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マスク着用、手洗いうがいマスク着用、手洗いうがい  

地地域包括システムについて域包括システムについて  
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この４月から皆様と一緒に診療させていただいております

平原一穂でございます。自己紹介を兼ねて、一言ご挨拶

を述べたいを思います。 

「出身はどちらですか？」と質問された時は生まれ故郷を

答えるのが一般的ですが、私は広島で生まれ、半年ほど

で岐阜県に転居したため、広島の思い出が全くありませ

ん。また小学校から高校までは名古屋や東京で過ごした

ので、大学入学のため昭和４６年に父親の故郷である鹿

児島に来てからは、広島生まれの東京育ちと答えていま

した。しかしすでに半世紀近く鹿児島に住み、数年前学会

で上京した折、タクシーの運転手さんに一言、「お客さん

は鹿児島からですか？」と聞かれたこともあり、これを契

機に現在では、躊躇することなく、「出身は鹿児島です。」

と答えることにしています。 

 前任地は鹿児島市立病院で、１９年間勤務しましたが、そ

の他には鹿児島大学病院、県立大島病院、県立北薩病

院、串木野市医師会立脳神経外科センター、西荻中央病

院（東京）などでも診療に携わりました。脳神経外科は、脳血管障害を始め、脳腫瘍、頭部外傷、先

天奇形、変性疾患、機能的脳神経外科、脊椎・脊髄疾患など多くの領域の病気を取り扱いますが、

私はこの中でも特に、脳動脈瘤や脳腫瘍（良性脳腫瘍）の治療に興味を持っています。 

 坂元健一先生とは、先生が平成１５年から４年間鹿児島市立病院に勤務した時からの間柄です。

当院に手術に来られる福島孝徳先生は、私の恩師の一人ですが、福島先生がロサンゼルスの南カ

リフォルニア大学に在籍していた時に、手術手技並びに屍体を用いた手術解剖を研究させていた

だき、大変有意義な時間を持つことができました。福島先生が現在のデューク大学に移籍した後、

坂元先生にも手術と解剖の勉強のために留学してもらいました。 

これまでに数多くの手術を経験させてもらいましたが、同じ部位の脳動脈瘤、同じ場所の脳腫瘍で

も症例によって手術の仕方や難しさが異なります。たとえ何百例の症例を経験しようとも、一つ一つ

に工夫を凝らさなければ決して結果はうまくいきません。中国の故事に『日に新たに、日々に新た

に、また日に新たなり』という名言がありますが、大変味わい深い言葉であると肝に命じています。 

 鹿児島市立病院では、６年前に副院長を拝命したこともあり、脳神経外科の診療以外に、医療安

全管理室長、中央カルテ管理室長、医療技術部長、治験管理委員会・初期臨床研修委員会・褥瘡

委員会・DPC委員会・脳死判定委員会などの委員長などを併任し、病院の様々な業務にもタッチ致

しました。これらの仕事の多くは、雑務に近いもので、このような職務は元来大の苦手で他人事と考

えていましたが、断ることも儘ならず、乗りかかった船と思い、最初はのらりくらりとかわしていまし

た。しかしながら、気の進まない、興味のわかない業務でも、あきらめの境地で専念していると、思

わぬものが見えてきたり、大切なことに気づいたりすることが数多くありました。つまらなそうな仕事

でも、その陰に思わぬ宝物が潜んでいることがあります。まさにイギリスのウォルポールという作家

の『セレンディピティ』という言葉の意味するところに似ています。 

 どのような組織でも、様々な部所との繋がりが非常に大切です。特に患者さんの診療に携わる病

院では、各職種の一人ひとりの自覚と他部所との連携が大事であるということは、周知の事実では

ありますが、改めてチームワークの重要性を強調させていただきたいと思います。 

 これからも、『日々に新たに、セレンディピティ！』を常に念頭に置いて地域医療に携わりたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

頭蓋底センター準備室長 

平原 一穂  
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Ｖｏｌ．13 

１．高次脳機能障害とは 認知（高次脳機能）とは、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程と行為

の感情（情動）を含めた精神（心理）機能を総称する。病気（脳血管障害、脳症、脳炎など）や、事故（脳外傷）

によって脳が損傷されたために、認知機能に障害が起きた状態を、高次脳機能障害という。  

2．障害の臨床像 注意力や集中力の低下、古い記憶は保たれているのに新しいことが覚えられない、感情

や行動の抑制が利かなくなる、よく知っている場所や道で迷う、言葉が出ない、ものによくぶつかる等の症状

が現れ、周囲の状況に見合った適切な行動がとれなくなり、生活に支障をきたすようになる。  

＜左脳に障害が起きた場合のおもな症状＞ 

話す、聞く、読む、書くことができない（失語） 

数がわからない、計算ができない（失算） 

歯ブラシの使い方など日常行為が思い出せない（失行） 

家族がわからない、物の名前が思い出せない（視覚失認） 

＜右脳に障害が起きた場合のおもな症状＞ 

体の左側にあるものを認識できない（左半側空間無視） 

よく知っている場所なのに道に迷う（地誌的障害） 

３．特徴的な5つの障害 

＜記憶障害＞ 日付がわからない、物の置き場所を忘れる、新しい情報が覚えられない、自分のし

たことを忘れるなどの症状が見られます。そのため、同じ質問をくり返すことがあります。 

＜注意障害＞ 注意力や集中力が極端に低下します。ぼんやりしてミスばかりする、2つのことを同

時にしようとすると混乱する、周囲が気になってすぐに気が散る、一方で周囲のことに気づかないな

どが起こりやすくなります。 

＜遂行機能障害＞ 論理的に考える、計画を立てる、問題を解決するなどができない障害です。思

いつくままに物事を進める、段取りを無視して気ままに作業する、失敗が次に活かせないなどの症状

がみられます。 

＜社会的行動障害＞ 状況にあわせて、行動や感情をコントロールできない状態です。怒りっぽい、

無制限に食べる、お金をたくさん使う、子供っぽい態度をとる、すぐ人に頼る、人間関係が作れない

などの症状がみられます。 

＜病識欠如＞ 自分が障害をもっていることをうまく認識できない状態です。障害を否定するふる

まいや発言をします。症状が軽度の場合、漠然と気づいていることもあるようです。 
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血管造影検査法（アンギオグラフィー）は、血管内に造影剤を注入し、その流れをエックス腺で撮

影することによって、血管そのものの形状などを観察する方法です。略して「アンギオ」と呼ばれる

こともあります。 

頭部血管造影検査でわかるもの。 

・くも膜下出血の原因（動脈瘤・脳動静脈奇形） 

・脳梗塞 

・脳腫瘍栄養血管走行 

 

血管造影による治療法 

・血栓溶解術（ｔ-ＰＡ治療） 

（薬を使用し血栓を除去します。） 

・血栓回収術 

（デバイスで血栓を回収します。） 

・動脈瘤コイル塞栓術 

（動脈瘤にコイルを詰めて血液が流れ込まないようにします。） 

・血管形成術（ＰＴＡ） 

（細くなった血管をバルーンで膨らませます。） 

血管形成術（ＰＴＡ) 

 動脈瘤コイル塞栓術 

動脈瘤コイル塞栓術後 コイル挿入 脳動脈瘤 

術前 バルーン挿入 術後 
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  診察日変更のお知らせ   

診療科：脳神経外科 

（月）坂元 健一先生  （木）徳重 宏二先生 
ご不明な点などございましたら受付までお問合せ下さい。 

血管奇形（AVM） 

血栓溶解術（ｔ-ＰＡ治療） 

脳腫瘍における血管走行 

血栓回収術 下肢静脈フィルター留置術 
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3月までインフルエンザは流行中！ 

季節性のインフルエンザは例年11－12月頃に流行が始まり、1－３月にピークを迎えます。 

インフルエンザは主に感染者の咳やくしゃみなどに含まれるインフルエンザウイルスを吸い込

むことによって感染します。突然の38℃以上の高熱や全身倦怠感、食欲不振などの症状が

現れたらすぐに病院受診をしましょう。また熱が下がった後もお薬はきちんと飲み、最低2日間

は自宅で療養しましょう。 

区分 

3週 4週 5週 6週 7週 

1/16-1/22 1/23-1/29 1/30-2/5 2/6-2/12 2/13-2/19 

総数 

(47都道府県) 
28.66 39.41 38.14 28.57 23.92 

鹿児島県 21.33 29.66 28.45 23.62 28.59 

 

マスク着用、手洗いうがい 

  をしっかりしましょう!! 

インフルエンザの発生報告状況 

【出典】国立感染症研究所感染症疫学センター インフルエンザ流行レベルマップ 

手洗い・うがいの効果 

ウイルスを体内に入れる機会をより減

らすことができ、手洗いうがい共に何

もしない人よりも約４０％風邪への感

染リスクが減ります。 

しかしここで ★注意★ 

洗い過ぎは手にいつもいる良い菌までいなくなってしまう可能性があり、手に本来あるはずのバリア機

能まで奪ってしまい、悪い菌が増えてしまうことも。 

ヨード液でのうがいは手洗い同様、良い菌まで壊してしまいウイルスが逆に侵入しやすくなる可能性が

ある。 

ヨード液でのうがいは風邪予防というより、口内炎とか歯周病予防として口をゆすぐのに使うと良い  

緑茶、食塩水、水道水の順にうがいの効果 あり。 
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最近、「地域包括ケアシステム」という言葉がよく聞かれますが詳しくご存じでしょうか。 

これから日本は諸外国にはないスピードで高齢化が進んでいきます。このような状況の中、団塊の世代

（約８００万人）が７５歳以上となる２０２５年（平成３７年）以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに

増加することが見込まれています。そこで２０２５年（平成３７年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立

生活支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進してい

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当院は地域包括ケアシステムの姿のイメージ図でいえば主に医療の分野を担っていますが、もちろん単

独ではできません。地域医療連携室では主に退院支援を行っておりますが退院していかれる方の「生

活」を支える地域包括支援センターへ利用者をお願いすることも多くあります。 

今回は、この地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を果たしている地域包括支援センターについて

案内したいと思います。 
 

地域包括支援センターは 

主に市町村が設置主体となり保健

師、社会福祉士、主任介護支援専門

員等を配置して3職種のチームアプ

ローチにより住民の健康の保持及び

生活のために必要な援助を行うこと

により、その保健医療の向上及び福

祉の増進を包括的に支援することを

目的とする施設です。 

主な業務は介護予防支援及び包括

的支援事業（①介護予防ケアマネジ

メント業務 ②総合相談支援業務 ③

権利擁護業務 ④包括的・継続的ケ

アマネジメント支援事業）となっていま

す。霧島市にも本所と１０の支所があ

り、身近な相談窓口となっています。 

地地地域包括システムについて域包括システムについて域包括システムについて   
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五月病とはなんなのか？  日本においては、新年度の4月には入学や就職、異動、一人

暮らしなど新しい環境への期待があり、やる気があるものの、その環境に適応できないでいると

人によってはうつ病に似た症状がしばしば5月のゴールデンウィーク明け頃から起こることが多い

ためこの名称がある。医学的な診断名としては、「適応障害」あるいは「うつ病」と診断される。  

原因としては「ストレス」です。  ４月から新しい環境になり、 いろいろと新しい刺激が自分の

もとにやってきます。新しい人との出会いであったり、生活の変化であったり、通勤・通学の場所

の変化であったり。 そうゆう新しいものがドバーッとやってきたときに、人はなんとかその環境の

変化に適応しようとするのですが、それはとてもストレスになるようです。 人は基本的に「自分ら

しくいられる」とストレスは感じません。自然体で、ありのままで居られることが一番ノンストレスな

んですね。 しかし新しい環境ではそうはいきません。 最初から自分らしさ全開で自然体でいら

れる人ならいいのですが、なかなかそんなメンタルの人はいませんよね。相手がどんな人なの

か探ったり自分のポジションを探したりもすると思います。 そんなのが１ヶ月も続くと５月始めのＧ

Ｗあたり「連休」というお休み処がやってきたところでプツンと気持ちが切れて無気力になる。今

までの精神的疲れがどっと出てくる。という原理で五月病になるようです。  

五月病の症状 抑うつ、無気力、不安感、焦りなどが特徴的な症状である。 なんだか精神的

に不安定になるのかもしれませんね。やる気がなくなったり、気分がすぐに落ちてしまったり。  

身体に表れやすい主な症状  

・不眠・疲労・めまい  ・胃の痛み・食欲不振   

・動悸・やる気が出ない・息苦しさ 

・人と関わるのが億劫 

対処法としてはストレスの発散と解消。  

おすすめの方法 

・運動をする ・歌をうたう ・美味しいものを食べる ・よく寝る ・心許せる友人と話す 

・おもしろ動画を見て笑う ・好きな映画やドラマを観る ・本を読む、音楽を聴く 

・自然の多いところに行く ・旅行にいく ・一日中だらだらする 

欲に素直に、好きなことをするというのがストレス発散のコツかもしれません。  

新年度となると、さまざまな環境の変化があり、気も使うしなにかとストレスがかかります。自然

体でありのままの自分でいることが難しい時期でもあります。ぼくも先週あたり気持ちがズーンと

落ちていました（笑） 五月病の原因がわかっていれば自分であらかじめ対処できると思うので、

こまめに発散して、症状がでる前に防いでいきましょう。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%A4%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A9%E5%BF%9C%E9%9A%9C%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%91%E3%81%86%E3%81%A4
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～実習生の紹介～ 
当院のリハビリテーション科では、毎年多くの学生が臨床実習を受けています。 

＜1年間での実習人数＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨床実習で実際に患者様に接するという体験を通して、リハビリテーションについての理

解を深めています。 
 

現在（2月20日）リハビリテーション科には5人（ＰＴＳ2人、ＯＴＳ2人、ＳＴＳ1人）の学生が実

習に来ています。 

ご迷惑等お掛けする事も多々あるかと思いますが、宜しくお願い致します。 

理学療法学生（ＰＴＳ） 

鹿児島県内        鹿児島県外（岡山・福岡・熊本・長崎） 

◎検査実習 2名     ◎評価実習 4名 

◎評価実習 4名     ◎長期実習 14名 

◎長期実習 6名  
 

 

作業療法学生（ＯＴＳ） 

鹿児島県内 

◎見学実習 2名 

◎評価実習 2名 

言語聴覚学生（ＳＴＳ） 

鹿児島県内 

◎評価実習 1名 
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   脳梗塞の予防について 

 

控えた方が良い食品 

★コレステロールの多い食品 

 動脈硬化の原因となり脳梗塞のリスクが高まります。卵は１日１個が目安、肉類は脂身

の少ない部分を使用しましょう。 

★インスタント食品・ジャンクフード 

塩分、脂質が多いため頻繁に摂取すると過剰摂取に繋がります。 

★塩分の多い食品 

高血圧に繋がります。漬物、麺類の汁、干物は塩分が高いので控えましょう。 

★菓子類、清涼飲料水 

糖分の多い菓子類、清涼飲料水はカロリーが高いので肥満に繋がります。食べ過ぎに注

意しましょう。 

 

予防に良い食品 

★抗酸化成分を多く含む食品 

ビタミンC、E、カロチンを多く含む緑黄色野菜、ポリフェノールを含む緑茶、トマト、ココア、

大豆類など 

★青魚 

サバ、アジ、イワシなどの青魚に含まれるDHA,EPAは、コレステロールや中性脂肪を減らし

動脈硬化を予防します。 

★食物繊維 

豆類、海藻類、野菜類、キノコ類などの食物繊維を多く含む食品は、血中コレステロール

の上昇を抑制する働きがあります。 

★カルシウム 

カルシウムが不足すると、骨から流出したカルシウムが血管壁に蓄積して動脈硬化につ

ながります。 

 

＜１月の行事食＞  １月１日、２日おせち料理をご用意させて頂きました。 
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H28年4月より働かせていただいています、理学療法士の柿本です。 

仕事や社会のルールなど覚えなければいけないこと、学ばなければいけな

いことがたくさんありますが、一社会人・リハビリスタッフとして今後も日々精

進していきたいと思います。 
理学療法士 柿本 紗也加 

昨年の4月からお世話になっています理学療法士の小原です。 

知識や技術面でもまだまだ至らないことだらけですが先輩方についていけ

るようこれからも一生懸命頑張っていきます。まだまだご迷惑をおかけしま

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 小原 大樹 

昨年4月より入職させて頂きました、看護師の吉池です。新卒での入職で経

験もなく、まだまだ知識や看護技術など未熟な面も多々あると思います。少

しでも多くのことを学び、日々努力してきます。是川もご指導宜しくお願いし

ます。 

看護師 吉池 梢 

昨年５月入社しました吉元です。病院勤めは初めてでしたので、戸惑うこと

ばかりでした。そんな私を優しくご指導して下さった先輩方に感謝していま

す。これから先も患者様のお手伝いが出来る様精進していきます。 

よろしくお願いします。 

介護職員 吉元 みよ子 

昨年４月に入職しました岩野です。 

医療業界も事務職も初めてで、何かとご迷惑をお掛けしていますが、これま

でやってこれたのも皆様のご指導のおかげです。声のかけやすい、明るい

雰囲気の受付を目指したいと思います。 

これからもどうぞよろしくお願い致します。 
事務  岩野 江里子 

  
 

  
（職員紹介） 



   

  編集後記 

 

つい先日、お正月を迎えたような気がしますが早いもので５月に入りました。だいぶ暖かくなり、桜

もあっとゆう間に咲き終わってしまいました。今回もいろいろな記事を登載しておりますので是非ご

覧ください。また、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 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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