
                                                                                       

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

    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 7 号に寄せて 

 

はじめまして。私は、昨年の 6 月 1 日より、腎愛会看護部の部長職を引き継ぎ

ました栗野ひとみです。就任してはや半年が過ぎましたが、“部長”という呼称に

なれず、戸惑いの毎日を過ごしています。 

腎愛会看護部は、病棟、透析室・中央材料室、外来・手術室の 3 看護単位と、

うえやま腎クリニックの 1 看護単位を統括して 4 単位合同で連携を取り、看護活

動を展開しています。「患者様に確かな技術と心に届くサービスの提供」を理念と

し、それぞれの部署ごとに年度目標を立て、日々研鑽しつつ看護実践を行ってい

ます。 

毎週の看護管理者会議・主任合同会議では、15 分学習を設け、看護管理者とし

てのマネジメント能力を高める学びや「看護倫理シート」を用いた事例の分析、医療安全のための情報の共有を図

る取り組みを行い、安心・安全な看護サービスの提供と質向上に努めています。病院機能評価受審への取り組みを

通して、看護基準・業務基準が整備され、専門職としての学びや自覚・誇りを培い、大きく成長した部分もありま

す。しかし、まだ標準に達していない部分も多く、患者様との毎日の関わりの中で、生き方を学び、逆に励まされ

る毎日です。私達は、「病と向き合いながらも、その人らしく、末永くその人生を全うしてほしい」という願いの

もと、長きにわたる闘病生活に、寄り添い、共有できる時間を大切に携わっていきたいと考えています。 
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秋秋のの防防火火訓訓練練かからら       上山病院 防火管理者 

■11月 27日 上山病院で防火訓練をおこないました！ 

上山病院、うえやま腎クリニック、ユーエスケイ企画の総勢約 50 名が参加し、本番さながらの訓練となりまし

た。『ピーポ・ピーポ！火災報知機が作動しました・・・』音声が流れると一気に緊張感が増し、『火事です、火事

です・・・』と音声とサイレンが鳴り響くと手に汗をかいた職員の方もいたのではないでしょ

うか？ 

ほとんどの職員は何度か防火訓練をしており、指揮者の指示の元でスムーズに行動が出来て

いました。実際の火災でも迅速な消火・通報・避難誘導が行えないといけません。日頃から「火

災が発生したら自分はどのように対応したらよいか」を頭に入れておく必要があります。脇田

分遣隊長の総評で『全員を外に避難させることは難しい。火の元か

ら出来るだけ遠い安全な避難場所へ移動する。そこからは消防隊員

が救助します』とのアドバイスを頂きました。また『次回の訓練で

は台本を持たずに頑張りましょう！』と激励のお言葉もありました。

最後に新村診療部長から『実際に火災になったらパニックになると

思いますが、まずは落着いて、自分の身を守りつつ、患者さんを安全な場所へ迅速に避

難させるように心掛けておきましょう』との総評がありました。 

火火災災をを起起ここささなないい・・ままずずはは落落着着いいてて・・初初期期消消火火をを迅迅速速にに全全力力でで・・安安全全なな場場所所へへ避避難難誘誘導導をを  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 家庭血圧測定についてのお願い 

皆さんの中には、高血圧症があって自宅で血圧測定を行っておられる方も多いことと思います。今回は家庭で

血圧を測定する場合に注意して欲しいことを述べてみます。 

 血圧は何時も変動しております。測定は毎日の一定した時刻に行ってください。普通、医療機関では朝と晩の

血圧を参考にしたいので､可能なら１日２回の測定をして欲しいです。 

 朝は、①朝起きて１時間以内に測定すること ②排尿を済ませてから測定すること ③朝のお薬を飲む前に測定

すること ④朝食をとる前に測定すること ⑤座位で 1～2分安静にしてから測定すること などを守って欲しいと

思います。 

 また晩は、①就床前に測定すること ②座位で１～２分安静にしてから測定すること 等をお願いしたいと思い

ます。測定回数ですが､出来たら１機会に１回以上(1～3 回)測定されると結構だと思います。自分の期待に沿っ

ていないと思ったりして、それ以上に多く測っても良くありません。測定を始めたら出きる限り長期間に亘って

測定することが大事です。継続は力なりです。 

測定を続けているときに、注意して欲しいこと等も述べてみます。 

①家庭血圧測定に対して不安を持つ人は、測定されないほうが良いでしょう ②測定に一喜一憂する必要のない事

をよく理解してそのままの血圧値を正直に記載して下さい ③測定した血圧値に基いて自分で勝手に降圧薬を中

止したり変更したりしないこと 等です。 

 このような点に気をつけて辛抱強く測定してくださると、診ている医療機関では大変助かりますし、正しい治

療方針を立てることが出来ます。そして、疑問な点があったら、遠慮しないで何でも医師にお尋ねください。患

者さんと医師で協同して頑張りましょう。 

 (腎愛会 会長 新村 健
たつる
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■オンライン HDF とサイトカイン 

 患者様の血液が透析膜と接触すると、補体※の分子構造が変化

し、活性化されます。その活性化経路には古典的経路（classical 

passway）と副経路（alternative passway）が知られています。

活性化した補体は、単球やマクロファージを活性化させます。活

性化された単球やマクロファージは、サイトカインを産生します。

透析患者におけるサイトカインの増加は、動脈硬化病変の進展、

栄養障害、慢性炎症に大きく影響し、患者様の生命予後に悪影響

を及ぼします。サイトカインを減らすには、透析液の徹底的な清

浄化や生体適合性の良いダイアライザの使用などが必要です。そ

こで私達が注目しているのがオンライン HDF です。オンライン

HDF は、サイトカインの効率的な除去が可能です。腎愛会では、

エンドトキシン検出限界以下を維持するほどの水質を保ち、オンライン HDF を行うのに最適な環境を用意しております。 

今後もこのような取り組みを続けることで、患者様の健康維持に努めてまいります。 

 ※補体は食細胞による病原菌の食作用の促進や、病原菌の細胞膜に孔を空けるなど、病原菌排除に役立っている。同じような働き

をする抗体の働きを補佐するという意味から補体と命名された。 

【監修 上山逹
さと

典
のり

】 

 

 

ノロウイルス大流行！！！ 

ノロウイルスやロタウイルス等による感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通じて発生し

ていますが、特に冬に流行する傾向があります。おもに嘔吐や、下痢、腹痛などの症状

がみられ、健康な方は軽症で回復しますが、子供やお年寄りなどでは重症化することも

あります。また、感染力が非常に強く保育園や学校など集団生活をしている施設では、

特に注意が必要です。ウイルス自体に効くワクチンや薬はありませんので、予防が重要

です。 

予防について 

１、手洗いの徹底 

  帰宅時、トイレの後、調理の前後、食事の前に石鹸で十分泡を立てて、流水で手を洗いましょう。 

２、食品を扱う方で下痢や嘔吐などの症状があるときは食品の取り扱いを控えましょう 

  少量のウイルスでも感染するので、二次感染を防止しましょう。症状がなくなった後も１週間から１ヶ月程度

ウイルスの排出が続くことがあるので注意しましょう。 

３、嘔吐物や排泄物は適切に処理しましょう 

  処理をするときはビニール手袋やマスクを使用し、処理したものは密封して捨てましょう。嘔吐物や排泄

物はペーパータオルでふき取ったあと、次亜塩素酸ナトリウム（家庭用漂白剤など）を浸した布で水拭きし

ましょう。その後の換気も忘れずに。 

上山病院 感染対策委員会 

 

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。 
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腎腎愛愛会会めめぐぐりり⑦⑦ 上山病院 栄養科 
●○地地域域連連携携室室日日記記○● 

心に残った患者さん 

今回は、A さんをご紹介します。 

Aさんは 20年以上血液透析を受けておられる 80歳

の女性です。色々な困難をご主人様と共に乗り越え

頑張っておられましたが、「もう透析はしない」とい

う決断をされました。それは、家族で十分話し合っ

た決断でした。何度も確認しましたがその決断は固

く、ご自宅へ戻られ、訪問診療と看護を受ける事に

なりました。30 日間ご自宅で過ごされる間、ご家族

の中で様々な葛藤があり、お気持ちの揺れがありま

したが、A さんの思いを一番大事にして下さいまし

た。A さんは眠っているような安らかな最後を迎え

られました。むくみも無くとても綺麗なお顔だった

そうです。「透析をしない」という決断は、難しい事

です。それが正しいかは、

誰もわかりません。 

私たち医療者に「生きる」

という事を教えて下さっ

た・・・そんな気がします。 

 

地域連携室 看護師 岩 切 里 実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 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 

 

 

 

今回は上山病院栄養科を紹介します。 

栄養科は管理栄養士 1 

名、栄養士 1 名と給食 

委託の方々5 名で毎日 

の業務に取り組んでい 

ます。業務内容として、 

入院患者様一人ひとり 

に合った食事の提供と栄養管理、入院・外来患者様

への栄養指導などがあります。 

今年度から摂食・嚥下の困難な患者様向けにソフト

食というムース状の食事を始めました。まだまだ手

探りの状態ですが、患者様に喜んでもらえる食事を

作っていきたいです。食事の相談などお気軽にお声

をおかけください。 

栄養科 中 西 麻 梨 子 

 

月 1 回の郷土料理。   

他にも祝日など特別   

な日には、行事食を   

用意しております。   




