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１０月２５日鹿児島空港ターミナ

ル内に、科学物質が散布され、多

数の被災者が発生、また、時限式

爆発物も発見されたという想定

で、消 防、警 察、自 衛 隊、県、

市、医師会などが参加した鹿児島

国民保護訓練が実施されました。 

当院スタッフは（医師、看護師、

業務調整員）医師会として行動

し、上床公園内体育館に設置され

た避難所に避難してきた約１５０

名程度のうち、５０名程度の健康

相談、応急手当等を行い有事即応

の対応を学びました。 
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１１月１３日、自衛消防訓練（夜間想定）

が実施されました。 

中央消防署から隊長以下３名の派遣を戴

き、２階よりの出火を想定し井手指揮班長

の指示の下、現場確認係、通報班、消火

班、避難誘導班、安全防護班の６班に分か

れ本番さながらの緊迫した空気の中粛々と

行われました。 

避難訓練終了後、消化器を使った消火訓練

も行われ『大声で火事だぁ～と叫びなが

ら』火元に向かって噴射、消化器の使用方

法を学びました。 

訓練終了後、消防署隊長による講評も行わ

れ、避難誘導、消火、通報訓練全般に亘

り、真剣に取り組み、とても良い訓練が行

われたとの評価をいただきました。 
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ノロウイルスとは？？ 
・おなかの中にウイルスが入り、吐いたり・下痢をする病気のことを言います。 

冬場にウイルスの活性が強くなるため流行しやすくなります。 

乳幼児や高齢者に多い病気ですが、もちろん大人にもかかります。 

感染経路は、接触感染です。 

接触感染とは、感染した人に触れることで菌が移動し感染してしまうことです。 

そのほかに、吐物から排泄物からウイルスが舞い上がり空気感染を起こす二次感染の可能性もあり

ます。そのため、排泄物等には十分注意が必要です。 

下痢が治まっても、一週間程度は、便からウイルスが出ていますので、徹底して手洗いを心掛けてく

ださい。 
 

症状は？？ 
潜伏期間は24～48時間で、発症当日は、激しい症状を呈します。 

嘔吐（多くが噴出性）、下痢、発熱などが突然始まることが多いですが、ほとんどが1～3日で回復し

ます。 

 

二枚貝や、生水から感染しますが、他の食品からも感染します。 

  近年、老人施設や、保育園での集団発生が目立っています。 
 

どうすれば治るの？？ 
嘔吐と下痢によって体中の水分が失われます。脱水症状が見られることがありますので、十分な水分

補給が必要です。また、体内の塩分も不足してしまう為、塩分を含んだものがいいと思います。 

嘔吐も下痢も、体内の悪いウイルスを体外に排出する為に見られる体の防衛反応ですので、無理に

止めないほうが良いともいえます。急いで嘔吐を止めなくても、時間がたてば自然に治まります。 

１度吐いたら、１時間程度はおなかを休ませてください。１時間程度したら少量の水分補給から始め

ましょう。 
 

まとめ！！ 
１）、嘔吐が続くときは、吐いたら飲むなです。回復するまで待ちましょう。しかし、 

   脱水症状には注意してください。 

２）、水分補給は、塩分・糖分のバランスのいい飲み物を少しずつ摂りましょう。 

   ちょっと飲みすぎるだけで吐いてしまいます。 

３）、食事は脂質を控えめに、消化のいいものを中心に摂取しましょう。 

４）、下痢の治療は整腸剤だけで十分。ただし、水様便が頻回に見られる時、便に血が 

   混じる時、１週間以上続くときは病院に受診してください。 

５）、吐物や便がついたものは、薄めたハイターで消毒しましょう。 

６）、手洗いは流水で、３０秒程度洗いましょう。 
 

流行期こそ十分な予防法を見につけ生活していただきたいと思います。 



人込みを避け 

マスクを着用 

なぜワクチンの接種が必要なの？？ 

最近、ある小学校における25年間の追跡調査において、インフルエンザワ

クチンの接種率が高いと学級閉鎖や欠席率が少なることが明らかになりま

した。インフルエンザワクチンを受けることは自分自身を守るだけでなく

家族や、学校の同級生、会社の同僚を守り、さらには社会の高齢者などを

守ることにもつながるため健康な大人や学童の接種も重要となるのです。 

●インフルエンザとはどんな病気？？ 
インフルエンザウィルスの感染により 

  突然の高熱  全身のだるさ  筋肉痛  
などの全身症状が現れるのが特徴。 

高熱は数日持続し1週間でほぼ回復しますが、時には合併症を伴い

重症になることも…。小児や高齢者ではとくに注意が必要です。 

●インフルエンザにかかっちゃったらどうすればいい？？ 

その年々で流行に差はありますが 

通常１１月～１２月に始まり、翌年の１月から3月に患者が増加する傾向 
にあります。 

ワクチンは個人差はありますが 

約２～３週間で抗体価が一定量まで増加し、５か月間は有効 
だと言われています。 

手洗い 

うがい 

バランスの良い食事 

十分な休養 

湿度を 

50～60％に保つ 

●かからないために。。。 

・水分を十分に補給しましょう。(お茶・スポーツドリンク・スープ) 

・安静にし、十分な休養を。学校や職場は休みましょう。 

・早めに医療機関を受診し治療を受けましょう。 

・周りの人にうつさないようにマスクをつけましょう。外出は控えましょう。 

・薬を使うときは医師や薬剤師の指示に従いましょう、服薬で異常を感じた時は早

めに医師や薬剤師に相談しましょう。 
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インフルエンザ治療薬はタミフル、リレンザ吸入薬に加えて、イナビル吸

入薬、また、重症患者さんにはラピアクタ点滴薬の４種類があります。シ

ンメトレルは耐性ウイルスを誘導しやすいので第一選択薬にはなりませ

ん。 
 

インフルエンザは普通のかぜと違い、肺炎や中耳炎などの合併症を起こし易

く、また、まれにインフルエンザ脳症という重篤な合併症を認める事がありま

す。新型インフルエンザ（ブタ由来）は鳥インフルエンザほど強毒性ではあり

ませんが、感染力が強く、急速に呼吸障害にいたることがあるのが特徴です。 

タミフル、リレンザ、イナビル、ラピアクタなどの抗インフルエンザ薬は、患

者さんの年齢や状態を見極めて使用することになっています。抗インフルエン

ザ薬の効能書きにも「抗ウイルス薬の投与がインフルエンザ感染症の全ての患

者に対して必須ではないことを踏まえ、患者の状態を十分観察した上で、使用

の必要性を慎重に検討すること。」と明記されています。 

近年発売された治療薬の2種類について紹介します。 

 

☆ イナビル（吸入薬）  

１回の吸入で治療が終了します。 

イナビルはリレンザと同様、吸入する抗インフルエンザ薬です。この薬は１回

の吸入でインフルエンザ治療が終了します。Ａ型インフルエンザ、Ｂ型インフ

ルエンザ両方に効果があります。 

 

☆ ラピアクタ点滴薬  
静脈から全身に投与する抗インフルエンザ薬です。 

点滴路の確保が必用になりますが、急速に進行する重症肺炎やインフルエンザ

脳症が疑われなどの入院加療が必用な患者さんに対して慎重に使用されること

になるでしょう。 

インフルエンザワクチンを接種して、重症化するのを防ぎ 

シーズン中は、手洗い・うがいの徹底が何よりも大切です。 
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★現在、リハビリ科は19名のスタッフで成り立っています。ピンクのポロシャツを着ているのが

リハビリスタッフです。 
 

リハビリ科は・・・ 
 

理学療法士（Physical Therapist：PT）：8名               

作業療法士（Occupatioｎal Therapist：OT）：5名 

言語聴覚士 

（Speech laｎguage Hearing Therapist：ST）ST：5名 

あんま・マッサージ・指圧師：1名                      
 

 で、成り立っています。 

★患者様一人一人によって、症状や身体機能、日常生活能力は異なります。患者様の必要性

に合わせて、リハビリの内容やかかわり方も変わってくるので、簡単にどのようなリハビリの

かかわり方があるのか説明させていただきます。 

3階：急性期病棟 

発症～1ヶ月（※）の方が対象になります。患者様の状態を把握しながら、廃用症候群を予防し、離

床を促していきます。 
 

4階：回復期病棟 

急性期を経て、状態が落ち着いた患者様に対して約3～6ヶ月間（※）積極的にリハビリを行っていま

す。身体機能の向上、日常生活動作の再獲得、在宅復帰を目指して行います。 
 

2階：維持期病棟 

回復期リハビリ後に、それまで可能となった機能を主に維持しながら向上を目指していきます。 
 

1階：通所リハビリ（デイケア） 

通所リハビリ計画（ケアプラン）に従ってリハビリテーションを行っています。 
 

外来リハビリ（5階リハビリ室） 

入院されていた患者様が継続してリハビリを行ったり、自宅でのリハビリが困難な方等に対して、身

体機能訓練、日常生活練習、高次脳機能訓練（話す、書く、覚える、運動の企画を立てるなど）を

行っています。 
 

マッサージ（5階リハビリ室） 

入院患者様や外来患者様に対して主に鎮痛を目的に行っています。 
 

訪問リハビリ 

当院では、現在STのみ行っています。これまでは、在宅や施設などを訪問し、必要に応じて言語の

練習や飲み込みの練習等を行ってきました。 

※ 期間に関しては、今回は脳血管障害の方に対してだいたいの目安であるため、個人差があります。 
 

★以上、今回は当院でのリハビリ科の関わりについて簡単に紹介致しました。 
リハビリに関してお困りではありませんでしょうか？ご相談ください。お話を伺います。 
これからもリハビリ科を宜しくお願いします。 
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●入院患者さまの請求について● 

毎月、月末で請求を締めており、翌月の10日に請求書が窓口に出来

上がるようになっております。10日過ぎに窓口までご確認していただき

ますようお願いいたします。お支払は月末までにお支払いしていただき

ますようお願いいたします。 

ｅｘ）11月２日から入院している場合 

11月2日から11月30日の請求書が12月10日に出来上がります。12

月末までにお支払いください。 

◆お知らせ◆ 
現在、請求書が出来上がった際に病室へ入院費のご案内を各部屋の

消灯台へお知らせをしております。不要な方は窓口までお声かけくだ

さい。 

また、忙しい方や遠くてなかなか病院へ来れないという方はお振込み

もできるようになっております。受付窓口か連携室へ一度ご相談くだ

さい♪  
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姶良・霧島地区バレーボール大会姶良・霧島地区バレーボール大会  
 

１０月１４日（日）国分海浜公園にて開催された姶良・霧島地区バレーボール大会の主催を霧島

記念病院が担当させて頂きました。バレー部外の職員ボランティアの協力もあって、予定通り日

程を終了することができました。プレーにおいては……主催ということで優勝を目指していたの

ですが、３位という結果となりました。 

運動会シーズンということもあり、参加が計６機関とやや少数ではありましたが、姶良・霧島地区

近隣の医療機関同士親睦を深める機会となりました。 

 

KHPKHPKHPバレーボール秋季大会バレーボール秋季大会バレーボール秋季大会   
 

１１月２３日には溝辺町で行なわれたKHP大会に参加しました。予選を１勝１敗で通過し、決勝

トーナメントへ進むことができましたが、トーナメント一戦目で敗退となりました。今年最後の大

会でしたが、今回はやや悔しい結果となりました。 

来年は皆様に華やかな結果報告が出来るように頑張りたいと思います。 

今年は軟式野球、3大会に参加させていただきまし

たが、1回戦敗退が2回と2回戦敗退が1回と不甲

斐ない成績で終了してしまいました。。。 

一方、今年からはソフトボール部も新設し活動いた

しました。霧島市海浜リーグにて前期は５勝０敗1分

けにてBリーグで見事優勝！後期はＡリーグに昇格し

３勝４敗１分けで8チーム中5位と初めての年にして

は、いい成績が残せたのではないかと思っています。 

 

野球・ソフトボール共に、練習不足を痛感させられた

1年でありました。来年は定期的に練習を行い、継

続させ1番いい成績とまではいかなくても、上位入

賞目指し頑張っていきたいと思います。 
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（職員紹介） 

 

皆様こんにちは 

北九州生まれのアラフォー医師の坂元

です。 

山口大学医学部卒業後、同大学第一外

科に入局し、主に乳腺外科を担当して

おりました。 

子供が生まれ子育てのため、しばらく

職場を離れておりましたが、今年６月

よりこちらの病院で中尾先生に御指導

いただきながら、臨床の現場に復帰す

べく猛勉強しております。 

趣味は、カラオケ（子供たちが好きなアニメの曲以外は２０年前の曲

中心です）、ピアノ、語学、旅行などなど、気になるものは何でもと

りあえず試してみる性格（地に足がつかないタイプ）です。 

今の悩みは、物覚えの悪さと上達しない料理の腕前でしょう

か・・・。料理に関しては、既に子供たちに夢と未来を託していま

す。 

そんな私ですが、一日でも早く患者様や病院のスタッフの皆様のお役

に立てるように日々精進して参ります。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

外科 

坂元 千鶴 先生 
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9月に入職して4ヶ月が経ちました。 

救急外来とOPE室は初めてでわからないことばかりですが、スタッフ

の方々に恵まれ教えていただいています。 

まだまだ力不足ですが、笑顔を忘れずに頑張っていきますので、よろ

しくお願い致します。 

看護師 竹内 円  

今年10月に入職し2階病棟に配属されました。 

まだまだ慣れないことも多く、日々勉強と反省の毎日です。 

早く先輩方にも患者さんにも頼りにされる様にこれからも頑張ってい

きますのでよろしくお願いします。 

介護士 金丸 大輔  

今年の１０月入職致し２階病棟に配属になりました。 

まだまだ未熟者ですが、スタッフの皆様に御指導頂きながら、頑張っ

てまいりたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

介護士 田中 緑 

★寒い地方で産出された冬が旬の食材は体を温めますが、南方産の食材は体を冷やします。 

 例えば、そば、塩しゃけなどの北方産の食物は体を温めます。また、果物は一般に体を冷やす作用 

 がありますが、例外としてリンゴ、サクランボ、ぶどう、プルーンなど、コーカサス地方原産の果物は 

 体を冷やしません。 

 

★地下でエネルギーを蓄えた食材は体を温めます。 

 地面の下に埋もれているものは、体を温める性質をもっています。根菜類（ごぼう、にんじん、れんこ 

 ん、ねぎ、たまねぎ）やイモ類は自分に熱があるので、熱い太陽から逃れようとして、地面の下へ深 

 く伸びようとします。 

【しょうが】辛味成分のジンゲオールとショウガオールが、体を温め、胃液、唾液の分泌を促進してく 

れます。 

 

★白砂糖より黒砂糖、白ワインより赤ワイン、など色の濃いものの方が体を温めます。肉や魚も、白

身より赤身（肉の中でもレバーや羊肉）は、体を温める食材です。 

 

寒くなってきましたので、体を温め寒い冬を元気に過ごしましょう！ 



  編集後記 
皆様、急に寒くなってきましたが、体調管理の方は大丈夫でしょうか？今年もインフルエンザ、ノロウィル

ス、嘔吐下痢症など流行ってきています。小まめな手洗い、うがいで十分予防できるということですので、

ご家族の方々も普段の倍徹底して頂ければと思います。 

あっという間に、１年がたちました。当院の広報誌が、少しでも皆様のお役になりましたでしょうか？今後と

も楽しい情報、お役になるような情報を皆様のお手元に届く様頑張ってまいりますので、宜しくお願い致し

ます。               

                                   霧島記念病院 広報委員 下楠薗 竜也 

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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