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第３回地域連携懇話会

第

開院記念式典・永年勤続表彰

和泉嘉人さん≫

誕生日会

≪医事課

角南院長のインタビュー記事掲載

表紙写真：勇ましく舞い踊り、竜操を盛り上げます‼

Ryusoh Clinic
Ryusoh Orthopedics Hospital

任のご挨拶
事務長 亀

平成27年６月に特定医療法人竜操整形

山

辰

治

竜操整形外科病院の事務長に就任いたしました亀山でございま

す。
岡山県庁を退職後、母子家庭等自立支援事業・ひとり親家庭支援センター事業・無料職業紹介事業・母
子家庭等専門相談アドバイザー事業等を行う岡山県愛染会に勤めておりましたが、法人改革を行い、平成
24年４月、財団法人から公益財団法人として新しく生まれ変わりました。２年数ヵ月が経過し、法人経営
も順調に推移していたこともあり、理事長を後任に任せようかと考えていたちょうどその頃、角南院長か
ら話を聞いた県職員時代の先輩から打診があり、本年５月末をもって財団理事長を退任し、竜操整形外科
病院 事務長職を快くお引き受けした次第であります。
実は我が家は当院から近く、開院時は近所に整形外科ができて喜んだことを思い出します。それからと
いうもの、長男が小学校１年生の時、学校で右腕を骨折したり、次男が手の指を骨折、足の成長痛で入院
したり、鎖骨を骨折したり、何度もお世話になりました。
その上、私は幡多スポーツ少年団でソフトボールをボランティアで指導して30年が経過するのですが、地
元の整形外科病院ということもあり多くの教え子が診察を受けております。私自身も、平成25年９月、田
舎（高梁）で実家の稲刈りをしていて不注意で田圃から転落、左踵骨を骨折し約２ヵ月間入院をいたしま
した。当時の主治医の先生や看護師、リハビリの先生には大変良くしていただきました。
本年６月から慣れない事務長として勤務をしていますが、入院時お世話になった先生方に励ましの声を
かけていただき、看護師・リハビリの先生方など多くの職員の皆様に笑顔で迎えられ大変勇気づけられ、当
院のために頑張ろうと決心しております。
医療を取り巻く環境は、急速に進む超高齢化社会に対応するため医療機関の機能分化を強力に進めてい
ます。これら長寿社会を支えるための地域包括ケアシステムの中で当院は、急性期病棟、地域包括ケア病
棟、回復期リハビリテーション病棟の機能を配備しております。
５Ｓの精神「SERVICE 奉仕…患者さんのために奉仕します
SINCERITY 誠実…患者さんの身になってすべての医療行為が行えるよう努めます
SMILE 微笑み…患者さんと心温まるコミュニケーションで対応します
SPEED 迅速…診察内容を一層充実させます
SAVING 節約…安定した医療活動と患者さんの負担軽減を図ります」
のもとに、子供から大人まで、患者様に安心で安全な医療サービスが提供できるよう、また職員ひとり一
人の充実と満足と幸せを実現し、心豊かな人財に恵まれた安心で安全な竜操整形外科病院であり続けられ
るよう、微力ながら事務長として地域の皆様と歩みながら社会に貢献したいと考えております。
これからも、何卒よろしくお願いいたします。
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夏休み企画

理学療法士 安

平

光一郎

本活動は夏休み企画と題し、
「他部署の仕事をブラり訪問して
見てみよう！」ということで通称「部署ブラ！」と名付けまし
見える化
た。目的は他部署の業務を体験し、その専門性や業務内容につ
いて理解を深め「チーム医療」の構築に役立てるというもので
例えば・・
す。これにより質の高い医療の実現はもとより、快適な職場環
・絵日記
訪問
・リカイツリー
リハビリ
放射線
境の形成や効率的な業務運営の実施ができると考えます。
そのきっかけ作りとして「部署ブラ！」を企画し、今回は部
署を７つ（診療放射線科・リハビリテーション科・地域連携室・
説明
外来・医事課・薬剤科・臨床検査科）に限定して部署体験を行
いました。
理解！
まず、体験者が事前に訪問部署に対して日ごろ疑問に思って
リハビリ
放射線
いることや聞きたい事を専用用紙に記入し、受け入れ部署はそ
の質問内容についての説明や、自部署の役割、また業務内容を
連携！！
体験も交えながら約１時間かけて対応します。これにより、日
ごろ接する機会の少ない他部署の職員ともコミュニケーション
が図れ、
「チーム医療構築」の第一歩になることでしょう。
この取り組みでは他部署に訪問するだけでなく、訪問によって得
られた体験を自部署の中で共有することも内容に含んでいます。具
絵日記
体的には、皆さん小学生の頃の夏休みを思い出してください…。夏
質問紙
休みといえば…宿題、宿題といえば…そう！「絵日記」です。各自
訪問を終えた後に得られた体験を絵日記に書き、それを他の職員が
見ることで「体験の共有」が出来るという訳です。さらに「竜操リ
カイ（理解）ツリー」という名の木をモチーフにした絵を院内に掲
示しています。この絵は「葉」の無い幹と枝だけの絵で、「幹＝病
院」・「枝＝各部署」を表現しています。絵日記同様、各自訪問を終
えた後に葉の形をした付箋紙に体験した部署へ一言メッセージを記
し、体験部署の枝に貼り付けます。すなわち、葉の数が「体験」の
体験カード
数であり、この木全体に葉が生い茂ることで部署間での業務の「理
解」が得られた事を意味します。すでに体験した職員からは「あの
部署の仕事ってすごいですね。」や「次はあそこの部署に部署ブラしてみたいです。」
など、非常にありがたい言葉を頂いています。今回の取り組みを基盤にさらなる
「チーム医療構築」に向けた次の一手を模索中ですので乞うご期待ください。
夏休みの宿題・・

2

広報誌 りゅうそう

人工関節と関節痛の情報サイト『関節が痛い.com』に佐藤隆三医師と角南浩史医師が紹介されました。

痛みからの解放をめざす、

「人工関節」

を知ってください。

さ とう りゅうぞう

竜操整形外科病院 佐藤 隆 三 先生
専門：股関節

竜操整形外科病院
専門：股関節

す なみ

ひろ し

角 南 浩 史 先生

そもそも股関節とは、どのような機能を持った関節な
のでしょうか？

佐藤先生：足のつけ根にある、大腿骨と骨盤をつなぐ部分
です。ボールのような形をした大腿骨頭
（だいたいこっと
う）と、
その受け皿である骨盤側の臼蓋
（きゅうがい）によっ
て構成されています。
立ち座りや歩行を行う上で非
常に重要な部位なので、何らか
の異常によって、大腿骨頭が滑
らかな球形からゴツゴツしたデ
コボコ状に変形すると、激しい
痛みを伴ったり、
脚の可動域
（か
どういき：関節を動かすことが
できる角度）
が狭まるなど、
生活
に支障が出ます。

いわゆる、変形性股関節症（へんけいせいこかんせつ
しょう）ですね。
角南先生：はい。日本の場合、高齢の女性に多く見られま
す。年齢を重ねるに従って変形が少しずつ進行し、だんだ
んと痛みが増してきます。ほとんどの方は、立ったり座っ
たりしたときに股関節に痛みを感じて受診されますが、動
くのもつらいほど痛くなってから来院される方もいます。
佐藤先生：変形性股関節症以外にも
「大腿臼蓋インピンジメント
（FAI：エ
フエーアイ）
」という疾患がありま
す。大腿骨と臼蓋の形状異常が原因
で起こります。MRIによって画像で
はっきり確認できるようになったの
で、この病気が発見されることも多
くなりました。ですが、当院の患者
さんに最も多いのは、やはり変形性
股関節症ですね。
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ージ
先生からのメッセ
です
が治療のスタート
メスを握ったとき
続け
り
て患者さんを見守
が、長きにわたっ
切な仕事です。
）
ることも我々の大
（佐藤 隆三 先生

の前、
患者さんから「こ
人工股関節にした
くと、
聞
すよ」という声を
旅行に行けたんで
ります。
）
とてもうれしくな
（角南 浩史 先生


変形性股関節症になると、手術した
ほうが良いのでしょうか？

佐藤先生：劇的に症状が改善するのは、
手術です。変形性股関節症の治療には、
大きく三つがあります。保存療法、薬
物療法、手術です。保存療法とは、股
関節まわりの筋肉を鍛える運動やスト
レッチによって、股関節にかかる負担
を減らすやり方です。薬物療法は、鎮痛剤による痛み止め
が主です。ヒアルロン酸やステロイドを注射する方法もあ
りますが、その効き目は大きく期待できません。
角南先生：痛みを取り除き、生活の質（QOL）を高めるのは、
やはり手術でしょうね。変形した関節を人工股関節に取り
替える「人工股関節置換術（じんこうこかんせつちかんじゅ
つ）」によって、症状は見違えるほど改善されます。
また、MIS（エムアイエス：最小侵襲手術）でなるべく筋
肉を傷つけないような手術も、症例によっては可能です。
MISであれば、術後の痛みは軽減され、筋力も温存できる
ので、早期の歩行訓練に有利です。

手術を選択する判断の基準は、どのようなものでしょ
うか？

角南先生：日本整形外科学会の股関節機能評価基準によっ
て判断しています。症状、日常生活への影響、脚の可動域
などを点数化しており、総合点が100点満点中50点前後の
方には、「そろそろ人工関節を」とアドバイスしています。
このレベルになると、支えがないと立ち仕事ができないな
ど、日常生活に支障が出始めています。
また、点数が70点だとしても、普段の生活が困難であれ
ば手術をお勧めすることがあります。

いよいよ手術となったら、やはり不安があります。そ
もそも、人工股関節にはどんなメリットがあるので
しょうか？
佐藤先生：何といっても、痛みが取れることです。人工股
関節にすると、ほとんどの患者さんで、あれほど激しかっ
た痛みが嘘のようになくなります。例えば、痛みのせいで
台所の立ち仕事ができなかった、旅行にも出られなかった
という人が、手術によって、はつらつとした生活を取り戻
せます。趣味程度であれば、テニスやジョギングといった
運動もできるようになります。病気のときは中断していた
人生の楽しみを、再び味わっていただくことができるので
す。
角南先生：そうですね。人工股関節にした患者さんから「こ
の前、旅行に行けたんですよ」という声を聞くと、こちら
もとてもうれしくなります。

人工股関節には種類があるのですか？

佐藤先生：はい。
「接着方法の違い」と「素材の違い」に大
別されます。まず「接着方法の違い」ですが、
大きくは「骨
セメント型」
「ノンセメント型」に分かれます。骨セメント
型は、大腿骨頭の代わりとなる「インプラント」を大腿骨
側に固定するとき、骨セメントを注入して接着する方法で
す。骨頭の受け皿となる臼蓋側にもセメントを注入し、軟
骨の役割をするポリエチレンを入れます。一方、ノンセメ
ント型は、インプラントに特殊加工が施してあり、そこに
自分の骨が入り込むような構造になっています。骨セメン
トを使わないので、ノンセメントと呼ばれています。当院
では、８：２の割合で、ノンセメント型を多く採用してい
ます。
ノンセメント型の人工股関節の設置方法

なぜノンセメント型を多く採用しているのですか？

角南先生：セメント型が悪いわけではないのですが、骨セ
メントを使わなくて済むなら、そのほうが患者さんの体に
も良いのではないでしょうか。症例によってはセメント型
を選択せざるを得ない場合もありますが、不必要なものは
なるべく使用しないほうが良いというのが、私の考え方で
す。

人工股関節も進歩しているのですね。
角南先生：おっしゃる通りです。
さ
きほど、人工股関節には「素材の
違い」があるといいましたが、特
に摺動面
（しゅうどうめん：人工関
節の骨頭ボールとライナーがこす
れ合う面）
に、
従来の金属製だけで
なくセラミック製のものも登場し
ています。セラミックは、簡単に

いえば陶器。体へのなじみが良く、摩耗にも強いという特
性があります。金属摺動面の場合は、摩耗粉（まもうふん）
が出やすかったり、金属同士が化学反応をしたりして不具
合が生じる可能性がありますが、セラミックならその心配
が軽減されます。臨床成績も良好なので、私はセラミック
製の摺動面を使用するようにしています。
人工股関節の耐用年数も上がっています。一般に10～20
年といわれていますが、学会での発表の中には「30～40年
は長保ちする」とおっしゃる先生もいるほどです。
佐藤先生：ずっと以前は、臼蓋側に入れるポリエチレンが
今ほど高品質ではなかったため、長年使っていると摩耗が
起き、その摩耗粉が自分の骨を溶かしてゆるみが生じる、
と
いうケースが発生していました。でも今は品質が格段に改
善され、セメント型、ノンセメント型のいずれであっても
十分な治療成績が上がっています。

ところで、入院期間はどのくらいでしょう。しばらく
はベッドで安静にしていなければならないのですか？
佐藤先生：入院期間はおよそ１か
月です。病院によっては２週間以
内で退院となるケースもあるよう
ですが、あまりに退院が早すぎる
と、まだ痛みが残っていたり、普
段通りの暮らしに戻して良いのか
迷ったりと、自宅に帰ってから困
られることもあると思います。むしろ、入院期間中にリハ
ビリをしっかり行い、術後の痛みをすっかり取り除いてか
ら自宅に帰っていただきたい、と考えています。
私たちのモットーは、手術をしたあとも患者さんをサ
ポートし続ける「トータルケア」を提供することです。手
術したらそれで終わり、ではなく、リハビリまで含めた回
復医療も重要だと思っています。
角南先生：リハビリでは、歩行訓練、筋力訓練などを手術
が終わった翌日から開始します。以前は「ノンセメント型
で手術すると、足を地につけるようになるまで長期間かか
る」といわれていましたが、医療の進歩によって、今では
次の日から歩けますよ。
佐藤先生：それに、ベッドで安静にしているより、体を動
かしたほうが良いんです。動かさないことで血管内に血栓
ができ、それが肺の動脈に詰まる「静脈血栓塞栓症（じょう
みゃくけっせんそくせんしょう）」が起こる可能性があるか
らです。早期にリハビリを開始したほうが、それだけ回復
も早まりますしね。

股関節疾患の治療に当たって、座右の銘にされている
ことがありましたら教えてください。
角南先生：とにかく、安全に
手術を終わらせることですね。
そのことに集中しています。
佐藤先生：私は「メスを入れ
たときが治療のスタート」だ
と思っています。手術に全力
を尽くすのはもちろんですが、
患者さんが退院したあと、外来で経過を見守り続けるのも
我々の大切な仕事。患者さんが一生を終えられるとき「あ
のとき手術をして本当に良かった」と思ってくださること
が、私たちの最大の喜びです。
※必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので
詳しくは主治医にご相談ください。

4

広報誌 りゅうそう

院内の行事
6/6
SAT

●平成27年６月～８月

THR友の会
友の会は、当院で全人工股関節置換
術の手術を行い、元気に日常生活を
送っている仲間たちの会です。岡山

プラザホテルで年に一度の交流会を
行い、楽しい時間を過ごしました。

（写真：角南浩史先生・理学療法士川

口直樹さんに講演をしていただきま
した!!）

7/9
THU

火災避難訓練
火災が発生した場合を想定して、初期消火や通報、患者さんの
安全確保を目的に火災避難訓練を実施しました。今回の訓練は
夜間の火災を想定し、看護職員を中心とした避難誘導および消
火訓練をおこないました。

（写真：実践的な訓練です！）

7/11
SAT

第３回地域連携懇話会
第３回地域連携懇話会を開催しました。地域連携懇話会は、地
域医療機関との連携を深めるために開催しています。今回の懇
話会では、当院と関連の深い地域医療機関の関係者に医師の紹
介と取り組みを報告しました。佐藤隆三医師は「当院での人工

関節置換術」
、中原進之介医師は「当院での脊椎外科症例報告」
をテーマに講演をいたしました。また、懇親会では「顔の見え
る連携」を実施することを目的として、日頃お話することが少
ない地域の先生方との有意義な懇談の場となるように、地域連

携室をはじめとする当院スタッフがおもてなしをいたしました。

（写真：大変盛況な会となりました）

7/23
THU

第49回院内QCサークル発表大会
当院では、医療の質や患者サービスの質改善のためQC手法を用いた改善活動をおこなっています。今回は６
チームの発表がありました。
司会者：松村卓典
優

講評：紀村起世子・土本真也

勝 「適切な画像を提供しよう～手関節側面撮影での試み～」



準優勝 「患者の待ち時間において雑誌を有効に利用してもらおう」
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放射線科/オム二

総務部/新ほうれんそう

第３位 「洗剤にかかるコストを削減しよう!!」



奨励賞 「業務の標準化を図る」


看護助手混合/ゆかいななかま
医事課/タケコプター

「レクリエーション時の痛みをなくそう～レクリエー




ションをより楽しんでもらうために～」

３階病棟/ホワイトピーチ

「薬品の配置をわかりやすくしよう」


優勝は、放射線科「オム二サークル」!!!

薬剤科/青い鳥

審査員以外の参加者の投票で選ばれた感動賞は総務課「新ほう
れんそうサークル」でした。

どのサークルも努力していることがうかがえる発表大会でした。
これからも患者さんのため、病院のため、そして自分たちのた

めになるステキなテーマを見つけて頑張って活動していきます。

（写真：優勝のオムニサークル
ル）

7/31
FRI

感動賞の新ほうれんそうサーク

開院記念式典・永年勤続表彰
昭和55年８月１日に開院し、今年で36年目を迎えることができ
ました。
あわせて、永年勤続者の表彰もおこなわれ、今年の永年勤続者
は30年が２名、20年が６名、10年が７名でした。今後とも職員
一同、患者さんに安心安全の医療が提供できるよう努力してま
いります。
（写真：永年勤続者のみなさんです！）

誕生日会
当院では毎月第４木曜日に誕生
日会が開催されます。
おいしい食事はもちろん、他職
種との交流の場にもなっていま
す。

６月

４月

５月

７月

８月

食事会風景

6

広報誌 りゅうそう

中四国医事新報に
角南院長の
インタビュー記事が
掲載されました。

中四国医事新報
8月20日（木）より

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

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575

至岡山市街

秋といえばスポーツ、芸術、読書…。私はやっぱり食欲かな。皆さんはいかがですか？

