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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。

三愛会ニュース

「北ふ頭三愛クリニック」
がスタートします！
当法人の「尾辻岩井内科消化器科」が平成 21 年７月１日より「北ふ頭三愛クリニック」へ名称変更しました。
名称変更とともに、8 月より以下の新規事業を開始しました。
訪問リハビリテーション（医療保険・介護保険）
通所リハビリテーション（介護保険）
外来リハビリテーション（医療保険 ※予約制）
「入院中に毎日リハビリをしていたが、退院後も入院中のような
リハビリをしたい」
「リハビリをしたいけど、通院が困難」などの
声にお応えしたく、開設させていただきました。
治 療 及びサービスをご 希 望される方 は、ご 連 絡をお待ちして
おります。

訪問リハビリテーションについて
「訪問リハビリテーション」は通院が困難な患者さま・ 利用者さまに対して、ご自宅へ訪問し、
リハビリテーションを
行うものです。
介護認定を受けられている方は、ご自身の担当ケアマネージャーにご相談下さい。また、
これから介護認定を受け
ようと考えておられる方は、当法人におきましては「在宅ケア相談センター さんあい」にて承ります。
主治医をはじめ、ケアマネージャー、その他関係職種と連携し、より良いリハビリテーションサービスを提供させて
いただくよう努めてまいります。

通所リハビリテーションについて
「通所リハビリテーション」は、要介護状態もしくは要支援状態となった方が対象で、心身の状態の回復及び悪化
の防止を図り、状況に応じたリハビリテーションを行います。
スタッフには、理学療法士や健康運動指導士が在籍しており、安全で効果的な運動を実施するための運動プログ
ラムの作成と指導をさせていただきます。
当施設では、短時間（1 時間・3 時間）でリハビリを集中的に実施させていただき、パワーリハビリや物理療法、理学
療法士による個別のリハビリを行ってまいります。
「長時間のサービスは受けられないが、短時間なら受けたい」とお
考えの方、ぜひお待ちしております。
「通所リハビリテーション」のスケジュールの一例です。
来所（迎え）

健康チェック

リハビリ

集団体操

家路（送り）

※午前（９：３０〜１２：３０）、午後（１４：００〜１７：００）の２部制となっており、食事、入浴のご提供はありません。

お問合せついて
院長の尾辻章宣をはじめとする、看護師・理学療法士・作業療法士・マッサージ師・介護福祉士・健康運動指導士・
事務員で対応させていただきます。安心・安全を皆様にご提供出来るよう努めてまいりますので、
どうぞ宜しくお願い致
します。

北ふ頭三愛クリニック

担当

リハビリ部門直通

（事業所番号：４６１０１２４８３８）
鹿児島市小川町 18 番 11 号

電話：０９９−２１９−５０７０
ＦＡＸ：０９９−２１９−５０８０
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田中

（訪問リハビリ 主任）

窪
（クボ）

（通所リハビリ 主任）

整形外科三愛病院 副院長

中村

小児股関節疾患について
今回は小児に発症する代表的な股関節疾患を紹介します。

（1）先天性股関節脱臼

雅洋

医学博士
鹿児島大学整形外科非常勤講師
日本整形外科学会 脊椎脊髄病医
日本整形外科学会 認定整形外科専門医

図 3 内反骨切り術
術前

術後

（developmental dysplasia of the hip ; DDH）

先天性股関節脱臼は、以前は先
天性に股関節が脱臼している疾患と
考えられていましたが、最近では関節
弛緩 (ゆるみ)、臼蓋形成不全などの
先天性要因に加えて、様々な環境因
子が関与したことにより関節脱臼を生
じる後天的疾患と考えられています。
実際に開排位 ( 股を開いた状態 )
の維持や、向き癖の矯正などの育児
指導が行われるようになってからは、
発生頻度が全出産の 1%から0.1%
程度に減少しています。男女比は、1：
6 ～ 8と女児に多く、
日本では左足へ
の発症例が右足の 2 倍程度の頻度
でみられます。
臨床的には、出生時から生後 6か
月頃までに、股関節の開排制限で気
付かれることが多く、他には大腿皮溝
の非対称、下肢短縮 ( 両足の長さの違い)などで発見され、歩行開
始後には処女歩行遅延、
跛行 ( 足を引きずる)などがみられます。
治療は、歩行開始までの乳児期には、
リーメンビューゲル装具
（図 1）
による保存的治療が一般的で、
装具を4か月前後装着するこ
とで、60 ～ 70% 程度が整復されます。装具の装着で改善しなかっ
た場合や1 歳以降まで治療を受けていなかった場合は、入院の上、
オーバーヘッドトラクションという牽引療法で、
1か月程度、
ゆっくりと脱
臼を整復していきます。
それでも整復できなかった場合は、全身麻酔
下に手術療法を行います。術後は1 ～ 2か月のギプス固定と、4 ～ 6
か月程度開排装具を使用します。
図 1 Riemenbügel 装具

（2）ペルテス病

（Perthes’disease、Legg-Calvé-Perthes disease）

ペルテス病は、
成長期の子供の大腿骨頭が壊死し、
変形する疾患
です。4 ～ 7 歳の男子に多く発病し
（男 : 女 =4 ～ 5 :1）
、発生頻度は
5 ～10 人 /10 万人と
図 2 ペルテス病装具
考えられています。
症 状としては、障
害側の膝周囲、大腿
部、股 関 節 の 疼 痛、
股関節外転、内旋制
限、筋萎縮などがみら
れますが、股関節自体
より大 腿 部 痛、膝 関
節痛を訴える症例が
多く注意が必要です。
西尾式装具
Batchelor 型装具
初期には、
レントゲン

での診断は難しく、MRIが有効な場合があります。
病変自体は自然修復されるため、骨頭変形、関節不適合を残さな
いことが重要です。発症年齢が 5 歳以下の幼児、骨頭障害範囲の
狭い軽症の場合は、経過観察をすることもありますが、通常は大腿
骨頭を臼蓋内に深く収納し、骨頭変形を防止するコンテインメント療
法が行われます。外転ギプスや装具による保存的治療
（図 2）
と大
腿骨内反骨切り術
（図3）
、骨盤骨切り術などの観血的治療がありま
す。治療成績に大きな差はありませんが、保存療法では治療期間が
1 年 6か月～ 2 年程度必要で、
日常生活が大きく制限されるため、最
近では手術療法が行われる場合が多くなってきているようです。

（3）大腿骨頭すべり症

（slipped capital femoral epiphysis ;SCFE）

大腿骨の股関節側の成長軟骨のところでずれる(すべる) 疾患で
す。思春期前後
（男子12～14歳、
女子10～12歳）
に発生率が高く、
はっきりした原因は不明ですが BMI 25 以上、Ht 140cm 以上、BW
40kg 以上の肥満例に多く、
男女比は3～5:1、10 万人あたり男子
2.22 人、
女子 0.76 人の発生頻度と報告されています。
臨床症状は慢性型
（安定型）
では、股関節痛、関節可動域制限
（内旋制限が著明）
、跛行 ( 足の引きずり)がみられ、急性型
（不安
定型）
では、骨折類似の激しい疼痛のため歩行不能となります。
治療は再転位 ( 骨のずれ)が多いため、手術療法が行われ、転位
が軽度から中等度の症例には、
そのままの位置での固定
（in situ
pinning）
、重症の場合には、愛護的整復後の固定
（図 4）
を行いま
す。変形が高度な慢性型には、大腿骨近位部での矯正骨切り術を
行う場合もあります。
図 4 経皮的ピニング
術前

術後

今回紹介した3 疾患とも初期治療が重要なことは当然ですが、小
児の場合は成長に伴う臼蓋形成不全、下肢長不等、将来的な変形
性股関節症発症の危険性もあるため、15 ～ 17 歳頃の成長終了時
まで経過観察を行うことが必要です。
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医療法人 三愛会
＊病院

＊通所介護サービス

デイサービスセンターさんあい

整形外科 三愛病院				

（入院、手術、救急外来、一部の外来）

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目3 番 7 号
TEL

＊
（財）
日本医療機能評価機構認定病院
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

＊訪問看護サービス

訪問看護ステーション ポプラ

診療時間：月曜日 〜 土曜日
（日曜、祝日休診）
午前

9:00 〜 12:30

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目14 番 7 号

午後 14:00 〜 18:00（土曜日は17:00まで）
※救急の場合はこの限りではありません

TEL

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

＊診療所

（整形外科外来、
リハビリテーション）
三愛クリニック

フリーダイヤル

診療科目：整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

0120-868373

＊居宅介護支援サービス

在宅ケア相談センター さんあい

診療時間：月曜日 〜 土曜日
（日曜、祝日休診）
9:00 〜 12:30

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

14:00 〜 18:00（土曜日は17:00まで）

リハビリ受付時間：午前 12:00まで

フリーダイヤル

午後 17:30まで
（土曜日は16：30まで）

0120-313102

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目3 番 7 号

TEL 099-812-6433
＊診療所、訪問リハビリ、通所リハビリ

（内科外来、
リハビリテーション）
北ふ頭三愛クリニック
診療科目：内科・消化器科・循環器科・呼吸器科・リハビリテーション科
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（代表）
099-219-5070（リハビリ部門直通）

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

●
朝日通り電停

●市役所

●
市役所前電停

●産業会館

みなと大通公園

●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

平成 21 年 5月、約 20 名の新入職者オリエンテーション
での“感染対策研修”の様子です。

●ドルフィンポート
●南埠頭

●北埠頭

桜島桟橋
●

http://www.volver-izuro.com
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ヘルパーステーション 三愛

TEL 099-252-6622

午後

099-252-7391

＊訪問介護サービス

〒890-0065 鹿児島市郡元三丁目14 番 7 号

午前

099-812-1181

