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 霧島記念病院広報誌 （１）  

（職員紹介） 



 霧島記念病院広報誌 （２）  

｢神の手を持つ男｣として世界でも高く評価されその名が広く知られて

おります脳神経外科医・福島孝徳先生が、平成25年7月17日、平成

25年9月15日と霧島記念病院に来院されました。 

平成25年7月17日は、患者

様の診察・オペ目的での来

院となりました。 

診察・クリッピング術を終え

た後には、お忙しい中にも

かかわらず講演を開いて下

さい、とても貴重な時間を

頂きました。 
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腫瘍摘出術では、腫瘍位置

を確認できるナビゲーション

システムを使用し、オペを行

いました。お忙しい中での来

院だったので、オペを終わら

れるとすぐに東京へ帰京され

ました。 

福島先生が来院された二日

間、とても貴重な時間を頂

き、勉強になりより高いレベ

ルの医療を目指して行く決意

を改めていたしました。 
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Q1：髄膜炎とはどのような病気ですか？ 
 

A1：新生児や乳児に多くみられますが､成人でも起こりま

す。脳や脊髄の表面をおおっている髄膜にウイルス、細

菌、真菌などが感染し、急性の炎症が起こります。無菌

性髄膜炎と細菌性髄膜炎に分けることができます。ウイ

ルス感染では無菌性髄膜炎と呼びます。細菌感染では化

膿性髄膜炎が起こります。結核菌による結核性髄膜炎も

あります。マイコプラズマ、真菌などによる髄膜炎などもあ

ります。 
 

Q2：髄膜炎はどのような特徴がありますか？ 
 

A2:新生児時期にはB型連鎖球菌、大腸菌、リステリ

アなどの感染が多くみられます。乳児期から幼児期

にはインフルエンザ菌や肺炎球菌が原因となりま

す。髄膜炎菌による髄膜炎菌性髄膜炎は年齢にか

かわらず起こります。青年から成人までは肺炎球

菌、髄膜炎菌、インフルエンザ菌が原因となります。

高齢者での髄膜炎は肺炎球菌、リステリア、グラム

陰性桿菌などが原因となります。 
 

Q3:髄膜炎の症状はどのようなものですか？ 
 

A3:化膿性髄膜炎は無菌性髄膜炎よりも重篤です。化膿性髄膜炎ではかぜ様の軽い症

状から始まり、全身状態が急速に悪化し、けいれん、意識障害、項部硬直、高熱、嘔吐、

頭痛などがみられます。原因菌により、症状にも若干の違いが見られます。激しい頭痛や

脳圧の亢進から、おう吐や悪心、発熱は、化膿性の髄膜炎や真菌による場合では、４０

度近くまで発熱するのが普通です。 

髄膜への炎症が拡大してくると、頭痛といっしょに後頭部から首にかけて、ツッパリ感が

強くなり、腰や背中に激しい痛みがでてくるようになります。脳に炎症が進行すると、意識

障害や手足の痙攣、麻痺へとつながります。 

脳圧が高くなると、眼底にうっけつがでてきたり、視神経に浮腫が現れたり、顔面などに

脳神経の麻痺や血圧の低下現象、呼吸困難などを起こすようになり、結果、生命の危険

を増すことになります。 
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Q4:髄膜炎の診断はどのようにしますか？ 
 

A4:腰椎穿刺をして採取した髄液を検査します。ウイルス性髄膜炎では髄液の外観は透明

で、細胞数はリンパ球が増加、髄液中の糖や蛋白は正常です。化膿性髄膜炎では髄液の

外観が濁り、細胞数は顆粒球の増加、糖の低下、髄液中の沈渣中に細菌が発見される

などの特徴があります。  

 

Q5:髄膜炎の治療はどのように行いますか？ 
 

A5:症状に応じて輸液や抗生物質で治療を行います。髄膜炎治療の基本は、入院しての

治療になります。入院までは安静にすることが大切 で、すこし暗い部屋を使用して、寝る

ようにし、音や光、周りの刺激に対しは、できるだけ避けるようにすることが大切になりま

す。 
 

Q6:髄膜炎の予後を教えて下さい？ 
 

A6:無菌性髄膜炎は1週間ぐらいで治癒し、後遺症も殆んどみられません。一方、化膿性

髄膜炎は死亡率（約30％）も高く、後遺症も20～30％にみられます。 

  まとめ 
 

・髄膜炎は症状が悪化するまでよく見落とされていることが多い。夏場、冬  

 場に多い。 
 

・神経症状を良くみて見落とさないように気を付ける必要がある。 
 

・とにかく急いで抗生剤、ドレナージなどの処置をとる必要がある。 
 

・適切な抗生剤等の治療で改善が期待できる。 
 

・最近は肺炎球菌ワクチンも出てきており予防効果も期待できる。 
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当院リハビリテーション科では、入院患者様・外来患者様はもちろんの事、介護保険下の通所リ

ハビリテーションでもリハビリテーションを提供しています。 

 

介護保険によるサービスを利用し、ケアプランをもとに要支援・要介護の方を対象として、体

操や個別の運動を行っています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日～金曜日の平日、9:00～15:30の時間帯でかかわらせていただいています。 

その他年間での行事もあり、利用者さまの楽しみにもなっています（当院通所の簡単な紹介）。 
 

 

 

 

 

＜年間行事＞ 

1月：誕生会 

2月：節分・豆まき 

3月：誕生会 

4月:花見・誕生会       

7月：誕生会 

9月：敬老会 

 10月：誕生会 

 11月：デイケア祭り 

 12月：クリスマス忘年会      
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８月２９日に霧島記念病院約

40名くらいのスタッフでバー

ベキューを行いました。みな

さんたくさん食べて・飲んで

普段の疲れが取れたことで

しょう。これからもいろいろな

行事等を予定していますの

で、スタッフの素顔を撮った写

真等を掲載していきますので

お楽しみに！ 

とても明るく楽しいスタッフ

ですので、分からないことな 

どありましたら気軽に声をか

けてください。 



 霧島記念病院広報誌 （８）  

秋口の食べ方★  ～夏バテや疲労回復に効く食べもの～ 
 

日中は暑くても朝晩は涼しくしのぎやすくなってきました。 

まだまだ日中は気温の高い日が続いておりますが、体温調節のために体に負担がかかり、

体力を消耗して疲れやすくなったり、胃腸の働きが衰えて食欲不振になったりします。 

このような夏バテ解消には、休養や睡眠とともに栄養のある食事をとることが大切です。胃腸

の為にも冷たい飲み物を飲みすぎないようにして体を温める食べ物を増やしましょう。 

 

 

 

◆体を温める食べ物には、根菜やいも類がたっぷりと入ったけんちん汁や煮物

などがおいしいと思います。 
 

  さつまいも            れんこん                    栗                 ごぼう               さといも 

 
 

食べ過ぎにご注意を！ 

よくかんでゆっくり食べましょう。 

 早食いをすると満腹感を得る前についつい食べ過ぎてしまいます。 

腹8分目を守って、量が多い時は残しましょう。 

 外食では、高カロリーのメニューがたくさんあります。もったいなくてもご飯を少し控えるなど 

 残す勇気を持ちましょう。 

野菜・きのこ・海藻類をたべましょう。 

 野菜に含まれる食物繊維は、糖質の吸収を緩やかにしてくれます。ビタミン・ミネラルも豊 

 富ですので1日350ｇ以上を摂取目標にしましょう。 
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平成２５年９月１６日に通所リ

ハビリテーションにてバイキング

を行いました。 

バイキング料理とは、テーブル

に並べられた各種の料理を、各

自が自分の皿に取り分けて食べ

る食事のことで、１６世紀以降の

スウェーデンで行われてきた、料

理をすべてテーブルに並べて、

皆で取り分けて食べる習慣が、

１９世紀に様式化されて完成し

た（スモーガスボード）というパー

ティー料理に由来されると言わ

れています。 

日本では、高度成長期以降に

行われるようになったようです。

１９５８年東京にある帝国ホテ

ルのレストラン「インペリアル・バ

イキング」で、北欧のスモーガス

ボードをまねて、日本で初めてこ

の形式を取り入れたとされてい

ます。バイキングと用いているの

は日本だけで、レストランの開業

当時に公開されていたアメリカ

映画「バイキング」も中の船上で

食べ放題というシーンに着想を

得て、社内公募で名付けられた

そうです。 

皆様おいしい料理に舌鼓を打

ちながら、話が弾み、楽しい時

間を過ごされていました。 
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今年３月１日より外来勤務で頑張っています。山中です。 

早いもので７ヶ月目になりました。外来スタッフの中にとけこんでい

ます。まだまだ、熟練に達せず皆様に迷惑をかけています。 

私なりのペースで持ち前の明るさで乗り切り頑張って参ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

看護師 山中 美智代  

２階に配属になりました。 

約10年のブランクがあり色々な面で苦戦していますが、初心に帰った

気持ちで学んで行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

看護師 土嶋 さつき 

今年の３月に看護師の資格を頂き５月に入職してから早くも５ヶ月がたち

ました。 

小さい頃からの夢が実現して日々勉強の毎日です。 

５ヶ月間で療養病棟、一般病棟、外来、とそれぞれ経験させて頂き今月か

ら外来所属になりました。 

新米で、患者様にもスタッフにもご迷惑をおかけすることがあると思いま

すが精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。 

看護師 徳田 莉紗 

今年８月に放射線技師として、入職しました。まだ慣れない事が多

く、迷惑をおかけしていますが、精一杯頑張て地域医療の手助け 

ができるように頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

放射線 今西 洋二 

5月下旬からお世話になっています。早いもので、既に4ヶ月が過ぎました。 

これまで、神経に付随した検査を何故かやってまいりました。今更ながら、よほど縁が深

いのかなと思う今日この頃です。こちらでも、院長のお考えとほぼ一致した業務内容で感

謝の毎日です。 

家族構成は良妻（？）と柴犬2匹です。趣味は現在特にありません。しいて言えばPC・カメ

ラいじりと演歌です。ライフワークのキーワードは磁気・可塑性・誘発脳波です。 

未だ、未熟者ですが少しでも皆様のお役に立てますように心より務めさせて頂く気持ちを

忘れないようにやっていきたいと思っています。簡単ですが、よろしくお願いします。 検査技師 宮嶋 誠司 

  
 

  

（職員紹介） 
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今年の4月より、作業療法士として入職しました。 

新社会人として、教えていただくことが多い日々です。 

いつでも笑顔を絶やさず、患者様に信頼されるような人になりたいと

思います。 

宜しくお願いします。 

作業療法士 橋口 幸百合 

今年の４月からリハビリ助手として働かせて頂いております。 

来年の国家試験合格に向けて勉強しながら頑張っております。 

これからも一生懸命頑張っていきますのでよろしくお願い致します。 

リハビリ助手 高橋 政明 

3月に入職し、２階に配属されてから半年が過ぎました。 

1月にこの霧島市に引っ越してきて、分からない事だらけですが、御家族様

やスタッフに霧島の美味しいお店など色々教えて頂き、毎日を楽しく過ご

しています。 

まだまだ、不慣れな部分もあるかとは思いますが、どんなときでも笑顔を

忘れず頑張っていきたいと思いますので、ご指導のほど宜しくお願いしま

す。 

介護士 今重 彩美 

４月から事務に入職しました。上田杏里です。 

現在は受付と外来クラーク、秘書の業務を研修中です。 

半年経ってだんだんと慣れてきましたが、毎日学ぶことが多く忙しい

毎日です。 

これからもがんばっていきますので宜しくお願いします！ 

事務 上田 杏里 

今年の4月から事務で入職しました。医療現場は全くの初めてなので

毎日戸惑うことも多いですが、職員として早く皆さんに名前を覚えて

頂いて、動けるように頑張りますので宜しくお願いします。 

事務 永重 佑紀 

 



  編集後記 
夏も終わり、秋に入りましたが、皆様如何お過ごしでしょうか？朝夕はだいぶ涼しくなってきました

ので、風邪など引かないように、体調管理には十分にお気をつけ下さい。 

色々な情報を掲載させていただいていますので、是非ご覧になって下さい。これからも皆様のお役

に立つような情報を掲載いたしますので、御意見・御要望等ございましたら、お気軽にお知らせ下

さい。よろしくお願いします。     

                                   霧島記念病院 広報委員 隈元 直樹  

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 

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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