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  霧島記念病院広報誌 （２）  

 平成23年8月1日から7日までの１週間、東

日本大震災における地震、津波、原発避難と

いう三重苦の中で家族肩寄せ合い必死に生

きている子供達を鹿児島に招待し元気づけ、

勇気づけたいという長渕剛さんの｢福島っ子、

サマーキャンプイン霧島」の企画に賛同しス

タッフとして参加してきました。遅きに失した

感もありますが、１年目を迎えるということで

お許しいただきたいと思います。 

 8月1日、我々も含め期待と不安でいっぱい

の子供達２０名と引率の先生方３名が大きな

荷物を抱え鹿児島空港到着口へ姿を現した。

どの顔も三重苦という厳しい環境の生活を感

じさせない程普通の子供達であった。到着後

は市役所における歓迎行事等に追われなが

らも、長渕剛というビッグスターの企画なだけ

に行く先々での歓迎ぶりにはびっくりした様子

であった。 

 ２日目の桜島での叫びの肖像前では、長渕

剛さん本人から説明を受け、｢悲しいときや、

辛いときには、我慢する必要はない。大きな声

で泣き、叫べばいいんだ」その言葉に子供達

だけでなく引率の我々までもが、大きな感動を

受けた。市内に渡る桜島フェリーでは、初めて

フェリーに乗ったとはしゃぐ子供達が多く、島

のない太平洋岸の子供達だと感じた。 

 ３日目は霧島山の池巡り、散策、足湯コン

サート、地熱発電等を見学する。 

 ４日目はいよいよ待ちに待った海遊び、イカ

ダでの釣り体験には釣れる度に歓声が上が

り、これもまた初体験の子供達が多く錦江湾

という内海を持つ霧島地区の自然環境の素

晴らしさに改めて感謝した。午後からは、釣っ

た魚を焼いたり、水上バイクに乗ったり、泳い

だりと、心の底から海を満喫していた。｢海に

は入っていない大人達が、陸から子供達にあ

れこれ指図しないように」と言う長渕さんの言

葉の深さに考えさせられた。 
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 ５日目、６日目と荒ただしく時は流れたが特に感動的だったのは、お別れ夕食会でのテレビ等で

も放送されたミニライブだった。あんなにやんちゃな子供達がギターを持って｢俺は本当は歌手なん

だぞ」と弾き語りを始めた歌詞のワンフレーズ、ワンフレーズに涙を流しながら大合唱する子供達を

見て、この子供達は明るく振舞ってはいたけれど、本当は被災地の子供達で心に大きな傷を負っ

て鹿児島にやって来たんだと、つくづく思いスタッフ一同もらい泣きをしながら大合唱の輪の中に

巻き込まれた。被災地で多くの人達を勇気づけ、励ましてきた長渕剛という偉大なエンターティ

ナーの片鱗を垣間見た。 

 長いようであっという間の７日間であった

が、子供達と触れ合う中で｢普通」である事の

有難さと、地球という大自然の中で生かされ

てる自分達を今更ながら感じ、震災で失われ

た多くの方々の命に学び、二度とこのような

災害が起こらないことを祈念するとともに、

我々の活動が子供達の心の中に将来医療職

に就き霧島記念病院で奉職したいという心が

芽生えたことは、何よりも喜ばしく報われた瞬

間でもあった。 
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去年の12月から当院の言語聴覚士

（以下：ST）であります大山佳世さんが、

福島県の復興ボランティアとして行って

おります。大山さんに現在の近況報告

を頂きました!! 

現地の様子 
  

 11月30日。鹿児島空港から飛行機に乗り、仙

台空港に到着しました。 

 空港から福島県南相馬市までの移動中、窓の

外は、何もない野原が続いていました。「ここまで

津波が来たんだよ、何もなくなって、夏は草が延

び、今は枯れたところだよ。」と教えてもらいまし

た。 

 

 道路沿いには、大きな漁船が打ち上げられていました。海岸から何kmも離れた

場所に、現在も何隻も置きっぱなしにされています。震災後に放射能の影響で屋

内退避指示が出たこの地区は支援がなかなか入らず、まだ空き地がたくさん広

がっています。 

 私が仕事をしているのは南相馬市立総合病院という病院です。場所は福島県の

浜通り地方になり、原発から23kmの場所にあります。雪は少ない地域です。 

 20km圏内の警戒区域には、警察官が24時間立っています。 

← 手前は道路です 



 霧島記念病院広報誌 （５）  

福島県に行った理由 
  

 鹿児島県言語聴覚士会の連絡で、福島県言語聴覚士会からボランティアの応

募がきていることを知りました。 

 “私に出来ることがあれば、ぜひ頑張りたい”と強く思いましたが、決心するには

時間が必要でした。 

 院長の坂元先生に相談すると、支援をするということは大事なことだと言ってく

ださいました。私にとっても貴重な経験になるのでは、と背中を押され、アドバイ

スもくださいました。そのおかげで、頑張ってこようと決断にいたりました。 

 

 

復興に向けて、私には何ができるのか… 
  

 毎日一緒に働いている病院職員は、震災直後、現地で唯一の医療提供の場に

いた職員であり、なおかつ、被災の当事者でもあります。 

 先日、2011年が終わりました。昨年最後の総回診の際、いつも笑顔の先生が

「今年は、忘れたい一年だった」と一瞬真剣な寂しい表情で言ったときのことは忘

れられません。たくさんの複雑な心境を乗り越えてきたのだと伺いました。自分

だったらどうするだろう…、想像は容易ではありません。 

 私以外にも出向というかたちでボランティアとして来ている職員さんもおり、皆

でよく、何ができるのか、何をしていこうか、と語り合います。 

 南相馬が本当の意味で復興していくことができるように、何か一つでも、私も力

になりたいと思っています。 

霧島記念病院の皆さんのおかげで、私は色んなことができていると思います。

本当に、ありがとうございます。 

 こちらでもう少し、頑張ってきます！！ 
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らぼ通信 
 

患

者

様に下痢や嘔吐・発熱などの症状があり、細菌が原因の感染症と疑わ

れた場合に「細菌検査」を行います。 

 細菌検査の検体は尿・便・喀痰・膿などの排泄物や血液、穿刺液（髄

液・胸水・腹水）、組織など、患者様に由来するあらゆるモノが検査の対

象となります。当院では、細菌検査は外部委託機関にお願いしています

が、基本的に２つ分けられます。 

 

●まずは原因となっている細菌を見つけ出そう！ 

 検査材料をスライドガラスに薄く塗り、染色を行って顕微鏡で観察して、細菌の有無や形態などから菌の名前の

推定を行います（塗抹検査）。同時に、検査の対象となる材料を培地（細菌が増えるために必要な栄養分が入った

もの）に塗り、孵卵器に一晩入れ、細菌が肉眼で見えるくらいまで増殖させます。そして、細菌が作り出す物質や、

増える時に必要な物質から菌の名前を決定します（同定検査）。 

●治療に使える薬剤を調べよう！ 

 感染症の原因となる細菌にどの種類の抗菌薬が効き、どの程度の効力が

あるのかを調べる検査（薬剤感受性検査）です。最近では多剤耐性緑膿菌

やMRSAなど、多くの種類の抗菌薬に効果がない細菌が見られ、病院感染

等で問題になっています。 

 採取された検体によって、菌の種類や菌の量、抗菌薬の効き目は異なり

ます。おのおのに合った薬剤で、迅速かつ的確な治療が要求されます。 

細 菌 検 査 の な ぜ な に ？ 

 栄養たっぷりの寒天の上に菌たちを塗って観察可

能になるまでぬくぬく育てます。なので、検査結

果が出るまでに少々時間がかかりますm(. .)m 

 目に見えない菌を扱うには細心の注意が必

要。外に空気が漏れないような特殊なキャ

ビネットの中で作業は行われます。 

帰宅時のうがいと手洗いは感染症予防の基本です。 

咳やくしゃみにより他の人に感染させないために

マスクをしましょう。 

生ものはできるだけ新鮮なものを、持ち帰ったら

すぐに冷蔵庫に保管するようにしましょう。 

 日ごろから感染に対する注意を払い、予防に努めることが大切ですね。 

そもそも！そんな感染症を引き起こさないためにも。。。 

←免疫力が低くなると病気になりやすくなります。まず体調管理から！ 

体の中に悪いものを入れない！粘膜に付いた菌やｳｨﾙｽを排除！→ 

←大抵の菌は新鮮な細胞と酸素を好みます。口に入れるものは新鮮なものを！ 

他人にうつさない、他人からもらわない！励行しましょう。→ 

日頃から十分な栄養と睡眠をとり、ストレスをた

めないように心身の健康に気をつけましょう。 



＜介護保険制度についてのご紹介＞ 
Vol２．～おうちでも大丈夫！！ 介護保険 在宅サービス編～ 

 
今回は介護認定を受けた方が利用できる、特にご自宅でのサービスについてご紹介します。 

「病院での入院治療が落ち着いたのでおうちでの生活を続けたいけど今までの様に暮らす自身がない」 

「家族の負担になってしまう…」、「おうちに連れて帰ってあげたいけれど、介護が不安……」 

そんな時にサポートを受けることができます。 

介護サービスは原則1割の自己負担でご利用できます。 
サービスの利用にあたっては、ケアマネジャーが相談に乗りながらプランを作成していきます。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                       

 

       地域医療連携室 

訪問サービス 
～介護・看護・リハビリなどの必要な支援、アドバイスなどをご自宅で受けることができます～ 

・ 訪問介護  ・ 訪問看護  ・ 訪問リハビリ  ・ 訪問入浴介護  ・ 居宅療養管理指導 
 

通所系サービス 
～日帰りで施設に通って利用するサービス～ 

・ 通所介護 

  食事や入浴などの日常生活・生活行為向上の為の支援 

・ 通所リハビリ 

  通所介護の内容に加えてリハビリテーションを行ないま 

  す。 
 

短期入所サービス 
～ショートステイ～ 

（短期入所生活介護・短期入所療養介護） 

福祉施設や老人保健施設などに短期間入所

し、介護や機能訓練などが受けられます。 
 

生活環境を整えるためのサービス 
・ 住宅改修 

 手すりの取り付けや段差の解消などの改修に要した費用の補助。（20万円を上限に費用が支給されます。自己負担は1割

です） 

・ 福祉用具貸与 

車椅子やベッド、歩行器、リフトなどのレンタルを受けることができます。（介護度によっては制限があるものもあります） 

・ 特定福祉用具販売（福祉用具の購入） 

指定されている福祉用具を指定事業者より購入した場合、購入費が支給されます。（同年度10万円を上限に費用の  

9割が支給されます） 

 

 

介護サービスの詳しい内容や、利用方法、

また介護の手続きのタイミングや方法を知

りたい方、ご自宅での介護生活にお悩みの

方はいつでも1階の地域医療連携室にお立ち

寄り下さい。 

最寄の市町村役場や地域包括支援センター

でもご相談が可能です。 
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ＩｎＢｏｄｙ～検査からわかること～ 
 生活習慣病の疾患と関係の深い「肥満」は体

脂肪量のみならず「体成分のバランス」が重要と

なります。 人間の体は水･タンパク質･脂肪･骨

から構成されていますが、正常に保たれている

これらの体内成分がいったん崩れると、「肥満」･

「浮腫(むくみ)」などから様々な慢性疾患(生活

習慣病･ホルモン･免疫機構の障害など)へ移行

することがあります。 それらを認識するには体

脂肪測定ではなく、体成分バランスを分析でき

る「InBody(体成分分析装置)」が有効です。 

定期的に測定すると、体成分累積結果

（10回測定結果)も見ることが出来ます。 

 

※検査の注意点※ 

 ペースメーカーほか埋め込み式の電子

装置を使用中の方は測定できません。ま

た、妊娠中の方も測定は出来ませんので

ご了承下さい。 

 

検査料金は無料です。 

お気軽に受付窓口にお申し出下さい。 

分析項目 

体水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪量 

骨格筋量、筋肉量、除脂肪量、体重  

BMI、体脂肪率、ウエストヒップ比 

部位別筋肉量  筋肉バランス図 栄養評価<BR> 

身体バランス、身体強度 適正体重、体重調節量 

脂肪調節量、筋肉調節量、フィットネススコア 

ウエスト周り、内臓脂肪レベル、基礎代謝量 



 

 

 

 

 

 

 

日本では、古来より冬至に柚子の湯に入浴する習慣があり

ます。 

それにちなみ、通所リハビリテーションでも鹿児島の特産品

でもあるぼんたん湯を用意いたしました。 

ぼんたんにも柚子と同じ効果があります。 

 

柚子湯について 

1年中でもっとも昼が短く、夜がいちばん長くなる冬至。12

月22日頃です。冬至に柚子湯のお風呂に入ると、『1年中

風邪をひかない』という言い伝えがあります。なぜ冬至にゆ

ず湯なのかというと、「冬至」に「湯治（とうじ）」が、かけられ

ており、また、「柚子（ゆず）」だけに「融通（ゆうずう）が利くよ

うに」という願いがこめられていると言われています。もちろ

ん、柚子がこの時期に旬を迎えることにもよります。 

 

柚子の精油成分には、蜜柑の皮と同じく血行を促進させる働きがあり、風呂に入れると身体を芯から温めます。新陳

代謝も活発になるので、疲れや痛みもとれ、冷え性にも効果があります。柚子湯は、日ごとに厳しくなっていく寒さに

備えるための冬の風呂です。 

みなさん是非お試しください。寒い冬を柚子湯で暖かくのりきりましょう。 
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ＫＨＰバレーボール大会 in 牧園 
 

去る平成23年11月13日、霧島市牧園町で開催されたKHPバレーボール秋季大会に出場しました。早朝より一

同バスに乗り込みチームワークを高めて向かった結果は…… 
 
予選予選  対対  大隅鹿屋病院大隅鹿屋病院      ２－０２－０  勝利勝利  

        対対  松下病院松下病院            ２－０２－０  勝利勝利  

決勝トーナメント決勝トーナメント  

        11回戦回戦  シードシード  

        22回戦回戦  対対  池田病院池田病院  １－２１－２  敗退敗退  
 
今大会では新規、復帰メンバーを加え勢力アップを図

り、春季大会を上回る成績を目指して臨みました。順当

に予選を勝ち抜き1位通過で決勝トーナメントへ進出し

ました。トーナメントではフルセットの末惜敗。前回に引

き続きベスト８でした。 

トーナメントで敗北を帰した相手チームはその後決勝ま

で勝ちあがっており、悔しさが残る一方で手応えも感じ

た試合でした。 

今回の結果に甘んじることなく、次こそは優勝旗を持ち

帰れるように精進したいと思います。 
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（職員紹介） 

回復期病棟での勤務も早１ヶ月が過ぎ、毎日充実した日々を過

ごしています。モットーは笑顔を忘れず、患者様のそばに一番に

寄り添うことができること。 

笑顔は笑顔をうみ、思いやりは思いやりを育みます。 

 スタッフみなさまのやさしいお心に触れ、その心を患者様にさ

らに向けられるようこちらの病院でがんばらせていただきたいと

思っています。どうぞよろしく、お願いいたします。 

３階病棟で、9時～16時までのパート勤務をしています。 

ブランクがあり勤務時間も短い為、ご迷惑をお掛けしています。 

スタッフの皆様が優しくご指導下さり、充実した毎日です。 

これからも頑張りますので宜しくお願いします。 

入職して７ヵ月半が過ぎました。 

まだまだ、未熟な私ですが・・・ 

精一杯頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

看護師 前平 リサ 

看護師 西方 さつき 

看護師 野間 久代 

入職して７ヶ月。 

今まで内科の病院で働いており、脳外は初めてです。 

不安もたくさんありますが、スタッフの皆様や先生、また患者様

の笑顔に支えられ頑張りたいと思います。 

看護師 松永 裕美 
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12月に入職し、２Ｆ病棟で働かせていただいています。 

脳神経外科は、初めての分野で日々勉強させていただいてます。 

これからも、日々学習していき、知識取得に努めていきたいと思

います。  

看護師 五反田 里恵 

『10月より勤務させて頂いています。素晴らしいスタッフに囲ま

れ、毎日充実した日々を送っています。患者様と霧島記念病院の

お役に立てるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願い

します。』 

管理栄養士 伊豆本 亜紀 

入職して、5ヶ月が過ぎました。 

初めての事ばかりで、慣れず周りの方の助言や力を借り日々勉強

させて頂いています。 

知識も技術も深め信頼される看護師を目指し努力していきたいと

思います。 
看護師 實 美香 

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。 

介護職員 児玉 和貴 

「以前は老人保健施設に勤務しておりました。病院で介護は初め

てで戸惑う事もありますが、今までの経験も活かしながら頑張っ

ていきたいと思います。宜しくお願いします。」 

介護士 中村 悠佑 



  編集後記 
            

寒くなってまいりましたが皆様風邪などおひきになっていらっしゃらないでしょうか？イン

フルエンザ・ノロウイルス等流行してくる季節ですのでしっかり自己管理を行って予防しま

しょう。昨年以上に皆様へ様々な情報をお伝え出来ればと思っております。今回で第１０回

目の広報誌発行となりました。皆様是非ご覧下さい！！ 

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） 

病院ロゴが変わりました。 


