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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 8 号に寄せて 

「患者さん本位の治療へ」 

 私が腎愛会に勤めるようになり早 4年が経ちました。当時は新病院へ

の建て替えが進み、機材等の搬入が忙しい日々だったことを記憶してお

ります。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」ことを理念に、日々業務に取り組んでおります。また、私

は「患者さんの声に常に耳を傾ける」ことを心がけ、医者主導ではなく、

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者役割だと思

っています。薬を使って治すのが最終目標ではなく、基本は「健康な生

活」です。生活習慣や食事なども見直しながら、地域の健康管理の手助

けをしていきたいと思います。 

 私は循環器内科を専門として、心筋梗塞をはじめとした急性期治療に

携わって参りました。透析の患者さんは脳血管や心血管の疾患を合併す

ることが多く、そのような面でも、これまでの経験を活かした診療ができればと考えています。 

 総合内科窓口として、適切な専門病院へ橋渡しすることも重要な仕事です。近隣医療施設との連携をこれか

らも密にしながら、患者さん本位の医療に取り組んでいきたいと考えています。 

 今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

医療法人 腎愛会 上山病院 

診療部長 新村 英也     

  

 

 

私たち医事課は、一般外来・透析外来・入院の保険

請求業務、カルテ管理などの情報管理業務・処方箋発

行や証明書発行、患者様への請求業務、未収医療費の

管理業務に加え、透析室・病棟でのクラーク業務を担

当しています。 

清く、明るく、美しく、をモットーに接遇向上にも

力を入れております。昨年は、日本電信電話ユーザー

協会主催の『電話応対コンクール』テープ審査にて見

事入賞し、鹿児島県大会出場まで登り詰め、日頃の成

果を発揮しました。また、茶道を学び女子力を UP す

るなど、自然で思いやりのあるホスピタリティマイン

ドで皆様に接することに心がけています。 

 

 

 

 

 

 

 

医事課 波江野 由香里 
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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 

（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（保険による禁煙治療） 

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） 
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〒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.099-252-0722 

 

 

新たな国民病「慢性腎臓病」をご存知でしょうか？ 

鹿児島県は全国平均に比べて腎臓病で亡くなる方の割

合が 1.6 倍で全国ワースト 3 位、透析患者の割合が全

国平均の 1.3 倍だそうです。当院では「慢性腎臓病」

の理解を広め、透析導入となる時期を少しでも遅らせ

るための取り組みとして「ＣＫＤプロジェクトチーム」

を立上げ、土台作りや学習会を行っています。そのな

かで「もうすぐ透析が必要ですよ」と宣告された状況

で、これからの生活を考えてみるという学習会を行い

ました。「これからどんな生活をしたいですか？」改め

て考えてみると、意外に浮かびません。今までと同じ

生活を続けたい、でも続けられるのだろうか？続ける

ためにはどうしたら良いのだろうか？自分の人生をデ

ザインする事がこんなにも大変だなんて、こんな機会

が無ければ気がつかない事でした。相手側の立場に立

って援助をするということを改めて学ばせて頂いた、

そんな学習会でした。 

最近は「終活」といって、生前に自分らしい最後をセ

ルフプロデュースしておく方も増えているそうです。

病気をきっかけに振り返る機会を持つ事も良いのかも

知れません。 

 

 

一期一会の精神で 

 

 医療機関としては唯一 

の出場でした 



○●平成２４年度 医療安全委員会院内全体研修を開催しました●○ 

 平成 25年 2月 14日（木）と平成 25年 3月 5日（火）の 2回にわたって

医療安全委員会による院内全体研修を実施しました。 

 平成 24年度 院内ヒヤリハット集計の内訳を職員へ伝達し、当院事例と

再発防止策、インシデントレベルの再確認、SHELL分析・5S活動について、

医療安全対策については、医療安全の取り組み、インシデント・アクシデ

ント・ヒヤリハットの用語の理解、ハインリッヒ法則、最近のエラー事件、

環境・人間への対策について全体指

導を行いました。また、DVD『（東日本大震災と透析治療）医療スタッフの「備

えの大切さ」』視聴し、私達の周囲で災害が起きたときにどのように対処す

れば良いのかを確認致しました。 

腎愛会医療安全委員会では医療事故の発生防止や、災害時の円滑な対応に

向けて、年 2回の院内全体研修を実施して腎愛会全体の安全に対する意識を

高めています。 

医医療療法法人人  腎腎愛愛会会  医医療療安安全全委委員員会会  

  

 

 

 

 

「悪心･嘔吐」あったら 

「昨晩遅くまで飲みすぎて頭が痛く、ムネがムカムカしたり（悪心）・吐いたり（嘔吐）があり仕事がうまく

出来ないようだし、食事も取れないで困っている」 

 このような経験は、男の方なら誰でもお持ちではないでしょうか。 

 これは深酒をしたという原因がはっきりしていますので、やがて良くなるものですし、また夕方になると一

杯欲しいという気になるものです。また、乗り物に弱い人は車酔いで「悪心･嘔吐」がすることが良くありま

す。 

 しかし、頭痛がして悪心や嘔吐があるというような症状は、ストレスが強かったり肩こりがあったりすると

きも、きわめて普通に見られる症状です。また、急性虫垂炎などの消化器疾患でもよく見られる現象です。 

 このような症状の中には、命に関わる重大な病気も含まれていることがあり、簡単に考えて放置しない方が

良いこともあります。とりわけ、脳出血やクモ膜下出血などの出血性脳卒中（脳の血管が破れて起こる病気）

の場合や、内分泌疾患や代謝疾患或いは髄膜炎などの病気の場合は、突然に重篤な症状が出て、放っておけば

死に至る場合もあるので注意しましょう。 

 「悪心･嘔吐」を起こす場合は、脳圧亢進・脳循環障害・中毒・代謝異常・内分泌疾患・精神的要因などの

中枢性のものと、消化器疾患・泌尿器疾患・婦人科疾患・心疾患・耳や眼（緑内障）の疾患など末梢性のもの

がありますので､十分注意しておいたほうが良いでしょう。 

 

(腎愛会 会長 新村 健
たつる

） 

 

 

 

 

 

 ■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① 

 透析患者様の身体状況を確認する方法の一つとして、血液検査があります。安全な透析治療

を行うために、当院でも定期的に患者様の血液検査を行っています。透析医療における代表的

な血液検査項目を、4 回に分けて紹介致します。 

◎BUN（尿素窒素）：血液中の尿素の量を表すのが BUN です。尿素は蛋白質終末代謝産物で、

肝臓で産生され、腎臓で排出されます。蛋白が分解されると毒性が非常に強いアンモニアが発生し、そのアンモニア

は肝臓で代謝され、尿素に作りかえられた後、腎臓でろ過されて尿中に排泄されます。血液中の尿素の量を尿素窒素

で表します。腎臓の機能が低下して老廃物を排泄する能力が落ちれば、尿素がろ過しきれずに血液中に残るので、血

液中の BUN を検査すれば、腎機能の評価ができます。 

◎CRE（クレアチニン）：筋肉中にはクレアチンリン酸と呼ばれる窒素酸化物が含まれています。クレアチンリン酸が

酵素によってクレアチンに分解されるときに放出されるエネルギーで筋肉は動きます。クレアチンはクレアチニンに

変えられ血液を介して腎臓でろ過され尿中に排泄されます。クレアチニンの量は、筋肉や運動量と関係しているとい

われます。そのため、一般に女性より男性のほうが高値に出ます。筋肉量が落ちてくると、クレアチニンの量も減少

します。血液中のクレアチニンの濃度は、腎機能を見る指標となります。 

上記 2 項目で、透析の効果の確認を行うことも出来ます。人工透析では、透析前の数値から 70％以上の除去を目指

し治療を行います。透析の効率が良く、透析後には BUN、CRE とも基準値未満となる方がいらっしゃいますが、問

題にはなりません。 

 次回は血液検査における Ca（カルシウム）と IP（無機リン）を紹介致します。 

【監修 上山逹
さと

典
のり

】 

  

家族に介護が必要になったら… 

 平成 22 年における日本の平均寿命は、男性 79.55 歳（世界 4 位）、女性が

86.30 歳（世界 1 位）となりました。また、自立した生活が送ることが出来る

健康寿命も男性 70.42 歳、女性 73.62 歳で世界の上位にあります。平均寿命と

比較すると、男性で 9.13 歳、女性では 12.68 歳の差があります。この差は、

何らかの治療や介護が必要になる大まかな期間を示すとも言われており、人が

自分の余生をどのように過ごすかを考えさせられる事ではないでしょうか。 

 もしも家族が病気になり、それにより介護が必要となったら…。辛いことで

すが、そのようになってしまった時のために、「介護保険」をご紹介します。 

 40 歳以上の健康保険に加入する国民は、毎月介護保険料を支払っています。

介護保険サービスを受けられるのは、①65 歳以上で介護が必要と認定された

人②40 歳以上 64 歳以下の健康保険加入者で、介護保険法でいう特定疾病のた

め介護が必要と認定された人です。介護サービスが必要となった場合は、まず

お住まいの市町村へ要介護認定の申請をしましょう。調査員の訪問、主治医の

意見書から、サービスがどのくらい必要か審査され、要介護度が決まります。 

 全てのことを一人で抱え込まず、最寄りの地域包括支援センターや市町村の

介護保険窓口に相談しながら、介護サービスなどを活用しましょう。 

医療法人 腎愛会 上山病院 地域連携室 

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。 

 申請 

訪問調査 

認定結果通知 

要介護認定 

地域包括支援 

センターに相談 

介護予防 

ケアプラン作成 

ケアマネージャーに相談 

ケアプラン作成 

申請は、本

人、家族、相

談員などの

代理人でも

出来ます。 

サービス利用開始 

要支援 1・2 要介護 1～5 

 

 

介護サービス利用の流れ 



○●平成２４年度 医療安全委員会院内全体研修を開催しました●○ 

 平成 25年 2月 14日（木）と平成 25年 3月 5日（火）の 2回にわたって

医療安全委員会による院内全体研修を実施しました。 

 平成 24年度 院内ヒヤリハット集計の内訳を職員へ伝達し、当院事例と

再発防止策、インシデントレベルの再確認、SHELL分析・5S活動について、

医療安全対策については、医療安全の取り組み、インシデント・アクシデ

ント・ヒヤリハットの用語の理解、ハインリッヒ法則、最近のエラー事件、

環境・人間への対策について全体指

導を行いました。また、DVD『（東日本大震災と透析治療）医療スタッフの「備

えの大切さ」』視聴し、私達の周囲で災害が起きたときにどのように対処す

れば良いのかを確認致しました。 

腎愛会医療安全委員会では医療事故の発生防止や、災害時の円滑な対応に

向けて、年 2回の院内全体研修を実施して腎愛会全体の安全に対する意識を

高めています。 

医医療療法法人人  腎腎愛愛会会  医医療療安安全全委委員員会会  

  

 

 

 

 

「悪心･嘔吐」あったら 

「昨晩遅くまで飲みすぎて頭が痛く、ムネがムカムカしたり（悪心）・吐いたり（嘔吐）があり仕事がうまく

出来ないようだし、食事も取れないで困っている」 

 このような経験は、男の方なら誰でもお持ちではないでしょうか。 

 これは深酒をしたという原因がはっきりしていますので、やがて良くなるものですし、また夕方になると一

杯欲しいという気になるものです。また、乗り物に弱い人は車酔いで「悪心･嘔吐」がすることが良くありま

す。 

 しかし、頭痛がして悪心や嘔吐があるというような症状は、ストレスが強かったり肩こりがあったりすると

きも、きわめて普通に見られる症状です。また、急性虫垂炎などの消化器疾患でもよく見られる現象です。 

 このような症状の中には、命に関わる重大な病気も含まれていることがあり、簡単に考えて放置しない方が

良いこともあります。とりわけ、脳出血やクモ膜下出血などの出血性脳卒中（脳の血管が破れて起こる病気）

の場合や、内分泌疾患や代謝疾患或いは髄膜炎などの病気の場合は、突然に重篤な症状が出て、放っておけば

死に至る場合もあるので注意しましょう。 

 「悪心･嘔吐」を起こす場合は、脳圧亢進・脳循環障害・中毒・代謝異常・内分泌疾患・精神的要因などの

中枢性のものと、消化器疾患・泌尿器疾患・婦人科疾患・心疾患・耳や眼（緑内障）の疾患など末梢性のもの

がありますので､十分注意しておいたほうが良いでしょう。 

 

(腎愛会 会長 新村 健
たつる

） 

 

 

 

 

 

 ■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① 

 透析患者様の身体状況を確認する方法の一つとして、血液検査があります。安全な透析治療

を行うために、当院でも定期的に患者様の血液検査を行っています。透析医療における代表的

な血液検査項目を、4 回に分けて紹介致します。 

◎BUN（尿素窒素）：血液中の尿素の量を表すのが BUN です。尿素は蛋白質終末代謝産物で、

肝臓で産生され、腎臓で排出されます。蛋白が分解されると毒性が非常に強いアンモニアが発生し、そのアンモニア

は肝臓で代謝され、尿素に作りかえられた後、腎臓でろ過されて尿中に排泄されます。血液中の尿素の量を尿素窒素

で表します。腎臓の機能が低下して老廃物を排泄する能力が落ちれば、尿素がろ過しきれずに血液中に残るので、血

液中の BUN を検査すれば、腎機能の評価ができます。 

◎CRE（クレアチニン）：筋肉中にはクレアチンリン酸と呼ばれる窒素酸化物が含まれています。クレアチンリン酸が

酵素によってクレアチンに分解されるときに放出されるエネルギーで筋肉は動きます。クレアチンはクレアチニンに

変えられ血液を介して腎臓でろ過され尿中に排泄されます。クレアチニンの量は、筋肉や運動量と関係しているとい

われます。そのため、一般に女性より男性のほうが高値に出ます。筋肉量が落ちてくると、クレアチニンの量も減少

します。血液中のクレアチニンの濃度は、腎機能を見る指標となります。 

上記 2 項目で、透析の効果の確認を行うことも出来ます。人工透析では、透析前の数値から 70％以上の除去を目指

し治療を行います。透析の効率が良く、透析後には BUN、CRE とも基準値未満となる方がいらっしゃいますが、問

題にはなりません。 

 次回は血液検査における Ca（カルシウム）と IP（無機リン）を紹介致します。 

【監修 上山逹
さと

典
のり

】 

  

家族に介護が必要になったら… 

 平成 22 年における日本の平均寿命は、男性 79.55 歳（世界 4 位）、女性が

86.30 歳（世界 1 位）となりました。また、自立した生活が送ることが出来る

健康寿命も男性 70.42 歳、女性 73.62 歳で世界の上位にあります。平均寿命と

比較すると、男性で 9.13 歳、女性では 12.68 歳の差があります。この差は、

何らかの治療や介護が必要になる大まかな期間を示すとも言われており、人が

自分の余生をどのように過ごすかを考えさせられる事ではないでしょうか。 

 もしも家族が病気になり、それにより介護が必要となったら…。辛いことで

すが、そのようになってしまった時のために、「介護保険」をご紹介します。 

 40 歳以上の健康保険に加入する国民は、毎月介護保険料を支払っています。

介護保険サービスを受けられるのは、①65 歳以上で介護が必要と認定された

人②40 歳以上 64 歳以下の健康保険加入者で、介護保険法でいう特定疾病のた

め介護が必要と認定された人です。介護サービスが必要となった場合は、まず

お住まいの市町村へ要介護認定の申請をしましょう。調査員の訪問、主治医の

意見書から、サービスがどのくらい必要か審査され、要介護度が決まります。 

 全てのことを一人で抱え込まず、最寄りの地域包括支援センターや市町村の

介護保険窓口に相談しながら、介護サービスなどを活用しましょう。 

医療法人 腎愛会 上山病院 地域連携室 

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。 

 申請 

訪問調査 

認定結果通知 

要介護認定 

地域包括支援 

センターに相談 

介護予防 

ケアプラン作成 

ケアマネージャーに相談 

ケアプラン作成 

申請は、本

人、家族、相

談員などの

代理人でも

出来ます。 

サービス利用開始 

要支援 1・2 要介護 1～5 

 

 

介護サービス利用の流れ 
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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 8 号に寄せて 

「患者さん本位の治療へ」 

 私が腎愛会に勤めるようになり早 4年が経ちました。当時は新病院へ

の建て替えが進み、機材等の搬入が忙しい日々だったことを記憶してお

ります。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」ことを理念に、日々業務に取り組んでおります。また、私

は「患者さんの声に常に耳を傾ける」ことを心がけ、医者主導ではなく、

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者役割だと思

っています。薬を使って治すのが最終目標ではなく、基本は「健康な生

活」です。生活習慣や食事なども見直しながら、地域の健康管理の手助

けをしていきたいと思います。 

 私は循環器内科を専門として、心筋梗塞をはじめとした急性期治療に

携わって参りました。透析の患者さんは脳血管や心血管の疾患を合併す

ることが多く、そのような面でも、これまでの経験を活かした診療ができればと考えています。 

 総合内科窓口として、適切な専門病院へ橋渡しすることも重要な仕事です。近隣医療施設との連携をこれか

らも密にしながら、患者さん本位の医療に取り組んでいきたいと考えています。 

 今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

医療法人 腎愛会 上山病院 

診療部長 新村 英也     

  

 

 

私たち医事課は、一般外来・透析外来・入院の保険

請求業務、カルテ管理などの情報管理業務・処方箋発

行や証明書発行、患者様への請求業務、未収医療費の

管理業務に加え、透析室・病棟でのクラーク業務を担

当しています。 

清く、明るく、美しく、をモットーに接遇向上にも

力を入れております。昨年は、日本電信電話ユーザー

協会主催の『電話応対コンクール』テープ審査にて見

事入賞し、鹿児島県大会出場まで登り詰め、日頃の成

果を発揮しました。また、茶道を学び女子力を UP す

るなど、自然で思いやりのあるホスピタリティマイン

ドで皆様に接することに心がけています。 

 

 

 

 

 

 

 

医事課 波江野 由香里 
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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 

（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（保険による禁煙治療） 

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） 

 

  

hhttttpp::////wwwwww..jjiinn--aaii--kkaaii..oorr..jjpp//  

 

〒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.099-252-0722 

 

 

新たな国民病「慢性腎臓病」をご存知でしょうか？ 

鹿児島県は全国平均に比べて腎臓病で亡くなる方の割

合が 1.6 倍で全国ワースト 3 位、透析患者の割合が全

国平均の 1.3 倍だそうです。当院では「慢性腎臓病」

の理解を広め、透析導入となる時期を少しでも遅らせ

るための取り組みとして「ＣＫＤプロジェクトチーム」

を立上げ、土台作りや学習会を行っています。そのな

かで「もうすぐ透析が必要ですよ」と宣告された状況

で、これからの生活を考えてみるという学習会を行い

ました。「これからどんな生活をしたいですか？」改め

て考えてみると、意外に浮かびません。今までと同じ

生活を続けたい、でも続けられるのだろうか？続ける

ためにはどうしたら良いのだろうか？自分の人生をデ

ザインする事がこんなにも大変だなんて、こんな機会

が無ければ気がつかない事でした。相手側の立場に立

って援助をするということを改めて学ばせて頂いた、

そんな学習会でした。 

最近は「終活」といって、生前に自分らしい最後をセ

ルフプロデュースしておく方も増えているそうです。

病気をきっかけに振り返る機会を持つ事も良いのかも

知れません。 

 

 

一期一会の精神で 

 

 医療機関としては唯一 

の出場でした 
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