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適切な食事療法を目指す会

　予想以上に早い梅雨明けに、我が家のウッドデッキ

のお花達はちょっとびっくりして夏バテが始まってい

ます。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　毎年 6 月末

に日本透析医学

会学術集会が開

催され、今年は

亜熱帯地方のよ

うな神戸で連日

熱い評論が繰り

返されていまし

た。当院の透析

センターから若

い臨床工学技士

の発表もあり、

私にとっては楽

しい学会になりました。

　今回の私の仕事は、学会期間中に関東・関西の “ 腎

不全の食事療法 ” を行っている先生方の会 “ 食事療法

ドクターズミーティング ” を開くことでした。

　今、日本のあちこちで腎不全の悪化抑制を願う先生

方が食事療法の指導をしていると聞いています。しか

し、その先生方が何を基準にどの程度の指導をされて

いるかが明確ではありません。私の願いは腎不全の悪

化を少しでも食い止め、透析導入を 1年でも 2年で

も遅らせるための指導方法を均一化させることです。

日本中どこの先生も同じレベルで指導をすることがで

きれば、腎不全患者さん達は悩むことも迷うことも少

なくなるからです。

　今回は関東から 9名、関西から 4名、計 13名のミ

ーティングで情報交換をすることができましたし、先

生方が何を悩み足踏みしているかも分かってきました

し、また、会の名称も “ 適切な食事療法を目指す会 ” 

とのご意見を頂きました。そして更に腎不全食事療法

の基本は “ たんぱくゼロのでんぷん製品 ” を如何に自

由自在に使いこなし、誰が食べても美味しい腎不全食

を作れるかであり、更に管理栄養士だけでなく医師自

らが調理技術とメニュー作りができるようになること

だということが明確化してきました。

　織本病院腎不全グループが発信する腎不全に対する

適切な食事療法の活動を、更に積極的に行おうと決心

しました。

当院より学会発表をした
村田臨床工学技士と木村技士長と
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電子カルテを用いた薬剤アレルギー副作用歴の情報管理
　　　     　　　　　　～ システム担当の視点から ～

第第5555回回
織本病院織本病院
院内学会院内学会
2018年6月19日（火）2018年6月19日（火）

6月 19 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。

施設管理課 主任　岡本 隆史

患者様に満足して頂ける
  　おやつメニューのレシピ作成

管理栄養士　戸田 ひとみ

　今回、私は「電子カルテによる医薬品アレルギー副作
用歴の情報管理」というテーマで発表しました。
　卵や牛乳、ソバなどの食物アレルギーは皆さんもご存

じかと思いますが、お薬でもアレルギーを起こすことが
あります。患者様や他病院から提供される医薬品アレル
ギー情報を、当院の医師・薬剤師・看護師などが協力し

　食事から摂取する三大栄養素（たんぱく質・炭水化
物・脂質）は体内でエネルギーとして燃えた後、水と
二酸化炭素になって体外に排泄されますが、たんぱく
質だけはその燃えカスが腎臓からしか排泄できないた
め、慢性腎不全の方は腎臓を守るために食事からのた
んぱく質を減らす必要があります。但し、その分エネ
ルギーも減ってしまう、という問題が生じ、3食では
まかないきれないエネルギーの確保に多くの患者様が
日々苦労されています。そんな中、たんぱく質を抑え
ながらも簡単且つ安心して食べられ、患者様自身が自
在に調理できるようになるメニューを提案するために
今回「おやつメニューのレシピ作成」に取り組みました。
　たんぱく質・リン・カリウムがほぼゼロで、しかも
カロリーが高く、エネルギー不足を補える食品唯一の
「でんぷん製品」を用いたおやつメニューをレシピ化
し、そのレシピを元に集団おやつ実習を実施しました。
2018 年 4月までに作成したレシピ 12品、うちレシピ
10品を月 1回の集団おやつ実習で実施し、のべ 35名
が参加されました。
　実施当初のメニューレシピ「今川焼き」は味の面で
は高評価だったのですが、手間の多さ等により自宅で
調理するには万人受けではなかったので、以後メニュ
ー考案の際にはまず「美味しさ」を大前提とした上で「簡
単（工程数が少ない）」「時間・手間をなるべくかけない」

を考慮するようにしました。その後、材料を混ぜて丸
めて電子レンジで 1分で出来る「でんぷん蒸しパン」
を考案し、以後多くの患者様に好評を頂いております。
　患者様は体調不良な時でも調理せざるを得ない場合
が多く、レシピ作成時にはこの事を念頭におく必要が
あり、作業工程の段階から患者様の立場に立ったメニ
ュー提案が必須である事がわかりました。また現在お
やつ実習後の試食タイムは患者様同士で語り合う貴重
な情報交換の場となっています。
　今後もメニュー提案を行い、ま
た患者様同士の情報交換・共有の
場としておやつ実習を続けていき、
患者様との信頼関係を築いていき
たいと思います。

でんぷん今川焼き でんぷんクラッカー でんぷん蒸しパン

でんぷんパン でんぷん餅パスタ でんぷん白玉ぜんざい

でんぷん葛切り
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患者様に満足して頂けるおやつメニューのレシピ作成

shear wave elastography (SWE) を用いた肝線維化の検証

医療療養型病床におけるターミナルケアのありかた
～ 看護師へのアンケート調査を通して ～

急変時対応について振り返る
～ 蘇生に成功した CPA症例を検討して ～

電子カルテを用いた薬剤アレルギー副作用歴の情報管理
～ システム担当の視点から ～

電子カルテを用いた薬剤アレルギー副作用歴の情報管理
～ 薬剤師の視点から ～

当院における fi ne fl ux FIX®-E eco 臨床評価
～ 前希釈法での置換液量変化に対する TMP推移ならびに生体適合性 ～

新化する地域医療連携
～ 患者様とご家族の笑顔のために ～

一 般 演 題

栄養科

臨床検査科

療養病棟

一般病棟

施設管理課

薬  局

臨床工学科

医事課

戸田  ひとみ

市川  麻衣子

白砂  由美子

年神  章弘

岡本  隆史

外山  加奈

村田  昂平

小西  更拓

特 別 講 演

第 55 回  織本病院 院内学会 演題

検尿異常について  ～ 腎疾患の早期発見・治療のために ～

2018年6⽉19 ⽇（⽕）17：30 〜 19：30 オリモトホール トピックス

平成 30年 診療報酬改定に伴う提案 医事課 山田   幸子

医   局　 下村  有希子 

て収集し、電子カルテシステムへ適切に登録・管理する
ことで、アレルギーを起こす医薬品の投与をいかに防ぐ
か、という内容です。
　当院は今年 2月に電子カルテシステムを導入しまし
た。電子カルテシステムの利点は、正確な情報をいつま
でも保管でき、パソコンのボタンを押せばすぐに見返
すことができることです。この利点を活かすには、医師・
薬剤師・看護師などシステムを使う人が、情報を適切
に登録し、必要な情報を見落とさないことが前提とな
ります。
　当院には「チーム医療を実践する」という行動指針が
ありますが、今回発表したテーマも “ チーム医療 ” で対
処しなければならないと感じています。当院の全職員が、
患者様の安全・安心を最優先に考え、医療事故を防止す

る、そのインフラとして電子カルテシステムをより良い
ものにしたいと考えています。

すべての医療事故防⽌のために
 〜患者様の安全・安⼼を最優先に考える〜

・ 電⼦カルテのチェック機能は万全ではない
 ・ ⼀⼈ひとりのリスク意識の向上
・ 情報共有が重要である
 ・ 主治医、薬剤師への連絡

・ ルールの遵守や確認が基本である
 ・ 情報の⾒落としの回避
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第202 回  腎疾患・糖尿病ゼミナール

講師  ︓  腎臓内科  下村 有希⼦

662018 年2018 年         ⽉            ⽉       ⽇⽇（⽊）（⽊） 午後 1︓00 〜 2︓00 午後 1︓00 〜 2︓00
オリモトホールオリモトホール（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

99

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

検尿異常について  ～ 腎疾患の早期発見・治療のために ～

管理栄養⼠︓⼩澤 牧⼦

でんぷん製品を使った低たんぱく食レシピ紹介でんぷん製品を使った低たんぱく食レシピ紹介
  ※  詳細は来月号に掲載します！  ※  詳細は来月号に掲載します！

⼦希⼦

 豆ザイルによる

健康体操も

やって

 ます！

※ 8月の腎疾患ゼミナールはお休みです。※ 8月の腎疾患ゼミナールはお休みです。

特別講演特別講演


