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P6… ……損をしないための制度活用法
高齢者のための「長寿医療制度」

表紙写真 栃木県 華厳ノ滝

医療法人三愛会の理念
私たちが
めざすこと
私たちが
こころがける
こと

地域の皆様に安心・信頼される組織をつくり、
「患者さん本位の医療と介護サービスの統合」
（経営理念）
をめざします。
三つの愛（三愛精神）

一、
患者さんへのいたわりの愛
一、
職員相互のおもいやりの愛
一、
地域社会への奉仕愛

をモッ
トーに、
患者さんの権利とプライバシーの尊重、
質の高い医療介護サービスを心がけます。
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医療法人 三愛会

医療法人 三愛会
＊病院

＊通所介護サービス

整形外科 三愛病院（入院、手術、一部の外来）

デイサービスセンターさんあい

＊
（財）
日本医療機能評価機構認定病院

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目3 番 7 号
TEL

診療科目：整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科・麻酔科
診療時間：月曜日 〜 土曜日
（日曜、祝日休診）
午前
午後

099-812-1181

＊訪問看護サービス

訪問看護ステーション ポプラ

9:00 〜 12:30
14:00 〜 18:00（土曜日は17:00まで）

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目14 番 7 号

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目14 番 7 号

TEL

TEL 099-252-6622

099-252-7391

＊訪問介護サービス

（総合外来、
リハビリテーション）
三愛クリニック

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目14 番 7 号
TEL099-250-3585

診療科目：整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

フリーダイヤル

診療時間：月曜日 〜 土曜日
（日曜、祝日休診）

＊居宅介護支援サービス

午前
午後

さんあいだより 2008年 夏号
（季刊）
NO・2 発行 医療法人 三愛会 編集 日経メディカル開発

ヘルパーステーション 三愛

＊診療所

0120-868373

在宅ケア相談センター さんあい

9:00 〜 12:30
14:00 〜 18:00（土曜日は17:00まで）

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目14 番 7 号
TEL099-252-2803

リハビリ受付時間：午前 12:00まで
午後 17:30まで
（土曜日は16：30まで）

0120-313102

フリーダイヤル

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目3 番 7 号

TEL 099-812-6433
＊診療所

尾辻岩井内科消化器科
診療科目：内科・消化器科・循環器科・呼吸器科
診療時間：月曜日 〜 土曜日
（日曜、祝日休診）
午前
午後

9:00 〜 13:00
14:00 〜 18:00（土曜日は午後休診）

〒892-0817 鹿児島市小川町18 番11号

TEL 099-222-6020

http://www.sanaikai.or.jp
トピックス

ライフケアコーポレーション有限会社

医療法人三愛会グループ関連会社
【お問い合わせ先】

〒 892-0822 鹿児島市泉町13-5
TEL 099-221-5722 FAX 099-221-5715

至天文館

フリーダイヤル：0120-011933

三越●
ブラザー
ビル ● ●

●山形屋
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●市役所

●
市役所前電停

●産業会館

http://www.volver-izuro.com

みなと大通公園

三愛会のサークル活動には
「フットサルチーム 三愛会」
があ
ります。医療と介護の分野を超え、現在 12 名が在籍し、週 1
回の練習に取り組んで各種大会にも参加出場しています。

●
朝日通り電停
●山形屋駐車場

山形屋●
駐車場

●鹿児島銀行

●
いづろ電停

●南日本銀行

ボルベール石燈籠
●ドルフィンポート
●南埠頭

●北埠頭

桜島桟橋
●
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日本整形外科学会 専門医
日本整形外科学会 脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会 リウマチ専門医

大腿骨頚部骨折について
大腿骨頚部骨折とは太ももの骨
（大腿骨）
が股の付け根の部

（三愛クリニック院長）
中川

雅裕

（CHS）
（症例②）
やガンマネイルで骨接合を行います。受傷後早

分で折れる骨折です。骨粗鬆症
（骨がもろい状態）
で起こりやすい

期に手術が実施できれば、
痛みや寝たきり状態から早く解放され、

ため、
高齢者の女性に多く、
ほとんどは転倒により起こります。
日本

その後のリハビリ次第では受傷前の状態に回復できるのです。

では年間約 10 万人の人が受傷しており、
高齢化と共に今後も増

全身状態が悪く、手術が難しいと判断されたら、保存療法を選

えていくことが予想され、2005 年出版の｢ 大腿骨頚部 / 転子部

択せざるを得ません。転位のない内側骨折や外側骨折の場合、

骨折診療ガイドライン｣では、2010 年には約 17 万人、2020 年

保存療法でも骨がつくことはありますが、
ずれている内側骨折の

には約 22 万人の発生数が予測されています。

場合、
基本的に骨がつくことはありません。
しかし、
手術ができなくて

受傷原因は、｢ 転倒 ｣が多いといっても、
電気コードにつまずい
たり、
ベッドからずれ落ちたりと｢ 立った高さからの転倒 ｣や｢ 階段・

も、
あまり痛がらずに車椅子に座っていることは可能ですので痛み
が落ち着き次第、
車椅子に移って寝たきりを防ぐことが重要です。

段差の踏みはずし｣など若い人では起こり得ない軽微な力で起こ

外側骨折の場合、
下肢を引っ張って整復状態を保ち、
安静を保

ることがほとんどです。中には｢ 寝ていて・ 体を捻って｣｢おむつ交

てれば、
なんとか骨はつきます。3～４週間ほどで動かしても骨がず

換時 ｣など通常では考えられない受傷原因も数％みられます。

れなくなり、2～3ヵ月で歩く練習ができます。
ただ、
こうした保存療

症状は、転倒直後から股関節痛のため｢ 立てない、歩けない｣

法は、
患者さんの理解・協力・積極性が不可欠で、
若い方ならとも

のが典型的ですが、
明らかな原因がなくても折れることがあり、
また

かく、精神的、体力的に衰弱した高齢者では良好な成績は得られ

骨折の程度によっては歩行できることもあるため、
特に認知症のあ

にくいと思います。

る方はしばらく気づかれないことがあり注意が必要です。
骨折の型は、股関節の関節包の外側で骨折する
「外側骨折」

痛い思いをしないためには、
骨折しないこと、
そのためには転倒しな
いことです。実際に転倒は大腿骨頚部骨折発生原因の90％以上

と、関節包より内側で骨折する
「内側骨折」
とに分けられます。関

を占め、転倒を防止すれば多くの骨折を防ぐことができるのです。

節包は、股関節の骨盤側と大腿骨側を連結し、関節軟骨など関

転倒予防のためには、
運動療法が有効であると上記ガイドラインの

節内を包んでいる袋状の組織です。

中で強調されています。
また、転倒につながる住環境の改善や骨

関節包の外側は血流が良く骨がつきやすいのですが、
内側骨折

粗鬆症に対する治療も重要で、
下肢筋力増強訓練、
バランス訓練

は関節内骨折のため折れた骨はつきにくく、
また大腿骨骨頭への血

など運動療法を中心に総合的に骨折発生を予防していきましょう。

流が乏しくなり骨頭壊死を起こし、
将来手術を必要とすることもありま
す。
そのため骨折の型により治療法が異なってくるわけです
（大腿骨

症例① 大腿骨頚部骨折（人工骨頭）
術前

術後

頚部は大腿骨近位部であるため、
大腿骨近位部骨折と呼び内側骨
折を頚部骨折、
外側骨折を転子部骨折とする分類が用いられ、
上記
ガイドラインでも後者で分類されています。
ここでは大腿骨近位部骨
折を広い意味での大腿骨頚部骨折として扱っています）
。
大腿骨頚部骨折は痛くて歩けないまま寝たきりの状態となるた
じょくそう

めに、
高齢者では、
褥瘡
（床ずれ）
、
尿路感染症、
肺炎、
認知症、
脳
梗塞など生命にかかわる合併症が起こる可能性が高くなります。
体を動かさないと、関節拘縮
（関節が固まる）
や筋力低下などが

症例② 大腿骨転子部骨折（ＣＨＳ）
術前

術後

起き、
骨がついても歩けなくなってしまうのです。
したがって治療は、
全身状態が許す限りできるだけ早期に手術を実施し、
リハビリを
開始、
早く離床することが重要です。
手術方法は、高齢者の内側骨折の場合、人工骨頭挿入術を
実施することがほとんどで
（症例①）
、若い方や転位
（骨折部の
ズレ）
の少ない例では骨接合術を行うこともあります。外側骨折
に対しては骨折の整復を十分に行いCompression Hip Screw
3
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三愛会ニュース

整形外科三愛病院増改築工事のお知らせ
整形外科三愛病院は、昭和 55 年の開業以来、地域の皆様に密着した医療機関となるよう努力してまいりました。昨年は
10月より三愛クリニックの機能拡充を図り病院の外来機能をほぼ移行し、三愛病院は入院患者様への治療の充実に努め
ております。当院は、幾度と増改築工事を行い患者様へより良い医療提供を目指しておりますが、現状で満足せず良質の医
療提供、療養環境の提供を目指したいと考え平成 20 年 5月30日、起工式を終え増改築工事を行う運びとなりました。今回
の増改築工事では、機能整備を以下のとおり予定しております。
①入院環境の充実
入院中に入浴の出来ない方は洗髪車による洗髪を看護師が行っており、
時間帯も患者様のご意向に沿えない場合があり
ました。洗髪スペースを一部設置し看護師のお手伝いが不要な場合は、患者様がお好きな時間帯に行えるようになります。
入浴施設も 3 階のみ設置しておりますが、各階に設置することにより、患者様の移動時間も少なくなるよう努めます。
また、全館・全室にスプリンクラーを設置し、安全面での設備を充実させます。
②リハビリテーション室の拡張
リハビリテーションにおいては、4月より理学療法士 ・ 作業療法士を増員し、早期リハビリテーションに、
より一層取り組み、
室内を拡張することにより、在宅復帰に向けた家事訓練等を積極的に行います。
③ CT 検査の導入
現在、
レントゲン・MRI 検査にて画像診断を行って
おりますが、
この度、CT 診断装置を新設いたします。
今回導入するCT 検査は、短い時間で広範囲の撮
影が可能であり、
なおかつ 3Dの画像表示ができ、
イン
フォームドコンセントにおいて、患者様の満足度を向上
させる機能が充実しています。

▲起工式

最終工事終了は今年 12月の予定です。 完成後は、随時使用を開始してまいりたいと考えております。
工事期間中は何かと皆様にご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

鹿児島県のエコ通勤の社会実験『はじむっど！…ＥＣＯ通勤』
に参加し、認証＆受賞しました！
！
鹿児島県が取り組んでいる
“鹿児島都市圏におけるエコ通勤の社会実験”
『はじむっど!
ＥＣＯ通勤』に当法人が参加し
「エコ通勤認定事業所」に認定されました。従業員の通勤
手段をクルマから環境負荷の低いバス、鉄道等の公共交通や徒歩、
自転車等に転換させる
取り組みを積極的に推進している事業所のうち、一定の基準を満たすものを、地球環境に
貢献する
「エコ通勤事業所」
として認証し、
その栄誉を称えることを目的とした制度で、県下
43 社、1,067 人の参加でした。
また、従業員の通勤には、環境にやさしい交通手段を用いるよう指導・推進している事
業所がエコ通勤を推進するために適切な
「プラン」
をたて、
それに基づいた取り組みを効
果的に推進している事業所として、更に「エコ通勤 マネジメント大賞」
も受賞しました。
評価頂いた点は、法人トップの呼びかけや病院院長とクリニック院長をはじめとする16
名のスタッフの参加と法人内の職員情報誌でのエコへの取り組み、表彰制度の創設等
が評価されたとのことでした。これからも環境に優しい取り組みに心がけていきたいと職員
一同、
より一層頑張っています。

通所リハビリテーションサービス

整形外科三愛病院……デイケア自遊館

廃止のお知らせ

平成８年に開設しました通所リハビリ デイケア自遊館は、
平成20年４月末日をもって事業所を廃止しました。
ご利用者の皆様には、
長き
にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。今後は、
デイサービスセンターさんあいにおいて通所リハビリテーションサービス
と変わらないサービス提供に努め、地域の皆様に貢献できるよう努めてまいりたいと存じますので今後ともよろしくお願いいたします。
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