
 

 

 

当法人では、平成 29 年 1 月の開業を目指し、高

齢者福祉複合施設「光陽」の建設を進めています。

駐車場利用や周辺の車両通行その他に関しまして、

皆さまにご不便をおかけしていますが、皆さまのご

協力のもと予定通り工事は進んでおります。  

3 月末の杭の埋入工事、基礎の配筋工事、基礎型

枠工事、基礎コンクリート打設を行い、6 月下旬現

在で 1 階部分の配筋工事まで終了しています。施設

の設備につきましても、着々と準備を進めており、

今後も着実な工事を行い、安全最優先で取り組んで

まいります。  

また、入居相談も数多く頂戴しており、ご夫婦で

入居ご希望の方もおられ、とても楽しみにしている

とのお言葉も頂きました。皆様方に安心してお暮ら

しいただける癒しの空間をご提供する為に、これか

らも努力して参りますので、今後ともよろしくお願

い申し上げます。  

開設準備室 濵田 望  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上山病院                    うえやま腎クリニック  

内科  腎臓内科  人工透析内科  循環器内科  血管外科   内科  腎臓内科  人工透析内科                                                                              

○理念  

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。  

○基本方針  

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 21 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、業務に取り組んでおります。医療業は、

病院単体の努力だけでは様々な状況をフォローしきれない厳しい状況

に接しておりますが、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。  

 

門医が 4 名勤務しております。うち 1 名は血管外科が専門です。  

当院では、透析シャント設置術や、バルーンカテーテルを用いた経皮

的血管形成術（PTA）が行えることから、バスキュラーアクセス管理を

自施設で完結できる環境が整っております。腹膜透析のカテーテル留置術と併せて、院内の手術

件数も増加しており、PTA については平成 22 年度には 70 件程度でしたが、平成 27 年度には 200

件実施と件数を重ねております。今後も引き続き、透析医療に貢献するべく技術を磨き続けたい

と思います。  

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、今の時代に合った医療観

の構築に努めて参ります。  

 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

上山病院 診療部長  新村  英也  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント情報！  

●上山病院では、7 月 28 日 (木 )，9 月 20 日 (火 )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。  電話 099-257-2277 

＜企画・発行＞                   

医療法人  腎愛会  

鹿児島市宇宿 3 丁目 17－6 

平成 28 年 7 月 1 日  発行                                 

http://www.jin-ai-kai.or.jp  
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上山病院 
〒 890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 17-6 

TEL.099-257-2277  FAX.099-252-0722 

内科・腎臓内科・人工透析内科  

循環器内科・血管外科  

40 床（医療療養病床）  

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。  

17:00 ～  23:00（月・水・金）  

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。  

・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）  

うえやま腎クリニック  

〒 890-0073 鹿児島市宇宿 4 丁目 39-20 

TEL.099-275-3211  FAX.099-275-3212 

  内科･腎臓内科･人工透析内科  

9:00 ～  13:00 14:00 ～  16:00 

     （受付は 15:30 まで）※予約制  

日曜日・祝祭日・月 ,水曜日午後  

・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）  

 

 

 

法人本部  
〒 890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 21-5 

TEL.099-259-8811  FAX.099-259-8469 
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Useful(有益)

Sincere(誠実)

Kind(親切)

株式会社　ユーエスケイ企画
鹿児島県鹿児島市宇宿4丁目39番12号
℡.099-264-0862 fax.099-264-0863

事業内容…

取扱商品…病院設備全般　ディスポーザブル用品全般
衛生材料　介護消耗品　介護機器

医療機器、健康機器各種販売及び修理業
人材派遣　損保ジャパン日本興亜代理店

「光陽」建設工事①   

■3 年目です！ (^o^)丿  

7 月に入り、もう一年の半分  

が過ぎてしまいました。ついこ  

の間、新年を迎えた気がするの  

ですが、一年というのはあっと  

いう間だと実感します。私は  

腎愛会に入職して 3 年目を迎え  

ることになりました。  

 私が支援させていただいた患者様の中で、

身寄りがなく、今まで近所の方や友人に助け

てもらいながら生活している方がいらっしゃ

います。このような方の支援を計画していく

時に、ケアマネージャー、訪問看護師、ヘル

パー、役所、民間給食、友人など、たくさん

の人達が関わり、食事や健康面、衛生面など

の問題点を真剣に考えてくださいます。私は

様々な人達から協力を得て、助けられている

のだなと実感し、大変感謝しております。  

 3 年目を迎えましたが、まだまだ学ばなけ

ればならないことはたくさんあります。周り

の方々に感謝し、初心を忘れないよう業務に

あたっていきたいと思います。  

 

地域連携室 脇田  拓郎  

●○地域連携室日記○●  

 

新  村  英  也  



○●第 61 回日本透析医学会学術集会・総会に参加しました●○  

今年の第 61 回日本透析医学会学術集会・総会は大阪市で 6 月 9 日～

6 月 12 日の日程で開催されました。私ども腎愛会からは、上山病院臨床

工学科より柿ノ谷健也さんと、同じく看護部透析室より安永郁美さんが

参加しました。  

 柿ノ谷さんは 6 月 10 日に「ダイアライザへアミノ酸は吸着されてい

るのか～Single Pool モデルにおける in Vitro 実験～」という内容で口

演し、安永さんは 6 月 12 日に「フットケアへの取り組み～フットチェ

ックシートを見直して～」という内容で発表しました。  

柿ノ谷さんからは「まず、日本透析医学会のダイアライザーのセッションで口演の枠で採用され

た事に誇りに感じています。セッション内の演題でも日本の透析医療を評価したり、発展させたい

という戦友のような方々ばかりで、やりがいを感じました。今まで、誰かが検証していそうで検証

していなかった内容を研究できたと思います。ほんの一部分ですが、今回の研究成果をもとに今後

の透析医療を発展させる糧になったのではと考えております。これからも素朴な疑問を誰かに聞

くだけでなく、自分で勉強して自分なりに納得できるよう、日々研究の精神で業務に励みます」と

の感想があり、安永さんからは「日本透析医学会へ参加・発表という貴重な経験をさせていただき

ました。新しい発表スタイルであるデジタルポスターとなったことで、登録手順や発表までの流れ

が変更され戸惑うことがありましたが、周りのスタッフの協力で発表を

無事に終えることができました。まだ課題はありますが、今後もより良

いケアや業務の円滑化を目標に、他の施設で取り組んでいたことも参考

にして、腎愛会で統一したフットケアができるように改善に取り組んで

いきたいです」との感想が聞かれました。  

今後も腎愛会は、日々の医療技術の研鑽と、良質な医療の提供のため

に、様々な研究に取り組んで参ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(腎愛会  会長  新村  健
たつる

） 

 

 

■Ⅲ腎愛会の様々な経験  

当院には、通常の生活とは縁の無い理由で腎機能悪化を

来たし、受診・加療をするケースがありました。その一例と

して、平成 2 年に「ハコフグ中毒によるとおもわれる急性

腎不全」で当院を受診された方もおられます。  

 当時の記録の概要をここに紹介します。  

 『患者は 58 歳男性。乏尿，意識障害を主訴に来院。高血

圧の既往有り。全身浮腫と血液検査で筋肉由来の酵素の著

明な上昇を認めた。来院後連日の血液透析で回復し、9 回実

施後に透析を離脱。元来無毒といわれるハコフグもパフト

キシンという皮膚毒を分泌することが報告されている。パ

フトキシンの毒性については不明な点が多いが、本症例の

場合、この毒によって急性腎不全が招来されたとはいいが

たい。筋肉痛，筋力低下，呼吸不全などの症状はシガテラ

（熱帯の海洋に生息するプランクトンが産生する毒素に汚

染された魚介類を摂取することで発生する食中毒。最も重

要な原因物質は「シガトキシン」）の症状と類似しているとおもわれる。アオブダイ中毒による横紋筋

融解症を来した症例報告では、シガテラとは別物とされており、本症例も横紋筋融解症をおこした毒

はシガテラに似ているが不明であり、今後同様の症例をおこす可能性がある。無毒といわれるハコフ

グ摂取にも十分注意を要するとおもわれる。』  

 この症例については、平成 4 年 2 月に岩本貴美子看護師（現上山病院透析室師長）が第 9 回鹿児島

県人工透析研究会にて症例報告をしております。また、この症例の論文は、食品衛生学雑誌第 50 巻，

第 5 号の『ハコフグ類の喫食による食中毒の実態と同魚類の毒性調査』で参考文献として使用されて

います。  

 ハコフグは食品衛生法で販売が禁止されており、肝臓にパリトキシンを蓄積した個体がいることが

周知され、調理にはフグ調理師免許を必要とする魚となっています。  

 

 

豚肉とピーマンの甘酢炒め  

 

当腎愛会会長 新村健（にいむら たつる）の執筆アーカイブ④をお送りいたします。鹿児島

赤十字病院長時代に、南日本新聞にて「老年学入門」を連載したものです。 10 年以上前に書かれ

たものですが、わかりやすく、非常にためになる内容です。  

■「コツ」が必要  

 卵ほど栄養があり、また料理の方法もいろいろあって、そのうえいつまでもお値段が安定して

おり、だれでも手軽に愛用できるすてきな食べ物はないようです。  

 ただ最近は血清コレステロール値の高い人が増えており、卵黄が多量のコレステロールを含ん

でいるので、あまりたくさん食べないようにと注意することが多くなっています。  

 いちばん簡単な料理は「ゆで卵」なんでしょうが、ただ熱湯にほうり込めばよいというもので

はないようです。熱湯にほうり込みますと殻にヒビが入り白身が飛び出してしまって、外見がま

ずくなります。水から煮立てるとよいのでしょうが、時間の調整を間違うと好みの硬さのものが

得られません。なんとかゆであげられたと思っても、殻がきれいにむけなくてアバタの白身にな

り見た目にもおいしさが半減します。なかなかうまくいかないものです。  

 ところが家庭の主婦は毎日の経験から、これらのことを良く心得ていますので、いつも家族に

きれいでおいしい「ゆで卵」を提供してくれるのです。そのほかの料理のこと、掃除・洗濯、買

い物のこと、家庭のやり繰りのこと、なんでもきちんとやりこなしていけるのは、その要領「コ

ツ」を心得ているからなんです。  

 高齢化社会が声高に叫ばれていますが、わが国ではそのテンポがあまりにも速すぎたので、み

んながゆっくり高齢化社会の生き方についての「コツ」を学び得ていないのが現実であり、老年

学入門などを書いているのはそのお手伝いにほかなりません。  

 スウェーデンの寿命学者が「年寄りになるということには決してコツはいらないが、年寄りで

いるということにはコツがいる」と言っています。味わい深い言葉ではないですか。  

たつる会長の何でも相談室！ 

入院後の経過。血液透析によって  
著明に改善した。  

材料 (1 人分 ) 

・豚ロース  80g 

・おろし生姜  2g 

・料理酒    3g 

・ピーマン  40g 

・パプリカ（黄） 10g 

・玉ねぎ    20g 

・酢      8g（大さじ 1/2）  

・薄口醤油 2g（小 1/2 弱）  

・濃口醤油 2g（小 1/2 弱） 

・砂糖   5g（大 1/2 弱） 

・塩    0.2g（一つまみ）  

・ごま油   2g 

・水溶き片栗粉 少々 

A 

エネルギー 297kcal 

たんぱく質  15.6g 

塩分      0.9g 

カリウム    389mg 

リン      160mg 

①  豚肉をおろし生姜と料理酒につけておく。  

②  ピーマン、パプリカは細切りにし、玉葱はくし型に切る。 

③  フライパンにごま油を引き、①、②の順に食材を炒め A の調味料を加えさらに炒める。  

④  水溶き片栗粉を加えとろみを付けて完成。  

 

旬の食材！ワンポイント☆  

ピーマン    ピーマンはビタミン A、 C、 E が豊富な野菜で、ビタミン C は夏バテ防止や疲労回復

効果を高める働きがあり、ビタミン A は油と一緒に摂取すると体内での吸収が良くなります。ま

た、ピーマン独特の香り成分であるピラジンには、血液をサラサラにして血栓を防ぐ効果も期待で

きます。  
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明な上昇を認めた。来院後連日の血液透析で回復し、9 回実

施後に透析を離脱。元来無毒といわれるハコフグもパフト

キシンという皮膚毒を分泌することが報告されている。パ

フトキシンの毒性については不明な点が多いが、本症例の

場合、この毒によって急性腎不全が招来されたとはいいが

たい。筋肉痛，筋力低下，呼吸不全などの症状はシガテラ

（熱帯の海洋に生息するプランクトンが産生する毒素に汚

染された魚介類を摂取することで発生する食中毒。最も重

要な原因物質は「シガトキシン」）の症状と類似しているとおもわれる。アオブダイ中毒による横紋筋

融解症を来した症例報告では、シガテラとは別物とされており、本症例も横紋筋融解症をおこした毒

はシガテラに似ているが不明であり、今後同様の症例をおこす可能性がある。無毒といわれるハコフ

グ摂取にも十分注意を要するとおもわれる。』  

 この症例については、平成 4 年 2 月に岩本貴美子看護師（現上山病院透析室師長）が第 9 回鹿児島

県人工透析研究会にて症例報告をしております。また、この症例の論文は、食品衛生学雑誌第 50 巻，

第 5 号の『ハコフグ類の喫食による食中毒の実態と同魚類の毒性調査』で参考文献として使用されて

います。  

 ハコフグは食品衛生法で販売が禁止されており、肝臓にパリトキシンを蓄積した個体がいることが

周知され、調理にはフグ調理師免許を必要とする魚となっています。  

 

 

豚肉とピーマンの甘酢炒め  

 

当腎愛会会長 新村健（にいむら たつる）の執筆アーカイブ④をお送りいたします。鹿児島

赤十字病院長時代に、南日本新聞にて「老年学入門」を連載したものです。 10 年以上前に書かれ

たものですが、わかりやすく、非常にためになる内容です。  

■「コツ」が必要  

 卵ほど栄養があり、また料理の方法もいろいろあって、そのうえいつまでもお値段が安定して

おり、だれでも手軽に愛用できるすてきな食べ物はないようです。  

 ただ最近は血清コレステロール値の高い人が増えており、卵黄が多量のコレステロールを含ん

でいるので、あまりたくさん食べないようにと注意することが多くなっています。  

 いちばん簡単な料理は「ゆで卵」なんでしょうが、ただ熱湯にほうり込めばよいというもので

はないようです。熱湯にほうり込みますと殻にヒビが入り白身が飛び出してしまって、外見がま

ずくなります。水から煮立てるとよいのでしょうが、時間の調整を間違うと好みの硬さのものが

得られません。なんとかゆであげられたと思っても、殻がきれいにむけなくてアバタの白身にな

り見た目にもおいしさが半減します。なかなかうまくいかないものです。  

 ところが家庭の主婦は毎日の経験から、これらのことを良く心得ていますので、いつも家族に

きれいでおいしい「ゆで卵」を提供してくれるのです。そのほかの料理のこと、掃除・洗濯、買

い物のこと、家庭のやり繰りのこと、なんでもきちんとやりこなしていけるのは、その要領「コ

ツ」を心得ているからなんです。  

 高齢化社会が声高に叫ばれていますが、わが国ではそのテンポがあまりにも速すぎたので、み

んながゆっくり高齢化社会の生き方についての「コツ」を学び得ていないのが現実であり、老年

学入門などを書いているのはそのお手伝いにほかなりません。  

 スウェーデンの寿命学者が「年寄りになるということには決してコツはいらないが、年寄りで

いるということにはコツがいる」と言っています。味わい深い言葉ではないですか。  

たつる会長の何でも相談室！ 

入院後の経過。血液透析によって  
著明に改善した。  

材料 (1 人分 ) 

・豚ロース  80g 

・おろし生姜  2g 

・料理酒    3g 

・ピーマン  40g 

・パプリカ（黄） 10g 

・玉ねぎ    20g 

・酢      8g（大さじ 1/2）  

・薄口醤油 2g（小 1/2 弱）  

・濃口醤油 2g（小 1/2 弱） 

・砂糖   5g（大 1/2 弱） 

・塩    0.2g（一つまみ）  

・ごま油   2g 

・水溶き片栗粉 少々 

A 

エネルギー 297kcal 

たんぱく質  15.6g 

塩分      0.9g 

カリウム    389mg 

リン      160mg 

①  豚肉をおろし生姜と料理酒につけておく。  

②  ピーマン、パプリカは細切りにし、玉葱はくし型に切る。 

③  フライパンにごま油を引き、①、②の順に食材を炒め A の調味料を加えさらに炒める。  

④  水溶き片栗粉を加えとろみを付けて完成。  

 

旬の食材！ワンポイント☆  

ピーマン    ピーマンはビタミン A、 C、 E が豊富な野菜で、ビタミン C は夏バテ防止や疲労回復

効果を高める働きがあり、ビタミン A は油と一緒に摂取すると体内での吸収が良くなります。ま

た、ピーマン独特の香り成分であるピラジンには、血液をサラサラにして血栓を防ぐ効果も期待で

きます。  



 

 

 

当法人では、平成 29 年 1 月の開業を目指し、高

齢者福祉複合施設「光陽」の建設を進めています。

駐車場利用や周辺の車両通行その他に関しまして、

皆さまにご不便をおかけしていますが、皆さまのご

協力のもと予定通り工事は進んでおります。  

3 月末の杭の埋入工事、基礎の配筋工事、基礎型

枠工事、基礎コンクリート打設を行い、6 月下旬現

在で 1 階部分の配筋工事まで終了しています。施設

の設備につきましても、着々と準備を進めており、

今後も着実な工事を行い、安全最優先で取り組んで

まいります。  

また、入居相談も数多く頂戴しており、ご夫婦で

入居ご希望の方もおられ、とても楽しみにしている

とのお言葉も頂きました。皆様方に安心してお暮ら

しいただける癒しの空間をご提供する為に、これか

らも努力して参りますので、今後ともよろしくお願

い申し上げます。  

開設準備室 濵田 望  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上山病院                    うえやま腎クリニック  

内科  腎臓内科  人工透析内科  循環器内科  血管外科   内科  腎臓内科  人工透析内科                                                                              

○理念  

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。  

○基本方針  

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 21 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、業務に取り組んでおります。医療業は、

病院単体の努力だけでは様々な状況をフォローしきれない厳しい状況

に接しておりますが、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。  

 

門医が 4 名勤務しております。うち 1 名は血管外科が専門です。  

当院では、透析シャント設置術や、バルーンカテーテルを用いた経皮

的血管形成術（PTA）が行えることから、バスキュラーアクセス管理を

自施設で完結できる環境が整っております。腹膜透析のカテーテル留置術と併せて、院内の手術

件数も増加しており、PTA については平成 22 年度には 70 件程度でしたが、平成 27 年度には 200

件実施と件数を重ねております。今後も引き続き、透析医療に貢献するべく技術を磨き続けたい

と思います。  

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、今の時代に合った医療観

の構築に努めて参ります。  

 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

上山病院 診療部長  新村  英也  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント情報！  

●上山病院では、7 月 28 日 (木 )，9 月 20 日 (火 )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。  電話 099-257-2277 

＜企画・発行＞                   

医療法人  腎愛会  

鹿児島市宇宿 3 丁目 17－6 

平成 28 年 7 月 1 日  発行                                 

http://www.jin-ai-kai.or.jp  

☆ 腎愛会 INFOＲMATION ☆    

 

上山病院 
〒 890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 17-6 

TEL.099-257-2277  FAX.099-252-0722 

内科・腎臓内科・人工透析内科  

循環器内科・血管外科  

40 床（医療療養病床）  

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。  

17:00 ～  23:00（月・水・金）  

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。  

・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）  

うえやま腎クリニック  

〒 890-0073 鹿児島市宇宿 4 丁目 39-20 

TEL.099-275-3211  FAX.099-275-3212 

  内科･腎臓内科･人工透析内科  

9:00 ～  13:00 14:00 ～  16:00 

     （受付は 15:30 まで）※予約制  

日曜日・祝祭日・月 ,水曜日午後  

・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）  

 

 

 

法人本部  
〒 890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 21-5 

TEL.099-259-8811  FAX.099-259-8469 
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医療法人 腎愛会 
 

Useful(有益)

Sincere(誠実)

Kind(親切)

株式会社　ユーエスケイ企画
鹿児島県鹿児島市宇宿4丁目39番12号
℡.099-264-0862 fax.099-264-0863

事業内容…

取扱商品…病院設備全般　ディスポーザブル用品全般
衛生材料　介護消耗品　介護機器

医療機器、健康機器各種販売及び修理業
人材派遣　損保ジャパン日本興亜代理店

「光陽」建設工事①   

■3 年目です！ (^o^)丿  

7 月に入り、もう一年の半分  

が過ぎてしまいました。ついこ  

の間、新年を迎えた気がするの  

ですが、一年というのはあっと  

いう間だと実感します。私は  

腎愛会に入職して 3 年目を迎え  

ることになりました。  

 私が支援させていただいた患者様の中で、

身寄りがなく、今まで近所の方や友人に助け

てもらいながら生活している方がいらっしゃ

います。このような方の支援を計画していく

時に、ケアマネージャー、訪問看護師、ヘル

パー、役所、民間給食、友人など、たくさん

の人達が関わり、食事や健康面、衛生面など

の問題点を真剣に考えてくださいます。私は

様々な人達から協力を得て、助けられている

のだなと実感し、大変感謝しております。  

 3 年目を迎えましたが、まだまだ学ばなけ

ればならないことはたくさんあります。周り

の方々に感謝し、初心を忘れないよう業務に

あたっていきたいと思います。  

 

地域連携室 脇田  拓郎  

●○地域連携室日記○●  

 

新  村  英  也  


