
☆ほくほく♪かぼちゃのそぼろ煮☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上山病院                    うえやま腎クリニック 

内科 腎臓内科 人工透析内科 循環器内科 血管外科    内科 腎臓内科 人工透析内科                                                                             

 

○理念 

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。 

○基本方針 

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。 

 

新年のご挨拶 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

 おかげさまで腎愛会は開設されてから 37 年目を迎えました。 

ここまで来られましたのは、患者の皆様、ご家族の皆様、地域の皆様、

そして関係者の方々のお力添えのたまものと感謝しております。  

 今年は、医療業界に多大な影響のある「診療報酬・介護報酬同時改定」

が行われます。社会保障財源の確保は大きな課題となっており、地域医

療構想や地域包括ケアシステム構築の進行などにより、我が国の医療費

抑制まで視野に入れた政策が大きく目立っていることから、今年の改定

は大変厳しいものとなると予想されます。  

 私ども腎愛会でも、どのような変化があるのか情報を収集し、どのように対処すればよいのか日々考え、

たどり着いた対処法を実施することで、皆様とともに様々な試練を乗り越えていければと思っております。

また、地域の皆様に貢献するべく、地域包括ケアシステム構築の一助となれるよう腎愛会一丸となって行

動して参りたいと思います。 

 腎臓疾患医療におきましては、透析治療を開始せざるを得なくなってしまった方々は、平成 28 年末時

点で 329,609 人と 33 万人に迫り、伸びは鈍化するものの今後も増加することが予想されます。新規透析

導入患者数は 39,344 人（平成 27 年末時点では 39,462 人）と新たに透析を始める方も横這い傾向にあり、

糖尿病管理を強化するなど、腎愛会としても透析導入を防ぐ取り組みを今後も進めたいと考えております。 

 腎愛会はこれからも心臓・血管・腎臓・透析病院としての専門性をより高め、上山病院，うえやま腎ク

リニックで地域医療の一翼を担うと共に、ご近所の「かかりつけ医」として、内科一般や、禁煙に関する

ご相談や、株式会社ユーエスケイ企画や高齢者福祉複合施設光陽とともに、医療材料等の供給や介護のこ

とまで対応できる、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。  

 今年も一層のご支援・ご厚誼を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。  

腎愛会 理事長 上 山 逹 典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。2018 年は 2 月 9 日から韓国の平昌で冬季オリ

ンピックが開催されます。前大会金メダルが 1 つ獲得でした。今大会は前回以上のメダルが獲得できるか

楽しみです。本年も地域連携室共々、腎愛会をよろしくお願い致します。  地域連携室 脇田 拓郎 

＜企画・発行＞                   

医療法人 腎愛会  

鹿児島市宇宿 3 丁目 17－6 

平成 30 年 1 月 1 日 発行                                
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腎愛会ニュース 

●○地域連携室日記○●  

 

医療法人 腎愛会 
 

上山病院 

〒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・  

血管外科 

病 床 数  40 床（医療療養病床） 

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。 

（午前受付 12:30 まで、午後受付 17:30 まで） 

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（保険での禁煙治療） 

・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） 

うえやま腎クリニック 

〒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 ～ 16:00 

     （受付は 15:30 まで）※予約制 

休   診    日曜日・祝祭日・月 ,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） 

・ビューティーコアサポート外来(火,水曜午後) 

お問い合わせ 電話 090-7925-3211 

 

法人本部 

〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 21-5 

TEL.099-259-8811  FAX.099-259-8469 

高齢者福祉複合施設光陽 

〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 22-10 

TEL.099-257-5455  FAX.099-257-5445 

訪問看護ステーション光陽    TEL.099-257-5210 

ケアプランセンター光陽     TEL.099-257-5211 

デイサービス光陽        TEL.099-257-5212 

サービス付き高齢者向け住宅光陽   TEL.099-257-5455 

株式会社　ユーエスケイ企画
鹿児島県鹿児島市宇宿4丁目39番12号
℡.099-264-0862 fax.099-264-0863

事業内容…

取扱商品…病院設備全般　ディスポーザブル用品全般
衛生材料　介護消耗品　介護機器

医療機器、健康機器各種販売及び修理業
人材派遣　損保ジャパン日本興亜代理店

上 山 逹 典  
イベント情報！ 

●上山病院では、1 月 26 日(金)，3 月 29 日(木)の 11：00 より「腎臓いきいき教室」を開催致します。  

参加ご希望の方は受付にて、またはお電話でお申込みください。 電話 099-257-2277 

エネルギー 84kcal たんぱく質 4.3g 塩分 0.5g カリウム 379mg リン 65mg 材料(1 人分) 

・かぼちゃ  80g 

・豚ひき肉 15g 

・濃口醤油 1.5g （小さじ１/3 弱） 

・淡口醤油 2g  （小 1/3） 

・砂糖     1.5g （小 1/3） 

・料理酒   2g  （小 1/3） 

・だし汁   適量（かぼちゃが隠れるくらい） 

・片栗粉  0.5g 

・ねぎ    適量 

♪♪  じじんんああいいレレシシピピ  ♪♪ 

作り方 

①かぼちゃを一口大より少し大きめに切る。 

②豚ひき肉を鍋または深めのフライパンで炒めて、かぼちゃとＡを加えて煮る。 

③15 分程煮て煮汁が少なくなったら水溶き片栗粉でとろみを付け、ねぎを散らして完成！ 

あと 1 品！にオススメ☆減塩副菜シリーズその① ～ かぼちゃのそぼろ煮 ～ 

かぼちゃの甘みとそぼろあんが優しい味わいです。とろみを付けて味を絡みやすくすることで、塩

分控えめでも美味しくいただけます。 

かぼちゃに多く含まれるβカロテンには皮膚や粘膜を強くする働きが、ビタミン E には強い抗酸化

作用や血行促進作用があります。寒い冬に積極的に摂りたい食材ですね！ 

A 



○● 腎愛会ソフトボール部から ●○  

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。  

平成 27 年 4 月に同好会からソフトボール部となり、今年で 3 年目を迎えました。若い新入部員も増

えてチームの若返りが進んでいます。また当院と同じく医療・介護に携わる施設と立ち上げたソフトボ

ールリーグも発足 3 年を迎え、毎月第 1 日曜日の夜（4 月～11 月）に熱戦を繰り広げています。昨年、

一昨年と 2 年連続最下位に沈んでいましたが、今年は新戦力とベテランの融合により、念願の初優勝（5

勝 1 敗）をすることができました。 

その勢いに乗りたかったですが、12 月に出場した大会では、決勝トーナメントに進出できず悔しい思

いをしました。今年は昨年以上に皆さんに良い報告ができるように、チーム一丸となって頑張ります。

応援よろしくお願いします。 

ソフトボール部監督 藤間 晋平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腎愛会名誉会長 新村健（にいむら たつる）の執筆アーカイブをお送りいたします。鹿児島赤十字病

院長時代に、南日本新聞にて「老年学入門」を連載したものです。 

■だれが生徒か先生か 

 老人は個人差が大きいのが特徴と申しましたが、外来で患者さんを診ながら、良くないことですが、

ついうっかり「おばあちゃん」と呼びかけることがあります。カルテの年を見ると私より若い人であっ

て失礼することがあります。外観のこともありますが、身体の機能やレントゲンの所見についてもそう

ですし、話し方や物事に対する考え方、精神心理状態についても暦の年と大きな差があることがしばし

ばです。 

 小・中学時代のクラス会に出掛けると、そこで見る友人たちは（自分を含めて）全く見当がつかない

人がいたり、どちらが生徒か先生か区別できないようなことがあります。はげだ白髪だシワがうんぬん

ではなくて、動作から話し具合、ものの考え方などすべてにおいて千差万別であることに驚かされるこ

とでしょう。年を取っても立派に社会活動をし、家庭にも調和し、経済的にも安定した生活をしている

人、あるいは身体・精神に重い病気を持ち、社会からの福祉・医療サービスなしには生活し得ない人も

います。このような種々の人を十把一絡げにして老人対策を立てるのは、誤りかもしれません。暦の上

の年齢だけで一律に老人を定義することの不合理さと、その対応の仕方がいかに難しいか、またよく言

われるキメ細かい対策がどれほど困難であるかを思い知らされます。  

 先日私の所に「老後健康診査記録票」なるものが舞い込んできました。びっくりするやら、がっかり

するやらで皆に笑われました。一応元気と思って働いている人が、突然周りから“老人”のらく印を押

された時の複雑な心境を察してください。でも素直に受け止め、事実を容認することの大事さと、予防

医学の重要性を認識して自戒の一助にしたいものです。  

腎愛会 名誉会長 新 村 健
たつる

 

 

 

 

 

「甘いものがやめられない」、「ジュースや甘いコーヒー、栄養ドリンクをよく飲む」、「ラーメン・

餃子・チャーハンが好物」、「胃もたれしやすい、ガスが多い、便秘・下痢症状がある」、「匂いが苦手」、

「合わない化粧品や食品が多い」、「生理時に痒みがある」これらは全て、お腹のカビが原因かもしれ

ません。 

腸内細菌叢は 1000 種類以上で構成され、1000 兆個も存在するといわれています。この構成は善玉

菌：悪玉菌：日和見菌＝2：1：7 の割合と言われていますが、ストレスや不良な食事（添加物の多い

食品や外食等）、薬物（抗生剤やステロイド、ピル等）、加齢などで善玉菌は減り、悪玉菌や日和見菌

が増殖します。この日和見菌の一つである“カンジダ・アルビカンス”はその影響力が大きいため、

特に注目されています。 

カンジダ菌は常在細菌であり、存在する事自体は問題ではないのですが、異常増殖すると様々な不

調の原因になります。カンジダは糖質を栄養源にし、アセトアルデヒドを産生するので、カンジダが

多い状態で糖質を摂取すると、酔った状態と同じになります。また、糖質中毒の人は自らの意志では

なく、カビが糖質を欲している可能性があります。 

テレビや雑誌でスイーツ特集をしているのをよく見ますが、その編集者や読者のお腹は“カビカビ”

しているのでは…とその方の健康状態を心配してしまいます。腸は栄養素の吸収・排泄、また免疫の

最大器官であり、腸内細菌叢はその立役者です。腸内細菌叢が崩れると、それらの重要な役割を果た

せなくなり、その悪影響は全身に及ぶのです。症状が強い人は抗真菌剤も検討されますが、まず取り

組むべき改善策は“糖質制限とプロバイオティクス”です。 

あなたのお腹はカビカビしていませんか？ 

ビューティーコアサポート外来 担当医師 上山 菜穗 

 

 

■Ⅸ腎愛会学会発表回顧②「透析液プライミング法による透析経験」 

当腎愛会の臨床工学技士（科長）有馬真里男が取り組み、2004 年 2 月「鹿児島県人

工透析研究会」，2005 年 4 月「九州 HDF 検討会」に報告したものをご紹介します。 

抄録：当院では HDF を施行するにあたって、以前よりクリーンな処理水や透析液を生

成している。今回この透析液を生食の代わりに使用してプライミングを行い、100 名

の患者に 1 年間透析を施行したので若干の考察を加えて報告する。 

1.RO 処理水槽後の送液ライン及び透析液供給装置から各患者監視装置までの供給ラインを改良する。 

当院の水処理工程において、再循環ラインに ET カット用としてキャラクターC シリーズの C-40HR フィル

ターを設置すると共に、ET 値の変化状況を観察しながら処理水槽と再循環ラインの消毒を行っていった。消

毒回数は年 4 回（3 ヶ月おき）施行しているが ET は安定して低い値を維持

していた。 

2.生食の代わりに透析液を使ってプライミングする為の回路を検討する。 

透析液プライミングとスムーズな回収を行う為に、日機装社製の透析用

血液回路・動脈側を改良した（右図のとおり）。 

3.透析液プライミングでの問題点とそれに対する改善案を検討中である。 

コスト面：メーカーにコストを下げてもらう。 

業務面：プライミングが生食を使用したものより時間がかかるため、実施件数を減らす。 

安全性：プライミング手技を習熟する。 

結論：今回の透析液プライミングによる透析は 100 名の患者に 1 年間施行した結果である。透析液は安全性

を保つ為、水処理工程をさらに改善した。それによって安定的にクリーンな透析液を供給出来ると考える。

透析液プライミングの為の回路は以前報告されたいろいろな回路を検討し、新しく改良した。当然回収も透

析液使用が可能である。今後も充分検討して問題点を改善していきたいと考えている。 

この報告を中心的に担った有馬は、「2004 年頃、当院では約 50 名の患者様へオンライン HDF 療法を提供し

ておりました。「透析液を血液回路内に入れて濾過する治療をおこなっている訳だから、生食の代わりに透析

液を使ってプライミングや返血回収ができるはず」と当時から理事長は先見の明をお持ちでした。理事長の

案をもとに臨床工学技士やメーカーにて試行錯誤した結果、現在主流となっている透析液を使った自動化シ

ステムの先駆けとなるものを開発できたと思っています」と述べています。 

 

 

腎腎愛愛会会ののああゆゆみみ 

たたつつるる会会長長のの何何ででもも相相談談室室！！ 

当時の有馬  

ビューティーコアサポートコラム② 

そう  

スイーツ好きの人はカビだらけ!? 
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腎愛会名誉会長 新村健（にいむら たつる）の執筆アーカイブをお送りいたします。鹿児島赤十字病
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ではなくて、動作から話し具合、ものの考え方などすべてにおいて千差万別であることに驚かされるこ

とでしょう。年を取っても立派に社会活動をし、家庭にも調和し、経済的にも安定した生活をしている

人、あるいは身体・精神に重い病気を持ち、社会からの福祉・医療サービスなしには生活し得ない人も

います。このような種々の人を十把一絡げにして老人対策を立てるのは、誤りかもしれません。暦の上

の年齢だけで一律に老人を定義することの不合理さと、その対応の仕方がいかに難しいか、またよく言

われるキメ細かい対策がどれほど困難であるかを思い知らされます。  

 先日私の所に「老後健康診査記録票」なるものが舞い込んできました。びっくりするやら、がっかり

するやらで皆に笑われました。一応元気と思って働いている人が、突然周りから“老人”のらく印を押

された時の複雑な心境を察してください。でも素直に受け止め、事実を容認することの大事さと、予防

医学の重要性を認識して自戒の一助にしたいものです。  

腎愛会 名誉会長 新 村 健
たつる

 

 

 

 

 

「甘いものがやめられない」、「ジュースや甘いコーヒー、栄養ドリンクをよく飲む」、「ラーメン・

餃子・チャーハンが好物」、「胃もたれしやすい、ガスが多い、便秘・下痢症状がある」、「匂いが苦手」、

「合わない化粧品や食品が多い」、「生理時に痒みがある」これらは全て、お腹のカビが原因かもしれ

ません。 

腸内細菌叢は 1000 種類以上で構成され、1000 兆個も存在するといわれています。この構成は善玉

菌：悪玉菌：日和見菌＝2：1：7 の割合と言われていますが、ストレスや不良な食事（添加物の多い

食品や外食等）、薬物（抗生剤やステロイド、ピル等）、加齢などで善玉菌は減り、悪玉菌や日和見菌

が増殖します。この日和見菌の一つである“カンジダ・アルビカンス”はその影響力が大きいため、

特に注目されています。 

カンジダ菌は常在細菌であり、存在する事自体は問題ではないのですが、異常増殖すると様々な不

調の原因になります。カンジダは糖質を栄養源にし、アセトアルデヒドを産生するので、カンジダが

多い状態で糖質を摂取すると、酔った状態と同じになります。また、糖質中毒の人は自らの意志では

なく、カビが糖質を欲している可能性があります。 

テレビや雑誌でスイーツ特集をしているのをよく見ますが、その編集者や読者のお腹は“カビカビ”

しているのでは…とその方の健康状態を心配してしまいます。腸は栄養素の吸収・排泄、また免疫の

最大器官であり、腸内細菌叢はその立役者です。腸内細菌叢が崩れると、それらの重要な役割を果た

せなくなり、その悪影響は全身に及ぶのです。症状が強い人は抗真菌剤も検討されますが、まず取り

組むべき改善策は“糖質制限とプロバイオティクス”です。 

あなたのお腹はカビカビしていませんか？ 

ビューティーコアサポート外来 担当医師 上山 菜穗 

 

 

■Ⅸ腎愛会学会発表回顧②「透析液プライミング法による透析経験」 

当腎愛会の臨床工学技士（科長）有馬真里男が取り組み、2004 年 2 月「鹿児島県人

工透析研究会」，2005 年 4 月「九州 HDF 検討会」に報告したものをご紹介します。 

抄録：当院では HDF を施行するにあたって、以前よりクリーンな処理水や透析液を生

成している。今回この透析液を生食の代わりに使用してプライミングを行い、100 名

の患者に 1 年間透析を施行したので若干の考察を加えて報告する。 

1.RO 処理水槽後の送液ライン及び透析液供給装置から各患者監視装置までの供給ラインを改良する。 

当院の水処理工程において、再循環ラインに ET カット用としてキャラクターC シリーズの C-40HR フィル

ターを設置すると共に、ET 値の変化状況を観察しながら処理水槽と再循環ラインの消毒を行っていった。消

毒回数は年 4 回（3 ヶ月おき）施行しているが ET は安定して低い値を維持

していた。 

2.生食の代わりに透析液を使ってプライミングする為の回路を検討する。 

透析液プライミングとスムーズな回収を行う為に、日機装社製の透析用

血液回路・動脈側を改良した（右図のとおり）。 

3.透析液プライミングでの問題点とそれに対する改善案を検討中である。 

コスト面：メーカーにコストを下げてもらう。 

業務面：プライミングが生食を使用したものより時間がかかるため、実施件数を減らす。 

安全性：プライミング手技を習熟する。 

結論：今回の透析液プライミングによる透析は 100 名の患者に 1 年間施行した結果である。透析液は安全性

を保つ為、水処理工程をさらに改善した。それによって安定的にクリーンな透析液を供給出来ると考える。

透析液プライミングの為の回路は以前報告されたいろいろな回路を検討し、新しく改良した。当然回収も透

析液使用が可能である。今後も充分検討して問題点を改善していきたいと考えている。 

この報告を中心的に担った有馬は、「2004 年頃、当院では約 50 名の患者様へオンライン HDF 療法を提供し

ておりました。「透析液を血液回路内に入れて濾過する治療をおこなっている訳だから、生食の代わりに透析

液を使ってプライミングや返血回収ができるはず」と当時から理事長は先見の明をお持ちでした。理事長の

案をもとに臨床工学技士やメーカーにて試行錯誤した結果、現在主流となっている透析液を使った自動化シ

ステムの先駆けとなるものを開発できたと思っています」と述べています。 

 

 

腎腎愛愛会会ののああゆゆみみ 

たたつつるる会会長長のの何何ででもも相相談談室室！！ 

当時の有馬  

ビューティーコアサポートコラム② 

そう  

スイーツ好きの人はカビだらけ!? 



☆ほくほく♪かぼちゃのそぼろ煮☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上山病院                    うえやま腎クリニック 

内科 腎臓内科 人工透析内科 循環器内科 血管外科    内科 腎臓内科 人工透析内科                                                                             

 

○理念 

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。 

○基本方針 

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。 

 

新年のご挨拶 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

 おかげさまで腎愛会は開設されてから 37 年目を迎えました。 

ここまで来られましたのは、患者の皆様、ご家族の皆様、地域の皆様、

そして関係者の方々のお力添えのたまものと感謝しております。  

 今年は、医療業界に多大な影響のある「診療報酬・介護報酬同時改定」

が行われます。社会保障財源の確保は大きな課題となっており、地域医

療構想や地域包括ケアシステム構築の進行などにより、我が国の医療費

抑制まで視野に入れた政策が大きく目立っていることから、今年の改定

は大変厳しいものとなると予想されます。  

 私ども腎愛会でも、どのような変化があるのか情報を収集し、どのように対処すればよいのか日々考え、

たどり着いた対処法を実施することで、皆様とともに様々な試練を乗り越えていければと思っております。

また、地域の皆様に貢献するべく、地域包括ケアシステム構築の一助となれるよう腎愛会一丸となって行

動して参りたいと思います。 

 腎臓疾患医療におきましては、透析治療を開始せざるを得なくなってしまった方々は、平成 28 年末時

点で 329,609 人と 33 万人に迫り、伸びは鈍化するものの今後も増加することが予想されます。新規透析

導入患者数は 39,344 人（平成 27 年末時点では 39,462 人）と新たに透析を始める方も横這い傾向にあり、

糖尿病管理を強化するなど、腎愛会としても透析導入を防ぐ取り組みを今後も進めたいと考えております。 

 腎愛会はこれからも心臓・血管・腎臓・透析病院としての専門性をより高め、上山病院，うえやま腎ク

リニックで地域医療の一翼を担うと共に、ご近所の「かかりつけ医」として、内科一般や、禁煙に関する

ご相談や、株式会社ユーエスケイ企画や高齢者福祉複合施設光陽とともに、医療材料等の供給や介護のこ

とまで対応できる、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。  

 今年も一層のご支援・ご厚誼を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。  

腎愛会 理事長 上 山 逹 典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。2018 年は 2 月 9 日から韓国の平昌で冬季オリ

ンピックが開催されます。前大会金メダルが 1 つ獲得でした。今大会は前回以上のメダルが獲得できるか

楽しみです。本年も地域連携室共々、腎愛会をよろしくお願い致します。  地域連携室 脇田 拓郎 
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腎愛会ニュース 

●○地域連携室日記○●  

 

医療法人 腎愛会 
 

上山病院 

〒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・  

血管外科 

病 床 数  40 床（医療療養病床） 

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。 

（午前受付 12:30 まで、午後受付 17:30 まで） 

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（保険での禁煙治療） 

・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） 

うえやま腎クリニック 

〒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 ～ 16:00 

     （受付は 15:30 まで）※予約制 

休   診    日曜日・祝祭日・月 ,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） 

・ビューティーコアサポート外来(火,水曜午後) 

お問い合わせ 電話 090-7925-3211 

 

法人本部 

〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 21-5 

TEL.099-259-8811  FAX.099-259-8469 

高齢者福祉複合施設光陽 

〒890-0073 鹿児島市宇宿 3 丁目 22-10 

TEL.099-257-5455  FAX.099-257-5445 

訪問看護ステーション光陽    TEL.099-257-5210 

ケアプランセンター光陽     TEL.099-257-5211 

デイサービス光陽        TEL.099-257-5212 

サービス付き高齢者向け住宅光陽   TEL.099-257-5455 

株式会社　ユーエスケイ企画
鹿児島県鹿児島市宇宿4丁目39番12号
℡.099-264-0862 fax.099-264-0863

事業内容…

取扱商品…病院設備全般　ディスポーザブル用品全般
衛生材料　介護消耗品　介護機器

医療機器、健康機器各種販売及び修理業
人材派遣　損保ジャパン日本興亜代理店

上 山 逹 典  
イベント情報！ 

●上山病院では、1 月 26 日(金)，3 月 29 日(木)の 11：00 より「腎臓いきいき教室」を開催致します。  

参加ご希望の方は受付にて、またはお電話でお申込みください。 電話 099-257-2277 

エネルギー 84kcal たんぱく質 4.3g 塩分 0.5g カリウム 379mg リン 65mg 材料(1 人分) 

・かぼちゃ  80g 

・豚ひき肉 15g 

・濃口醤油 1.5g （小さじ１/3 弱） 

・淡口醤油 2g  （小 1/3） 

・砂糖     1.5g （小 1/3） 

・料理酒   2g  （小 1/3） 

・だし汁   適量（かぼちゃが隠れるくらい） 

・片栗粉  0.5g 

・ねぎ    適量 

♪♪  じじんんああいいレレシシピピ  ♪♪ 

作り方 

①かぼちゃを一口大より少し大きめに切る。 

②豚ひき肉を鍋または深めのフライパンで炒めて、かぼちゃとＡを加えて煮る。 

③15 分程煮て煮汁が少なくなったら水溶き片栗粉でとろみを付け、ねぎを散らして完成！ 

あと 1 品！にオススメ☆減塩副菜シリーズその① ～ かぼちゃのそぼろ煮 ～ 

かぼちゃの甘みとそぼろあんが優しい味わいです。とろみを付けて味を絡みやすくすることで、塩

分控えめでも美味しくいただけます。 

かぼちゃに多く含まれるβカロテンには皮膚や粘膜を強くする働きが、ビタミン E には強い抗酸化

作用や血行促進作用があります。寒い冬に積極的に摂りたい食材ですね！ 

A 




