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　都議会議員選挙が終わり、町も静かになりました。

当選した議員さん達には、戦争をしない、地球を破壊

しないために命をかけてほしいと願っています。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　6月 27 日は、第 54回 織本病院院内学会が開かれ

ました。全 13 題の一般演題が各部署から発表され、

元気溢れた学会になりました。1 年に 1 回なので、

54 年間続いているこの学会は、遊び、イベントの多

い織本病院のイメージを少し塗り変える会かもしれま

せん。

　院内学会の発表を聴いて毎回感じることは、私の気

付かない所で職員達が色々考え工夫し、もっと良い医

療をしていこうと努力していることです。たとえそれ

が小さな発表からでも、他部署を理解し、互いに敬意

を表することができれば、とても素晴らしいことだ

と私は考えています。それは、織本病院の理念の “ 1. 

患者様に満足して頂ける医療を実践する ” と “ 3. 互い

にいたわり合う職場を創る ” を実行したことになるか

らです。

　更に、今年は素晴らしい特別講演も拝聴させて頂き

ました。特別講演の演者には、公益財団法人結核予防

会 複十字病院の糖尿病・生活習慣病センター長、及

川 眞一先生をお招きすることができ

ました。先生の演題は “高血糖は健康を探る窓？ ” で、

かなり医学的レベルの高い内容を噛み砕いて私達に語

って下さいました。

　糖尿病とは、高血糖が持続することにより様々な臓

器障害を起こす慢性疾患です。従って、高血糖を診断

した後には慢性合併症の出現に注意しなければならな

いのです。何故なら糖尿病の臓器障害は高血糖に依存

したものだからと先生は語られました。

　そして、糖尿病の医学は年々進歩しているものの、

糖尿病患者数は年々増加しています。長い年月「高血

糖ですよ」と何回言われても、症状がないからと放置

特別講演   及川 眞一 先生



臨床工学科　加藤 祥大

β2MG除去による
  透析アミロイド症の治療評価
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6月 27 日の院内学会で発表された演題の中から、
一般演題 2題を紹介させて頂きます。

　今回私は『β 2MG除去による透析アミロイド症の

治療評価』というテーマで発表をさせて頂きました。

　透析アミロイド症は維持透析の合併症のひとつで

す。近年、原因物質であるβ 2MGが当院でも施行し

ている on-lineHDF という治療法で、より効率的に除

去する事が可能になってきました。半年間の調査の結

果、関節の痛みと不快度に改善の傾向が見られました

が、最終目標である日常生活活動の改善にはいたりま

せんでした。6月にパシフィコ横浜で開催された、第

62回 日本透析医学会学術集会でも同じテーマで発表

し、他施設の先生方から「透析アミロイド症の研究は

継続していくことが大切」とのアドバイスを頂いたの

で、これからも患者様の日常生活活動改善を目標にこ

する人達を私達医師は何とか救い出さなければなりま

せん。

　及川先生は、独自のモデル動物を作成され、この動

物の糖尿病発症原因の解明に努めていらっしゃいま

す。こうやって先生方は日々努力を重ねていらっしゃ

ることを考えると、私達国民の一人ひとりは自分の病

気をどうやって安定させるか、自分自身で考え行動す

べき時ではないかと考えさせられました。

　及川先生、ありがとうございました。

の研究を続けていきます。

また、この研究の根底には「合併症などに苦しむ

ことなくより良い透析生活を送ってほしい」という当

医事課   人間ドック・健診担当　荒川 靖大

人間ドック  平成 28 年度実績

日本透析医学会での発表のようす

院透析センター全

スタッフ共通の思

いがあります。患

者様のより良い生

活のためにこれか

らも透析センター

スタッフは患者様

と共に真剣に透析

に向き合っていき

ます。

　織本病院には「ショートコース・1日コース・1泊

2日コース」の 3種類の人間ドックがあります。受診

された方から、「人間ドックを受けた当日に医師から

丁寧な結果説明があり、とてもわかりやすかったので

また受診したい」、「結果説明時、先生がその場で紹介

状を書いてくれて迅速に専門の病院を

受診できたので助かった」などのお声をたくさん頂い

ております。また、地域は限定されますが、自宅を含

む送迎サービスや受診者お 1人に 1名の専任スタッ

フが付きご案内をさせて頂くコンシェルジュサービス
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 3 年前の健康診断で蛋⽩尿が出ていることがわかり、後⽇改めて受診し検査をしました。担当医師は⾼ 3 年前の健康診断で蛋⽩尿が出ていることがわかり、後⽇改めて受診し検査をしました。担当医師は⾼
⽊由利先⽣でした。先⽣より腎臓病と告げられ、凄くショックでした。⽊由利先⽣でした。先⽣より腎臓病と告げられ、凄くショックでした。
 特効薬はなく、治療は⾷事療法と運動。朝は低たんぱく⽶、昼は普通、夜は専⽤の弁当。今まで⾷事療 特効薬はなく、治療は⾷事療法と運動。朝は低たんぱく⽶、昼は普通、夜は専⽤の弁当。今まで⾷事療
法をしたことがなく、凄く⾟くて⾟くて昼にたくさん⾷べてしまったり、法をしたことがなく、凄く⾟くて⾟くて昼にたくさん⾷べてしまったり、
夜は弁当以外に⾊々⾷べてしまいました。夜は弁当以外に⾊々⾷べてしまいました。
 もちろん検査結果は良くならず、数か⽉が過ぎました。そんなある⽇、由利先⽣
が「阿部さん、このまま維持できれば透析にはならないわよ。万が⼀なったとして
も週 3 ⽇は仕事ができるのよ。不安なら勤め先の社⻑さんに私から説明し
てあげるから。」と⾔って下さいました。⾃分がいい加減なのに由利先⽣は
本気で考えて接してくれました。その時から変わりました。⾷事本気で考えて接してくれました。その時から変わりました。⾷事
は栄養⼠さんのアドバイスを本気で実践し、運動はウォーキングは栄養⼠さんのアドバイスを本気で実践し、運動はウォーキング
からランニング、そしてジムへと徐々に変えていき、今はジム 1からランニング、そしてジムへと徐々に変えていき、今はジム 1
本にして週 4 回通っています。その結果、腎臓は現状維持を継続。本にして週 4 回通っています。その結果、腎臓は現状維持を継続。
その他の数値もほぼ全て良くなりました。その他の数値もほぼ全て良くなりました。
 今、⽣き⽣きと⽣活が出来ているのは、由利先⽣ならびに病院スタッ
フの⽅々のおかげです。⼤変感謝しております。ありがとうございます。

ps. ps.     今や「病気と仕事と⽣きがい」の演題で⾃分のお客様の所で偉そうに
   講演しています。( 笑 )   講演しています。( 笑 )
                            阿部 勉

　 週 4日の

あああある⽇る⽇る⽇る⽇⽇⽇る⽇、由、由、由、由、由利先利先利先利利先利利先⽣⽣⽣⽣⽣あある⽇る⽇る⽇⽇⽇⽇る 由、由、由、 利先利先利先利利利 ⽣⽣⽣⽣
ががががががが な⼀な⼀なな⼀な⼀なな⼀ななったったったったたったったたとしとしとしとしとしとしとしと てててててててががががががが⼀な⼀な⼀な⼀な⼀なったったたったった ししとしとしとししと ててててて
からからかららからからから説明説明説明説明説明説明明明ししししししからからららからからら説明説明説明説明説明説明明明ししししし
由由由利先利先利先先先⽣は⽣は⽣は⽣は⽣はは由由由利先利先利先先先⽣は⽣は⽣は⽣は⽣はは

ススススススタッタタッタッタッタタッタススススススタッタッタッタッタッタタ
ますますまま 。ますますま 。

偉偉偉偉偉偉偉偉偉そうそうそうそうそうそうそうそそうそそうそ ににににににに偉偉偉偉偉偉偉偉偉 うそうそうそうそそうそそそうそ にににににに

部部部 勉 勉 勉勉勉部部部 勉勉 勉勉勉

　 週 4日の週 4日の

  阿部さんは見かけはゴツイのに、少年のように素直な  阿部さんは見かけはゴツイのに、少年のように素直な
可愛い方です。外来ではいつも１ヵ月の運動報告を楽しく可愛い方です。外来ではいつも１ヵ月の運動報告を楽しく
話して下さいます。まるでゴリラみたいな体格になったと話して下さいます。まるでゴリラみたいな体格になったと
  からかってしまいました ( 笑 )  からかってしまいました ( 笑 )

腎不全外来に通院されている腎不全外来に通院されている
     患者さまからのお⼿紙     患者さまからのお⼿紙

高木 由利　　高木 由利　　

を実施しており、「駅までの送迎はよく聞くけど、自

宅まで来てくれるところはあまり聞いたことがないか

ら嬉しい」、「検査の待ち時間もなく、スタッフの方が

案内してくれたので安心して受診できた」などの嬉し

いお言葉も頂いております。このような生のお声には

とても感謝しており、当院スタッフの励みになってお

ります。

しかし一昨年、数名の方から「予約が取りにくく、

希望日に受診できない」とのご指摘がありました。当

時は検査枠の関係で、ご意向に沿えない状況でしたが、

お忙しい時間を割いて当院に人間ドックを受けにいら

して下さる方々のご要望に極力お応えできるよう、私

達健診チームだけでなく、院内のあらゆる部署と連携し、

検査時間やご案内方法などを効率よく行えるように調

整しました。その結果、検査枠の増加に繋がり、以前に

比べ、予約も確保しやすい状態になっております。

　以上のことにより、平成28年度は前年度と比較し

たところ受診者数は 1割程増加し、リピーター率も

47％から 52％と上昇しました。実績を伸ばすことが

出来たのは、受診者の方々からのお声を反映出来たか

らだと思います。これからも傾聴を大切にして、受診

される皆様に満足して頂けるよう取り組んでいきます。

そして、昨年より今年、今年より来年と年々リピータ

ー率を上昇できるように日々成長していきたいと思い

ます。

最後になりますが、初め

て受診される方のご相談等も

承っておりますので、お気軽

にご連絡頂ければ幸いです。
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角化型疥癬の感染対策を行った一例

透析患者に於ける心拍出量とシャント量について

気管切開患者ケア

B2MG除去による透析アミロイド症の治療評価

腎不全低たんぱく食事療法成功の秘訣
～ でんぷん製品を自由に使いこなし、患者と共に作り、食し、喜ぶ ～

患者様とその御家族に満足していただける看護を目指して
　　　　　　  　　～ 個別性のある看護を提供するために ～

環境が身体能力に影響を与えたと思われる症例

インスリン療法からGLP-1 受容体作動薬に変更し、
　　　　　　　　　良質な血糖管理が得られた 1例

エフィナコナゾール爪外用液を用いた
　　　　　　　　 足爪白癬治療とフットケアの検討

糖尿病患者に対する継続した栄養指導効果の検討

糖尿病療養指導カードの効果

糖尿病療養指導カードシステム™を用いた療養指導の一例

特 別 講 演

一 般 演 題

第 54 回  織本病院 院内学会 演題

高血糖は健康を探る窓？ 公益財団法人結核予防会  複十字病院
糖尿病・生活習慣病センター長
糖尿病科長　

及川  眞一  先生

2017年6⽉27 ⽇（⽕）17：30 〜 20：00 オリモトホール 
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腎不全の理解を深めましょう　vol.23腎不全の理解を深めましょう　vol.23

腎臓内科 ： 高木 由利腎臓内科 ： 高木 由利

27272017 年         月        2017 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）
予約不要・参加費無料予約不要・参加費無料

77

腎臓の仕腎臓の仕事事（3）（3）
考えてみませんか？考えてみませんか？

医事課医事課

『 『 リンを下げるお薬について 』リンを下げるお薬について 』

薬局薬局からのワンポイントアドバイスからのワンポイントアドバイス

薬剤師 ： 外山 加奈

※ 今月は腎疾患ゼミナールと同日のため、糖尿病教室の  

     開始時間が通常と異なりますのでご注意ください。

2727772017 年        月           2017 年        月           日日（木）
午後 2：15 ～ 2：45午後 2：15 ～ 2：45
オリモトホール（織本病院 4F）
予約不要・参加費無料予約不要・参加費無料
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医事課

一般病棟

臨床検査科

遷延性意識障害者病棟

臨床工学科

栄養科

療養病棟

理学療法科

薬局

透析センター

糖尿病サポートチーム

糖尿病サポートチーム

糖尿病サポートチーム

荒川  靖大

東島  香織

小松原  夏海

宮崎  久美

加藤  祥大

岡本  啓吾

西川  百合恵

理学療法士

外山  加奈

崎山  祐子

山﨑  紗也加

平山  和枝

竹中  友久

第81 回  糖尿病教室第190 回  腎疾患ゼミナール

糖尿病の医療費糖尿病の医療費

木）木）

）


