
2014年 春号（第17号） 

 霧島記念病院広報誌 （１）  

（職員紹介） 

Ｖｏｌ．８ 



 霧島記念病院広報誌 （２）  

PM2.5 について 
 

2.5は粒子状物質（Particulate Matter）で、直径が2.5ミクロン以下の非常に小

さな粒子を意味します。 

呼吸で肺の奥まで浸入し、PM2.5の濃度が高い地域の住民の死亡率が高くなるの

で注目されています。具体的には、心臓病、気管支喘息、肺がんなどが増加しま

す。 

PM2.5が 10 μg/ m³を超えると、全死亡リスクが直線的に増加(10μg/m³あ たり 

10~15%増)することが研究で判明しています。  

日本で測定が始まっています。一時的に環境基準値(35μg／m3) を超えることが

起こっており、その度にマスコミに取り上げられるようになってきました。 

しかし、ここで忘れてはいけないのは、タバコの燃焼によって発生する煙も

PM2.5であることです。 

、日本では、中国からのPM2.5 よりは受動喫煙の方がはるかに問題であると言え

ます。 

『大気汚染のひどい日に北京に１日いたら、たばこ２１本吸うのに相当する。大

気汚染は、子供やたばこを吸わない人にも等しく影響するため、専門家はマスク

の着用を呼びかけている。』大気中の濃度も気になりますが、私たちの身近なと

ころに、PM2.5の濃度が極めて高い場所があることがわかりました。オフィスな

どでタバコを吸う喫煙スペースです。 

Qマスクをする理由は? 

「花粉症の予防ですね。それとあと、PM2.5が心配なので、その両方で」 

「不安ですよ、やっぱり。子供もいるんですけど、外で遊ばせたいけど、ちょっ

と空を見上げながら、きょうはどうなんかなみたいな…」 

中国の深刻な大気汚染。その中に含まれる大気汚染物質・PM2.5が日本に流れ込

んでいるのではないか。そんな不安が広がっています。 

「何日かの暴露であれば、そんなに、健康な人であれば、そんなに敏感になる必

要はないですけれども、ぜんそくの患者さんですとか、過敏症の患者さんなど

は、やはり注意した方がいいと思います。過剰に反応する必要はないと思いま

す。ですから、過剰に反応してほしいのは、タバコを吸われている屋内に行かな

いということですよ」 

PM2.5は、草木や化石燃料などが燃えたときに発生するもので、タバコの煙も、

その1つです。 
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●相互作用を起こす成分（フラノクマリン類）について  

ジヒドロピリジン系のカルシウム拮抗薬、タクロリムス、カルバマゼピン、シクロスポ

リンなどはグレープフルーツジュースとの同時服用で、血中濃度が上昇することがよく

知られています。  

これは柑橘類に含まれるフラノクマリンが薬を代謝する（解毒する）酵素であるチトク

ロムP450のCYP3A4と排出輸送担体であるP-糖たんぱく質を阻害するためとされてい

ます。 この阻害は、グレープフルーツジュースコップ1杯でも起こります。 

Q1. グレープフルーツの実やフレッシュジュースとグレープフルーツ 

    ジュースで、相互作用はどの程度違いますか？                                     

A1. グレープフルーツ1個分の果肉からミキサーを用いて作製したジュースを飲用した

場合（グレープフルーツの果実を摂取したと考えてください）と市販のグレープフルー

ツジュースを250 mL飲用した場合とで相互作用強度を比較した報告では、同程度の血

中濃度の増加が示されています。またグレープフルーツジュース

とグレープフルーツに含まれる各種フラノクマリン（相互作用の

原因物質）の量を比較したところ、グレープフルーツ半球～1個

とグレープフルーツジュース250 mLに含まれる各種フラノクマ

リン類の含有量が同程度であったとの報告があります。                          

これらのことを考えると、果実半分～1個を摂取した場合は、

ジュース250 mL飲用した場合と同程度の相互作用が起こると考

えられます。  

 

Q2.  グレープフルーツ（ジュース）による阻害作用はどの程度の期間持続 

   しますか？      

A2. グレープフルーツ（ジュース）は、消化管の代謝酵素を不可逆的に不活性化する

ことで、カルシウム拮抗薬の代謝能を低下させます。この代謝能の低下は、グレープフ

ルーツ（ジュース）の摂取を中止してから徐々に回復しますが、完全に元に戻る（活性

のある代謝酵素量が回復する）には3～4日間必要とされます。  

 

Q3.  グレープフルーツ（ジュース）以外の他の柑橘類で、カルシウム拮抗 

    薬と相互作用を持つものがありますか？ 
A3.  グレープフルーツ以外の柑橘類に関して相互作用の原因物質であるフラノクマリ

ン類の含有量を測定したところ、グレープフルーツ（ジュース）だけでなくスウィー

ティー、ザボン（ブンタン、バンペイユなど）、ダイダイなどにもフラノクマリン類が

含まれています。一方、バレンシアオレンジ、レモン、カボス、温州みかん、スイート

オレンジジュースは、フラノクマリン類を含まずCYP3A4活性阻害作用もほとんどない

ことが示されています。したがって、グレープフルーツ（ジュース）だけでなくス

ウィーティー、ザボン（ブンタン、バンペイユなど）、ダイダイなどでも相互作用が起

きる可能性がありますので注意してください。 
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手術用ナビゲーションとは、実際の術野の位置情報を座標化し, これを術

前に撮影した画像上に反映させ術中の位置確認を行う画像支援システム

で,、具体的に術前のCTまたはMRI画像などのデータを重ね合わせアキ

シャル, コロナル, サジタルの３方向の２Dイメージに再構築し, ポインタープ

ローベでさす部位をそれぞれのスライス上にリアルタイムに表示するシス

テムです。 

これにより術者は, ３次元的な術野を確認しながら手術が進行でき, より安

全で的確な手術操作が可能となります。 
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InBody検査とは何でしょう? 
 

身体は体水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪の4つ

の主要成分で構成されています。この4つの主要成

分を体成分と言い、この体成分を定量的に分析して

筋肉と体脂肪の バランスを調べることをInBody検査

と言います。 

InBodyは世界一の精度をほこる体組成計。 

今までも体重、体脂肪量を測る機械はありましたが、インボディはさらに、体内の水分量

や肥満度、姿勢バランス、右腕にどれくらい筋肉がついてるか、などなど、その人の体の

ことが全て数値となって出てくる、夢の測定機器なのです。 

InBody検査はなぜ必要ですか? 
 

健康な人は各体成分がバランス良く維持されますが、健康でない人は体成分バランスに不均

衡が生じるため、肥満、浮腫、栄養失調、骨粗鬆症などの症状が現れるように なります。

InBody検査は手軽で正確に体成分を分析して、ご自身の体内状態を分かりやすく把握できる

よう導きます。InBody検査と適切な運動、そして正しい栄養摂取は健康な明日に繋がる第一

歩です。 

特徴 

◆様々な分析項目 

・ 部位別筋肉バランスに加え、部位別脂肪 

  分析を追加 

・ メタボリックチェックには欠かせないウエ 

  スト周り、内臓脂肪レベルを提供 
 

◆1人で移動・設置が可能 

・ 3段折り畳み機能つきで複雑な組み立て 

  作業も不要 

・ 14.5kgの小型サイズだから乗用車のトラ 

  ンクにもらくらく収納 
 

◆データ管理 

・ データ管理専用ソフト、Lookin’Body  

  Simpleを基本セット 

・ 個人情報の管理、履歴表示、ご希望の 

  データをエクセル変換・出力可能  

 

InBody検査ご希望な方はスタッフ

までお願いします。 
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当院の看護師、介護士、リハビリの方々が集まり、3月７日、3月11日、3月13日、3月２７日の

4日間に分けて、院内研修を行いました。 

個人のスキルアップやお互いの疑問や不安に思うことなどを話し合いながら、楽しい雰囲気の

中で研修が行われました。 

内容としては①バイタルチェック、②食事介助、③ベッド上ポジションニング、④移乗・歩行介助 

の4部門に分けて行いました。以下に、研修風景の写真を載せました。 
 

     ①バイタルチェック                ②食事介助 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

    血圧や脈の測定をしているところです。         いろいろな食事の形態や食事動作時の姿勢 

 を変えて実践しているところです。 
 

        ③ベッド上ポジショニング            ④移乗・歩行介助 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     電動ベッドを使用して患者様が楽な起き上がり      ベッドから椅子への安全な移乗が行えるよう 

   動作が行えるように練習しています。             練習しています。 

 

この研修により個々の介助能力向上に繋がったのではないかと思います。 

今後も、患者様が快適かつ安全に院内生活が行えるように努めていきます。 
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病院裏駐車場にて、患者様に花見を楽しんでもらおうと実地いたしまし

た。 

皆さんすごく楽しそうで笑顔が素敵でしたね。 

 

 
 

私たちにとって桜は、身近な植物ですが桜の由来などなかなか知らない人

も多いかとおもいます。少しですが調べてみたので気休め程度で目を通し

てください。 

「サクラ」の語は有史以前からあり、「語源」があるのかどうかも不明です。

以下の説はよく知られています。: 

 ･「咲く」に複数を意味する「ら」を加えたものとされ、元来は花の密生する 

  植物全体を指した。 

 ・春に里にやってくる稲（サ）の神が憑依する座（クラ）である。 

 ・富士の頂から、花の種をまいて花を咲かせたとされる、「コノハナノサク 

  ヤビノ（木花之開耶姫）」の「さくや」をとった。 

サクラを意味する漢字『櫻』とは元はユスラウメを意味する言葉で『櫻』の字

は「首飾りをつけた女性、もしくは首飾りそのもの」を意味する『嬰』に木偏

を付けたものであり、ユスラウメの実が実っている様子を指した漢字です。

日本にユスラウメが入ってきたのは江戸時代後期頃のため、日本では『櫻』

の字はサクラに転用されました。 
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色とりどりの花や緑の新芽が見られるようになってきました。 

春の野菜には、これから成長するための栄養を凝縮しているため栄養価がとても高い

のが特徴です。野菜は、低カロリーで、ビタミンやミネラル食物繊維を多く含んでいま

す。野菜を食べることで脳卒中や心臓病、がんにかかる確率が低下する事が多くの

研究で示されています。 

  春キャベツ   

 

キャベツは、品種・栽培法・産地などによって「春キャベツ」「夏キャベツ」「冬キャベ

ツ」に大きく分けられます。キャベツは、ビタミンCが豊富です。ビタミンCは、メラミンの

生成を抑えてシミ、ソバカスを防ぐため美容にも効果的です。 

  筍   

食物繊維、カリウム、ビタミンB2、たんぱく質が含まれています。豊富な食物繊維に

は、便通を良くしたり大腸がんの予防、コレステロールの吸収を妨げ体外へ排出する

働きがあります。筍から出る白い粉は、チロシンと呼ばれるアミノ酸で筍の旨味成分で

す。洗い流さず調理しましょう。 

 

  たらの芽   

樹皮は、民間薬として用いられています。たらの芽のアクは、多くは水に溶ける性質が

あり、そのまま食べると舌の上でアクが溶けてしまい苦味を感じます。天ぷらなどにす

るとアクが油でコーティングされ、舌の上で溶けてなくなるため苦味が和らぎおいしく

頂けます。 

 

 

 

 4月、デイケアにてお花見弁当を 

 ご提供させて頂きました。 
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略歴：昭和50〜63年鹿児島大学医学部脳神経外科にて講師、助教授を歴任、 

   その間、昭和56年カナダブリティッシュコロンビア大学に１年間留学。 

   昭和63年〜平成2年8月鹿児島県立大島病院にて病院長 

   平成2年9月〜17年７月鹿児島市立病院にて脳神経外科部長、救命救急センター 

   長、副院長 

   平成17年７月〜25年7月鹿児島市病院事業管理者兼鹿児島市立病院長 

   平成25年11月自治体病院共済会取締役 

 

専門：脳神経外科専門医、脳卒中専門医、てんかん専門医・指導医、頭痛専門医・指 

   導医 

 

役職：日本病院会監事、全国自治体病院協議会常務理事、日本医師会救急災害医療対 

   策委員会委員、鹿児島救急学会会長、鹿児島臨床救急学会会長、鹿児島県救急 

   業務高度化協議会会長、鹿児島県医師会常任理事 

  
 

  

（職員紹介） 

脳神経外科 顧問 上津原 甲一 

伝統ある霧島記念病院に理事として

就任させて頂ける事、名誉な事と深

く感謝申し上げます。 

 私がたまたま院長先生の御尊父と

親しい間柄に有った事、また院長先

生とは共に脳神経外科であり、大学

時代サッカーに明け暮れた者として

の親しみで懇意にさせて頂いたこと

への配慮かと推測させて頂いており

ます。 

 扨、私は以前より鹿児島の救急医

療の改善に取り組んでいた関係か

ら、姶良、国分方面の脳神経領域の

受け入れ病院の少なさに憂慮してい

ました。そのような折、霧島記念病

院に素晴らしい脳神経外科を立ち上

げられ、地元に多大な貢献をもたら

された事に深い敬意を抱いておりま

す。 

 院長先生の将来展望に少しでもお

役に立てればと、就任させて頂きま

した。今後ともよろしくお願いしま

す。 
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昨年８月より、２階病棟に入職し１１月より３階病棟に勤務しており

ます。 

患者様に笑顔になって頂ける様、明るく元気よく頑張ります。 

宜しくお願い致します。 

看護師 田辺 珠美  

昨年11月に入職しました。 

半年が過ぎ外来と2階病棟と経験させてもらい毎日勉強の日々です。 

まだまだ未熟ですがよろしくお願いします。 

看護師 平原 まなみ 

2月より3階病棟勤務しています。年をとった新人で恐縮です。 

病棟経験が少なく皆さんにご迷惑をおかけしておりますが 

脳外科が初めての経験で戸惑う事が多々あります。 

これから様々な事を吸収していきたいと思いますのでご指導宜しくお

願いします。 

看護師 中西 真樹 

1月から放射線科に入職しました。 

分からないことも多々ありますが、医療人として第一歩を踏み出すに

あたって患者様にやさしい診療放射線技師になれるように頑張りま

す。 

よろしくお願いします。 

放射線 梅北 文仁 

本年２月より勤務させていただいております。 

周りには多くの経験をされた方がおられ、マンパワーが感じられま

す。検査内容の充実した施設で、今までの経験を生かし患者様により

よい医療が提供出来るように頑張りたいと思います。 

宜しくお願いいたします。 

検査技師 後藤 豊 

  
 

  

（職員紹介） 
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初めまして、理学療法士の蔵満です。入社して1年が経ちます。 

様々な患者様やスタッフを通して、日々学ばせて頂くことがたくさん

あります。こんな私ですが、「相手の喜びのために自己を投入する

愛」を持って、これからも精進して参ります。 

宜しくお願い致します。 

理学療法士 蔵満 守 

「4月1日より作業療法士として働かせて頂いている福重です。社会人

として日も浅く、まだまだ至らないところが多く毎日が勉強です。患

者様から笑顔や活力を引き出せるような関わりが持てる療法士を目指

して頑張ります。よろしくお願いします。」 

作業療法士 福重 輝  

みなさん、こんにちわ！ 

今年の４月からリハビリテーション課に配属になった言語聴覚士の上

林山 隆之です。 

毎日、この病院で勉強させてもらいながら患者様と楽しくリハビリさ

せていただいてます。 

まだまだ至らないことばかりですが、若さを生かして頑張りますので

宜しくお願いします。 
言語聴覚士 上林山 隆之 

去年の８月末から３階病棟に入職いたし、もうすぐ１年が経とうとし

ています。 

周りの皆様に支えられながらここまで来ることができました。 

まだまだ未熟な面が多々ありますがこれからも笑顔が絶えないよう頑

張って行きたいと思います。 

4月から事務職として入職いたしました、脇です。 

社会人1年目で、初めての事ばかりで周りの方々にご指導いただきな

がら、日々勉強しています。 

少しずつ業務を覚えていきながら、一人でも多くの患者様の為に一生

懸命業務に取り組んでいきますのでこれからどうぞよろしくお願いし

ます。 

事務 脇 茉莉花 

 

介護士 此元 こころ 



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

すので、体調管理には十分にお気をつけ下さい。 

１７回目の広報誌発行になりました。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、お近くのスタッフに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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