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麻酔科医とは
竜操整形外科病院
麻酔科部長 松

三

昌樹

竜操整形外科病院では、外傷・骨折、人工股・膝関節置換術、脊椎手術、鏡視下肩関節手術など整形
外科全般にわたり年間約1200症例の手術が行われており、麻酔科医はその手術の麻酔を行っています。
近年の高齢化社会に伴って、手術を受けられる患者さんの年齢層は次第に高くなり、それに伴って
いろんな合併症を持った患者さんが増えてきました。
特に整形外科疾患ではその傾向が顕著であり、
麻
酔はもとよりその周術期（術前、術後）管理は大変重要となってきています。
麻酔科医とは、手術中の麻酔管理のみならず、手術前後の患者さんの全身状態を良好に維持・管理
するために細心の注意を払って診療を行う専門医のことです。麻酔科医は命の番人として患者さんの
生命や人権を守っています。患者さんが手術を受けられるときは、手術前に体の状態や問題点を把握
して安全な手術が行われる環境を提供し、手術中は絶えず患者さんを見守ります。また、手術後は患
者さんの苦痛、特に痛みを取ることで快適に回復する手助けをします。すなわち、手術中の血圧や脈
拍、尿量など心臓や血液の流れを整える循環管理、手術中に体の中に十分な酸素を送り込むための環
境を整える呼吸管理、そして手術中、手術後に体への最大の負担となる痛みをやわらげ、手術後の回
復を早める疼痛管理を行っています。さらに救急医療や集中治療における管理、疼痛・緩和医療など
も麻酔科の知識と技術を生かした重要な分野であり、麻酔科医はその分野の専門家として責任を持っ
て医療行為を行っています。
麻酔には、全身麻酔と局所麻酔（脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔、神経ブロック）があり、それぞ
れ単独で行うときと、両者を併用するときがあります。また、手術中の全身状態に応じて麻酔法を変
更することもあります。担当の麻酔科医が、患者さんごとに最も安全な麻酔法を選択します。麻酔ま
での流れとして、まず麻酔科医による術前診察が行われます。麻酔科医が手術前の患者さんのコンデ
ィションを整え、麻酔法を選択するときに必要な情報を得るために行います。麻酔方法の選択は、患
者さんの全身状態や病態、手術内容などを考え合わせて麻酔科医が行い、患者さんや家族に説明しま
す。麻酔前指示（絶飲・絶食など）をだし、手術室に入り担当麻酔科医により、麻酔が行われます。
こうした重要な役割を果たすためには麻酔科医は十分に訓練を受け、さまざまな症例を経験する必
要があります。そこで麻酔科医には、特別な認定制度・認定資格があります。
麻酔科標榜医：医師免許を持っていれば医師は自由に専門とする標榜ができます。すなわち、医師
免許を取得後に何の経験がなくても、自分は外科あるいは内科ということを自らの専門として標榜す
ることは可能です。しかし、麻酔科を標榜するためには既定の麻酔科研修を行い、厚生労働省が認可
する麻酔科標榜医の資格を取得しなければなりません。
さらに、日本麻酔科学会（麻酔科医が所属する学会）では、正会員の麻酔科医に関する資格を制定
し、麻酔科認定医・麻酔科専門医・麻酔科指導医の３つの資格を認定しています。
麻酔科認定医：学会が認める所定の審査に合格し、麻酔科臨床に関する相当の知識と経験を有する
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ことを認定した医師を指します。厚生労働省認定の麻酔科標榜医資格を持つものが認定される資格で
す。麻酔科専門医：学会が行う筆記試験・口頭試験・実技試験に合格し、麻酔科関連の臨床、研究に
関する十分な知識と技量を有することを認定された麻酔科関連業務に専従する医師を指します。麻酔
科認定医資格取得後２年以上経過し、麻酔科関連業務に専従すること、所定の臨床業績、研究業績が
あること、医療従事者向けの救命措置法の講習を受けていることなど、これらすべての要件を満たす
ものが認定される資格です。麻酔科指導医：学会が定める所定の審査に合格し、認定医や専門医を育
成、指導するために十分な能力があると認定された麻酔科関連業務に専従する医師を指します。麻酔
科専門医資格取得後、麻酔科関連業務に４年以上継続して専従、かつ今後も継続して麻酔科関連業務
に専従することが明らかであること、所定の臨床業績、研究業績があることに加え、指導実績がある
ことなど、これら全ての要件を満たすものが認定される資格です。
さらに、学会では安全・安心な麻酔を提供する条件を満たした医療施設を「麻酔科認定病院」に認
定しています。認定されるためには、麻酔科の代表として麻酔科専門医が常勤で勤務し年間200以上の
麻酔症例があること、施設・設備が整備されていること、麻酔科医が学会などで自己研鑽ができる環
境を整えることが必要であります。
当院も麻酔科認定病院に認定され、現在２名の麻酔科指導医により麻酔が行われています。我々麻
酔科医は、常に患者さんに安心・安全な手術が行われるように日々頑張っています。

川畑医師に感謝状

当院の川畑亜矢人医師が中

国縦貫道路において交通事故

現 場 に 遭 遇 し、 救 助 活 動 を 行

う と と も に、 医 師 と し て 適 切

な救急救命処置を行ったことに対して、岡山県

警察本部からの感謝状が授与されました。

第29回竜操T.H.R友の会総会が
開催されました。
竜操T.H.R友の会事務局

平成23年６月11日（土）、「ピュアリティまきび」にて行わ
れ、20名の会員の方が参加されました。今回の総会では同会
顧問の角南院長の講演「ロコモティブ・シンドローム（運動器
症候群）」をはじめ、全体懇談や会員による自己紹介や近況
報告がなされ、院長との個人面談も行われました。また、今
後の運営について話し合い、29回目の会合が楽しく終了しま
した。
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平成23年度５病院研修会 in TAKAOKA
５病院研修会とは、当院も含め５つの同規模の整形外科専門病院が一堂に会して、各部門に別れ、そ
れぞれに決められたテーマに沿って検討し、また各部門での特徴などを全体研修で討議するといった、
同じような特徴を持った専門病院ならではの研修会です。このような研修会を毎年、岡山・広島・熊
本・大分・富山の５県で持ち回り開催しています。
今年度は、富山県高岡市の高岡整志会病院（70床の整形外科単科の急性期病院）が主催病院となり、
下記の日程で開催されました。主題は「医療安全の向上と安定した財務基盤の確立」で、各部門で
テーマが定められ、まず部門別討議で活発な意見交換、次いでパネルディスカッション形式で全体討
議が行われました。時間がタイトな中でも有意義な情報交換ができました。このような研修会で得ら
れた知識・技術などを参考に、更なる医療の質向上に役立て、患者さんに安全安心の医療が提供でき
るよう努力致します。
《平成23年度

整形外科専門病院

５病院研修会》

日程：平成23年８月20日（土）・21日（日）
場所：富山県高岡市

ホテルオークラ高岡（当院参加者30名）

部門：医局、病棟看護部門、薬剤科、リハビリテーション科、放射線科、医事課、栄養科、外来部門、
手術部門、医療安全管理部門、地域医療連携部門、診療情報管理部門、総務部門、計13部門

薬剤部門

リハ部門

手術室部門

地域連携部門

医療安全部門

診療情報部門

栄養管理部門

外来部門

放射線部門

全体討議会場
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全体討議発表（当院外来看護師長）

『腰痛』

やってはいけない
姿勢シリーズ ＝③＝

理学療法士  真島

雄一郎

腰痛予防の基本は姿勢から！
！

という事で、今回は日常生活のなかでよく行われる姿勢についての注意点につい
て紹介したいと思います。

① 立位で作業するときの注意点
立位で作業する場合は片足を足台（10～20cm）にのせることで腰への負担が
少なくなります。
● 炊事などの作業は体が前かがみにならないように椅子を利用することも有効です。
● 中腰姿勢は腰に負担をかけます。腰だけを曲げるのではなく股関節、膝関節
を曲げることで腰への負担が軽減されます。
●

②座位やデスクワークでの注意点
椅子に座る場合は背もたれ
を使用もしくは腰と背もた
れの間にクッションなどを
入れて背すじが伸びるよう
に座りましょう。前かがみの
姿勢になると背中や腰が丸
くなり負担をかけることに
なります。

●

まとめ
日常生活において、姿勢を意識することはなかなか無いと思います。
実際に腰痛など症状が現れてから、意識する方がほとんどだと思われますので、
少し姿勢を見直してみてはいかがでしょうか。
※もし日常の姿勢でご不明な点がございましたら、医師、理学療法士にご相談ください。
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院内の行事 【院内合同研修会報告】
（平成23年４月～７月）

第41回院内ＱＣサ－クル発表大会
日
場

時：平成23年７月28日（木）15：00～18：00
所：竜操整形外科病院 第３リハビリテーション室

≪第41回院内ＱＣサ－クル発表大会発表演題≫

改善事例「テ－マ」
退院調整業務のムダを省こう
転倒リスクの同一評価を目指して
誰でもわかるよ、安静度!!
リハ予約を改善しよう －PT取得単位数UPのために－
入退室にかかわるタイムロスを少なくしよう
退院時の事務処理をスム－ズに行う
献立発注業務の効率化
待ち時間の不満を減少させよう
入院患者の持参薬から代替処方への移行をスム－ズに行おう

部門／サ－クル
３階病棟／ホワイトピ－チ
東病棟／ジグソウパズル
２階病棟／パッチワ－ク
リハビリテーション科／ウルトラ家族
手術室／ルーキ－ズ
医事課／タケコプタ－
栄養科／マヨネ－ズ
外来／ひまわり
薬剤科／青い鳥

☆ 優 勝 … リハビリテーション科／ウルトラ家族
審査の
結 果 ☆ 準優勝 … ２階病棟／パッチワ－ク
☆ 第３位 … 東病棟／ジグソウパズル

講評担当の大森病棟主任看護師（左）
と司会の黒川婦長代行看護主任（右）

発表風景

優勝したウルトラ家族サークルのメンバ－と
角南義文理事長（右から２人目）

永年勤続職員の表彰
日
場

時：平成23年８月１日（月）８：00～
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31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した！益々のご活躍をお祈り申し上げます。

永年勤続30年表彰者

藤森

桂子（看護師）

永年勤続10年表彰者

前原奈緒子（介護福祉士） 黒川 美穂（薬剤師）
太田 典子（看護師）
日下 公香（調理員）
中島 倫代（ドクター秘書） 青井 求美（介護福祉士）

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。

場所：岡山国際ホテル（６、７月）
肉のほそだ（８月）
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６月

７月

８月

平成23年度第１回医療安全管理研修会
日
時：平成23年４月28日（木）15：00～16：00（入職３年以内の職員および業者を対象）
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
講
師：院内講師（管理部長 難波修）
研修内容：院内での医療安全管理について
１．医療の安全管理とは １）当院の医療安全管理体制 ２）具体的な医療安全対策
３）インシデントレポートシステム
２．医療事故が発生した場合の対応など
参 加 者：医師、看護師その他コメディカル含む80名参加

平成23年度第１回院内感染管理研修会
日
場
講

時：平成23年５月26日（木）15：00～16：00（入職３年以内の職員および業者を対象）
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
師：院内講師（看護部長  赤井泉）
「院内感染とは、院内感染対策の具体策、院内での手洗
いの実際」
研修内容：院内での感染管理について
参 加 者：医師、看護師その他コメディカル含む75名参加

平成23年度 患者の権利、院内倫理、患者プライバシー、個人情報管理等研修会
日
時：平成23年６月23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
講
師：院内講師（管理部長 難波修、企画部長 宮城有道）
研修内容：患者権利等研修会（全職員対象）
演
題：
「患者の権利、院内の臨床倫理（院内倫理委員会について）、患者のプライバシー、
院内の情報管理・個人情報について」
参 加 者：医師、看護師その他コメディカル含む75名参加

平成23年６月９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
今回は、当院でも初めての楽器演奏ユニットをお迎えしての院内コンサー
トが開催されました。演奏していただいた方は、ユニット妖 で、オカリナ
奏者の渡辺史子さんと筝奏者の原野学さんです。息もぴったりでオカリナ
の澄んだ音色と筝の情緒あふれる音がマッチしてとても心が癒される音楽
をお聴きすることが出来ました。
患者さんも、決して楽しいとは言
い難い入院生活で、
「ほっと一息」心
筝奏者の原野さんとオカリナ奏者 を 和らげ て 頂 け た ので は な いで
の渡辺さん
しょうか。
演

奏

曲

・花祭り ・宵待草
・見上げてごらん夜の星を ・コンドルは飛んでゆく
・浜千鳥 ・浜辺の歌 ・小鳥
・津軽のふるさと
・中国地方の子守唄
・荒城の月
・ふるさと
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私たちと患者さまとの共同宣言
竜操整形外科病院は昭和55年創設以来５Sの精神のもと、地域の皆さまや紹介医療機関の先生方と共に真摯な姿勢で
医療に取り組んでまいりました。
私たち竜操整形の職員は、今後も患者さま本位の医療を実践して、地域に貢献できる病院作りを目指してまいります。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
～私たちは患者さまに対し次のことをお約束いたします～
－

患者の権利－

１ ５Sの精神のもとに、平等で、可能な限り最良の医療を行ないます。
２ 十分な説明を受け同意の上で治療を選んでいただきます。

３ ご本人もしくはご家族が納得できない場合は再度説明をいたします。

また、他の医療機関の意見をきくこともできます。

４ 説明の結果、治療を拒否することができます。

５ 医療行為により得られた個人情報は適正に管理され、患者さまの承諾なしには開示いたしません。

～患者さまには次のことをお願いいたします～
－

患者の責務－

１ 医療の安全管理にかかわる行為（お名前の確認やリストバンドの着用など）にご協力ください。
２ 患者さまご本人の健康に関わる正確な情報提供と、医療行為への積極的な参加をお願いします。
３ 当院のルールを守り、他の患者さまにご迷惑をおかけしないようお願いいたします。

医療ソーシャルワーカーに話をしてみませんか？
・退院後の生活に不安がある
・制度のことを知りたい
・仕事や学校、介護について心配だ

こんなこと
ありませんか？

・誰に相談したらよいかわからない

医療ソーシャルワーカーがゆっくりとお話をお聴きします。
・福祉制度やサービス、介護物品などの紹介や情報提供をします
・各相談窓口や各施設と連携を取ります

山陽本線

新幹線
●岡山県自動車税事務所

P
P

竜操整形外科病院

至原尾島

至東岡山
藤原

●

（両備・宇野バス）

百
間
川

●

おかやま
信用金庫

理学療法室
トイレ
階段

画像
センター

診察室
受付・薬局

EV

玄関

お気軽に相談室へおいでください
■ 受付時間 ■
月・火・水・金 ９：00～17：00
木・土
９：00～13：00

http://www.ryusoh. or. jp

高島駅

りゅうそう
クリニック

トイレ

相談室

そんな時

至中原橋

第３リハ室

岡山
陸運支局

二本松

至大阪
R250
（旧 R2）

（岡電・宇野バス）

至岡山市街

紅葉を見に行こうよう ＾＾ ペコ

医療法人

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

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

