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透析医療の現場を訪ねて
● 病院概要
所在地 〒 581-0074
大阪府八尾市栄町一丁目1-10
理事長 大 道武史

医療法人 萌生会

【大道クリニック

】

開 院 1980 年10 月

（大阪府八尾市）

診療科目 内 科、人工透析内科、腎臓内科

医療法人 萌生会 大道クリニックは、
昭和55年の開業以来、
早くから長時間透析に取り組み、
保存期腎不全の診療に
も重点を置くなど、
患者にとってより安定的かつ継続的な効果をもたらす透析のあり方を追求し続けている。
クリニックの理
念と透析医療の特徴について伺った。
Interview

大道武史 先生
TAKESHI OHMICHI

大道クリニック 理事長

透析装置数 7
 7 台（リクライニングチェア
63 台 ベッド 14 床）
※ベッドの内１台は個室
透析患者数 約180 名

長時間透析を受けていただけることを目標にしてい

とに気づかされました。最も深く考えさせられたのは、

ます。

医師は簡単に「手術しましょう」という判断を下しが
ちですが、患者さんにしてみれば様々な戸惑いや疑

運動療法への取り組み

問が湧くものなのだな、
ということです。医師に「クレ

最近、透析患者さんにフレイル症候群が増えてい

アチニンが 8になったら透析しないと命が危険です」

ます。何とか食い止めたくて運動療法に取り組んで

と言われて杓子定規に透析を勧められる患者さん

いますが、
ほとんどの透析患者さんがあまり運動に積

に、同様の感情があるのではないかと思いました。ま

極的ではなく、
なかなか難しいのが現状です。そこで、

た、不安を抱える患者さんが体調によって気分も大き

回は通う場所、いわば、生活の一部です。安全かつ

透析前の待合室にラジオ体操の音楽を流し、
スタッフ

く左右されるということもこの身で実感しました。

安定した医療技術の提供はもとより、清潔感や利便

も一緒に皆で行うようにしています。初めは患者さん

個人的には現在もずっと免疫力を高めるために運

性も重要です。しかし、
「居心地のいい空間」である

も遠慮していましたが、根気強く働きかけているうち

動を続けていますが、その時の体験が今の運動療

ことは案外忘れがちです。私は、快適な透析空間と

に徐々に参加の動きが出てきました。また、透析中に

法の取り組みに大きくつながっています。運動をする

は、いかに患者さんが居心地よく落ち着いて過ごせ

は足こぎ運動の専用マシーンも用意しています。

ことは、体だけではなく気持ちのリフレッシュ効果など

居心地のいい透析環境であるために
透析室というのは、患者さんにとって少なくとも週 3

るかという所にあると思います。
当クリニックは、昭和 55 年に開院後、平成 17 年に

やはり患者さんも、「やっておいてくださいね」と言

精神的にも良い面があります。透析は、
週3回が毎月

われるだけでは気力が湧きづらいようで、スタッフ側

毎年ずっと続いていく終わりのない治療です。そんな
中でいかにメリハリをつけられるかが重要だと考えま

分院を開設し、平成 27 年 6月の本院・分院合併を機

からの掛け声があるのとないのとでは違います。また、

に現在の場所に移転しました。11 年前の分院開設

その日の運動をノートに記録することも、継続につな

す。
また頑張ろうという気になれるような、
少しでもポジ

時から居心地のよさにはこだわり続けてきました。あ

がるので勧めています。運動に拒否反応を示す方も

ティブな透析人生が送れるような、そういう場所を提

る一定時間を落ち着いて過ごすには、患者さん側は

いらっしゃいますが、体に無理のない範囲で運動す

供したいという思いがあります。

もちろん、医療技術の提供側にもストレスフリーな空

ることは、健康的な空腹を導きます。しっかり動いて、

間が必要です。そんな条件を満たす参考事例をい

しっかり食べて、
しっかり透析する、それが患者さんに

つもカメラ片手に探していたところ、ふと行きつけの

快適な透析を続けていただくためのコンセプトです。

美容室にそのヒントがあると気付きました。清潔感は

スタッフ全員で技術力プラス人間力の
向上を
透析医療とは、患者さんの全身状態を管理するこ

もちろん間接照明や壁の配色によるリラックス効果な

がん体験を通して得た患者としての目線

とでもあります。栄養状態や既往症などの身体的な

ど、技術プラスアルファの配慮が随所に施されてい

実は私自身、4 年前に腎臓がんを患っています。8

情報を把握することはもちろんですが、
精神面のケア

る上、鏡の前は適度に明るく、美容師にとって仕事も

年程前から100kmマラソンのレースに挑戦し続けて

も大事と考えています。それにはやはり私たちが元気

しやすい。当たり前のことのようですが、同業種の分

いて、当クリニックのスタッフも巻き込んで楽しんでい

じゃないと、患者さんも元気になりません。患者さんは

野だけ見ていては気づかないものです。居心地のよ

るので、患者さんから「先生は健康だから病人の気

敏感ですから、スタッフが疲れているのをすぐ見抜き

さという面では、医療機関はまだまだです。様々な業

持ちは分からないでしょう」と言われるのですが、健

ます。床のゴミ一つ、壁のシミ一つもスタッフの忙しさ

種にもアンテナを張り、情報収集することを常に心掛

康が取り柄だと思っていた自分が、がんになったと分

や疲れとつながって見える様なことも、がんの宣告を

けています。

かったときはとても落ち込みました。そして、自分が病

された直後の入院生活でよく実感したことでした。



当クリニックは、診療報酬の対象になる前から長

どうせ仕事をするならモチベーションを高め楽しく

仕切り感のあるスペースを活用したベッドエリア

⬅

QOL につながる長時間透析のメリット

人になることによって今まで気づかなかった多くのこ

時間透析を実施しています。2名を除いてはほとんど
が 4 時間以上で、5 時間以上の方も多いです。6 時
間以上の方も7 名くらい、7 時間以上の方が 1 名おら
れます。長時間透析は体に負担も少ないため、元気
な患者さんが多い印象です。7 時間以上の方は毎
月300km 歩いて減量にも成功という強者で、こちら
が励まされます。お住まいも遠いのですが、わざわざ
通ってきてくださるので、
とてもありがたいです。
オーバーナイトは実施していません。日中でどれだ
けできるかというところで透析時間を設定しています。
ゆっくり落ち着いて透析を行っていただきたいので、
あえて火・木・土は午前開始の1クール、月・水・金
は、午前・午後・夜間の3クール設けていますが、あ
まり詰め込んで患者さんを急かしたりすることは避け
3 階透析室


⬅

たいので、できるだけ1クールの環境下で安定した

⬅
健康増進対策の
工夫として
段数が振られた
階段
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【医療法人 萌生会 大道クリニック
（大阪府八尾市）
】
いになり透析医に紹介したところ、「クレアチニン8に

患者さんが自分で必要だと思ったタイミングで透析を

です。挨拶や目を見て話すという当たり前のことを基

なったら来てください」と言われた例などもあると聞き

始めてもらうと、両者納得のメリットは大きいです。

本に、自分の仕事へどう向き合うかということをスタッ

ます。放置すれば数値が急加速度に上がって透析

フ皆で考える研修です。そんな教育的環境を作って

導入となることがあります。

やりたい。そこで取り入れたのが、「人間力講習会」

また、運動療法にも本格的に取り組みたいと考え
ています。まだ構想段階ではありますが、地下のス

それではいけないと、糖尿病、腎臓病、貧血、合

ペースを利用してメディカルスポーツセンターを併設

併症などそれぞれの症状に応じて多分野の先生

し、生活習慣病の指導や採血もできるスポーツも絡

方に連携を呼び掛けています。当クリニックからも

めた内科として患者さんの役に立てればという夢が

もう一つ、私が今力を入れているのは、保存期の

「GFR30ぐらいであれば、どんどん紹介してくださ

あります。これからは予防医学の役割が患者さんの

いくのも、私の使命だと考えています。

多彩な可能性をもつクリニックを目指して
患者さんの対応です。保存期から透析に変わる時

い」と伝えています。保存期を大事に診ていると、患

QOLにも大きく寄与していきます。運動療法士やス

は、患者さんにしてみれば人生一番の転機だと思い

者さんとの間に信頼関係が持てます。クレアチニン

ポーツトレーナーの充実を図ることも視野に入れなが

ます。腎臓が悪くなるとどんなタイミングで透析になる

の数値だけではなく、尿毒症状やかゆみの有無、食

ら、多面的に地元八尾市の持続的な健康社会を支

のか、
という質問はよく受けます。クレアチニン5ぐら

欲はあるか、吐き気はないかなど、対話を重ねながら、

える存在でありたいと考えています。

実感できます。また、近赤外・近紫外光医学治療

スタッフから一言

機械室をオープンにして
安心感もバリアフリーに

器の「レインボーライト」も、下肢の末梢血流障害
をもつ透析患者さんにとても効果的です。近赤外

3 階透析室に隣接する機械

線の温熱効果による血流改善と、近紫外線におけ

室は、
ドアも含め、腰の位置か

る殺菌効果により、細胞の活性化も促進されるた

ら上全部がガラス張りになって

め糖尿病の患者さんに重宝しています。

います。臨床工学技士は、た

血行障害で末梢への血流が悪くなり、冷感・し

いてい閉じた部屋での作業が

びれ・疼痛や潰瘍の症状がある方には、LDL-ア

多いのですが、この造りだと透

三好賢吾

臨床工学技士 主任

の作業が見えるしくみになって

フェレシス治療も行っています。
小川副主任は、現在唯一のフットケア指導士で
すが、クリニックが積極的に資格取得を支援してく

いるので、透析に携わるものとしての一体感が強ま

れるので、次なる取得希望者も毎日勉強に励んでい

ります。機械を置くエリアは、床を一段高くして、も

ます。

 合室には水槽もあり癒し効果を高める。左から、原口智子
待
看護師主任、川畑美樹看護師主任、小川かおり看護師副主任

⬅

析中の患者さんからも私たち

患者さんと同じメニューを食べています。配膳カー

し水漏れがあっても心配ないように、排水溝を作っ

フットチェックは、基本的に糖尿病患者さんと末

トは内部で温冷のスペースが分かれており、ご飯

てもらいました。大掃除の際はとても便利です。ま

梢血管血流が悪い患者さんに月一回、それ以外

やおかずなどの温かいものは暖かく、飲み物や酢

た、大地震のときに機械が転倒することのないよう、

は三カ月に一回行っています。結果をカンファレン

の物などの冷たいものは冷たくお出しするようにし

美術館などでも使用されているミューソレーターと

スなどで報告し、スタッフから意見を挙げてもらって

ています。

いう免震装置を敷いています。

先生からの指示にて、処置の方法を決めています。

また、患者さんに自宅での食事をスマートフォン

患者さんには、自分で足の爪が切りにくいという方、

のカメラなどで撮ってきてもらって、管理栄養士が

ので、とても助かります。日曜日はRO 装置を熱水消

家族の方もこわくて切れないという方もいらっしゃる

指導の参考にするなどの工夫を施しています。

毒しており、冬場になると冷たい水を温めるだけでも

ので、フットチェックの際に切って差し上げたり、保

大変な電気代がかかります。そのコストを抑えるた

湿を施したりもします。フットケア指導士の勉強では、

めに、この機械室には直接ボイラーからの給湯パイ

爪の構造を解剖学的に学ぶので、正しい爪の切り

プを通してもらっており、便利でエコな機械室です。

方もわかり、
とても役立っています。

機械室の空調は5 台あり、透析液は湿気に弱い

「おいしい」がモットーの透析食

また、当クリニックでは、毎日ドクター回診があると
ころも大きな特徴ではないでしょうか。患者さんの
情報を先生はよく分かっているので、患者さんも非
常に安心されています。施設のハード面は十分す

管理栄養士は2 名おります。透析食は塩分控

ぎるほど充実しており、スタッフとしては、ソフト面も

えめで味が薄いという印象がありますが、当クリ

同じくらい頑張りどころと思います。理事長先生自

ニックのメニューはどれもしっかり味付けがされてお

ら丁寧な医療を実践されているのを見て、私たち

り、とても味がいいと評判です。スタッフもお昼には

もさらに努力しようと励みになります。

⬅

ガラス張りで見通しの良い機械室

フットケアもとことん追求
当クリニックの看護師は24 名、臨床工学技士が
7 名勤務しており、人員的にもとても充実していま
す。透析室は2 階と3 階にあり、チーム体制は固定
にせず 2 階と3 階のフロアに分けて、全員が担当フ
ロアの患者さんを全体的に診れるようにしています。
取り組みの中でもフットケアには力を入れていま
す。人工炭酸泉製造装置を用いた「人工炭酸
泉温浴」は濃度も高く、実際の温度より2℃高く感
スタッフの皆さん

⬅

じられるほど体も温まるため、毛細血管の拡張が

今後の目標

