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蓄尿障害について

＝

院長

排尿と蓄尿は図１１に示すよう
に︑膀胱利尿筋と尿道括約筋の協調
運動で成り立っており︑膀胱はほぼ

朋・９％の時間が蓄尿の状態にあり
ます︒尿失禁とは〃場所や時間を問
わず自分の意志とは無関係に尿が漏

︾︾津崎︾︾拙い一帖︾︾一︾一︾碍時
体操の併用が有効です︒

く沌態調にあ

い鮒酬訓榊州敢Ⅷ測畔棚柵舳伽刷鐡鰹柵Ⅷ肌脈一二州︾︾︾卦睡唖壷

大症や神経因性膀胱︵膀胱尿道機能不全︶が原因ｒｌ

である慢性尿閉による事が殆どで︑原疾患の治療

と共に尿閉が改善するまでの排尿管理が必要でし枕銅洲虚
矛禁龍禁陥禁娠唾
す︒

胱利尿筋の収縮

で︑ＱＯＬ︵生活の

尿】

れてしまうこと

■

どによる薬物療法と共に︑行動療法として意識的

，《←尿道括約筋の
収縮

質︶を大きく損ないます︒今回は代
表的な蓄尿障害である尿失禁と表Ｉ
２に示す過活動膀胱︵ＯＡＢ︶につ
いてお話します︒

表１１に示すように︑尿失禁は切

に排尿を我慢
する膀胱訓練
や骨盤底筋体
操の併用が有

▼

迫性・腹圧性・溢流性の３種類︵各々

道括約筋の弛緩

《

弛緩

j｣

効です︒

以上︑今回
は尿失禁・過
活動膀胱など
の蓄尿障害に
ついてお話し
しました︒

八膀胱利尿筋の

l

の混合型もある︶に分類されます︒
切迫性尿失禁は尿路感染症・前立腺
肥大症などによる排尿効率の低下・
膀胱結石等の尿路結石症・膀胱腫瘍
などが原因となっている事も多く︑
まず基礎疾患の検索と治療が優先し
ます︒明らかな基礎疾患がなければ

【蓄尿と排尿】 〈図−1〉

坪俊輔

抗コリン剤や交感神経刺激薬などの

、､ 【蓄尿】
』−
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坪院長の健康講座

ぶ｣のバックナンバーは、当クリニックホームページでご覧いただけます。

http:"www・ibujin.comhttp://www.ibujin.com
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クオリティマネジメントの研修に参加して
透析室看護主任中井純子

岬4

看護の質について、学生時代から看護師として働

く働きかけられていないことも、今回の研修の中で

いてきたこれまで、経験や学習を通し幾度となく考

痛感しました。スタッフに対し､いかに主体性を持っ

える機会がありました。今回、クオリティマネジメ

て動いてもらえるための働きかけは、コミュニケー

ントの研修に参加し、今まで培ってきた倫理主観に

ション能力が重要で身に着けていくことが課題であ

とどまらず、組織の目標を達成させるために管理者

ると考えます。

として、広い視野で考える必要がある事を学びまし

また、忙しい業務の中で、疲弊してしまっている

スタッフもいる現状であり、限られた資源の中で効

た。

現場においては、スタッフの持っているアイディ

率化と有効性を常に天秤にかけ、難しい選択に迫ら

アや力を発揮してもらうことにより、モチベーショ

れる時もあります。しかし､今回の研修の中でもあっ

ンを上げ、成果は更に達成感としてやりがいを生み

たように『有効性なくして効率性はない』というこ

出していくこと。そして達成感は成功体験となり更

とを改めて考えさせられ、 この事を肝に銘じ、主任

なるモチベーションアップへと繋がり、チームを結

としてスタッフに寄り添いながら看護の品質の保持

束させていくこと。こういった最良な環境が看護の

と向上を目指した職場環境にしていきたいという思

質の向上にもたらすということを改めて管理者視点
から考え理解することができました。また、このよ

いを強く感じさせられました。

うな最良な環境はチームの結束力から生み出される

あるべき姿を追及し、これからも学ぶ心を忘れず努

コミットメントとなり、職場の人間関係を良くし、

力していきたいと考えます。

主任となり4年を迎える現在、状況認識を行い、

離職率低下にも反映し、安定した看護の提供と同時

そして、人は必ずモチベーションの上がり下がり

に、変革の実践により更なる看護の発展へと繋がり、

がある。それは精神のバランスを保つ上で必須であ

質の向上になることも学びました。

り、生きていくうえでなくてはならないものである

私の部署でも、効率化と有効性を目指し業務改善

と、強く語られていた講師・青木先生の言葉が印象

に取り組んでいますが、スタッフ管理は大きく私達

的でした。その言葉を胸に、前進していきたいと思

管理者に委ねられています。 しかし、実際には遠慮

います。

があったり、伝えるタイミングなど迷いがあり上手

■

■

イ ンフルエンザ予防接種のご案内

￨‐

接種期匿 平成29年11月1日H2月29日

料金

【一般の方、

《'回》3,500円

●次回受診日にあわせて接種することをお勧めいたします。

○伊達市・壮瞥町・洞爺湖町・豊浦町にお住まいで予

○同4市町にお住いの65歳以上で生活保護世帯の方と世帯

難羅蕊雛瀧蕊蕊し1,鋤円

全員が市民税非課税の方

障がいを有する方。

、ー

※ワクチンがなくなり次第､終了とさせて頂きます。

く各市町発行の生活保護受給者証、非課税証明書(手数料が
必要です)を当日ご持参ください〉

●当院の予防接種対象患者様は15歳以上の成人の方のみとなります｡●ご不明な点などございましたら､鰯員までお問い合わせください。

し無料

〕
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会沢公規病練看護師
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新聞の存続
●新聞の発行部数減少が止まらないようです。
主だった新聞各社が加盟するABC協会の昨年

9月の調べによると､朝日が1年間で33万部、
毎日が同19万部、読売が14万部の減少、大
手3紙だけで合わせて66万部にもなり、ここ
4年では朝日1社だけで105万部の減少に上

ります●減少はチラシ折り込み料や広告掲載料
にも大きく影響、経済的打撃は相当なものにな
ります。数年前、道内のある地方都市で新間部
数減少の影響から、製紙工場撤退のウワサがあ

りましたが「火のない所に…」で、この部数減
少からして撤退しても不思議ではなく、将来的
にあり得る事態といえます●2015年￨こ実施さ
れた国勢調査の結果から、世帯数の減少が顕著
になってきました。人口減少のなか、核家族化
の影響で世帯数の変化はある程度落ち着いてい
たことから、減少に転じるとなれば、これも新
聞業界にすれば向かい風､しかもかなりの強風、

特に人口減が深刻な地方都市を主力にするロー

｢いぶり

専門知識を身に付け貢献したい！

会沢看護師はサラリーマンから

一念発起し、看護師になった異例
の経歴があります。伊達生まれの
伊達育ち、伊達高卒業後に札幌市
で就職するも「手に職を付けたい」
kil偏に蜜頭し看護学校へ進学、資
と人生設計を大幅に変更し看護学校へ進学、資
格取得後に室蘭で11年間の経験を積み、今年
8月に当院へ仲間入りしました。

室蘭時代は総合病院の手術室で8年間勤務し
たキャリアがあり、 「この経験を生かせるよう
頑張り､専門知識を身に付け貢献したい」と日々
の業務に取り組んでいます。

趣味はマラソンと登山、地元の室蘭岳や羊蹄
山に登るそうで「登頂した時の達成感がたまら
ない」と言います。見るからに温厚そうな人柄
からは笑顔が絶えず、周囲に安心感を与える雰
囲気が印象的です。

カル紙には頭の痛い現象です●発行部数減少は
今に始まったわけではなく、 1997年が部数の

ピークといわれ、以来下落の一途です。当然、
様々な改善策を試みているようですが、強力な
打開策はないようで、この傾向がさらに加速す
るのは明らかなようです。事態の改善が望めな
い中、当事者の各紙紙面に、その緊張感が感じ

取れないのはなぜか？●新聞の使命を忘れ、各
社間の過剰な経済競争が紙面に反映されていだ
のではないか．…。そんな反省を踏まえ、より減

少の激しい夕刊発行を止め、購読料の値下げを
図るとか、印刷を共同化するなど経営のスリム

化、合併を含めた各社間の交流を見据えた改革

がなければ、スマホを武器に急速な勢いで進行
を続けるネットの脅威に立ち向かえないのでは
…●人類にとって「活字文化」は重要で有益な
ものです。これを守る意味からも身近にある新
聞の存在がとても大切なのですが、権力へ媚び
る体質が透けて見えることから、御用新聞､と
椰楡され新聞の在り方が問われている側面もあ
ります。行政のチェック機関として存在感を示
せるよう、各社が、自浄作用．を発揮できるか
が再浮上のポイントとなりそうで、例外の無い
改革が求められているようです。健全な新聞の
存続を願い、一層の努力を期待しましょう。

惑禰繼泌尿繍夢謬ニツク

気持ちでいっぱい」と感謝しきりの様子。
伊達で生まれ育ち、伊達中時代はテニス部、
伊達高では生徒会で活躍しました。 「意外と負
けず嫌いな一面があるんです」と笑う。
「病院の顔となる受付業務に自覚を持ち取り
組みたいです」としっかりとした目標を掲げ、
｢患者様に不快な思いをさせないよう配慮でき
る接遇を身に付けたい」 「できるだけ長く勤務
したいです」と決意していました。
相手の気持ちを理解でき、落ち着いて見える
雰囲気を放ち、安心感を抱かさるようなスタッ
フに成長して欲しいものです。
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第4回全国病院レシピｺﾝﾃｽﾄで準ゲﾗﾝブﾘ受賞嗣藍悪函調

︷︐面壷■﹄

カレー料理ジャンルで準グランプリ、トマト料理ジャンルでも銀當！
8月10日に開催された「第4回全国病院レシピコンテスト」に於いて､当クリニッ
クが応募したレシピ2作品が減塩料理部門のカレー料理ジャンルで準グランプリ、 ト
マト料理ジャンルでも銀賞を受賞しました。受賞作品は「紫花豆とキヌアのドライカ
レー｣＝写真＝と「えびとブロッコリー、ゆりねのトマトペンネ」です。秋号では準

｣ I

肌I jrl"

⑭

グランプリ受賞作品のレシピを掲載いたします。

各種コンテストの参加により、当クリニックの病院食が益々充実し、患者様の満足
度アップにつながっていくよう、 さらに努力していく所存でおります。また、病院食
で患者様が気になる点などございましたら、お気軽に看護師などスタッフまでお知ら
せください、皆様のご意見を参考にさらなる向上を図りたいと思います。
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【作り方】
①たまねぎはみじん切り、青ピーマン、人参は
薄く角切りにする②鶏ひき肉をサラダ油で妙め、

●紫花豆（乾）…209●キヌア…159●鶏ひ

き肉409●おろし生姜…19●おろしにん
にく…19●カレー粉･ ･ ･39●カレールウ･ ･ ･5
9●サラダ油…19●青ピーマン…59●たま
ねぎ…409●人参…159●砂糖･ 19●有塩
バター…19●濃い口醤油…29●トマトケ
チャップ…69●中濃ソース…39●鶏ガラ
スープの素･…19●ウスターソース･…19●生
クリーム…59●レモン（飾り）…39●【バ
ターライス】米…609･塩…0.29･有塩バター

火が通ったら、たまねぎと人参を加えてさらに

妙める③苑でたキヌアを加え、おろし生姜、カ
レールウ、カレー粉、砂糖、濃い口醤油、 トマ
トケチャップ、中濃ソース、ウスターソース、
鶏ガラスープ、生クリームを加える④③に紫花
豆、ピーマンを加え妙める⑤炊き上げたご飯を
バターで妙める⑥皿に④のカレーと⑤のバター

･･ ･29･粉パセリ･ ･ ･0.19

ライスを盛り、ライスの上に粉パセリをふる。

『下準備と、イチオシ、ポイント』

紫花豆とキヌアのドライカレー
1食分の栄養価

キヌアは2〜3回水洗いし、たっぷりのお

湯で15分ほど茄でておく。紫花豆は一晩水

エネルギー量食塩

につけて戻しておく。

ポイントは紫花豆は食物繊維が豊富に含ま
れており、色彩も良くカレーにボリューム感
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【材料（1人分)】

1人分の目安 470〜550kcal

たんぱく質

脂質

食物繊維

1.89以下

18〜229

14〜169

59以上

主菜の値(1人分）

312.0kcal

1 .3g

14.49

12．39

7.39

主菜の値(1人分）

232．0kcal

O.29

3.89

2．19

0.39

合計

544.0kcal

1．59

18．29

14.49

7.69

を出す事も出来ました。

に伊達地方腎友会が研修会開催】
当クリニックの管理栄養士が講演

腎友会の歴史も学ぶ
伊達地方腎友会（大西幹夫会長）の研修会が
8月20日、伊達市鹿島町の市民活動センター
で開かれました。同会はいぶり腎泌尿器科クリ
ニック、伊達赤十字病院、洞爺協会病院で透析
を受けている患者様で組織され、透析者皆様に
とって大切なテーマを設定した研修会を毎年企

【写真提供：室蘭民報社】

画しています。

さん、石掛恵理さんが楽しく食べる、おいしく
食べるこつを紹介しました。
参加した同会メンバーら約30人は、食事管
理のポイントや塩分、カリウムの摂取量の注意

今回のテーマは「透析食の基本と実践｣、透析
患者様には重要となる身近な「食」について、

点を熱心に学んでいました。また、北海道腎臓
病患者連絡協議会の水島裕会長が腎臓病患者会

当クリニックの栄養科管理栄養士・安住ノリ子

｢腎友会」の歴史と役割を紹介しました。

