Vol.

ながじんまがじん 85
ＴＡＫＥ
ＦＲＥＥ

腎臓病専門施設である長崎腎病院・クリニック広報誌
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先生

私事 ですが 、先 日私 の父が 亡くな りま した。 そし てそ
の か1月後、今度 は私と 同じ歳 の友 人が 亡くな りま し
た。 人は 死んだら、どうなる のでし ょうか ？
車椅 子 の天才物 理学者 で有名なホーキ ング 博 士は、
年 に 「天国も 死後 の世界もな い」と断言 し ていま
2011
す。 しか し Time
誌で 「
世界 で最も 影響 力がある 100
人
（ 2014
年度）」 にも 選ば れた量 子物 理学者 ロバー ト ・
ランザ 教授 は、 2013
年に 「
観察者 の有無 で性質が変 化
すると いう 二重 スリ ット現象を説 明する には、意識が
物質 より根 源的 であると仮定すると説 明 できる」と述
べ ています。 これを 更 に突き詰 めると肉体 （
物質）が
死ん でも、意識ま で消滅する必 要はな いので、意識は
継続すると いうわ け です。 つまり 死後 の世界が存在す
る こと にな ります。な んだか宗教 やオカ ルト の話 みた
いですが 、立派な科学的な仮説だ そう です。また晩年
の エジ ソンが 死ぬま で真剣 に取り組 ん でいた発明は、
霊界通信機と いうも のでした。 エジ ソンは人間が 死ん
だあと にはそ の霊魂が エネ ルギ ー （
電磁波） の形 で
残 って、 不滅なも のではな いかと考 え、 そ の霊魂が 発
する メ ッセージをとらえようとゲ ル マ ニウ ムと コイ ル
を 利用し、真空管 で増幅する受信機を作 って霊界と交
信する実験を繰 り返 し ていま した。今聞 いてみると前
述 のランザ 教授 の説 に近 い考 え で、あなが ち妄想だ け
ではな いのかも しれま せん。 しか し いまだ にそ のよう
な機械 は発明され ていま せん ので、 この機械が 現実 に
出来るま では、 死後 の世界はやはり想像する しかあ り
ま せん。
と ころ で仮 に死後 の世界が有るとすれば 、自分が極楽
や 天国に行くため に、 現世 で良 い ことをする のでし ょ
うか ？それとも 人を殺 し ても、殺された人は 天国に行
く ので問題な いのでし ょうか ？我 々に馴染 みが 深 い
ブ ッダ は、 死後 の世界を 否定も肯定もされ ていま せん
（
無 記）。

「
死後 の世界 の ことを考 える ことは無駄な こと であ り、今
現在 の修 行 に励 みなさ い」と説 いています。
父は 歳
92で亡くな りま した ので、大往生とも 言えます。 し
か し 年 間 の生涯は長 いよう に感 じますが 、私と の付き合
92
いに限定すれば 年
私 の年齢 ）。 亡くな った友 人
57間 です （
と の付き合 いは 年程度 でした。 そう考 えると、例 え長生
30
き し ても 一人 の個 人と の付き合 い （
縁 ）はそれ程長く はあ
りま せん。家族 ・友 人 ・職場 の同僚 そし て患者さんとも、
長く付き合 っている よう に思え ても実 は短 いも のです。来
世が有 ろうが無かろうが、限られた短 い現世 の更 に 一時期
に巡り合 った人 に対 し て、心を乱 したり怒 ったり恨 んだ り
する時 間や労力は大変も った いな い気が します。
今 回親 し い人が 立 て続 け に亡くな り、 一瞬 死後 の世 界 に興
味を覚 えま したが、 そ んな事 を考 える 暇が あ った ら、まず
現在 の私 のセ コイ心情 や怠 惰 な 生 活を変 える努 力が 先 であ
ると悟 りま した。
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「当院における在宅血液透析の現状とこれから」
浄化センター看護主任 久保純子
2016年4月から全部署で構成される『在宅血液透析推進チーム』が正式に発足して１年を迎えました。
昨年度の目標として「10名の通院透析患者さんを在宅血液透析に移行する」を挙げ、チームで取り組みを
行った結果、2017年3月現在で、在宅透析を行っておられる患者さん8名、指導中2名と、ほぼ目標を達成す
ることができました。
これまで私達がチームで行った主な取り組みとしては、
1. 広報活動
2. ＨＨＤ指導スタッフの育成
3. 勉強会（講義、手技など）
の３点ですが、特に広報活動については最も力を注ぎました。
院内各所にポスターの掲示、患者食堂や外来などへ患者さん向けパンフレットの配布、透析中に視聴できる
ように院内テレビ放送開始、また地域に目を向け市民公開講座の開催など、この1年を通して病院全体とし
て大きく広報活動ができていると思います。
一方、実際に通院透析から在宅への移行を考える場合、一番の不安材料は穿刺でした。しかし、在宅に移行
されたみなさんがその不安を払拭し透析を行っています。では、何が問題となっているのでしょう？
在宅血液透析が体に良いことは、皆さんは良く知っています。しかし、患者さんが異口同音に言葉にされる
のは、「家族に面倒をかけたくない」、「病院で透析する方が安心」というこの２点が多い様です。
反面、この２点が私達にとってはどうしても踏み込めない部分でもあります。しかし、最初はいろいろ悩ん
でおられた方が在宅血液透析を行って、「やって良かったよ」と声をかけて頂くケースもあります。
在宅血液透析を実際やってみて、やっぱり施設透析が良いと感じる場合は簡単に施設透析に戻れます。
今後の透析生活のために先入観は捨てて、一度考えるだけでも良いのではないでしょうか。
以上、私たち在宅血液透析推進チームは、今後も更なる目標達成に向けてスタッフ一同取り組んでいきたい
と思います。
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腎クリニック
内科、腎臓内科医
趣味：
散歩

河津 多代
4月1日付けで内科医師として着
任しました。平成8年に長崎大学
を卒業後、長崎大学第二内科に
入局し長崎大学及び関連病院に
これまで勤務しました。過去に
佐世保、嬉野、大村、諫早、長
崎、五島での勤務歴がありま
す。
今後も地域医療に貢献するよう
頑張りますので、どうぞ宜しく
御願い致します。

腎クリニック
看護師

腎クリニック
看護助手

趣味：
スポーツ
買い物

趣味：
愛犬と遊ぶこと
(シーズー犬3才)

松本 めぐみ

石田 春美

以前腎クリニックで働かせてい
ただいていました。7年間リハビ
リ病院で勤務し再就職となりま
す。久しぶりの透析看護なので
不安もたくさんありますが、こ
れまでの経験を活かしながら頑
張りたいと思います。ご指導よ
ろしくお願いします。
思いやりと感謝の気持ちを忘れ
ず仕事に励みたいと思います。

医療に携わる仕事に興味があ
り、思い切って転職しました。
若い方たちの足手まといになら
ないように頑張ります。

病棟
看護師

病棟
看護師

趣味：
スポーツ観戦

趣味：
旅行

田端 満美子

森 聡子

スポーツは苦手ですが見るのは
大好きです。特にラグビー、水
泳、水球が好きです。歳はとっ
てますが、元気が取り柄。若い
パワーをもらって頑張りたいと
思います。
よろしくお願いします。

3月に学校を卒業し、この度こち
らの病院で働かせて頂く事にな
りました。右も左もわからない
新人ですが、チームのメンバー
として、たくさんの出会いを大
切にしがんばっていきたいで
す。どうぞよろしくお願いしま
す。

病棟
看護助手
趣味：
体を動かすこと
バスケ、バトミン
トン、読書

病棟
看護助手

病棟
看護助手

趣味：
映画鑑賞

趣味：
読書

渡邊 結香

松本 真衣

白水 利沙

今年の春から長崎市医師会看護
専門学校に通いながら腎病院で
働くことになりました。まだま
だ勉強不足で迷惑をかけること
があると思いますが笑顔で頑張
ります。

4月から長崎医師会看護学校に通
いながら、こちらの病院にお世
話になることになりました。初
めてのことばかりで、不安です
が、精一杯頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

4月から医師会に行きながら働か
せていただきます。笑顔に元気
にがんばりたいと思います。
よろしくお願いします。
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新人紹介

特集

血液浄化センター
看護師

血液浄化センター
看護師

趣味：
食べる事

趣味：
卓球
お菓子作り

川渕 まり子

樋口 美由紀

11月から3階血液浄化センターに配
属になりました川渕です。約６年間
透析業務から離れていたこともあ
り、なかなか業務を覚えることがで
きず、スタッフの皆様に迷惑をおか
けしていると思いますが、少しずつ
確実に業務ができるよう努力してい
こうと思っています。どうぞよろし
くお願いします。

初めての透析室勤務、なおかつ臨床
経験が浅い為、一から勉強していく
つもりで、一生懸命頑張っていきた
いと思います。プライベートでは時
間ある限り、子供達といろんな事に
一緒にチャレンジし、一緒に成長し
ていきたいと思います。皆さんどう
ぞ、よろしくお願いします。

血液浄化センター
看護師

血液浄化センター
看護師

趣味：
食べる事。寝る
事。ダイエット。

趣味：
体を動かすこと

岡田 美月

入口 真奈美

３月に学校を卒業しました。人見知
りであがり症ですが、笑顔を忘れず
一生懸命に仕事を頑張り、患者さん
はもちろん、職員の方々にも、認め
られる看護師になりたいと思いま
す。よろしくお願いします。

五島の福江出身です。勤務しながら
夜間は学校に進学するので両立でき
るよう頑張ります。前職はスポーツ
関係の仕事をしていたので、とにか
く体を動かすことが好きです。よろ
しくお願いします。

事務課

薬剤課
薬剤師

薬剤課
薬剤助手

趣味：
テレビを見ること

趣味：
マラソン

趣味：
寝ること
音楽鑑賞

坂本 志帆

大津 留更

市丸 貴子

まだ慣れないことばかりで、とても
緊張していますが社会人としての自
覚を持ち、少しでも早く仕事を覚え
て頑張っていきたいと思っていま
す。
よろしくお願い致します。

4月から薬剤師として働かせていた
だく大津留更と申します。今年の3
月まで長崎大学病院薬剤部に3年間
勤務していました。主に小児科、産
婦人科、消化器内科の病棟で患者さ
んに薬剤の説明をしていたので腎臓
のことはよくわからないのですが、
これから勉強していきたいと思いま
す。

薬剤助手としてお世話になります、
市丸と申します。前職では呼吸器内
科のクリニックで受付事務をしてお
りました。まだ毎日緊張して、仕事
をやっているので、早く仕事を覚え
て、一人前に出来る様になりたいと
思っております。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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知って得
す

る!

感染情報

最近よく聞くジカウイルス
感染症ってどんな病気？

Sitte tokusu
ru kansen oo
uhou

病棟看護主任 青柳真生

ジカウイルス感染症とは、主にジカウイルスを持って
いる蚊に刺されることによって感染する病気です。
ジカウイルス感染症は症状が軽いため気付きにくいこ
ともあります。
主な症状は：軽度の発熱、発疹、結膜炎、関節痛、筋
肉痛、倦怠感、頭痛などです。
妊婦が感染すると、胎児に小頭症等先天性障害を来す
ことがある。
流行地域：中南米中心に流行しています。
しかし、ジカウイルス感染者との性行為による二次感
染も報告されており、流行地へ行かなくても、流行地
への渡航者や、旅行者からの感染の可能性がありま
す。妊娠の可能性が有る方は、十分な注意を行ってく
ださい。

ヒトスジシマカ

委員会の部屋 食事療法委員会
長崎腎病院 栄養課 小江 桃子
食事療法委員会は患者さんの低栄養の予防・改善を目
標にしています。低栄養とは体に栄養が足りていない状
態です。低栄養になると、以下のような事象が起きます
ので早めに防ぐよう努めています。

活動の流れ

＜低栄養になると＞
・疲れやすくなる
・転倒、骨折をしやすくなる
・かぜをひきやすくなる
・傷の治りが悪くなる
・床ずれができやすくなる
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こちら

安全管理

！
す
で
ム
チー

透析液の安全管理について
臨床工学技課 丸田祥平

～血液透析には大量の水が必要～
皆様が行っている血液透析とは、血液と透析液を半透膜（ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ）を介して、水や物質の移動を行い、毒素を除去
し不足物を補充する治療法です。4時間透析1回で、透析液は患者1人当たり約100ℓも使用しています。今回は、その透
析に必要不可欠な透析液がどのように管理され、安全に患者様まで供給されているか、その過程と管理法について紹介
したいと思います。

～透析液供給までの流れ～
透析液は腎病院4階の機械室で作成しています。全面ガラス張りで多数の大型機器が並んでいる部屋をご覧になられた
方もいるかもしれません。
透析液を作成するには、まず水（水道水）の処理から行います。一般の水道水にはミネラルや消毒用の塩素などが含ま
れていますので、透析液の電解質濃度の安定をさせるためRO装置という機器で浄化したRO水を使用しています。透析液
供給装置という機器で、あらかじめ作成されたA原液とB原液とRO水を一定の比率で混合し、各フロアのコンソール（透
析装置）へ供給しています。
A原液はナトリウムやブドウ糖が主な成分で、B原液は重炭酸になります。
2つの原液は作成時から混合し保存するとHCO3とCaが結晶化してしまうため、供給する直前に混合しています。

～安全な透析液を供給するために～
透析液作成までの流れは上記の通りですが、患者様に供給するまでに以下の物理的対
※ET（エンドトキシン）と
策や点検を行い、毎日安全確保に取り組んでいます。
は、細菌の死骸から出てく
○物理的対策
る毒素のことで、仮に体内
透析液側へのETの侵入を防止するフィルターを透析液供給装置の後と各コンソールに
に入ると発熱・ショック・
2ヵ所ずつ設置しています。
血圧低下などを引きおこす
○日常確認事項
可能性がありますので厳密
・残留塩素濃度測定（消毒用次亜塩素の残留状態の確認）
に管理しています。
・RO装置・供給装置の運転状態確認
・供給装置の透析液濃度・浸透圧測定（透析液濃度・浸透圧の適正値を確認）
・末端コンソールの透析液濃度・浸透圧測定
（フロア末端のコンソールまでの透析液供給状態を確認）
また透析液は清浄化のための水質基準が定められており、ET数や細菌数のチェックも定期的に行っています。
このように水および透析液の品質を毎日確認し安全を確保しています。
今後も皆様が安心して透析できるように安全な医療を提供いたします。

A原液・B原液の作成の様子

供給装置の運転状況確認の様子
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末端コンソールの濃度・
浸透圧測定の様子

便り
第1回

魔法のようなケア！？

ユマニチュードケアとは…
ユマニチュードとは、認知症の人のケアをするため、フランスのイヴ・ジネスト氏によって開発された方
法です。ユマニチュードは、見る、話しかける、触れる、立つという4つの方法が柱となっています。
フランスの病院では、ユマニチュードを導入した結果、薬の使用の軽減、職員の負担が減って退職者も減
る等の効果も出ているそうです。ケアを拒否していた人が素直にケアを受けるようになり、介助者に対し
て言葉を荒げていた人が、「ありがとう」と言うようになったという報告もあるようです。
次回は４つの柱のうち【見る 話しかける】についてお話ししたいと思います。

地域連携室からのご案内
■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

月

火

水

木

金

一ノ瀬医師

原田医師
佐々木医師
澤瀬医師
（泌尿器科）

佐々木医師
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）

原田医師

一ノ瀬医師

原田医師

一ノ瀬医師

佐々木医師

AM

PM

■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

医療法人衆和会

AM
PM

橋口医師

NAGASAKI JIN GROUP

長崎腎病院
〒850-0032
長崎市興善町5番1号
☎095(824)1101

MAP

長崎腎クリニック
〒851-2105
西彼杵郡時津町浦郷272-14
☎095(813)2777

