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患者さんの満足を求めて
東病棟看護師長 黒瀬

明子

去る９月８日、2020年夏のオリンピック開催地を決める IOC 総会が開催され東京が招致に成
功しました。東京チームが行った最終プレゼンテーションはすばらしいものでした。その演説
の中のひとつに日本人のおもてなしの心をアピールしたものがあったことは、まだ記憶に新し
いことと思います。
おもてなしは、
「相手のことを思いやり、心のこもった最高の対応をする」という意味があり
ます。英語では「ホスピタリティhospitality」に相当します。ホスピタリティの語源はホスピタ
ルやホスピスと同じです。患者さんへの医療・看護サービスには、質の高い医療技術や専門知
識とともに、このホスピタリティを欠くことはできません。
病院を訪れるとき、患者さんは数々の痛みや不安を抱えて来られます。早く治してほしい、痛
みのない治療をしてほしい… さらに入院となると生活が一変します。私たち看護師は、その
気持ちを理解し、患者さんの立場に立ってものを考え、回復への意欲をもっていただけるよう
努めています。
一般にサービスの基本は、当たり前のことをきちんと行うことにあります。看護を行ううえ
でも同じで、ベテランの看護師でも、そうでない経験の浅い看護師でも、誰もが正しい手順で
処置や看護をさせていただくことが基本となります。看護業務マニュアルや手順書を整備し、そ
れらに則って看護や処置を適切に行うことを心がけています。そしてそれは安全や安心を提供
することにつながっていきます。さらにそのときの職員の笑顔や対応によって患者さんがより
心地よさを感じていただくことができればこのうえないことです。
どんなに適切なサービスであってもそのよしあしの判断は、サービスの受け手である患者さん
が行うものです。看護師がよかれと思って行った行為でも、患者さんにとって満足のいくサービス
でなければよい評価は得られません。ひとり一人の職員がそれぞれの仕事を通じて患者さんや
その家族に対してどのような思いやりをもち、それをどのように表現するかが問われているよ
うに思います。どの看護師も患者さんやご家族から喜ばれ、期待される存在でありたいと願っ
ています。数ある病院の中から当院を選んで来てくださる患者さんの期待に応えられるよう努
めていきたいと思っております
当院では入院の際にアンケート用紙をお配りしています。皆さまの声を聞かせていただけれ
ば幸いでございます。
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東病棟スタッフ
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黒瀬師長

山陽新聞健康講座「足腰きたえて長生きしよう！」が開催されました。
山陽新聞健康講座『足腰きたえて長生きしよう！ ～ 骨・関節と健康寿命～』が10月27日、岡山
プラザホテルで開催されました。当院からは３名の医師が講演を行い、市民ら約120人が関節痛
の予防や万一の時の治療法などについて理解を深めました。
少しですが、講演内容を紹介いたします !!
小さな傷で再発の少ない
腰椎椎間板ヘルニアでは腰や殿部に痛み、下肢にしびれや痛みが
腰椎椎間板ヘルニアの手術
放散したり、足に力が入りにくくなります。痛みが強い時期には安
静を心がけ、コルセットを着用します。また消炎鎮痛剤を飲んだり、
神経ブロックを行い痛みを和らげます。痛みが軽くなれば運動療法
を行います。これらの方法でもよくならない場合や下肢の脱力、排
尿障害があるときに手術をお勧めすることもあります。当院では約
30年間顕微鏡下にヘルニアを摘出しており、約30分という短時間の
りゅうそうクリニック
手術で再発も少なく、良好な結果を得ています。

院長 今井 健
痛みがとれる人工関節

竜操整形外科病院

関節外科部長 佐藤

隆三

人工関節置換術とは、軟骨が磨り減って、傷んでしまった関節を
取り除いて、人工の関節に置き換える手術です。手術によって、痛
みで制限されていた関節の動きが良くなり、日常生活動作が改善さ
れます。当院では、1981年開院以来、人工股関節置換術、人工膝関
節置換術を行っており、約2000症例の手術実績があります。
現在人工関節手術は的確な手術進入路で正確なインプラントの設
置を行えば25年から30年の耐久性が期待できるようになっています。
当院は適切な手術手技、短時間での手術、術中・術後合併症の発生
率を低下させるよう努力しています。

肩の痛み、挙上困難などがある場合、その原因を診察やレントゲン、 傷小さく負担軽減の肩の手術
MRIなどの画像で調べます。原因がわかれば、まず内服薬、注射、リ
ハビリテーションなど保存的治療を行いますが、症状が改善しない場
合は手術が必要になります。当院では内視鏡を使って腱板の断裂部
分を骨に縫いつけ運動機能を改善する鏡視下手術を行っています。
また、腱板修復以外にも五十肩、反復性肩関節脱臼など様々な肩の
疾患の適応となります。従来は大きく切開して手術しなければなら
なかったものが、関節鏡を用いることで、侵襲が少なく確実に機能の
再建ができるようになりました。また、手術後の痛みも少なくなり、
竜操整形外科病院
肩が動きにくくなる拘縮など手術後の後遺症も減らすことができます。  内視鏡手術部長 濱浪 一則

㊧講演した医師への質疑応答の
時間もあり、会場からは質問
が活発に飛んでいました。
㊨最後には希望者と当院の医師
が１対１で面談する健康相談
の場も設けられました。
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第45回院内QCサークル発表大会が開催されました !!
日時：平成25年８月10日（土）15：00～17：30

場所：竜操整形外科病院

第３リハビリテーション室

《第45回院内QCサークル発表大会発表演題》
改善事例「テーマ」
部門/サークル
就業時間内に業務を終わろう
リハビリテーション科/新ウルトラ家族
詰所と北病棟棚を整理整頓して使いやすくしよう
２階病棟/チャレンジャー５
術前訪問に行こう
手術室/ルーキーズ
新患の自費診療の窓口対応を確実にしよう
医事課/スマイル
【審査の結果】
★優勝：スマイル

司会：地域医療連携室 看護主任 太田典子

★準優勝：チャレンジャー５

講評：薬剤科長

★第３位：新ウルトラ家族

伊澤輝子

★優秀賞：ルーキーズ
堂々とした
発表すばらし
かったです

発表風景

会場からは鋭い質問が…

優勝したスマイルサークル

平成25年度 竜操サマーミーティングが開催されました。
平成25年８月10日（土） 岡山プラザホテル ４階鶴鳴の間（18：30～20：30）
出席：101名（職員84名、来賓17名）
地域の先生方と顔の見える連携を深めるためサマーミーティングを開催しました。熱心なお
話や貴重なご意見をいただき、大変有意義な機会となりました。いただいたご意見ご要望をも
とに、地域の先生方・患者さまに信頼され、当院での診療を希望していただける病院を目指し
て一層の努力をしていきたいと思います。
涼やかな
浴衣姿で歌声
披露 !!

サマーミーティング風景

地域の先生方と談笑

看護師による余興

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。
おいしい食事がいただけるだけでなく、
他職種との交流の場にもなっています。
場所：肉のほそだ
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平成25年８月

９月

10月

厚生労働省 平成25年度多職種協働による
チーム医療の推進事業シンポジウム・施設見学会
近年、医療の質や安全性の向上及び高度化・複雑化に伴う業務の増大に対
応するため、「チーム医療」が様々な医療現場で実践されています。シンポ
ジウムではチーム医療の展開の中で浮き彫りとなった課題を整理し、質の高
いチーム医療のあり方について議論が行われました。また徹底したチーム医
療の実現を目指す長崎リハビリテーション病院を見学させていただき多職
種チームの組織、運営、環境設定などの工夫を学ばせていただきました。

恒例！

日程：平成25年10月11日（金）９：45～16：30
場所：ホテルニュー長崎（シンポジウム）、長崎リハビリテーション病院（施設見学会）
参加者：三好恭子、次田サエ子、山田圭介、前田さおり、坪田知恵、河合有加
竜操整形外科病院

!!

みんなで歌おう

（木）午後３時～４時
10月10日
年
5
2
成
平

院内コンサ－トの様子

病院北館１階第３リハビリテ
ーション室

毎年この時期は恒例に
なりました が、 岡山ア
コーディオンクラブの会
長でアコーディオン演奏
者の桧山武雄さんとクラブのメンバーの方々
をお迎えして院内コンサートが開催されまし
た。今年も、桧山会長を含め全４名のアコ－
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。

演奏曲

約45名の患者さんが参加され手拍
子と歌声で大いに盛り上がりました。
メンバ－の方々の息の合った踊りや
振り付けも楽しかったですね。あり
秋にふさわしい紅葉の歌…、歌に合わせた振り付けなどで、会場を大いに盛り上げていただきました!!
がとうございました。

・紅葉  ・ふじの山  ・高原列車は行く  ・青い山脈  ・ああ人生に涙あり  ・誰か故郷を思わざる  ・月の砂漠
・北国の春  ・星影のワルツ  ・旅の夜風  ・丘を越えて  ・白い花の咲く頃  ・上を向いて歩こう  ・真っ赤な太陽、他

院内の行事

《第45回院内ＱＣ発表大会》
日
時：平成25年８月10日（土）15：00～16：30（全職員対象）
場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：当院ＱＣサ－クルによる改善事例４演題発表

《平成25年度第２回医療安全研修会》
【院内合同研修会報告】
日
時：平成25年９月26日（木）15：00～16：00

（平成25年７月～10月） 場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：「医療安全文化の醸成」
（オンデマンド研修）
講
師：杉山良子先生（日本赤十字社事務局）
《平成25年度第２回院内感染対策研修会》
日
時：平成25年10月24日（木）15：00～16：20
場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：「病院全体で取り組む感染対策」
（オンデマンド研修）
講
師：黒須一見先生（東京都保健医療公社荘原病院）
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回復期リハビリテーション病棟を探れ!!
回復期リハビリテーション病棟は、病気やけがを
負って、急性期病院で救急医療や専門医療を終了した
方が、比較的早期の段階でＡＤＬ
（日常生活動作）の向
上と社会復帰を目的としたリハビリを行う病棟です。
当院には回復期リハビリテーション病床が43床あり、心身ともに回復した状態で自宅や社会
へ戻っていただくことを目指しています。
今回は、西３階回復期リハビリテーション病棟をご紹介します ! !

リハビリについて
当院では毎日リハビリスタッフが患者さんに関われるよう365日体制をとっています。
理学療法と作業療法があり、各リハビリは９時から17時までの間に行われます。また、病棟
では看護・介護スタッフによる病棟訓練も行われており、リハビリスタッフ・病棟スタッフが互
いに連携を取りながらＡＤＬ能力向上に努めています。
《理学療法とは？》
座る、立つなどの基本動作ができるように身体の基本的な機能回復をサポートします。
屋外には障害物が
いっぱい…。
自宅復帰に向けて
屋外歩行訓練も
行っています。

《作業療法とは？》
食事をする、入浴をするなど
日常生活を送る上で必要な
機能回復をサポートします。

手先の細
かな動き
の
練習を行
っていま
す。

病棟の一日（一例）
６：30 起床

９：00 申し送り
夜 勤者から日勤者への申し送
りと本日の 予定など伝 達事 項
を確認。

朝の挨 拶をしながら病棟を回
り、起床時の排泄・洗面・更衣
のお手伝いをします。
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10：00 廻診

11：00 リハビリ

調子はいかが
ですか？

病棟担当医が診察します。

患者さまの状態に合わせて訓
練 室や病 棟 でリハビリを行い
ます。

食事について
患者さんの病状に応じた適切で安全なお食事を食べていただくことで、健康回復に貢献でき
ることを目的としています。さらに、快適な入院生活を送っていただくために、お食事を通し
楽しみをお届けできるよう努力しています。
入院中のお食事は常食、軟菜食をはじめ成分や形態を調整した各種の特別食を、医師の指示
に基づき患者さんの病状に応じて提供しております。
※朝・夕は選択メニューを実施。【10/24の昼食メニュー】

週に１回麺の日があり、うどん・ラーメン
パスタ等を提供しています。
なかでも「うどん」が大変好評です！

「カルシウム強化の日」とし、骨を
強くするために必要なカルシウムを
ふんだんに盛り込んだ食事を提供しました。
ごはん・ししゃもフライ・サニーレタス
・ひじきの煮物ブロッコリーのサラダ
・デザート（ヨーグルト）
☆エネルギー610 kcal カルシウム382 mg ☆
※成人は１日に700 ㎎ のカルシウムが必要です

退院に向けて
【家屋調査】 当院でのリハビリテーションを退院後の在宅生活に効果的に繋げるために必要に
応じて、住宅改修や福祉用具の選定など環境調整の指導・援助を行っています。
これは入院中にリハスタッフ、看護師、ソーシャルワーカー、ケアマネージャー等が連携して実際に
患者さんのご自宅に訪問して行います。
実際の家での生活を見て
（訪問範囲を限定させて頂いております。）
退院に向けての指導・アド
バイスを行います。

【退院前カンファレンス】 担当スタッフ（看護師・リハスタッフ・ソー
シャルワーカー等）とご本人・家族、ケアマネジャー、サービス事業
者にて退院に向けたカンファレンスを行います。
現在のご本人の状況を確認した上で、退院に向けた今後のスケジュールを確認し、サービスの調
整・準備を行っていきます。

14：00 歩行観察・リハビリカンファレンス
医師、看護師、リハビリスタッフ等が
集まり、患者さんの状態を確認し、リ
ハビリテーションの計画を立てます。

患者さんに歩いてもらい、リハ
ビリの状況を確認し評価します。

16：00
退院前カンファレンス

スムーズな退院ができるよう関係機関
と話し合いを行ない、退院後必要とな
る介護・医療サービスの調整をします。

21：30～ 巡視
夜中も患者さんの状態を観察
します。トイレへの誘導の声か
けもしています。

おやすみなさい
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看護師募集のご案内
当院は整形外科単科の急性期から社会復帰までを担う専門病院です。
患者さんが、当院での治療・看護・リハビリ等を通じて、健康で過ごしていた頃に
少しでも近づいていただくことを目標に、スタッフ全員が協力して携わっています。
皆さんも整形外科専門ナースとして、ぜひ一緒に働きましょう！
（見学、面談は随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。）

先輩ナースの声
私は、総合病院の整形外科を４年経験して、当院に入職しました。同科とはい
え、初めは業務内容の大差に困惑しました。それでも８年間勤務できたのは、恵
まれた環境と支援があったからです。
その、ひとつが育児中でも働き易い環境が整っていることです。
私は、１歳４ヶ月になる息子を育てながら平日の日勤常勤で働いています。各家庭状況に応じた勤務体制、
乳幼児検診や保育園行事の勤務調整、定時就業や急病時の対応など、育児と仕事の両立に理解がある病院の
サポート体制をとてもありがたく思っています。
新卒の方はもちろん、既卒で育児とブランクのある方にも働き易い環境と良い人間関係が備わった、当院
のような病院は少ないと思います。私は当院に出会えて本当に良かったです。
西３階病棟 藤井美香

私は結婚がきっかけではありますが、整形外科の専門的な知識を身につけたい
と思い竜操整形に入職しました。
入職して５年目になりますが、現在までに２人の子どもを出産し家族の協力を
得ながら子育てと仕事の両立を頑張っています。
子どものことで仕事を急に休んだりと、周りのスタッ
岡山県
フにたくさん迷惑をかけているなか、数か月前から夜勤
実習指導者講習会
を始めていますが、みなさん温かく人間関係が良いおかげで、現在まで続けられて
３か月間の研修を無事
いると思い感謝しています。
終え、修了証をいただく
ことができました。実習指導
子育てをしながらの仕事は大変ですが、職場環境が良いので是非皆さんも一緒に
頑張ります!!
働いてみませんか？
西２階病棟 武藤陽子
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新幹線

高島駅

●岡山県自動車税事務所
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竜操整形外科病院

至原尾島

至東岡山
藤原
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（両備・宇野バス）
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川
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おかやま
信用金庫

岡山
陸運支局

二本松

至大阪
R250
（旧 R2）

http://www.ryusoh. or. jp
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

介護支援センター りゅうそう

TEL：086－271－6111 FAX：086－273－1002

（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

地域医療連携室

祝オリンピック決定！私たちも《おもてなし》精神で頑張ります。

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575
ペコ

