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難治性疾患の治療、他診療科患者への
透析で高い実績を誇る

腎臓内科・人工透析内科



腎臓内科
人工透析内科

難治性ネフローゼ症候群、
ＡＮＣＡ関連腎炎などの症例が急増

　人工透析は、1955年の朝鮮戦争の際、一過性

の急性腎不全に対し用いられ、死亡率を低下させ

たことで普及が始まりました。現在、慢性透析療法

を実施している患者数は約30万人で、年々増加し

ています。

　腎臓内科領域での最近の話題は、腎障害を示

す所見や腎機能低下が慢性的に続く状態の慢性

腎臓病（ＣＫＤ）が注目されています。ＣＫＤは放置

すると末期腎不全へと進行します。患者数は全国

に約1,300万人いるといわれ、その数は成人男性の

８人に１人に相当します。また、近年は糖尿病性腎

症や腎硬化症など、生活習慣病を起因とする腎疾

患が増加していることも特色として挙げられます。

　南風病院腎臓内科・人工透析内科は、鹿児島

県での人工透析の黎明期に開設され、県内の腎

疾患治療、人工透析治療に貢献してきました。現在

のスタッフは私のほか、曾我部篤史医長、西田知夏

医師、鶴岡美穂医師、吉嶺陽仁医師の５人が中心

です。

　南風病院は、難治性ネフローゼ症候群やＡＮＣ
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難治性疾患の治療、他診療科患者への
透析で高い実績を誇る

Ａ関連腎炎など、診断や治療が難しい症例も積極

的にアプローチしています。

　ネフローゼ症候群は、大量の蛋白尿が出るため

に、血中内の蛋白が減少し、むくみがでる病気を指

します。腎臓が主因となるもの（一次性）と、全身性

の病気の結果出るもの（二次性）とがあります。一

次性ネフローゼは、ステロイドと免疫抑制剤で治療

をすることが多いのですが、この治療になかなか反

応しないものを難治性ネフローゼといいます。

　ＡＮＣＡ関連腎炎は、１９８０年代後半に確立され

た概念です。血清中の抗好中球細胞質抗体（ＡＮ

ＣＡ）が、活性酸素や蛋白分解酵素を放出すること

で毛細血管を溶かしたり、詰まらせたりするため血

管を壊死させる「血管炎」の１つです。ＡＮＣＡ関連

腎炎は、毛細血管の血管炎が腎臓内で起きたと考

えると分かりやすいと思います。症状は、脱力や疲

労、食欲不振などで、原因が分かりづらいのが発

見を遅らせる一因となっています。

　当院では、難治性ネフローゼ、ＡＮＣＡ関連腎炎

に対し、できるだけ腎生検を実施するようにしていま

腎臓内科・人工透析内科部長
内田　義男

す。腎生検は、適切に診断し、最もふ

さわしい治療を選択するために、腎

臓の組織の一部を採取し、顕微鏡で

評価する検査です。

　腎生検は、痛み止めの後、背中か

ら細い針を入れ腎臓の組織を採取

します。採取後、患者さまは半日から

１日、ベッド上で安静にしていただき

ます。

　腎生検は、慢性腎炎の１つである

IgA腎症の診断にも効果的です。

IgA腎症は、30～40％が末期腎不全

に移行するという報告がありますが、

最近は、扁桃腺摘出とステロイド療法

の併用が良い成績を上げるようにな

ってきています。当院も、扁桃腺摘出

術が可能な病院と連携し、ＩｇＡ腎症

の治療に取り組んでいます。

じんぞうないか・じんこうとうせきないか

特 　 集
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他診療科患者さまへの透析が年々増加
　当院の腎臓内科・人工透析内科の特色として、
他診療科の入院患者さまへの透析が増えている
ことが挙げられます。2010年度は全体で延べ約
3700件のうち、約2300件が他診療科の患者さま
で、他の医療機関からの紹介も増加しています。
　普段は他の医療機関で透析を受けていらっし
ゃる方で、急性期治療が必要になった際に、当院
で透析を受けながら手術等を受けていただくケー
スが増えています。当科は、他の診療科と連携を
取り、スムーズな対応を心がけています。普段か
ら、全看護師を対象に勉強会を開催し、透析の知
識と患者さまを観察するポイントなどを指導してい
ます。また、当院スタッフには「透析看護の認定看
護師」もおり、常に透析看護のレベルアップを図っ
ています。
　透析患者さまは、糖尿病や高血圧など、多くの
合併症をかかえています。医師や看護師は、心機
能やシャントおよび下肢動脈の状態等を的確に把
握し、早期対応できるよう心がけています。心エコ

ーや血管エコーなどを使用した診断技術の向上
のほか、糖尿病性足病変への早期対応として、整
形外科と連携してフットケアを取り入れています。
フットケアは、外来、入院の双方で取り組み、早期
対応に効果を発揮しています。
　腎臓内科・人工透析内科は、腎疾患の早期発
見・早期治療はもとより、合併症や手術を要する患
者さまも積極的に受け入れ、地域医療に貢献する
とともに、臨床研究を通じて先進的な医療にも取り
組んでまいります。
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他診療科患者への透析状況　（2010年度）
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患者サロンの開設で、互いの支え合いを支援
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シリーズ

各種認定看護師

がん
がん治療の際、患者さまを身近で支えるのが看護師です。

南風病院では、各種認定資格を取得した看護師を中心に、

患者さまにとって最適な治療が選択できるよう支援しています。

南風病院の実績　　　　 大腸がん

　がん化学療法看護認定看護師は、抗がん剤などの化学療法を受ける患者さま
の体調を把握し、吐き気や熱などの副作用をマネジメントする役割があります。
南風病院は2008年に「外来がん化学療法室」を開設し、現在では月に約170件の
患者さまが受診されています。このうち大腸がんの方は約36％と一番多く、年々増
加しています。
　ご自宅にいる際に副作用が現れた方には、電話での相談を受け付けています。患
者さまの増加に伴い、化学療法室スタッフのほか、病棟や外来の看護師も患者さま
の相談に対応できるように、副作用のマネジメントについて研修をおこなっています。
　抗がん剤治療は、身体的、精神的なつらさや皮膚障害などが出やすくなります。
他の認定看護師とも協力し、患者さまに対応しています。

化学療法の副作用をマネジメントできるスタッフを育成中

皮膚ケアと排便障害に対応。ストーマ外来で退院後のフォロー

　緩和ケア認定看護師は、緩和ケアを受ける人たち（患者さま、家族やとりまく人）の
身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな苦痛をトータルでとらえ、緩和を図るための
知識や技術、態度をもった看護師です。
　緩和ケアは、終末期に限定された医療と思われがちですが、最近では、がんと言
われたときから関わることが増えてきました。特に大腸がんは治療期間が長い場合
が多いので、入院時から退院して外来治療へと移行した後も支援を継続していま
す。痛みやさまざまな治療に関連する苦痛症状、気持ちの辛さをやわらげるお手伝
いをしています。
　10月から、「がん患者サロン」を開設しました。患者さま同士で悩みを共有し、支え
合いができる場にしていきたいと思います。

がん化学療法看護
認定看護師

新村　みどり

緩和ケア認定看護師

山下　郁子

皮膚・排泄ケア認定看護師

大山　志保

　皮膚・排泄ケア認定看護師は、排泄障害やストーマ等による皮膚障害、創傷など
を専門にしています。大腸がんの患者さまは、手術後から下痢などの排便障害が現
れることが多くあります。排便障害があると、何を食べたらよいのか不安になる方も
多いのですが、手術前と同様に生活できます。皮膚・排泄ケア認定看護師は、家族
の理解を手助けするなど、患者さまの生活支援が大切な役割だと感じています。
　ストーマを使用する場合は、ストーマ装具貼付部分の皮膚に、赤みやびらんなど
の障害が出やすくなります。定期的に状態を確認し、装具の交換なども含めて対応
しています。ストーマを造った方が、安心して入院前と同じ生活が送れるよう、ストー
マ外来でフォローし、相談しやすい環境づくりにも取り組んでいきたいと思います。
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新任ドクター紹介 2011年7月以降、当院にあらたに着任した医師をご紹介します。

内科・循環器内科からのお知らせ

本館６階をリニューアル

外科・消化器外科医長
益満  幸一郎

　緩和ケアに携わってきたこともあり、
治療の段階から緩和ケアの手法を取
り入れたいと考えています。腹腔鏡手
術の専門医取得を目指しています。

日本外科学会外科専門医、日本が
ん治療認定医機構がん治療認定医

麻酔科標榜医、日本麻酔科学会
麻酔科指導医・専門医

放射線科
永里  耕平

　画像診断とともにカテーテル治療を
専門にしていきたいと思います。消化
器の出血治療など、救急性の高い治
療はやりがいがあると感じています。

外科・消化器外科
新田  吉陽

　外科医に憧れ、医師になって４年
目です。先輩方の指導を受けなが
ら、手術や腹腔鏡など、幅広く勉強
していきたいと思います。

麻酔科部長
尾野本  真徳

　一期一会の気持ちを大切に、患者さまが
安心して手術を受けられるよう気をつけてい
ます。南風病院は救命救急士の気管内挿
管の研修施設です。患者さまに理解してい
ただいたうえ、安全に研修ができるよう心が
けています。

日本外科学会指導医、日本消化器外科学会指導医、日本大腸肛門病学会専門医、日本
消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定
医、日本大腸肛門病学会九州支部評議員、鹿児島市障害福祉審議会委員

外科・消化器外科副部長
北薗  正樹

　鹿児島大学病院では大腸肛門骨盤外科と腹膜外科を専門とし、
主に大腸がんや骨盤腫瘍のほかクローン病などの炎症性疾患の治
療を行ってきました。
　南風病院は各科の連携が強く、仕事がしやすいと感じています。
研修医や若い医師も多いので、外科の基本から段階的に技術を指
導していきたいと考えています。

　当科では地域の先生方からの循環器疾患についても電話
相談をおこなっております。

　心電図診断、検査方針、紹介先の選択など、循環器内科医師が直接電
話対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

地域医療課直通　

099-805-2732

月～金曜日９：００～１７：００

内科・循環器内科：清永、今村、余、濱田

窓口・相談時間

本館６階の改修が終了しました。環境のよい個室を３タイプ
準備しています。お気軽にお問い合わせください。

Ａ　25,000円（２室）

Ｂ　9,500円（１８室）

Ｃ　7,000円（１３室）

６階スタッフステーション 個室内部（B）

室料

※いずれも税抜き料金

病院から
の

お知らせ
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広がる連携の輪④（療養通所介護事業所）

　在宅ケアサポートみなみ風は９月から、鹿児島市で初めてとなる「療養通所介護事業」を始めました。
療養通所介護は、重症難病やがん末期などの医療依存度の高い方を対象とした“デイサービス”です。
　患者さまの社会参加を促し、その間、ご家族が休息できるように支援する事業です。
　「春のやさしいひだまりのように」をモットーに取り組んでまいります。

シリーズ

医療依存度の高い方やご家族を支えます 理事長　貞方　洋子
公益社団法人鹿児島共済会

在宅ケアポートみなみ風のしくみ

療養通所介護事業所とは

ご利用時間・ご利用料金

　医療処置のある方、難病やがん末期などの方々で常時看護師による観察が
必要で、通常のデイサービスの利用が困難となっている方が対象です。看護師
が一緒にいることで、ご本人や介護者の方々にも安心して過ごしていただける
よう支援します。

●原則として医療的なケアが必要な介護度３・４・５の方が対象です。
●施設への送迎時は必ず看護師が付き添います。
●訪問看護で顔なじみの看護師がいます。
●少人数制です（最大５名まで）
●定期的に、またはご家族の用事があるときに利用できます。
●ご希望の方は療養通所介護中のリハビリもおこなっています。

●ご 利 用 時 間　月曜日～金曜日　９：００～１７：００
●送迎対応エリア　鹿児島市内

●ご利用料金（利用者自己負担額）　※療養通所介護費として
　３時間以上６時間未満　1,000円
　６時間以上８時間未満　1,500円
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地域と南風病院を結ぶ「南風便り」30号
発　行／公益社団法人鹿児島共済会　南風病院　〒892-8512　鹿児島市長田町14番3号
発行日／2011年11月●ご希望の方に配付いたします。

医療機器・設備
PET/CT（２台)、MRI（1.5T：２台）、CT（64列・16列MSCT）、RI
（SPECT-CT）、乳房X線装置、血管造影装置、X線TV装置（DR：２
台、FPD-DR：１台）、移動型X線TV装置（２台）、ポータブル装置（２
台）、一般撮影装置（CR：３台）、骨密度測定装置、PACS、超音波診断
装置（12台）、内視鏡装置（上部・下部・小腸・気管：７台）、カプセル小腸
内視鏡、腹腔鏡内視鏡装置、超音波内視鏡装置、自動染色装置、生化
学自動分析装置、免疫・感染測定装置、輸血検査システム、全自動血
液凝固測定装置、多項目自動血球分析装置、多機能心電計、脳波計、
聴力検査装置、肺機能検査装置、筋電図誘発電位検査装置、磁気刺
激装置、眼底装置、高気圧酸素装置、人工透析（34床）、医療サウナ
室、集中治療室（ICU６床）、手術室（５室）　他

1 医療を通して地域社会に貢献する

2 患者さま本位の診療を行う

3 最新の医療の提供に努める

4 活力に満ち、働きがいのある職場を目指す

5 病院として健全な発展を続ける

基本
方針

人にやさしく、あたたかく理念

〒892-8512  鹿児島市長田町14番3号

TEL 099-226-9111
FAX 099-223-1573　URL http://www.nanpuh.or.jp/

地域医療支援病院

南風病院ウェブ

公益社団法人鹿児島共済会南風病院

臨床研修指定病院

鹿児島県がん診療指定病院

日本医療機能評価機構認定病院

診療科目

診察受付時間

受付時間　月～金曜日 　午前8時～11時　　　　　　午後1時30分～4時※
　　　　　土曜日　　　 午前8時～11時

診察時間　月～金曜日 　午前8時30分～12時30分　午後2時～5時30分※
　　　　　土曜日  　　  午前8時30分～12時30分

休 診 日 日曜・祝日  お盆（8月15日）　年末年始（12月31日～1月3日）
※午後の診察は専門外来と予約制の診療科のみとなります。
※診療科により休診がございます。ご確認の上、来院お願いいたします。

◆面会時間／午後2時～8時　◆許可病床数／338床　◆駐車場／250台

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科・人工透析内科、
神経内科、肝臓内科、ペインクリニック内科、外科・消化器外科、
脳神経外科、整形外科・小児整形外科、放射線科、麻酔科、病理診断科

統　計　報　告

7月14.6日  8月13.8日 　9月13.2日
5月15.1日  6月14.7日平成23年度

平成23年度実績

平成23年度実績

7月857件  8月907件　 9月882件
5月781件  6月869件

〈実 績〉

〈実 績〉

①平均在院日数

平成22年度
平均14.8日

②外部医療機関からの紹介件数 

平成22年度
平均７７８件/月
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交通アクセス

Ｊ　　Ｒ 鹿児島中央駅下車／車約15分
 鹿児島駅下車／車約3分・徒歩約10分
市　　電 桜島桟橋通り電停 下車／徒歩約5分
市 バ ス　１１番線（下竜尾町バス停下車）
高速バス 鹿児島（天文館）バス停下車／車約10分
※桜島桟橋からは車約3分・徒歩約15分となります。

拡大地図

鹿児島駅前鹿児島駅前

平成23年度
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