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＜災害医療の目標＞＜災害医療の目標＞  

多数の傷病者に対し、最大多数に最良の多数の傷病者に対し、最大多数に最良の

医療を提供すること。医療を提供すること。 

そのため、災害時に医療体制を整備するそのため、災害時に医療体制を整備する

ことにより、平時であれば救える命を出来ことにより、平時であれば救える命を出来

るだけ失わないようにすることです。るだけ失わないようにすることです。 

災害発生の連絡を受け、搬送されて災害発生の連絡を受け、搬送されて

くる方の情報を確認しながら到着後くる方の情報を確認しながら到着後

すぐに対応できるように備え、すぐに対応できるように備え、被災被災

者が到着後、負傷の重症度に応じ者が到着後、負傷の重症度に応じ

てトリアージ（救急医療の優先度のてトリアージ（救急医療の優先度の

ふるいわけ）を行います。ふるいわけ）を行います。 

緑緑：軽傷群・治療不要（軽度）：軽傷群・治療不要（軽度）  
 

黄黄：待機的治療群（中度）：待機的治療群（中度）  
 

赤赤：最優先治療群（重度）：最優先治療群（重度）  
 

黒：治療対象外（救命困難）黒：治療対象外（救命困難） 
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当院には、災害医療活動の研修を受けた全

日本病院協会が設立するＡＭＡＴという災

害医療チームがあり、そのＡＭＡＴ隊員を中

心とし霧島市消防局の隊員の皆様にご指

導いただきながら無事第1回の緊急災害訓

練を終えることができました。 

ご参加していただきました霧島市消防局・ボ

ランティアの皆様、暑い中にも関わらずご協

力ありがとうございました。 

今回は、スタッフ・ボランティアの方々に協力

していただき被災者役を病状に応じ演じて

いただきました。 

最優先となってくる赤タグの方には診察室に

て治療・手術まで行うところまで訓練し、また

検査が必要となってくる方にはＤｒの指示の

もとＣＴ・ＭＲＩ・レントゲンまで行いました。 

現在桜島が警戒レベルに入っており今回の想

定も現実となるかもしれない中、緊急災害訓

練を通し職員の災害に対する意識を高めると

共に当院の不足点・改善点を発見できたのは

大きな収穫となりました。今後も災害指定病

院としてまた地域医療へ貢献できるよう努力

してまいります。 
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みなさんも噂話程度なら、人食いバクテリアの話を聞いたことがあると思います。日本でも人食いバクテリアは確かに

存在しています。実際に被害にあった人もいますし、年々その数も増えているとも言われており、もはや他人事ではなく

なってきています。 

そもそも人食いバクテリアって何なのでしょうか？ 

人食いバクテリアの正体は、レンサ球菌（溶連菌）という菌です。レンサ球菌にもいくつか種類がありますが、人食いバ

クテリアは別名を劇症型溶血性レンサ球菌感染症といいます。レンサ球菌は元々人の体にも存在している常在菌です

が、なにかの拍子に免疫力が低下する事で菌が悪さをし発症する事もあると言われています。また海水や魚が感染源

になり、傷口や口にすることで感染もあると言われていますが、感染源は特定出来ていないという現実もあります。 

人食いバクテリアが怖い理由 

まず下肢に突然発症する事、そして一度発症すると感染スピードが早く48時間で死に至るとも言われている、非常に致

死率の高い感染症である事です。発症すると組織が壊死してしまうので、早い段階で手足の切断を余儀なくされます。

人によっては体内に回るスピードが早すぎて、足を切断しても死亡するケースもあります。組織が壊死するので痛みも

ありますし、発熱で全身の倦怠感やショック症状を起こし意識を失う人もいます。 

人食いバクテリアの対処法 

人食いバクテリア（劇症型溶血性レンサ球菌感染症）に感染したら、一刻も早く対処しなければ命に関わります。 

壊死するのを食い止めるには壊死した部分を切断するしかありません。異変に気づきすぐに病院に駆けつけたり救急

車で搬送されたとしても、その間に症状はどんどん進行しますので、最初は足首だけだった場合でも足を1本切断せざ

るを得ない状態となってしまいます。発見と処置が早いほど体へのダメージも少なく済みますが、対処法も限られるの

で予防は何より大切です。 

人食いバクテリアの予防には「手洗いの徹底」 

原因ははっきりと特定されていませんが、常在菌でもあるため誰もがかかる可能性はあります。しかし同時に、誰でも

簡単に予防する事もできます。感染を防ぐには、手洗いの徹底が効果的だと言われています。また、うがいやマスクの

着用が効果的です。初期症状にも個人差はありますが、風邪の初期症状によく似ているので単なる風邪と思い込んで

しまう可能性があります。素人では見極めも難しいのですが、痛みや痺れ、肌の色の変化や炎症など少しでも風邪の

症状では無い症状が出た場合は、一刻も早く病院に行きましょう。 

抵抗力や免疫力が低下していると感染のリスクも高くなるので、日頃から体調管理も大切です。 

妊婦さんは特に注意！ 

厄介なことに、妊婦さんの場合は発症してから死亡するまでの時間が短いケースが多いので、早めの対策は何より重

要です。妊娠中は些細なことでも軽視せず、すぐに診察を受けるなど心がけておくようにしましょう。 

一度感染し発症したら死亡するというイメージも強い人食いバクテリアですが、発見が早く早期に対処すれば助かる可

能性もあります。 

抗生物質が効果的な事も確認されており、対処するのが早いほど生存率も高くなるので、早期発見と早期治療が何よ

りも重要です。 
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ドネペジル（当院採用薬名：アリセプト®）、リバスチグミン（当院採用薬名：イクセ

ロンパッチ®）、ガランタミン（当院採用薬名：レミニール®）は、軽度から中等度の

アルツハイマー型認知症の治療に使用されます。メマンチン（当院採用薬名：メマ

リー®）は、中等度から高度のアルツハイマー型認知症の治療に使用されます。今回

は、その中でメマリーについて述べたいと思います。 

*メマリーは認知症に対してどのように効くのか* 

アルツハイマー病がすすむと、脳内のグルタミン酸という神経伝達物質が過剰となり、記憶に

関係する神経の働きが悪くなってきます。そのため、物忘れがひどくなり、思考力や判断力が

低下してきます。比較的ゆっくり進行しますが、病状がすすむと仕事や日常生活にも大きな支

障がでてくるものです。このお薬は、アルツハイマー病に有効な抗認知症薬です。おもな作用

は、過剰なグルタミン酸をおさえ、グルタミン酸による悪影響から神経を守ることです。そして、

グルタミン酸神経系の機能異常が改善され、アルツハイマー型認知症の諸症状が軽くなりま

す。認知機能をよくするだけでなく、アルツハイマー病にともなう行動異常や心理症状にもよい

影響をもたらします。このため、病気がすすんだやや重いアルツハイマー型認知症にとくに役

立ちます。 

*メマリーの服用量* 

1日1回5mgから開始し、1週間毎に増量し4週間後に目標とする維持量（最大で1日20mg）とし

ます。ただし、高度の腎障害のある方は上限が1日10mgになるので注意が必要です。 

*メマリーと他の認知症治療薬（アリセプト、イクセロンパッチ、レミニール）は併用できる* 

アリセプト、イクセロンパッチ、レミニールの効能は「アセチルコリンエステラーゼの阻害」であ

り、メマリーの「グルタミン酸の過剰放出の抑制」とは異なるため、同じ認知症の薬でありなが

ら併用が可能という利点があります。よって、アルツハイマー型認知症が中等度まで進行した

頃からメマリーを投与する事で相乗効果が得られると言われています。特にイライラや興奮な

どの感情の不安定さ、徘徊などの落ち着きのなさなどの認知症の周辺症状(BPSD)のある方

に対し、メマリーを併用することで効果があるというデータがあります。 

*メマリーの注意点について* 

メマリー(メマンチン)は初期のアルツハイマー型認知症の方への効果は

薄いと言われています。中等度以降に進行した場合は医師の指示のもと

メマリー(メマンチン)を併用していく流れになると思われます。体調面で

は、飲み始めに目眩の症状が多く見られます。認知症になると危険認識

力が低下し、普段歩き慣れた場所であっても目眩が起きることで不意の

転倒など思わぬ事故が起こり、それが原因で骨折し廃用症候群による体

の動きの低下を招くという事もあり特に注意が必要です。 
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・旧暦の8月15日を「十五夜」「中秋の名月」といいます。「中秋の名月」と

は"秋の真ん中に出る満月"の意味で、旧暦では1月～3月を春、4月～6月を

夏、7月～9月を秋、10月～12月を冬としていたことから、8月は秋のちょう

ど真中であり、8月15日の夜に出る満月ということで、そう呼ばれるように

なりました。  

 現在用いられている新暦では1ヵ月程度のズレが生じるため、9月7日から

10月8日の間に訪れる満月の日を十五夜・中秋の名月と呼んでいます。 

 

・芋の名月とも呼ばれる十五夜 

「十五夜」は、中秋の名月を鑑賞する他、これから始まる収穫期を前にして、

収穫を感謝する初穂祭としての意味あいがありました。9月頃に収穫される

「芋」をお供えすることから「芋の名月」とも呼ばれています。 

 現在では、満月のように丸い月見団子と魔除けの力があるとされたススキ

を伴えるのが一般的な「十五夜スタイル」です。また、地方によってはこの日

だけは、他人の畑の作物を無断で取っても良いとか、子どもがお月見のお供

え物を盗んで良いとする風習もあるそうです。 

 

・豊穣の象徴の満月 

旧暦を使用していた時代は(1872年頃まで)、月の満ち欠けによっておおよ

その月日を知り農事を行っていました。一説によると、欠けたところの無い満

月は、豊穣の象徴だったそうです。そのため十五夜の満月の夜は豊作を祈る

祭の行われる大切な節目でもあったようです。 

 一方、中秋の名月を鑑賞するという風習は、中国では唐の時代から知られ

ており、これは後に平安時代の貴族の間に取り入れられ、武士や町民へと次

第に広まって行きました。そして現在の「お月見スタイル」になっていったよう

です。 

・お供え物を食べても良い日 

地方によっては、昔ながらの十五夜の行事が残っています。有名なのは、長崎

県五島の一部では「まんだかな」(お供えが済むとすぐ子どもがそれを取って

行ってしまう）という風習や、秋田県仙北郡では「片足御免」（他人の敷地に

片足を踏み込んで取るぐらいなら公認）という風習があります。これは、この

日だけは「お月様が持って行って下さった」と言うことでめでたいからだそうで

す。やはり十五夜の主役はお月様なんですね。 
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今年も多くの実習生が当院へ学びに来られました。 

スーパーバイザー（田中課長）・ケースバイザー（各担当）のもと臨床現場でしか

学べないことを体験し、より多くの事をバイザー・学生供に日々吸収しています。 

 

＜熊本総合医療リハビリテーション学院生＞ 
  

日々多くの事を経験させて頂いています。臨床現場でしか

学べないことばかりであり、自分の知識不足も感じます。 

今回の実習を通じてリハビリを楽しく、面白いと思っても

らえるようなリハビリをしていきたいと改めて強く感じて

います。 
 

 

 

 

＜鹿児島第一医療リハビリ専門学校生＞ 

卓上では出来ない経験ばかりなので戸惑うことも多々あり

ますが、考え方等を教えてもらいながら日々成長出来てい

ます。 

今回の実習で患者様、ご家族様との接し方、理学療法士と

しての業務の流れ、行う治療がどのような動作へ繋がるか

を学べています。 

 

＜鹿児島医療技術専門学校生＞ 
 

臨床長期実習でお世話になっております。山下先生のご指

導のもと患者様の日々の変化や治療に対する効果判定を勉

強させて頂いています。 

少しでも患者様の手助けになれる様頑張りたいと思いま

す。 

 

 

＜鹿児島医療福祉専門学校生＞ 
  

今回の実習を通じて患者様の意見や姿勢、動作などを理解

して患者様の困っている事や問題を一緒に解決出来るよう

に知識を増やしていけたらと考えています。 

残りも全力で頑張っていきます。 
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注1健康保険の場合、標準報酬月額28万円

以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、

その人の70歳以上75歳未満の被扶養者等 

注2市町村民税非課税である被保険者もし

くはその被扶養者等 

注3被保険者およびその被扶養者全員が市

町村民税非課税で、所得が一定基準（年金

収入80万円以下等）を満たす人等 

注4[ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で

3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ

月目以降の金額です。 

注5平成26年3月31日以前に70歳に達して

いる人（昭和14年4月2日～昭和19年4月1

日生まれ）は引き続き1割負担。 

（※70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合） 

 70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割

（※）または3割を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額（1日

3食780円を限度に1食につき260円）も負担します。 

 また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する

標準負担額（1日につき1,700円）を負担します。 

 なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶

養者の資格を失います。 

● 高齢者の自己負担限度額 

 高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になった

ときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。 

 また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入

院の自己負担の合計額が自己負担限度額（世帯ごと）を超えた場合も、超えた額があとで健保

組合から払い戻されます。 

http://www.t-shikakenpo.or.jp/member/03_case/302/30201.html
http://www.t-shikakenpo.or.jp/member/03_case/302/30201.html
http://www.t-shikakenpo.or.jp/member/03_case/302/30202.html
http://www.t-shikakenpo.or.jp/member/03_case/302/30202.html
http://www.t-shikakenpo.or.jp/member/02_life/212/21201.html
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脳の栄養不足は大丈夫？ 

・脳が円滑に機能するには、ブドウ糖をはじめ、ビタミンや微量栄養

素、必須アミノ酸など様々な栄養素が必要です。 
 

●脳のエネルギー源はブドウ糖だけ 
ブドウ糖は、肝臓のグリコーゲンを分解して利用されます。末梢器官

を含めて静止時のブドウ糖の1日の必要量は最低160gと考えられていま

す。ところが、1回の食事でブドウ糖が肝臓にグリコーゲンとして貯蔵

されるのは50～60ｇです。 

したがって脳の必要とするブドウ糖を供給するには、1日に3回の規則

正しい食事が必要となります。ブドウ糖の摂取は米飯など主食から食

事として必要量を摂取することが最も理想的であると考えられていま

す。 

 

●ビタミン類は、脳の機能を円滑にする 
B6、パントテン酸、葉酸などは、神経伝達物質の合成に関与していま

す。（豚肉、牛肉、豆類に含まれています。） 

 

●脳の情報伝達を左右するミネラル、微量元素 
カルシウム、亜鉛、銅などが関与しています。 

（干しエビ、丸干しいわし、ひじき、牛乳、レバー、カシューナッツ

など）この他に能に深く関わる栄養素として、必須アミノ酸やリン脂

質、必須脂肪酸などがあります。 

 

 

＜9月の行事食＞ 
＊敬老の日（21日）デイケアにてバイキ

ング料理をご提供致します。   

 

「栗ごはん、筑前煮、白和え、茄子そう

めん、ババロア、フルーツポンチ、ケー

キなど… 」 11品の予定です♪       

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1IeZ8.xVZUUA4CWU3uV7/SIG=133bn3l0h/EXP=1441678617/**http%3a/tokushima-yattosite.skr.jp/wp-content/uploads/2015/08/130903165810_0.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW3n8N.1VhkoAjAmU3uV7/SIG=1265iu605/EXP=1441696124/**http%3a/azukichi.net/season/img/month/keirou001.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW3r8N.1V9hEAUwmU3uV7/SIG=131tdbrim/EXP=1441696124/**http%3a/dak.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/09/28/autumn_free.jpeg
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「4月に入職しました 児玉と申します。外見は、経験者のように見えますが2年目

の新人でございます。以前は県外の病院で働いておりましたが、事情によりUター

ンしました。色々とご迷惑をおかけすることがあると思います。ご指導・ご鞭撻の

程宜しくお願い致します。」 

看護師 児玉 康之  

入職して、4ヶ月が過ぎます。 

3階では、救急外来患者様が多く、テキパキと対応されている姿に感

動しました。 

2階では、排泄・食事等の管理が大切です。 

良い看護が提供できるようにしたいです。 

看護師 大保 聡子 

今年の１月より勤務をしています。こちらに勤め半年が過ぎましたが、皆さんに助

けて頂きながら日々無事に業務を行えています。言語聴覚士は２人と少ないです

が、今までの経験が活かせるようこれからも頑張るのでよろしくお願いします。 

言語聴覚士 福山 あかり  

お疲れさまです。2月より入職しました棈松亜光と申します。 

私は人にやさしく、笑顔で、夢や希望を持って行動できる人間を目指しています。 

まだまだわからないことも多く、迷惑をかけることがあると思いますが、改善する

ための努力を行っていきたいと思っております。 

今後ともよろしくお願い致します。 

言語聴覚士 棈松 亜光 

今年4月からリハビリスタッフとして働かせて頂いてます。理学療法士として

は3年目になりますが初心に返り研鑽していきたく思ます。ピンクのポロシャ

ツで黒ぶち眼鏡の若者を見かけたらお気軽にお声掛け下さい。 

理学療法士 徳田 政也  

  
 

  

（職員紹介） 
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「6月から3階病棟でお世話になっています。 

手術室勤務しか経験が無く、今回が初めての病棟勤務になります。分からない事

だらけで皆様にご迷惑をおかけしていますが、いつも温かく接して頂き本当に感

謝しています。まだまだ勉強不足ですが、一つずつ成長していけたらいいなと思

います。今後とも宜しくお願い致します。」 

看護師 福島 元 

平成27年2月1日から勤務させていただいております事務部配属の 重田 勝嘉です。 

鹿児島市内で生まれ、鹿屋、指宿を小学生まで過ごした後、大阪へ引っ越し。高校卒業

後身内の関係で病院へ勤務。 

以降、急性期から慢性期までいろいろな医療業界の勉強をさせて頂きました。経験は多

少積んできたつもりですが、霧島記念病院には経験は生かしながら、又新たな気持ちで

業務に励みたいと思います。趣味は映画と釣り、そしてラジコンですが本格的なヘリコプ

タ-。スポ-ツは学生時代から続けてきたサッカ-、剣道、スキ-等です。剣道は今でも時々

やっています。今後ともご協力の程よろしくお願い致します。 

事務 重田 勝嘉 

臨床検査技師の永野希と申します。 

長年、遠方の病院で働いておりましたが、ご縁があり８月から霧島記念病院に入

職いたしました。 

地元である霧島市に拠点を移し、心機一転、頑張りたいと思っています。 

チーム医療の連携を図り、検査技師としての役割を少しでも推進出来るように努

めたいと思っています。どうぞ宜しくお願いします。 

検査技師 永野 希  

６月から薬局に薬剤師として入職しました泉です。 

薬局の平均年齢をまた少し上げてしまいそうですが、今までの経験を生か

し、少しでもお役に立てればと思っています。 

薬剤師 泉 敦子 

 

はじめまして。４月よりソーシャルワーカーとして入職しました。 

社会人１年目でまだまだ未熟者でわからないことだらけですが、日々勉強

しながら患者様の役に立てるよう頑張りますのでろしくお願いいたします。 

連携 東 大地 



  編集後記 
早いもので１０月に入りました。朝夕もだんだん冷え込んできて、日中との温度差があ

り体調管理には十分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 井手  

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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