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 霧島記念病院広報誌 （１）  



 霧島記念病院広報誌 （２）  

 2012年8月より、外来診療体制を下記のとおり変更いたします。外来診察は基本的に午前中事前

予約が必要となります(午後は病棟の回診があります)。 

 14:00以降の診察の希望につきましては、お電話・受付窓口へお問い合わせ、ご相談ください。

可能な限り対応させていただきます。 

 皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解･ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 月 火 水 木 金 土 

  
脳ドック 

健康診断 

手術 

検査日 
  午前特診 

09：00～12：00 

脳神経外科 

(中間) 
脳神経外科 

(中間)  

循環器内科 

(中尾) 脳神経外科 

(中間) 

(榮樂)  頭頚部外科 

(石井) 

循環器内科 

(小谷野) 

循環器内科 

(志岐) 

頭頚部外科 

(石井) 脳神経外科 

特診(坂元) 

※要予約  消化器内科 

(永田) 

循環器内科 

(志岐) 

内科 

(原田) 

循環器内科 

(志岐) 

14：00～17：00 
循環器内科 

(小谷野) 

診察予約は受

け付けており

ませんが、お

電話・窓口で

承っておりま

す。 

お気軽にご相

談ください。  

診察予約は受け付けておりませんが、 

お電話・窓口で承っております。 

お気軽にご相談ください。  

H24年8月現在 

◎以下の場合は必ず保険証をご持参ください。 

 ・初めて受診される方 

 ・毎月初めての受診日 

 ・期間更新など保険証に変更があった場合 

 ※保険証のない方、または持参されていない方は自費扱いとなります。 

◎紹介状をお持ちの方は受付窓口にご提示ください。 

◎他医院で内服治療中の方は薬剤情報の分かるもの(お薬手帳など)をご提示ください。 

◎検査予約等の兼ね合いもありますので、当日来院される場合は事前にお電話にてご連絡くだ 

 さい。 

※MRI等の検査では当日予約が取れない場合もありますのでお電話にて問い合わせの上来院さ 

 れることをお勧めします。 

◎検査の種別により、食事・内服等の注意事項がある項目もありますので、あらかじめお問い 

 合わせください。 

受診時の注意点 

何かご不明な点ございましたらお気軽にお尋ねください。 



 霧島記念病院広報誌 （３）  

1978年（昭和53年）坂元病院（16室72床）として開業し、34

年目 院長 坂元 健一を軸に2012年7月より三階病棟を療養型病

床から一般病床に認可されました。 

日頃より  親切  愛情  努力  健康親切  愛情  努力  健康  をモットーに構成され

た病院を更に今後の地域の医療の活性化や貢献していき、救急

医療の原点を再度目指していきます。 

一般病床とは一般病床とは一般病床とは   

 主に急性期の患者様が入院する病棟。 

療養病床とは療養病床とは療養病床とは   

 症状は安定しているが、家庭や施設に戻るには不安が残る。そのような

患者様に対して、看護・介護及びリハビリテーションを継続して行い、自

立した生活が送れるよう支援する病棟。 

はじめにはじめにはじめに   

三階病棟スタッフ 



 霧島記念病院広報誌 （４）  

  

 鹿児島県にドクターヘリが導鹿児島県にドクターヘリが導鹿児島県にドクターヘリが導

入されてから、入されてから、入されてから、888ヶ月が過ぎよヶ月が過ぎよヶ月が過ぎよ

うとしております。うとしております。うとしております。121212月月月262626日の日の日の

運航開始より運航開始より運航開始より666月月月303030日までの出日までの出日までの出

動件数は現場出動動件数は現場出動動件数は現場出動141141141件、病院件、病院件、病院

間搬送間搬送間搬送696969件、キャンセル件、キャンセル件、キャンセル272727件、件、件、

合計合計合計237237237件で件で件で111日当たり約日当たり約日当たり約111．．．333

件の出動となっております。件の出動となっております。件の出動となっております。   

   当院も搬送先医療機関に指定当院も搬送先医療機関に指定当院も搬送先医療機関に指定

されており、福山で発生し市立されており、福山で発生し市立されており、福山で発生し市立

病院までの搬送が必要ないと判病院までの搬送が必要ないと判病院までの搬送が必要ないと判

断され陸上自衛隊国分駐屯地に断され陸上自衛隊国分駐屯地に断され陸上自衛隊国分駐屯地に

着陸、当院に搬送された着陸、当院に搬送された着陸、当院に搬送された111件も件も件も

含まれております。含まれております。含まれております。   

   霧島市内には霧島市内には霧島市内には404040数箇所着陸ポ数箇所着陸ポ数箇所着陸ポ

イントが選定されており、浜町イントが選定されており、浜町イントが選定されており、浜町

ヘリポート離陸よりヘリポート離陸よりヘリポート離陸より101010分足らず分足らず分足らず

で、ほぼ市内全域まで到着可能で、ほぼ市内全域まで到着可能で、ほぼ市内全域まで到着可能

と機動性に優れており、救命率と機動性に優れており、救命率と機動性に優れており、救命率

の向上が期待されます。の向上が期待されます。の向上が期待されます。   

   また、都市部では民間救急ヘまた、都市部では民間救急ヘまた、都市部では民間救急ヘ

リも導入され活躍しておりまリも導入され活躍しておりまリも導入され活躍しておりま

す。先日も福岡県内病院より転す。先日も福岡県内病院より転す。先日も福岡県内病院より転

院要請を受け、鹿児島空港に飛院要請を受け、鹿児島空港に飛院要請を受け、鹿児島空港に飛

来したヘリとの連携をはかり当来したヘリとの連携をはかり当来したヘリとの連携をはかり当

院に収容しております。院に収容しております。院に収容しております。   

   これからも、ドクターヘリのこれからも、ドクターヘリのこれからも、ドクターヘリの

需要はますます高まり救命率の需要はますます高まり救命率の需要はますます高まり救命率の

向上が期待されます。向上が期待されます。向上が期待されます。   



私は、接遇とは職員と患者様の関

係だけでなく、職員間の関係を良

好にするものだと思っています。

その点からも今回のセミナーを通

して、職員同士の相互理解が増し

たのではないかと思いました。 

 このセミナーでは、偶然席が隣

になった職員とロールプレイング

をすることで様々なことを学びま

した。今まで患者様に言われて１番うれしかったことを述べ、それに対して意見を述べ

る。また今日自分が大切に考えていることをまとめ、ペアを組んだ職員が、相手が何を

大切にして生きているかを想像し話す。と言うようなことを行いました。 

 このような研修を受けることで、コミュニケーション（「相手と互いに理解し合って

調和のとれた関係」）スキルを上げ、患者様とのコミュニケーション能力を高めること

ができるようになったと思います。 

 講師の金子恵美先生には院内を見学して頂き、職員がすれ違いざまに必ず挨拶をして

くれる点と、病院の建物自体は古いが、隅々まで清掃が行き渡っている点をほめて頂

き、嬉しく思いました。 

 霧島記念病院広報誌 （５）  

薬剤部の野村先生の斡旋により

ファイザー（株）の全面的な協力

を得て、6月8日 18時より職員全

員を対象に接遇研修が行われまし

た。講師にPHAグループの接遇選任

トレーナとして、全国の医療機関

に対し、１００件以上の研修実績

を持つ金子恵美さんをお迎えし和

やかな雰囲気の中、参加者を飽き

させない巧みな話術で魅了し、

あっという間の60分でした。 



 霧島記念病院広報誌 （６）  

当院では平成１８年１２月より、

地域交流事業としていきいきサロ

ンを実施しています。 

デイケアでも御馴染みの湊慶子先

生を講師に迎え、リズム体操・レ

クリェーションダンス・民謡ダン

スなどを実施しております。運動

を通して健康増進を目的として取

り組んでいます。 

開始当初は数名の参加者のみでし

たが、皆様の口コミ効果もあり現

在登録人数は延べ  ２５０名を

超えました。病院近辺の地域の方

をはじめに霧島市内全域から毎回

３０～４０名の参加をいただいて

おります。 

参加される皆様はとても活動的

で、笑いの耐えない「いきいき」

とした時間を過ごしておられま

す。いきいきサロンを通して心身

ともに皆様の健康のお手伝いが出

来ればと考えております。 

現在お見えになっているのは女性

の方が主ですが、どなたでも参加

ＯＫで老若男女問いません。参加費は無料、申し込み等も不要です。興味のある方

は気軽にご参加下さい。お待ちしております。 

いきいきサロン 

実施内容：体操・レクダンス・民謡、血圧測定（開始前・終了後） 

指導者：湊慶子先生（日本レクリエーション協会公認指導者・健康運動推進員 他） 

開催日：毎月 第１・３土曜日 

時間：１４時～１５時半 

場所：霧島記念病院 １階デイケア室 

参加費：無料 



 霧島記念病院広報誌 （７）  

国民健康保険証と後期高齢者医療広域連合の保険証、限度

額認定証（減額認定証）をお持ちの方は保険証が7月31日まで

の有効期限になっています！  

国民健康保険証をお持ちの方はピンク色から青色に 

後期高齢者医療広域連合の保険証をお持ちの方は緑色から

ピンク色に変更になりますので注意をお願いいたします。 

保険証の変更や限度額認定証および減額認定証の手続き

後、お手元に届き次第早めに受付窓口までお持ちいただきま

すようお願いいたします。  



 霧島記念病院広報誌 （８）  

  

今年から、ソフト部が新設され海浜リーグに参加しています。 

Bリーグからのスタートで前期が終了し、７チームの総当たりが行われました。 
 

 前期成績  ５勝１分無敗  
 

初参戦初優勝することができました。 

後期からは、Aリーグでの参戦となります。 

これからも、楽しみながら、上位を目指し、南日本ナイターソフトボール大会にも出場して

行きたいと思います。 

去る6月17日錦江町で開催されたKHP大会へ参

加しました。 

予選の１戦目は対青雲会病院。エンジンがかかる

までに時間がかかったのか…初戦を落としました。

はるばる錦江町まできてお弁当も食べず早々帰る

わけには行かない！ということで2戦目の今給黎病

院戦では２－０で勝利し、1勝1敗、決勝トーナメント

進出することができました。 

決勝トーナメントでは松下病院、コスモス苑を相手

にストレートで2勝し準決勝へと進みました。 

準決勝は対小倉記念病院戦。２－０敗退でした。相

手は優勝常連の強豪チームでしたが、手ごたえを

感じるゲーム内容であったと……。 

その結果、今回は3位入賞を果たすことができまし

た！！ 

次回は決勝進出！頑張ります。 

バレーボール経験者や入部希望の方いつでも大歓

迎ですので、興味のある方は練習だけでも気軽に

ご参加下さい。 

予選 

一試合目 対 青雲会病院   ２－０ 負 

二試合目 対 今給黎病院   ２－０ 勝 

決勝トーナメント 

一回戦   対 松下病院      ２－０ 勝 

二回戦   対 コスモス苑       ２－０ 勝 

準決勝   対 小倉記念病院  ２－０ 負 



 霧島記念病院広報誌 （９）  

  
 

  

（職員紹介） 

お世話になります。 

問答形式にしてみました。    
 
Q. あなたは何者ですか？ 
A. 脊椎動物霊長類ヒト科男性、二足歩行、日本国鹿

児島県在住、近視胴長短足猫背、原南方日本人型、

内科医です。 

 

Q. 生息は？ 
A. 10年間、奄美大島にいました。その前は、鹿児島

大学病院第１内科勤務でした。今年の４月から、霧島

記念病院の病棟をウロウロしています。時折、夜行

性、天文館出没。 

 

Q. 何をしていました？ 
A. 大学病院では循環器学を専攻していました。 

最近10年は、エコーでの高齢者心不全の診療や、 

PEGなど、老年医学が中心です。 

 

Q. ここに来た目的は？ 
A. 新たな気持ちで、内科・循環器学に取り組むためです。 

 

Q. 来てどうですか？ 
A. 救急や手術もありスピード感のある一方、リハビリテーション等の慢性期ケアにも

力を入れているのが分かりました。 

脳神経外科・頭頚部外科中心の病院なので、そうした患者さんを目にしたり、先生方

の手技や、非常に優れたCT・MRI画像を見るのは、刺激になり、勉強になります。 

 

Q. 今後の目標は？ 
A. 患者さんや病院に役立つ取り組みができたらと思いますが、模索中です。 

皆様、よろしくお願いいたします。 

循環器内科 

志岐 健三郎 



 霧島記念病院広報誌 （１０）  

初めての脳外科勤務で一から教えてもらいながらのスタートして 

アタフタしている間に５ヶ月が経ちました。 

日に日に大きく変化する患者さんの状態に一喜一憂する毎日で、

力不足を痛感します；； 

まだまだ足りない所だらけですが、がんばっていくのでよろしく

お願いします。 
看護師  宮田 小百合 

入職して４ヶ月が経ちました。 

外来・病児保育で勤務させていただいています。 

初めての、脳外科・救急救命科で戸惑う事もありますがスタッフ

の皆様に御指導を頂き日々、スキルアップしたいと思います。病

児保育の方もサポートさせて頂きますので、どうぞよろしくお願

い致します。 
看護師 中馬 ゆかり 

今年2月に3階病棟に入職しました。 

院長先生をはじめ、スタッフの皆様が優しくご指導下さり、毎

日、感謝の気持ちでいっぱいです。 

まだまだ勉強不足でご迷惑をかけることがあると思いますが、こ

れからもよろしくお願いします。 
看護師 濵田 美穂 

今年の五月から入職し、3病棟に配属になりました。 

3病棟は七月から一般病棟になり、大変な時期です。 

私も脳外科のブランクが15年ありますので新人としてお役にたて

ることが少ないかもしれませんが、毎日笑顔で頑張っていきま

す。 

ちなみに趣味は釣りです。 
看護師 四元 隆一 

5月から育児休暇明けで２階勤務になりました。１年のブランク

があり日々勉強の毎日です。個々の患者様に合ったケアが行える

よう、頑張っていきたいです。 

宜しくお願いいたします。 

看護師 内山 可奈 



 霧島記念病院広報誌 （１１） 

4月から入職して、約4ヶ月になります。 

仕事も環境もようやく少しづつですが慣れてきたと思います。 

これからも、たくさんいろいろな事を勉強し学んでそれを活かし

ていきたいと思っています。宜しくお願いします。 

言語聴覚士 中村 愛美 

5月にこの職場に入職して、３ヶ月たちました。 

初めの頃は撮影装置の操作に慣れず、戸惑いながらの撮影となっ

ていましたが今ではだいぶ使いこなせるようになりました。診療

に役立つ良質な画像提供が出来るようこれからもっと多くのこと

を学び成長していきたいと思います。 
放射線技師 植木 翔吾 

「4月から作業療法師として5階リハビリ室にて働かさせていただ

いています。まだ慣れない事も多く迷惑をおかけすることもある

と思いますが、少しでも早くみなさまに信頼していただけるよう

になれる様に努力を積み重ねていきたいと思います。よろしくお

願い致します。」 

作業療法士 鳥居 冬通 

入職して半年が経ちました。 

７月より２階病棟に異動になり、まだ不慣れな事も多いですが、

日々学びながら成長していきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

介護士 粟屋 瞳 

昨年の11月1日、緊張している私を通所リハビリテーションの

チームの一員として温かく迎え入れてくださいました。そして現

在、仕事熱心で、とても明るい職員に囲まれ、楽しく働かせてい

ただいております。 

介護職員 川原 めぐみ  



  編集後記 
夏ですねぇ！！暑い日が続きますねぇ！！皆様お体の調子を整えて夏を楽しく満喫してくださいね。 

海へ出かけたり涼しい場所へ行きゆっくり過ごしたり様々な楽しみ方を試してくださいね！！カレーを食 

べたりお鍋を食べたりしてたくさん汗をかいて代謝を良くして体を活性させるのも有ですよ（笑） 

第１２回目の広報誌発行となりました。今までも皆様へ様々な情報を掲載させていただきましたがこれか 

らももっと皆様にお役に立つような情報を提供させていただきます。 

皆様のご意見・ご要望随時受け付けております。小さな事でも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 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・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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