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近赤外光イメージング装置(NIRS)
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4月13日、20日NHKの福祉ネット

ワークという番組で“ロボット×

リハビリ”との題で、当院でHAL

を使ったリハビリテーションの風

景と現状が放送されました。 

 3月初旬より来鹿され、当院で

の取材がスタート。HALを実際に

使用したリハビリテーションの風

景やHALを使用しての脳血流の変

化、外来診察や救急現場の風景

な どを 中 心にカ メ ラやイ ン タ

ビュー取材をされていました。 

 初めてのTVカメラ取材とあり

当院の入院・外来利用者様やス

タ ッフ も 緊張し た 様子で し た

が、HALを使った療法効果やHAL

を使用しての脳血流の変化につ

いてディレクターさんもとても良いものを撮ることができましたと

のことでした。 

 HALは、どのような効果をもたらすのかなど分からない部分が多

いため研究段階であります。またロボットを使用したリハビリテー

ションの部分では全世界でも発展途上ではございます。当院利用者

に対しHALを使用しよりよいリハビリテーションの効果を提供でき

ると信じています。 

 当院では今後とも多くの利用者様にHALを使用していき身体機能

回復に努め、かつサイバーダイ社や他の医療機関と連携をとり情報

交換等も行いながら療法効果や身体機能・能力変化など調べて行き

たいと思います。 



近赤外光イメージング装置(NIRS)導入  

刺激に応じて脳が活性化しているかどうかがわかる！ 

近赤外光イメージング装置 とは？ 
 人間は、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚などの情報を目、耳など

の感覚器から取り込み、脳に伝達します。そして脳内に約1000

億個存在するニューロンがシナプスを介して相互にそれらの情報

を伝達・処理することによって、次の行動を決定します。その時に

酸素化ヘモグロビン（oxyHb）は毛細血管を経由して酸素供給を

行います。近赤外光イメージング装置は、近赤外分光法（NIRS： 

near-infrared spectroscopy）を用いてその反応（脳表面の酸

素状態）を捉えることで、脳の活動状態をリアルタイムにカラー

マッピング表示する装置です。  

NIRSの原理  
 近赤外光は比較的生体を透過するものの，人間の頭部を透過させること

が困難です。そのため，光ファイバを用いて頭表から近赤外光を脳内に照

射し, 大脳皮質で吸収・散乱を起こした光を, 成人の場合30mm程度離れ

た頭表上の光ファイバで集光します。この時, 光は頭表から約20mm程度

の深部まで到達し, 大脳皮質でのヘモグロビンの吸収を受けることになり

ます。 

 生体は強い散乱体なので，光ファイバによって導入された近赤外線は組

織のいろいろな部分によって散乱されます。散乱しながら，受光部の光ファ

イバに一部が到達します。この光が光電子増倍管に導かれて電気信号に

変えられます。  

 

NIRSは 

医療・教育・研究… 

さまざまな分野で 

使用されています!! 

 オレンジとカボスのにおいの刺激を与えた時の前頭

葉の変化です。においの種類によって脳の活性部位や

度合が違うことがわかります。 

 つまり、与えられた刺激に対して脳が活性化してい

るかどうかを評価することができます。当院ではリハ

ビリ評価や治療効果判定への応用を期待し、ロボット

スーツHALとの研究にも力を入れていきます。 

 また、簡便さと非侵襲性から3歳児検診への転用が可能になりうる脳機能検査方法 としても

注目されており、多種多様な発展性を秘めています。 
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皆様、最近手に力が入らない、手先がしびれる等の症状はありませんか？ 

上記のような症状の場合、脳梗塞でも起こる事はありますが、実は手の神経は

首と非常に密接な関係がございます。先日、肩こり・手先の痺れのある患者様

の頚椎MRIを撮影しましたところ、頚椎ヘルニアがありました。 

MRIMRIMRI検査で撮影された頚椎画像検査で撮影された頚椎画像検査で撮影された頚椎画像   

最近肩こり・手に力が入らない、手先がしびれる等ある方は、頚

椎MRI検査が出来ますので、心配な方は医師・スタッフにお尋ね

下さい。 

ヘルニア画像 正常画像 

ヘルニア部位 



・喫茶室に自動販売機を設置していただけたらありがたいです。リハビリ後面会者との会談 

 時に楽しい時間を過ごせそうです。 

・５階休憩所は景色が良く病院に長くいられる良い環境ですが、夜になると照明が暗くめま 

 いがするように感じました。玄関のような明るい照明の方が良いかなと思いました。 

・５階休憩室でお見舞いに来やすく、お話しもできてありがたいです。 

・付き添いで参りましたが、職員が礼儀正しく、やさしく安心した次第です。５階に休憩所 

 がありますが、ここでお茶を飲みたい時にどうあつかっていいかわからないので、持ち込 

 みもＯＫなのか含めて説明してもらいたいです。 

＜5階喫茶室に関するご意見＞ 

昨年より5階に休憩室･喫茶室を整備しております。皆様のご意見を参考に今後より充実を図

れるよう検討していきたいと思います。5階喫茶室では持ち込みの飲み物やお食事をして頂い 

ても構いません。ゆっくりと皆様が過ごせる空間となればと思っております。 

・「入院についての心得」のようなものがあれば助かります。本人や家族に向けての文面で 

 請求についての事柄や外出外泊の仕方など。 

 入院時に健康保険限度額適用の件を紹介頂けなかったのは残念です。 

入院案内の内容を検討しリニューアルいたしました。入院生活に際しての注意点、入院費･減 

額証のご案内を盛り込みました。 

今後もより皆様にわかりやすいご案内に努めて参りたいと思います。  

においがきつい 

エレベーター、階段の所がとても臭った。  

各階、各所に消臭剤を配置しております。

配慮に努めたいと思います。  

ネームプレートを付けてもらいたい 

整備･指導いたします。  

いつも介護ありがとう。助かっています。これからもたくさんの人を助けて下さいね。他の

人もうれしいと思います。頑張ってください。 

貴重なご意見ありがとうございます。皆様からのご意見を真摯に受け止

め今後も皆様へよりよい環境で医療が提供できるよう努めていきたいと思

います。 
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桜島側の入浴場の改修が完了しました。 

脱衣場は緑を基調とし、腰壁に藤調の素

材を取り入れ落ち着いた雰囲気となってい

ます。 

浴場の床は桃色、壁は黄色でとても明るく

なっております。また、浴槽の淵が低くなっ

ており、安全に入浴していただけます。 

患者様からも綺麗になって気持ちがいいと

の嬉しいお言葉を多数いただきました。 

これからも、より一層、快適な入浴の時間

を提供出来るようスタッフ一同努めて参り

ますので、お気づきの点がございましたら、

お声かけください。 

４月２５日からは、霧島側の入浴場の改修

が着工となっており、患者さま・ご家族さま

には騒音等で、ご迷惑をおかけ致しており

ますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願

いいたします。 

浴室 

脱衣所 

お風呂場（浴室・脱衣所） 
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 皆さんこんにちは、４月より霧

島記念病院でお世話になっており

ます後庵博文です。 

 ３月３１日、３９年８ヶ月過ご

した霧島市消防局を定年退職いた

しまし た。振 り返り ます と 楽し

かったこと、苦しかったこと数々

の思い出があり今はどれをとって

も楽しい思い出でいっぱいです、

中でも昨年の霧島地区のゲリラ豪

雨では前方からは濁流、後方から

は崩落という絶望的で自らの生命

の危険をも感じながら６人の市民

と２人の職員をこの危機的現状か

ら何としてでも助けなければとい

う思いで、自ら活路を開き大崩落

寸前間一髪、全員怪我もなく救出

できたことは消防生活最大の思い

出であるとともに誇りでもありま

す。 

今回、坂元健一先生の“命を護る

為にベストを尽くす”その為にドクターカー、災害医療支援チームの運用実

現という崇高な使命感のもと全職員一丸となって、すべての医療に取り組も

うという姿勢に感動し、これまでの消防の目線から医療現場へと目線を移し

微力ながらお手伝いができたらと思っております。 

大変活気みなぎる職場で皆さんの情熱がひしひしと伝わり、とてもやりが

いのある仕事を与えていただいたと感謝致しております。入院、来院される

患者様はもとより職員の皆様の安心安全、ひいては周辺の住民皆様にも何ら

かの形で貢献できたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

危機管理局 局長 後庵 博文 

  
 

  

（職員紹介） 



 ４月１日より事務長として勤務

しております野島紀章です。 

５５歳で銀行を定年退職し、その

後勤めた社会福祉法人で６０歳の

二度目の定年を迎え、当院に参り

ました。 

 きっかけは、｢神の手（ゴッド

ハンド）を持つ天才脳外科医福島

孝徳氏の下で勉強した優秀な先生

の病院で働かないか｣との友人の

紹介でした。 

 数日後、坂元院長に会い、事前

に聞いていたその人柄と、鹿児島

市に次ぐ人口を誇る霧島市に救命

医療体制を確立したいとする熱い

情熱に共鳴し、微力ながら私もお

手伝いさせて頂くことになりまし

た。 

 日が経つにつれ、最初に聞いた

通り当院が脳卒中の最先端医療を

目指して、最新鋭の機器を導入し

て診断時間の短縮や鮮明画像による的確な診断を行い多くの患者様のお役に

たち、地域になくてはならない医療機関の一員であることに喜びを感じてい

ます。 

 私は先日、当院自慢のＭＲＩ検査とＣＴ検査を受けました。 

ＭＲＩ検査は、ヘッドホンを付けて音楽メニューの中から自分の好きな音楽

を聴きながら寝ているだけの快適な検査でした。実際、ウトウトと眠ってし

まいました。 

ＣＴ検査は、ＭＲＩ検査よりも短時間で終わりました。これらの検査で脳梗

塞や破裂していない未破裂脳動脈瘤の早期発見が出来、治療や経過観察する

ことで、動脈瘤破裂を未然に防ぐ事が出来るそうです。 

 早期発見に役立ちますので是非皆様も受診していただき、安心して、明日

がいっぱいある毎日を過ごせますように、お手伝いできたらと思います。 

事務長 野島 紀章 
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 水曜日に内科を担当し、内科

全般を診ています。内科の中で

も循環器内科が専門です。循環

器内科は、心臓病や高血圧、狭

心症、心筋梗塞、などの診断・

治療をします。 

 鹿屋市生まれですが、３歳か

ら高校まで霧島市隼人見次に住

んでいました。その当時と比べ

て霧島市の活気のある発展に嬉

しく思っています。南に桜島、

北に霧島があり、良質な温泉に

恵まれた素晴らしい環境です。 

 今まで鹿児島大学病院で診

療・研究を２５年間、県立鹿屋

医療センターで大隅の地域医療

を１０年間携わってきました。

鹿屋市から「かのやばら大使」

を委嘱され、全国に紹介してい

ます。 

 霧島記念病院は坂元健一院長

の元、職員全員で、霧島地区の医療、特に救急医療に全力で取り組んでいま

す。この度縁があり、故郷の霧島市にある霧島記念病院で、地域医療を通し

て市民の皆様にお役に立てるようにしたいと思っております。よろしくお願

い申し上げます。 

医師 中尾 正一郎 
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プロフィール 
昭和42年4月  国立鹿児島大学医学部入学、昭和48年3月卒業 

昭和58年11月 米国Boston 市、Harvard Medical School and Beth Israel Hospital,Cardiovascular  

       Division, Research Fellow.（留学：～昭和60年11月） 

       心カテで高名なWilliam Grossman教授の下で血行動態の臨床的研究  

平成6年2月  米国New York市、Mount Sinai Medical School, Department of Human Genetics,  

       Visiting Associate Professor.    （留学：平成6年2月～5月） 

       Fabry病の第一人者のRJ Desnick教授の下でFabry病の遺伝子解析手技取得   

平成8年3月  心肥大を主症状とする亜型Fabry病を「心Fabry病」と呼ぶことを提唱 

       （1996年第60回日本心臓病学会総会シンポジウムにて）   

平成11年10月 鹿児島県立鹿屋病院院長として就任 

平成17年1月  小児救急「鹿屋方式」が、ＮＨＫクローズアップ現代で全国に紹介される。 

平成20年12月 地域医療連携「鹿屋方式」が、日本テレビNews Zeroで全国に紹介される。 

       21年1月、厚生労働省と参議院総務委員会調査室で説明  

平成23年4月  霧島記念病院 循環器内科医として勤務 現在に至る 
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２月初めより３Ｆ病棟へ入職させていただきました。上釜です。 

脳神経外科は初めてで大変な事がたくさんで迷惑をかける事があ

ると思いますが、これからもよろしくお願いします。 

３月に熊本の大学を卒業し、４月から臨床検査技師として勤務さ

せていただいています。初めて体験することばかりで、勉強の毎

日です。まだまだ慣れず、皆様に迷惑かけてばかりかと思います

が、これから頑張っていきますのでよろしくお願いします。 

 入職して３ヶ月が過ぎました。 

子供の事で、お休みを頂くことが多くみなさんにご迷惑をかけて

しまい、大変申し訳ないです。 

これからもがんばっていきたいので、よろしくお願いします。 

入社して５ヶ月がたちました。 

脳外科は初めてで、分からないことばかりあり最初は不安ではあ

りましたが、皆さんの温かいサポートのおかげで頑張れていま

す。 

これからも多くのことを学び一生懸命頑張っていこうと思いま

す。よろしくお願いします。 

優しく楽しいスタッフに囲まれ、毎日、充実した日を送っていま

す。 

脳外科で勤務した経験を生かし、患者様、御家族に安心した入院

生活を送って頂けるようこれからも頑張ります。 

看護師 上釜 千春  

臨床検査技師 山田 和美 

看護師 石原 友美 

看護師 森 里美 

看護師 田中 朋子 
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ケアマネージャー 

若松 哲平 

4月11日から勤務させていただいています。一つひとつの体験が

初めてのことばかりで勉強の毎日です。職員の方々にご迷惑をお

かけする日々ですが、一日一日を大切に学び、一日でも早く患者

様のお役にたてるよう頑張りたいです。よろしくお願いいたしま

す。 

事務 河原橋 麗子 

４月から外来クラークとして勤務させていただいております。 

昨年の１０月より実習生としてお世話になっておりました。 

いままでのような、学生気分ではなく一社会人として、少しでも

患者様・職員のみなさまに貢献できるよう頑張っていきたいと

思っております。 

家庭でできる食中毒予防の６つのポイント  
 

Point１；食品の購入 

     消費期限などの表示をチェック！寄り道しないでまっすぐ帰りましょう。 

Point２；家庭での保存 

     帰ったらすぐ冷蔵庫に！肉・魚は汁がもれないように包んで保存。 

     冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は－15℃以下に維持しましょう。 

Point３；下準備 

     台所は清潔に。（調理器具・包丁・まな板・布巾等も）こまめに手を洗いましょう。 

     生で食べるものから準備し、生肉・魚を切ったら洗って、熱湯消毒しましょう。 

Point４；調理 

     加熱は十分に！（目安は中心部分の温度が75℃で1分間以上） 

Point５；食事 

     食事の前に手を洗いましょう。長時間室温に放置しない。 

Point６；残った食品 

     手洗い後、清潔な器具・容器で保管。早く冷えるように小分けにする。 

     温めなおす時は十分に加熱。 

 

食中毒の３原則 食中毒菌を『付けない・増やさない・やっつける』 



  編集後記 
暖かくなって参りました！！これから行楽シーズンの季節になってきます。各地の観光地など皆

さん散策してどんどん出かけて楽しみましょう！！桜も散りこれから夏に向かって季節が変わっ

ていきます。気温も上昇していきますので水分の補給はかかさず行っていきましょう。 

今回で第８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 


