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（職員紹介） 
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脳腫瘍に対する「鍵穴手術」の考案者と

して知られ｢神の手を持つ男｣として世界

でも高く評価されその名が広く知られて

おります脳神経外科医・福島孝徳先生

が、平成25年4月1日、霧島記念病院に

来院されました。 

当院理事長は、アメリカ、日本で福島孝

徳先生にご教授頂いており、師弟関係に

ありこのような機会が実現いたしました。 

福島孝徳先生より、中核病院としての誇

り、24時間救急の重要性、健康や患者

様に対する姿勢等職員に対しての励まし

のお言葉を頂きました。 

また、色紙には『希望』・『努力』・『前進』

のありがたい言葉を頂き、職員一同より

高いレベルの医療を目指して行く決意を

改めていたしました。 



 霧島記念病院広報誌 （３）  

 

経歴 

1942年 東京都生まれ。 

1968年 東京大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院脳神経外科臨床・研究医員に。 

1978年から東京大学医学部附属病院脳神経外科助手、1980年から三井記念病院脳神経外科部長を

勤め、頭蓋底の鍵穴手術法を確立。 

1989年～1990年 ロサンゼルスUCLA脳神経外科にて頭蓋底手術プログラムを開設。 

1991年 南カリフォルニア大学医療センター脳神経外科教授に就任。米国永住を決意。 

1994年 ペンシルバニア医科大学アルゲニー総合病院脳神経外科教授、アルゲニー脳神経研究所

頭蓋底手術センター所長を歴任。手術や講義のために世界を駆け巡りながら、後進のため頭蓋底手

術実習セミナーを開催。 

1998年 カロライナ頭蓋底手術センター所長およびデューク大学脳神経外科教授に。 

現在、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。 
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☆抗血小板薬 

脳梗塞の再発予防には、血小板の働きを抑える「抗血小板剤」を、そして

心房細動からの脳塞栓の予防には、凝固因子の働きを抑える「抗凝固

剤」の2種類が使用されます。 

 

脳梗塞にはいくつかのタイプがあり、それぞれで危険因子が異なるため、

予防に使われる薬剤が異なります。 

脳梗塞の再発予防に使われる薬剤 
～抗血小板剤と抗凝固剤～ 

血小板の働きが活発化するのを抑え、血栓をできにくくするのが抗血小板薬で、そのうち代表

的なものがアスピリンです。日本人は白人に比べ、アスピリンへの感受性が高く、アスピリンに

よる脳出血等の出血も、極めて起こりやすいです。アスピリンは、血小板の働きを活発化する

ために必要なトロンボキサンA2を作るシクロオキシゲナーゼという酵素の働きを抑えることに

よって、血小板同士の結合、血小板の働きを活発にする物質の放出を抑え、効果を発揮しま

す。内服後、1日で最高に達し2日で安定します。（4時間で抗血小板作用出現、10時間で効果

最高にという文献もあります。） 

 

血管が粗面化すると血小板が凝集しやすく、脳血栓における脳動脈の粗面化による血栓形成

を抑制するためには、抗血小板薬が必要となってきます。 

 

経口抗血小板薬にはアスピリン（院内：バイアスピリン、バッサミン）の他、クロピドグレル（院

内：プラビックス）、チクロピジン（院内：ピエテネール）、シロスタゾール（院内：プレタール）など

があります。それ以外に効果は弱いですが、イフェンプロジル（院内：セロクラール）やイブジラ

スト（院内：ピナトス）も抗血小板効果を持つ薬剤です。   

☆抗凝固剤 

心房や心室に血液がうっ滞するとフィブリン活性が上昇しやすく、心臓や下腿静脈などに塞栓

源が存在する場合、凝固系を抑制する抗凝固薬が必要となってきます。 

抗凝固薬のうち注射薬としてはヘパリン（院内：ノボヘパリン）、低分子ヘパリン、アルガトロバ

ン、ダナパロイドナトリウム、フォンダパリヌクス（4剤とも院内採用なし）が使用されています。 

経口投与できる抗凝固薬にはワルファリンが使われてきました。             

ワルファリンは、直接、凝固因子を抑えるわけではないので、飲み始めから作用が安定するま

でに時間がかかります。また、その作用に影響する遺伝子が人によって異なるため、効き方に

違いがあり、さらに体調や食事内容などによっても効果が変わることがあります。   

そこで服用中は、効果の程度を定期的に検査し、服用量を調節する必要があります。そのた

め「プロトロンビン時間（PT）検査」が行われ、これを国際標準化プロトロンビン比（INR）で表示

します。 
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ワルファリンの効果はビタミンKによって減弱します。

そのためビタミンKを多量に含む納豆、青汁、クロレラ

はワルファリンの効果を弱めるので食べないようにす

る必要があります。 

 

ワルファリンの作用を増強する薬としては、抗てんか

ん剤、解熱鎮痛消炎剤、精神神経用剤、不整脈用剤、

利尿剤、高脂血症用剤、消化性潰瘍剤、ホルモン剤、

痛風治療剤、酵素製剤、糖尿病用剤、抗生物質など

があり、一方、作用を弱める薬として代表的な物はビ

タミンＫ含有剤として、骨粗鬆症の治療薬グラケーが

あります。 

 

さて、ワルファリンは定期的な検査が必要なことに加え、食事などの影響を受けやすく、常

に注意が欠かせません。このため、定期的に検査を受けなくても、一定の量を使うことが

できる経口凝固薬の開発が進められました。 

 

2011年1月、直接トロンビン阻害薬のダビガトラン（院内：プラザキサカプセル）が発売され

ました。ダビガトランは、トロンビン活性部位に競合的かつ可逆的に結合することで、トロン

ビンの触媒反応を阻害する直接トロンビン阻害作用を有します。すなわちトロンビンの活

性を阻害することで抗凝固作用を発揮します。ダビガトランの代謝にはCytochrome p-450 

は関与しないので、食事、薬物相互作用、genetic polymorphism の影響を受けにくいで

す。 

さらに2012年4月、リバロキサバン（院内：イグザレルト）も発売されています。イグザレルト

は第Ⅹa因子の活性部位に選択的、競合的かつ可逆的に結合することで、その働きを阻

害し、トロンビンの生成を抑制します。効果発現は比較的早く、プラザキサの2時間ほどで

はないものの、約4時間で最高血中濃度に達します。 

  

脳梗塞と脳出血はシーソーの関係であり、どちらかの治療をす脳梗塞と脳出血はシーソーの関係であり、どちらかの治療をす

るとどちらかのリスクが高まることになります。るとどちらかのリスクが高まることになります。  そのため抗血そのため抗血

小板剤、抗凝固剤は、他の疾患で使用される薬に比べて、非常小板剤、抗凝固剤は、他の疾患で使用される薬に比べて、非常

に注意が必要な薬となります。に注意が必要な薬となります。  
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 今回、リハビリ科の方からはリハビリの風景をお伝えしていきたいと思います！ 
 

 

  ＜理学療法の様子＞            ＜作業療法の様子＞ 
 歩行練習の様子です。            棒体操で全身的に運動しています。 

            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜言語療法の様子＞             ＜マッサージの様子＞  
集中力を高める練習です。                          マッサージの様子です。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
今回は、それぞれの各療法（リハビリ）の様子をほんの一部紹介させていただきました。 
明るい雰囲気で、患者様と関わらせていただき、時には厳しく、時には笑顔ありの様子が

伝われば幸いです。 

気持ちがいい

です・・ 
Zzz…… 
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集中力を使うリ

ハビリです・・ 

 

時には冗談を言いな

がら、楽しく運動し

ています（泣）。 
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３月の後半に、病院裏の桜が咲き今３月の後半に、病院裏の桜が咲き今

年は例年より開花が早かったため、年は例年より開花が早かったため、

急きょ毎年恒例の花見を３月２８日急きょ毎年恒例の花見を３月２８日

に開催しました。に開催しました。  

急な開催にもかかわらず、多数の職急な開催にもかかわらず、多数の職

員に参加頂きました。きれいな夜桜員に参加頂きました。きれいな夜桜

の下で、ビールと焼き肉を美味しくいの下で、ビールと焼き肉を美味しくい

いただき、楽しい時間を過ごす事がいただき、楽しい時間を過ごす事が

出来ました。出来ました。  
  

花見の由来は、古来より祓花見の由来は、古来より祓((はらはら))いのいの

ための宗教的行事、元々は神事でおための宗教的行事、元々は神事でお

祭りでした。期日が設定され、野山に祭りでした。期日が設定され、野山に

出かけ花を愛で、その下で楽しむこ出かけ花を愛で、その下で楽しむこ

とで、厄を祓い神さまと過ごすとさとで、厄を祓い神さまと過ごすとさ

れていました。かつては、秋の稔りをれていました。かつては、秋の稔りを

願い、花の下でお祭りをし、花で収穫願い、花の下でお祭りをし、花で収穫

を占ったのです。開花は神様が降りらを占ったのです。開花は神様が降りら

れた証で、パッと散ると凶とされていれた証で、パッと散ると凶とされてい

ました。ました。  

お花見は平安時代より貴族が始め、お花見は平安時代より貴族が始め、

その後、貴族・武士の間で盛んになその後、貴族・武士の間で盛んにな

り、江戸時代になると庶民の娯楽とり、江戸時代になると庶民の娯楽と

して定着したそうです。して定着したそうです。  

また桜は山の神が降りてくる時の目また桜は山の神が降りてくる時の目

印になる木として、特別に神聖視さ印になる木として、特別に神聖視さ

れており、お花見に付き物のお酒も、れており、お花見に付き物のお酒も、

本来は神に供えたお下がりを皆でい本来は神に供えたお下がりを皆でい

ただくものであったそうです。ただくものであったそうです。  
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職種 人員 

管理栄養士 ２名 

栄養士 １名 

調理師 ９名 

調理員 １名 

◆入院中の食事について 

医師の指示に基づいて、患者様一人一人の病態に応じた食事を提供しています。                     

【食種】                                                                            

常食・高血圧食・軟菜食・低残渣食・腎臓食・脂質異常症食・貧血食など。                               

朝食：８時  昼食：１２時   夕食：１８時                                

○個人対応食 

食欲不振や摂食状態に応じて可能な範囲で個別に対応します。                                   

ごはんをおむすびに、おかずを刻む、トロミをつけるなどの形態も考慮します。                                      

小にぎり ﾐｷｻｰ主菜 ・ 小ｷｻﾞﾐ主菜 

◆行事食の一例 

1月の行事食 デイケアでのバイキング料理 
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平成25年4月1日より病院直営給食へ移行致しました！！ 

●当院では、食事も治療の一環として捉えより安全でおいしい食事を入院患者様

にご提供させて頂くために地元の採れたての食材を使用した地産地消を心掛け

ております。 

★料理の基本の味となる『だし』は、かつお節と昆布を煮出し

て作った天然のうまみが凝縮した『出し汁』を使用し、化学調

味料を控えております。 

肉は、鹿児島県産を主

に魚は、市場で当日仕

入れたものを使用して

います。 

和風出しは、かつお

節と昆布から丁寧に

取っています。 

米は、霧島産の 

ヒノヒカリ100％ 

野菜は、地元の畑で

採れたものを中心に

使用しています。 
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４月１４日（日）に国分総合体育館にて開催された姶良・霧島地区バレーボール大会に参加し

ました。 

１戦目からフルセットの接戦でしたが、予選は２戦２勝で通過しトーナメントシードを獲得。

トーナメントでは準決勝で南九州病院にストレートで勝利し、決勝へ進出。決勝戦は対加治木

整形外科病院、フルセットの末惜敗し２位という結果でした。 

第4回目となった今大会は6チームの参加とやや少数での開催でした。優勝は逃したものの、

霧島記念病院らしく楽しくプレーすることが

でき、コートの内外とも盛り上がっておりま

した。新規職員も加わり、団結して好成績を

収めることができたと思います。 

＜対戦結果＞ 

予選 

 対 霧島杉安病院 ２－１ 勝 

 対 南九州病院 ２－０ 勝 

トーナメント 

準決勝 対 南九州病院 ２－０ 勝 

決勝 対 加治木整形外科病院 １－２ 負 

4月より二年目に入りますソフトボール霧島市海浜リーグが開幕いたしました！ 

  4月17日（水） １試合目  

  4月24日（水） ２試合目 

17日は雨天中止になり、24日が開幕日となりました。 

結果は５－３で勝利、幸先良いスタートがきれました。この勢いを持続させ、昨年以上の成績

を目指して、優勝も視野に入れ一試合一試合頑張って行こうと思っております。 
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去年8月に技術職員として入職しました。救急車の運用、通所の患者

さんの送迎、院内のメンテナンスを担当しています。患者様、職員の

皆様のお役に立てるよう笑顔をモットーに頑張りますので見かけたら

声をかけてください。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

技術職員 迫畠 洋一  

今年、2月に入職し3階病棟に配属されました。 

病棟勤務は初めての経験でまだ力不足で有りますが常に笑顔を忘れず

に患者様と向き合っていきたいと思っております。 

宜しくお願い申しあげます。 

介護職員 福本 良実 

２月から３階に配属になりました。 

まだまだ、皆様に迷惑をかけてばかりですが少しでも早く仕事を覚え

て力になりたいです。 

これからもよろしくお願いします。 

介護士 大冨 晃 

2月1日から2階病棟に配属になり、もうすぐ2ヶ月が経ちます。 

小さい頃からの夢だった介護の仕事につけて、本当に嬉しく思ってい

ます。 

初めての介護職でまだ慣れない事が多く、迷惑をかけてしまうかもし

れませんが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。 

介護士 濱田 結花 

去年４月に栄養士として入職して１年が経ちました。１年間保育所に

研修に行かせていただき、今年の３月から病院で勤務しています。ま

だまだ日々勉強で、慣れないことばかりです。今後ご迷惑をかけるこ

ともあると思いますが、これからも宜しくお願いします。 

栄養士 中野 里住 

  
 

  

（職員紹介） 



  編集後記 
皆様、だいぶ暖かくなって参りましたが、いかがお過ごしでしょうか？桜も散り、これから暖かく

なってきますので、体調管理には十分にお気をつけ下さい。 

２０１３年度最初の広報誌発行となりました。色々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。これからも皆様のお役に立つような情報を掲載いたしますので、御意見・

御要望等ございましたら、お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 隈元 直樹  

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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