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１．概要
　当科の主な診療領域は、腎炎・ネフローゼ症候群・腎不全（腎後性腎不全は除く）等の内科的腎臓病
一般の他に、透析を含む血液浄化である。尿路結石・腫瘍・感染症は、取り扱っていない。また、透析
患者のシャントトラブルも扱っていない。
　当院は東三河地域の基幹病院であるが、その中で常勤医師数からして最も小さな科の一つであるもの
の、多種多様な病態の診療に携わっている。実際、急性腎不全（AKI）をはじめとする重症患者の血液
浄化の依頼やコンサルトは多く、維持透析患者の合併症や保存期の慢性腎不全（CKD）患者の治療に
も関っている。
　腎炎やネフローゼ症候群には、名古屋大学腎臓内科の御支援の下、積極的に腎生検を行い、診断・治
療に役立てている。末期腎不全に対しては、スタッフ不足から新規の通院透析患者は受け入れられない
ものの、移植外科と連携して腎移植には対応可能である。その他に、ME や看護師の協力により、血漿
交換・免疫吸着・持続的血液ろ過透析（CHDF）等を病態に応じて施行している。

（部長　山川　大志）

腎臓内科

２．新規登録疾患
総数：303件

腎及び尿管のその他の障害，他に
分類されないもの 37件（12.2%）

その他の体液，電解質及び
酸塩基平衡障害 15件（5.0%） 慢性腎不全 132件（43.6%）

ネフローゼ症候群 37件（12.2%）

慢性腎炎症候群 25件（8.3%）

単独たんぱく尿 17件（5.6%）

その他 40件（13.2%）
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疾　患　名 主となるICD－10病名 件数（件） ICD－10

慢性腎不全 慢性腎不全，詳細不明 114 N189
末期腎疾患 14 N180

ネフローゼ症候群 ネフローゼ症候群，詳細不明 34 N049
ネフローゼ症候群，軽微糸球体変化 3 N040

腎及び尿管のその他の障害，他に
分類されないもの 腎及び尿管の障害，詳細不明 37 N289

慢性腎炎症候群 慢性腎炎症候群，詳細不明 25 N039

単独たんぱく尿 単独たんぱく尿 17 R80

その他の体液，電解質及び酸塩基
平衡障害

低浸透圧及び低ナトリウム血症 7 E871
高カリウム血症 5 E875

疾　患　名 件　数（件） 疾　患　名 件　数（件）
１ 慢性腎不全 260 ４ IgA 腎症 15
２ ネフローゼ症候群 104 ５ 急速進行性糸球体腎炎 10
３ 急性腎不全 47 計 436

３．活動報告
　⑴　患者状況
　　　　年間外来患者数 10,364人 年間外来新患者数 541人
　　　　年間入院患者数 4,572人 年間入院新患者数 370人

　⑵　科指定５疾患



学会発表（医局）
＜腎臓内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 手掌紅斑は悪性腫瘍診断の手がかりになりえるか 筆頭演者 杉野　　希 日本内科学会第231回
東海地方会 津市 2017/2/19 S

2
SLEへのステロイド治療を
契機に重症感染を反復した
選択的IgG2欠損症の1例

筆頭演者 前川　道隆 日本内科学会第231回
東海地方会 津市 2017/2/19

3
カルバペネム耐性Hafnia 
alvei菌血症に対し、透析前
高用量アミカシンを投与し
た1例

筆頭演者 渡邉　絢史 第62回日本透析医学会
学術集会・総会 横浜市 2017/6/16

4
眼底検査、皮膚生検で診断
した、コレステロール塞栓
症による多発脳梗塞の1例

筆頭演者 杉野　　希 第62回日本透析医学会
学術集会・総会 横浜市 2017/6/18 S

5
反復する眼瞼周囲の皮下出
血が初発症状であったAL
アミロイドーシスの1例

筆頭演者 前川　道隆 第47回日本腎臓学会東
部学術大会 横浜市 2017/10/28



座長・司会（医局）
＜腎臓内科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
特別講演
自己免疫疾患の診断と治療
update

山川　大志 東三河膠原病セミナー
2017 豊橋市 2017/1/20



講　　演（医局）
＜腎臓内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 当科で経験した強皮症の1例 　　　　　   東三河膠原病セミナー2017 2017/1/20豊橋市野村　理恵



論文・著書 ( 医局）
＜腎臓内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1
透析導入期にヘパリンフラッシュを誘
因としてヘパリン起因性血小板減少症
を発症した肝硬変合併慢性腎臓病患者
の1例

筆頭著者 前川　道隆 日透析医学会誌. 2017; 50: 573.

2

The association between intensive 
care unit-acquired hypernatreamia 
and mortality in critically ill patients 
with cerebrovascular disease:a single-
centre cohort study in Japan.

共同著者 Taishi
Yamakawa BMJ Open. 2017; 7: e016248.

3

Acute Renal Failure with Severe 
Loin Pain and Patchy Renal 
Vasoconstriction in a Patient without 
Hypouricemia,Provoked by Epileptic 
Seizure.

筆頭著者 Michitaka
Maekawa Intern Med. 2017; 56: 2001.

4

Association Between Staphylococcus 
aureus Bacteremia and Hospital 
Mortality in Hemodialysis Patients 
With Bloodstream Infection:A 
Multicenter Cohort From Japanese 
Tertiary Care Centers.

共同著者 Taishi
Yamakawa Ther Apher Dial. 2017; 21: 354.




