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Ｖｏｌ．12 

最近テレビやニュースで話題のジカ熱、気になるところです。 

日本国内で感染した例はありませんが、海外の流行地で感染し、発症した症例が、２０１３年以

降、３例国内で見つかっています。妊婦さんへの影響も話題になっていて心配ですね。 

ここでジカ熱についていくつかQ&A 

・ジカ熱とはどんな病気？ 

ジカウイルスが感染することにより起こる感染症で、軽度の発熱、発疹、結膜炎、筋

肉痛、関節痛、倦怠感、頭痛などがおもな症状です。 

 

・どのようにして感染するの？ 

ジカウイルスを持った蚊に刺されることで感染します。基本的に感染したヒトからほ

かのヒトに直接感染するような病気ではありませんが、希なケースとして献血や性交

渉による感染が指摘されています。また、感染して全員が発症するわけではなく、症

状がないか、症状が軽いため気づかないこともあります。 

 

・感染を媒介する蚊は日本にもいるの？ 

ヤブ蚊属のネッタイシマカやヒトスジシマカがウイルスを媒介することが確認されて

います。ネッタイシマカは日本には常在していませんが、ヒトスジシマカは日本のほ

とんどの地域でみられます。 

 

・どのように予防したらいい？ 

海外の流行地に出かける際は、蚊に刺されないよう注意しましょう。 

長袖、長ズボンを着用し、虫よけなども現地では使用されています。 

近年、ブラジルにおいて小頭症の新生児が増えており、ジカウイルスとの関連が示唆

されています。 

このため、妊婦および妊娠の可能性ある方の流行地への渡航を控えたほうが良いとさ

れています。現在、小頭症や神経障害とジカウイルスとの関連についての調査が行わ

れています。やむを得ず渡航する場合は、主治医と相談の上で、厳密な防蚊対策をし

ましょう。 

流行地 

◎中南米およびその周辺地域 ◎オセアニア太平洋諸島 ◎アフリカ 
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 当院では現在HAL福祉用2台・両脚用HAL1台・HAL単関節2台導入しています。 
  

 

HAL単関節は主に肘関節・膝関節の 

リハビリテーションに使用していく予定 

となっています。 
 

 

  

平成27年12月22日にHAL単関節の講習会が院内で開催されました 

実際にHAL単関節を膝に装着し、 
使用している様子です。 

スタッフ全員で、試行錯誤しつ 
つ使用方法を学びます。 

今まで使用していたものに比べる

とコンパクトで持ち運びにも便利そ

うです 

現在、HAL単関節を使用したリハビリテーションも徐々に行っています。 

今後も多くのリハビリテーションに興味を持ち、取り組んでいきます。 

～HAL単関節への取り組み～ 
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手術用ナビゲーションとは、実際の術野の位置情報を座標化し, これを術

前に撮影した画像上に反映させ術中の位置確認を行う画像支援システ

ムで,CTまたはMRI画像などのデータを重ね合わせ２Dイメージ、３Dイメー

ジに再構築し, ポインタープローベでさす部位をそれぞれのスライス上にリ

アルタイムに表示するシステムです。 

今回更新したナビゲーションシステムは、32インチフルHDモニター搭載で

大きな画面での術野確認、高精度光学式センサーアレイカメラ・Liveカメ

ラによる簡単なポジショニング、無停電電源装置UPS搭載で電源を抜い

ての移動等が可能になりました。これによりスムーズなセットアップ、より

安全で的確な手術操作が可能となります。 
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霧島記念病院では脳外科手術が年間１００件以上おこなわれています。 

その中でも、脳動脈瘤に対してのクリッピング手術が需要な位置を 

しめています。 

手術と言えば 麻酔 ということになりますが、安全に実施するために 

Bisモニターといわれる麻酔深度モニターを使用しています。 

麻酔が効きすぎないように、或いは浅くならないように監視します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

      

 

このモニターは前額部に電極を貼り付け脳波を記録します。 

これを解析してBis値が表示されます。 

この数値の一定の範囲を維持することで、かなり安全に麻酔手術が 

行われるようになりました。 

ちなみに、このモニターはアメリカ製で未だ日本製はないようです。 

                            検査室 
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ンフルエンザにご用心 

 

◆毎年この時期になると全国で患者が急増するインフルエンザですが、毎年インフルエンザ

が原因で死亡する人は、1万人を超えると言われております。 

◆正しい知識を身につけて、インフルエンザに備えましょう！ 

 

インフルエンザ初期症状 

38度以上の高熱 /体の節々の痛み /筋肉痛 /倦怠感 /全身の悪寒 /頭痛 /吐き気 

 /下痢 /呼吸困難 /咳、痰、くしゃみ 

※インフルエンザの症状でよくあるのが、風邪と区別が付きにくいという事です。 

 

インフルエンザと風邪の体感的な違い 

■急な高熱  
風邪の場合じわじわ熱が高くなりますがインフルエンザの場合“急に”38度を超える高熱に犯

されます。 

■全身の症状  
風邪の時よりも顕著に“全身の症状”、 痛み、だるさ、筋肉痛が現れます。 

■呼吸器系の症状は少ない  
咳やくしゃみ、鼻水などの呼吸器系の症状は、 風邪に比べて現れにくいです。 

 

これらの症状を認識したら、インフルエンザの可能性が高いです。 

熱以外でも、少しでも怪しいと思ったらまずは医療機関を受診し、検査を受けることが大事で

す。 

 

インフルエンザの潜伏期間と感染経路 

◆インフルエンザの潜伏期間は通常『１日～３日』 、長い場合『１週間程度』 

つまり、あなたが知人のインフルエンザ発症前1週間の閒に接触したなら、 あなたも感染して

いる可能性があります。 

◆インフルエンザの感染経路は咳・唾などの飛沫感染、 空気感染 、接触感染です。 

それ以外にも同じものを触ると感染してしまう可能性もあります。 

 

インフルエンザの対策 

インフルエンザの対策として、うがい・手洗い、マスク、50％～

60％の保湿、室内の殺菌消毒が挙げられます。予防をしっかりし

てインフルエンザの感染に備えましょう！ 

イ 
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  この写真を見ただけで、鼻がムズムズという方もいらっしゃるのでは？ 

今年も花粉症の季節がやってきました。毎日のスギ花粉情報が気になりますね。 

スギ花粉症は日本における「国民病」であることから、日本では数多くの治療が試みられてい

るようです。アレルゲン免疫療法も試みられてはいますが、アレルギー症状を緩和するけれ

ども予後を改善する根本療法ではないようです。したがって、現在、一般には対症療法が行

われています。 

今回は花粉症の治療薬として用いられる4つの特徴、副作用などについてご紹介します。 

 

１．抗ヒスタミン薬・・・鼻の粘膜でヒスタミンを遮断（くしゃみや鼻水を改善） 

   特 徴：ヒスタミンにより発現する症状を軽減させる 

   副作用：眠気、口渇、排尿障害など 

   商品名：タベジール、ネオマレルミン、アタラックスなど 

   禁 忌：緑内障、前立腺肥大等 

 

２．メディエーター遊離抑制薬・・・メディエーターなどのアレルギー症状を引き起こす物質を 

                     抑制 

   特 徴：効果発現に時間がかかるため予防薬として用いられる 

   商品名：インタール、リザベンなど 

    

３．第2世代抗ヒスタミン薬 

   特 徴：抗ヒスタミン薬と比較し、長時間作用、眠気も軽減 

   副作用：眠気、口渇、排尿障害など 

   商品名：アレグラ、アレジオン（＝チムケント）、アレロック、ザイザルなど 

    ＊ アレグラは眠気などの副作用が少なく、予防薬としても用いられる 

 

４．副腎皮質ホルモン合剤・・・症状が特にひどい時に使用 

   商品名：セレスタミン配合錠・・・ベタメタゾンとクロルフェニラミンマレイン酸塩の合剤 

副作用：眠気、消化性潰瘍、糖尿病など 

禁 忌：緑内障、前立腺肥大等 
 

＊症状が強い場合は点鼻薬や点眼薬を使用すると効果的でしょう。（ 赤字は院内採用薬 ） 
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3月3日は「ひな祭り」。女の子の健やかな成長を願い、美しいひな人形を飾ってお祝

いする、日本の春の伝統行事です。実はこのひな祭り、もともとは女の子のためのお祭

りではなく、邪気が入りやすい季節に「穢れ」を祓うための儀式だったそうです。 

 日本のひな祭りのルーツは、３世紀前後の古代中国で行っていた風習に基づくといわ

れています。中国では、“季節の変わり目は災いをもたらす邪気が入りやすい”と考えら

れ、３月最初の巳の日＝上巳（じょうみ）に水辺で禊（みそぎ）を行ったり、盃を水に流し

て自分のところに流れ着くまでに詩歌を読む「曲水の宴」を行う風習がありました。これ

がやがて遣唐使によって日本に伝えられ、禊（みそぎ）の神事と結びつきます。当初は、

天子をお祓いするための儀式であったものが、平安時代には宮中行事へと変化したと

いわれています。川のほとりに男女が集まり、災厄を祓う「上巳の祓い」として、「曲水の

宴」を催したり、草木や紙などでかたどった人形（ひとがた）で自分の体をなでて穢れを

移し、川や海へ流す儀式が行われるようになりました。現在でも日本の各地で行われて

いる「流し雛」は、この名残といわれています。 

 はじめは宮中の行事であった「上巳の祓い」が、時とともに武家社会へと浸透してい

きます。やがて室町時代の頃になると日付が変動しないよう、3月3日と固定されまし

た。 

この日が華やかな女性のお祭りとなるのは、戦国の世が終り、世の中が平和になった

江戸時代からのこと。徳川幕府によって「上巳の節句（3月3日）」が「五節句」のひとつ

に定められ、「人日の節句（1月7日）」「端午の節句（5月5日）」「七夕の節句（7月7

日）」「重陽の節句（9月9日）」と並ぶ、重要な年中行事となりました。 

もともと「上巳の節句」は男女の区別なく行われていた行事でしたが、「端午の節句」が

男の子の節句として祝われるようになったことに対して、3月3日が女の子の節句として

定着するようになったのです。 

やがて人形作りの技術が発展し、立派なひな人形ができてくると、ひな人形は流すも

のから飾るものへと変化していきます。上流階級では、嫁入り道具に豪華なひな人形を

持たせるようになり、婚礼の様子や婚礼道具を模したものが好まれるようになりました。 

特に江戸時代以降、ひな人形はその家の財力の象徴として華やかさを増してゆき、

最初は「内裏雛（だいりびな）」だけだったものから、二段、三段・・・七段と、豪華な雛壇

を飾るようなっていきます。あまりの過熱ぶりに、江戸幕府は贅沢を制限する禁令を出

したほどだそう。 

また、初めは若い娘たちが主役だったひな祭りの行事に、赤ちゃんが加わるようになり

ます。女の子が生まれるとひな人形を用意して、その子の形代（かたしろ）と考えて飾

り、“どうぞ災いがふりかかりませんように、また、美しく成長してよい結婚に恵まれ、人

生の幸福を得られますように”という願いを込めてお祝いする「初節句」の風習が広まっ

ていきます。こうしてひな祭りは、祓いの儀式であったものが徐々に形を変え、女の子の

成長と幸せを願うお祭りとなって、庶民の間へ定着していったのです。 
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医療費が高額になった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が

払 い 戻 さ れ る「高 額 療 養 費 制 度」が あ り ま す。 

しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。 

70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口（※1）に提示する

と、1ヵ月 （1日～月末）の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで（※2）となります。 

手術などがありますと、負担割合によっては医療費が何十万円と発生する場合がありますので

ご注意ください。 

※ 1  保 険 医 療 機 関（入 院・外 来 別）、保 険 薬 局 等 そ れ ぞ れ で の 取 扱 い と な り ま す。 

※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。 

保険外負 担分（差額ベッド代など）や、入院時の食事負担額等は対象外となります。 

※３ 申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出下さい。 

[自己負担限度額について] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 多数該当とは、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間（直近12ヵ月間）で3月以上あった 

 ときは、4月目（4回目）から自己負担限度額がさらに引き下げられます。 

 なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額 

 療養費を受けた回数は考慮しません。 
 

[申請先]保険証の種類により申請先が異なります。 
国民健康保険、後期高齢者医療保険 → 各市町村役場 

協会健康保険           → 社会保険事務所（最寄り：加治木保険事務所） 

組合保健             → 各組合 

（ご不明な点が御座いましたら、地域医療連携室までご連絡ください。） 

～医療費が高額になりそうなときはご利用ください～ 

 所得区分  自己負担限度額 多数該当 

①区分ア 

（標準報酬月額83万円以上の方） 
 252,600円＋(総医療費－842,000円)×1％  140,100円 

②区分イ 

（標準報酬月額53万～79万円の方） 
 167,400円＋(総医療費－558,000円)×1％  93,000円 

③区分ウ 

（標準報酬月額28万～50万円の方） 
80,100円＋(総医療費－267,000円)×1％  44,400円 

④区分エ 

（標準報酬月額26万円以下の方） 
 57,600円  44,400円 

⑤区分オ（低所得者） 

（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 
 35,400円  24,600円 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150#tasuugaitou
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（職員紹介） 

脳神経外科 徳重 宏二 
 

2015年4月より霧島記念病院にお世話になっております。私自身もともと宮内幼稚

園、宮内小学校、隼人中学校出身と生粋の霧島出身です。空港に近いという土地

柄だけでなく、気風も外に大きく開けている地元の霧島記念病院にて働けることを大

変幸せに感じながら日々を過ごさせて頂いております。 

 

Since 2003 鶴丸高校 

Since 2006 鹿児島大学医学部医学科 

Since 2010 Jackson Memorial Hospital,  

          Miami, Frolida, USA 

Since 2013 鹿児島市立病院初期臨床研修 

Since 2015 霧島記念病院 脳外科・救急救 

                 命科 
 

 

血液型：A型 

星座：牡牛座 

座右の銘：無知の知 

市立病院研修時代には、ドクターヘリ同乗含めた救急医療・脳外科含め幅広い科の

患者様の診察・治療にあたり様々な科の優秀な先生方よりご指導頂きまして勉強さ

せて頂くことが出来、非常に貴重な経験となりました。 
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院長の坂元先生とはその鹿児島市立病院研修時代よりの御縁でして、救急医療、

脳神経外科を中心とした様々な科の患者様を診ていらっしゃること、地元が霧島で

あること、海外留学経験があること、青春時代にサッカーに全力で打ち込まれてい

たなどと多くの共通点あったこともあり、私の指導担当でないのにも関わらず色々

とご高配頂きまして、研修医時代より様々な勉強をさせて頂きました。 

学生時代より坂元先生の事は雑誌で拝見させて頂いており、脳外科・救急医療に

興味があったのでいつかこの様な素晴らしい先生の下で働きたいと思っておりまし

たが図らずも早い形で実現し感無量です。 

もともと活動や運動

が大好きで、趣味は

サッカー、パソコン組

立、キャンプ、魚釣り

などで、学生時代に

は仲間と無人島にて

釣った魚のみで１周

間過ごしたこともあり

ます（笑） 

そのエネルギーをまた医療の方に

注ぎ、今まで受けてきた教育含

め医療への社会的貢献・恩返し

が出来ればと思っております。 

更に研鑽を積むべく世界最高レ

ベルの医療を日々目標に掲げ、

坂元先生、福島先生の御指導の

もと、日本中、世界中との連携も

深めながら日々勉強、スキルアッ

プしより良い医療提供を心掛けて参りますので今後とも何卒宜しくお願い申し上

げます。 



   

  編集後記 

 

２０１６年に入って初めての広報誌発行となりました。まだまだ寒い時期が続くと思います

が、体調管理には十分にお気を付け下さい。今回も様々な情報を掲載させていただいてま

す。気になることなどありましたら、お近くの職員にお声掛け下さい。 

 

                                     霧島記念病院 広報委員 隈元  

医療法人 健康会 

霧島記念病院 
診療科目 

脳神経外科・内科・リハビリテーション

科・頭頚部外科・救急救命科 

病床数  １６８床 
〒８９９－４３２２ 

鹿児島県霧島市国分福島１－５－１９ 

ＴＥＬ．０９９５－４７－３１００ 

ＦＡＸ．０９９５－４８－７３１２ 

http://kirishima-memorial.jp/ 

交通案内 

九州自動車道 溝辺空港インターより車で ２０分 

東九州自動車道 隼人東インターより車で  ５分 

ＪＲ国分駅より車で           １０分 

ＪＲ隼人駅より車で           １０分 
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