にて、『第 7回 ザ・ショクインズ  秋を愉しむ

コンサート』を開催しました。前回から登場した稲冨検査技師長

のドラムに加え、今回からは小内先生のベースも加わり、往年の

ヒット曲をバンド形式でお聴

かせしました。ご来場くださ

った方々から嬉しい感想を頂

きましたので掲載します♪

たくさんの来場者でびっく
りしました。知っている曲
は少なかったのですが、⼼
温まる演奏で感激しました。
                   20 歳代・⼥性

素晴らしい演奏と歌が聴け
て満⾜でした。
次回のクリスマスコンサー
トも楽しみにしてます︕
                   50 歳代・男性

すごく良かった︕
特に沢⽥研⼆の「勝⼿にしやがれ」
が最⾼だった︕また⾒たいね。
楽しかったよ (^^)
             70 歳代・男性

どの曲も知っていて、楽しめまし
た。息⼦も楽器をやっているので、
家族との会話もはずんで良かった
と思います。
                         80 歳代・⼥性

れの担当スタッフが患者さんからの質問にお答えし、

最後に織本病院腎友会会長の山下賢様よりお知らせが

あり懇話会は無事終了しました。

　今回もとても充実した内容で、冒頭の高木理事長の

挨拶にあった「食べて笑ってただ楽しいだけでなく、

学んで帰れる懇話会」を行うことができたのではない

かと思っています。スタッフ一同、まだまだ未熟な点

もたくさんありますが、患者様と一緒に学び成長して

いきたいと思います。

9月から透析センターの　　　

看護師リーダーになりました　　

横田 順子 です。　

　　患者さんと一緒に学びながら成長できる
　　よう頑張っていきたいと思います！

　　よろしくお願いします !!　　

た稲冨

　ご参加下さいました皆様、ありがとうございました。
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第74 回  糖尿病教室

1414         月         月              日日（月）（月）1111
午後 3：00 ～ 4：00午後 3：00 ～ 4：00

オリモトホーオリモトホールル（織本病院 4F）（織本病院 4F）
予約不要・参加費無料予約不要・参加費無料

第182回  腎疾患ゼミナール

腎不全の理解を深めましょう ⑱腎不全の理解を深めましょう ⑱

腎臓内科 ： 高木  由利腎臓内科 ： 高木  由利

17172016 年           月       2016 年           月                     日日（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

11

栄養の吸収栄養の吸収 についてについて （2） （2）

特別講演特別講演
 ・ 定期受診のすすめ ・ 定期受診のすすめ
 ・ インスリン誕⽣秘話 ・ インスリン誕⽣秘話
糖尿病に関するポスター展⽰糖尿病に関するポスター展⽰
みんなでエクササイズみんなでエクササイズ『オリモトチェアビクス』『オリモトチェアビクス』
⾎糖測定⾎糖測定

看護師 ： 東島  香織看護師 ： 東島  香織

看護師  ：  ⽵中  友久  看護師  ：  ⽵中  友久  看護科からのワンポイントアドバイス看護科からのワンポイントアドバイス

『 『 浮腫浮腫について について 』』
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清瀬市在住の 65歳以上 の方は 2,500 円（税込） の負担で接種できます。
※ 60 ～ 64 歳で、心臓・腎臓・呼吸器等で 1級の障害をお持ちの方も該当します。
　 障害者手帳をお持ちください。　

実施期間  ：  平成 28 年 10 月 15 日（土）～12月 29 日（木）
ご予約は、当院受付窓口または電話にて　042-491-2121

・受診の際には、保険証と診察券（お持ちの方）をお持ちください。
・生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付対象者の方は減免制度がありますので、
   証明書をお持ちください。

■  受付時間

■  接種費用

■  対象年齢

■  ご予約・お問合せ

月曜日 ～ 土曜日（予約可）
午前 　8：30 ～ 11：30
午後   13：30 ～ 16：30

1 回  3,600 円（税込）
15 歳（高校生）以上

　　　 ℡ 042-491-2121（9：00 ～ 17：00）

随時受付

15 歳（高校生）以上の方を対象に
インフルエンザ予防接種を受け付け
ております。

現在病院にかかられている患者様は
必ず主治医とご相談の上、お申込み
ください。

当日接種希望の方は、ご来院時に受
付窓口にてお申込みください。

ののご案内ご案内インフルエンザインフルエンザ予防接種予防接種

※  肺炎球菌ワクチンの接種も受付けております。ご希望の方はお電話または受付窓口にてご予約下さい。

木木

世界糖尿病デー世界糖尿病デー
     スペシャルイベント     スペシャルイベント

糖尿病専⾨医  ：  ⼩内  裕糖尿病専⾨医  ：  ⼩内  裕

11/14 (⽉) 〜 11/18 (⾦) 期間中の11/14 (⽉) 〜 11/18 (⾦) 期間中の
⽇没後、病院⽞関をブルーに⽇没後、病院⽞関をブルーに
ライトアップします ‼ライトアップします ‼

みんなでエクササイズみんなでエクササイズ

         『オリモトチェアビクス』

ます。

』

皆さまのご参加をお待ちしています‼皆さまのご参加をお待ちしています‼
2016 年2016 年


