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― 理 念 ― 

 

衆和会は、透析医療を中心とした24時間対応の

腎疾患専門施設として、地域社会に貢献します。 

 

 

― 基本方針 ― 

 

1. 自己研鑚による透析技術の飽くなき追求 

2. 患者の権利を守り、機能的なチーム医療を提供 

3. 地域の医療・福祉と連携し、入院を必要とする

患者の受け皿 
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 みなさん、こんにちは。在宅血液透析推進チーム

の臨床工学技士の佐藤です。 

突然ですが、4月より院内の様々な場所に一見意

味のよく分からないポスターが掲示されていたのを

ご存知だったでしょうか？ 

一連のポスターは、すべて在宅血液透析(HHD)を

皆さんへご紹介するために掲示していました。 

今年度、衆和会は在宅血液透析の推進を目標に

掲げており、現在、衆和会では、5名の方が在宅血

液透析を実施しています。全国では600名弱の方

がこの治療法を選択しています。在宅血液透析か

ら得られる恩恵は計り知れません。この恩恵を少し

でも多くの患者さんに享受して頂きたいと思ってお

ります。 

ここをクリックして下さい！ここをクリックして下さい！ここをクリックして下さい！ここをクリックして下さい！ 

 在宅血液透析（HHD）のすすめ 
 

    衆和会衆和会衆和会衆和会はははは在宅血液透析在宅血液透析在宅血液透析在宅血液透析をををを推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。            ＨＨＤＨＨＤＨＨＤＨＨＤチームチームチームチーム 

患者さんにおかれましては在宅血液透析ついて疑

問や不安な点が多々あるかと思います。そのような

時はまずは、 

ベッド上のテレビのベッド上のテレビのベッド上のテレビのベッド上のテレビの12ch12ch12ch12chを押して下さい。を押して下さい。を押して下さい。を押して下さい。
在宅血液透析のご紹介DVDが放送されています。

また、インターネットにて当院ホームページにも下

記のようにご紹介させて頂いております。 

今後、少しでも興味が湧かれた方は、お近くのス

タッフへ一声お掛け下さい。 
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リハビリテーション課 林 涼子 

 運動のすすめ 
  理学療法士が自宅で簡単にできる運動をご紹介します 

Vol.9 

前回の歩行補助具についてのお話をしました。 

今回はその続き、歩行器についての説明をしたいと思います。 まず、前回の復習です。 

大きな安定性が特徴。不整地や段差、階段には不適応。  

コンパクトなものであれば、自宅内でも使用可能です。                                                                                      

体重免荷を助けると同時に、支えが杖よりも多いので安定性も杖より高い。両手で使う場合もあ

ります。     

ふらつき防止と僅かな体重免荷(体重の10％程度)が可能。 

体重をかけ過ぎると、手首に負担がかかります。 

 6.6.6.6.    持ち上げ式歩行器持ち上げ式歩行器持ち上げ式歩行器持ち上げ式歩行器    

四足で、両側にｸﾞﾘｯﾌﾟがある歩行器で、持ち上げ式と交互式という二つの

種類があります。持ち上げ式には可動するところが無いので安定性に優れ

ています。持ち上げて前に出し、そこまで足を運ぶようにして使います。交

互式は、前面にある横のバーが動き、スイングすることで杖のような歩行

が可能となります。これらは医師や理学療法士が適応を判断しますが、一

人で立つことが出来てある程度腕の力や把持力があれば適応になりま

す。そのため、片麻痺の方には適応にならないことが多いです。 

    8.8.8.8.    歩行車歩行車歩行車歩行車    

いわゆる手押し車です。屋外

を想定した歩行器で、買い物

かごの付いた物や座面の付い

た物などがあります。ブレーキ

を使うと固定性も高いので、利

用頻度も高いです。適応も広

範囲です。買い物を考えるとT

字杖より、この歩行車を選ぶ

方も少なくありません。 
 

注意事項注意事項注意事項注意事項    

杖杖杖杖 

クラッチクラッチクラッチクラッチ 

歩行器歩行器歩行器歩行器 

今回は歩行器の紹介です。 

歩行器歩行器歩行器歩行器 

7.7.7.7.    キャスター付き歩行器キャスター付き歩行器キャスター付き歩行器キャスター付き歩行器    

タイヤの付いた歩行器です。腕で

支持することが出来るので、支持

性は高いですがタイヤがついて

いるので立位の安定性は持ち上

げ式歩行器よりも少し劣ります。

しかし、実際の歩行ではスムーズ

に移動させることが出来るので、

病院や施設では多く用いられて

います。適応は広範囲です。 

杖を付く側 

杖は麻痺のある側や怪我をしている側の反対の手反対の手反対の手反対の手で持ちます。テレビなど 

で同じ側に付いていたりするのをよく見ますのでご注意ください。 

 

杖の高さ調節 

杖先を前に15cm、外側に15cm程度の位置について肘を軽く曲げた状態で 

高さを設定します。 
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６月１０日～１２日に日本透析医学会学術集会・

総会が大阪で開催され参加してきました。この学会

には数回参加させていただいていますが今回は、

４年ぶりの参加です。学会では、同じ分野で働く医

療関係者が実に様々な研究を行って発表します。

そんな発表を聞いているととても勉強になると同時

に刺激になります。特にこの学会は、日本の透析

医療最大の学会で演題数・参加者数・出展企業数

どれをとっても規模が違います。ですから自分が知

りたい・興味がある分野の演題や興味がある薬や

医療機器などを必ずと言っていいほど聞いたり見

たりすることができます。 

  

参加報告参加報告参加報告参加報告    臨床工学課 田中 健 

2016年6月8日から6月15日までアメリカ糖尿病学会

に参加する為に、船越先生と病棟看護師２名でアメ

リカ研修に行ってきました。 

会場はアメリカのニューオリンズにあるErnest N. 

Morial Convention Centerというところで、昔授業で

習ったであろうミシシッピ川が会場の傍を流れる自

然溢れるところでした。学会会場はとても大きい

ホールがいくつもあるところで、世界各地から大勢

の医療従事者が集まり最先端の医療について情

報交換を行っていました。また、現地では今まで食

べたことのないザリガニを食べました。独特の臭み

はまったくなくエビの様でとてもおいしかったです。

今回の学びを今後の臨床に行かせるよう頑張りた

いと思います。 

病棟看護師  前田麻莉絵 

参加報告参加報告参加報告参加報告    

そんな学会に今回も衆和会・照善会から16題という

多数の研究成果が発表されました。ここで発表演

題名と発表者をご紹介致します。詳細は、衆和会

ホームページに年度ごとに抄録を掲載しています

のでそちらをご覧ください。  
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原田孝司  ★シンポジウム  通院透析患者における諸問題-病院病床活用と問題点  

原田孝司  ★ランチョン    高齢透析患者における認知症の現状と課題  

原田孝司  ★シンポジウム  座長  死因としての感染症-実態と対策  

澤瀬健次  血液透析導入6年後にオスラー病と診断された1例  

川口唯  当院オリジナルの食品リン含有表を用いた高リン血症対策  

小嶺真耶  トルバプタンの多発性嚢胞腎に対する患者指導  

山元紀子  透析機関附設特別養護老人ホーム入居者・家族の透析導入に関する意識についての 

追跡調査 – 続報  

田賀農恵  在宅血液透析（HHD）の普及の鍵 ～自己穿刺への励ましの可能性～  

津久田明日香  透析施設における性格特性とバーンアウトの関連  

山下万紀子  チームで取り組むリンコントロール  

藤原久子  認知症透析患者家族への支援 - 精神科医介入の有用性  

田中奈留美  透析患者の臨死期における家族の悲嘆・死別に対する多職種チームでの取り組み  

江藤りか  透析患者における血清マグネシウム濃度～透析前後の比較  

吉野秀章  透析患者のｎPCR（標準化蛋白異化率）の検討  

片岡亜由美  脳血管障害後遺症により在宅困難と思われた透析患者の退院支援  

佐々木修  腎臓長持ち教室を立ち上げて  

深川千草  維持透析患者の経管栄養における1日2回投与法の安全性  

丸田祥平  全自動透析システムについて再考する  

    演演演演    題題題題    名名名名    

日本透析医学会 

   演題紹介 
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安全対策チーム 
 看護師 北村志保 

 病棟での事故報告件数の中で、過去1年間で一

番多いのが転倒転落事故です。全体の35%を占め

ています。その次が内服関連17%、点滴注射関連

7%と続きます。 

今回は、転倒転落事故防止に対する病棟の取り

組みを御紹介します。 

高齢化や認知症の増加に伴い、病院内の転倒

転落は、どこの医療機関でも常に発生頻度が高く、

事故報告の上位をしめています。 

当院では、座り込んでいたり床に寝ていたりとい

う事例も入れて報告しており、大きな事故に繋がる

前に「未然に防ぐ」を目標に、早急に話し合い対策

を立てるようにしています。 

 

主な対策は以下の通りです。                             

①環境整備：ベッドの高さを患者さんが使用しやす

い高さへ調整・ベッド柵の数と設置 

②位置の工夫・オーバーテーブルの位置の調整等 

ナースステーションに近い目が行き届きやすい部 

屋に移床する 

③下剤や眠剤の内服時間を調整する  

④排泄状況にわせてトイレ誘導を行う 

⑤覚醒時間に合わせての訪室を行う 

⑥日中の離床を促し、昼夜のリズムをつける 

⑦センサーマットの設置 

⑧必要時リハビリの検討 

転倒転落事故防止転倒転落事故防止転倒転落事故防止転倒転落事故防止へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

事故発生１週間後にも話し合いを行い、現在の

対策が患者さんに合っているか検討し再発防止に

努めています。 

 

また当院では、入院時に、転倒転落に繋がる要

因(転倒の既往・眠剤・点滴や酸素の有無、年齢、

視力障害の有無、夜間トイレの回数等)をスコア化

し、 Ⅰ～ Ⅲ段階の危険度に分けています。そのレ

ベルに応じて、または患者さん個々の状態で、看護

計画・転倒転落防止策を立てています。入院当初

だけではなく、病状の変化に応じて行っています。 

 

転倒転落は患者さん個人の心理的要因も大きく

影響しています。入院前の生活状況や患者さんの

性格などを配慮し、患者さんの気持ちに寄りそった

援助を行うように努めています。患者さんが安心・

安全な入院生活を送れるよう、これからも全力で取

り組んでいきます。   

新しい“くすり”が患者様の治療に使われるため

には、本当に効果があるかどうか、安全に使用で

きるかどうかを調べる必要があります。動物での

効き目や安全性を確認した後、健康な人や患者

様で効き目や安全性を調べます。この健康な人や

患者様で効き目や安全性を調べる試験を『治験』

といいます。 

現在、世の中で使われている“くすり”のほとん

どは、過去に『治験』を行って人での効き目や安全

性などが確認されたものです。私たちが“くすり”

の恩恵を受けられるのも、これまでに『治験』に参

加された多くの方々のおかげです。 

薬剤課だより 薬剤課 渡部さゆり 『治験』 

当院で患者様に協力いただき『治験』を行ったも

のの中にも、現在“くすり”として使用され、皆様が

服用されているものがいくつかあります。新しい“く

すり”を世に出すために『治験』はなくてはならない

ものです。 
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 読んで得する 

長崎腎病院では6月15日より入院病棟において看

護スタッフが個々に手指消毒剤（アルコール製剤）

を持つようになりました！ 

専用のポシェットを使用し、ウエスト付近に付けた

り、斜め掛けにしている様子を見ることができま

す。 

当院は以前より感染対策には取り組んでおりまし

たが、これをいい機会として今以上の感染対策の 

携帯しています! 

ようやく梅雨が明け、まぶしい陽射しと共に本格的

な夏がやってきました・・・。という当たり前の書き出

しを書いてみました。みなさん、いかがお過ごしで

しょうか。 

さて、ながじんまがじん 第74号の広報委員コラム

で「バイク」について書かせて頂きましたが、今回の

コラムでは「ロードバイク」について少し書かせて頂

こうと思っております。お気づきの方もいらっしゃる

かと思いますが、とにかくタイヤの2個付いた乗り物

が大好きなのです。「ロードバイク」つまり、自転車

というのはペダルを回してナンボの乗り物で、正直

きついです。ちょっとした坂を登っただけでも息が上

がってしまいます。しかし、その坂が長ければ長い

ほど、急であれば急なほど登りきった時には達成

感があります。頂上に到着した直後は、生まれたて

の小鹿の様に脚がプルプル震えていますが景色は

最高です。なんて素敵な景色なのだ。と自然に声

が出てしまいます・・・・。というのは想像の話です。 

実は2015年の年末にその、「ロードバイク」を始め

たばかりで、長くて急な坂は全く経験がありませ

ん。今は東長崎～長崎市中心部をひたすら往復す

るばかりです。なので、今年は山や峠のヒルクライ

ムを経験し、「坂って素敵やん！」と言ってみたいも

のです。 

広報委員コラム 

    ■ ■ ■ ■ 僕僕僕僕のののの夏休夏休夏休夏休みみみみ    

長崎腎病院 

臨床工学課 宮本教司 

向上を図りたいと思います。 

入院病棟を訪れる機会がありましたら、スタッフが

アルコール製剤を使用する様子に是非ご注目くだ



地域連携室からのご案内 
 月 火 水 木 金 

■長崎腎病院 
 診療科目 内科,腎臓内科 

        泌尿器科 

 診療時間 AM9：00～12：00  

        PM15：00～17：00 

 

AM 

一ノ瀬医師 原田医師 

佐々木医師佐々木医師佐々木医師佐々木医師    

澤瀬医師 

（泌尿器科） 

佐々木医師 

舩越医師舩越医師舩越医師舩越医師    

西野医師 

一ノ瀬医師 

原田医師 

澤瀬医師 

（泌尿器科） 

PM 原田医師 一ノ瀬医師 原田医師 一ノ瀬医師 佐々木医師 

■長崎腎クリニック 
 診療科目 内科,腎臓内科 

 診療時間 AM9：00～12：00  

        PM15：00～18：00 

橋口医師  

 

AM 

PM 

長崎腎病院長崎腎病院長崎腎病院長崎腎病院    
    〒〒〒〒850850850850----0032003200320032    

        長崎市興善町長崎市興善町長崎市興善町長崎市興善町5555番番番番1111号号号号    

            ☎☎☎☎095(824)1101095(824)1101095(824)1101095(824)1101    

長崎腎長崎腎長崎腎長崎腎クリニッククリニッククリニッククリニック    
    〒〒〒〒851851851851----2105210521052105    

        西彼杵郡時津町浦郷西彼杵郡時津町浦郷西彼杵郡時津町浦郷西彼杵郡時津町浦郷272272272272----14141414    

            ☎☎☎☎095(813)2777095(813)2777095(813)2777095(813)2777            

医療法人衆和会医療法人衆和会医療法人衆和会医療法人衆和会    NAGASAKI JIN GROUP    

MAP 

便り便り便り便り 

※2016年3月1日より青字青字青字青字の医師外来が追加になりました 

 ご自宅で介護されているご家族が、病気などで一

時的に介護が困難になった時、ちょっと休養したい

時等、短期間入居して頂き、ご家族に代わって介

護支援をさせて頂きます。入居者の方が長期入院

等で空床がある時に、利用できます。申し込みは、

居宅ケアマネージャー経由でお願いします。担当の

ケアマネージャーがいない場合は、地域包括支援

センターに相談してみて下さい。利用者の方の心

身状況や普段の生活環境等について把握する為、

初回申し込み後は、自宅訪問や面接をさせて頂い

ています。 

ショートステイ 

  利用について 


