
 

                                                                                       

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                              

    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。 

 

（平成 23 年 12 月 29 日 改定） 

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。 

 

日日本本医医療療機機能能評評価価機機構構「「認認定定証証」」取取得得ににああたたっってて  

 本年 1月 6日に日本医療機能評価機構「認定証」を取得することが出来ました。これ

も偏に皆様のご協力・ご援助と、職員の努力の賜物だと深く感謝いたしております。 

この認定の意味するものは、評価によって明らかになった諸問題を改善していくこと

によって、より良好な医療サービスの質の向上を図っていくことです。 

認定にあたっては、病院組織の運営と地域における役割・患者の権利と医療の質及び

安全の確保・療養環境と患者サービス・医療提供の組織と運営・医療の質と安全のため

のケアプロセスなど 7つの部門があり、合計 333の調査項目が挙げられております。先

ず自己調査表を提出し、昨年９月末に４人の専門調査員が２日間で病院の隅から隅まで

見て、その実態を調査していかれました。 

幸いにして、特段の問題も無く無事「認

定証」を授かることが出来ました。しか

し、このことが本来の目的ではなく、こ

の評価された各項目をいかに立派に果た

していくかが問題であり、ようやく出発

点に立ったといえましょう。今後も、皆

様方のためによりよい医療を進めていく

ことを誓います。 

上山病院 院長 新村 健
たつる
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「めまい（眩暈）がするのですが」という訴えをよく耳にします。 

「眩暈」といいましても、診断する側ではいろんなことを想定してみないといけないので、「どんな眩暈ですか？」と尋

ね返します。 

「眩暈」の症状は非常に多岐にわたり、「自分がグルグル廻るようだ」「壁や天井が廻る」「目が廻る」というような「回

転性のめまい」と言われる眩暈、「船に揺られているようだ」とか「宙に浮いているようだ」と言う「浮動性の眩暈」、ある

いは「目の前が真っ黒くなって気を失う」「脳から血が引いて行くようだ」などの「失神性眩暈」などがあり、それらを見

分けて、その原因となる疾患を考えなければならないからです。 

長く寝ていて立ちあがったときや、血圧の薬を飲んでいるときなどは「起立性低血圧」を起こして目の前が暗くなる

ようだという訴えが多いです。自律神経失調症の人や更年期障害の人は、体が宙に浮いているようだとよく言われま

す。また、メニエール病の人は、突然起こる回転性の眩暈に難聴や耳鳴りなどがあり大変苦労しておられます。小脳

の血管障害では、激しい眩暈と頭痛・嘔吐を起こし、立って歩けないようになることがあります。 

このような特別な病気でないのに起きる眩暈は、高齢者になると加齢から来るふらつきが多くなります。また不眠を

訴えて睡眠導入剤・抗うつ剤・抗不安薬等を服用することが多くなり、また高血圧の薬を飲んでいる場合も多いの

で、薬剤が誘因となっている眩暈が非常に多いと思われますので注意してください。 

(上山病院 院長 新村 健
たつる

） 

ストレス・マネジメント ～こころの健康づくり～ の大切さを学ぶ 

腎愛会では、職員の「心の健康」をサポートするための「メン

タルサポート体制」を整えています。その一環として、平成 24

年 3月 6日、仁心看護専門学校 精神看護学非常勤講師の元 桂恵

先生をお迎えして、ストレスへの上手な対処法を学びました。 

私たちは生活していく中で、様々なストレスにさらされていま

す。ストレスに対応できず不均衡状態に追い込まれると、胃潰瘍・

高血圧など身体の異常、うつ病・不安症など情動の異常、アルコ

ール依存・家庭内暴力などの行動の異常が表れます。しかし、ストレスに上手に対応できたら、次々にスト

レス対処法を獲得でき、「ストレスは人生のスパイス」とも言われるように、【自分を成長させる機会】へと

変えていけます。 

 そこで大切なのが「ストレス・マネジメント」＝ ① 自分のストレスをよく知っておくこと ② それに

対する適切な対処法を実践すること のふたつです。②については、「私は私」というような【自分を支え

る言葉】を持つ、自分自身にとって楽観的な見方・考え方を意図的に行うということが有効で、他にも深呼

吸をする・しっかり食べる・寝る・ストレッチやウォーキングをする・泣いたり笑ったり感情を表に出す機

会を作るなど、まず身体の健康を守るために【自分のエネルギーを枯

渇させないこと】が大切、とのことでした。 

ときに「対人関係」がストレス源となることもありますが、「人は

人によって癒される」ことのほうが多く、関心を寄せ合い、互いを認

め合い、「その人らしさ」を尊重し支えあえる関係・環境を作ってい

くことが、とても重要なのだと学びました。皆さんもぜひ実行してみ

てください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

■最良の医療を求めて～ダイアライザー（人工腎臓）の中身にもこだわっています！ 

前々号でダイアライザー（人工腎臓）のユニークな使用方法「サンドウィッチ方式」をご紹介しました

が、当院のこだわりはダイアライザーの中身にもあります。その名は「内部濾過型ダイアライザー」。国

の施策の関係でＨＤＦ（血液濾過透析）は中止を余儀なくされていますが、この内部濾過型ダイアライザ

ーは、ＨＤＦと同程度の治療効果をもたらしているといっても過言ではありません。 

ＨＤＦはＨＤ（血液透析）と比べて、腎機能低下に伴う血液中老廃物

の除去により優れた効果があるとともに、合併症の抑制にも威力を発揮

します。内部濾過型ダイアライザーは、このＨＤＦとほぼ同じ原理をダ

イアライザーの中で機能させているのです。優れものの人工腎臓の出現

は、当院が取り組んできた質の高い治療法の継続に一役買っています。         

【監修 上山逹
さと

典
のり

】 

 

 

 

               花 粉 症         上山病院 薬剤科 

 

4月を迎え、春らしさを感じるこの頃です。 

インフルエンザに代わり、これからは花粉症が気になる時期ですね。今回は花粉症についてです。  

【症状】皆さん、ご存じだと思いますが、花粉症は植物の花粉が原因となって起こるアレルギー性の病気で、 

くしゃみ・鼻水・鼻づまり が 3大症状です。かぜとよく似ているので見分けるポイントをあげてみます。 

かぜ 

 1週間ほどでよくなる 

 熱が出ることが多い 

 せきやたん、喉の痛みがある 

花粉症 

 症状はシーズン中続く 

 発熱はほとんど無い 

 目のかゆみや充血がある 

【治療】 早めに治療を始め、花粉シーズン終了まで治療を継続することで、比較的楽に過ごすことができま

す。  

症状の種類や重さに合った薬を使う。症状が重い場合は、いくつかの薬を組み合わせる。ライフスタイルに

合った薬を医師に選んでもらう等がポイントになります。 

【予防の対策】 

 

 

 

 

 

【生活習慣】ストレスや不規則な生活習慣も、花粉症と無関係ではないと言われています。睡眠や休養を十分

にとり、食事においても肉や乳製品を摂りすぎず、魚や野菜もバランスよく摂るように心がけましょう。 

外 

出 

時 

 テレビ等で花粉情報をチェック 

 マスクやメガネを着用 

 上着は表面がすべすべしたものを着用 

 帰宅したら花粉をよくはらい、手洗いうがい 

家 

の 

中 

 窓や戸のむやみな開放を避ける 

 部屋の掃除をこまめに行う 

 洗濯物等は室内に干す 

 乾燥に注意する 

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。今回

も前回に引き続き、腎愛会の透析の特色をご紹介いたします。 

内部濾過型ダイアライザー 



腎腎愛愛会会めめぐぐりり  ④④ 上山病院 ME科 

今回は、上山病院 ME 科を紹介します。ME 科

は現在７名のスタッフがおり、安全確実な透析が

行えるように日々細心の注意を払いながら業務に

励んでいます。業務内容は、主に透析機器の保守

点検、メンテナンス、透析に関わる様々な関連業

務などで、何よりも“患者さんにとって安心・安

全な透析”を目指しています。また、院外研修・

講習などに積極的に参加し、知識・技術の向上を

図るとともに、自分たちの研究成果を県外の学会

で発表するなど、自己研鑽にも取り組んでいま 

す。 

これからも患者 

さんに安心して 

透析を受けてい 

ただけるよう、 

スタッフ全員で 

頑張っていきた 

いと思います。 

(福元 一嘉)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 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 

      ※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 

 

●○僕僕のの地地域域連連携携室室日日記記○● 

仕事で大変お世話になっている病院さんにラン

ニングサークルがあり、たくさんの職員の方が参

加され、継続的に週 1 回活動されているそうです。

わが上山病院でもランニングサークルを！と思っ

たわけではありませんが、私も体力づくりのため

に日々ランニングを行っております。走った距離

を測ることはいつも行うわけではないので、その

日メインとなる走行以外も合わせて、どのくらい

走ったのか気になるときがあります。そのような

時に知ったのがこれ（写真）です。 

人工衛星の発する信号を 

キャッチし、移動したル 

ートや距離を記録するこ 

とができるというもので 

すが、距離は少し怪しい 

ので、目安として使って 

います。靴 1 組と動きや 

すい服装があればできる 

ランニング。ぜひ皆様も健康ジョギングはいかが

でしょうか。 

社会福祉士 有園 功郎 

 

 

  

 




