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 今年4月に救急救命士国家試験に合格し、現在霧島市 

消防局の救急隊員として勤務しております。 

救急救命士は、救急車の中で特に心肺停止状態の患者 

様に対し、医師の指示のもとに特定の救命処置を行うこと 

ができます。 

国家試験に合格し、救急救命士として運用するためには、 

１６０時間の職業前病院実習を受けなければなりません。 

この１６０時間、約１ヶ月間を霧島記念病院で実習させて 

頂き、まず思ったことは、院長先生をはじめ、スタッフの皆 

様が患者様に対し、とても親切に、熱心に接していらっしゃ 

ることに心を打たれました。 

私達救急隊員も緊迫した救急現場の中で、患者・家族の 

方々に対して十分な接遇が出来ない場合があり、後から反省しているところも多々あり

ます。 

どんなに忙しくても、緊急を要する事態であっても、患者様・家族のことを一番に考えた

対応が出来る隊員であり続けるよう、改めて自覚することができました。また、今までは

救急患者を病院へ搬送したら、その後患者様がどのような検査を受け、処置を受け、回

復していくのか解りませんでしたが、この約１ヶ月間で沢山の患者様と触れ合い、又は

処置のお手伝いをさせて頂いたおかげで来院か

ら回復して退院されるまでの一連の経過を見る

ことができて、とても勉強になりました。 

『人生日々勉強』とよく言いますが、実習中は院

長先生からも脳神経系の分野を中心に色々と教

えて頂けましたし、看護師、介護、リハビリの方に

携わらせて頂いた時には、自分の人生で初めて

経験出来たこともあり、この１ヵ月間はとても有意

義で充実した時間を過ごすことが出来ました。 

救急救命士としてスタートを切るに当たり、この

霧島記念病院で実習できたことを大変嬉しく思い

ます。 

今後の霧島市の救急医療の第一線で活動して

いく一員として、この職業前実習で学んだことを

生かし、地域住民の皆様の為に頑張って行きた

いと思います。 

救急救命士 

吉満 浩 
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当院では、在宅復帰に向け、医師からの指示や御家族からの依頼、カンファレン

スなどで必要性の有無を在宅訪問で検討し退院前訪問指導を行っています。 

病院という整った生活環境から、段差等がある在宅で安全に楽しく生活を過ご

していただくための準備として必要だと思われます。 

 当院スタッフがご自宅に伺い、安全で快適に在宅でその方にあった生活をするた

めに必要な生活環境設定や福祉用具等の有無を御家族様と共に話し合います。 

 

～ 検討する内容や在宅を見る視点 ～ 

 
 

リハビリでは、在宅訪問の結果から分かってきた問題点や困難動作に対して 

 
などを行って退院後も安全で安心した生活が送れるようにサポートしています。 
 

 

これからも、常に本人様や御家族の不安軽減を図り

ながら、できるだけ在宅生活が充実できるようにサ

ポートしていきたいと思っています。 

※住宅サービスを利用するには介護保険の申請が 

必要になります。 

介護保険、在宅サービス利用、公的制度に関してな

ど、地域医療連携室、居宅介護支援事業所「フロイ

デ」までお気軽にお尋ね下さい。 

  

・ 必要であれば、退院後の主介護者。 

・ 本人様が在宅で過ごされる上で環境的に不自由な箇所や生かせる部分、介護者が

介助を行う際に無理な所はないか?? 

   (例)玄関や敷居間の段差、トイレ・浴室・廊下などへの手すり設置の検討など。 

・ 在宅生活で多くの介助量が必要とされる日常生活に対して、どのような対処方法が

あるのか。 

・ 本人様の余暇の過ごし方、外出時の方法など。ケアマネへの連絡！情報提供。 

①ご家族へ必要な介助方法の指導 

②在宅の環境に設定を合わせた動作方法等何度も繰り返し練習を行う 

③環境面での必要な福祉用具のアドバイス ・・・ 
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当院のＭＲＩ検査では過去に起こした小さな脳出血を発見することができます。 
 

自分では気がつかないうちに小さな脳出血をおこしている場合があります。

大きな出血を引き起こす可能性もありますので皆様、早期発見に留意して下

さい！！ 

60代 女性 

矢印の黒い部分が以前  

脳出血を起こした場所 

50代 男性 

矢印付近の黒い部分が以前  

脳出血を起こした場所 

大小の黒い点がたくさんある 

隠れ脳出血を発見するには T2*（T2スター） という撮影で発見できます！！ 

脳出血の心配な方などはお気軽に医師・スタッフにお尋ね下さい。 



Ｖｏｌ．６ 
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このコーナーでは毎回、病気についての簡単な説明と治療についてなど紹介したいと思います。 

日々の生活の中でお役に立てれば幸いです。 

第６回目は【嘔吐・下痢症】（感染性胃腸炎・ウイルス性胃腸炎）についてです！ 
 

嘔吐・下痢症とは？？ 

・おなかの中にウイルスが入り、吐いたり・下痢をする病気のことを言います。 

冬場に多く、11月頃と2月頃にピークがあります。 

乳幼児に多い病気ですが、大人にもかかります。原因となるウイルスは、ロタウイルス・ノロウイルス・腸管ア

デノウイルスなどがあります。 

感染経路は、便が主となりますが、乾燥した吐物からウイルスが舞い上がり空気感染を起こす可能性もあ

ります。そのため、排泄物等には十分注意が必要です。 

下痢が治まっても、一週間程度は、便からウイルスが出ていますので、徹底して手洗いを心掛けてくださ

い。 
 

症状は？？ 

突然の嘔吐で始まることが多く、1日程度ムカムカが続きます。 

半日の間に、一気に続けて何回も嘔吐することが多いですが、1日１～２回程度の嘔吐が２～３日続くこと

もあります。 

嘔吐に続いて下痢が見られることが多く、酸っぱい臭いのクリーム色をした下痢が見られますが、徐々に水

のような下痢へと変化していきます。下痢は、３～４日～１週間程度続きます。 

従来は、ロタウイルスによる感染性胃腸炎を、嘔吐下痢症とか白色便性冬季下痢症と呼んでいましたが 

最近は、ロタウイルスに限らず、種々のウイルスによる感染性胃腸炎を嘔吐下痢症と呼んでいます。 

ノロウイルスは、二枚貝や、生水から感染しますが、他の食品からも感染します。 

近年、老人施設や、保育園での集団発生が目立っています。 
 

どうすれば治るの？？ 

嘔吐と下痢によって体中の水分が失われます。脱水症状が見られることがありますので、十分な水分補給

が必要です。また、体内の塩分も不足してしまう為、塩分を含んだものがいいと思います。 

嘔吐も下痢も、体内の悪いウイルスを体外に排出する為に見られる体の防衛反応ですので、無理に止め

ないほうが良いともいえます。急いで嘔吐を止めなくても、時間がたてば自然に治まります。 

１度吐いたら、１時間程度はおなかを休ませてください。１時間程度したら少量の水分補給から始めましょ

う。 
 

まとめ！！ 

１）、嘔吐が続くときは、吐いたら飲むなです。回復するまで待ちましょう。しかし、脱水症状には注意してく  

   ださい。水分補給する時は、塩分・糖分のバランスのいい飲み物を少しずつ摂りましょう。ちょっと飲み 

   すぎるだけで吐いてしまいます。 

２）、食事は脂質を控えめに、消化のいいものを中心に摂取しましょう。 

３）、下痢の治療は整腸剤だけで十分。ただし、水様便が頻回に見られる時、便に血が混じる時、１週間以 

   上続くときは病院に受診してください。 

４）、吐物や便がついたものは、薄めたハイターで消毒しましょう。 

５）、手洗いは流水で、３０秒程度洗いましょう。 
 

流行期こそ十分な予防法を身につけ生活していただきたいと思います。 
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 通所リハビリテーション入り口の改修を行いました。 

今回の改修による一番の特徴は、介護先進国であ

る北欧で多く採用されているコルク素材のシートを入

り口に配置したことです。 

コルクは滑りにくく吸水性も高い為、雨の日などの転

倒予防に効果を発揮します。 

また、万が一の転倒・転落の際に衝撃を吸収してく

れます。 

壁にも手すりを新しく設置し、利用者様がより安全・

快適に利用できるようになりました。 

これからも利用者さまの利便性を追求し、随時改修

など行っていきたいと考えておりますので、お気軽に

通所職員へお声かけください。 

ご意見箱より 

・待合室を広げて欲しい。 

・正面玄関が開くたびに風が吹

き込むので二重扉にしてほしい。 

        

 

待合室、正面玄関につきまして

は只今検討中です。 

ご不自由をおかけしております。 

・薬ができるまで時間がかかる

ので対応して欲しい。 

 

 

院外処方になりました。お近く

ならば病院北側に調剤薬局が 

       ございます。 

・駐車場を広げて欲しい。 

 

 

 

駐車場に関しましては、

正面玄関側を拡張し、道 

 路向いにも設けました。 

大変にご親切なご説明あ

りがとうございました。深 

    謝いたします。 

いつもリハビリでお世話になっ

ており有難うございます。マッ

サージの方も丁寧で大変助  

    かっております。 

※貴重なご意見ありがとうございます。 

  皆様からお寄せ頂いたご意見をもとに改善を図ってまいります。 

  今後も忌憚ないご意見をお寄せ頂きますようよろしくお願いいたします。 編集：地域医療連携室 
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寒さが厳しくなってきました。 

食事で体を内側から温め健康な体を維持して、寒い冬を乗り越えましょう。 

食材には、体を温める食材と冷やす食材があると言われています。 

 

体を温める食材・・・にんじん・里芋・大根・ほうれん草などの根菜類やいも類などで 

                   水分が少なく歯ごたえがあり寒い地方で取れた食材で土の中か 

                         表面で栽培されています。他にも、もち米・肉類・くるみ・黒砂糖・ 

                         エビ・ニラなどがあります。 

 

体を冷やす食材・・・レタス・きゅうり・トマト・バナナなどの水分が多くて柔らかく比較的 

                         温かい地方で取れた食材で木に生っていたり、土から離れた高い 

                         位置で栽培されたりしている。 

 

体を温める食材にネギや生姜・にんにく・唐辛子・こしょう・からし・シナモンなどを加えると 

より効果的です。体を冷やす食材にもこれらを上手く組み合わせると、体を冷やす性質を 

弱めることが出来ます。 

 

おすすめレシピ 

〈鶏団子とニラのスープ〉 
 材料（２人分）鶏ひき肉100g ニラ50g にんじん20g 春雨10g 深ねぎ20g  

  作り方  ①鶏ひき肉に深ねぎのみじん切り、酒大さじ１/２、おろし生姜小さじ１/２ 

       塩少々を加え、手でよく練る。 

      ②ニラ・にんじんは、お好みの大きさに切る。 

      ③春雨はもどし、粗く刻む。 

      ④鍋に水２カップを煮立て、中華の素・酒を 

         加える。①を一口大に丸めて鍋に入れる。 

               あくを取り、３～４分煮る。 

      ⑤ニラ・にんじん・春雨を加えてひと煮し、 

               塩こしょうで味をととのえる。 

 

   

  良質なたんぱく質やミネラル、ビタミンCやEをたくさん摂れる、鍋料理や煮込み料理もおす 

 すめです。薬味をたっぷり入れると、より温まります。 

  体を温め、寒い冬を元気に過ごしましょう。 



 

（職員紹介） 
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4月より常勤医師として赴任しました 

石井祐司です。 

病院長の坂元先生とは大学時代の同

級生であり、彼は共に学び、遊んだ

無二の大親友だと思っております。 

元々は耳鼻咽喉科の専門医として大学 

の医局人事にて、九州・山口の救急 

病院を転々としておりましたが、ふと

した縁にて卒業後なかなか会えずにい

た坂元先生と再会し、それをきっかけに旧交を温め、来鹿を

決意するに至りました。 

一時期常勤医師として勤めさせていただき、その後も非常勤

医師としてお手伝いをさせていただいておりましたため、今

さら「はじめまして」ではない方も少なくはありませんし、

私自身も新入職員であるという自覚が著しく欠如しておりま

すが、この点は何卒お許し下さい。地域医療を担うべく奮闘

されている坂元先生や職員の皆様、地域住民の皆様のために

全力を尽くす所存であります故、今後とも何卒よろしくお願

い申し上げます。  

頭頚部外科 

石井 祐司 先生 
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 ４月から勤務をしております。 

臨床の場の一員となり、リハビリの方法や患者様への接し方な

ど、まだまだ分からない点ばかりですが、先輩方に教えていただ

きながらこれからもがんばりたいと思います。 

４月から勤務させていただいています。 

約７ヶ月が過ぎますが、まだまだいたらない点ばかりでご迷惑か

けていると思います。 

多くのことを学び、笑顔で楽しく仕事ができるように勇往邁進し

ていきたいと思います。宜しくお願いします 

今年の４月から勤務させて頂いています。 

まだまだ分からないことばかりですが日々成長していきたいと思

います。患者様やご家族の為に大切なことは何かを考え療法提供

をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

言語聴覚士 尾崎 幸

理学療法士 中村 勇貴 

言語聴覚士 玉井 奈

 ９月より勤務させていただき、２ヶ月が経過しました。一般病院

での勤務が初めての私にとって分からないことばかりの中、親切に

指導して下さるスタッフばかりで感謝しています。 

これからも失敗を恐れず積極的に仕事に取り組むよう心がけ、努力

していきたいです。 

 入職して早２ヶ月が過ぎました。 

優秀、個性的なスタッフに囲まれ、毎日楽しく仕事をさせても

らっています。 

少しでも、力になれる様、頑張っていこうと思います。 

看護師 森 浩二 

看護師 上野 千恵美 

 ７月から入職しました。 

受付をしております。入職して５ヶ月が経ちました。まだまだ不

慣れで迷惑をかけることがあると思いますが、精一杯笑顔を絶や

さず頑張りますので、よろしくお願いします。 

事務 小澤 千穂 



編集後記 
だいぶ冷え込んで参りました。季節の変わりめですので十分にお気をつけください。 

この時期はなんと言っても「鍋料理！」にかぎります。野菜・お肉等バランスよく織り交ぜて

体を暖めてくださいませ。「鍋」は最高ですよーーー！！ 

第６回目の広報誌が出来上がりました。内容も充実したものになっておりますのでぜひご覧く

ださい。 

ご意見・ご要望の方を随時受け付けておりますので宜しくお願いします。 

                                       

                     霧島記念病院 広報委員 地主園 義隆 

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 

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 

ＴＥＬ．０９９５－４７－３３１９ 
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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