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（職員紹介） 

Ｖｏｌ．10 

保湿剤の種類と特徴 



新たな時代と日本の医療、当院の診療 

寒い日々がまだまだ続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？いよいよ

2015年がスタートしました。 

2014年を振り返りますと、明るい話題として科学部門では2014年度ノーベル

物理学賞を鹿児島県出身の赤﨑勇先生，天野浩先生，中村修二先生が受賞

されたことが挙げられました。今回の受賞理由は「高輝度・低消費電力白色光

源を可能とした高効率青色LEDの発明」で，まさに応用物理学分野からの受賞

で日本の研究の優れた業績を称えたものであり、非常に意義深いものと思わ

れました。医療分野では山中教授のiPS細胞がいよいよ臨床治験を開始してお

ります。脳梗塞もその一つとして考えられています。神経も再生医学の恩恵を

得ることが出来るようになると考えると素晴らしいことだと思います。 

実社会に目を移しますと円安ドル高の影響でリーマンショック以来の株価上昇

で景気は改善したかのように思われますが、実態はどうでしょうか。消費税は昨

年4月から8％に上昇し国民の生活全体はさらに困窮するに至りました。 

また政治面ではロシアがクリミアを併合し集団的自衛権の行使の閣議決定、

アベノミクス、ＴＰＰ（Trans Pacific Partnership）問題、ブラジルｗ杯、など諸外

国での出来事が日本経済に影響を及ぼすことを再度認識した年であったと思

います。 
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医療法人健康会 

理事長 坂元健一 



海外との関連として昨年は上海から患者様が来院されました。私が東京で手

術した患者様でした。上海といえば中国の動向も尖閣問題や経済状況など気

になる所です。 

 

医療分野では第6次医療法改正及び4年に一度の2014年診療報酬改定があ

りました。医師会では地域包括システム作りが進められており、救急医療分野

も選別が行われようとしています。  

 

 

霧島記念病院は地域に愛される脳神

経外科、循環器科の専門病院としての

位置づけを堅守し、地域の脳卒中診療、

循環器救急医療を進めて参りたいと考

えております。 

地域包括ケアシステムが叫ばれ、7：1急

性期病院は削減の方向に決定しました。

当院は10：1でしたので比較的大きな影

響なく運営できました。日常業務は毎日

戦争のような日々で、多数の患者様が

来院されました。手術件数も125件を超え、徐々に脳外科らしい病院となりつ

つあることが実感されます。 

今年具体的取り組むものとして3.0ＴＭＲＩの導入による脳ドック、心臓ドックの

開設が予定されております。 

3.0Ｔ ＭＲＩが導入されますと、冠動脈疾患、心筋疾患などが造影剤の使用な

く描出可能となってくると思われ、患者様の肉体的負担が軽減されます。 

各職種全員一致協力して邁進して参ります。今年もどうぞよろしくお願いしま

す。 
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当院では脳ドックセンターシステム開設に伴い講演会を１１月１６日（日）

ホテル京セラにて開催いたしました。 

講師として脳神経外科で「神の手」と称されるデューク大学 脳神経外科 

福島孝徳 教授をお招きし、最新脳神経外科の話題に加え、脳外科救

急医療に第一線でご活躍される先生方をお呼びし、脳卒中予防と治療、

脳卒中救急医療に関するご講演をしていただきました。 

福島 孝徳 先生プロフィール   在米24年 
 

カロライナ脳神経研究所、デューク大学とウエスト・

ヴァージニア大学の教授を勤め、 

脳神経外科顕微鏡手術の「全米トップの権威」と評さ

れる。 

スウェーデンのカロリンスカ研究所、フランス・マルセ

イユ大学の教授、イタリア・ 

ローマ大学、ピサ大学、ドイツ・フランクフルト大学の

客員教授も兼任する。 

生涯現役! 世界を駆ける 天才脳外科医 

     福島 孝徳 先生 

脳脳をを守守ろうろう  
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福島孝徳教授 ご講演の様子 

福島孝徳教授 

講演会場 

坂元健一院長 

多くの方々のご協力のおかげで当院｢霧島健康フォーラム講演会｣が無事に終了い

たしました。 

今回は特別講演といたしまして福島孝徳先生をはじめ脳外科救急医療に第一線

でご活躍される先生方をお呼びし公演を行っていただきました。 

福島孝徳先生の分かりやすくユーモアあふれる講演はご来場された方々の心をつ

かみ会場内が大盛況となりました。 

また、無料医療相談や測定コーナーでも多くの方々にご来場していただきました。 

今回無事に講演会が終了いたしましたのも皆様のご支援の賜物と心よりお礼申し

上げますと共に皆様の益々のご健康をお祈り申し上げます。 
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 Ｖｏｌ．10 

 気温が低くなり、体調を崩

している方も多いのではない

でしょうか？冬は、ノロウイ

ルス等による急性胃腸炎も

流行します。ノロウイルスの

感染経路は、食べ物や手指

を介してであり、感染力が強

く集団感染することがありま

すので、激しい下痢や嘔吐

などの症状がみられた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。  
 

急性胃腸炎の症状  
 通常、これらの症状が1～2日続いた後、治癒し後遺症もありません。また、感

染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。  

 

予防方法 
1.外出先から帰ってきた時や食事前、調理前に手洗い・うがいの徹底をする 

2.食品は十分に加熱する 

3.十分な睡眠と栄養をとって、体調を良好に保つ 

4.まな板や包丁等の調理器具は、熱湯または＊次亜塩素酸ナトリウムで消毒する 

5.吐物や便を処理する時には、必ず手袋・マスクをする 



お腹の調子が悪い時の食事 
 嘔吐や下痢が頻繁にみられると体力を消耗しやすいので、スポーツ飲料

水などで水分補給をし脱水に注意しましょう。また、止しゃ薬（いわゆる下痢

止め薬）は、病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望まし

いでしょう。そして食事は、消化に悪い物や刺激になる物を避け、消化によ

いものを食べるようにしましょう。  

 

消化によい物 
 

柔らかいご飯、おかゆ、うどん、煮た野菜や芋（薄味に）、すりおろしリンゴ、豆腐 

 

 

消化に悪い・刺激になる食べ物 
 

食物繊維の多い物（キノコ・コンニャク等）   

香辛料・香味野菜（にら・ねぎ・にんにく等）、アルコール飲料、炭酸飲料、カフェイン飲

料 すりおろしリンゴ 、酸っぱい物、柑橘類のジュース、牛乳、冷たい物、お菓子 

＊次亜塩素酸ナトリウム（漂白剤：ハイター、ブリーチ等） 

 次亜塩素酸ナトリウムは、金属腐蝕性があるので包丁等の金属類は、消毒

後５～１０分経った後に必ず水拭きしましょう。  

 

次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法（希釈倍率） 

衣類などの浸け置き、便や吐物が付着した床 0.1％ 
（1000ppm） 500mlのペットボトル1本の水に10ml（ペットボトルのキャップ2杯）  

食器などの浸け置き、トイレの便座やドアノブ、手すり、床等 0.02％ 
（200ppm） 500mlのペットボトル1本の水に2ml （ペットボトルのキャップ1/2杯）  
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頸動脈が動脈硬化でほそくなる病気です 

頸動脈は、大動脈からの血液を脳に流す

太い血管です。頸動脈は、頭の中に血液を送る血管（内頸動脈といいます）

と顔のほうに血液を送る血管（外頸動脈といいます）に首の部分で分かれま

す。ここを頸動脈分岐部といい動脈硬化の好発部位です。「頚部頸動脈狭窄

症」とは、この頸動脈分岐部で動脈硬化が発生し、頸動脈が細くなる病気

です。これが原因で、脳への血流が低下したり、また狭くなった部分から血

の塊や動脈硬化の破片が脳の血管に流れて脳血管をつめ、脳梗塞をおこした

りします。 

頸動脈狭窄症とは？ 

頸動脈エコーとは、身体の外から超音波をあてて頸動脈の中をみる検査です。 
頸動脈は脳へ直接つながっていて血液を送っている非常に重要な血管です。 
動脈硬化検査では心臓血管の動脈硬化の程度を推測する検査ですが、頸動脈エコー
では首の動脈をエコーで見ることにより、全身の動脈硬化の程度が測定できます。 

動脈硬化は自覚症状がなく進行し、また心臓病や脳血管障害などいろいろな病
気を起こす要因となるので、注意しなければいけない疾患です。 
脳梗塞や心筋梗塞がおこる前段階で、早期の動脈硬化が 
ないかどうか、動脈硬化検査とともに頸動脈エコーをうける 
ことをおすすめします。 



 

NIRS画像 : HAL無し NIRS画像 : HAL有り 

HAL ( Hybrid Assistive Limb ) やTMS 

( Transcranial Magnetic Stimulation : 経

頭蓋磁気刺激 ) 

などのリハビリ治療の評価に用いられ

る装置です。 

治療を行いながら、脳活動の変化を知

ることができます。 

脳出血による麻痺を起こしている患者にてHALを用いてリハビリを行った場合と

HALを用いないでリハビリ治療を行った場合の脳活動状態を比較しました。左は

HALを用いないで、右はHALを用いてリハビリ治療を行い、その時の脳活動状態を

NIRSで計測しています。HALを用いない場合よりも用いた方が脳活動が活発である

ことが分かります。 
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保湿剤の種類と特徴 

分類 当院採用薬名 先発薬品名 

尿素製剤 ウレパール ウレパール 

ヘパリン類似物質製剤 
ヘパリン類似物質クリー

ム0.3％ 
ヒルドイド 

１．尿素製剤 
 尿素を10～20％含有するクリーム（ウレパール） 

① 角質の水分保持増加作用 

② 角質の溶解剥離作用 

 尿素は角質層の天然保湿因子（NMF）の構成成分で水分保持力が高まります。 

これはとくに20％含有クリームについて言えるもので、肥厚している角質層を菲薄

化し、角化皮膚をしっとりさせ、皮膚を正常化することにあります。 

 

２．ヘパリン類似物質製剤 

 酸性ムコ多糖類の一種であるヘパリノイド（へパリン類似物質）を有効成分とする

血行促進・皮膚保湿剤（クリーム） 

① 皮膚角層の水分含有量を増加させ、水分の保持能を高めます。 

尿素製剤に比べ高い保湿能を示します。ヘパリンはムコ多糖であるという点でヒア

ルロン酸類似の水分保持作用を示します。あくまで水分を取り込む作用なので、水

分が皮膚表面に残っている状態で使用するのが望ましいです。 

② 良好な経皮吸収を示します。 

経皮的に皮内から皮下へと浸透したヘパリン類似物質は、最終的に血管壁を経て

血行に入るか、あるいはリンパ行性に吸収されるので、水分の保持、体液や電解

質の交換に重要な役割を果たし、ガス交換、酸素の供給、組織の栄養にあずかり

ます。 

③ 血流量増加作用を示す。 

ヘパリンはATⅢ（アンチトロンビン）を活性化して、トロンビンがフィブリノーゲンを

フィブリンに変えるのを抑制し、抗凝血作用を示します。簡単に言えば血行促進物

質というところです。 



 霧島記念病院広報誌 （12）  

平成26年12月8日から5日間、ある高校の学生さんが職場体験学習で来られました。 

期間中、12月11日にリハビリテーション科へ1日体験学習で来られていたので、簡単にどんな感じ

だったか今回記事にいたしました。病院での実習．．．どんな感じか気になりますよね（笑）？ 

学生さんが見学されている中、スタッフも改めて、気を引き締めていろいろと説明させていただきまし

た。 

今回は 

～午前～ 

  9：30～リハビリ科 科長からの説明 

オリエンテーション（リハビリテーション科の説明） 

  9：40～作業療法士からの説明 

作業療法の説明、症例紹介（資料を元に）、日常生活動作に対するアプローチ 

  10：40～言語聴覚士からの説明 

     言語療法の説明、療法中の見学、治療の実践（口腔顔面運動、注意機能課題） 

～午後～ 

  13：30～理学療法士からの説明 

     理学療法士の説明（装具、杖、車椅子など）、治療について（脳血管障害の方） 

  14：15～HALの説明 

     HALのビデオ観賞、HALを使用しての説明 

  14：40～あんま・マッサージ師からの説明 

     実際のマッサージの体験 

 

＜学生さんの感想・様子＞ 

説明中、緊張されている様子も見受けられましたが、メモを取るなど真剣に説明を聞かれていまし

た。 

慣れてくると、質問等され、実際に体験をしてみたいという言葉も聞かれてきました。 

「今までリハビリということは知っていましたが、リハビリの中にもたくさん職種があるとは思いません

でした」 

などの言葉も聞かれました。 

 

～実習生への説明風景～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜HALの説明中＞              ＜更衣動作の説明中＞ 

両方とも学生さんが 右側にいますよ～（笑）  
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（職員紹介） 

平成２６年１１月１日付で事務 

長として着任させていただきま 

した永野義美です。 

桜島で生まれまして学校卒業後 

約１８年間を自衛官として勤 

務、その後約２０年間、桜島の 

海でブリ・カンパチのかん水養 

殖業を経営しておりました。そ 

の後、約１０年間重症心身障害 

児（者）施設で事務長として勤 

務し現在に至っております。 

経歴・資格等何ら記すべき物の 

ない自分ですので、約１ヶ月を 

経過した現在、自分の目で見て 

感じた事をのべて見たいと思い 

ます。 

 

この間における最大の行事は、何よりも福島孝徳先生・講演会の企画・運

営を病院の職員が一丸となり準備に取り組み、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ部まで大きなト

ラブルもなく、３００名近く来場されたお客様が笑顔で会場を後にされた

事ではないかと思います。 

準備に着手してからの約３ヶ月間・通常の病院業務をこなしながら、パン

フレット・チラシの作成・配布、会場の調整・準備、６回の調整会議、展

示パネル作製等々、試行錯誤を繰り返しながらも各部署・各人が常に前向

きに取り組む姿勢には、私自身新人ながら頭の下がる思いと同時に病院全

体の秘められた『底力』を強く感じさせられました。 

これからは、理事長先生の御指導のもと、職員の方々と共に霧島記念病院

の円滑な業務運営に努めたりと決意をしているところでございます。 

皆様の御支援・御協力をよろしくお願いいたします。 

事務長 永野 義美 
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仕事で奄美大島に行ってから6年経ち、地元に戻ってきました。 

看護師経験もまだまだ少なく、知識と技術をスキルアップしたくて霧島記念

病院へ入職させていただきました。 

患者様一人一人に合った看護を提供し、笑顔になってもらえるように頑張り

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

看護師  高塚  美沙

１１月から外来看護師として勤務させていただいています。 

今まで病棟業務をしていたので外来の流れにまだ戸惑っていますが、患者様に

安全安楽な看護を提供できるように日々頑張っていきたいと思います。半日の勤

務でなかなか皆様にお会いする機会が少ないのですがよろしくお願いいたしま

す。 

看護師  安永 めぐみ 

お疲れ様です。10月1日から2階、介護職で勤務することになりました。 

全力で業務に取り組み、患者様に喜んで頂けるよう頑張ります。 

今までの経験を活かし、明るい病棟にしたいです。  

自分は奈良県出身です。奈良のことで聞きたい事があればなんでも聞いて

下さい 

介護 山田 泰顕 

「皆さま、はじめまして。９月より介護職として勤務しております石田と申しま

す。介護職は初めてで、慣れない部分がありますが、皆さまの笑顔で元気

をもらい、少しでも治療のお役に立てるよう頑張ります。これから宜しくお願

いします。」 

介護 石田 和哉 

放射線技師として勤めさせて頂き約半年がたちました。 

まだまだ未熟者ですが日々の業務の中でどんどん知識を付けていき、一人前に

なれるように頑張っていきたいと思います。 

恩師の言葉に「忙しいとき、辛いときこそ笑顔を絶やすな」と教えられ、その言葉を

胸に秘め常に笑顔で皆様に接するように心がけて、患者様達に不安を感じさせぬ

ように取り組んでいきます。 

検査でわからないことや不安なことがあれば気軽に訪ねてください。 

どうぞよろしくお願い致します。 
放射線 中園 拓也  
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４月より臨床検査技師として入職させて頂いた末廣です。 

まだ未熟な点も多いですが、日々勉強に励みながら一生懸命頑張り

ますのでよろしくお願いします。 

検査技師 末廣 紀子 

こんにちは。今年の7月末より事務として入職致しました安楽です。 

入職して4か月が経ちました。たくさんの方のお力をお借りしながら日々勉

強させて頂いています。 

まだまだ未熟ですが、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。 

事務 安樂 由利香 

こんにちは、3階病棟クラークの地福です。 

入職して8ヶ月経ちますがまだまだ未熟者のクラークちゃんです。 

1日も早く「地福」と名前で指示がもらえるよう頑張ります！！笑 

これからも宜しくお願いします。 

事務 地福 栞菜 

7月に入職しました、作業療法士の田中美帆です。 

まだまだ慣れないことも多いですが、周りのスタッフや患者様に助けら

れながら楽しくリハビリをしています。 

これからよろしくお願いします。 

作業療法士 田中 美帆 

 

初めまして。12月より地域連携室で勤務させて頂いております美坂と申しま

す。まだまだ慣れない部分も多くご迷惑をおかけすることもあるかと思いま

すが、一生懸命努力していきたいと考えておりますので、宜しくお願いいた

します。 

連携 美坂 真一郎 



  編集後記 
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願

いいたします。 

日中もだいぶ冷え込んできます、体調管理には十分にお気をつけ下さい。 

19回目の広報誌発行になりました。講演会・病気・検査・栄養等いろいろな情報を掲載

させていただいていますので、是非ご覧になって下さい。これからも広報誌をよろしく

お願いします。    

                                     霧島記念病院 広報委員 井手 大剛 

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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