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国民皆保険制度崩壊の危機
理事長

角南

義文

医療、介護、年金などの社会保障費が嵩（かさ）み、国はいろいろと工夫をこらしていますが、なかなかよ
い解決法はみつからないようです。
社会保障費を増すために、消費税をアップさせてはどうか？ 保険料を増す？ などの他に、国の支出を減
らすために利用者の負担金を増すなどの案があるようです。
今、医療費は患者負担が３割となっています。保険料を納めて、利用する場合には３割負担では “ 保険 ” と
はいえないのではないかという説もあります。
昭和36年に日本は国民皆保険制度となりました。いつでも、どこでも、健康保険証一枚で標準的医療を受
けられるという、世界に先駆けて発足した公的医療保険制度です。この制度で日本国民は公平・平等な医療
を誰でも受けられることになりました。このおかげで日本は平均寿命が世界一になったと思います。
私は40年前、アメリカ、スイスの医療現場を見学しましたが、アメリカもスイスもおカネのない病人は悲
惨です。おカネのない病人は放ったらかしです。「地獄の沙汰も金次第」を地で行く現実でした。
その点、日本の患者さんはおカネに左右されない医療を受けているとずっと思っていました。ところが最
近は、冒頭にのべた経済的な事情だけでなく、混合診療と医療ツーリズムということが、まことしやかに
堂々と論ぜられだしました。これらは主におカネもちの経済界からかなり大きな声で語られ、同調するもの
が多くなりつつあります。
混合診療では、おカネを出せば健康保険診療以外にも自分の希望する医療が受けられるということです。
よく知られているように、金歯を入れるのは混合診療です。おカネがあれば義歯に金（きん）を使ってもよい
でしょう。しかし生命に関係することに混合診療が入れば、おカネが無いと生命が無くなるということです。
このようなことが許されてよいものでしょうか。これらは医療に市場原理を導入しようとする商売人の考
え方です。これよりも新しい医療技術はなるべく早く健康保険に導入することがもっと重要です。
もう一つの医療ツーリズムは、本年１月から堂々と発足しますが、日本で医療を受けようとする外国人に
滞在ビザを発給して、日本のすぐれた医療を提供し、多額のおカネを落としてもらおうとするものです。今
のところは中国や東南アジアの富裕層をターゲットにしているようです。
しかし今、日本の医療界では医師不足、看護師不足、介護要員不足となっています。そういう中で、ごく
少ない気前よく？高額な医療費を払ってくれると予想される外国人に貴重な日本の医療資源を使ってもよ
いものでしょうか。それだけの余裕があるのなら、健康保険を使っている日本の患者の診療に、医療従事者
はその能力、技術と時間を使っていただきたいと思うのは私ひとりとは思いません。それと、このような医
療ツーリズムに参加する病院は大病院です。国公立病院は国民の税金で赤字で運営されており、かつ土地・
建物、高額医療機器も私たちの税金でまかなっているのです。私的医療機関でも我々の給料から天引きされ
る健康保険による医療費から築かれているものです。すなわち日本国民の血と汗の結晶でできている日本の
医療施設で日本の医師、看護師などが外国人の患者にご機嫌をとりながら診療にあたるのです。日本国民と
して怒りたい気持ちになります。
今の社会は “ おカネ ” ということが非常に重いように思っています。昔のように「清貧に甘んじる」という
思想は無くなりました。そうすればおカネの実入りのよい方に社会が流れるのはいたしかたないでしょう。
これが恐いのです。混合診療と医療ツーリズムは日本の国民皆保険制度を崩壊させ、自分の健康、“ いのち ”
までおカネに左右されんとする世の中の動きを国民の力でなんとか止めねばならないと思っています。

（平成23年１月５日）
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『膝痛』

やってはいけない
姿勢シリーズ ＝②＝

理学療法士 藪

慎一郎

膝関節は荷重を支えながら曲げ伸ばしする関節であるため、日常生活の中で繰り
返しストレスが加わることにより、関節軟骨をいためたり、変形をきたしやすく
なります。
膝関節は、角度や荷重の掛かり方によっては体重の何倍もの負担が掛かるように
なります。
例えば、椅子から立ち上がるときは体重の約2.5倍、歩行は約４倍、階段の昇り
は約4.5倍、降りは約５倍（参考値）と言われています。

＊膝関節に負担が掛かりやすい日常生活動作＊
●
●
●

長時間立っている ● 重いものを持つ（体重が増える）
● 階段（坂道）の昇り降り
長距離を歩く
正座、しゃがみ込み、和式トイレ など

また、立つときに片脚に体重を乗せたり、歩
くときに足の小指側に荷重が流れる癖があ
る場合も、膝関節の内側に負担が集中する
ことになります。
日常生活の中で痛みが強くなるような動作
は避け、なるべく負担を掛けないように心
掛けましょう。

階段では手すりを使用

長時間しゃがまない

重いものを持たない
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第12回医療の質改善フォ－ラム in 名古屋

優秀賞受賞！

■ 全発表演題数102演題
■ 発表医療機関72病院

おめでとうございます。

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
が、平成22年10月１日～２日名古屋市で行われた第12回医療の質改善フォーラムにおいて、当院の２
サークルが発表し、各セッションで優秀賞を受賞しました。近年では、改善事例発表のレベルも上が
っており、簡単には受賞できない中で、当院発表の２サークル共に表彰され、竜操整形にとってはダ
ブル受賞となりました！！
石垣さん、意外にも堂々と
した発表で男前でした！
桧山会長
（左）と
アコ－ディオン奏者の方々

歌の合間には
楽しいト－ク
も・・・

白渡さん、緊張で声が…、でも
最後まですばらしい発表、山根
さんとも息ピッタリ！

平成22年10月14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
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と
大正琴演奏者の方にお出で頂き、懐かしい
歌を皆でたのしく歌うことができました。

歌の応援にかけつけてくださった岡山
アコーディオンクラブの方々

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－の方々の振り付けも楽しかったですね。
最後は会場の皆が一体となって、
「故郷」、
「川の流れのよう
に」を大合唱して幕を閉じました。
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演奏曲
・高原列車は行く
・青い山脈
・真赤な太陽
・丘を越えて
・里の秋
・高校三年生
・夕焼け小焼け
・とんがり帽子
・ああ人生に涙あり
・赤とんぼ
・故郷
・青い山脈
・他

第11回りゅうそう健康教室
が開催されました。
テーマ：
「腰部脊柱管狭窄症について」
日 時：平成22年11月18日（木）15:00～16:20
場 所：竜操整形外科病院 北館１階第３リハビリテーション室
講 師：りゅうそうクリニック 院長 今井 健
参加者：74名
たくさんの患者さんで会場は満席となり、講演後は、会場からの質問がたく
さん寄せられていました。

演 者：今井 健 医師

▲講演終了後には、会場からたくさんの
質問がありました。
▲

体験学習の中学生も受付や案内を手
伝ってくれました。良い体験ができまし
たね！

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：ホテルオークラ岡山

誕生日会

９月

10月

11月

12月
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第40回院内ＱＣサ－クル発表大会が開催されました。
日時：平成22年11月25日（木）
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40回院内ＱＣサークル発表大会発表演題≫

改 善 事 例「テ－マ」
洗濯業務を効率的におこなおう
点滴ミスをなくそう
ナイロン袋の無駄をなくそう
在宅でのリハビリテーションの意欲向上を目指して
日用品、消耗品の物品請求率削減
モグモグ噛んで誤嚥を防ぐ
インシデントを見直そう
窓口での書類預かりをスムーズにしよう
画像を確実に送信しよう

部 門 ／ サ－クル
３階病棟/マスカット
東病棟/みけ猫ホームズ
栄養科/マヨネーズ
訪看介護支援/それゆけりゅうそう号
事務局/新ほうれんそう
通リハ/ステッキーズ
リハビリ/ひらめ筋にくん
医事課/スマイル
放射線科/オムニ

審査の結果以下の３サークルが表彰されました。
優勝したオムニサークルのメンバーと
角南義文理事長（中）

★優 勝：放射線科／オムニ ★準優勝：事務局／新ほうれんそう
★第３位：東病棟／みけ猫ホームズ、医事課／スマイル

平成22年度竜操整形大忘年会開催される！
忘年会が平成22年12月11日（土）にホテルオークラ岡山で開催されました。恒例の部門別パフォーマンスや
ゲームなどがおこなわれ、会場は当日の夜勤以外のほとんどの職員が参加（約150名）して大いに盛り上がり
ました。余興最優秀部門は東病棟＆町田先生チームが獲得し最後は六甲おろしの大合唱で幕を閉じました。

●●●●●●●●●●●●●●

鏡餅をつかった料理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

お正月の
【鏡餅】をおいしくいただく方法には、“ぜんざい” や “あべかわ餅” “揚げ餅” などがあります。
今回は、ちょっとした工夫を加えて、ひと味違ったおいしさを、楽しんでいただけるメニューを紹介します。
☆餅の炊き込みおこわ

☆餅グラタン

材

材

料（１人分）
：
 80ｇ 鶏肉30ｇ 人参10ｇ
米
ごぼう20ｇ 角こんにゃく10ｇ
干し椎茸２g 餅20ｇ だし0.5g
濃口醤油５ｇ みりん１g 砂糖１g
作り方：
①米は洗って30分以上、水に浸しておく。
②ごぼうは細いささがきにし、酢を入れた熱湯で１分程
下ゆでする。にんじんは２cmくらいのせん切りに。こ
んにゃくは短冊切りにし、サッと熱湯を通してあくを
抜く。干し椎茸はもどしてせん切りに。
③米、調味料（醤油、みりん、砂糖、だし）と②の材料
を炊飯器に入れ、分量の水を加え、餅をのせて炊く。

☆チョコココア餅

料（４人分）：
餅４個 ベーコン４枚 玉ねぎ50ｇ
バター大さじ３
小麦粉大さじ３
牛乳400cc 生クリーム100cc 塩
作り方：
①ベーコンは長さ２～３cmに切る。玉ねぎは薄切りにする。
②鍋にバターを溶かし、ベーコンと玉ねぎを入れ、中火で
焦がさないよう玉ねぎが透き通るまで炒める。小麦粉を
ふってからめながら、木べらでかるく混ぜる。
③牛乳を少しずつ加えて溶きのばし、とろみがついたら生
クリームを加えひと煮し、塩を加えてホワイトソースに。
④餅 はフッ素樹脂加工のフライパンかオーブントース
ターで、こんがりと焼き、一口大に切る。
⑤耐熱の器に餅を入れ、ホワイトソースをかけ、オーブン
トースターで約５分焼く。

材 料： 餅２個 水50cc 牛乳50cc 一口チョコレート５個 ココアパウダー スライスアーモンド
作り方： ①耐熱ボールに角切りにした餅と水、牛乳、チョコレートを入れ、ラップをして電子レンジで２分加熱する。
②やわらかくなったら混ぜて８等分に分け、ココアパウダーをふり、スライスアーモンドを飾る。
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院内風物詩
もちつき

平成22年12月28日（月）

院内の行事 【院内合同研修会報告】
（平成22年９月～12月）

平成22年度第２回医療安全管理研修会
日 時：平成22年９月30日（木）15：00～16：00
場 所：竜操整形外科病院北館１階第３リハビリテーション室
テーマ：院内におけるKYTの実践について
１．KYTの目的と活用について
１）KYTの取り組み方 ２）KYTの目的 ３）KYTの効果
４）全国の取り組み効果
２．KYTグループワーク
全８グループ（各６～８名）に分かれての演習
外部講師：第一三共（株）医療環境担当 山根善雄 氏
☆KYTとは
危険・予知・トレーニングの頭文字で表し、職場内のあらゆる場面で、リスクが高いと予想される状況
を写真などから推測し、注意事項や改善点などについて話し合う訓練のことを示します。

職 員 約70名 が 参 加 し たKYTグ ル ー プ
ワークの様子

平成22年度院内倫理研修会・情報管理研修会
日 時：平成22年10月28日（木）
場 所：竜操整形外科病院北館１階第３リハビリテーション室
テーマⅠ「当院の理念と患者権利」
テーマⅡ「当院における職業倫理と臨床倫理」
講 師：管理部長 難波 修
テーマⅢ「守秘義務（プライバシー保護）と情報管理」 講 師：企画部長 宮城有道

早朝カンファレンス
９月17日 外部（大日本住友）
「高血圧について」
９月24日 放
 射線（丸尾淑江）
「 整形領域に関
する感染症」
10月１日 医局
（松三昌樹）
「患者体位と麻酔」
10月８日 医局
（町田芙美）
「ＡＯ法骨折治療」
10月15日 外
 部
（エーザイ）
「 高凝固療法のTPINR測定について」
10月22日 外
 部
（イーライリリー）
「 骨粗鬆症
と治療剤」
10月29日 医局
（立花一志）
「椎間孔狭窄」
（平成22）年
結婚しました！
！ 2010
9月19日 事

11月５日
11月12日
11月19日
11月26日
12月３日
12月10日
12月17日
12月24日

リハ（高石裕子）「ＡＣＬ損傷」
看護（垣見亜子）
「深部静脈血栓症」
放射線（土本真也）
「肩関節のMRI」
医局（古川陽介）
「大腿骨近位部骨折」
外部（帝人）
「変形性膝関節症と治療薬」
医局（今井健）「頚髄損傷」
外部（科研）「NSAIDs潰瘍」
外部（シグマックス）
「整形領域の
超音波診断について」
１月は冬休み

務 員 中村 泰之さん
9月25日 作業療法士 天野 誠二さん
10月10日 ドクター秘書 塩見 理江さん

10月16日 ドクター秘書 井川めぐみさん
11月 3日 管理栄養士 山下美沙子さん
11月22日 ドクター秘書 研谷 倫代さん
12月12日 理学療法士 廣瀬 温子さん
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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。

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

●

（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）

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

（岡電・宇野バス）

至岡山市街

地域医療連携室

寒い日が続きます。風邪には気をつけてお過ごし下さい。

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575
ペコ

