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知人からの伝聞

－市内公立大病院での顛末－
竜操整形外科病院
事務長

吉田

薫

知人からの伝聞です。
高齢の家族が散歩中に転倒。通りすがりの人の善意の119番に救われ、
岡山市内の公立総合病院に救急車搬
送、緊急入院。背骨の圧迫骨折と診断。
病院に駆けつけた知人は、
「生死にはかかわらず、手術も要さず、念のため、安静確保のために数日間の入
院」と聞き、公立の大病院に入院できて、ひと安心として帰宅しました。
が、その日の真夜中に病院の看護師さんから電話「すぐに来てください」
。
知人夫婦は、タクシーで病院に駆けつけたところ、病棟の看護師さんから「就寝時刻を過ぎても眠らず、
ナースコールを押し続け就寝しない。ひたすら疼痛を訴えるが、
単なる打ち身の痛みなので心配はなく、徐々
に治まると話しても、さらにナースコールを押し続ける。他の（同室の入院）患者さんの迷惑になるので、
これから朝までベッドサイドにいてください」
同室の患者さんに迷惑をかけないように個室に移して欲しいと知人は伝えたところ、看護師は「この病棟
に、いまは空いてる個室はなく、他の病棟のことはわからない。この時間帯は病棟の責任者がいないので、月
曜日の朝に責任者が出勤し、他の病棟の責任者に連絡して折衝しなければ可不可は答えられない。また、高
齢者が個室に入院するときは、必ず誰かが24時間部屋にいることが必要」と。
入院は金曜日だったので、金曜日土曜日日曜日の三日間は、夜間は家族が付き添うことになり、月曜日か
ら個室に移れば、昼も夜も付き添うことになります。６人室の隣のベッドとの距離は、背もたれのない椅子
ひとつ分の隙間だけしかなく、横にもなれず、ここで夜明かしは…
知人家族は親族郎党を招集して相談の結果、昼間は家族の誰かが交代で付き添い、夜間は専門業者に頼む
ことになり、早速、知人は付き添い業者をさがし、夕方から朝までの「プロ付き添い」さんを手配しました。
〈蛇（ジャ）の道は蛇（ヘビ）
〉というのか、付添業者の営業マン氏は、手慣れたもので、その場で仕事を
引き受け「これから病院に行って病棟の婦長さんにご挨拶して、付き添いの打ち合わせをします」だったそ
うです。
知人からこの顛末を聞いて、
「竜操整形だったら」と病棟の看護師長さんにたずねました。師長さんは絶句
して、曰く「竜操だったら < 詰め所管理 > です。そこまで家族が配慮してくれるのなら、病棟にナースは要
りません」とまで極論。
残念なことですが、竜操整形のナースの日常の献身的な努力は、現在の医療の制度では全く評価されませ
ん。知人に「竜操では・・・」を話すと、
「大病院指向（信仰 ?）
」
「公立病院指向（信仰 ?）
」
「
（いわゆる）総
合病院指向（信仰 ?）
」の不明を恥じることしきりでした。
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平成24年度５病院研修会参加報告
毎年恒例の整形外科５病院研修会が開催されました。
これは、西日本を中心とした同等規模の５つの整形外科専門病院が集い、その年毎に定めた
テーマに沿って、各部門の職員が参加し、意見交換や改善策を検討する研修会です。
今年度は、広島県の浜脇整形外科病院にて開催されました。当院からは医師を含め、28名の
職員が参加致しました。
午前中は、浜脇整形外科病院の院内見学をさせていただきました。その後以下のような内容
で研修会が開催され、各テーマごとに大変有意義な討議が行われました。
同規模の整形外科病院のやり方や考え、改善策など良いところを吸収し、当院のレベルアッ
プに繋げていきます。
日程：平成24年８月25日（土）12：30 ～ 21：00
場所：浜脇整形外科病院
ANAクラウンプラザホテル

１ 医師負担軽減等への取組み
川畑亜矢人（医局）黒河美穂（薬剤科）
赤井

泉
（看護部）三好恭子（看護部）

片岡信子
（ドクター秘書）角南洋子（事務）

２ 病床管理と医療連携
太田典子
（看護部）谷原典子（看護部）

４ 医業利益増加対策（増患、経費削減、
広報等）への秘策
今井

健
（医局）吉田

薫
（事務）

難波

修
（事務）中村泰之
（事務）

横田三枝
（事務）宮城有道
（事務）

５ 職員が夢と誇りを持って働ける職場とは

小林元美
（看護部）田中紀江（看護部）

角南義文
（医局）角南洋子
（事務）

川口直樹
（リハビリテーション科）

吉永裕美
（リハビリテーション科）

坪田知恵
（MSW）河合有加（MSW）

３ 院内感染対策・感染防止対策への取組み
田中裕三
（医局）松三昌樹（医局）
大森温子
（看護部）上野悦子（看護部）
阿井りか
（看護部）岡村江津子（看護部）
長尾麻美
（栄養科）
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永年勤続者表彰

日時：平成24年８月１日（水）８：00 ～
場所：竜操整形外科病院 第３リハビリテーション室

８月１日に第32回目の開院記念式典が開催され、永年勤続対象の職員が表彰されました。お
めでとうございます！益々のご活躍をお祈り申し上げます。
永年勤続20年表彰者

石井 秀典（医 師）
伊澤 輝子（薬剤師）
紀村起世子（看護師）
東 美奈子（看護師）

永年勤続10年表彰者

土本 真也（診療放射線技師）
鶴海 由桂（栄養士）
向井
渚（介護福祉士）
守屋
恵（事務員）
藪 慎一郎（理学療法士）

第43回院内ＱＣサ－クル発表大会が開催されました。
日時：平成24年７月27日（金）15：00～18：00 場所：竜操整形外科病院 第３リハビリテーション室
≪第43回院内QCサークル発表大会発表演題≫

【審査の結果】

改善事例「テ－マ」
配薬業務の見直し －ヒヤリハット０件を目指して－
作業効率の向上
－保管環境の改善－
味噌汁の過不足をなくそう
患者さんの問い合わせにすぐ対応できるようにする
－すぐに状況を把握するためには－
消耗品の有効活用の検討 －ナイロン袋の再利用をしよう－
稼働率を向上させよう －業務をスムーズにしよう－

部門／サ－クル
３階病棟／ホワイトピーチ
経理・総務／新ほうれんそう
栄養科/マヨネーズ
医事／タケコプター
手術室/ルーキーズ
リハビリテーション科／新ウルトラ家族

★ 優 勝 … ３階病棟／ホワイトピーチ
★ 準優勝 … 経理・総務／新ほうれんそう
★ 第３位 … リハビリテーション科／新ウルトラ家族
▲

講評担当の松本浩二放射線科主任
（右）と司会の鈴木重美手術室師長代行看護主任
（左）

優勝したホワイトピーチサークルのメンバ－と今井健クリニック院長
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発表風景

『肩こり体操』
肩こりは様々な要因でおこりますが最大の原因は姿勢です。
姿勢が悪いと首や肩にかかる力が大きくなり、筋肉に負担がかかって肩こりをおこします。
そのほか心配ごとやストレスや内臓の病気などが肩こりの原因となることがあります。

１ お祈り
肘をできるだけ左右にはります。息を吐きながら手
のひらを押し付け背中を丸めます。
肩甲骨についている背中の筋を伸ばし、胸、腕、手
首の筋力をつけます。

２ 肘伸ばし・手のひら圧迫
両手を組んで肘を伸ばします。前かがみになりなが
ら両手のひらを５秒間強く圧迫します。
背筋を伸ばし、手のひらを３秒間ゆるめます。
この運動を繰り返します。両腕、肩の筋を伸ばして
肩の動きをよくし、指先の血行をよくします。

３ おでこ押え 側頭押え 後頭押え a．おでこ押え

a

４ 肩すくめ

a

b

c

胸はり・胸すくめ

b

両手を組んでおでこにおき、息を吐きながら首に力
を入れておでこで手を押し戻すようにします。
５秒間力を入れ、２秒間休む運動を繰り返します。
b．側頭押え
側頭部に手を当て首に力を入れて押します。左右交
互に繰り返します。
c．後頭押え
後頭部で手を組み、手に力を加えながら頭を持ち上げ
ます。首まわりの筋肉に力をつけ、血行を良くします。

a．肩すくめ

息を吸いながら出来るだけゆっくりと肩をすくめ、
息を吐きながらゆっくりと肩をおろします。
b．胸はり・肩すくめ
息を吸いながらゆっくりと胸をはり、息を吐きなが
らゆっくりと胸をすくめます。
首・肩・腕の筋肉に弾力性をあたえ、肩関節の動き
をよくします。
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もっと大豆を食べよう！
！

栄養士

長尾

麻美

大豆は「畑の肉」
・大豆は、たんぱく質を豊富に含み、「畑の肉」と呼ばれています。
大豆には注目の成分がいっぱい
・大豆には、体の働きのバランスを整えるために必要な栄養素が含まれています。
〔健康に欠かせない栄養素〕
大豆たんぱく質
大豆イソフラボン（女性の健康と若々しさのためにおすすめの成分です。）
大豆オリゴ糖（おなかのビフィズス菌を増やし、腸内環境の改善に役立ちます。）
大豆レシチン（さまざまな働きが期待される、ポリフェノールの一種です。）
大豆サポニン（大豆特有の苦み、渋み成分で、昔から体によいと言われています。）
大豆は生活習慣病予防の味方
（心筋梗塞・脳卒中・高コレステロール血症・糖尿病・骨粗鬆症・ガンのリスク低減）
【豆類の目標摂取量】
【大豆推進摂取量】
１日平均80gを食べましょう。
大豆蛋白 25ｇ ・イソフラボン70～75ｍｇ
【大豆製品中のイソフラボン含有量】
豆乳（200ｇ）約30mg ・木綿豆腐（100g）約30mg ・納豆（50ｇ）約30mg

医師事務作業補助者研修
今日の急性期医療では、医師の診療の負担が大きくなっており、
厚生労働省からも医師の負担軽減を目的とした事務作業補助者の
育成が推進されています。
当院でも診療の補助を行っているドクター秘書と
いう職員が、平成24年５月７日～平成24年８月27日
の延べ32時間、院内で行われた医師事務作業補助者
育成研修に参加して、無事全員が医師事務作業補助
者の資格を取得することができました。

誕生日会

平成24年７月
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当院では毎月第４木曜日に誕生日会が開催されます。

場所：肉のほそだ

８月

９月

10月

院内の行事 【院内合同研修会報告】
（平成24年６月～10月）

院内合同研修会報告（平成24年６月～10月）
日
時：平成24年６月28日
（木）15：00 ～16：00（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：
「院内の臨床倫理、患者の権利について」
講師：管理部長 難波 修
「個人情報保護と院内の診療情報の取り扱い」
講師：企画部長 宮城有道
《平成24年度第２回医療安全管理研修会》
日
時：平成24年９月27日
（木）15：00～16：00
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：
「転倒転落のリスクマネジメント」
講師：第一三共株式会社 小山克義

みんなで歌おう!!

平成24年10月11日
（木） 午後３時～４時
病院北館１階 第３リハビリテーション室
院内コンサートの様子

昨年に引き続き、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。今回は、桧山会
長を含め全５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。

桧山会長とクラブの方々です

あしがら山の金太郎・・・、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!!

演

奏

曲

・里の秋
・村祭り
・赤とんぼ
・青い山脈
・金太郎
・誰か故郷を思わざる
・森のくまさん
・あざみの歌
・ああ人生に涙あり
・あの丘越えて
・白い花の咲く頃
・故郷
・月見草の歌
・ラブユ－東京、他

約50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。ありがとうございました。
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Ryusoh Clinic

奉
SERVICE サービス
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SPEED スピード
SAVING セイヴィング 節
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基 本 理 念 ５S

Ryusoh Orthopedics Hospital

職員全員が「患者さんのために奉仕する」という気持ちの表れです。
常に誠実さを持ち、患者さんの身になってすべての医療行為が行えるように努めています。
常に微笑みを持ち、患者さんと心温まるコミュニケーションで対応することが、私たちの願いです。
作業の迅速化を図り、診療内容をより一層充実させることが目的です。
病院管理における節約・省エネを実行し、安定した医療活動と患者さんの負担軽減を図ります。

病院の将来像（ビジョン） Ryusoh Orthopedics Hospital

Ryusoh Clinic

私たちは Magnet Hospital〔 マグネットホスピタル 〕を目指します。

■ 患者さん・地域の方々・職員にとって、引き付けられるような魅力ある病院作りを目指します。
■ 整形外科専門の高次機能病院として医学を研鑽し、科学的根拠の下に診断・治療を行い、患者さんや関連病院の先生方からの
信頼が継続されるよう努めます。

基本方針

Ryusoh Clinic

Ryusoh Orthopedics Hospital

■ 医療技術と患者サービスを向上させ、医療の質を保証できるよう努力します。
■ 医療事故・医療ミスに対し危機管理を行うとともに、常に職員一人一人が緊張感を持ち医療を行っていきます。
■ 医療工程の合理化や器械設備の充実を図り、迅速かつ正確な医療業務を行っていきます。

看護師募集

常勤、パートの看護師さんを募集しています。
勤務形態は常勤、非常勤（パート）を問いません。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。連絡（086）273 －1233（代）
－リハビリテ－ション（運動療法）の予約について－

りゅうそうクリニックでは、理学療法士がおこなう運動療法のリハビリテ－ション予約をおこなっています。
運動療法のリハビリテ－ションは患者さんの状態によりかかる時間に違いがあります。
場合に
よっては、お一人で1時間近くかかる場合もございます。
できるだけ多くの患者さんに待ち時間
が少ない状態でリハビリを受けていただくため、
リハビリ予約にご理解ご協力をお願い致しま
す。りゅうそうクリニック（086）
273 －1122（代）
※温熱、牽引、電気などの治療は予約ではございません。

http://www.ryusoh. or. jp

至中原橋

山陽本線

新幹線

高島駅

●岡山県自動車税事務所

りゅうそう
クリニック

P
P

竜操整形外科病院

至原尾島

至東岡山
藤原

竜操整形

竜操整形外科病院

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

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

●

（両備・宇野バス）

百
間
川

医療法人

●

おかやま
信用金庫

岡山
陸運支局

二本松

至大阪
R250
（旧 R2）

（岡電・宇野バス）

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

本年も大変お世話になりました！風邪をひかないようにお過ごしください ^ ＾ 次回は新春号です

ペコ

