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■ホトトギス  
 近頃鹿児島市内でも、地域によ

っては鳴き声が聞かれるようにな

ったホトトギスは、5 月中旬頃中国

南部あたりから日本へ夏鳥として

渡来します。このホトトギスについて興味深い

お話を伺いましたのでご紹介致します。  
 戦国時代の偉人の性格や手法を現した句に

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」家康、

「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」秀

吉、「鳴かぬならころしてしまえホトトギス」信

長、というものがあります。ずっと待たれても、

どうにか鳴かされても、ころされてもホトトギ

スには迷惑で、偉人達の強引さを感じます。現

代の偉人である萩本欽一さんは「鳴かぬなら静

かでいいよホトトギス」と詠んだそうで、萩本

さんの謙虚さを感じます。経営の神様松下幸之

助さんは「鳴かぬならそれもまたよしホトトギ

ス」と詠みました。すべてを受け入れる姿勢が

現れていて、素晴らしいと思います。  
私としては、理想は松下幸之助さんですが、

欽ちゃんの「ホトトギス」に共感しつつ、業務

に取り組んでいます。  
上山病院 地域連携室 有園  功郎  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                     
 
 

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 13 号に寄せて  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
私ども腎愛会は「豊かな人間愛を持って、常に最良の医療を

求めて最善を尽くす」という理念のもと、日々業務に取り組ん

でおります。一医療機関の努力だけでは様々な状況をカバーし

きれない医療界の流れにあって、私たちは厳しい状況に直面し

ております。このような状況でも、当院の基本方針にある「質

の高い医療を追及するためにたゆみなく研鑽する」ことを忘れ

ず、医療人として誇りを持ち、患者さん本位の治療を心がけて

おります。  
 当院の診療体制は、上山典理事長を筆頭に、腎臓や循環器

などの専門医が 5 名勤務しております。うち 1 名は心臓血管外

科が専門です。下肢静脈瘤等の血管系疾患の診断から治療まで

を、当院で完結しうる環境も整っております。  
 また、上山病院では今年 2 月に CT 装置を更新致しました。

新しい CT 装置はマルチスライス装置であり、以前と比べ検査

時間の短縮や、3D 画像としての出力ができることから、詳細な検査が可能となっております。  
患者さんの声に常に耳を傾け、医師主導ではなく、患者さん中心に治療を検討し、それをサポート

するのが医師の役割です。薬を使って治すのが最終目標ではなく、やはり基本は「健康な生活」であ

り、患者様一人ひとりの生活習慣や食事なども見直しながら、「温かい医療を提供するとともに、地域

のために貢献する」ことを目指します。  
 当院が次の世代まで残っていくために、皆様の力をお借りしながら、一歩先を見据えた医療観の創

造に努めて参ります。  
 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 
医療法人  腎愛会  上山病院  
新  村 英  也       

 
 
 

 
 
上山病院総務課をご紹介いたします。  
総務課は、受付と庶務の業務を 3 名で担当して

います。患者様  
に安心・安全な  
サービスを提供  
できるように待  
合室の環境整備  
や、職員が働き  
やすい環境づく  
りに取り組んで  
います。5 月 1 日は、第 1 回職員講座「大人のラ

ジオ体操」を開催し、大好評でした。総務課の業

務は多種多様ではありますが、患者様・職員にと

って過ごしやすい病院づくりに貢献していきま

す。      
 
 
 
 
 
 
 

上山病院 総務課 馬場  由美子  
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鹿児島市宇宿３丁目１７－６  
平成 26 年 7 月 1 日  発行

（年４回発行）
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☆ 腎腎愛愛会会 IINNFFOOＲＲMMAATTIIOONN ☆    

 
〒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 

（午前受付 12:30 まで、午後受付 17:30 まで） 
※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」の日に健康相談を実施しています。

日程：7 月 15 日（火）、8 月 18 日（月）、9 月 12 日（金）、10 月 15 日（水）  
●上山病院では、7 月 16 日（水）、9 月 10 日（水）の 11：00 より「腎臓いきいき教室」を開催  

致します。参加ご希望の方は受付にて、またはお電話でお申込みください。  

新  村 英  也  

職員講座「大人のラジオ体操」の様子  



 

○●第 8 回健康まつりを開催しました！●○  

5 月 18 日（日）、上山病院において第 8 回「健康まつり」

を開催致しました。今年の来場者は約 90 名で、あいにく

の悪天候の中、多くの方にご来場いただきました。  
健康チェックや骨密度測定、頚部エコー、血管年齢検査、

医師相談、介護相談、栄養相談、薬剤相談や手洗い体験、

アロマハンドマッサージなど、地域のみなさんの健康を促進す

る催しのほか、ノンオイルドレッシングや減塩調味料などの、

健康維持に適した食品の紹介や、スポーツインストラクターの  
吉留早木子氏によるリフレッシュ体操の地域公開講座も行われ、

盛り上がりました。  
ご来場者の方々の感想で“職員の方々もみなさんとても優しく親

切で気持ち良く健康診断を受ける事が出来ました。公開講座も楽し

かったです”“大きな病院だと入りづらいので今回のイベントで雰囲

気が分かって良かった。体で心配な事があったら相談させ

て下さい”との声が聞かれました。  
来年も皆様のご来場を心よりお待ちしております。  

 
上山病院 広報委員会 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

■透析とセロトニン①  
セロトニンとは人間の精神面に大きな影響を与える神経伝達物質のことで、

ノルアドレナリンやドーパミンとともに、体内で重要な役割を果たしている

三大神経伝達物質の一つです。ノルアドレナリンやドーパミンの暴走を抑え、

心のバランスを整える作用があります。セロトニンが体内で不足すると精神

のバランスが崩れ、暴力的になったり、うつ病を発症したりすると言われて

います。  
セロトニンは自然界の動植物に一般的に含まれる物質で、トリプトファン

（アミノ酸の一種）から生成されます。体中には約 10 ミリグラム程度が存

在しており、そのうち約 90%は小腸の粘膜にあるクロム親和細胞と呼ばれる

細胞内にあるため、過敏性腸症候群などの症状にもセロトニンが関連しているとも考えられています。

体内の残り 10%のセロトニンのうち 8%は血小板に収納され、血液の循環を通じて体内を巡ります。  
血液中のセロトニンは、血液を凝固させる「止血作用」や、「血管の収縮作用」などがあり、この収

縮作用が偏頭痛の原因の一つであるとされています。残りの 2%が脳内の中枢神経に存在しており、

この脳内の僅か 2%のセロトニンが人間の精神面に大きな影響を与えていると考えられています。  
セロトニンの働きが鈍ったり、不足したりするとうつ病などの精神疾患にかかったり、逆にセロト

ニンの濃度が高くなりすぎるとセロトニン症候群と言われる中毒症状が現れるなど、人間の精神安定

にセロトニンが大きく影響していると言われています。  
血液透析を受けている方々にはセロトニンの原料となるトリプトファンが不足となりやすい傾向が

あり、次回以降も透析患者様とセロトニンの関係についてご紹介いたします。  

【監修 上山  
さ と

典
の り

】  

 
◆『尿検査』ってなあに？ 

おしっこは、健康状態や生活環境によって日々変化しています。おしっこは私たち

の目にもわかる大きな変化を起こす前に、ミクロの世界で静かに小さな変化をおこし

てトラブルを知らせます。病気によっては、かなりトラブルが進んでいても、おしっ

この見た目には何の変化もなくわからないこともありますから、やっかいなもの。毎

日のおしっこの色や量、においをみるといったセルフチェックは大切ですが、それだ

けに頼っていては体のトラブル信号を見逃しかねません。 

病院や保健所で行う「尿検査」は、言いかえると「おしっこの成分チェック」。どんな成分がどれだ

け含まれているかを丹念に調べるものです。“いつ

もとちがう、ヘンなおしっこ”が出る前に、ミク

ロの世界で起こっている小さな変化をとらえて、

トラブルを未然に防ぐことができます。 

●どんな病気がわかるの？ 

まず、おしっこに直接かかわる病気として、腎

臓病、膀胱・尿管・尿道の病気。そのほか血液の

病気や心臓病、肝臓病、膵臓病。ホルモンバラン

スの崩れによる病気や体内に腫瘍ができたことあ

るいは、ストレスなど精神神経科の病気の一部や

赤ちゃんができたことも、尿の成分を調べればわ

かります。これだけ多くのことがわかるので、初

診時に必ず尿検査を行う病院もあります。 

しかも、検査はきわめて簡単。決められた時間におしっこを採って提出するだけ。痛みも何もあり

ません。もっとも手軽な健康チェックとして、あなたも定期的に受けてみてはいかがですか？ 

上山病院 検査科  

 

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。 

 
 
■「胸痛」  

サッカーの W 杯ブラジル大会では、日本は良い結果が残せず残念な結果で終わり、がっかりし

ている人が多いことでしょう。また、熱烈なファンは試合を観戦している間に何度か胸が痛くな

った人も多いことでしょう。再度の奮闘を期待しましょう。  
これは心の痛みということでしょうが、ここで述べるのは身体の病気による胸の痛みですので、

放っておくわけにはいきません。  
通常、胸が痛いというときは、胸骨の裏が痛いと訴えることが多いと思います。胸骨は前胸部

の真ん中にあり、左右の肋骨がくっついていて、この裏には心臓・大動脈・食道・気管など重要

な臓器があります。従ってここが痛くて病気の場合は、重要な疾患が多く生命に関わるので放っ

ておけません。  
突然発症した場合は重要な病気を考えます。心血管でしたら狭心症や心筋梗塞・大動脈解離、

肺でしたら肺梗塞や気胸などを考えたいです。また、痛みの持続時間や、部位、呼吸との関係な

どでも心臓か肺疾患かの見当をつけます。  
体を動かして起こる、いわゆる労作で誘発される場合は狭心症などですが、胸骨のところに手

を当てて「この辺が圧迫されるような」という表現をすることが多いです。裂けるような強い痛

みは大動脈乖離  (かいり ) などを疑います。  
突然で、胸の前後や或いは側胸部まで痛いというようなら気胸、或いは肺梗塞などを考えたい

です。  
このようなときには、心電図かレントゲン写真をとってみることです。心筋梗塞や心臓の変化

は心電図で、気胸とか肺梗塞などはレントゲン写真で判断できます。これらの疾患は、命の問題

にかかわりが大きいのですから迅速な対応が必要です。  

(腎愛会  会長  新村  健
たつる

）  
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赤ちゃんができたことも、尿の成分を調べればわ

かります。これだけ多くのことがわかるので、初

診時に必ず尿検査を行う病院もあります。 

しかも、検査はきわめて簡単。決められた時間におしっこを採って提出するだけ。痛みも何もあり

ません。もっとも手軽な健康チェックとして、あなたも定期的に受けてみてはいかがですか？ 

上山病院 検査科  

 

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。 

 
 
■「胸痛」  

サッカーの W 杯ブラジル大会では、日本は良い結果が残せず残念な結果で終わり、がっかりし

ている人が多いことでしょう。また、熱烈なファンは試合を観戦している間に何度か胸が痛くな

った人も多いことでしょう。再度の奮闘を期待しましょう。  
これは心の痛みということでしょうが、ここで述べるのは身体の病気による胸の痛みですので、

放っておくわけにはいきません。  
通常、胸が痛いというときは、胸骨の裏が痛いと訴えることが多いと思います。胸骨は前胸部

の真ん中にあり、左右の肋骨がくっついていて、この裏には心臓・大動脈・食道・気管など重要

な臓器があります。従ってここが痛くて病気の場合は、重要な疾患が多く生命に関わるので放っ

ておけません。  
突然発症した場合は重要な病気を考えます。心血管でしたら狭心症や心筋梗塞・大動脈解離、

肺でしたら肺梗塞や気胸などを考えたいです。また、痛みの持続時間や、部位、呼吸との関係な

どでも心臓か肺疾患かの見当をつけます。  
体を動かして起こる、いわゆる労作で誘発される場合は狭心症などですが、胸骨のところに手

を当てて「この辺が圧迫されるような」という表現をすることが多いです。裂けるような強い痛

みは大動脈乖離  (かいり ) などを疑います。  
突然で、胸の前後や或いは側胸部まで痛いというようなら気胸、或いは肺梗塞などを考えたい

です。  
このようなときには、心電図かレントゲン写真をとってみることです。心筋梗塞や心臓の変化

は心電図で、気胸とか肺梗塞などはレントゲン写真で判断できます。これらの疾患は、命の問題

にかかわりが大きいのですから迅速な対応が必要です。  

(腎愛会 会長 新村 健
たつる

） 
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■ホトトギス  
 近頃鹿児島市内でも、地域によ

っては鳴き声が聞かれるようにな

ったホトトギスは、5 月中旬頃中国

南部あたりから日本へ夏鳥として

渡来します。このホトトギスについて興味深い

お話を伺いましたのでご紹介致します。  
 戦国時代の偉人の性格や手法を現した句に

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」家康、

「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」秀

吉、「鳴かぬならころしてしまえホトトギス」信

長、というものがあります。ずっと待たれても、

どうにか鳴かされても、ころされてもホトトギ

スには迷惑で、偉人達の強引さを感じます。現

代の偉人である萩本欽一さんは「鳴かぬなら静

かでいいよホトトギス」と詠んだそうで、萩本

さんの謙虚さを感じます。経営の神様松下幸之

助さんは「鳴かぬならそれもまたよしホトトギ

ス」と詠みました。すべてを受け入れる姿勢が

現れていて、素晴らしいと思います。  
私としては、理想は松下幸之助さんですが、

欽ちゃんの「ホトトギス」に共感しつつ、業務

に取り組んでいます。  
上山病院 地域連携室 有園  功郎  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                     

 
 

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 13 号に寄せて  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
私ども腎愛会は「豊かな人間愛を持って、常に最良の医療を

求めて最善を尽くす」という理念のもと、日々業務に取り組ん

でおります。一医療機関の努力だけでは様々な状況をカバーし

きれない医療界の流れにあって、私たちは厳しい状況に直面し

ております。このような状況でも、当院の基本方針にある「質

の高い医療を追及するためにたゆみなく研鑽する」ことを忘れ

ず、医療人として誇りを持ち、患者さん本位の治療を心がけて

おります。  
 当院の診療体制は、上山典理事長を筆頭に、腎臓や循環器

などの専門医が 5 名勤務しております。うち 1 名は心臓血管外

科が専門です。下肢静脈瘤等の血管系疾患の診断から治療まで

を、当院で完結しうる環境も整っております。  
 また、上山病院では今年 2 月に CT 装置を更新致しました。

新しい CT 装置はマルチスライス装置であり、以前と比べ検査

時間の短縮や、3D 画像としての出力ができることから、詳細な検査が可能となっております。  
患者さんの声に常に耳を傾け、医師主導ではなく、患者さん中心に治療を検討し、それをサポート

するのが医師の役割です。薬を使って治すのが最終目標ではなく、やはり基本は「健康な生活」であ

り、患者様一人ひとりの生活習慣や食事なども見直しながら、「温かい医療を提供するとともに、地域

のために貢献する」ことを目指します。  
 当院が次の世代まで残っていくために、皆様の力をお借りしながら、一歩先を見据えた医療観の創

造に努めて参ります。  
 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 
医療法人  腎愛会  上山病院  
新  村 英  也       

 
 
 

 
 
上山病院総務課をご紹介いたします。  
総務課は、受付と庶務の業務を 3 名で担当して

います。患者様  
に安心・安全な  
サービスを提供  
できるように待  
合室の環境整備  
や、職員が働き  
やすい環境づく  
りに取り組んで  
います。5 月 1 日は、第 1 回職員講座「大人のラ

ジオ体操」を開催し、大好評でした。総務課の業

務は多種多様ではありますが、患者様・職員にと

って過ごしやすい病院づくりに貢献していきま

す。      
 
 
 
 
 
 
 

上山病院 総務課 馬場  由美子  
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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 

（午前受付 12:30 まで、午後受付 17:30 まで） 
※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」の日に健康相談を実施しています。 

日程：7 月 15 日（火）、8 月 18 日（月）、9 月 12 日（金）、10 月 15 日（水）  
●上山病院では、7 月 16 日（水）、9 月 10 日（水）の 11：00 より「腎臓いきいき教室」を開催  

致します。参加ご希望の方は受付にて、またはお電話でお申込みください。  

 

新  村 英  也  

 職員講座「大人のラジオ体操」の様子  
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