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新年のご挨拶
特定医療法人竜操整形
理事長
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明けましておめでとうございます。今年も皆様に輝かしい年でありますように。
今、日本は超高齢社会になり、社会保障費（医療・介護・年金）が増加しています。医療費の削減
施策の一つが地域包括ケアシステムです。今までは、一つの病院で診断、治療(手術を含む)、リハビリ
を行い、社会復帰する一病院完結型でした。ところが、この地域包括ケアシステムでは、病院で治療
の目途がつくと自助・互助・共助・公助の推進によって地域で多職種が連携して社会復帰を目指しま
す。すなわち、地域完結型の医療を目指すものです。
一方、
「健康寿命の延伸」も国の施策に取り入れられました。健康寿命とは、健康上の問題がない状
態で日常生活を送れる期間のことです。足・腰が健康であれば寝たきりにならずにすみます。整形外
科医として、この健康寿命の延伸に関与する使命があります。今年は診断、治療、リハビリをさらに
充実させるとともに、健康寿命の延伸に役立つように職員一同頑張る覚悟でいます。
今年も関係各位のご支援、ご協力をお願い申し上げます。


平成28年

新任医師のご紹介

高山恭子
たかやま きょうこ

篠原健介
しのはら けんすけ

2015年10月より
竜操整形に入職しま
した。
主に外来患者さん
の診療に当たらせて
いただいています。
専門は関節リウマ
チですが、今まで東京や名古屋のクリ
ニックや内科病院等で一般的な整形外科
疾患の患者さんも診させていただいてい
ました。少しでも患者さんのお役に立て
ればと思っております。
よろしくお願いいたします。
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元旦

みなさん初めまし
て。篠原健介と申し
ます。
2015年11月より
竜操整形外科病院・
クリニックで勤務さ
せていただいており
ます。大学を卒業後
は香川労災病院で初期研修を行い、同院
にて整形外科後期研修を修了いたしまし
た。その後、昨年11月までは大学院生と
して岡山大学病院で主に脊椎関係の研究
を行っておりました。
今後は当院にて少しでも皆様のお役に
立てられるよう精進してまいります。
何卒よろしくお願いいたします。

当院での医療安全対策について
アイムセーファー

放射線科

主任 丸

尾

隆

行

今日、医療を取り巻く環境は多面的かつ複雑化し
ており、安全管理においても様々な危険因子を含ん
でいます。中でもヒトがおこすエラー（ヒューマン
エラーと呼びます）の数や種類が多く、発見や対応
が遅れるという事象が発生しやすい構造になってお
り、医療行為の種類などによっては重大事象に発展
する可能性もあります。
当院では、平成11年から院内の医療安全を担う為
に数名の医療安全管理者を配置しています。私も例
に漏れず２年前に医療安全管理者認定を受けるべく
研修に行かせて頂きました。その際には新たに医療
事故の内容を詳細に分析する手法が確立されていま
したが、医師や看護師など多職種が共同して、根本
的 な 原 因 分 析 や 対 策 を 行 う 必 要 が あ り、 そ れ が

“ImSAFER（アイムセーファー）といわれる分析手法です。
ImSAFERは自治医科大学の医療安全学教授 河野龍太郎氏により
医療向けに開発されたヒューマンエラー事象分析手法ですが、より効
果的な事故分析や具体的で有効な対策を導き出すことが可能です。

当院でも平成26年度より、医療安全に関する分析や対策について、
ImSAFERを用いて検討していますが、今回は院内の分析スキルの向上
を目的に外部講師を招き、各部門で選抜された９職種30名の職員（医
師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨
床工学技士、臨床検査技師、事務職）がImSAFERの分析手法について
グループワークを行いました。
医療安全において重要なことは日常業務の中に有る問題点を明らかにし、小さなエラーの段階で事故に至らな
いように連鎖を断ち切る必要があります。そして有効な対策を講じるためには多職種間での情報の共有化や協力
こそ、これからの医療安全対策の上で必要不可欠だと考えます。

入院医療費に関するお知らせ
当院では、厚生労働省からの指定を受け、平成28年4月1日よりDPC対象病院

となります。DPCとは、あらかじめ厚生労働省で決められた病名や治療内容に

応じた1日あたりの金額からなる包括評価部分（投薬、注射、処置、入院料等）
る新しい計算方法です。

と出来高評価部分（手術、麻酔、リハビリ、指導料等）を組み合わせて計算す

この制度は、適正でより質の高い標準化された医療の提供を目的としておりますが、運用上、患者さまに
ご不便をおかけすることもございます。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
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前号（Vol.40）にて院内部署体験（通称「部署ブ

ラ！」）のご紹介をいたしました。その中で、部署体験
者の宿題として書いていただいた絵日記がとても素晴
らしかったため、
『部署ブラ！絵日記賞』として表彰を
いたしました。その他にも素晴らしい絵日記がたくさ
んありましたので、部署体験後の感想と合わせてご覧
ください。

診療放射線科

薬剤科 小 坂 明 子 さん

丸 尾 淑 江 さん

医
事
科

和 泉 嘉 人 さん

リハビリテーション科

前 田 さおり さん

・どのような業務がどのような流れで行われているのか、実際に見学しながら理解できた。
・疑問に思っていたことを聞くことができたり、普段話をしたことがない人とも交流することができた。
・部署ブラ！をすることで各部署の業務内容が改めてわかった。お互いに理解することでチーム医療にもつながっ
ていくと思う。
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こんにちは

リハビリテーション科は 理学療法士31名、作業療法士６名、
健康運動指導士５名、リハビリアシスタント５名の総勢47名で、
入院部門・外来部門に分かれて治療を行っています。

リハビリテーション科 です

入院
部門

全入院患者さんを対象とし、発症･術後～
社会復帰に至るまでのリハビリテーショ
ンを提供しています。

外来
部門

通院可能な患者さんに対し、症状改善や
日常生活の支障解消を目指しています。
物理療法機器やパワーリハビリも充実し
ています。

NEW

また、
お気づきの方も多いかと思いますが、 リハビリスタッフのユニ
フォームが変わりました。
以前のユニフォームより機能性とデザイン性に優れ、院内スタッフ・患
者さんからも好評です!!
新しいユニフォームで気持ち新たに患者さんをお迎えいたします。

リハビリ情報

何

ロコモティブ
シンドローム って

指示通りにポーズを決める井上くん

みなさんは「ロコモ」という言葉を耳にされたことがありますか？
ロコモとはロコモティブシンドロームの略称で運動器の障害によって、立つ・歩くといった移動能力の低下を
きたした状態をいいます。ロコモが進行すると骨粗鬆症や変形性関節症を発症するリスクが高まり、要支援や要
介護になる最大の原因として考えられています。これらを防ぐ、また進行させないためには適切な運動習慣と食
生活が重要とされています。そしてロコモは決して高齢者に限った問題ではありません。最近では「子どもロコ
モ」が問題視され、転んでも手がつけず顔面をケガしたり、和式トイレが使えない（しゃがめない）など、子ど
もの運動器にも異変が起きています。
当院では平成28年４月より月に一度のペースでロコモをテーマにした健康教室を予定しており、ロコモの専門
知識を持ったリハビリスタッフ（ロコモコーディネーター）が詳しく説明・指導させていただきます。ロコモに
関係する症状に心当たりはありませんか？ぜひ一度健康教室に参加してみてください。私たちと一緒に健康寿命
を延ばしましょう！

７つのロコチェック
□
□
□

片脚立ちで靴下がはけない

□

横断歩道を青信号で渡りきれない

思い当たることがありますか？
まずはチェックしてみましょう！
家の中でつまずいたり滑ったりする

階段を上るのに手すりが必要である

□
□

２㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困
難である（１ℓの牛乳パック２個程度）

□

15分くらい続けて歩けない

家のやや重い仕事が困難である
（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）

１つでも当てはまれば、ロコモの可能性アリ‼
健康教室に参加してみませんか？
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院内の行事
10/8
THU

院内コンサート
今年も恒例の桧山武雄会長率いる
「岡山アコーディオンクラブ」
ならびに「うたごえ岡山」の方々による院内コンサートが開催
されました。桧山会長を含め4名のアコーディオン奏者の方々

の演奏で、懐かしい歌、楽しい歌を皆で歌うことができました。
うたごえ岡山のメンバーの方々も一緒に合唱をサポートしてい
ただきました。

演奏曲2015
・鉄腕アトム
・蘇州夜曲
・紅葉
・君恋し
・高原列車は行く
・古城
・故郷の空
・北国の春
・みかんの花咲く丘 ・ここに幸あり
・知床旅情
・故郷
・虫の声
・アコーディオン演奏

10/25
SUN

竜操秋祭り2015
当院職員およびその家族間の親睦を深め、チーム医療の
強化の促進を図ることを目的に初の試みである「竜操秋
祭り2015」を開催しました。休日にもかかわらず約100
名もの職員・家族が集まり大盛況でした。焼きそば・焼
き鳥・フランクフルト・カレーなどの屋台があり昼休憩

中の職員が立ち寄り、仕事のつかの間の楽しい時間を過
ごしていました。

子どもたちはレクリエーション、ビンゴゲームで大盛り
上がり。職場では見られないママ・パパの顔を垣間見る
こともできました。

立場や専門性の異なる個性豊かな職員ですが、互いに理

解し合い協力し合いながら病院全体で患者さんの支援
に努めてまいります。
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●平成27年９月～12月

11/26
THU

第50回院内QCサークル発表大会
当院では病院の基本方針として、
「医療の質向上」「医療安全の徹底」「医療の効率化」を挙げています。それ
に対して毎年部門方針を立てて実施に向けて努力していますが、その解決手段の一つがQCサークル活動によ
る改善活動です。それらの結果報告を院内QC発表大会という形で年２回行っています。今回は第50回記念大
会として、外部から講師を招き講評・講演をしていただきました。いつも以上に緊張感が漂う中での発表で
したが、どのサークルも堂々とした素晴らしい発表でした。
優

勝 「必殺仕分け人

～それって本当に返書ですか？～」MSW/ミライロ

準優勝 「入院業務の能率をあげる～かあちゃん、早く帰るぞ～」２階病棟/チャレンジャー５


第３位 「受付～会計終了までの時間を短くしよう

～部署間の連携業務の見直し～」

組織横断/まったなし

奨励賞 「患者情報の収集をスムーズにしよう」東病棟/ジグソウパズル
「連絡ミスのない手術室

～入室遅延をなくそう～」手術室/ルーキーズ

「ホットパック業務の円滑化を図ろう」クリニックリハ/新ウルトラ家族
「再来受付をスムーズにしよう」医事課/スマイル



PL病院 田中良一郎先生、水島中央病院 松元孝一先生に
ご講評いただきました

１

初めてのQCにて“優勝”

12/12
SAT

会場の投票で「感動賞」に選ばれました

忘年会

サンタも来たし…

岡山プラザホテルにて忘年会が開催されました。
恒例の部門別パフォーマンスやゲームなどで大
いに盛り上がりました。

部署を超えて頑張りました

楽しかったなぁ

来たし…
エルサも
妖怪ウォッチも来た…

12/18
FRI

もちつき
職員の手でつかせていただいたお餅は、
お正月に入院中の患者さんにお出ししました。
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車椅子を寄贈して
いただきました
第一生命労働組合から車椅子を寄贈していただきました。
寄贈していただいた第一生命労働組合のご厚意に感謝申し
上げるとともに、患者さんのために十二分に活用させていた
だきます。
ありがとう
た
ございまし

に
正面玄関前

病院
操整形外科
この度、竜
ました。
が設置され
ト
ス
ポ
便
郵
ください‼
ぜひご活用

私たち「スマイルさん」に任命されました‼
接遇向上活動の一環として笑
顔の素敵なスタッフを選出し、
「スマイルさん」に任命してい
ます。
全職員の「スマイルさん」任命
を目指します!!

誕生日会

至中原橋

山陽本線

http://www.ryusoh. or. jp
新幹線

高島駅

りゅうそう
クリニック

P
P

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）

〒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

至岡山市街

皆様とのご猿(縁)に感謝し、今年も一年頑張ります！

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575

