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腎臓の病気について
やす もり りょう きち

　腎臓の病気は、腎炎やネフローゼ症候群、腎不全な
どといった腎臓内科で扱う内科的疾患・透析管理等と、
泌尿器科で扱う腎・尿路系の外科的疾患（腫瘍・結
石・前立腺・膀胱疾患・感染症・先天性異常など）が
あります。
　腎臓病になると血尿が出る場合もありますが、血尿
が出ているからといって腎炎とは限らず、腫瘍や結石
などの可能性もあります。
　腎炎やネフローゼ症候群に対する的確な治療法の選
択には、エコーやＣＴによる検査に加え、腎生検など
の検査を行い、どのような病気であるかを的確に診断
することが必要です。

　腎臓病はかなり進行するまで、一般に症状が出にく
いといわれています。的確な治療法の選択には的確な
診断が必要です。
　次のような症状があるときは腎臓病が疑われますの
で、専門機関を受診しましょう。

①尿の検査でたんぱく尿や血尿があるとき
②尿の色が異常なとき（赤・黒・赤ワイン色・濁りなど）
③体がむくむとき
④血圧が異常に高く、下がらないとき
⑤夜間・尿の回数が多いとき
⑥原因不明の貧血があるとき
⑦腰（背部）に痛み・発熱があるとき
⑧脱力・筋痙攣があるとき
⑨口が異常に渇いたり、すぐにウトウトしてしまうとき
⑩尿量が極端に多い、または少ないとき

　最近話題になっているのが、ＣＫＤ（Chronic 
Kidney Disease＝慢性腎臓病）です。ＣＫＤは、さ
まざまな種類の腎臓病の総称で、その定義は次のとお
りです。

〈ＣＫＤの定義〉下記の①、②のいずれか、また
は両方が３か月間以上持続する。

①腎障害の存在が明らかにある場合
　１．たんぱく尿の存在
　２．たんぱく尿以外の異常

　病理、画像診断、検査（検尿/血液）等
で腎障害の存在が明らかにある。

②eGFR＜60（ml/min1.73㎡）
（※eGFRとは、糸球体ろ過量のことであり、
腎機能の評価指標となります。）

　ＣＫＤの重要性は、心臓・血管病を引き起こしやす
いことです。ですが、ＣＫＤは自分の努力次第で症状
の進行を遅くしたり、改善したりすることができます。
ＣＫＤを早期発見・治療して、末期慢性腎不全への進
行や心血管疾患（心筋梗塞、脳卒中、動脈硬化など）
の発症を予防しましょう。

■腎臓病の分類
　腎臓病は、①症状から見た分類（臨床分類）と②腎
生検で診断される分類（組織分類）とに分けられます。

①〈臨床症候分類〉
　１）急性腎炎症候群
　２）持続性たんぱく尿、血尿症候群
　３）慢性腎炎症候群
　４）ネフローゼ症候群
　５）急速進行性腎炎症候群

②〈組織病型分類〉
 微小変化群、増殖性腎炎、膜性腎炎、膜性増殖
性腎炎などがあります。

■腎生検
　当院では、2016年末までに1021例（年間40-50
例）腎生検を施行し腎疾患治療を行っています。

■ネフローゼ症候群について
　ネフローゼ症候群は、正確には病名ではなく以下の
定義に当てはまる場合を指します。

〈ネフローゼ症候群の定義〉
①１日の尿たんぱく量は3.5gを持続
②血清総たんぱくは6.0g/dl以下
　（血清アルブミン量3.0g/dl以下）
③血清コレステロール250mg/dl以上
④むくみ
　※①、②は診断のための必須条件
　　③、④は必須条件ではない

　ネフローゼ症候群の原因は様々であり、腎臓原発性
では、微小変化群や、膜性腎症が多く、全身性疾患に
伴う膠原病や糖尿病性腎症などもネフローゼ症候群を
呈することがあります。
　そのため、治療法も原因によって異なってきます。
その際に腎生検を行うことにより正確な診断・治療が
可能となります。

■IgA腎症について
　IgA腎症は、日本人で最も多い慢性腎炎であり、透
析療法導入の原因疾患として代表的なものの一つです。
　IgA腎症とは、糸球体のメサンギウムの部分に、免
疫が関係するたんぱく質の中の免疫グロブリンＡ
（IgA）が沈着しているのが特徴の腎炎です。確定診
断は腎生検にてなされます。
　症状は様々で、多くの場合、持続性の血尿や慢性腎
炎症候群を呈します。以前は予後の良い病気と考えら
れていましたが、腎生検が普及するにつれ、必ずしも
予後が良いとはいえないことが分かってきました。
　また、病気の状態が時期によって変化しますので、
現在の腎生検で問題がなくても、数年後には状態が変
わっていることもありますので、注意し続ける必要が
あります。

　最近のトピックスとして、IgA腎症の積極的治療法
として、扁桃腺摘出術+ステロイドパルス療法がおこ
なわれており、寛解例も認められています。特に、早
期症例では寛解率も高くなります。

■糖尿病性腎症について
　糖尿病性腎症は、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経症
といった、糖尿病の３大合併症の一つです。
　症状としては、たんぱく尿が出始め、ネフローゼ症
候群を呈する場合もあります。また現在、慢性腎不全
から透析導入の原因となる病気の第１位でもあります。

　糖尿病腎症の初期は、通常の検査ではたんぱく尿が
検出されません。そのため、早期診断には微量アルブ
ミン尿が重要になってきます。微量アルブミン尿検査
では、尿の中に含まれる微量のアルブミン（たんぱく
質の一種）を判別できます。
　通常の検査では陰性でも、微量アルブミンが検出さ
れた場合は早期腎症と診断することができます。です
から、少なくとも年に１回は尿中アルブミン排泄量を
測定するとよいでしょう。微量アルブミン尿の存在は、
腎臓病の進展の危険因子であり、病気の経過を把握す
る上でも重要となってきます。

■糖尿病性腎症における治療の３原則
①血糖管理
②血圧管理
③たんぱく質制限食

■末期腎不全の治療（腎代替療法）
　末期腎不全の治療には次の方法があります。

①血液透析療法
②腹膜透析（CAPD）療法
③腎　移　植

　腎代替医療は、生活リズムのゆさぶりを考慮して開
始します。生活リズムのゆさぶりは、腎移植が最も小

さく、腹膜透析、血液透析の順に大きくなっていきま
す。

■血液透析療法について
　病院に設置してある透析機を用いて、腎臓の機能を
人工的に代替します。
　週３回程度、１回４～５時間程度の時間を要します
ので、生活リズムのゆさぶりが大きい欠点があります。
最近は、より良い透析を目指して血液濾過透析なども
行われています。

■腹膜透析（CAPD）療法について
　CAPDとは、Continuous（継続的に）
Ambulatory（携行可能な）Peritoneal（腹膜を使っ
た）Dialysis（透析）の頭文字をとったもので、患者
さん自身の腹膜を透析膜として利用する方法です。患
者さん自身あるいは介助者の方が自宅で正しく実行す
る必要がありますが、在宅療法となりますので、血液
透析療法に比べて生活リズムのゆさぶりが少ないのが
特長です。
患者さんの状態によって、オーダーメイドの治療がで
きます。特に、高齢者には身体に優しい治療法です。

■腎移植について
　腎移植は病気で機能を失った腎臓を健康な腎臓と取
り替える手法です。腎不全治療においては最も優れた
治療法であり、腎臓の機能が再び得られますので、全
身状態も大きく改善します。
　腎移植には、健康な腎臓が必要ですので、ご家族の
方、あるいは献腎者からの提供が必要となります。
　また、外科手術となりますので適応のない場合もあ
ります。また、術後は拒絶反応と感染症に注意する必
要がありますので、正しい服薬と健康管理が求められ
ます。

　腎臓病は、症状があまり表に出てこないものが多い
ので、早期発見・早期治療のためにも、定期的な健診
の受診を強くお勧めします。

慢性腎臓病（CKD）とは
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ます。

　腎臓病は、症状があまり表に出てこないものが多い
ので、早期発見・早期治療のためにも、定期的な健診
の受診を強くお勧めします。

最後に



第27回 鶴見病院 病院祭

ツナグ
～地域をはぐくむ健康の輪 ～

４ 厚生連だより 大分４

今年は日田漁協から鮎の塩焼きも出店されました！

毎年大盛況のもちまき

司会のきどゆういちさんと
本城みわさん

今年はべっぴょんも
やってきました！

　10月21日、鶴見病院にて第27回目の病院祭を開催しました。前回の病院祭は台風の影響で中
止となりましたが、今年は天候にも恵まれ、快晴の中開催することができました。会場には朝早
くから、多くの方々が来場し、開会式終了後の恒例の餅まきでは、ステージ前に大勢の来場者が
押し寄せました。開会式終了後からはさまざまなパフォーマンスや地域の自治会、各JAの出店で
大いに盛り上がり、活気に満ちあふれていました。

地域に根ざした病院祭も
27回目を迎えました！！

©Team Beppyon



厚生連だより 大分 ５

パネル展示会場の様子

抽選会を楽しみに待つ皆さん

～祭に華を咲かせたパフォーマンス～

ミキダンススタ
ジオ 本條秀精会

アンジェリーク
BATONチーム 吟舞　喜多美流

キッズチアダン
スチームPON

Y - Z

特別講演「知っておきたい！
　　　　　脳卒中の予防と治療」
　　　　　　　　＆ パネル展示
　「知っておきたい！　脳卒中の予防と治療」と題し、鶴見病院 
副院長・脳卒中センター長の加賀明彦医師に講演をして頂きまし
た。脳卒中の予防と治療についてわかりやすく講演を行って頂
き、来場者の皆さんも熱心に講演を聴かれました。
　また、病院の各部門が作成した医療や健康など様々なテーマの
パネル展示では多くの方が興味深く閲覧していました。

鶴見病院
副院長・脳卒中センター長

加賀明彦医師

お楽しみ大抽選会！！
　祭の終盤には毎年恒例となった大抽選会を行い、抽選会場では多くの方々が一喜一憂し、大賑
わいでした。
　今年の病院祭には約2,800名の方々が来場され、盛会裏に開催することができました。
　これからも地域の皆さんの健康を守り、患者さんに寄り添う病院を目指してまいります。



４ 厚生連だより 大分６

★介
護老人保

健施設

シェモア鶴見でのひととき★

シェモア鶴見介護フェスタの開催
　10月21日、シェモア鶴見で介護フェスタ

が開催されました。

　介護フェスタは毎年開催されており、鶴見

病院病院祭のイベントの一環として行われて

います。

　介護フェスタということで介護にまつわる

様々なブースが用意されました。介護機器メーカーによる介護機器の紹介や、自動車メー

カーによる福祉車両の紹介、また、実際にリハビリ機器の体験ができたりと来場者の方も

興味を持って来られていました。

　その他にも、日本エステティック協会によるエステ体

験ができ、多くの来場者の方が体験されていました。

　今年も約150名の方にご来場いただき、多くの方に楽

しんでいただけたのではないかと思います。介護フェス

タは毎年開催していますので来年も是非みなさまお越し

ください。

運動会レクリエーション
　シェモア鶴見では、季節に応じた月間レクリエーションを実施しています。

　10月24日に運動会レクリエーションを実施しました。

　まず開会式が行われ利用者の代表による選手宣誓から始まり、昨年度勝利チームからの

勝利トロフィー返還がありました。その後、準備体操をして競技スタートとなりました。

最初の競技は風船飛ばし、うちわで風船を飛ばし自分のコートに落ちないようにみなさん

真剣に扇いでいました。次の競技は得点競争、みなさん高得点を狙ってボールを投げてい

ました。最後は玉入れという団体競技、設置されたかごに全員で一斉に投げ入れていまし

た。今回の勝者は白組でしたが、様々な競技を通して、利用者同士、また利用者と職員間

で交流を図り、皆で体を動かし楽しむことで、気分転換・リハビリ意欲の向上を図りまし

た。

ハンドマッサージを受ける来場者

介護フェスタの様子

玉入れ 得点競争 風船飛ばし



厚生連だより 大分 ７

敬老会開催！！

あいさつを行う今里施設長

カラオケ大会の様子

日本舞踊の様子 記念品贈呈

　９月20日（金）、入所通所合同で長寿を祝う敬老会

が開催されました。

　まず初めに今里施設長の開会挨拶があり、続いて入所

通所の利用者さんの長寿をお祝いしました。今年は新た

に喜寿の方が１名、白寿１名、卒寿６名、米寿５名、傘

寿３名、古希３名、緑寿２名に加えて101歳以上の方２

名が表彰され、施設長より表彰状並びに記念品を贈呈し

ました。

　表彰式の後は

お楽しみです。まずは日本舞踊のボランティア

の方２名が長寿を祝う歌に合わせて舞を披露、

着物と扇子の艶やかな立ち振る舞いに、皆さん

見入っていました。

　続いて利用者の方によるカラオケ大会が行わ

れ、入所と通所それぞれ２名の方が代表で歌わ

れましたが、皆様のなじみのある曲だったの

で、利用者みなさんで口ずさんでおり会場は和

やかなムードに包まれました。

　敬老会が終わると利用者の方から「楽しかっ

た」「良かった」と感想を頂き、楽しいひと時

を過ごすことができました。

　来年も楽しい敬老会を予定していますのでぜ

ひ見に来てください。

大分県厚生連
介護老人保健施設
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編集
後記

　11月になりました。
先月の病院祭ではたくさ
んの方にお越しいただき

ありがとうございました。天気にも
恵まれ、皆さまにも楽しめていただ
けたのではないかと思います。また
来年もよろしくお願いいたします。
　話は変わりますが、今年も残り
２ヶ月です。12月になれば寒さも
厳しくなると思いますので体調管理
に気を付けて、充実した日々を送り
ましょう。（S.S）

日時：平成３０年１１月１０日（土）14:00～16:00（開場 13:30～）
場所：トキハ別府店 ７階 大会議室

市民公開講座の開催
申込不要
参加費無料

講演１

講演２

「消化管異物について」

「膵の働きと膵がんについて」
鶴見病院 消化器内科部長　永　井　敬　之 氏

鶴見病院 主任外科部長（消化器外科） 柴　田　浩　平 氏

見て・聴いて・知ろう
健康管理センター

９月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

Ｊ
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お
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受診者数総合計 4,043名
（うちJA 1,234名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

《９月健診》

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

272 
3 

236 
73 
20 
19 
8 
81 
23 
55 
40 
38 
67 
35 
34 
17 
173 
25 
2 
13 
0

テーマ

※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.com/

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス
　
http://www.ok-kenkou.com/

消化器・消化管治療のいろいろ
　　～異物除去、膵がん～

　10月1日、別府市消防本部より

健康管理センター、鶴見病院、老

健施設シェモア鶴見の３施設で、

消防設備等に対する管理が消防法

に反することなく継続的に行われ

ているということで、防火・防災

優良認定を受けました。

　大分県厚生連では今後も利用者

が安心して利用できる施設を目指

して参ります。

別府市消防本部より

優良認定を受けました！


