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整形外科診療におけるMRIの有用性
今

井

健

整形外科の日常診療において、画像診断は重要な位置を占めています。単純 X 線写真や断層 X 線写真
は古くから導入されています。近年になり X 線 CT が導入され画像診断に大きく貢献しましたが、1980年
代になって magnetic resonance imaging（MRI）が開発され、今日では X 線 CT を凌駕する画像を得るこ
とができるようになり、急速に世界中に広まってきております。
通常の X 線写真や X 線 CT は、骨や関節の状態を観察するには有用ですが、MRI では骨や関節のみなら
ず、骨以外の軟部組織も観察できます。中枢神経（脳、脊髄）や脊髄に続いて末梢に走行する馬尾や神
経根の病態を明瞭に画像化することが可能です。
当院に MRI が導入された初期は、頚椎、胸椎、腰椎の撮影が主で、頚椎症性脊髄症、腰椎椎間板ヘル
ニア、腰部脊柱管狭窄症、後縦靱帯骨化症、黄色靱帯骨化症、脊髄腫瘍、脊椎の炎症、脊椎骨折等の診
断に用いて成果をあげてきましたが、最近は他の部位の診断にも多く用いられるようになりました。
2010年度に当院で MRI が用いられた部位は、脊椎（頚椎、胸椎、腰椎）3,007例、肩関節701例、膝関節
512例、股関節199例、手114例、足69例、肘32例、その他28例です。肩関節では、腱板損傷、関節唇損傷、
膝関節では半月板損傷、靱帯損傷、関節内の骨壊死、タナ障害、股関節では変形性関節症の初期、大腿
骨頭無腐性壊死の診断等に有用です。その他の部位でも X 線写真では診断できない軟部腫瘍、炎症性疾
患の診断に有用です。
X 線写真ではっきりしない骨折も MRI により骨折と診断できることもあります。打撲傷のあと痛みが
強い例で、X 線写真で骨折がみられない場合も、MRI にて骨の中に出血しているのが判明することもあ
ります。さらに必要と考えられる例では、造影剤を使用しての MRI で局所の病態をより詳細に観察でき
ます。椎間板ヘルニアでは、自然に吸収されてなくなるヘルニアかどうかの区別もある程度わかります。
MRI は診断のみならず、保存的治療でよいのかあるいは手術を必要とするかの判断、手術を必要とする
ならばどのような手術方法か、手術範囲の決定に関しても有用です。
MRI 上の利点としては、X 線や CT のように放射線被曝がない、患者の体位を変えることなく水平断、
矢状断、前額断、斜位などの撮影が可能で、病巣部位を立体的にとらえることができるなどです。
MRI の欠点としては、ペースメーカーを入れている患者、常磁性体金属を埋め込んでいる患者には検
査ができない、撮像時間が X 線写真や CT に比べて長い、緊急時に救命器具や ME 機器を検査室に持ち込
むことができない、閉所恐怖症患者には鎮静剤の投与を必要とすることがある、などです。
MRI は今後も進化を続け、応用範囲も広がってくると思います。今後も、医師、診療放射線技師は研
鑽を重ね、患者さんにとってよりよい医療を提供していきたいと思います。
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平成23年度年度方針
１．医療の質向上

ともに学び、ともに汗をかこう！

医療人としての基本は、やはり学問である。日進月歩する医療技術や２年ごとに改定される診療報
酬など、我々は常に最新の医学について学び、患者さんに最善の医療として提供しなければならない。
また、医療は決して楽をしてできる仕事ではない。いつ何時でも奉仕の心を持って接する必要があ
り、時には迅速な対応が求められることもある。
ともに学び、ともに汗して努力を積み重ねよう。
２．安心・安全の医療

１に確認、２に呼称、３に再確認！

医療事故の原因の３割以上が純粋な確認不足が原因といわれている。当院のインシデント分析でも
同様の結果である。自分も人間であり、確認行為を疎かにすると必ずミスを犯してしまうという危機
感を常に維持していくことが大切である。
患者本人、左右、投薬、注射……、確認なくして医療行為はありえない！
！
３．コスト意識

自然破壊を防ぐためにエコ意識を持とう！
院内で使用する物品、医療材料、医薬品、電気、ガス、水道などは、普段何気なく私たちが使って
いる。医療崩壊や自然崩壊が叫ばれる中で、職員一人ひとりが
「エコ」意識（saving）を持ち、自分のこととして考え、行動して無駄をなくす努力をしよう。

平成23年度 部門方針発表会
平成23年度部門方針発表会が下記の日程で開催されました。当院では、毎年新しい年度を迎える時
期に年度方針が示されますが、その方針を基にした各部門での方針や指針が前年度の結果とともに発
表されます。今年も新入職員歓迎会と共に開催されました。
日時：平成23年３月26日（土）午後３時30分～６時30分
場所：岡山駅前みよしの
発表者：

角南 義文（年度方針）
赤木
伊澤 輝子（薬剤科）
鈴木
松本 浩二（放射線科）
黒瀬
鈴木 温子（リハビリテーション科）
鷹取 三和（臨床検査科）
長尾 麻美（栄養科）
赤井
泉（地域医療連携室）
常井 逸夫（事務部）
中谷さつき（事務局）
三宅 幸子（通所リハビリテーション）
垣沼 幸代（介護支援センタ－）

典子（外来）
黒川久美子（２階病棟）
重美（手術室） 大森 温子（東病棟）
明子（３階病棟） 濱浪 一則（医局）

部門方針発表会の様子
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Ryusoh Orthopedics Hospital

Ryusoh Clinic

今年も、４月１日から医師を含む
13名の新入職員を迎えることができました。
恒例の新入職員入職式・歓迎会がおこなわれ先輩方と懇親を深めました。

入職式では、理事長からの厳しく優しい訓示が送られました。

入職式での辞令交付

緊張の中での自己紹介でした…。

新入職員代表の萩原さん

退任にあたって一言
この度、竜操整形を退職させていただき、和歌山県にあります医療法人三車会貴志川紀和病院
と和歌山県立医大付属病院紀北分院で整形外科研修をすることになりました。角南義文病院長、今
井健クリニック院長をはじめ、医局の先生方、病棟・外来の看護師の皆さん、その他大勢のスタッフ
の方々に助けていただき、３年間の働きを終えることができました。本当に感謝申しあげます。顔
なじみになる患者さんもどんどん増え、別れ惜しい気持ちでいますが、あちらで引き続き、外傷
と脊椎外科を中心に精進してまいります。これからも、竜操整形外科病院、りゅうそうクリニック
が地域の皆様にとってマグネットホスピタルでありますようお祈りさせていただきます。



整形外科

新任医師紹介
整形外科

医師

川畑 亜 矢 人

☆ 卒 業 年 ・ 大 学 ：平成13年・大分医科大学卒業
☆ 専 門 ：脊椎脊髄病・整形一般
☆ 趣味・特技：釣り・柔道・スノーボード・読書
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☆一言

医師

立花 一志

 確かな診断と安全で確実な治療
を心掛けて診療していきたいと思
います。

新入職員紹介
所

属：リハビリテーション部（理学療法士）

所

うえ の りゅういち

属：リハビリテーション部（理学療法士）
お の しょう た

氏 名：上野 隆 一 出身地：瀬戸内市 血液型：O型
趣味・特技：サッカー 好きな言葉：為せば成る
自己PR・ひとこと：まだまだ未熟ですが、これから戦力
となるように笑顔を忘れず努力したいと思います。

氏 名：小野 将 太 出身地：岡山市 血液型：O型
趣味・特技：野球 好きな言葉：全力
自己PR・ひとこと：頑張って戦力に早くなりたいと思い
ます。

所

所

属：リハビリテーション部（理学療法士）
はぎはらよし み

属：リハビリテーション部（理学療法士）
ふじ い

とおる

氏 名：萩原由美 出身地：岡山県英田郡西粟倉村
血液型：AB型 趣味・特技：家事、サイクリング
好きな言葉：明鏡止水
自己PR・ひとこと：
「明るく、元気に」をモットーに頑張ります！

氏 名：藤井 徹 出身地：真庭市 血液型：A型
趣味・特技：バレーボール、釣り 好きな言葉：初志貫徹
自己PR・ひとこと：日々成長できるように努力していきます。
よろしくお願いします。

所

所

属：リハビリテーション部（作業療法士）
うえ だ たく し

属：リハビリテーション部（作業療法士）
ひさやす

しげる

氏 名：上田卓志 出身地：笠岡市 血液型：A型
趣味・特技：野球、サッカー 好きな言葉：潮風香る街笠岡
自己PR・ひとこと：日々成長し、患者さんのお役に立てる
よう頑張ります。よろしくお願いします。

氏 名：久安 滋 出身地：美作市 血液型：B型
趣味・特技：スポーツ観戦 好きな言葉：一期一会
自己PR・ひとこと：早く一人前になれるよう頑張りたいと
思います。

所

所

属：リハビリテーション部（リハビリテーション助手）
むく だ こう き

属：地域医療福祉部（社会福祉士）
つぼ た ち え

氏 名：椋田紘貴 出身地：鳥取県 血液型：A型
趣味・特技：サッカー 好きな言葉：一生懸命
自己PR・ひとこと：一生懸命がんばりたいと思っています。
よろしくお願いします。

氏 名：坪田知恵 出身地：岡山市 血液型：O型
趣味・特技：読書、料理 好きな言葉：誠心誠意
自己PR・ひとこと：早く仕事を覚えるよう、日々努力して
いきたいと思います。よろしくお願いします。

所

所

属：地域医療福祉部（相談員）
かわいゆ

か

属：医事課（事務員）
よこやまかず き

氏 名：河合有加 出身地：浅口市 血液型：O型
趣味・特技：音楽を聴くこと
好きな言葉：やらなかった後悔よりもやってからの後悔
自己PR・ひとこと：日々成長できるよう頑張りますので
どうぞよろしくお願いします。

氏 名：横山和生 出身地：岡山市 血液型：O型
趣味・特技：映画鑑賞
好きな言葉：無信不立
自己PR・ひとこと：よろしくお願い致します。

所

所

属：医事課（事務員）
さ さ き しょうこ

氏 名：佐々木祥子 出身地：岡山県 血液型：O型
趣味・特技：テニス 好きな言葉：初志貫徹
自己PR・ひとこと：何事も一生懸命頑張ります。
よろしくお願い致します。

属：医事課（事務員）
しらかわきょう こ

氏 名：白川 恭 子 出身地：岡山県 血液型：O型
趣味・特技：料理、読書、散歩 好きな言葉：日々是精進
自己PR・ひとこと：とにかく笑顔で頑張ります。宜しく
お願いします。

訓練です！

院内火災避難訓練（平成23年３月31日）

竜操整形外科病院で火災避難訓練が行われました。これ
は、万が一出火した場合の消火活動と入院患者さんの避難を
想定した訓練です。特に夜間のように職員が少ない場合を想
定して少ない職員で的確かつ機敏に対応するためのもので、
参加職員は皆真剣に訓練に取り組んでいました。

急変時対応訓練（平成23年１月24日）
患者さんが入院中などに急に
体調が悪くなった場合、予期せ
ぬ急変の場合などを想定して、
院内での患者さんの救命活動が、
医師・看護師を中心としたチーム医療として、迅速かつ的確に実施できるよう毎年訓練を行っていま
す。今回は、入院の患者さんが夜間に急変したという設定で、当直医や夜勤看護師などで患者さんに
対する一次～二次救命までの対応訓練を行いました。また、松三昌樹麻酔科部長による最新の救急救
命基礎講座が開催されました。
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勤続30年感謝旅行「北陸温泉の旅」


看護部 赤 井

泉

２月22日より３泊４日の男３名、女２名５名の旅が始まりました。このメンバーとは、病院を留守
にしていいのか？想像が膨らむ・・・など囁かれながら、岡山から新幹線、京都からサンダーバード
に乗り換え富山まで行きました。富山市内で海商の町岩瀬船宿で昼食をとり、北前船回船問屋 森家
（國の重要文化財の指定）明治11年に建てられ最盛期の繁栄を偲ばせる構えでした。当時の街並みを残
していました。平野部にも雪が残り段々と雪深くなり宇奈月温泉
「延楽」
１日目の宿につきました。川
べりの温泉で回りは雪景色でこの風景には感激しました。雪景色をみながらの温泉は風情がありとて
もよかったです。黒部トロッコ列車の始発駅でもあります。夏に行くのもいいですね。
２日目は高岡市に入り高岡大仏、瑞龍寺 加賀二代藩主前田利長公の菩提を弔っている。三代藩主
利常によって建てられたお寺で、曹洞宗髙岡山瑞龍寺ともいわれ絵門水門、仏殿、法堂、明王堂、回
廊があり日差しが入り静かで神秘的な感じを受けました。そして氷見での昼食後石川県和倉温泉、あ
の日本のホテル100選で連続１位を獲得しているテレビでもおなじみの「加賀谷」に宿泊となり「加賀
谷伝統のおもてなし」ということで若い仲居さんでしたがきちん
と接客していただきましたが、どこから集まってきたのかと大勢
のお客さんでした。温泉も混雑しゆったりとした雰囲気ではなか
ったかなと思いました。お食事は美味しく海の幸尽くめのお料理
で食べ過ぎた感じでした。
３日目は金沢市内観光、兼六園 日本３大名園で江戸時代の代表
的な池泉回遊式庭園の特徴をそのまま今に残しています。冬の風
物詩雪吊りがありましたが、庭園一面雪化粧とはいかなく残念で
した。又の機会にと思いました。「加賀百万石」と言われる金沢城
内も見学しました。ひがし茶屋（懐華楼）街をぶらり散策 三味
線の音色が響き金沢の風情を感じる、京都とは少し違って、赤茶
色の壁、石墨の町並、静かな雰囲気が漂っています。近くに金箔
製造元に寄り金箔の採り方などの説明を受けました。トイレはす
べて金箔で見事でした。利用させていただきました。最後の夜は、
山中温泉「厨 八十八」でした。静かでゆったりとした雰囲気で夕
食は焼き蟹とても美味しかった。もっと居たい感じでした。
４日目は永平寺に早く着き寺院の見学はできませんでした。車
は走り日本海を眺め日本随一の奇勝としてテレ
ビドラマにもよく出てくる名高い東尋坊。間近に
見ると断崖絶壁、恐怖感を注ぎます。九谷焼、越
前漆器などの店により敦賀駅から一路岡山へ帰
岡となりました。雪深い風景を想像していました
が暖かい日寄りでした。美味しい食事を頂いた温
泉の旅でした。思い出の一ページにさせて貰いま
す。お忙しい中お休みをいただきありがとうござ
いました。
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院内の行事 【院内合同研修会報告】
（平成23年１月～２月）

平成22年度第３回医療安全管理研修会
日
時：平成23年１月24日（月）17：00～17：45
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：患者急変時対応訓練
１．夜間患者急変時想定の対応訓練
２．ACLSガイドラインについて
１）BLSとACLSの実践
（松三昌樹麻酔科部長）
２）医師および看護師の役割確認
３）対応時の記録、連絡など
４）反省と課題
参 加 者：医師、看護師含65名参加

平成22年度第２回院内感染管理研修会
日
時：平成23年１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：
「接触感染予防策
～ノロウィルス感染を中心として～」
講
師：第一三共 山根善雄氏

早朝カンファレンス（平成23年２月～４月）
２月４日
２月18日
２月25日
３月４日
３月11日
３月18日
４月８日
４月15日
４月22日

外 部（エーザイ）「末梢性神経障害性疼痛症」
薬 局（伊澤輝子）「整形外科領域の薬剤について」
外 部（ヤンセン）「疼痛治療薬」
検 査（鷹取美和）「輸血療法について」
リ ハ（川口直樹）「大腿骨頚部骨折」（北井真太郎）「肩関節疾患」
外 部（久光製薬）「ロコモーティブシンドローム」
放射線（岩崎大祐）「MRI検査の安全性」
医 局（川西進） 「麻酔科領域での超音波の有用性について」
医 局（石井秀典）「腰椎疾患のMRI診断」
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

誕生日会

１月

２月

３月

４月

５月
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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。

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

Ryusoh Clinic

■ 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。

－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。

至中原橋

山陽本線

http://www.ryusoh. or. jp
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
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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

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

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

訪問看護ステーション りゅうそう

TEL：086－272－1112 FAX：086－273－1002

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

緑のきれいな季節になりました。 あじさい寺に出かけてみようかな．.＾＾ ペコ

