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◎在宅療養の現場から　3P ・ 4P  　　◎透析センターのご案内    5P ・ 6P　
◎透析の食事について　7P

With コロナの時代
地域包括ケア病棟のご案内

副院長 泉　浩   1P

2P

1 栄養状態を保つ  
　1）1日の適正なエネルギー摂取量
　　  標準体重 1ｋｇあたり 30～ 35ｋcal
          ※標準体重の求め方
          身長（ｍ）×身長（ｍ）×22
  
2 食塩の摂り過ぎに注意し、水分摂取量を守る
    1）1 日に摂取する食塩量 
 　　　1 日 6ｇ未満  
          ※減塩の工夫  
  醤油やソースなどは小皿に、つけて食べる
  香辛料や香味野菜などを上手く使う
  汁物や漬物、加工食品は控える

3 カリウムの摂取量に注意 
    1）1 日の摂取量の目安 
           2000ｍｇ以下（調理前） 
           ※カリウムを多く含む食品 
          果物（バナナ、メロン、キウイ）、野菜、
          イモ類など

4 リンの摂取量に注意 
     ※リンを多く含む食品 
     乳製品、骨ごと
     食べられる魚、魚卵、
     加工食品など

水分や塩分、カリウム、リンなどの摂り過ぎに注意しましょう
※食事などで困ったことがあれば相談可能スタッフまでお申し付けください

＜透析の食事について＞

 2）1 日の適正なタンパク質量 
          標準体重 1ｋｇあたり 0.9 ～ 1.2ｇ
　　 ◎十分な栄養を摂り、適正な運動を
              行うことが重要

     2）水分摂取量の目安 
            できるだけ少なく 
             水分を摂り過ぎると、体内に余分な水分が
             溜まり、除水量が増すため

https://www.oumi-kusatsu-hp.jp

撮影場所：あいとうマーガレットステーション（東近江市）／ 撮影：放射線科スタッフ
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副院長　泉　浩

副院長　泉　浩

地域包括ケア病棟のご案内

■2019年4月に地域包括ケア病棟が開設しました。

ご入院になられる患者様は、

患者様の1日

入院期間は、

1.ご自宅あるいは施設に退院できる方
　自宅や施設に退院するために、治療処置や介護等のトレーニングが必要な方
　自宅や施設に退院するために、療養環境の準備が必要な方

2.ポストアキュートケア
　急性期の治療が終了し病状は安定され、自宅や施設での療養に不安がある方

3.サブアキュートケア
　在宅患者様の状態悪化時のご入院

保険診療上60日を超える入院はできません。

（日中の活動を多くし自宅での生活に近づける支援を行っています）

7 : 00
8 : 00

11 : 15

12 : 00

18 : 00

20 : 00
21 : 00

11 : 00～14 : 00

16 : 00

起床　モーニングケア
朝食　毎食後歯磨き

リハビリ・体操・レクレーション

昼食

夕食

イブニングケア
就寝

入浴

嚥下体操のあと、他の患者様と一緒にお食事を
していただきます。会話が弾み、交流が図れて
います。

&

看護師と看護補助者のチームで
体操・レクレーションを行います。

リハビリスタッフがマンツーマンで
リハビリを行います。

当院オリジナル体操の動画を見な
がら体操をデイルームで行って
いただきます。

個別のシャワー室です。 座位でのシャワーが難しい方は
臥床されたまま入っていただきます。

With コロナの時代

　6月末に大きな転機が訪れました。患者数の減少

より本院でも外注でのPCR検査が行えることとな

り（無症状者でも感染していれば陽性に出る、ただ

し結果判明まで1日半以上）、7月中旬には抗原検査

が可能となりました（症状発生後24時間以降～9日

目までの診断がPCRと同等、結果判明まで30分）。こ

の時点で発熱患者への対応はほぼできてきたと思

えましたが、休日を挟めば3日以上かかることもあ

り、その間仕事に行けない患者さんの負担は相当で

す。本院でランプ法による測定機器の購入を決定し

ていましたが、納入はだいぶ先の話でした。しかし、

新しい診断機器が発売となり、10月初めには院内

でのPCR検査が可能となります。結果判明までの時

間が1時間に短縮され、やっと新型コロナウイルス

への対応が整ってきたと感じます。

　本院は高齢者の入院も多く、新型コロナウイルス

の入院患者を受け入れてはいません。

しかし、新型コロナが終焉しない限り発熱外来の継

続は必要です。防御策として、職員の検温を始め健

康管理はもちろんのこと、面会の制限～禁止、入り

口での検温・問診表の確認を行って、患者さんとご

家族には多大な不便をおかけしています。よしんば

院内に発生しても迅速な診断さえできれば、最小限

の被害に抑えることが可能です。ウイズコロナの時

代では、病院機能を継続させ続けること、それ自体

が地域に貢献できることと考えます。

正しく恐れながら、皆で頑張りましょう。

　2020年は記憶に残る

年になるであろう。

1月に拡がりだした新型コ

ロナウイルスのため、生活

の自粛、東京オリンピッ

ク・パラリンピックの延

期、各種イベントの自粛

等々と、それらに伴うかっ

てない不況。3月11日に、WHOがパンデミックを宣

言して半年で、世界で約2800万人が感染、約90万人

の死者が出ています。

　国全体がそうであったように、本院も手探りで始

まった新型コロナ対策でした。2月頃の病院内での

話題を思い出してみると、マスクは効果があるの

か、PCR検査の精度はどうなのか、面会制限はどうす

るのか、発熱外来をどうするのかといった、今では

当然と思われることもわからないことだらけでし

た。その後、ソーシャルディスタンス、濃厚接触、ウ

イズコロナ、緊急事態宣言、といった言葉が次々と

出てきました。

　本院も梶原院長、呼吸器科の夏原先生を中心とし

て、発熱患者にPCR検査ができない中で、綿密な問診

と胸部レントゲンあるいは胸部CT検査で対応して

いました。しかし、実際、発熱患者さんを診察して、

急性咽頭炎（大部分はウイルス性）と診断しても新

型コロナウイルスかどうかの診断は不可能で、解熱

剤の処方と経過観察となることが大部分でした。接

触者・帰国者外来はあるものの、医療機関で診断に

必要な検査ができないジレンマは相当のものでし

た。また、発熱患者を、新型コロナ疑いとして標準予

防策を徹底して対応した病棟のスタッフの心労も

相当だったと思います。
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在宅療養の現場から

在宅医療とは、定期的に通院困難な患者様の
ご自宅に訪問して提供する医療行為の総称です。

・一人での通院が困難な方

・退院後自宅療養に不安をお持ちの方

・後遺症、認知症で通院が大変な方

・在宅酸素、人工呼吸器を使用中の方

・骨折などで通院が困難な方

・がん、難病で自宅療養中の方

・カテーテル使用中の方

※その他、患者様・ご家庭の事情に合わせて相談に応じます。

■費用 (例 ) : 同一建物居住者以外 (一戸建て : 5km以内 )

※注射・検査・薬などが必要な場合と在宅管理料が発生する場合などは、
　別途のお支払いとなります。また、基本薬は院外処方となります。

対象となる方

保険負担割合 保険診療費 交通費 合計(円)

1割 1,100

2,200

3,300

1,350

2,450

3,550

250

250

250

2割

3割

～訪問診療を通して感じたこと（現場ナースより）～

在宅医療部　外科
医師　金児　潔

在宅医療部
看護師　小寺　美南海

　私は当院入職前 3 年間病棟で勤務していました。今年 3 月に入
職し訪問診療専属看護師として初めて在宅分野に従事しています。
　患者様がご自宅で療養される姿はとても生き生きとされ、病院で
見る表情とは大きく違い、私自身が驚いています。その姿から訪問
診療は、患者様やご家族様が在宅療養をされることへの安心感に繋
がっていると日々実感しています。
　また、在宅療養に至るまでの経過の中で、患者様やご家族様は在
宅療養を選択する意思決定の難しさがあることを学びました。私は、
患者様やご家族様の「家に帰りたい、家に帰らせてあげたい」とい
う希望に寄り添い、安心して在宅療養を継続していただけるようサ
ポートできる看護師になりたいと思うようになりました。
　その目標に向かい、日々患者様やご家族様の思いに耳を傾け、他
職種との連携を大切にし、勉学に励みたいと思っています。

　4月より訪問診療を担当させて頂いています。
　以前より訪問診療に携わってはいたのですが、その対象患者さん
は癌末期の方が殆どでした。当院の訪問診療を任され、いろいろな
患者さんと接する機会に恵まれました。
　患者さん本人は元より、その患者さんを介護するご家族の事を考
えないといけないのが在宅医療と感じました。在宅医療を必要とす
る患者さんは通院もままならない方で、ご家族の苦労も並大抵では
ありません。それでもご家族は入院よりご自宅でと考えられている
のです。しかもその介護がいつまで続くかもわからないのです。
　病気を診て治療するだけの医療では殆ど意味をなさないことを痛
感し、患者さんとそのご家族の生活を守る訪問診療をしたいと考え
るようになりました。
　この分野ではまだまだ未熟者ですが、宜しくお願い致します。

～訪問診療を通して思うこと（現場医師より）～
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透析センターのご案内

　当院の透析センターは平成15年9月開設で、医師、看護師、臨床工学
技士のスタッフが、安全な透析治療、患者様のライフスタイルに合わ
せた透析生活を提供出来るよう努力しています。現在、透析ベッドは
20床あり、透析機器は、最新を使用しており、オンライン血液透析濾過
療法対応装置を9台設置しています。また、透析液の清浄化にも努め、
日本透析医学会が定める透析液水質基準を満たしています。送迎サー
ビスも対応しており、栗東や守山、大津市南部（曾束）まで広範囲にわ
たる送迎を行っています。送迎中のシャント部からの出血など緊急時
の対応も送迎ドライバーにて対応できるよう訓練しています。患者様
自ら車で来院される場合、無料の駐車券も配布させて頂いておりま
す。当院では定期採血、レントゲンを1ヶ月に1回行っており、何か異常があればその都度検査や他科受
診など行っております。内視鏡検査や胃カメラ、大腸カメラなど、異常があった場合や希望があれば年
に1回定期的に検査もさせて頂きます。糖尿病や透析治療を受けておられる患者様の足は動脈硬化や
血管障害から傷害されやすくなってしまいます。当院では、月に一度フットチェックを行っており、足
の症状の早期発見、早期治療に努めています。

昼食も1食450円で提供しており、内容も患者様に合わせて
普通食からペースト食までご準備しています。

　当院に勤務して3年がたちました。透析患者さんの診療に従事して十数年になります。透析は透
析患者さんが生きるために必要なことですが、短い時間で大きな除水をすることは、体にとっては
大変なことです。緊張感をもってこまめに患者さんをみるよう、スタッフにはくり返し伝え、実践
してくれています。除水の基本となるドライウェイトの設定は、患者さんの安定と危機回避 のため
に最重要であり、細心の注意を払っています。血液データ、胸部レントゲン、日々の血圧や身体所見
などを総合して、こまめに患者さんの状態を見つめ直しています。シャント手術やシャントトラブ
ルについては、シャント治療につき高い技術と経験を持ち、京滋地域で最も信頼されている洛和会
東寺南病院の近藤守寛先生に治療を依頼しています。私は研修医時代に近藤先生の患者さんのため
に全力を尽くす姿勢に感銘を受け、腎臓透析内科を選びました。透析患者さんは、感染症、心疾患、
骨関節障害等、様々な疾患や問題が生じやすく、日常診療に加え様々な発生事態への対応をせねば
ならず、診療には相当のエネルギーが必要です。今後もスタッフ全員で力を合わせて、患者さんの
ために奮闘していきます。

人工透析内科　副部長　前田　利彦

透析診療時間
入室時間
8 : 00～
12 : 00～

月 火 水 木 金 土 日

今後もスタッフ全員で力を合わせて
患者さんのために奮闘していきます。

次ページ
透析の食事についてもご覧ください。

透析治療はご家族の介入がとても重要とされ、当院では通所リハビリテーションも充実しており患
者様のご家族様の生活に合わせて利用出来るよう調整し
ています。昨今の感染対策につきましても、患者様に自宅
で体温測定をしてから来院して頂き、入室前の手指消毒を
徹底するなどの対策をとっております。

透析センター 通所リハビリテーション透析センター 通所リハビリテーション
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With コロナの時代
地域包括ケア病棟のご案内

副院長 泉　浩   1P

2P

1 栄養状態を保つ  
　1）1日の適正なエネルギー摂取量
　　  標準体重 1ｋｇあたり 30～ 35ｋcal
          ※標準体重の求め方
          身長（ｍ）×身長（ｍ）×22
  
2 食塩の摂り過ぎに注意し、水分摂取量を守る
    1）1 日に摂取する食塩量 
 　　　1 日 6ｇ未満  
          ※減塩の工夫  
  醤油やソースなどは小皿に、つけて食べる
  香辛料や香味野菜などを上手く使う
  汁物や漬物、加工食品は控える

3 カリウムの摂取量に注意 
    1）1 日の摂取量の目安 
           2000ｍｇ以下（調理前） 
           ※カリウムを多く含む食品 
          果物（バナナ、メロン、キウイ）、野菜、
          イモ類など

4 リンの摂取量に注意 
     ※リンを多く含む食品 
     乳製品、骨ごと
     食べられる魚、魚卵、
     加工食品など

水分や塩分、カリウム、リンなどの摂り過ぎに注意しましょう
※食事などで困ったことがあれば相談可能スタッフまでお申し付けください

＜透析の食事について＞

 2）1 日の適正なタンパク質量 
          標準体重 1ｋｇあたり 0.9 ～ 1.2ｇ
　　 ◎十分な栄養を摂り、適正な運動を
              行うことが重要

     2）水分摂取量の目安 
            できるだけ少なく 
             水分を摂り過ぎると、体内に余分な水分が
             溜まり、除水量が増すため

https://www.oumi-kusatsu-hp.jp

撮影場所：あいとうマーガレットステーション（東近江市）／ 撮影：放射線科スタッフ
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