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動脈のかたさを表すのが｢CAVI｣です。動脈は血液を全身に送るポンプの役割を果たしています

が、ポンプの内側の圧力(血圧)が変化したときのふくらみ具合をみることによって、ポンプのし

なやかさ、つまり動脈の硬さがわかるというものです。動脈硬化が進んでいるほど、｢CAVI｣の値

が高くなり、9.0 を超えると約半数が脳動脈か心臓の動脈である冠動脈に動脈硬化症を発症して

いるという研究結果もあります。 

正常 動脈硬化 

ABI・CAVI 検査とは・・・？ 

ABI・CAVI は、下肢の「比較的太い血管のつまり」を知る検査です。 

動脈血管壁は、コレステロール等の脂質が沈着し、血管が弾力を失い、硬化します。

そして、狭くなった状態や弾性が低下した様子を数値化して知ることができるのが

ABI・CAVI の検査です。 

この検査で次の3つを測定します。 

① 血管の硬さ 

② 動脈のつまり 

③ 血管年齢 

①血管の硬さ 
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ABI・CAVI 検査は痛みを伴いません。

心電図を検査するベッドに安静に横

たわり 

腕と足首を出していただきます。 

両腕両足首に血圧のカフを巻き、両手

に心電図をつけ、 

胸元に心音のマイクをつけて検査を

します。 

検査時間は約5～10 分程度です。 

 

 

当院でも検査出来ますので、

スタッフへお尋ねください。 

②動脈の詰まり(足の痛み) 

足の動脈の詰まりを表すのが｢ABI｣です。足首の血圧を横になった状態で測定すると、健康な人で 

は腕の血圧と同じくらいか、あるいは少し高い値となります。しかし、足の動脈が詰まっている

と、腕の血圧に比べて足首の方が低くなります。そのため｢腕の血圧｣と｢足首の血圧｣の比をみて

足の動脈の詰まりを診断するというもので、その値が0.9 未満であると詰まっている可能性が高

く、その値が低いほど重症になります。また、その症状は｢足の痛み｣としてあらわれることが多

いと言われています。 

③血管年齢 

同じ性別、同年代の健康な方の｢CAVI｣平

均値と比べることで、｢血管年齢｣がわか

ります。 

｢CAVI｣が9.0 未満であっても｢血管年齢｣

の高い方は動脈硬化症の進行が早いと考

えられます。 

検査内容 



 Ｖｏｌ．７ 

風邪・インフルエンザ予防 
本格的に気温が下がり、空気が乾燥する時期がやってきました。 

ウィルスはこの時期が大好きです。 

しっかりと栄養と休養をとり風邪予防しましょう。 

手洗い・うがいを忘れずに！！ 

 

 

 

風邪予防に大切な栄養、それはビタミン、その中でもビタミンAは粘膜

を強化し、ウィルスの進入を防いでくれます。 

 

 
 

食品の例 

レバー・うなぎ・卵・牛乳・小松菜・にんじん・春菊・かぼちゃ・菜

の花等 

 

そしてビタミンCはウィルスに対する抵抗を高め 

治癒を早める働きがあると言われています。 

 
 

食品の例 

いちご・柿・キウイ・柑橘類などの果物・ブロッコリー・じゃがい

も・さつまいも 

 

野菜や果物はどれも風邪の流行する時期が旬！！ 
 

旬の物を食べていると自然と風邪予防になるのですね。 

ちなみにいちごは１日５粒食べると１日に必要なビタミンCが摂れると

か。 

 

普段の食生活から風邪予防してみましょう。 
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今年も、インフルエンザが流行する季節となってきました。  

『絶対に仕事は休めない・・・』 

『子供がかかったらどうしよう・・・』 

 

そう心配する方も多いかと思います。 

予防には気を遣いたいところです。 

 

 

もちろん、手洗い・うがいをすることが一番大切です。 

でもやっぱり 不安・・・ 

そんな方におすすめのハーブティ 

 

ハーブの持つ抗ウイルス、免疫強化、殺菌消毒、抗感染作用をご活用

いただいてみてはいかがでしょうか？ 

 

風邪や病気から身を守るうえで、もちろん効果・

効能も大切ですが、何よりストレスを溜めない生

活が一番です。 

 

 

ハーブティを飲んでリラックス！ノンストレスで

この冬を乗り切りましょう！ 
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抗インフルエンザ薬の使用指針（厚生労働省発表の使用指針より抜粋） 

わが国ではオセルタミビル、ザナミビル、ラニナミビル、ペラミビルと4種類のノイラミニダー

ゼ阻害薬が臨床現場で使用されていますが、原則として、ノイラミニダーゼ阻害薬同士の併用

は避けるべきです。オセルタミビルとザナミビルの併用では、オセルタミビル単独よりもウイ

ルス学的、臨床的に、効果が低下することが報告されています。なお、以下には各群ごとに推

奨の順に薬剤を示しました。 

A群．入院管理が必要とされる患者 

A-I群：重症で生命の危険がある患者 

オセルタミビル（タミフル®）ペラミビル（ラピアクタ®） 

重症例での治療経験はオセルタミビルがもっとも多い。経口投与が困難な場合や確実な投与が求められる場

合、また、その他の事情により静注治療が適当であると医師が判断した場合にはペラミビルの使用を考慮しま

す。その際、1日1回600mgを投与し、重症度に応じて反復投与を考慮しますが、副作用の発現等に十分留意し

ながら投与することが必要です［3日間以上反復投与した経験は限られています］。なお、A-1群では、吸入の

困難な患者が多いと考えられるため、吸入剤の投与は避けるべきです。 

A-2-1群：生命に危険が迫っていないが入院管理が必要と判断され、肺炎を合併している患者 

オセルタミビル（タミフル®）ペラミビル（ラピアクタ®） 

オセルタミビルの使用を考慮しますが、経静脈補液を行う場合、その他の事情により静注治療が適当であると

医師が判断した場合にはペラミビルの使用を考慮します。なお、肺炎を合併しているこの群の患者では吸入剤

の効果は限定されると考えられるため、吸入用製剤を投与適応から除外しました。また、前述したように、ペ

ラミビルの増量例や反復投与例における安全性は慎重に観察すべきです。 

 

A-2-2群：生命に危険は迫っていないが入院管理が必要と判断され、肺炎を合併していない患者 

オセルタミビル（タミフル®）ペラミビル（ラピアクタ®）ザナミビル（リレンザ®）ラニナミビル（イナビル®） 

オセルタミビルの使用を考慮しますが、経静脈補液を行う場合、その他の事情により静注治療が適当であると

医師が判断した場合にはペラミビルの使用を考慮します。なお、吸入投与が可能な例ではザナミビル、ラニナ

ミビルの投与も考慮します。また、前述したように、ペラミビルの増量例や反復投与例における安全性は慎重

に観察すべきです。 

 

B群．外来治療が相当と判断される患者 

オセルタミビル（タミフル®）ラニナミビル（イナビル®）ザナミビル（リレンザ®）ペラミビル（ラピアクタ®） 

オセルタミビルやラニナミビルあるいはザナミビルの使用を考慮します。ラニナミビルは1回で治療が完結す

るので、医療機関で服用することにより確実なコンプライアンスが得られますが、吸入剤であるので吸入可能

な患者に使用することを考慮します。経口や吸入が困難な場合や、その他の事情により静注治療が適当である

と医師が判断した場合にはペラミビルの使用も考慮できます。なお、外来での点滴静注や吸入投与に際しては

患者の滞留時間を考慮し、特に診療所等で有効空間が狭い場合でも、飛沫感染予防策・空気感染予防策など他

の患者等へのインフルエンザ感染拡散の防止策を考慮することが必要です。 
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抗インフルエンザ薬の一覧 

年齢による抗インフルエンザ薬選択の目安 

  
タミフル  

（内服） 

リレンザ  

（吸入） 

イナビル  

（吸入） 

ラピアクタ

（点滴静注） 

0歳～ 1歳未満 × × × ● 

1歳～ 5歳未満 ◎ × △ ● 

5歳～10歳未満 ◎ ○ △ ● 

10歳～20歳未満 △ ◎ ○ ● 

20歳以上 ◎ ○ ○ ● 

◎:推奨 ○:使用可 △:勧められない ×:使用不可 ●:入院後に考慮 

製品名 投与経路 用法・用量（成人） 用法・用量（小児） 

タミフル 経口 
75mgを 1日2回、5日間。 
予防は 75 mgを1日 1回、7～ 10日

間。 

1回2mg/kg（ドライシロップ剤として

66.7mg/kg）を1日2回、5日間、用事懸

濁して経口投与する。ただし、1回最

高用量はオセルタミビルとして75mgと

する。 

リレンザ 吸入 
1回10mg（5mgブリスターを2ブリスター）を1日2回、5日間、専用の吸入器を

用いて吸入する。 
予防は10mg（5mgブリスターを2ブリスター）を1日1回、10日間。 

ラピアクタ 点滴静注 

通常、成人にはペラミピルとして

300mgを15分以上かけて単回点滴静

注する。合併症等により重症化す

るおそれのある患者には、1日1回

600mgを15分以上かけて単回点滴静

注するが、症状に応じて連日反復

投与できる。なお、年齢、症状に

応じて適宜減量する。 

通 常、ペ ラ ミ ピ ル と し て 1 日 1 回 

10mg/kgを15分以上かけて単回点滴静

注するが、症状に応じて連日反復投与

できる。投与量の上限は、1回量とし

て600mgまでとする。 

イナビル 吸入 
40mgを単回吸入投与する（2容

器）。 
予防は20 mgを1日1回、2日間。 

10歳未満の場合、20mgを単回投与吸入

する（1容器）。10歳以上の場合、

40mg単回吸入投与する（2容器）。 
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Vol３．～高齢者施設・老人ホーム～ 
今回は介護認定を受けた方が利用できる入所施設の他に介護保険外の施設も併せてご紹介します。 

Vol1で介護保険の手続き、vol2では自宅で利用できるサービスを紹介しました。今回は、身体機能、自宅の環

境、家庭の事情等の様々な事情からご自宅での生活を続ける事が難しくなった際、どのような施設があるのか

ご紹介します。 

  施設・住まい 対象者 特徴 

民間施

設・ 

住まい 

有料老人ホーム 

元気な方 

要支援の方 

要介護の方 

・介護･食事･生活支援等のサービスを受けることができ

る。 

・介護付･住宅型･健康型があり、利用できる要介護時の   

サービスが異なる。 

・契約内容はホームごとに異なる。 

認知症高齢者 

グループホーム 

要支援2～要介

護の方で認知

症の方 

・認知症の高齢者が、共同生活を送る。（9人内1グルー

プ） 

・入浴や食事等の日常生活上の介護サービスを受けること

ができる。 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

元気な方 

要支援の方 

要介護の方 

・安否確認と生活相談サービスが必須のサービスで、バリ

アフリー構造や一定の面積、設備等が定められている。 

・必須のサービス以外は各住まいによって利用できるサー

ビスの内容が異なる。 

・契約形態や料金も住まいごとに異なる。 

福祉施設 

介護老人福祉施

設（特別養護老

人ホーム） 

要介護の方 

・常に介護が必要な寝たきりや認知症等の高齢者が入所。 

・入浴、食事、排泄等の介護、日常生活の世話、機能訓

練、健康管理及び療養上の世話を受けることができる。 

介護老人保健施

設（老人保健施

設） 

要介護の方 

・症状が慢性期にある高齢者が、リハビリテーションを中

心に、看護・医学的管理の下で介護、機能訓練、必要な

医療及び日常生活上の世話を受ける。 

・自宅での生活の復帰をめざす。 

介護療養型医療

施 設（療 養 病

床） 

要介護の方 

・長期に渡る療養を必要とする高齢者が、一定基準を満た

した病院・病棟で、介護その他の世話及び機能訓練、そ

の他の必要な医療を受けることができる。 

軽費老人ホーム 

元気な方 

要支援の方 

要介護の方 

・日常生活を行なうことはできるが、身体機能が低下しつ

つあるため、自立した生活が不安な高齢者が利用する。 

・介護が必要となった場合、ホームが提供する介護サービ

スを利用しながら生活することができるものと、外部の

サービス（訪問介護等）を利用しながら生活することが

できるものがある。 

養護老人ホーム 

原則65歳以上

元気な方 

要支援の方 

要介護の方 

・身体上、精神上、環境上の理由及び経済的理由により居

宅において養護を受けることが困難な方が入所する施

設。市町村の措置。 

◎１階 地域医療連携室にて、近隣地区の施設情報の案内も可能です。 
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昨年入社した方々の意気込みを聞いてみました。 

新年を迎えてリハビリテーション科での目標を立ててみました。 
☆全体目標☆ 
患者様が望む生活を出来るようより良いリハビリテーションを提供し、共に歩みます。 

１、丁寧な治療をします。 

２、気づきあい、互いに成長します。 

☆個人目標☆ 

 

○言語聴覚士（藤崎 幸代） 
・尊敬する先輩から教えて頂いた、 

「医療職は人の不幸の上に成り立つ 

 仕事である」ということを忘れずに 

 謙虚な気持ちで日々精進します。 

○理学療法士（蔵満 守） 
・親切心を大切にします。 

・丁寧な対応を心がけます。 

 

○作業療法士（生野 瑠唯） 
・分からない事をそのままにせず、分かる 

まで勉強し、周りにも聞いて行きます。 



【１】規則正しい生活 
 体内時計を乱さず生活することがまずは大事です。早寝早起きを心がけ

朝起きたら太陽の光を浴びます。睡眠と朝の光が脳の視床下部に働きか

け、体内時計を整えるのだそうです。 
 

【２】睡眠の質をアップする 
 遅い時間に帰ると、睡眠が少なくなりがちになります。質を上げるために、音楽や波の音、アロ

マを使うことで、質がアップします。夜１０時以降食事をしないことにも気をつけて下さい。消化

器官が「夜ではない」という信号を出してしまい、寝つきが悪くなってしまいます。また、お酒とタ

バコも控えめにして下さい。睡眠を誘うメラトニンが作られるのを妨げる働きがあり、興奮作用

もあるので睡眠の質まで下げる恐れがあります。 
 

【３】十分な栄養＆水分補給 
 この時期はなかなか栄養バランスが整った食事を摂ることは難しいです。そんな時は朝に野

菜スープを飲むなど、バランスの整った食生活を心がけて下さい。また、水分不足も風邪を引き

やすくする原因になります。 
 

【４】平熱は３６℃以上をキープ 
 平熱が３６℃以下の方は一般的に低体温と言われています。免疫力がグンと下がってしまい

ます。お風呂に入ったり筋肉をつけて代謝量をアップさせるなど、体を冷やさない工夫も大事で

す。 
 

【５】腸内環境を健やかに 
 腸はウイルスや細菌を感知し、体外に排出する働きがあります。悪玉菌が増えてしまうと、働

きが悪くなり免疫力が低下してしまいます。ヨーグルト・味噌、糠漬けなど発酵食品を取り入れ

て、腸内環境を健やかに保ちましょう。 
 

【６】手洗い・うがい・マスク着用 
 風邪を引かない為には、体内にウイルスを侵入させない事が大切で

す。マスク着用は効果的で、人の多い場所や外出先では、マスク着用

を。帰宅後は、手洗い・うがいも忘れずに。ウイルスを洗い流す事で健康

な体を維持しましょう。 
 

【７】部屋の湿度は５０％以上に 
 風邪のウイルスは乾燥に強く、湿気に弱いとされています。加湿器や濡らしたタ

オルを干すなど、部屋の湿度を５０％以上に保ちましょう。風邪対策はもちろん肌

にも嬉しい効果がありますよ。 
 

 

以上ご紹介しましたが、誰でも簡単に出来ると思われます。引いてしまってか

らでは、体力的・精神的にもきついですから、頭の片隅にでもおいていただい

て、この冬を乗り切りましょう。 
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あけまして  おめでとうございます。 
新しい1年が始まりました。新年会などイベントの多い時期は、食生活が乱れがちです。

体重が増えないように気を付けましょう。 

腹八分目を心がけましょう。 

ゆっくりよく噛んで食べましょう。 

体を動かしましょう。（掃除、買い物、散歩などの運動） 
 

 

風邪を引きやすい季節です。             

免疫力を保つためにもビタミンCは欠かせない栄養素です。 
 

ビタミンCは・・・ 
ストレスを受けると消費され、コラーゲンや胆汁酸の合成に関与しています。 
 

ビタミンCを多く含む食品は・・・ 
いちご・みかん･キウイ・さつま芋・ピーマン・ブロッコリー・じゃが芋 

レモン・ほうれん草・ネーブルなど、ほとんどの野菜・果物に含まれています。 

＊調理時の洗浄や加熱で効力は失われますので、考慮が必要です。 

 

 

 

 

 

お正月（1日、2日）おせち料理をご提供させて頂きました。 

     

おせち料理の意味は・・・ 
えび～腰が曲がるまで丈夫という長寿の願いが込められています。 

きんとん～黄金にみたてて財産を表し富を得る縁起物とされています。 

黒豆～まめ（勤勉）に働き、まめ（健康）に暮らせることを願います。 



 霧島記念病院広報誌 （１３）  

平成25年11月より当院事務所で勤務しております中野良平さんが鹿児島県全体で行われました

ロードレースで優勝されました。 

平成26年2月から行われます県下一周駅伝では、姶良・霧島地区のエースとして出場いたします。 

今後の中野さんの活躍を楽しみにしてくださいね！ 

県下一周駅伝姶良チームで出場決定 

 

中野さんよりメッセージ 
 

多くの大会に出場してきましたが、今回は霧島記念病院に入職

し新たなスタートをきる大会です。これまで陸上を磨くことで、大

学・実業団へと進むことができ貴重な経験を積むことができまし

た。ブレーキとなる走りで順位を大きく落としたり、ヒーローとな

るような想いをさせてもらったり、駅伝での思い出は沢山ありま

す。 

患者様をはじめ、当院に関わる多くの方へ明るい話題を届ける

ことができるよう頑張ります。 

かっこよくとはいきませんが、「中野（事務）、頑張ってるな」と

思ってもらえるよう粘り強く走ってきます!! 

応援よろしくお願いします。 

 

主な大会成績 
 

鹿児島実業高校 

平成16年全国高校駅伝 1区 18位 総合6位 
 

第一工業大学 

平成20年全日本大学駅伝1区3位 総合7位 
 

安川電気 

平成23年ニューイヤー駅伝 1区9位（社会2位）  

総合4位 
 

霧島記念病院 

平成25年 第54回南日本通信10kmロードレー

ス 総合優勝 



 霧島記念病院広報誌 （１４） 

昨年４月に理学療法士として入社し、約１０ヶ月が経ちました。まだ

まだ分からないことばかりで、毎日が学ぶことばかりです。患者様や

スタッフの方々から信頼される理学療法士になれるように頑張ります

ので、宜しくお願いいたします。 

理学療法士 古川 隆一 

4月から入職しました。毎日、患者様と楽しくリハビリさせて頂いて

ます。 

社会人1年生でもあり、日々勉強することが多いです。 

霧島市は地元でもあるので、地元に恩返しができるよう日々努力して

いきたいと思います。 

宜しくお願いします。 

理学療法士 林 あかり 

5月から3階に、勤務しています、小川です。 

ご迷惑おかけすることも、多々あると思いますが、よろしくお願

いします。 

看護師 小川 博子 

昨年の３月より２階病棟に入職しました。 

今までの経験を活かしたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

看護師 上別府 千恵子 

  
 

  

（職員紹介） 



 霧島記念病院広報誌 （１５）  

昨年の7月11日から検査科でお世話になっています。 

検体検査を担当しています。いままでの経験を生かしつつ初心に戻っ

て頑張りたいと思います。 

病院ｽﾀｯﾌの皆様はもとより、一番大切な患者様にも信頼される検査技

師として一日々々を大切にしたいと思います。 

宜しくお願いします。 

検査技師 川口 学 

昨年の５月末より、事務職として入職いたしました。 

久しぶりの病院勤務であり、至らない事ばかりで日々反省ですが、患

者様のために一生懸命頑張りたいと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

事務 陣之内 圭子 

昨年４月より、介護職として入職しました。 

周りのフォローに助けられ、助け合っていく心を改めて教えていただ

いた入職当初でした。 

その心を忘れずに頑張ります。好きな言葉は百戦錬磨。 

まだまだ未熟ですがよろしくお願いします。 

介護士 堤 弘道 

昨年より二階病棟で勤務させていただき、もうすぐで一年がたちま

す。 

先輩方から学ぶことはまだまだあり、不慣れな部分もあるかと思いま

すが、いつでも笑顔を絶やさず、元気に笑顔で頑張ります!! 

家族とハムスター、車とバイク関係が好きです。どうぞ、宜しくお願

いします!! 

介護士 岩切 愛香 



  編集後記 
新年明けましておめでとうございます。年も変わりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ま

だまだ寒い日が続くと思いますので、体調管理には十分お気をつけ下さい。 

今回で１６回目の発行になりました。今回も様々な情報を掲載させていただいています。是非ご

覧になって下さい。今後も皆様のお役に立てれるような情報を掲載いたしますので、ご意見・ご

要望等ございましたら、お近くのスタッフまでお申し付け下さい。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 

 

 霧島記念病院広報誌 （１６） 


