
腎腎愛愛会会めめぐぐりり 1111 上山病院 放射線室●○地地域域連連携携室室日日記記○● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
地域連携室 看護師 岩切 里実  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                     
 
 

 
 

 私たちは、豊かな人間愛をもって常に最良の医療を求めて最善を尽くします。  
 
 

 
 

１）  質の高い医療を追求するために、たゆみなく研鑽します。  
２）  医療人としての誇りを自覚し、公共のために行動します。  
３）  温かい医療を提供するとともに、地域のために貢献します。  

 
 

腎愛会ニュース 第 11 号（新春号）に寄せて  

 
 
 いつも皆様には並々ならぬご高誼を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昭和 56 年に上山内科クリニックを開設し、平成 23 年 1 月に、開

院 30 周年を迎えることができました。また、上山病院では、良質

で安全な医療の提供を目標に、平成 22 年１月から病院機能評価取

得に向けた取り組みを本格的にスタートさせ、病院を挙げて業務改

善や質の向上の施策を推進し、平成 23 年 9 月の本審査を経て、平

成 24 年 1 月 6 日におかげさまで認定を取得することができました。

これもスタッフ及び患者の皆様やご家族の方々、そして関係者の方

など多く皆様のご協力の賜物であると思っております。  
医療に取り組む職員が、患者様に、より良い医療サービスを提供

するためには、医療・看護・医療経営などの各分野で、たゆまぬ研

鑽を続けることが必要です。腎愛会では院内で様々な職員向けの勉

強会を実施し、職員教育を推進することで、患者様をはじめ、地域

の皆様へ医療を通じて貢献できると信じています。また、職員自身

が心身ともに安定していることが適切であると考え、腎愛会では、

働きやすい職場づくりの一環として、子育て支援の取り組みを推進しています。 

腎愛会は今後も心臓・血管・腎臓・透析病院としての専門性をより高め、地域医療の一翼を担うと

共に、ご近所の「かかりつけ医」として、内科一般や、禁煙に関するご相談まで対応できる、地域の

皆様にとって身近で、頼りがいのある存在でありたいと願っております。  
今後とも引き続きご支援のほど、お願い申し上げます。     

 

医療法人 腎愛会 理事長 上山 典 

 

 

 
放射線室では、診療放射線技師 2 名で毎日の業

務に取り組んでいます。  
業務内容は、上山病院とうえやま腎クリニック

の一般外来、外来透析、入院の患者様の胸やお腹

などの X 線写真撮影、頭やお腹などの CT 検査、

透析患者様のシャントトラブル時の PTA（カテー

テルを使用した血管形成術）での機械操作など、

X 線での検査を行うことが、私たち診療放射線技

師の仕事になります。  
検査や状況によって、検査時間やお待たせする

時間が異なりますが、なるべく患者様をお待たせ

しないよう心がけて検査を行っています。  
今年 2 月頃には、当院の CT 装置が更新されま

す。新しい CT 装置はマルチスライス装置なので、

これまでと比べ CT 検査の時間も短縮でき、更に

詳しく検査が出来るようになります。新しい装置

を導入するのでどのような検査を今後対応でき

るのか、楽しみです。検査や放射線に関すること

で、何かわからないことや疑問などありましたら

お気軽にお声掛け下さい。  
検査科 放射線室 大塚  麻里

     

 
 今回は、Happy“PD”Life、素敵な女性Ｔさ

んをご紹介します。 

Ｔさんは、86 歳から血液透析を行っておら

れましたが、血管のトラブルが続き 89 歳で腹

膜透析に変更となりました。とても我慢強い

方で、針を刺す痛みに文句も言わず、時には

看護師へ労いの言葉をかけて下さる程でし

た。腹膜透析へ変更の話が出た時は、自分の

事よりも介護をされる娘さんの負担を１番に

考えておられました。いざ腹膜透析を始める

と、様々な試練がＴさんや私たちにおきてき

ます。除水不良、食欲不振、転院、など等。

しかし、粘り強いＴさんと主治医の頑張りの

おかげで、今では安定した透析を娘さんとの

二人三脚で行っています。入院中はＴさんと

沢山お話をさせて頂きました。特に資産運用

のお話は面白かったです。又、排液の入った

バッグを見ただけでぴたりと重さを当ててし

まう特技にも驚かされました。外来でＴさん

の素敵な笑顔を拝見させて頂く度に、私も幸

せです。 
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〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 17-6 
TEL.099-257-2277  FAX.099-252-0722 

診療科目  内科･腎臓内科･人工透析内科･循環器  
内科  

病床数   40 床（療養病床）  
診療時間   9:00 ～13:00 14:00～18:00 

（受付は 17:30 までです）  
※予約診療も受け付けています。  

夜間透析   17:00 ～  23:00（月・水・金）  
休    診  日曜日･祝祭日･木曜日午後  

※ただし、急患はこの限りではありま  
せん。  

診療内容   一般保険診療･禁煙外来（保険での  
禁煙治療）鹿児島市いきいき受診券  
での特定･長寿一般健診･学校腎臓･ 
糖尿検診実施医療機関･個人健康診  
断･企業集団健康診断（自費）  

 
〒890-0073 鹿児島市宇宿 4 丁目 39-20 
TEL.099-275-3211  FAX.099-275-3212 

診療科目  内科･腎臓内科･人工透析内科  
診療時間  9:00 ～  13:00 14:00 ～  18:00 
     ※完全予約制  
休    診    日曜日・祝祭日・水曜日午後  
診療内容    一般保険診療･鹿児島市いきいき受  

診券での特定･長寿一般健診学校腎  
臓･糖尿検診実施医療機関･個人健  
康診断･企業集団健康診断（自費）  
 

 

 
〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 21-5 
TEL.099-259-8811  FAX.099-259-8469 

イベント情報！  
●腎愛会は宇宿商店街「まちの駅」で「おじゃったもんせ市（1 月 15 日，2 月 14 日，3 月 14 日

開催）」の日に健康相談を実施しています。是非お立ち寄りください。  
●上山病院では、3 月 4 日火曜日 11：00 より「腎臓いきいき教室」を開催致します。とてもわ  
かり易い腎臓病の勉強会です。参加ご希望の方は、受付にて、またはお電話でお申込ください。

上  山    典  

 

 

   



  ○●地域公開講座を開催しました●○ 

 平成 25 年 10 月 27 日に第 3 回地域連

携室公開講座を開催いたしました。「かか

りつけ医がなくて困っているあなたへ」

～自分と家族の健康管理～のテーマで、

上山病院の嘉川亜希子医師が講師を務め

ました。  
 「私、検診受けていないけど大丈夫？」という疑問から、「検診」

がなぜ行われているのか？テレビなどで言われて久しいメタボリ

ックシンドロームとはどのようなものなのか？血圧が高いとどうなるの？糖が

高いとどうなるの？肥満だとなぜ良くないの？

たばこはなぜ悪いの？･･･などと 5 つの「健康

習慣」、「非喫煙」「節酒」「食事（減塩、朝食を

食べる、間食をしない）」「活発な身体活動」「適

正ＢＭＩ」とからめ、ソフトな語り口で、ユー

モアをまじえ解説しました。講演は「分かりや

すい」と、とても好評でした。  
 また、来場者からは、「上山病院はきれい！」

「病院みたいなにおいがしない！」などお褒めの言葉もいただきました。  
          来年度もすばらしい企画を考えていきたいと思います。  

上山病院 地域公開講座プロジェクトチーム  
 
 
 
 
 
■冬に気を付ける病気  
 今年も寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、冬に気を付けたい病

気についてお話ししたいと思います。  
冬になると気温が低く乾燥した環境になり、活発になるウィルスが増加します。そのため、風邪や

インフルエンザの原因となるアデノウィルスやインフルエンザウィルスの感染、嘔吐や下痢の原因と

なるロタウィルスやノロウィルスの感染など様々なウィルスに感染する頻度が高くなります。このた

め、予防には日頃からの手洗いうがいに加え、マフラーや手袋などの防寒と湿度を保つためにもマス

ク着用が大切です。インフルエンザと風邪については次のページを参考にされてください。  
また寒さが厳しくなると、脳卒中や心臓病などの危険な病気の発作が増えてきます。これらは高血

圧が一因となって起きることが多いですので、寒い冬には特に注意をして予防しましょう。脳卒中と

は、脳の血管に突然起こる障害の総称ですが、中でも脳梗塞 (高血圧、動脈硬化などによって脳動脈の

血管が狭くなり詰まる病気 )と脳出血 (動脈硬化などによってもろくなった血管が高血圧による強い圧

迫に耐えかねて破裂した状態 )は冬にその危険性が高まります。また心臓病にも種類があり、冬によく

発作が起こるのは狭心症 (心臓の筋肉に血液を送っている血管に動脈硬化が起こり、血流が悪くなるこ

とで心臓が一時的に虚血状態になること )や心筋梗塞 (狭心症が進行した状態で血管が詰まって血液が

送られない状態になり、その結果、心臓の筋肉が壊死してしまうこと )です。これらの脳卒中や心臓病

は、命の危険や深刻な機能障害などを招く重篤な病気です。脳卒中の初期症状は急に体に力が入らな

くなったり、呂律が回りにくくなったりすることが多いです。心臓発作の症状は、胸が締め付けられ

るような痛みが出て、冷や汗が出たりします。このような症状がでたら、すぐに救急車を呼ぶ必要が

あるので、高血圧などある方やそのご家族は特に注意をしてください。トイレや浴室、脱衣所など家

の中でも温度差のあるところでは、発作が起こりやすいですので注意が必要です。  
 寒い冬には体調の変化が起こり、病気にかかってしまうことも多いものです。病気の前兆を知り、

大事に至らないように気を付けましょう。  
 

                              (上山病院 院長 寺口 記代） 

 

 
 

 
 

■透析治療を受けられる方々に関係の深い血液検査項目について④  
今回は血液検査における Hb（ヘモグロビン）と Ht（ヘマトクリット）を紹介致します。  

◎Hb（ヘモグロビン）：Hb（ヘモグロビン）は、赤血球に含まれている「ヘムたんぱく質」と呼ばれ

る成分で、赤血球の赤い色素成分でもあることから「血色素」とも呼ばれています。ヘモグロビンの

最大の役割は、肺で吸収された酸素を全身に送り届けることです。貧血の原因は鉄成分の不足による

ことが多く、貧血症の 90％程度が鉄欠乏性貧血と言われています。ヘモグロビンの量が減少すると、

体内の酸素運搬能力は低下し、様々な症状が現れます。ヘモグロビンの血中量が正常であるかどうか

を検査によって測定し、治療方針を決めるための材料とします。ヘモグロビンの基準値は男性が 13.6
～18.3g/㎗、女性が 11.2～15.2g/㎗です。透析患者様では 10.0～11.7g/㎗が望ましいとされます。  
◎Ht（ヘマトクリット）：ヘマトクリットの基準値は、男性が 38.0～50.0％、女性が 34.0～45.0％で

す。透析患者様の目標値は 30.0～36.0％程度です。血液中で血球の占める体積を示しており、ヘモグ

ロビンとともに貧血の指標となります。通常、赤血球数が減るとヘモグロビン量は減り、ヘマトクリ

ットの値も下がります。このように、3 つの値は密接に関係して増えたり減ったりします。これらを

もとにして、貧血であることがおおよそ診断できます。透析患者様では、エリスロポエチンと呼ばれ

る腎臓で作られる造血ホルモンが不足することから、貧血傾向となります。これを改善するには適正

なエリスロポエチンの投与が必要であると同時に、造血に必要な原料になる鉄成分が適当量存在する

ことが大切です。  
 透析患者様の場合、貧血はエリスロポエチンの不足だけではなく、炎症や栄養不良、ビタミン不足

（葉酸、ビタミン B12）、カルニチン不足、悪性腫瘍、消化管出血など様々であり、多角的に診なけ

ればなりません。  
 貧血の改善は、心不全の予防にもなり、生活の質を維持するために大切なことでもあります。  

【監修 上山  
さと

典
のり

】  

 

●インフルエンザと風邪について● 
インフルエンザが流行 

風邪とインフルエンザは症状も原因もはっきり異なります。風邪はの

どの痛み、鼻水、咳などの症状を伴う呼吸器の急性炎症です。発熱、頭

痛、食欲不振などが起こることもあります。 

インフルエンザはインフルエンザウィルスに感染することにより起こ

る病気です。普通の風邪よりも急激に発症

し、症状が重いのが特徴です。インフルエ

ンザに感染すると１～５日の潜伏期間の後、

３８度以上の高熱や筋肉痛などの全身症状

が現れます。気管支炎や肺炎を併発しやす

く、脳炎や心不全になる場合もあります。 

インフルエンザの予防 

インフルエンザの予防に効果が期待できるのがワクチンの接種です。

流行シーズンを迎える前の１１月ごろまでに接種することをお勧めし

ます。効果が現れるのはおよそ２週間後から、だいたい４～５か月間

持続するといわれています。 

もう一つの予防策は常日頃からの手洗い、うがいです。インフルエ

ンザはくしゃみや、咳など唾液や鼻水が飛び散って移ります。人が大

勢いるところへ出かけたときは特に注意しましょう。 

上山病院 感染対策委員会  

この「透析ＡtoＺ」は、腎愛会における腎臓医療や人工透析に関する取り組みをご紹介します。 
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くなったり、呂律が回りにくくなったりすることが多いです。心臓発作の症状は、胸が締め付けられ

るような痛みが出て、冷や汗が出たりします。このような症状がでたら、すぐに救急車を呼ぶ必要が

あるので、高血圧などある方やそのご家族は特に注意をしてください。トイレや浴室、脱衣所など家

の中でも温度差のあるところでは、発作が起こりやすいですので注意が必要です。  
 寒い冬には体調の変化が起こり、病気にかかってしまうことも多いものです。病気の前兆を知り、

大事に至らないように気を付けましょう。  
 

                              (上山病院 院長 寺口 記代） 

 

 
 

 
 

■透析治療を受けられる方々に関係の深い血液検査項目について④  
今回は血液検査における Hb（ヘモグロビン）と Ht（ヘマトクリット）を紹介致します。  

◎Hb（ヘモグロビン）：Hb（ヘモグロビン）は、赤血球に含まれている「ヘムたんぱく質」と呼ばれ

る成分で、赤血球の赤い色素成分でもあることから「血色素」とも呼ばれています。ヘモグロビンの

最大の役割は、肺で吸収された酸素を全身に送り届けることです。貧血の原因は鉄成分の不足による

ことが多く、貧血症の 90％程度が鉄欠乏性貧血と言われています。ヘモグロビンの量が減少すると、

体内の酸素運搬能力は低下し、様々な症状が現れます。ヘモグロビンの血中量が正常であるかどうか

を検査によって測定し、治療方針を決めるための材料とします。ヘモグロビンの基準値は男性が 13.6
～18.3g/㎗、女性が 11.2～15.2g/㎗です。透析患者様では 10.0～11.7g/㎗が望ましいとされます。  
◎Ht（ヘマトクリット）：ヘマトクリットの基準値は、男性が 38.0～50.0％、女性が 34.0～45.0％で

す。透析患者様の目標値は 30.0～36.0％程度です。血液中で血球の占める体積を示しており、ヘモグ

ロビンとともに貧血の指標となります。通常、赤血球数が減るとヘモグロビン量は減り、ヘマトクリ

ットの値も下がります。このように、3 つの値は密接に関係して増えたり減ったりします。これらを

もとにして、貧血であることがおおよそ診断できます。透析患者様では、エリスロポエチンと呼ばれ

る腎臓で作られる造血ホルモンが不足することから、貧血傾向となります。これを改善するには適正

なエリスロポエチンの投与が必要であると同時に、造血に必要な原料になる鉄成分が適当量存在する

ことが大切です。  
 透析患者様の場合、貧血はエリスロポエチンの不足だけではなく、炎症や栄養不良、ビタミン不足

（葉酸、ビタミン B12）、カルニチン不足、悪性腫瘍、消化管出血など様々であり、多角的に診なけ

ればなりません。  
 貧血の改善は、心不全の予防にもなり、生活の質を維持するために大切なことでもあります。  

【監修 上山  
さと

典
のり

】  

 

●インフルエンザと風邪について● 
インフルエンザが流行 

風邪とインフルエンザは症状も原因もはっきり異なります。風邪はの

どの痛み、鼻水、咳などの症状を伴う呼吸器の急性炎症です。発熱、頭

痛、食欲不振などが起こることもあります。 

インフルエンザはインフルエンザウィルスに感染することにより起こ

る病気です。普通の風邪よりも急激に発症

し、症状が重いのが特徴です。インフルエ

ンザに感染すると１～５日の潜伏期間の後、

３８度以上の高熱や筋肉痛などの全身症状

が現れます。気管支炎や肺炎を併発しやす

く、脳炎や心不全になる場合もあります。 

インフルエンザの予防 

インフルエンザの予防に効果が期待できるのがワクチンの接種です。

流行シーズンを迎える前の１１月ごろまでに接種することをお勧めし

ます。効果が現れるのはおよそ２週間後から、だいたい４～５か月間

持続するといわれています。 

もう一つの予防策は常日頃からの手洗い、うがいです。インフルエ

ンザはくしゃみや、咳など唾液や鼻水が飛び散って移ります。人が大

勢いるところへ出かけたときは特に注意しましょう。 

上山病院 感染対策委員会  

この「透析ＡtoＺ」は、腎愛会における腎臓医療や人工透析に関する取り組みをご紹介します。 
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 私たちは、豊かな人間愛をもって常に最良の医療を求めて最善を尽くします。  
 
 

 
 

１）  質の高い医療を追求するために、たゆみなく研鑽します。  
２）  医療人としての誇りを自覚し、公共のために行動します。  
３）  温かい医療を提供するとともに、地域のために貢献します。  

 
 

腎愛会ニュース 第 11 号（新春号）に寄せて  

 
 
 いつも皆様には並々ならぬご高誼を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昭和 56 年に上山内科クリニックを開設し、平成 23 年 1 月に、開

院 30 周年を迎えることができました。また、上山病院では、良質

で安全な医療の提供を目標に、平成 22 年１月から病院機能評価取

得に向けた取り組みを本格的にスタートさせ、病院を挙げて業務改

善や質の向上の施策を推進し、平成 23 年 9 月の本審査を経て、平

成 24 年 1 月 6 日におかげさまで認定を取得することができました。

これもスタッフ及び患者の皆様やご家族の方々、そして関係者の方

など多く皆様のご協力の賜物であると思っております。  
医療に取り組む職員が、患者様に、より良い医療サービスを提供

するためには、医療・看護・医療経営などの各分野で、たゆまぬ研

鑽を続けることが必要です。腎愛会では院内で様々な職員向けの勉

強会を実施し、職員教育を推進することで、患者様をはじめ、地域

の皆様へ医療を通じて貢献できると信じています。また、職員自身

が心身ともに安定していることが適切であると考え、腎愛会では、

働きやすい職場づくりの一環として、子育て支援の取り組みを推進しています。 

腎愛会は今後も心臓・血管・腎臓・透析病院としての専門性をより高め、地域医療の一翼を担うと

共に、ご近所の「かかりつけ医」として、内科一般や、禁煙に関するご相談まで対応できる、地域の

皆様にとって身近で、頼りがいのある存在でありたいと願っております。  
今後とも引き続きご支援のほど、お願い申し上げます。     

 

医療法人 腎愛会 理事長 上山 典 

 

 

 
放射線室では、診療放射線技師 2 名で毎日の業

務に取り組んでいます。  
業務内容は、上山病院とうえやま腎クリニック

の一般外来、外来透析、入院の患者様の胸やお腹

などの X 線写真撮影、頭やお腹などの CT 検査、

透析患者様のシャントトラブル時の PTA（カテー

テルを使用した血管形成術）での機械操作など、

X 線での検査を行うことが、私たち診療放射線技

師の仕事になります。  
検査や状況によって、検査時間やお待たせする

時間が異なりますが、なるべく患者様をお待たせ

しないよう心がけて検査を行っています。  
今年 2 月頃には、当院の CT 装置が更新されま

す。新しい CT 装置はマルチスライス装置なので、

これまでと比べ CT 検査の時間も短縮でき、更に

詳しく検査が出来るようになります。新しい装置

を導入するのでどのような検査を今後対応でき

るのか、楽しみです。検査や放射線に関すること

で、何かわからないことや疑問などありましたら

お気軽にお声掛け下さい。  
検査科 放射線室 大塚  麻里

     

 
 今回は、Happy“PD”Life、素敵な女性Ｔさ

んをご紹介します。 

Ｔさんは、86 歳から血液透析を行っておら

れましたが、血管のトラブルが続き 89 歳で腹

膜透析に変更となりました。とても我慢強い

方で、針を刺す痛みに文句も言わず、時には

看護師へ労いの言葉をかけて下さる程でし

た。腹膜透析へ変更の話が出た時は、自分の

事よりも介護をされる娘さんの負担を１番に

考えておられました。いざ腹膜透析を始める

と、様々な試練がＴさんや私たちにおきてき

ます。除水不良、食欲不振、転院、など等。

しかし、粘り強いＴさんと主治医の頑張りの

おかげで、今では安定した透析を娘さんとの

二人三脚で行っています。入院中はＴさんと

沢山お話をさせて頂きました。特に資産運用

のお話は面白かったです。又、排液の入った

バッグを見ただけでぴたりと重さを当ててし

まう特技にも驚かされました。外来でＴさん

の素敵な笑顔を拝見させて頂く度に、私も幸

せです。 

 

     

＜企画・発行＞       

医療法人  腎愛会  
広報委員会  

鹿児島市宇宿３丁目１７－６  
平成 26 年 1 月 1 日  発行  
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〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 17-6 
TEL.099-257-2277  FAX.099-252-0722 

診療科目  内科･腎臓内科･人工透析内科･循環器  
内科  

病床数   40 床（療養病床）  
診療時間   9:00 ～13:00 14:00～18:00 

（受付は 17:30 までです）  
※予約診療も受け付けています。  

夜間透析   17:00 ～  23:00（月・水・金）  
休    診  日曜日･祝祭日･木曜日午後  

※ただし、急患はこの限りではありま  
せん。  

診療内容   一般保険診療･禁煙外来（保険での  
禁煙治療）鹿児島市いきいき受診券  
での特定･長寿一般健診･学校腎臓･ 
糖尿検診実施医療機関･個人健康診  
断･企業集団健康診断（自費）  

 
〒890-0073 鹿児島市宇宿 4 丁目 39-20 
TEL.099-275-3211  FAX.099-275-3212 

診療科目  内科･腎臓内科･人工透析内科  
診療時間  9:00 ～  13:00 14:00 ～  18:00 
     ※完全予約制  
休    診    日曜日・祝祭日・水曜日午後  
診療内容    一般保険診療･鹿児島市いきいき受  

診券での特定･長寿一般健診学校腎  
臓･糖尿検診実施医療機関･個人健  
康診断･企業集団健康診断（自費）  
 

 

 
〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 21-5 
TEL.099-259-8811  FAX.099-259-8469 

イベント情報！  
●腎愛会は宇宿商店街「まちの駅」で「おじゃったもんせ市（1 月 15 日，2 月 14 日，3 月 14 日

開催）」の日に健康相談を実施しています。是非お立ち寄りください。  
●上山病院では、3 月 4 日火曜日 11：00 より「腎臓いきいき教室」を開催致します。とてもわ  
かり易い腎臓病の勉強会です。参加ご希望の方は、受付にて、またはお電話でお申込ください。

上  山    典  
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