
                                                                                       

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                              

    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。 

 

『『腎腎愛愛会会ニニュューースス』』にに寄寄せせてて 

 この度、5月１日より上山病院の院長職を引き継ぐことになりました、

寺口記代です。 

上山病院は、平成 24年 1月に開院 31周年を迎えました。 

昨年は、前・新村健院長の指導のもと、日常業務で多忙の中、職員一

同の努力、協力のおかげで「日本医療機能評価機構」が実施している病

院機能評価の認定を頂きました。診療の質の向上や病院全体の業務、環

境整備等たくさんの項目があり、その一つ一つを見直すことができまし

た。特に、地域連携室による他病院や施設との連携はとてもスムーズに

なり、今後皆様のお役に立つことができるのではないかと考えています。 

今年はまた、電子カルテへの移行準備で大忙しの一年になりそうです

が、「医療の質と安全」の向上に積極的に取り組んでまいります。 

最後に、6月 3日に当院で健康まつりを開催し、145名の多くの方々にご参加いただきました。少しずつ

でも健康に対して、関心を持っていただけたのではないかと思います。 

上山病院は元来、腎臓疾患の治療、特に透析療法に専門性を発揮しているため、腎臓の病院と思われて

いる方が多くいらっしゃると思いますが、風邪や血圧、メタボリックなどの生活習慣病に対しても対応で

きる、気軽に相談のできる「かかりつけ医」を目指して頑張ってまいります。どんなささいな症状も、ま

ずはご相談ください。お力になれるよう頑張ります。 

 今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

上山病院 院長 寺 口 記
き
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よ
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「「第第 55回回腎腎愛愛会会  健健康康ままつつりり」」多多数数ののごご来来場場あありりががととううごござざいいままししたた！！  

６月３日（日）に上山病院において「健康まつり」を開催しまし

た。この日はとても天候 がよく、145 名のお客様にご来場いた

だきました 。多くの意見や励ましの言葉をいただき、地域貢献

の手ごたえを感じることができました。 

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、地域の皆さんの健康をまもるイベントのほか、コンサート

を楽しんだりフラダンス で盛り上がったりと、地元の方々と触れあうこ

ともできました。キッズコーナーではヨーヨー や綿あめ のプレゼントを

準備して、小さなお子様にも大変喜んでもらえました 。 

笑顔いっぱいの一日を過ごすことができました  。来年もお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨折の危険性がありますよ！ ～「骨粗鬆症」 

 2 ヶ月前のことです。家内が腰が痛いと言い出しました。「歳だね－」と言って、マッサージしたり揉んで

やったりましたが、益々痛くなり病院へ行きました。レントゲン写真を撮ってみましたら、何と胸椎の 12 番

目が「圧迫骨折」を起こしていました。直ちに入院してギブスをしたままの生活が約１ケ月続きました。今も

まだ歩行器を使って歩く訓練をしています。 

骨は「骨芽細胞」と「破骨細胞」の働きで「骨形成」と「骨吸収」がバランスよく行われているのですが、

形成より吸収が強くなると骨に小さな穴が多くでき、大根に「す」が入ったようになり、所謂「骨粗髭症（こ

つそしょう症）」の状態になり、少しの外力でも骨折を起こしやすいようになります。 

 骨粗髭症になる原因はいろいろ言われていますが、骨芽細胞の活動を高める働きをしている性ホルモンの一

種エストローゲンが閉経を境に減少し、女性では「閉経後骨粗鬆症」を発症しやすいものです。また、性別を

問わず老化によって骨密度は低下しますので、老年期に発症したものを「老年性骨粗鬆症」と呼んでいます。 

 骨粗鬆症は自覚症状が乏しい病気ですので、検診などで「骨密度」の測定を受けたり、レントゲン写真を撮

って骨の状態を知っておくとよいでしょう。 

 骨が脆くなる原因には、加齢や性ホルモンの影響のほか、人種・体型・運動・食事・喫煙・アルコール摂取

などが知られています。骨を造るのに欠かせないカルシウムの摂取不足やビタミンＤの不足した食事、カフェ

インの取りすぎや過剰なアルコール摂取などは、食事面で注意すべき危険因子です。また、運動が如何に大事

かは宇宙飛行士の話で十分ご存知のことと思いますが、脳卒中などで麻痺して動かなくなった方の四肢はすぐ

骨がもろくなります。従って運動と食事の内容は最も重要です。 

 ほかにも甲状腺機能亢進症・クッシング症候群・性腺機能低下症・糖尿病などが原因で発症するものもあり

ますので注意してください。 

 (腎愛会 会長 新村 健
たつる
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■きれいな水づくり～エンドトキシンと腎愛会 

腎愛会ニュース第 3 号で触れた当院のきれいな水づくりについて、エンドト

キシン濃度は検出限界以下のレベルを維持していることをお伝え致しました

が、今回はその「エンドトキシン」についてです。 

 エンドトキシンとは、内毒素とも呼ばれ、グラム陰性菌の細胞壁表層に存在

し、菌の抗原性を担う多糖（O 抗原）、コア糖鎖、アミノ糖と脂肪酸からなる

リピドＡで構成されるリポ多糖です。エンドトキシンは複雑で多岐にわたる生

理活性を示す物質であり、透析患者様など免疫力が低い方の血液内にエンドト

キシンが浸入すると、発熱、血圧低下、白血球減少、血小板減少などの症状を引き起こし、状況改善がない場

合は、敗血性ショックを来す場合があります。生菌はダイアライザーのポア（30～90×10-10ｍ）より大きい

（約 1000×10-6ｍ）ですが、菌が死んでしまうと菌の細胞壁が遊離し、エンドトキシンとなります。その中の

フラグメントがダイアライザーの膜を通り抜けてしまいます。このような状況を作り出さないために、私達は

20 年も前から、エンドトキシン濃度を検出限界以下で維持することに取り組んでおります。 

このような取り組みにより合併症の発症を極力抑えることで、患者様の健康を維持することに今後も努め

て参ります。                                  【監修 上山逹
さと

典
のり

】 

 

 

 

上山病院 栄養科より 
 

食事で夏バテ防止！！           ★ ★ ★ オススメの 1品 ★ ★ ★ 

              うざく（1人分） 

ジメジメした梅雨が終われば暑ーい夏がやってきますね。   ○材料 

夏にはどうしても食欲が落ちて、冷やしそうめんやざる    ・うなぎの蒲焼 20g ・酢    4g 

そば、冷やし中華など炭水化物に偏りがちです。       ・きゅうり   40g ・薄口醤油 3g 

気温が上がると、体内ではビタミン B1の消費が増えます。   ・人参     5g  ・砂糖  2g 

ビタミン B1はエネルギー源である炭水化物を燃焼する際 

に必要とされるので、それがないとエネルギーに変換で   ○作り方 

きません。夏場の疲労感や倦怠感の撃退にはビタミン B1   1.うなぎを短冊切りに、きゅうりを 

を多く含む食材を積極的にとるようにしましょう。        輪切りに、人参を千切りにする。 

【ビタミン B1の多い食材】                2.きゅうりを塩ひとつまみ弱（0.3g） 

豚肉、大豆、うなぎ、玄米                 でよくもみ、流水で洗い水気を切る。 

【夏バテ防止メニュー】                  3.材料をすべて 

 豚肉の冷しゃぶ、肉みそ豆腐、うざく            まぜあわせて 

体に良いからといって偏った食べ方はよくありません。     できあがり♪ 

なるべく色々なものを食べるように心がけ、睡眠や休養も 

しっかりとってこの夏を乗り切りましょう！ 

 

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。 



腎腎愛愛会会めめぐぐりり⑤⑤ 上山病院 薬剤科 

上山病院 薬剤科をご紹介します。 

薬剤科では現在 4名の薬剤師が働いています。 

業務内容は、外来透析患者さん・入院患者さんの定

期・臨時調剤、監査配薬、薬歴管理、服薬指導、院内

の薬品管理、DI(薬剤情報管理)業務です。 

私たちは、患者さんのお

薬の飲み忘れや飲み間

違えを防ぐために日々

取り組みながら、お薬の

飲み合わせや、副作用の

訴え、健康食品について

の相談なども行ってお

り、患者さんに寄り添っ

た薬局を目指していま

す。 

これからも、患者さんに信頼していただけるようにス

タッフ全員で頑張っていきたいと思いますので、ぜ

ひ、1F 薬局に気軽に立ち寄ってお声をかけてくださ

い!!  

薬剤師 溝 下 千 晶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 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 

 

●○僕僕とと私私のの地地域域連連携携室室日日記記○● 

地域連携室長の岩切です。 

3 月までは透析室師長をしていました。 

今年度より地域連携室に異動となり、社会福祉士

の有園との 2 名体制となりました。 

透析の医療現場でも、高齢化、要介護の患者さん

が増えています。しかし、それぞれの家庭では、

核家族化、老老介護と問題は山積しています。施

設への入所も透析患者さんは厳しいのが現状で

す。また、患者さんの多くは、住み慣れた家で過

ごしたいと考え 

ておられます。 

残された人生 

をどう過ごし 

たいかは人そ 

れぞれですが、 

患者さんの心 

の声をしっかり聞いて患者さんのお気持ちに沿え

る連携ができるよう頑張っていきたいと思いま

す。又、急性期の病院、近隣のクリニックさんと

の連携強化も大きな任務です。 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

地域連携室 看護師 岩 切 里 実  

 




