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地域連携室 看護師 岩 切 里 実 

 
 
  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（7 月 12 日，8 月 16 日，9 月 13 日）」の日に健康

相談を実施しています。宇宿商店街へお越しの際は、是非お立ち寄りください。 
  ●上山病院では、「腎臓いきいき教室」を開催致します。日時：９月４日水曜日 11：00～ 上山病院にて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
    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９号に寄せて 

 
昨年７月に就職してから、早いもので１年が経ちました。慣れない環境に戸惑う

こともありましたが、スタッフに支えられ、日々の診療に病棟・透析室と走り回っ

ています。 
私は、腎愛会に来る前は心臓血管外科を専門としていたこともあり、腎愛会では

透析シャントの作成･管理を中心に診療しています。腎愛会を受診されます患者様

方には、透析導入からシャントトラブル時まで、当院で一貫して対応することを目

標としており、安心して透析を受けていただけると思います。 
今後は、近隣の透析施設のサポートも出来るよう、バスキュラーアクセス外来の

開設も目指しております。 
透析導入患者の急激な高齢化に伴い、透析医療も大きく変革を迫られています。高齢で透析導入となる患者様の

特徴としては、動脈硬化も高度であり、狭窄や閉塞を来しやすく、最初より人工血管移植となることも少なくあり

ません。また、心合併症の保有率も高く、血液透折中の管理を難しくしています。脳梗塞の既往により、通院自体

大変苦労されている方々も多く見受けられます。 
このような状況の中、今、腹膜透析が注目されています。腹膜透析には、残腎機能の保持による合併症リスクの

軽減、血液透析より心臓への負担が少ない、通院回数の軽減による QOL の向上など様々なメリットがあります。当

院では長年の腹膜透析診療実績があり、その経験を生かして、腹膜透析の普及に努めていきたいと考えております。 
腎臓移植希望患者様に対しましては、情報提供、移植施設への紹介、移植までのサポートもしております。 
腎不全患者様へ腎代替療法の全てが提供出来るよう、日々研讃しています。今後とも、よろしくお願いします。 
 

医師  岩 下 龍 史  

       

 
私たち「外来・手術室」は看護師５名で、外来診

療の介助・検査・手術に携わっています。心地よく

受診していただくために、一番の笑顔で心のこもっ

た挨拶を心がけています。 
朝礼では身だしなみチェック、接遇の実践練習や

最新情報・ホットニュースの提供などを輪番で分担

しています。明るく元気におしとやかにしているつ

もりですが、「あれ？」「これは？」とお気づきのこ

とがありましたら、いつでもお知らせ下さい。患者

さまが自分らしく、元気に過ごしていけますように、

一緒に考えて応援していきたいと思っております。 
       外来・手術室 看護師 今村スミ子 
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今回は癌の末期で自宅に帰られた、Ｂさんをご紹

介します。 
ご自宅に帰られたＢさんはすっかりお元気になら

れ、余命半年と言われたとは全く思えないほどです。

訪問看護でご自宅にお伺いすると、いつも車椅子に

座っておられます。 
高台にあるご自宅から、錦江湾を往来する船舶、

雄大な桜島を望み、庭に植えてある野菜の成長を楽

しみ、1 日 1 日を楽しんでおられるようです。病院

では治療だと思って頑張って食べていた食事も、今

は楽しみの 1 つになっています。 
愛着のあるご自宅の偉大なエネルギーと、娘様方

のお父様を想う気持ちが融合してＢさんの元気があ

るのかも知れません。 
Ｂさんの体調管理で訪問していますが、支える娘

様方の精神的なフォローもしっかり行っていきたい

と思います。 
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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） 

 

 

〒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 

 

 
 

 

岩 下 龍 史 医師 
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○●第 7 回 腎愛会 健康祭り開催●○ 

６月１６日（日）、上山病院において第７回「健康祭り」が開催さ

れました。今年の来場者は約１００名で、

多くの方が健康に関心を持っていることが

わかりました。また多くの方から様々な意

見や励ましの言葉をいただき、地域の手ごたえを感じることもできました。 
「健康まつり」では、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守るイベント

のほか、コンサートもあり大変盛り上がりました。キッ

ズコーナーではヨーヨー釣りなどのプレゼントがあり、

子供たちも大変喜んでいました 。来場者の感想に“今回初め

て来院しました。スタッフの温かい対応と笑顔に接して気持ちよく検査が受けられました”“普

段健康に気をつけていますがこの催しは大変有意義だと思います”との声が聞かれました。 
 来年も同時期での開催を予定しております。皆様のご来場をお待ちしております。 

 広報委員会    

 

 

 

「脱水」に注意しましょう 
 いよいよ真夏になります。暑さが一層ひどくなってきますし、すでに毎日のニュースでは、脱水症に陥り救急車

で運ばれたという人が絶えないようです。「脱水状態」になると、元気が無くなり、発熱したり、皮膚が乾燥し汗も

かかなくなり、尿も出なくなることがあります。水分を体重の 15％喪失すると意識障害を起こすとも言われます。

また、脱水になると身体の水分とともに電解質（ナトリウム・カリウム・クロール等）が減少しますので､身体の細

胞の働きが低下し、色々な身体障害が出やすいものです。 
 私達の体の水分量は体重の 60～70％といわれています。これは加齢によって減少します。幼児では 70％もあり

非常に張り切っていますが、高齢者では 50％になっているといわれます。 
ちなみに 25 歳と 75 歳のときの主な身体構成要素を比較すると、脂肪 15％→30％・実質組織 17％→12％・骨 6％

→5％・細胞内水分量 42％→33％・細胞外水分（血液など）20％→20％という成績もあります。従って年を取ると

脂肪が増え、細胞内の水分が少なくなり乾燥してしまっているのです。 
体内の水分が不足すると血液浸透圧というものが上昇し喉の渇きを感じて、通常は水分を摂りその不足を補いま

す。しかし、高齢者では感覚機能も低下しているので、喉の渇きを感じにくくなっているので、脱水状態になって

も水分を摂取しようとしなくなるものです。また、頻尿であったり、夜間尿が苦痛で寝る前に水分を控える人が多

いので、余計脱水状態を作りやすいものです。寝る前の水分補給は、夜中に血液がドロドロになるのを防いでくれ

る大切な役目があるともいわれています。 
喉が渇いたなあ! と思ったときは、水分不足の危険信号が出ていると思ったほうが良いでしょう。出来たらこの

「渇き」を感じる前に水分を補給すると最高だと思います。水分摂取について注意してほしいのは、清涼飲料水に

は糖分が多く含まれているものが多いのでよくチェックしてください。また、いっぺんに過剰な水分と取ると、水

分を処理する腎臓に負担が掛かりますので、少量ずつこまめな水分補給をしたいものです。また、暑いからといっ

て冷たい水を一気に飲んだりするのも良くありませんので留意してください。 

                                          (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② 
今回は血液検査における Ca（カルシウム）と IP（無機リン）、K（カリウム）を紹介致します。 
◎Ca（カルシウム）と IP（無機リン）：透析患者様の血中 Ca 濃度は、8.4～10.0mg/dl
が適切とされており、Ca とセットで見る血中 IP 濃度は 3.5～6.0mg/dl が適切とされ

ます。通常体内の Ca は精神安定や、筋収縮を保つ働きがあり、IP は ATP のような

高エネルギーリン酸結合の成分として大切な働きがあります。Ca と IP が過剰にある

と、リン酸カルシウムとして結合し石灰化します。骨以外の血管などへの石灰化は動

脈硬化をもたらします。他にも関節や心筋、皮膚に沈着し、合併症の原因となります。

また、Ca が不足すると副甲状腺機能亢進症などの症状が現れます。IP が不足すると ATP が減少するため、白血球

の働きが悪くなるなどの症状が生じます。 
◎K（カリウム）：K は Na（ナトリウム）が腎臓で再吸収されるのを抑制して尿中に排泄させる働きがあり、血圧

を降下させる働きがあるほか、筋肉を弛緩させる働きがあります。透析患者様の場合、3.5～5.5ｍEｑ/ℓが基準値と

なり、6.0ｍEｑ/ℓ以上となると要注意です。腎臓機能の低下が進み、K の排泄が行われなくなると、血中の K が増

加します。K が過剰であると筋肉が収縮しにくい状態となり、心筋にも影響があるため、不整脈などを起こします。

体内の K が不足すると血圧上昇や睡眠障害などがみられることがあります。 
 Ca、IP、K ともに食事への注意が大切です。自宅での食事療法は難しいですが、栄養士による栄養指導等を活用

し、食事管理に取り組みましょう。                         【監修 上山 逹
さ と

典
の り

】 
 
骨粗しょう症ってどんな病気？ 
●骨粗しょう症とは鬆（す）が入ったように骨の中がスカスカの状態になり、骨がもろくなる病気です。骨がスカ

スカになると、わずかな衝撃でも骨折をしやすくなります。腰が曲がる、腰が痛い、動作がぎこちなくなった、身

長が低くなった、転倒して骨折したなどの症状がある方は、骨粗しょう症によるものかもしれません。 

 
生活習慣も原因の 1 つです！  

●骨粗しょう症の原因として、①加齢による骨量の減少 
②閉経による女性ホルモン（エストロゲン）の減少 
③生活習慣 
（偏食や極端なダイエット喫煙、過度の飲酒など） 
 などがあげられます。 
●骨粗しょう症の検査方法は、 
① レントゲンを利用した方法〔DXA（デキサ）法・MD（エムディ）法〕 
② 超音波を利用した方法などがあります。 

骨を丈夫にするには、普段の食事でのカルシウム、ビタミン D、 
K を摂り、適度な運動を心がけましょう。 

 検査科 大塚麻里  

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。 

当院では MD 法、超音波法による検査を行っております。 

骨粗しょう症によって骨折しやすい部位 
① 大腿骨の付け根 
② 背骨 
③ 手首や腕の付け根 
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890-0073 3 17-6 
TEL.099-257-2277 FAX.099-252-0722 
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890-0073 4 39-20  
TEL.099-275-3211 FAX.099-275-3212 
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890-0073 3 21-5 

TEL.099-259-8811 FAX.099-252-0722 

  


