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SDGsと 済生会

院 長 林 田 良 三

SDGs(エス・ディー・ジーズ)と いう略語や

ドーナツ状のカラフルなバッジ (写 真)を 最近、

よ く目にするようにな りました。SDGsと は

Sustainable Development Goalsの 略語で「持続

可能な開発目標」という意味です。2015年 9月 の

国連サミットで世界のすべての国が2030年 までに

達成すべき17の 目標を掲げたものです。

日標①貧困をなくそう

目標②飢餓をゼロに

目標③すべての人に健康と福祉を

目標④しつの高い教育をみんなに

目標⑤ジェンダー平等を実現しよう

目標⑥安全な水とトイレを世界中に

目標⑦エネルギーをみんなにそしてクリーンに

目標⑧働きがいも経済成長も

目標⑨産業と技術革新の基盤をつくろう

目標⑩人や国の不平等をなくそう

目標①住み続けられるまちづくりを

目標⑫つくる責任つかう責任

目標⑬気候変動に具体的な対策を

目標⑭海の豊かさを守ろう

目標⑮陸の豊かさも守ろう

目標⑬平和を公正をすべてのひとに

目標①パートナーシップで目標を達成しよう

これら17の 目標はそれぞれが相互に密接に関連

しています。例えば、開発途上国がかかえる貧困、

飢餓、健康、福祉、教育といつた問題はインフラ

が整備され、経済成長による雇用、産業革新が

ぁってはじめて達成されるものです。また地球規

模の気候変動による異常気象は自然災害に脆弱な

開発途上国の目標達成に深刻な影響をもたらして

います。開発途上国、先進国を問わず世界中の

里集ダ踏実1:命秀釜i署尋翁岱瑾機だζと玉百念

です。

そ してこれ らの目標の根底にある重要な理念は
「誰一人置き去 りにしない世界を目指す」という

ことです。ソーシャルインクルージョン、社会的

包摂と訳されるこの考え方は済生会が最も大事に

している理念そのものです。全国の済生会病院が

実施している生活困窮者への無料低額診療や刑余

者、障害者、子供などの社会的弱者への支援事業、

開発途上国への医療支援、最近始まったイオン

モール社との連携による 「まちづくり」への寄与

などすべてがソーシャルインクルージョンの理念

に基づくものです。同じ理念に基づくSDGsの 17

の目標は済生会にとって受け入れやすく、中期事

業計画はこれ らの目標とリンクさせて作られてい

ます。

今、世界では自国第一主義や移民への排他的政

策が台頭 し、 日本でも同様に考える人の割合が増

えていると言われています。自分と異なる者や多

様性への不寛容さはグローバル化が進んだ時代に

あってはやがて自分に跳ね返つてきます。SDGs
の17の 目標は世界中の異なるもの同士の理解、共

有、連携がなければ達成できません。持続可能で

誰も置き去 りにしない未来は私達、一人一人の思

いや行動に委ねられていると思います。

SDGsバ ッジ (カ ラーホイールバッジ)

バッジに使われている17色はSDGsの
17の 目標を意味しています。

済生会日田病院 (ホームページhtt,//面sdk江.hta.dtajD
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・11■ ■ 1腹 膜透析 を ご存 じですか

腎臓内科部長  藤 澤  宏 亘

☆はじめに
「腎臓が悪 くなると透析をしなければいけなく

なる」 と聞いたことはないですか ?端的にお話
しすると、腎臓はゴミ処理機の機能を果たして
います。身体の老廃物 (食事からエネルギーを

摂取 した後に残る燃えかす等)を尿の中に溶か
して捨てるのです。

腎臓が悪 くなると、身体の老廃物を捨てられ
なくな り、身体に蓄積 してしまいます。 もっと

悪 くなると、尿自体が少なくな り、水がたまっ
て浮腫みが出てきます。

薬でできるだけ尿を出していきますが、最終
的には薬を使っても浮腫みが取れなくなるため、

腎臓の代わ りをしてくれる透析が必要になるの

です。

実は透析には腹膜透析 と血液透析の2種類が
あります。一般的に透析というと、血液透析を
想像 して億劫になるのではないでしょうか ?週
に 3回病院に通い、 2本針を刺 して、 4～ 5時
間寝たきり、半 日仕事になるので通常の仕事が
できない等々。

☆腹膜透析とは

今回はもう一つの透析、腹膜透析についてご
紹介 します。腹膜透析は自宅で行 う透析です。
血液透析 と違 って針を刺す必要はあ りません。
お腹にきれいな透析液を入れて、数時間待つと
身体の老廃物が透析液に移動して、汚れた透析
液とな ります。 この汚れた透析液を捨てて身体
をきれいにする方法です。言うなれば人工的に
おしつこを作る治療ですね。

(2) な で  し こ 10月 号

まず、手術でお腹にチューブを植え込みます。

チューブの末梢はお腹の横から出てお り、普段
は丸めて腹巻きなどに収納しておきます。

例えばですが、夜間のみに透析を行 う場合、

ねる前に機械を使ってチューブの先端ときれい

な透析液をつなげ、身体にきれいな透析液を入
れます。そのままの状態で寝ていると、機械が

勝手に、透析液が汚れたら捨てて、新たにきれ
いな透析液と入れることを数時間おきに繰 り返
してくれます。あとは、朝起きたら、透析液の

機械 と身体 のチ ュー ブを切 り離 して、 また
チューブを腹巻きにしまっておくだけです。 こ

れであれば、 日中は通常通 りの仕事ができて、

病院に通 うのも月に 1、 2回程度でいいです。

特に、家から病院までが遠い方や昼間に仕事
をしていて休めない方、心臓が悪い方 (血液透

V

析よ りも腹膜透析の方が ,い 臓への負担が少な
い)な どに利点があります。

逆に欠点 としては、尿が全 く出なくなると浮
腫みがコン トロールできな くな ります。 また、
出口部 (お腹からチューブが出ている所)を清
潔に洗うことゃ、機械操作を覚える必要があり
ます。

腹膜透析は家で行う透析ですが、訪問看護師
さんが 自宅 まで行 って指導 して くれますので、
まずは腹膜透析か ら始めて見て、 自分に合わな
いと感 じた ら、血液透析に移行 してみるのも良
いかもしれません。

透析が必要と言われた ら、一度考えて見てく
ださい。
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放射線治療について

診療放射線技師

③すべての部位に使用できるわけではない。

がんの場所においては放射線治療が適さない場

所も存在します。しかしそれらは他の適した方

法が存在しているため医師や看護師の方々と相

談して治療計画を立てていきます。

2X線と電子線について

当院では放射線治療でX線 と電子線を使つて治

療を行っています。X線はエネルギーが高くなる

ほど深部で与えるエネルギーが大きくなる性質を

持ちます。一方、電子線はエネルギーの変化に伴

いある深さで線量が低くなるという性質がありま

す。これ らをうまく組み合わせて正常な組織には

影響を少なく、目的部位にはできるだけ多くの線

量を照射できるようにしていきます。またこれら

の放射線は同じ機械で切 り替えることができま

す。

普段あまり見ることのない内容ではありますが

少しでも参考になれば幸いです。

高エネルギー放射線治療装置
SEMENS ONCOR平 成 19年 7月 更新

吉
同

□放射線治療とは ?

放射線治療とはがんなどの腫瘍に放射線を照射

することによりがん細胞を死滅、あるいは小さく

してその増殖を抑えるための治療のひとつです。

外科手術と違つて手術を行って患部を切除した

り体に傷をつけたりせずに身体の機能や形態を温

存 しつつがんを治療できるという利点がありま

す。

1放射線治療のメリット、デメリット

当院の放射線治療はX線、電子線という放射線

を使用します。通常のレントゲン写真などで使っ

ている放射線よりも高エネルギーの放射線を病変

に直接照射することによりがん細胞を死滅させた

り増殖を抑えたりできます。

大きなメリットとしては

①身体への負担が小さい、

②身体の機能を温存することができる、

ことが挙げられます。また早期がんであれば手術

と同様の治療実績があり、抗がん剤などのほかの

治療と併用することにより手術と同じレベルの治

療効果が得られます。

しかしデメリットも存在します。それは

①副作用が存在する。

放射線はがん細胞だけではなく周りの正常な組

織にも同様に作用するためある程度の影響が出

てしまいます。しかし、正常組織は回復が腫瘍

よりも早いのでその回復時間の差を利用して治

療を行います。(一部ダメージが残ることもあり

ます。)

②治療期間が長い。

回復能力を高めるために 1回に大量の放射線を照

射するのではなく数回～数十回に分けて様々な方

向から照射していきます。これを土日祝日を除く

毎日行うため長期の治療になっていきます。です

が 1回の照射は15分～20分程度で終了します。
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当院では患者サービスの向上を図るための継続的な取り組みとして、年に1度、患者さんに施設・診療・接遇面

等に対しての調査を行っています。満足度やご意見。ご要望を知ることで問題点を洗い出し、改善につなげること

を目的に実施しています。

昨年の平成30年度の調査結果は次のとおりでした。(詳 しい調査結果はホームページに掲載しています)

非常に満足  満足  普通 不 満

建物 151% 33.3% 495% 22% 0.0%

医療機器等の設備 25.3% 451% 29.7% 0.0% 0.0%

トイレ・洗面。給湯 167% 260% 396% 17.7% 0.0%

売店・食堂など 174% 239% 522% 6.5% 0.0%

駐車場 131% 226% 369% 179% 9.5%

食事の内容 25.5% 351% 29.8% 74% 21%

病院環境全般 207% 413% 370% 1.1% 00%
プライバシー配慮 25.3% 46.0% 28.7% 00% 00%
接遇面全般 29.1% 500% 209% 00% 00%
看護師の説明 337% 483% 180% 00% 0.0%

医師の説明 404% 393% 191% 11% 0.0%

治療内容。経過 360% 427% 20.2% 1.1% 00%
診療全般 34.8% 472% 180% 0.0% 0.0%

非常に満足  満足 普通  やや不満  不満

是非薦める  薦める 薦めない 全く薦めない

_墨者―の1権fllt義務‐‐
1.最善で安全な医療を平等に受ける権利があります。

2.個人として、その人格や価値観が尊重される権利

があります。
3.自己の病気や治療について、説明を受ける権利が

あります。
4.自 ら治療方法を選択する権利、また自ら治療を拒

否する権利があります。

5.治療に当たり症状を正確に告知する義務がありま

す。

6.医師の指示に従い、病院の規則を遵守する義務が

55.3% 412% 2.4% 12% 0.0%

50.6% 494% 00% 00%

令和元年度下半期‐巡1回診療事業計画のお矢日らせ

褥懸薙言[懸:

地 区 名 時間・場所 10月 11月 12月
R2

1月 2月 3月

東羽田高花
高 花 公 民 館

1:45～ 3:15
15ω
29ω

ω

ω

２

６

１

２

10ω
24ω

14ω
28ω

1 217Kl

25ω
10"
24ω

古 後
古後生活改善センター

1:45～ 3:15 22ω 19ω 17ω 21ω 18ω 17ω

国  紺攪 識繁 ‰鵬 高
します。

団  :1稽嘉冒霧菅義彗霞着繰箭看縫翼tます。
3 関係機関との連携を図り、高度医療を提

供します。
4.職員の協調と信頼によつて、チーム医療

の充実を図り、患者本位の医療を実践し
ます。

5

6.

中核病院として、地域の医療水準の向上
に努めます。

総合的な医療の質の管理を行い、健全経
営を目指します。
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