
             
 
 
 
 
  
 
 
                             

                              

    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） 私たちは、人間としてお互いの立場を尊重し、協力して質の高い医療を追求します。 
２） 私たちは、高い専門性を目指して、たゆみなく研鑽します。  
３） 私たちは、医療を提供するものとしての誇りを自覚し、社会の中の一員として公共のために行動します。                                                                    
４） 私たちは、最良の医療環境を整え、その人の生き方を支える温かいサービスを提供します。 
５） 私たちは、関係機関との連携を密にし、地域医療に貢献します。 

 

『『腎腎愛愛会会ニニュューースス～～拡拡大大版版～～』』創創刊刊にに寄寄せせてて  

いつも皆様には並々ならぬご高誼を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

昭和 56 年に上山内科クリニックを開設し、平成 21 年 7 月、増

改築を経て新上山病院が誕生し、新たな気持ちで一歩を踏み出し

ました。また、平成 23 年 1 月に、開院 30 周年を迎えることがで

きました。 

これまで地域の皆様、関係者の皆様に支えられて、ここまで来

ることができましたことを深く感謝申し上げます。 

一方で、これまでホームページや平成 18 年 4 月から発行している院内新聞「腎愛会ニュース」

などで広報にも努めてまいりましたが、腎愛会についてより多くの方に知っていただきたく、こ

のたび「腎愛会ニュース～拡大版～」として年 4 回発行し、広く配布させていただく運びとなり

ました。 

 腎愛会は今後も腎臓・透析病院としての専門性をより高め、地域の腎臓病治療・透析医療の一

翼を担うと共に、ご近所の「かかりつけ医」として、風邪をひいたとき、おなかが痛いときはも

ちろん、「血圧が高いので心配だ･･･」、「喫煙をやめたいのだが、なかなか･･･」といったご相

談まで対応できる、地域の皆様にとって身近で、頼りがいのある存在でありたいと願っておりま

す。 

この「腎愛会ニュース～拡大版～」で、上山病院、うえやま腎クリニックのことを少しでも多

くの方に知っていただき、お気軽にご来院いただける一助になればと思っております。 

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。     

医療法人 腎愛会 理事長 上山 逹典 
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蒸し暑く、寝苦しい時期になってまいりました。皆さん、夜は良く眠れていますか？ 

このコーナーでは、腎愛会の様々な部署・委員会から、日常生活で役に立つ情報をお届

けしてまいります。今回は安全衛生委員会から、「よい眠り」についてお伝えします。 

快適な睡眠のための 7 か条 

１． 快適な睡眠でいきいき健康生活 ＊定期的な運動習慣は熟睡をもたらす 

                  ＊朝食は心と体のめざめに重要、夜食はごく軽く 

２． 睡眠は人それぞれ、日中元気ハツラツが快適な睡眠のバロメーター 

    ＊寝床で長く過ごしすぎると熟睡感が減る ＊年齢を重ねると睡眠時間は短くなるのが普通 

３． 快適な睡眠は自ら創り出す 

    ＊夕食前のカフェインは寝つきを悪くする  ＊睡眠薬代わりの寝酒は睡眠の質を悪くする 

４． 眠る前に自分なりのリラックス方法、眠ろうとする意気込みが頭をさえさせる 

    ＊軽い読書、音楽、香り、ストレッチなどでリラックス 

５． 目が覚めたら日光を取り入れて、体内時計をスイッチオン  ＊早起きが早寝に通じる 

６． 午後の眠気をやりすごす  ＊長い昼寝はかえってぼんやりのもと 

７． 睡眠障害は専門家に相談  ＊睡眠障害は体や心の病気のサインのことがある。 

     眠眠れれななくくてておお困困りりのの方方、、ぜぜひひ、、ここのの 77 かか条条ををごご参参考考にに快快適適なな睡睡眠眠をを!!!!!!  

  

  

  

 
 

最近、新聞雑誌や人々の会話などで認知症の話が盛んに出ています。以前は痴呆という言葉が使用さ

れていました。“もの忘れ”が段々ひどくなったような状態でよく使われます。長寿社会になり、65歳以

上が人口の 20％以上を超えるようになりました。大変喜ばしいことですが、一方では身体的にあるいは

精神的に衰えを起こして、余計な苦労も多くなったようです。 

 人は年齢を重ねるにつれて記憶力は衰退してきます。特に新しい記憶が怪しくなります。昔のことは

よく覚えているのに…という経験は皆さんお持ちでしょう。このように部分的な記憶の低下があり、し

かも忘れたことをちゃんと自覚しており、どんどんひどくなっていくわけでもない…このような状態を

「良性の老人性記憶障害」と呼ぶことがあり、認知症と一緒にしてはいけません。 

 一方で認知症はそれぞれ症状にある種の特徴があり、現在はアルツハイマー病・脳血管性認知症・レ

ビー小体型認知症などと分類されます。認知症の症状は、失認・失行・失語・見当識障害・計算力障害

などの中核症状、幻覚・妄想・作話・せん妄などの周辺症状があります。具体的には、年齢（生年月日

はよく覚えているが）や日時や曜日、今いる場所が分からなくなり、財布などをどこに置いたか思い出

せないと、「誰かが盗った」と言い張るような「もの盗られ妄想」もよく見られます。食事を取ったこと

を忘れて、まだ食べていないと言い張ります。逆に良性の老人性記憶障害では食事をしたことは覚えて

いますが、おかずが何だったか思い出せないことはよくあります。 

このように普通の老人性のもの忘れと認知症は全く別ですので、混同しないでください。ただ初期に

はなかなか区別しにくいこともありますので、専門医に良く相談されることをお勧めします。 

(上山病院院長 新村 健
たつる

） 



「東日本大震災」へ私たちにできることを．．． 

新杏病院＆上山病院合同企画 東日本大震災復興支援チャリティーバザー開催（6 月 17 日～18 日） 

平成 23年 5月末に予定していた「腎愛会健康まつり」は台風の影響

で残念ながら中止となりましたが、新杏病院様をはじめ関係者の皆様

からフリーマーケット用に多くの品が寄せられていました。そこで、6

月 17・18日に東日本大震災復興支援を目的として、チャリティーバザーを開催しました。 

１日目で用意した品物もほぼ完売（！）し、2日目を心配していたところ、いつもお世話になっているケアマ

ネージャーの方から「うちにいいものがたくさんあるから！」と助け舟。・・・Sさん、ありがとうございました！ 

無料のヨーヨーつり、職員が悪戦苦闘して作った無料の手作り「わたあめ」も大好評でした！ 

患者様やご家族、ご近所の方々、関係の業者さんなど多数ご来場いただき、２日間で約５０，０００円の収益

を得ることができました。 ご来場いただいたたくさ

んの方々に深く感謝いたします。 

被害の大きさからすると、本当に些少な金額ではあ

りますが、全て大震災の義援金として寄付させていた

だきます。 

この場をおかりしまして、この度の東日本大震災に

より被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上

げます。 

 
 
 
 
 
 
 

■上山病院の透析室は広ーい！ 
 上山病院は旧じんあいクリニックをベースに大

規模な増改築を行い、平成 21 年 7 月 1 日にリニュ

ーアルオープンしました。透析室は 2階にあり、最

大で 75 台まで透析装置の設置が可能となっていま

す。広々としたゆとりの空間の中で、患者様は透析

を受けられています。 

■腎愛会の透析の特色は？ 
 私たちは病魔と闘う患者様のつらさ、苦しみを少

しでも取り除いてあげたいという願いのもと、腎愛会の理念にもあるように、開院以来 30 年間、最良の医療を

追い求めて参りました。その代表的な取り組みが全国でも先駆け的存在である HDF導入でしたが、国の指導もあ

り、現在は中止を余儀なくされています。しかし、これまで培ったきれいな水づくり（HDF には欠かせません）

を生かし、ダイアライザー（血液濾過資材）の最適選択などにより、これまでと劣らない透析治療を提供すべく、

日夜励んでいます。腎愛会の透析の特色については、次号でもお伝えします。 

 

 

【監修 上山逹
さと

典
のり

】 

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。今回は、

上山病院透析室の様子や腎愛会の透析の特色をご紹介いたします。 



 腎腎愛愛会会めめぐぐりり  ①① 上山病院 透析室 

腎愛会の各部署を紹介するコーナー、今回は上山

病院２階透析室です。 

私の働く透析室は、看護師 28名、臨床工学技士 

3名、看護助手 7名、技士助手 3名のスタッフで、

日々業務にあたっています。 

患者様により良い看護を提供できるように、ス

タッフ間のコミュニケーションを密にし、定期的

にカンファレンスを行うなど、常にベストを尽く

せるように努力しています。 

また、院外研修等に積極的に参加するなど、知

識・技術の向上に努めています。看護に対する意

識を高く保つことはもちろん、チームナーシング

で同じ患者様と関わることで、より細かく患者様

一人ひとりに配慮した安心の看護を、笑顔ととも

に提供することを心掛けています。     

  （透析室看護師 蓑田福太郎） 

  

☆ 腎腎愛愛会会 IINNFFOOMMAATTIIOONN ☆ 

 

〒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 

 

●○僕の地域連携室日記○● 

患者様の情報交換支援の仕事をしていると、患者

様のご家族のことをふと考えることがあります。患者

様は心身が衰えていることがあり、症状によっては自

分の世話をしている人が誰であるかも分からなくなっ

てしまうこともあります。そのようなときは、常にご本人

の見守りなどをご家族がしなければならなくなります。

こういったとき、患者様が介護保険サービスを利用す

れば、ご家族は、世間の人が普通に行う、休日にどこ

かへ出かけるなどの「楽しみ」を持つことができます

が、様々な視点があり、介護保険サービスを利用して

も「楽しみ」を持てないご家族もいらっしゃるようです。 

 

 

「そのような方はお花をじっくり

見たり触ったりする機会もないの

かな」と思ったのは、白いスミレ

（左）を見た時です。ちなみに花言

葉は、「誠実」「小さな幸せ」だそう

です。「介護」をされている方々

は、無理をせず、何か楽しみを持

ちながら介護に取り組まれてはい

かがでしょうか？ 

社会福祉士 有園功郎 

 


