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救急救命士病院実習救急救命士病院実習救急救命士病院実習  

＜介護保険制度についてのご紹介＞ 

疲れを回復する食事疲れを回復する食事疲れを回復する食事   



  

 8月17日～18日にかけて当院では昨年に引続

き、夏季セミナーが開催されました。さつま町に

ある京セラリゾートホテルの会議室にて、14時～

19時にわたり各所属の発表が19演題、坂元先

生、石井先生、後庵局長、中尾先生、前田先生

による特別講演が5演題と昨年よりたくさんの発

表・講義があり、非常に有意義な夏季セミナーと

なり大盛況でありました。夏季セミナーの合間で

はリフレッシュするためにホテルの娯楽施設も使

用して心身ともに成長することの出来た2日間で

した。今後も院内でのセミナーなども計画してい

き、病院全体で、ますます成長できれば幸いで

す。 

 

～平成23年度 夏季セミナー 主な発表・講義～ 

 

一般演題 

看護部（7演題） 放射線科（3演題） 検査科（1演 

題） リハビリ（1演題） 地域連携室（1演題） 介護 

（1演題） 事務（3演題） 電子カルテシステム 

委員会（報告） 救急救命（５ヶ月を振り返って） 

 

【特別講演】 

 坂元 健一先生（脳神経外科） 

 石井 祐司先生（頭頚部外科） 

 後庵 博文局長（危機管理局） 

 中尾 正一郎先生（循環器内科） 

 前田 茂先生（放射線科） 
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当院の取り組みがNHK教育「福祉ネットワー

ク」、NHK総合「ゆうどきネットワーク」、MBC

「ニューズナウ」で放映されました。 
 

放映後の反響も凄くNHKでは再放送までさ

れました。 
 

その後、当院へはHALについての問い合わ

せが多数あり、遠くは北海道からご相談が

ありました。その他にも東京、神奈川、愛

知、山口、愛媛、宮崎、鹿児島、沖縄などか

らの問い合わせもあります。 
 

当院では皆様のお問い合わせに対し、地域

医療連携室の職員が対応させていただいております。 
 

内容としまして「どういった人にHALは使えるのですか?」、「実際にHALの治療を受けてみたい

です。どうすれば良いですか?」「近くで使える場所はないですか?」などの質問が多く、この他

にも多数のご質問をいただきました。 
 

その都度、皆様のご希望・ご要望にお答えできるように心をこめて対応させていただいており

ます。 
 

実際にHALを使用しリハビリを実施した方からの意見として、「これはすごい」、「新しい歩き方

を教えてくれている感じがする」、「この歩き方を覚えたら生活が変わるかもしれない」、「長い

間自己流の歩き方をしていたが、HALを使って歩いた感じの方が普通に近いし疲れも少なくて

いいですね」等のご意見を受

けております。 
 

まだまだ当院の取り組みは

始まったばかりではあります

が、皆様のご希望にお応え

で き る よ う な 医 療 を 志 し

日々努力をして参りたいと

思います。 

 

ＨＡＬのお問い合せ 

ＴＥＬ 0995-47-3100 

ＦＡＸ 0995-47-3319 

地域医療連携室 内線１１４ 

            若松まで 
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救急救命士病院実習救急救命士病院実習救急救命士病院実習  
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霧島市消防局に勤務しています小濱で

す。 

消防・救急という仕事に携わり1６年目にな

ります。 

今年４月に私が目指していました救急救命

士に無事に合格しました。救急救命士とし

て活動するには病院で一定期間の実習を

行いはじめて現場で処置ができます。縁が

ありまして霧島記念病院さんでその実習を

させて頂く事になりました。初日より院長先

生をはじめスタッフの皆さんに快く受け入

れていただき、患者様に接する姿勢、さま

ざまな症状の観察方法や検査までの流

れ、入院患者様の介護やリハビリ、退院後のケア、デイケアでの高齢

者の方とのふれあいなど約一ヶ月間で、とても有意義な実習を終える

ことができました。 

 今後、救急救命士として

現場で活動しますが今回の

実習で経験し学んだことを

糧に日々努力し訓練を重ね

一人でも多くの命を救える

よう頑張っていきます。 

また今後も霧島市の地域

医療が向上するよう医療現

場と消防が連携を取り合い

住みよい街を作っていきま

しょう。 

救急救命士  

小濱 竜一 さん 
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 平成２３年６月２２よりグラス・テクノロジープロダクト コメットシリーズのデ

ジタル脳波システム(CMXL-E)を新たに導入致しました。 

 この脳波計の特徴は電極ごと入力ボックスの取り外しができるため電極を付けたま

までも検査途中でトイレに行くことができ、患者様への精神的な負担が軽減されると

思います。またコンパクトで可動式なので、今まで固定の検査室でしか出来なかった

検査が病室でも可能となりました。 

 

脱着式入力BOX 

脳波とは？ 

 脳はその活動にともなって、非常に微弱な電流を流

し続けています。その微弱な電位差は頭部の表皮上で

たえず変化しています。その電流を誘導して増幅器で

増幅させ、波形として記録したものが脳波検査です。 

  

 てんかんでは、発作の種類(小発作、大発作、精神

運動発作など)によって特徴的な波形を示すため、診

断上欠かすことのできない検査です。また、頭部外傷

で脳の組織は壊れてはいないが働きが悪くなった場合

でも、脳波の波形によって脳の活動の変化や機能的異

常を知ることができます。 

脳波で何がわかるの？ 

 ベッドに仰向けに寝て、頭に十数個の電極を

ペースト(糊)で取り付けます。安静のまま目を

開いたとき、目を閉じたとき 、深呼吸をした

ときなどの脳波を調べます。 

 てんかんなどでは光や音の刺激を与えながら

測定します。また、睡眠中の脳波を測定するこ

ともあります。 

 けいれんを起こしたとき、意識障害がみられるとき、症状に

は出ない軽い意識障害をみつけようとするとき、てんかん発作

が疑われるときなどに行われ、脳腫瘍などの診断にも用いられ

ています。 

どのような検査？ 

脱着式入力BOX 

脳波電極装着位置 
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＜介護保険制度についてのご紹介＞ 
   Vol1.介護認定の手続き～申請から認定までの流れ～ 

 

◎ 介護保険のサービスが利用できる方とは？ 

要介護認定の申請を行い、認定を受けている方 
 

◎ 要介護認定の申請ができる方 

① 65歳以上の方 

② 40歳～65歳未満の方で特定疾病のある方で医療保険に加入している方 
 

◎ 手続きの方法 

お住まいの市町村（市役所、役場）の介護保険担当窓口で申請をします。 

（申請書に住所･氏名・連絡先・かかりつけ医等を記入し申請します） 

手続きはご本人だけではなくご家族や指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、成年後見人、

地域包括支援センターが代行することもできます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

介護認定を受けた後の詳しい介護サービスの内容は次回ご紹介します。 

介護保険サービスのご利用、介護申請の手続きについては地域医療連携室でご相談を賜ります。

お気軽にご相談下さい。 

最寄の市役所・町村役場の介護保険窓口や地域包括支援センターでもご相談いただけます。 
 

                                 地域医療連携室 

訪問調査 

心やからだの状態をしらべるため

に調査員が訪問し、聞き取りを行

ないます。 
 

主治医の意見書 

主治医宛に市町村から意見書が依頼

され、介護を必要とする原因疾病な

どを記載します。 

訪問調査の結果がコンピューターで分析され要介護状態区分が導き出されます。 

二次判定 

一次判定の結果や主治医の意見書をもとに保険･医療・福祉の学識経験者に

よる介護認定審査会が開催され要介護区分が判定します。 

認定結果   ・非該当 ・要支援１・２ ・要介護１～５ 

介護申請 

一次判定 
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カードでの支払いを希望され

る方のために、平成２３年４

月より当院にもカード支払機

が導入されました!!! 

当院ではＪＣＢグループ(JCB

ｶ ｰ ﾄ ﾞ、AMERICANEXPRESS、

Diners Club、DISCOVER)やト

ヨタファイナンス株式会社

（TS3ﾃｨｰｴｽ ｷｭｰﾋﾞｯｸ、VISA、

Master Card）等がご利用い

ただけます。 

国民健康保険または後期高齢者医療広域連合の保険証、減額証または限度額認

定証をお持ちの方は現在お持ちの分が７月３１日までの有効期限になっておら

れる方が多いと思います。市役所より新しい保険証および限額証がご自宅に郵

送されていると思いますのでお時間がある時に受付窓口までお持ちいただきま

すようご協力お願い申し上げます。 

※限度額認定証につきましてはご加入されております各保険

者に再度手続きをお願いいたします。 
 

※また、受診の際は必ず月始めに、入院されている方はお支払い

の際に１度受付窓口まで保険証の掲示をお願いいたします。 
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『人間は教育によってのみ、人間となる』これは私がまだ２０代前半のころ、教育委

員会の車に大きく掲げられていた言葉である。もとより、浅学菲才、血気盛んなだけの

私には、その言葉の持つ重みなど解るはずなどなく、教育＝学歴という短絡的な理解し

かできなく当時の教育長に噛みついた苦い思い出がある。しかしながら、こんな私でも

馬齢を重ねるにつれ『教育』という言葉の重みがひしひしと伝わってきた。人間は日常

の生活、すなわち生きていることが日々教育を受けている事だと気付かされた、母親の

胎内に宿り、そして生まれ出たその瞬間より取り巻く多くの人々や物により教育は始

まっているのだ、『教育』、これを紐解くと『教え育む』である、では現代社会ははた

してそうだろうか、ややもすると『育む教える』の人が増えているのではと思う、学校

ではモンスターペアレントと呼ばれる父兄が増えているという、そういう人こそ生かさ

れている自分、生かされている社会に感謝しながら日々過ごしてほしい。 

末筆ながら若気の至りとは言え、理解できず噛みついた今は亡き教育長に紙面を借り

て詫びるとともに冥福を祈るのみである。           

                            合掌 

 通所リハビリテーションに新しい送迎車両を導入

しました。 

 真っ白な車体に、広くて綺麗な内装、大きなス

テップ、随所にある手すり、などによりこれまでの車

両よりも何倍も安全・快適に送迎の時間を過ごして

いただけます。 

 また、この車両の最大の特徴は、電動リフトを装

備していることです。車椅子を使用される利用者様

も安心・安全に乗車できるよう、後方に電動リフト

が付いており、利用者様が車椅子に乗ったまま、最

大で２名乗車することができます。 

 利用者様からも「車に乗るのがとても楽になった」

と喜びの声をいただき、非常に嬉しく思っています。  

 送迎スタッフも気持ちを新たに、安全第一はもち

ろん、これまでよりも快適に送迎の時間を過ごして

いただけるように努めてまいります。 



 

 

昨年に引続き、霧島記念病院ゴルフ部、ゴルフ

研修生のごとくバスに乗り合わせフェニックス

カントリークラブへ行って来ました。天気にも

恵まれ、鮮やかなグリーン色のじゅうたんの上

でラウンドしました。結果はというと、やはり

男子プロツアーが行われる難コース、普段のプ

レイが出来ず散々な結果でした、しかし、みん

な楽しんでプレイしていました。また、夜は地

鶏の炭火焼等食べながら、ゴルフ反省会が行わ

れ、みんな練習不足を実感していました。 

次回に向けてそれぞれいい目標が出来ました。 
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ＫＨＰバレーボール大会 in 串良 
6月19日 串良にて開催された ＫＨＰバレーボール大会（鹿児島県病院･医院バレーボール大会）

に出場しました。 

  対戦結果は 

県内より参加チーム23チーム、決勝トーナメント進出12チームの中に入り 

トーナメント１回戦    対 霧島杉安病院 2－1勝利 

 準々決勝   対 加治木整形外科病院 0－2敗退 
 

予選、決勝トーナメント全試合中2試合がフルセットという激闘の結果、ベスト８という成績を

残すことができました。 

まだまだ悔しさの残る結果でもありました

が、私たち霧島記念病院はどのチームよりもベ

ンチ・プレーヤーが一致団結したチームワーク

を発揮し、他のチームや審判の注目を浴びるほ

ど盛り上がっていたように思います。 
 

これからも霧島記念病院バレーボール部は

チームワークを深め、優勝目指して励みたいと

思います。 

次は秋に姶良地区でＫＨＰ秋季大会が開催さ

れる予定です。是非皆様の応援もよろしくお願

い致します。 
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（職員紹介） 

初めての体験が多く、日々勉強させていただいています。 

まだまだ慣れない事ばかりで、大変迷惑をかけると思いますが、

一生懸命頑張っていきますので、よろしくお願いします。 

４月から２階病棟で勤務させていただいてます。 

院長を始め、スタッフの方々に御指導をいただき充実した日々を

送っています。 

これからも知識を深め皆様に信頼される看護師を目指していきた

いと思っております。 

入職して６ヶ月が経ちました。 

分からない事ばかりですが、３Ｆスタッフの方は忙しい中でも細

かく丁寧にご指導してくださりありがたく思っています。 

ご迷惑かけると思いますが頑張りますのでよろしくお願いしま

す。 

入職からいつの間にか半年が経過しました。脳外科は初めてで、

入職当初はとまどうことばかりでした。現在も日々勉強の毎日で

す。 

さらなるスキルアップを目指して努力して参りたいと思います。 

介護士 尾崎 天章 

看護師 須田 美代子 

看護師 中原 さとみ 

看護師 町元 真子 

入職して３ヵ月が過ぎました。 

まだまだ分からない事も多く、みなさんには、ご迷惑をおかけす

ることも多いと思いますが、色々な事を学び、自分自身成長して

いければと思います。 

介護職員 坂口 舞 
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今年３月に短大を卒業し４月より当院へ入職いたしました。まだ

わからないことや至らない点があり、ご迷惑をかけていると思い

ますが、少しでも皆様のお役にたてるよう頑張りたいと思いま

す。これからも宜しくお願い致します。 

 みなさん初めまして。今年の四月より事務の部署で働かせて頂

いております。現在は受付と秘書を行き来しています。医療関係

は初めてですので、不安や分からないことも多くありますが、早

く患者様や職場の方の役に立てるように精一杯努力して行きたい

と思います。ご迷惑かける事等多々あると思いますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

事務 長野 麻美 

事務 横枕 虹 

 

 

 
 

この時期は、夏の暑さによる体温調節や多量の発汗からくる脱水、食欲不振からくる栄養障害

などによって、身体に負担がかかり体調を崩しやすくなります。 

食事をしっかり摂って、夏の疲れを回復しましょう！！ 

 

①１日３食、できるだけ決まった時間に食事をしましょう。 

②消化がよくなるよう、よく噛んで食べましょう。 

③食後３０分は休憩しましょう。 

④良質のたんぱく質を積極的に摂りましょう。 

⑤ビタミン・ミネラルが不足するとエネルギーが有効活用されず、乳酸（疲労物質）がたまって疲

労を招くので、十分摂りましょう。 

 

疲労回復に有効な栄養素はビタミンB1・B2です。 

ビタミンB1は、豚肉・うなぎ・豆類・ごま・ほうれん草など 

ビタミンB2は、レバー・ぶり・さば・いわし・納豆・牛乳・卵・などに多く含まれます。 

 

夏の疲れをしっかり回復して、食欲の秋を迎えましょう！ 

疲れを回復する食事疲れを回復する食事  

霧島記念病院に入社して4ヶ月がたちました。以前は眼科専門の

病院でお仕事させていただいておりました。 

初めて経験することが多く、戸惑うこともありますが今までの経

験も活かし頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。 

事務 岩下 文子 



  編集後記 
            

皆様いかがお過ごしでしょうか？東日本大震災発生から約半年が過ぎようとしています。節電等

にも気を使うようになってきましたが、気をつけるあまり体調をくずしたりしては元も子もあり

ません。空調や食事など配慮し毎日元気で過ごせるようにしたいものです。 

今回で第９回目の広報誌発行となりました。皆様にたくさん情報を届けたく作成致しましたので

是非ご覧くださいませ。 

ご意見・ご要望等随時受け付けておりますのでよろしくお願い致します。 

                                   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 

 

 霧島記念病院広報誌 （１２） 

パソコン診療予約パソコン診療予約パソコン診療予約   

http://ssl.doctorqube.com/kirishima/ 

自動応答電話による診療予約自動応答電話による診療予約自動応答電話による診療予約   

TEL.０９９５-４８-９９３３ 

携帯電話診療予約携帯電話診療予約携帯電話診療予約   
携帯電話からの診療予約はこちら 


