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「私、転びませんから！」

大腿骨頚部骨折と大腿骨転子部骨折
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Ryusoh Orthopedics Hospital

熊本

角南理事長に感謝状

５病院研修会
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大腿骨 頚部骨折 と 大腿骨 転子部骨折
竜操整形外科病院

院長

角

南

義

文

高齢者の骨折は骨自体が弱くなっているため、軽い力がか
かっただけでも骨折しやすい特徴があります。高齢者が転倒

腕のつけね（肩）

手首

すると右図のように手首、肩、背骨、股関節を骨折しやすく、
「高齢者の４大骨折」と呼ばれています。
この４つの骨折のなかで最も重要なのが、股関節の骨折であ
る「大腿骨頚部骨折」です。
この骨折には

「大腿骨頚部内側骨折(関節内骨折）
」
「大腿骨頚部外側骨折・転子部骨折(関節外骨折)」
の２種類があります。

背骨

足のつけね（股関節）

どちらも60歳以上の女性に多く、大腿骨転子部骨折は特に70
歳以上の高齢の方に起こります。
どちらの骨折も早く歩けるようにするには手術が必要です。

この骨折が起こる部位は、図１の点線で示しているあたりで、
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①大腿骨頭
②大腿骨頚部
③大転子
④小転子
⑤関節包

足をついて歩けるようにするためには、骨折したところに体
重の３～５倍の力が加わっても大丈夫なように金属で骨折部
を固定しなければいけません。
大腿骨頚部骨折に対しては、「骨接合術」と「人工骨頭置換
術」という２つの治療法のいずれかが行われます（図２）。骨
接合術というのは骨を金属などの器具で固定し、折れた部分
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Ａ：大腿骨頚部（内側）骨折：関節内骨折
Ｂ：大腿骨転子部骨折
：関節外骨折

をくっつける手術です。
人工骨頭置換術というのは、骨をくっつけるのではなく骨折
した頚部から骨頭までを切除し、そこを人工物（金属、セラ

ミックなど）で置き換える手術です。大腿骨転子部骨折に対しては、骨接合術が一般的に行われます（図２）。ずれ
た骨折部をできるだけもとの形状に近づけて、金属の器具で固定する手術をします。
手術後は、早期からの起立・歩行をめざした訓練が
必要です。すべての患者さんが元通りの歩行能力を

図２

骨接合術

人工骨頭置換術

獲得できるように努力している中、当院では術後か
ら退院まで、さらには退院後の外来診療で手あつい
リハビリを提供しています。
この骨折では、受傷前に一人で生活できていた患者

3 異釘

ピン固定

人工骨頭

ネイルプレート

大腿骨頚部骨折

大腿骨頚部骨折

さんでも、元通りに近い歩行能力を獲得できるのは
難しいといわれていましたが、現在ではかなりの方
が元の生活に戻れます。そのためには本人のリハビ
リテーションに対する努力と、家族の励ましが重要
です。
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ネイルプレート

ガンマー釘
（¥ 釘）

大腿骨転子部骨折

エンダーピン

転 びませんから！」

転倒予防「私、

高齢者が転倒しやすい場所

では、前ページで紹介したような骨折を予防
するためにはどのようなことに気をつけれ
ば良いのでしょうか？

転倒というと外出先が多そうですが、意外にも

廊下 ２％
風呂場 ３％
洗面所 ３％
玄関

トイレ

転倒のリスクを下げるためには「転倒しない工
夫」が大切です。まずは住環境の見直しから考

４％

５％

住宅での転倒が８割を占め、実は身近な場所に
危険が潜んでいます。

２％

その他

居

室

44％

台所食堂
19％

えてみませんか？

階

段

19％

こんな場所に 要注意！
ぬれてすべりやすくないですか？
浴室の床には要注意！

階段に手すりがありますか？
（部屋の内、外いずれもチェック）
マットや敷物は、
すべり止めを
つけていますか？

家具の配置が動線を
邪魔していませんか？

電話があったらすぐ
取れるように、子機
がいくつか配置され
ていますか？

廊下やトイレは狭くないで
すか？
狭いと歩きにくくなって転
びやすくなります。
ベッドから起き上がるときは
いったん上体だけ起こして
少し待ちましょう。
急に立ち上がるとふらつきます。

コードが床にあり、
つまずきませんか？

部屋の明るさは十分
ですか？

当院では退院に向けた取り組みとして、入院患者さんのご自宅の家屋調査を実施しています。
生活する上で環境改善が必要になる場合は、住宅改修やサービスの利用をご提案させていただきます。
また、調査結果をもとに住環境に応じたリハビリや指導も行っていきます。
※当院スタッフが病状をもとに家屋調査の必要性を判断します。
ご希望がございましたらソーシャルワーカーにご相談ください。
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正しい 靴 の選び方
リハビリテーション科主任
理学療法士 真 島 雄一郎

近年、健康に対する意識が高まり、日頃から運動をしているという話を良く聞くようになりました。特に手軽に始
めやすい、ウォーキングやジョギングをされる方が多いようです。そこで今回は、
ときに必要な道具である
『歩く』
の選び方について紹介します。最近は、多種多様な機能やデザインの靴があり、皆さんも好みのものを選んで
『靴』
いらっしゃるでしょう。
靴選びのポイントを大きく２つ挙げます。

①サイズ選び
足の長さ、足幅に合ったサイズを選びましょう。
履いている靴と足のサイズを測ってみると、大きめの靴を選んでいる方が多く見受けられます。大きめの靴
を履くと、足が靴の中で遊び、前方にずれたり、自然に足指に力が入るため、足指が曲がったり土踏まずが
つぶれやすくなり、結果足に負担がかかることになります。リスクとしては、足の筋肉の疲れと痛み、足指
の変形、外反母趾、胼胝（タコ）、靴擦れ、巻き爪などがあげられます。

②靴の踵（カウンターといいます）の固さ
カウンターが適度に堅い靴を選びましょう。
踵は身体の中で一番下にあり歩行時は最初に地面に着地する部

カウンター

分です。
カウンターは、歩くときに踵を安定させる働きがあり、この踵
が安定することが歩行の安定につながります。
カウンターが不安定だと着地のとき身体が左右にぶれたりと効
率の悪い歩行となります。リスクとしては、足の筋肉の疲れと
痛み、また膝や腰の痛みが起きることもあります。

このほかにもポイントはありますが、少なくとも上記２つに気を
付けて靴を選んでみてください。履いた時から痛みのある靴は、し
ばらく履いても慣れることはありませんから止めましょう。
ご自分に合った靴を選んで『歩く』ことを楽しんでください♪
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医 療 の

質

改善

当院では、医療の質や患者サービスの質向上を目指し、
部門を中心とした改善活動を行っています。

活 動
報 告

院内の各部門で結成しているサークルが、１年間に
１件の改善活動を行っており、院内発表大会で報告し
合い、相互啓発を図っています。

第 54 回大会

（平成 29 年 12 月 7 日）
の結

果

サークル名：オムニサークル
部
テ

優勝

門：放射線科
ー

内

マ：速乾性手指消毒剤の使用量を増やそう
容：感染対策の基本である手指消毒を徹底することで患
者さんに、より安全に検査を受けていただけるよう
になりました

サークル名：リハQサークル
部
テ

感動賞

門：リハビリテーション科(病院)
ー

内

マ：リハビリスタッフと病棟看護師における情報共有の
リアルタイム化
容：看護師とリハビリスタッフ間の認識のズレを解消し、
より適切なタイミング・方法で支援を行えるように
なりました
※優勝：審査規定によるもの
※感動賞：職員投票によるもの

第53回大会で優勝した手術室「ルーキーズサークル」が
第19回フォーラム・医療の改善活動全国大会で発表し、

テーマ

見事

優秀賞 に輝きました‼

管理方法の見直し
払い出し業務におけるセッシの
を図る～
る化
～実態を暴け！ 闇管理の見え

わたしたちはこれからも安心安全な医療を提供できるよう、この取り組みを行っていきます
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インフルエンザに要注意‼
～気を付けたいことと当院での取り組み～

当院では、より良い医療を提供するために、感染防止対策を強化しています。今回は
多職種チームでの取組み“感染制御チーム（ICT）”からお知らせです。
冬になると流行し始める感染症の一つにインフルエンザがあります。
インフルエンザとは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症で、風邪に比べ症状が重く、乳
幼児や高齢者では重症化することもあり特に注意が必要です。

どんな症状？
風邪と症状が似ているため間違われやすいインフルエンザですが、風邪に比べて高熱が出て、のどの痛みだけでな
く、関節痛や筋肉痛を伴います。
さらに風邪の場合ゆっくり症状が出てくるのに対して、インフルエンザは急激に症状が出てきます。
また、症状が出る部位も局所的ではなく、全身に倦怠感が現れるのも特徴です。
潜伏期間は１～４日（平均２日）で多くの場合１週間程度で治りますが、乳幼児や高齢者、基礎疾患を持つ方の中
には、肺炎を併発したり、基礎疾患の悪化を招く場合があります。

「インフルエンザ」と「風邪」の症状の違い
インフルエンザ

風

邪

症

状

高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、せき、
のどの痛み、鼻水 など

のどの痛み、鼻水、鼻ずまり、くしゃみ、
せき、発熱（高齢者では高熱でないこと
もある）

発

症

急激

比較的ゆっくり

強い倦怠感など全身症状

鼻、のどなど局所的

症状の部位

どうやって感染するの？
インフルエンザは、インフルエンザに感染している人の咳やくしゃみ、会話の時などに空気中に拡散されたウイル
スを、鼻腔や気管など気道に吸入することで感染します。
感染の多くは、この「飛沫感染」によると考えられますが、さらにドアノブなどの環境表面についたウイルスへ触
れた後、鼻や口などの粘膜や傷口などを通して感染する「接触感染」も成立します。
これらの感染経路を断ち切ることが、感染予防において重要です。

飛沫感染

手洗い・消毒
マスク

咳・くしゃみ
マスク

咳・くしゃみ
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マスクでしっかり予防しましょう。

接触感染

手洗い・消毒

しっかり手洗い・消毒し、
感染をストップさせましょう！

手洗い・消毒

かかってしまった時の対処は？
インフルエンザと疑われるときは、安易に風邪と判断せずに早めに医療機関を受診し、治療を受けましょう。早め
に治療することは自分の身体を守るだけではなく、ほかの人にインフルエンザをうつさないという意味でもとても
重要です。
かかってしまったときは
・安静にして休養を取る。特に睡眠が重要。
・部屋の温度や湿度を適切に保つ。（気温18〜20℃、湿度50〜60％程度）
・水分を十分に補給する。（お茶、ジュース、スープ類など）

「せきエチケット」で感染拡大を抑えましょう！
せきをしていれば

おさえる

そむける

すぐ捨てる

マスクをつける

せき・くしゃみの際には
ティッシュなどで口と鼻を
おさえる

せき・くしゃみの際には
周りの人から顔をそむける

口と鼻をおさえたティッシュ
はすぐにフタ付きゴミ箱に
捨てる

せき・くしゃみの症状が
あればマスクをつける。
また、せきをしている人
に着用をすすめる

当院ではICT（Infection Control Team）委員会が中心となり、インフルエンザのシーズンに入ると、その流行の
度合いに合わせて感染対策を行っております。

てあらい

具体的には…
◎11月～
インフルエンザへの注意喚起、手洗い・うがい・マスク着用の励行

など

うがい

◎インフルエンザ注意報発令～
臨時ICT委員会の開催（対策の確認）、注意報発令の周知

など

マスクを
しよう

◎インフルエンザ警報発令～
面会制限、ホームページでの情報提供

など

このように流行に合わせて、効果的に感染予防、拡大防止ができるよう努めております。
感染症予防は患者さんと私たち医療従事者が一致団結して取り組むことがと
ても重要です。
より良い医療を提供できますよう、ご理解ご協力をよろしくお願いします。


特定医療法人竜操整形 ICTチーム
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理事長 角南医師に岡山県警から

感謝状 が贈られました

昭和55年８月の竜操整形外科病院創設以来、岡山東（現
中央）署の岡山県警察協力医として地域貢献をしてきま
した。
役目は自宅などで亡くなられた方の事件性の無い死体検
案※です。
暑い時もあれば極寒の夜もあります。
医師の当り前の務めとして協力しています。
この死体検案でも、刑事さん方は長時間にわたり現場で
いろいろと専門的な仕事をなさっており、当方が頭の下
がる思いでいます。
医師の責務として、患者さん相手だけではないことをご
理解いただければ大変ありがたいと思います。
※自宅など、病院以外で亡くなった方の死因、死亡時刻、異状死でないかの確認を医師が行うこと。

５病院研修会 in 熊本
平成29年10月21日、他県５つの同規模整形外科専門病院による研修会（熊本県･成尾整形外科病院主催）が開催さ
れました。
各部門別に定められたテーマに沿って検討・情報交換を行いました。研修会で得た知識・技術を更なる医療の質向
上に役立て、患者さんに安心安全な医療が提供できるよう努力してまいります。

至中原橋

山陽本線

http://www.ryusoh. or. jp
新幹線

高島駅
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竜操整形外科病院
至東岡山

至原尾島

特定医療法人

竜操整形

竜操整形外科病院

りゅうそうクリニック 〒703－8245 岡山市中区藤原79－2

TEL：086－273－1122 FAX：086－271－6851

藤原

（両備・宇野バス）

百
間
川

●

おかやま
信用金庫
二本松

至大阪
R250（旧 R2）

（岡電・宇野バス）

至岡山市街

〒703－8245 岡山市中区藤原21－1
TEL：086－273－1233 FAX：086－273－4689

介護支援センター りゅうそう

TEL：086－271－6111 FAX：086－273－1002

地域医療連携室

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575

毎日身に染みるような寒さが続きますが、お身体にお気をつけて寒い冬を乗り切りましょう

