第 19 回全国介護老人保健施設大会に寄せて

老健施設における透析医療
医療法人社団清光会 理事長
センペル逗子クリニック院長

横 山 志 郎 先生
（神奈川県逗子市）

患者数の増加もさることながら、いまや高齢化が
透析医療の大きな問題となっている。そうしたな
か、神奈川県・逗子市の医療法人社団清光会で
は、外来透析が困難となった患者を老健施設と
19 床の有床診療所に受け入れ、透析医療と食事
介護・リハビリを一体的に提供し注目されている。
ケアの甲斐あって、予後不良といわれた多くの患
者が体力を回復、風光明媚な環境で不安のない
日々を送っているのだ。理事長・院長の横山志郎
先生に要介護高齢者への透析医療のあり方などに
ついてお話を伺った。
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リングアートの作品が至る所に展示されている。外来クリニック入り口（写真中央部）
周辺の壁を飾るオブジェもその１つ。作品は定期的に入れ替わる

私は透析専門医に就いて2 年間の
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医療法人社団清光会
［理事長・院長］横山 志郎
［所在地］神奈川県逗子市久木 4 丁目 25-8
平成 15 年 5月、センペル逗子クリニック
（19 床）
、介護老人保
健施設セアラ逗子（定員 100、うち45 床認知症専門）
、グルー
プホームはなもも
（定員 9）
を合築。5 階がリハビリと定員 58 の
通所リハ
（デイケア）
、居宅介護支援事業所が同居。他に地域
包括支援センター、池子デイサービスセンター
（定員 25、福祉
給食サービス併設）
。19 年 2月、センペル逗子クリニックに透
析部門（16 床）
を稼働。平成 20 年 9 月より 30 床へ増床
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横山 志郎（よこやま・しろう）
昭和52 年東京慈恵会医科大学卒業、55 年同大産
婦人科学講座入局、56 年同講座助手。57 年米国
コロンビア大学癌研究所留学、60 年東京慈恵会
医科大学産婦人科学講座助手、平成3 年同講座講
師、9 年同大第１生化学講座講師、11 年医療法人
曙会流山中央病院内科・脳神経外科勤務を経て、
平成 13 年医療法人社団清光会を設立、清光会理
事長およびセンペル逗子クリニック院長に就任。
19 年 2月、センペル逗子クリニックにて腎・人工透
析部門を開設、現在に至る。
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