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高齢者の医療費と保険料 

○○の秋の由来について 
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Ｖｏｌ．14 

秋を迎える9月下旬頃からあらわれる秋バテの原因や対策方法、予防方法について。 

暑い夏ゆえに現れる夏バテの症状とは違い、涼しくなった秋になったからこそ現れる秋バテにもだる

い、食欲不振、胃腸の調子が悪いなどいろいろな症状があります。ですから夏の疲れの解消法を

行って一日も早く体調回復できるよう努めるようにいたしましょう。 

以下の症状がある場合夏の疲れによる秋バテの可能性があります。 
 

・だるい、疲れやすい    

・食欲不振、胃が持たれる 

・胃腸の調子が良くない 

・頭がぼーっとする 

・立ちくらみ頭痛、めまい 
 

◆水分補給不足 
汗をかくため意識して水分を補給していた暑い夏が過ぎるとやはり意識が低下してしまいがちなのです。  

秋と言ってもまだまだ9月は日中などまだまだ暑い時期ですから、水分不足のため倦怠感や頭痛などの症状

が出ることがあるのです。 

◆クーラーや冷たい物の摂り過ぎによる体の冷え 
水分不足と相反する部分がありますが、こちらは冷えが原因によるものです。秋といえどもまだ暑いため冷た

い飲み物やエアコンの効いた涼しい部屋で過ごす機会もまだまだあるため自律神経の乱れや血の巡りが悪く

なっています。 

また内蔵も冷えてしまっているため、胃のもたれ、消化不良、食欲不振などの体調不良を起こしやすくなって

いるのです。 
 

秋バテの対処方法～夏の疲れ解消法と予防について 
◆ビタミンB群を積極的に摂る 

◆お風呂はぬるめのお湯で 

◆睡眠をしっかりとる 

◆軽い運動をする 

◆体をあたためる服装をする 
 

 

・睡眠不足、朝すっきりと起きれない 

・風邪を引きやすい 

・目の疲れ、肩こり 

・ストレスを感じやすい 

 
秋バテは一挙に夏の疲れがやってくるため夏バテしなかった人ほど注意しなければいけません。 

あなどっていると思いがけず長引いてしまいますので、まもなくやってくる食欲の秋に備えてしっかり

夏の疲れを取り除いておくようにしましょう。 
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術者は最高の結果を出すことに対し

てフォーカスし続ける必要がありま

す。また、手術中の一瞬一瞬に起こ

ることに対しても集中しなくてはなり

ません。ライカ M530 OH6 は、術者

がフォーカスし続けられるように設計

されました。この顕微鏡は、高い解

像度と深い焦点深度を両立させるラ

イカ独自の技術FusionOpticsを使っ

て、観察環境を提供、加えて、研究

を重ねられた人間工学設計により、

快適なポジションで作業することが

できます。身体的に注意がそらされ

ることが少なくなるため、目の前の重

要な作業に集中し続けることができ

ます。  

血管蛍光（ライカ FL800は蛍光試薬ICG） 
 

ライカ脳神経外科手術用顕微鏡システム

に搭載された FL800は、最新技術を統合

して蛍光による卓越した脳血管内の造影

像を提供します。術者は、術中に脳血管の

灌流範囲や開存性を顕微鏡の接眼レン

ズ、または、ビデオモニターで直接観察する

ことができます。動脈瘤手術に新たな可能

性をひらきます。 
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高齢者の高齢者の高齢者の   

医療費と保険料医療費と保険料医療費と保険料   

制度の見直し 

１ 
平成29年4月から 

制度の見直し 

2 
平成29年8月から 

75歳以上※1の方のうち 

年収約153万円以上の方の保険料 

が上がります。 ※１ 65歳から74歳で障害のある方で後期高齢者医

療広域連合の認定を受けている方も含みます。 

年収 約153万円～約211万円の方 ➡ 所得割の額が変わります 

元被扶養者の方 ➡ 均等割の額が変わります 

※元被扶養者とは、75歳になる前日に健康保険の被扶養者であった方です。 

所得割の軽減率が5割から2割になり、月額で最大1,320円（全国平均）の増額となります。 

均等割の軽減率が9割から7割となり、月額約750円（全国平均）の増額となります。 

70歳以上の方のうち 

年収約156万円以上の方の医療の 

自己負担の上限額が上がります。 

詳しい資料を窓口にて準備しております（※枚数に限りあり）ので

ご自由にお取りください。 

年収の目安 
窓口 

割合 

外来の上限額 

（個人ごと） 

外来+入院の上限額 

（世帯ごと） 

約370万円から 3割 57,600円 
80,100円 

 +（医療費-267,000円）×1% 

約156万円から 

約370万円まで 

2割 

または 

1割 

14,000円 

年間上限 144,000円 

57,600円 

多数回 44,400円 

住民税非課税世帯 

8,000円 

24,600円 

住民税非課税世帯 

（年金収入80万円以下など） 15,000円 
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風邪とインフルエンザは症状も原因もはっきり異なります。 
 

「風邪」：のどの痛み、鼻水、咳（せき）などの症状を伴う呼吸器の急性炎症です。発熱、頭痛、 

      食欲不振などが起こることもあります。 

「インフルエンザ」：インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気。普通の風邪 

              よりも急激に発症し、症状が重いのが特徴。 
 

インフルエンザの特徴 

潜伏期間 … 1～3日                感染経路 … 飛沫感染、空気感染、接触感染 

発症 … 急激に38℃以上の高熱が出る。 

症状 … 悪寒、頭痛、関節痛、倦怠感などの全身症状、咳、痰（たん）、 呼吸困難、腹痛、下痢 

      などの胃腸症状 など 

療養期間 … 一週間程度 
 

インフルエンザの種類 

ヒトに感染するインフルエンザウイルスには、A型・B型・C型の3つがあり、現在流行の中心と

なっているのはA型とB型です。 

A型は症状が重篤になる傾向があり、死に至ることもあります。また感染力が強いため、大流行

（パンデミック）を起こしやすく、過去には香港かぜやスペインかぜなどの世界的な流行で多く

の死者を出しました。 

B型は、A型よりも症状が比較的軽く、限られた地域で流行するケースが見られます。 

C型は鼻かぜ程度の軽い症状ですむことが多いウイルスです。 
 

インフルエンザの予防 
 

インフルエンザワクチン接種。 

人混みを避ける。 

手洗い・マスク着用。 

湿度管理（５０～６０％）。 

休養とバランスのとれた食事。 
 

インフルエンザが流行りだす季節になって参りました。 

インフルエンザウイルスに感染しないよう手洗い・うがい等、予防をしっかり行い

ましょう。 
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○○の秋の由来について 

 読書の秋と言われるようになったのは、秋の気候が読

書に適しているからと言われています。読書の秋の由来

は、古代中国で西暦７００年台後半に生きた韓愈 (かん

ゆ)という文人が読んだ「灯火親しむべし」という誌があり

ます。意味は、「秋は過ごしやすい季節で、夜には明かり

を灯して読書をするのに最適である」です。この誌を夏

目漱石が「三四郎」で取り上げ、そこから読書の秋が広

まったと言われています。 
 

 食欲の秋は、秋は米が実り野菜も美味しく、魚も沢山とれる実りの秋でもあります。

輸送手段が発達した現代では、一年中美味しい物が食べられます。昭和４０年頃ま

では季節に応じて作物は収穫され、秋は一番食べ物が豊富な季節でした。旬の食

べ物がたくさん出回る季節でもあります。秋に熊が

人里まで降りてきて、人間の食べ物をあさることが

あります。冬眠に備えて食べるために、残飯目当て

に降りてきます。熊の「冬眠に備えて脂肪を貯めこ

む」本能は、人間にも残っています。寒い冬を乗り切

るために体に脂肪を貯めようと、秋になると食欲が

強くなります。食べ物が美味しいことも重なって、食

欲が強くなるために「食欲の秋」と言われるようにな

りました。 
 

 「スポーツの秋」と言われるようになったきっかけは、東京オリンピックです。秋は

元々体を最適な気温なことから、スポーツに適していると言われていました。農作物

の収穫が一段落して天候もよい日が続くことから、運動会も秋に行われていました。

東京オリンピックがきっかけになり、スポーツに親しもうとする気風が高まり、開会式

のあった１０月１０日が、「体育の日」に制定された事をきっか

けに、１０月１０日を中心として運動を楽しむ風潮が生まれ、

スポーツの秋となりました。 
 

 秋は出かけるにも、家で何かに取り組むのにも、すてき

な季節です。体を動かした後は、美味しい物を食べ、休

憩がてら本を読むなんて一日を過ごすのも素敵です。計

画を立てて楽しく過ごして下さいね。 
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  の 味 覚 
 

鹿児島県は、さつま芋の日本における主産地として全国トップです。 

さつま芋は、ビタミンCや食物繊維を多く含み加熱してもビタミンCが壊れにくい

という特徴があります。そのビタミンC量は、1本（約200ｇ）当たり58mg。 

しかし、エネルギー量は270kcalでごはん1杯170ｇと同じですので糖尿病の方

は注意が必要です。 

さつま芋を切った時に出てくる白い乳液成分は「ヤラピン」という物質で、胃の

粘膜を保護したり腸の蠕動運動を促進し便をやわらかくする緩下（かんげ）作

用があります。 
 

 

9月19日にデイケアにて『敬老の日～バイキング』を行いました。 
 

【 献立名 】 

★散らし寿司 ★筑前煮  ★煮込みハンバーグ    ★季節の天ぷら 

★焼きナス  ★里芋のみたらし煮   ★酢の物     ★茶そば汁 

★月見団子  ★マロンババロア     ★フルーツポンチ  

                                                    以上 11品 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1506126361/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwNTczNC5zbXBsLnBuZw--/RS=%5eADBC7zzPQqXHMKvN2qhowl5lN..mmk-;_ylt=A2RCMZKZWMRZJT4AoBSU3uV7
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待ち時間が少なくなるよう努めていますが、患者さんの様態によって

順番が変わることもありますのでご理解下さい。 

2017年7月より、外来診療体制を下記の通り変更致しました。 

外来診療は基本的に午前中事前予約が必要です。診察ご希望の方

は、お電話・受付窓口にお問合せ、ご相談下さい。 

  月 火 水 木 金 土 日 

外来（ＡＭ９時～） 

循環器外来 志岐 中尾 中尾 - 
小谷野  

（ＰＭ） 

小谷野        

（ＡＭ） 
- 

新患外来 
坂元  

志岐 
中尾 中尾 - 

小谷野  

（ＰＭ） 

救急  

対応 

救急  

のみ 

脳外科      

（新患） 
平原 坂元 平原 - 平原 - - 

脳外科    

（再診） 
坂元 - 手術日 

平原  

徳重 
手術日 - - 

頭痛専門     

外来 
平原 - 平原 - 平原 - - 

内科 - 池畑 - - 池畑 - - 

消化器 
永田     

（ＡＭ） 
- - - - - - 

救急 平川 徳重 平川 坂元 - - - 

麻酔 鵜島 鵜島 鵜島 鵜島 - - - 

救急対応   

（午後６時まで） 
坂元 徳重 - - 小谷野 - - 
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（職員紹介） 

Ｈ28.4月より、こちらの病院で言語聴覚士として働かせて頂いています。 

以前勤めていたところでは、急性期の患者様しか見ていなかったため、 

現在、急性期～慢性期まで幅広く患者様と触れ合わせて頂き、日々勉強さ

せて頂いています。 

今後も忍耐強く、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。 

言語聴覚士  基 敬士朗  

霧島記念病院に入職し1年6ヶ月が経ちました。 

日々の業務にも少し慣れてきたところですが、術前術後などまだまだ勉強

する事は山積みです。これからも至らない点も多いと思いますがよろしく

お願いいたします。余談ですが、病室の窓から見える高千穂嶺の美しさに

魅せられて、霧島記念病院に就職してから登山を始めました。 

すばらしい景色の病室に感謝です！ 

看護師 上山 宇津美 

昨年6月に入職しました谷口です。 

医療事務としてはまだまだ経験が浅いため、周りの方々に教えて頂い

たり助けて頂いたりすることが多く、毎日有り難く思っております。

その感謝の心を常に忘れず、皆様のお役に立てるように精進してまい

ります。 

事務 谷口 みどり  

去年の9月に入職しました永井です。 

病院勤務は初めてで医療的な知識を学べる場でもあり、わからないことだ

らけでした。 

先輩方のご指導もあり、今では楽しくやりがいを感じながら働くことが出

来ています。 

これからも患者様によりよいケアができるよう頑張りたいと思います。 

介護職員 永井 恭平 

地域連携室に勤務しております満留と申します。 

毎日新鮮な気持ちで一回り以上違うスタッフと頑張っております。 

皆様に少しでも安心して生活を送って頂けるような関わりをしていき

たいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。 

ぜひ地域連携室にもお気軽にお立ち寄り下さい。 

連携 満留 義高 
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平成29年9月1日に入職致しました理学療法士の本田豊と申しま

す。一月が経過しましたが、不慣れなことが多く、御迷惑をかけ

ると思いますが、今後とも宜しくお願い致します。 

理学療法士  本田 豊 

Ｈ29年度10月から4病棟で働かせて頂くことになりました、看護師の

宮原です。知識や技術において、まだまだ未熟ですが、多職種の方々

からの専門知識のご指導を、貪欲に吸収して患者さんの日々の看護に

いかしていきたいと思っています。ご迷惑おかけすることも、あると

思いますが、今後ともよろしくお願いします。 

看護師 宮原 利恵美 

7月に入職しました薬剤師の岡野です。 

これまで病院薬剤師として精神科、リハビリ科、整形外科の病院で勤務し

てきました。 

脳神経外科は、初めての領域で日々勉強中ですが早く皆様のお役に立てる

ようにがんばります。 

よろしくお願いします。 

薬剤師 岡野 光祐 

９月より３階病棟に入植しました梅木辰江です。 

施設、病院等の勤務を生かしつつ早くこの病院になれるよう 

頑張ります。宜しくお願いします。 

介護職員 梅木 辰江 

初めまして10月より新入職員として勤務させて頂きます竹山で

す。 

介護職は未経験ですが早く仕事に慣れるように頑張りますので、

よろしくお願い致します。 

介護職員 竹山 和徳 



   

  編集後記 
 

今年も早いもので11月になりました。これから寒い時期に入ると思いますが、体調

管理に十分に気をつけ、風邪などひかないようにおきをつけ下さい。今回も様々な

情報を掲載させていただいてます。気になることなどありましたら、お近くの職員

にお声掛け下さい。   

 

                                  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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