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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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最後に
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第34回 西日本地区厚生連体育大会
　９月10日、徳島県で第34回西日本地区厚生連体育大会が開催されました。大分県
は野球競技とバレー競技に参加しました。

２連覇のかかった
　　野球部結果は・・・！

力投する並松投手

　同日、バレー部は去年に引き続き２年連続の参加

となりました。バレーの部はリーグ戦で行われ広島

県、徳島県と対戦。結果は惜しくも３位でした。し

かしながら、気持ちのいいスパイクが決まる場面も

あり、盛り上がりを見せていました。来年こそは、

リーグを突破し優勝目指して頑張ってもらいたいと

思います。

昨年に引き続き
　　バレー部も参加！

　昨年、優勝し、２連覇を目指した鶴見病院野球部。

初戦は香川県との対戦でした。５回まで２対１と

リードしていましたが、最終回で逆転を許し惜しく

も２対３で敗れました。来年は今年の悔しさをばね

にリベンジして、優勝してもらいたいと思います。



厚生連だより 大分 ５

元気いっぱい！ひよこの園児たち
～第22回 ひよこ保育園運動会～

22回目を迎えた運動会
決意表明を

行う園児

かっこいい

ダンスを披露
②

かっこいいダンスを披露①

　９月９日、今年で22回目を迎えたひよこ保育園の運動会を総合福祉
センター３階で行いました。
　運動会を行うにあたり、衞藤園長より激励のあいさつが行われ、また、
園児たちが元気よく、決意表明を行った後、各種競技が始まりました。

イス取りゲームを
行う園児たち

鉄棒に

ぶら下がる園
児

　運動会では園児たちが日頃の体力作りやダンス
の成果を十分に発揮しました。特にダンスでは可
愛らしい衣装を身にまとい、かっこいいダンスを
披露。また、イス取りゲームなど様々な競技が行
われ大いに盛り上がりました。

走って！踊って！元気
いっぱい



厚生連だより 大分６

敬老会レクを実施
　大分県厚生連介護老人保健施設シェモア鶴見では、９月13日に敬老会レクリエーションを
開催しました。
　最初に節目の長寿を迎えられた利用者さんにシェモアより長寿の表彰を行いました。今年
度は、喜寿（77歳）の方が１名、傘寿（80歳）の方が２名、米寿（88歳）の方が１名、卒寿（90歳）
の方が４名、紀寿（100歳以上）の方が３名の合計11名の方の長寿をお祝いしました。
　その後にはボランティアの手品師の方による手品の披露や事業所内保育所ひよこ保育園の
園児による踊りなどがあり利用者さんの皆さんは終始笑顔いっぱいに楽しんでいました。

　９月21日㈭、しおはま開設以来初となる、入所通所合同の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。今年は新たに紀寿の方が２名、卒寿６名、米寿２名、傘寿１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。
　続いて職員のお楽しみレクですが、今回は職員３組対象の食べ物ロシアンルーレットです。
シュークリームやジュース、たこ焼きの中に和
からしやトウガラシが入った「当たり」が隠れ
ており、利用者さんが「当たり」を食べた職員
を当てると言うなんとも哀愁漂うゲームです。
「当たり」を食べた職員は当てられまいと演技
をするのですが、どうしても隠せずに笑いを
誘っていました。
　初めての合同敬老会でしたが、終始ほのぼの
とした雰囲気で閉会しました。

敬老会開催

記念品贈呈

長寿を迎えられた皆さん 園児が踊りを披露

日本舞踊お楽しみレク

シェモア鶴見

老健しおはま



厚生連だより 大分 ７

鶴見病院の
災害医療チーム（DMAT）が
事故対処部分訓練に参加しました
　９月21日に、空港内での航空機事故発生を想定し、事故発生時における消防・救急医療

活動等を迅速かつ適切に実施できるか、また人命の救助及び被害の軽減を図ることを目的と

した、航空機事故対処訓練が大分空港で行われました。空港関係者はもちろん、空港周辺の

主要な病院、大分県内のDMATが参加しており、大分県内の多数傷病者発生事故訓練として

は最大規模のものになります。鶴見病院からは医師１名、看護師２名、隊員１名が参加しま

した。訓練の内容としては、実際に事故が起きた際に使用するテントを設置し、中で医師が

治療するなど、本番さながらの訓練で緊張感のあるものでした。

　鶴見病院はDMAT指定医療機関として、これまで

に、昨年の熊本地震の際も出動しており様々な活動

実績があります。今回の訓練も今後の活動に活かす

ことができる有意義な訓練になったと思います。

※

災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance Team）
の略称です。医師・看護師・隊員（医師看護師以外の医療職
及び事務員）で構成され大規模災害や多傷病者が発生した
事故など現場にいき、急性期に活動できる機動性をもった、
専門的な訓練を受けた医療チームです。

※DMAT：
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【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会 　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.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/

編集
後記

　10月になりました。山の景色も変わり始め、秋を感じるよう
になってきたのではないでしょうか。この時期日中は過ごしやす
いですが、朝晩さむいので体調を崩しやすい季節でもあります。
十分に体調管理をして冬に向けて体力づくりを行いましょう。
　また今月は、病院祭開催です！　たくさんのご参加お待ちして
おります！（S.S）

９月１日付で鶴見病院に
赴任した新任医師をご紹介します。

NEW FACE

内分泌内科部長
しま さき たか のぶ

嶋　﨑　貴　信

日時：10月22日㈰　9:30～15:00
場所：鶴見病院１階ホール 及び 第１駐車場

お知らせ
第26回 鶴見病院 病院祭の開催
今年のメインテーマは

「和（なごみ）～つながる心が笑顔育む～」

健康管理センター

８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
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 3,936名
（うちJA 753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

《８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

152
5

132
23
16
10
32
55
7
38
34
35
26
33
23
25
82
17
0
8
0

その他、医療相談等の催し物も行います。是非！病院祭にお越しください。

【特別講演】

【各種イベント】

【自治会・ＪＡコーナー】

※入場無料
薬と手術による治療について正しく知っておきましょう

地域自治会や各ＪＡによる新鮮な野菜やくだもの等の販売

「知っておきたい！ 脳卒中の予防と治療」
―寝たきりにならないために知っておきたいこと―

大分県厚生連 鶴見病院 副院長・脳神経外科部長　加 賀 明 彦 先生

時間：12時30分～13時30分　場所：南館５階 研修ホール

ステージ総合司会に、きどゆういちさん、本城みわさんを
招いて行います。楽しいイベントを企画中！お楽しみに！！

～主な出店内容～

★九重“夢”バーガー　★吉四六もろみからあげ　
★ソフトクリーム、乳製品　★産直野菜　★果物 等


