Medical Topics

私が推薦します！
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多方面に造詣が深く︑研究熱心で︑まじめで曲がったことが嫌いな先生です︒
患者さんにいつも寄り添い何が患者さんにとってペストかを考えていらっしゃいます︒
薬の副作用にも詳しく安心して治療を任せられる数少ない先生だと思います︒

透析治療を悲観する
ことはありません︒

かった場合です︒ただ︑異常がわかったと
しでもいきなり大きな病院へ行くのは待

ち時間の問題や敷居が高い感じがあって
やや抵抗がある︒そこで当クリニックの
ような身近な医療機関を受診してみよう︑
ということになるのだと思います﹂

ありますか︑

−病態としての腎疾患に特徴的なものは

﹁特殊な腎炎以外では︑高度に腎機能が低

ですから検査値で異常があっても体調が

▲地域社会に根ざした医療態関として26年目
佐々木先生は二代目院長として3年目を迎えた
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−人工透析は血液透析が一般的ですが︑在

患者本位の資勢を貫くために
さまざまな透析法を導入

うのが透析療法です︒﹂

的に腎臓の機能を代替して血液の浄化を行

ような場合に︑必要となってくるのが人工

ロールができなくなってしまいます︒その

過が充分に行えず︑水分や老廃物のコント

﹁腎臓の働きが極端に低下すると血液のろ

−透析が必要になるのはどうい︑﹁時ですか

きたいですね﹂

はなく︑腎臓内科専門医を受診していただ

は︑症状がないからといって放置するので
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下しない限り︑腎疾患には痛みや不快感

佐々木公一先生

放置してしまう方が多いのが問題点だと

急変するわけではありません︒そのまま

しにくいので︑採血検査で腎機能のデータ

−腎臓病の専門クリニックなので受診する

）佐竹木クリニックi
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などの自覚症状をほとんど認めません︒
大阪市鶴見区
﹁佐々木クリ一一ツク﹂院長

−どのような時に腎臓内科専門医を受診

人生の新しい出発点と
考えて欲しい︒
専門分野⁚人工透析内科・腎織内科・内科

すればよいのですか

思います︒﹂

いた疾患を見つけることができ︑助けられ

臓内科なら勉強すればするはど見逃されて

︵クレアチニンや尿素窒素等︶に異常が認め

なぜ︑腎臓内科の専門医を
目指したのか

ず勉強し続けることは容易ではありません

られたり︑尿検査で異常が確認された場合

に腎機能が低下しない限りは症状が出現

が︑患者さん個人個人に応じたベストな治

﹁先ほど申し上げたように腎疾患は高度

人工透析内科を診療科日に掲げるところは

−腎臓困科を専用とした医療機関︑とくに

療を行い︑生活の質を向上させることが理

になろうと決心しました︒もちろんたゆま

そう多くないと思いますがへ︑

そこで腎臓病の専門医だった父︵禁書氏︶が

人は限られていると思いますがっ

腎疾患は自覚症状が乏しい

想の医療であると思っています﹂

る患者さんも増える﹄と言われ︑腎臓内科医
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﹁腎疾患を思う人は年々増加傾向にありま

すが︑この地域︵鶴見区︶には腎臓内科を専
門とする医療機関がなく︑腎疾患を思って

いる人や腎臓に不安がある人は遠くの総合

腎臓内科・透析治療に特化したクリニック

﹁来院される方には大きく分けて二つのパ
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病院まで行かなければなりませんでした︒

として1991年に開院したのが出発点で

みや倦怠感等の症状を検索しているうちに
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ターンがあります︒ひとつはネットでむく

﹂
す
−先生はなぜ腎臓内科医の道を選ばれたん

は健康診断で検尿異常や腎機能の低下を示

腎疾患を疑って受診される方︑もうひとつ

すクレアチニンや尿素窒素などの数値が高
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ですか→

が︑研修医時代の腎臓内科の指導医から﹃腎

﹁父の後を継ぐという意味では必然でした
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▲来院する人に配慮して待合室は広く明るい
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﹁在宅透析は1人に対して1台の透析機器

宅適所や腹膜透析はどんな治療ですか︑

商いです︒

もできませんから患者さん側のハードルが

応がハードなこともあって大阪府下では4

護スタッフが当直体制で待機しますが︑対

−腎移植を受けない限り透析は一生続ける

医院しか導入していません︒﹂

は患者さんの腹腔内︵お腹の中︶に透析液を
ことになるのですかっ・

腹膜透析も同じく在宅での透析です︒これ

が︑患者さんによる自己穿刺が条件とされ︑

一定時間貯留し︑その間に血液中の尿毒素

い人生の出発点として前向きに捉えましょ
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をご自宅に設置して血液透析を行うのです

これが代行できるのは医師等の有資格者と

﹁その通りです︒患者さんご本人やご家族な

が透析治療であり︑それだけに心理的な負

定められています︒穿刺ができないと透析
透析液の交換をする方法や1日に

う︒私も専門医として全力で支えます﹄とお

数回透析液を交換する方法等があ
ん自身が行うので︑これをサポート

伝えしています︒

﹃治療は確かに大変ですが︑悲観せず︑新し

する家族の存在が欠かせず︑すべて

当クリニックが目指すのはこの考えを具体

担も大きいのですが︑私は常々患者さんに

の人に向いているというわけでは

化することです︒それは私や家族が患者に

ります︒ただ︑多くの処置を患者さ

血液透析を選ばれます︒﹂

ります﹂

なった時に通院しだいと思う医院像でもあ

ありません︒結局︑ほとんどの人は

をご紹介くださいー
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−佐々木クリニックでの取り組み

﹁患者さんの生活リズムは仕事︑家
庭生活によりさまざまです︒病態に

合わせてではありますが︑一般的な
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佐々木公一先生略歴

や塩分︑水分が腹膜を介して透析液に移動

一一＼・ヽ種

○

腎臓内科医長
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オーバーナイト透析による長時間

所在地
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透析を積極的に取り入れていますL

大阪市鶴見区鶴見4丁目6番27号
佐々木

Iオーパーナイト透析とはどうい

公一
院長名

うものですか？

﹁患者さんが帰宅し︑夕食や家族と
の団欒を楽しまれたあと︑夜間から

大阪メトロ鶴見緑地線
今福鶴見駅3号出口から北へ
徒歩約5分
アクセス

06−6931−8820
電話番号

翌朝にかけて透析するもので︑

腎臓内科・人工透析内科
診療科目

2017年から始めました︒寝てい

る間に透析を行うので身体への負
担も少なくてすみ︑治療後は翌朝か

とが可能です︒透析中は私を始め看

らいつも通り仕事や家事をするこ
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福岡大学医学部卒業

2006年

hHP：／／www．SaSaki−Cl．info／
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佐々木クリニック
医院名

FreeWi−Fi環境で透析中はDVDの視聴も可能
▲透析室には39台のベッドが並ぶ
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