
Kidney Center, Ohmihachiman Community Medical Center, Shiga, Japan 

病床数：４０７床（４床感染症病棟含む） 

病院区分：一般病院、救急告示病院（第３次救急）、臨床研修型病院（管理型） 

特殊病床：ICU６床、HCU１２床、NICU９床、人工透析６０床、回復期RH５０床 

看護基準：１０：１入院基本料 

２１年度主要データ 

 ＊一日平均入院患者数３３４人 

 ＊一日平均外来患者数８０４人 

 ＊病床利用率８２％ 

 ＊平均在院日数１０．９日 

病院の特色 

 ・救命救急センター、災害拠点病院指定、地域医療支援病院、DPC導入、禁煙外来 

 ・腎臓センター（腎臓病総合医療センター）、腎移植実施施設 



腎臓センター 

・県下最大規模の透析室（６０床） 
 腎臓内科病棟（１５床） 一体型施設（全国初） 
・血液透析２２０名、腹膜透析２５名 
・チーム医療の実現（多職種カンファレンスの導入） 
・全国トップクラスの経験、そして信頼 



腎臓をとりまく病態と治療、そして医療プラン 
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電解質異常 

------Total Kidney Care------ 

メタボリック（糖尿病） 

高血圧、腎炎 

膠原病関連 

遺伝子異常 

その他 

急性腎不全 

原因不明腎不全 

腎生検による正確な治療 

特殊血液浄化療法 

腎代替療法 

血液透析 

腹膜透析 

腎移植 

脳心血管疾患 

長期腎不全合併症 

（AL、2HPT) 

腎生検による正確な治療 

患者指導による悪化抑制 

増悪因子解析による 

腎不全進展抑制 

特殊血液浄化療法 

腎生検入院 

各種教育入院（DM、HTなど） 

CKD教育入院 

血液透析導入入院 

腹膜透析導入入院 

透析準備入院（シャント、SMAP) 

アクセストラブル 

（シャント、PDカテ）入院 

カテーテル治療 

早期発見（超音波診断） 

患者会の設立 

腎疾患の創薬 

腎臓再生医療 治療方法の開発 

増悪因子解明 

実地医家、市民への啓発 

検尿キット配布キャンペーン実施！！（世界腎臓デー） 

腎臓センターのコンセプト 



緊急血液浄化療法の醍醐味 

腎臓内科医にとって血液浄化療法は、急性腎不全の
みならず、多種の疾患にも有用で醍醐味のある治療法
です。 
ほぼ毎日、ICUで行われる血液浄化療法に腎臓内科医
が関わっています。 

朝のカンファレンス風景 ICUにて レジデント、研修医 

ICUでの緊急HD：37/年 
緊急CHDF+特殊血液浄化:100/年 



内科医でも手術を 

血液透析に必要な内シャント術、人工血管手術まで
手掛けています。 
腹膜透析手術も外科医と一緒に手術に入ります。 
一般病院ならではの壁の低さが経験を積むよい機
会を与えてくれます。 
 

内シャント手術 年間８０例以上 手術成功！ 研修医も楽しく! 

H20 H21 H22 H23 

シャント手術 
（含 人工血管） 

７４人 ８４人 ８８人 １２０人 



Dec. 5, 2007 

Between sister renal transplantation 

Recipient: little sister 

Donor: big sister 



チームワーク 

内科医はよく個人プレーが多いのですが、それでは当
科の業務はこなせません。また経験症例数も限られま
す。当科では、全員で全員の患者を診る体制をとり、少
しでも多くの経験を積めるように工夫しています。 

部長回診、直後の病棟カンファレンス風景 
全員の患者情報を共有します。 



腎臓病を治したい気持ちは誰にも負けません！ 
腎生検 ーー腎組織の解釈から治療方針決定までーー 

腎生検実施風景 腎生検 
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生検診断名リスト

近江八幡市立総合医療センター成績：90症例；2006.4-2007.12



日本一早い腎組織評価、治療開始を目指して 

Day 1 ネフローゼ症候群、RPGNなど 急を要する疾患 紹介 

Day 2 腎生検 （病理技師立ち合い、薄切1-2㎛） 
Day 3 組織標本（特殊染色含めて）仕上がり 16時、 治療開始 

5月29日 RPGN紹介（体重減少、食欲不振、血尿、発熱、腎障害） 
5月30日 腎生検 

5月31日 組織標本完成⇒半月体形成著明、同日蛍光抗体染色 

6月1日  血漿交換＋ステロイド治療開始 

実際の症例 



腎臓センター病床数（１５床） 

腎臓内科４名 腎臓内科４名 腎臓内科５名 腎臓内科６名 

Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 

腎臓内科退院患者数 ５９６人 ５５０人 ６８２人 ７２６人 

   パス入院 ３５０人 ３０７人 ３１９人 ３４７人 

パス適応率 ５８．７％ ５５．８％ ４７．０％ ４７．８％ 

保存期教育 １３３人 １３１人 １３６人 １５１人 

腎生検 ５４人 ４７人 ６８人 ７９人 

シャント手術 ７４人 ８４人 ８８人 １２０人 

ＨＤ導入 ５１人 ５６人 ５４人 ８３人 

ＰＤ導入 ５人/年 ６人 ６人 ８人 

血液透析のべ回数/年 30773回 28098回 27747回 25435回 

緊急ＨＤ、ＣＨＤＦ（ＩＣＵ） ８７症例 ８４症例 １７６症例 ２４５症例 

腎臓内科診療実績 



学会でも大活躍（2012腎臓学会総会） 







第109回 日本内科学会総会 サテライトシンポジウム
研修医、医学生の内科学会2012 in 京都 



保存期腎不全検査教育入院 



eGFR decline 12 months 
before and after educational program for CKD 
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6ヶ月前 3ヶ月前 入院中1回目入院中2回目 3ヶ月後 6ヶ月後 9ヶ月後 12ヶ月後

eGFR

after 
=－0.209ml/min/1.73m2/month 

before 
=0.316ml/min/1.73m2/month 

p値=0.0112 

n=469 

入院6ヶ月後までは 
有意に改善 

入院6ヶ月後以降 
腎機能低下速度は 
再度増悪し始める 

eGFR 
(L/week/1.73m2) 



平成23年腎臓学会西部大会 in Tokushima 
H230930-1001 参加者全員が立派に発表してきました！ 



平成23年腎臓学会西部大会 in Tokushima 

H23/1002 in Awajishima 

やるときには、やる！遊ぶ時には上司、部下ともに徹底的に遊ぶ！ 

それが我々のモットーです！(^^) 

そして学会終了後は、いざ、慰労旅行へ！ 



日本透析学会2012 22th-24th Jun in Sapporo 



男女共同参画応援体制 

女性腎臓内科医を応援しています。 
言葉だけではなく、実践しています。 

病院にいる時間は限られるけど、居る間は、腎臓内科
医としてやりがいを感じることができています（上野） 

みのりちゃん、
待っててね！ 



臨床研究 in OCMC 

• 尿中Ngal研究 
AKI早期発見の尿中バイオマーカー 
ICU入室症例全例対象（循環器内科が最多） 

  （京都大学との共同臨床研究） 

 
• LAKE study 
腎硬化症対象スタチンのeGFR改善効果 
RCTで進行中 
 



・京都大学との共同研究 
 ＯＣＭＣ内での複数診療科との共同研究 
・ＩＣＵ内でのＡＫＩ発症が多い。 
・ＩＣＵ入室症例（対象は全科） 

・電子カルテオーダー、検体処理 
→中央検査科全面バックアップ 
・データベースの共有 
 データベースの入力は、クラークに依頼 
 共通のデータから様々な検討が可能→各方面での発表 

2011年4月より開始→すでに130例のデータベース 



HMG-CoA還元酵素阻害薬（スタチン）の 
高コレステロール血症合併腎硬化症改善効果に関する 

多施設共同無作為割付試験 
 

LAKE Study 
（ Prospective evaluation of eGFR in CKD with  

nephrosclerosis by lipid intervention study ） 



専門医 

日本内科学会認定医、専門医 

日本腎臓学会専門医、指導医 

日本透析学会専門医、指導医 

日本循環器学会専門医 

日本高血圧学会専門医 

以下の専門医を取得することができます。 



Kidney Week 2011 in Yokohama 

Technical assistance Kana Osugi 

Member of Team Jinnai 







Risa Ueno 

Mai Ohtani 

Tsuguru Hatta 

Hiroyoshi Segawa 

Masayuki Hara 

With yushuna kenshui Drs 

平成23年9月30日 Yuka Kawasaki 



・新規透析患者さんが絶え間なく増加しているのをご存知ですか？ 
腎臓はその人のＱＯＬを決めるだけでなく、腎不全自体により心血管障害を引き起こすこと
が分かってきたぐらい、重要な臓器なのです。 
・腎臓を早期から守りたい！腎不全の進行を止めたい！腎不全で透析しながらでも元気に
暮らしてもらいたい！できれば腎臓の部分的にでも再生させて機能回復させたい！ 
という理念のもとに我々近江八幡市立総合医療センター腎臓内科は日々の臨牀に励んで
います。 
 
・腎臓内科医には様々なバリエーションの業務内容があります。我々が提唱する統合的腎
臓病治療戦略を見て頂ければ、あらゆる分野で腎臓内科医の腕を振るうことができるのが
お分かり頂けると思います。 
腎臓はおもしろいぞ！というのを感じてもらえるようスタッフは日々努力をしていますし、き
っとあなたもそう感じるはずです。 

・やる気のある先生、迷っている先生、必ず後悔はさせま
せん。ぜひご相談下さい。随時見学受付中（総務課まで） 

レジデント募集 

問い合わせ：腎臓内科 八田 告 

tsuguhatta@hotmail.com 


