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（職員紹介） 

Ｖｏｌ．10 

特定健診・長寿検診を受けましょう 

「イキイキサロン」「イキイキサロン」「イキイキサロン」   

糖尿病とお薬～糖尿病とお薬～SGLTSGLT---222阻害薬～阻害薬～阻害薬～   
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MRI検査は強力な磁石でできた筒の中に入り、磁

気の力を利用して体の臓器や血管を撮影する検査

です。様々な病巣を発見することができますが、

特に脳や、脊椎、四肢、また子宮、卵巣、前立腺

等の骨盤腔に生じた病変に関して優れた描出能が

知られています。 

MRI検査を受けた患者様のうち、 40代で3人に1

人、50代で2人に1人、60代では8割以上に「隠

れ脳梗塞」が発見されます 。 

症状を認めない『無症候性脳梗塞』や、一時的

に眼が霞んだりポロッと箸を落としたりするな

どの軽い症状が見られる『一過性脳虚血発作』

のことをさします。 

 

生活習慣の改善などで脳梗塞の予防に努めない

と、「5年以内におよそ3割の人が大きな発作に

襲われる」と警告されているので軽く見ること

はできません。  

三叉神経痛と顔面けいれん 

三叉神経痛は顔面の耐えがたい痛みの病気です。  

顔面けいれんは目の周りや口の周りの筋肉がけいれん

（ぴくつき）を起こす病気です。  

どちらの疾患も、根本的な治療は手術により血管を移

動させ、神経への圧迫を解除することです。微小血管

減圧術と呼ばれます。  

急性期脳梗塞 脳腫瘍 脳動脈瘤 もやもや病 
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 Ｖｏｌ．10 

痴呆の種類にもいろいろありますが、症状が改善するものもあります。 

それが突発性正常圧水頭症です。お年寄りが元気をなくし、関心や意

欲が薄れてぼんやり過ごすことが多くなると、認知症(痴呆)が疑われ

ます。 

アルツハイマー型認知症(痴呆)や脳卒中後遺症が良く知られている

ため認知症 ＝治療困難と思われていますが、実際には突発性正常

圧水頭症など治る認知症がいくつかあります。 
 

 

突発性正常圧水頭症 
 

脳の中にある脳室に髄液が多

くたまる病気で、認知症・歩行

障害・尿失禁が三大症状で

す。 

歩行は小刻みですり足、ヨチヨ

チ歩きが特徴です。余分な髄

液を管を引いてお腹に流す

シャント術で症状が改善する可

能性があります。 

 

認知症にはアルツハイマーだ

けではなくさまざまな原因疾

患があり、治癒し得る認知症も

あるので、年だから・・・とあきらめないで三大兆候が見られないかチェック

してみましょう。 
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 糖尿病とお薬～SGLT-2阻害薬～ 
 

 

 

 

みなさんは糖尿病という病気を耳にしたことがあると思います。糖尿病とは、

血液中のブドウ糖（血糖）が多いままになってしまう病気です。では、「糖」

と「尿」にはどのような関係があるのでしょうか？尿糖とは尿に排出されるブ

ドウ糖のことで、尿糖検査は尿中に排泄される糖を測定する検査で、血糖値が

正常である場合は尿糖が出ることはありません。しかし血糖値が160～180mg/

dLを超えるようになると、尿糖が排泄されるようになります。但し、尿糖は体

質や体調による影響を受けやすいので、判定には注意が必要です。糖尿病の薬

物療法に用いられるお薬は飲み薬と注射薬があり、飲み薬は大きく4つのタイ

プに分類されます。今回、尿糖に着目した新しいお薬の概要の特徴などについ

てご紹介します。 

 

★尿と一緒に糖を排出させる薬・SGLT-2阻害薬★ 
2014年4月にスーグラが発売となり、現在他の薬剤についても承認が進んでい

る新しいお薬です。（当院院内ではスーグラのみ採用・2015年5月時点） 

 

腎臓で尿が作られるとき、尿のもと（原尿）は腎臓の尿細管という場所で、体

内に戻す栄養分と、尿に出す老廃物に分けられます。ここで糖のほとんどが栄

養分として再び体内に戻されます。これが「糖の再吸収」と呼ばれ、糖は

SGLT2（エス・ジー・エル・ティー・ツー）というタンパク質を通って体内に

再吸収されます。一方、糖尿病の患者さんでは、血液中の糖の濃度が高い状態

になっているうえに、体内に戻る糖の量が増えるため、たくさんの糖が再吸収

され、高血糖が続いてしまいます。スーグラなどのSGLT-2阻害薬は、この糖の

再吸収に着目したお薬で、SGLT2の働きを阻害し

て、腎臓で糖が体内へ戻る量を少なくし、過剰

な糖を尿に排出することで血糖値を下げる効果

があります。このため、トイレの回数が多い、

尿の量が多い、のどが渇く、口が渇く、めまい

やふらつきなどの症状が出ることがあります。

このような症状を感じた場合には適度な水分補

給を行い、医師に相談してください。また、糖

を尿に排出させるため、体重の減少がみられる

ことがあります。その他、低血糖や膀胱炎など

の尿路感染症や、陰部のかゆみや炎症などの性

器感染症に注意が必要です。 
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次のよう

な症状
はありま

せんか？ 

大きな 

イビキ 
 をかく 

日中 

 いつも 

 眠い 

居眠り 
 運転をよ

く起こしそう 

    になる 

夜間の 
呼吸停止 

起床時の 

頭痛や 

  だるさ 

夜中に 
何度も 

目が覚める 

睡眠時

無呼吸

症候群
とは？ 

睡眠中に何回も呼吸

が止まり、ぐっすり

眠ることができない

病気です。 

大きなイビキや起床

時の頭痛、夜間の呼

吸停止、日中に強い

眠気がさすなどの症

状があります。 

潜在患者は人口の２～３%と言

われ、放っておくと高血圧や心

臓循環障害、脳循環障害などに

陥ると言われております。 

また、日中の眠気などのために

仕事に支障をきたしたり、居眠

りによる事故の発生率を高めた

りするなど、社会生活に重大な

悪影響を引き起こします。 

しかし、治療

法も確立され

ておりますの

で、適切に検

査・治療を行

えば決して恐

い病気ではあ

りません。 

どのよう

な検査
をする

の？ 

 

自宅でセンサを取り付け

寝るだけの簡単な検査。 

必要に応じて精密検査を

行います。 

睡眠時無呼吸症候群と判

断された場合はCPAP治療

を行います。 

CPAPとは 
CPAP療法は、SASの療養者に、寝るときに鼻にマスクを装着し、塞がった気道に空気を送り込んで、気道を

押し広げて喉の塞がりを防ぐことによって、睡眠時の無呼吸を予防する治療法です。 

SASが招く合併症 SAS出ない人に比べると 

●高血圧の危険性は２倍   ●冠動脈疾患の危険性は３倍   ●脳血管障害の危険性は４倍 

●心筋梗塞の危険性は４倍  ●交通事故を起こす危険性は７倍 

SAS検査及び治療料金 
睡眠簡易検査 終夜睡眠ポリグラフィー        ３割負担  ２，７００円 

PSG（一泊入院検査）                   ３割負担 １０，４４０円 

CPAP治療                          ３割負担  ４，３８０円 

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください。 
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霧島記念病院 地域交流事業 

健康教室「イキイキサロン」の紹介 

当院は地域交流事業の一環として平成18年より地域の方の健

康維持・向上を目的として、講師指導のもとに「イキイキサ

ロン」を開催しています。地域への貢献事業でもあります。 

 

講師は公益社団法人日本フォークダンス連盟公認、日本レク

リエーション協会インストラクターの古市真実先生です。毎

回、大勢の参加者で熱気にあふれています。 

 

内容としては、リズム体操・レクリエーションダンス・健康

チェック（血圧測定）インボディ検査（高精度体成分析）・

健康相談・介護保険相談等を行っています。リズム体操と

は、筋肉を伸ばす・縮める・ひねる体操です。それにより心

拍数を上げ、血流を良くし、健康増進につなげていきます。 

レクリエーションダンスとは、色んな曲に合わせて誰でも簡

単に踊れるダンスです。それによって心のリフレッシュを促

し、楽しく踊ることで免疫力は高まり、細胞が若返ると言わ

れています。 

 

日時：毎月第1・3土曜日 14時～15時30分  

場所：霧島記念病院 通所リハビリテーション室 
 



年齢、性別は問いません。参加料は無料です。

運動のできる服装で水分補給、汗拭きタオルを

ご持参ください。 

＊問い合わせは霧島記念病院、 

 玄関入口地域連携室まで。 

随時、受け付けております 

(^O^)／ 
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5月より、市町村の特定健診・長寿検診が始まります。ご自宅に受診券が届いている方

は、この機会に特定健診を受けていませんか？ 

また他にも、一般企業の健康診断、脳ドックなど各種検診が行えます。ご不明な点等ござ

いましたらいつでも、お電話でお問い合わせください。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約受付電話：0995-47-3100（受付へ直通です） 
 
 

 

 

 

概 要 

期間：5月1日～8月31日まで 

検診日：火・水曜日の午前中（予約制となっております） 

対象者：特定健診⇒国民健康保険に加入している40歳～74歳までの方。 

      長寿検診⇒後期高齢者保険（75歳以上）に加入している方。 

検査内容：血圧、採血、検尿、身長体重、心電図、胸部レントゲン等 

受 診 の 流 れ 

市町村から特定健診・長寿検診の受診券が届きます。 

お電話または窓口で、検診予約をお取りください。火・水の午前中です。前

日までにご予約ください。 

検診日前日は夜8時までに夕食を済ませましょう。 

朝食を抜いて、朝9時までに受付を済ませてください。 

検査を行い、検査結果がそろい次第診察が開始されます。 

後日、ご自宅に検診結果を郵送します。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://oitainfo.net/?tag=%E7%97%85%E6%B0%97&ei=vXpJVfKMIMbLmwWCo4DIDw&bvm=bv.92291466,d.dGY&psig=AFQjCNEnp5ELBb4U4s7FFDFJBmruO7NCVQ&ust=1430965251063221
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.meirinkai.or.jp/guide/check/&ei=l3pJVeqyNuPFmQWRooHoAw&bvm=bv.92291466,d.dGY&psig=AFQjCNEnp5ELBb4U4s7FFDFJBmruO7NCVQ&ust=1430965251063221
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暖かく過ごしやすい季節になりました。冬の間に内臓脂肪は蓄積されて

いませんか？肥満による様々な病気を防ぐためにも食生活を見直してみ

ましょう。 

 

血管の内壁にたまった脂肪（血中脂肪）は、動脈硬化を悪化させ、心筋

梗塞や脳卒中など命にかかわる病気につながることもあります。 

 

★「腹八分目」ではなく「腹七分目」を目標にする。 

★朝食抜き、1日2食のまとめ食いはやめる。 

★遅い夕食や寝る前の飲食、おやつなどの間食を控える。 

★おかずには、週に2回以上、魚をとり入れる。 

 魚には、n-3系多価不飽和脂肪酸という成分が含まれており中性脂肪や 

 血糖を下げる作用があります。 

★野菜や海藻から食物繊維をたっぷりとる。 

★簡単で長続きする運動を。 

 太っている人は、急に強い運動をすると心臓に負担を掛けることがあ 

 ります。歩く程度の運動から始めましょう。 
 

 

 

4月6日（月）～4月8日（水）デイケアにてお花見を行いました。 

『お花見弁当』                           

  

 

 

  4月6日（月）       4月7日（火）       4月8日（水）  
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３月より入職いたしました、新卒の神田綾です。 

臨床で働くのは初めてでいろいろな方にご迷惑をおかけしながら、日々勉強して

いきたいと思っております。 

ご指導のほど宜しくお願いします。 

看護師 神田 綾 

｢リハビリテーション科にて働く事になりました。昨年、実習にて2ヶ月程御世話に

なり、今回は職員として帰って来る事が出来て、光栄に思います。少しでも、皆さ

んの助けになれるよう、日々精進していきたいと思います。よろしくお願いしま

す。」 

リハビリ助手 山田 峻大 

4月からリハビリテーション科に入職しました。私は、新社会人としても理学療法士

としても一年目なのでいろいろな場面でご迷惑をおかけすると思いますが、元気と

度胸で頑張るのでご指導の程宜しくお願いたします。 

理学療法士 徳永 睦 

４月より理学療法士として働かせて頂いて、まだまだ自分の知識不足を痛感して

います。以前は他の回復期病棟でリハビリを従事してきましたが、まだまだ分から

ない事も多くあります。ご迷惑をおかけすると思いますがご指導、ご鞭撻のほど宜

しくお願いします。 

理学療法士 山下 慎司 

「放射線技師の橋本裕也です。以前は都城の病院に勤務していました。 

妻の出産を機に、妻の実家がある国分に生活の拠点を移すことを考え、ご縁あっ

て４月から霧島記念病院で皆さんと一緒に働かせて頂くことになりました。 

７ヶ月になる息子の成長に負けないよう、私も一日も早くスタッフ皆さんの一員とし

て、少しでも力添えが出来るよう頑張りますので、よろしくお願いします。」 

放射線技師 橋本 裕也 

  
 

  

（職員紹介） 
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こんにちは。今年４月より臨床検査技師として入職致しました北里です。 

入職してまだ日が浅く、未熟な点も沢山ありますが日々勉強に励み、１日１日を大

切にしながら一生懸命 

頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

検査技師 北里 寛美 

4月から入職させて頂きました。七島です。 

新社会人として、責任感を持って頑張っていきたいと思います。 

未熟者ですが、向上心を持って業務に励んでいきたいと思いますので 

よろしくお願いします。 

事務 七島 美幸 

薬局に入りました川村です。 

年齢等は秘密です（見ただけで、すぐわかりますけど） 

色んな職種の方や、人生経験の豊富な方もたくさんいらっしゃって、懐の深い職

場だと思いました。 

｢仕事は、まじめでないといけない｣という、院長先生のお言葉通り、日々精進した

いと思いますので、よろしくお願いします。 

薬剤師 川村 秀子 

４月から社会福祉士として入職しました、大倉野愛です。 

大学を卒業したばかりでわからないことが多いですが、患者様がより

良い生活を送ることができるように支援していけるよう頑張ります。 

社会福祉士 大倉野 愛 

 

４月から地域連携室で勤務させて頂いてます、吉元と申します。まだ知識や経験

が浅く、わからないこと、慣れないことばかりで皆様にご迷惑をかけてしまってい

ますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

連携 吉元 誠也 



  編集後記 
皆様６月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか。だんだん暖かくなってきましたの

で、熱中症や脱水等にお気を付けください。今回も様々な情報を記載させて頂きますの

で、是非ご覧になって下さい。また、気になることがございましたらお近くの職員にお

尋ねください。    

                                     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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