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　徳島市民病院整形外科では、平成
24年4月1日から脊椎・人工関節セ
ンターを開設いたしました。
　脊椎疾患や関節疾患のため歩行な
どADL障害のある中高齢者のQOLを改善することが、
急速な高齢化社会を迎えつつある日本においては整形
外科の最も重要な使命の一つと考えて、従来から脊椎
手術と人工関節手術に真摯に取り組んでまいりました。
　高性能のMRIやCTによる診断と手術計画の適正化、
脊髄モニタリングによる手術の安全性の向上、手術室
のバイオクリーンルーム化と呼気排気装置の着用によ
る周術期の感染予防、感染対策委員会による病院全体
のハード、ソフト両面での種々の感染予防対策、院内
骨バンクによる骨欠損症例に対する同種骨移植、肺血
栓やDVTへの対応としての循環器内科の協力による
診断治療のシステム化などにより脊椎・人工関節手術
の合併症予防のための各種の対策を講じてきました。
　このような私たちスタッフの長年にわたる地道な努
力を、連携医療機関の先生方や地域の患者様に御理解
いただき、手術症例数は都会の大病院に匹敵するほど
となりました。
　脊椎手術では、年間の手術件数は平成19年から23
年まで180例、183例、177例、199例、207例と毎
年着実に症例数が増加しています。これらの手術件数
は徳島県内ではトップであり、中四国でも上位の症例
数と思われます。
　当院の脊椎手術の特徴は徐圧術だけでなく、不安定
性やアラインメント異常を伴う特に難易度の高い固定
術が多いことであり、脊椎固定術は平成19年の30例か
ら23年の80例と毎年著明に増加しています。また、内
視鏡下手術は当然でありますが、脳神経外科専門医と

副院長（整形外科）　　島川　建明
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脊 椎・ 人 工 関 節 セ ン タ ー
開 設 に あ た っ て

連携しての脊髄腫瘍手術も多数行っています（表1）。
　脊椎手術は脊椎外科指導医で脊椎脊髄病医の千川隆
志部長と脊椎脊髄病医の中川偉文主任医長が主に対応
しています。
　人工関節手術では、再置換術を含めた年間の手
術件数は平成19年から23年まで178例（TKA92例、
THA86例）、252例（TKA133例、THA119例）、294
例（TKA169例、THA125例）、306例（TKA171例、
THA135例）、343例（TKA186例、THA157例）と
こちらも着実に症例数が増加しています（表2）。
（※TKA：人工膝関節置換術、THA：人工股関節置換術）
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（表１　年度別年間脊椎手術件数とその内訳）

（表２　年度別年間人工関節手術件数とその内訳）

年度 平成19 20 21 22 23

年間総数 180 183 177 199 207

徐圧術 100 106 95 103 96

固定術 30 45 54 67 80

内視鏡手術 46 27 25 25 26

脊椎腫瘍 4 5 3 4 5

年度 平成19 20 21 22 23

年間総数 178 252 294 306 343

人工膝関節 92 133 169 171 186

人工股関節 86 119 125 135 157
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　ちなみに人工関節手術件数（再置換術を除いた手術
症例数）の平成22年度の朝日新聞出版の全国統計（手
術でわかるいい病院）では、当院のTHAは126例であ
り、全国で46位、四国で1位、中四国で2位でした。
　TKAは167例であり、全国で49位、四国で2位、中
四国で3位の実績でした。
　人口の少ない徳島県において全国50位圏内にいる
外科系の手術件数は他科の手術を含めても県内の病院
ではほとんど見られず、この様な実績を示すことがで
きたのは、一重に諸先生方からのご紹介の賜物と心よ
り感謝しています。
　また、通常の人工関節手術だけでなく股関節の高位
脱臼症例、変形の高度な膝関節、骨欠損の大きい再置
換例、感染を起こした再置換例など難易度の高い症例
も骨バンクの同種骨移植システムを利用して、多数行
っています。
　人工関節手術は整形外科の専門医である島川、中野
俊次診療部長、中村勝主任医長が主に対応しています。
　これらの実績に鑑み、先生方との連携を一層密にし
て、患者様にさらに良好な医療を提供する目的で脊椎・
人工関節センターを設立しました。
　当センターではご紹介いただいた患者様は図1の様
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な流れにしたがい、スムーズな連携を図ります。
　病院または有床のクリニックからの紹介患者様は、
合併症なく通常の経過をたどった場合は、術後2~3週
の歩行器歩行可能となった状態で紹介元に転入院しリ
ハビリなどの治療をお願いする所存であります。しか
し、残念にも血栓症、その他合併症を起こした患者様
は当院の回復期リハビリ病棟などで治療し、合併症が
解決した後に、紹介元での入院または外来での治療を
お願いする予定としています。
　無床クリニックからの紹介患者様は、術後7~10日
で当院の回復期リハビリ病棟に転棟し、通院可能とな
った状態で紹介元での外来通院治療をお願いする所存
です。
　脊椎・人工関節手術の当院での地域連携診療計画書
は別紙で提示させていただきました。不備な点、至ら
ぬ点を諸先生方のご意見により改善できれば幸甚と存
じます。
　より密で、良好な連携を構築し、患者様に良質な医
療を提供できるよう整形外科一同、努力を続ける覚悟
であります。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

（図１　紹介患者様の連携の流れ）
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　平成19年施行のがん対策基本法に基づくがん対策基本計画において、「すべてのがん診療に携
わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得する」ことが、求められています。
これを受け、厚生労働省の開催指針に沿った緩和ケア研修会を開催いたしますので、ご参加ください。

　平成 24年度の地域医療連携推進事業として、つぎのとおり、講演会と懇親会を開催します。
登録医の先生方との懇親を深め、共同診療の充実をはかって参りたいと思いますので、是非
ご参加ください。

徳島市民病院と共同診療登録医との
講演会と懇親会のご案内

【日　　時】　平成24年8月26日（日）9:30 ～ 17:00
　　　　　　平成24年9月 2日（日）9:30 ～ 17:00（全2日間）

【場　　所】　徳島市民病院　地下1階　講義室
【対 象 者】　がん診療に携わる医師（定員12名）
【申込〆切】　平成24年8月17日（金）
　　　　　　※定員がいっぱいになり次第、申込受付終了をさせていただきます。

【申込方法】　電話または電子メールで受講希望の旨をご連絡ください。
　　　　　　折返し、申込書等を送らせていただきます。

【申 込 先】　徳島市民病院医事課
　　　　　　TEL：（088）622 ‒ 5121（内2103）
　　　　　　E－mail：iji@hosp.tokushima.tokushima.jp

開催日時　　平成24年7月5日（木）19時より

開催場所　　阿波観光ホテル　徳島市一番町3-16　　TEL：（088）655 －1122

講　演　会　　『咳嗽診療について』	 	 　　内科主任医長　　　　吾妻　雅彦
懇　親　会　　『産婦人科における低侵襲手術』	 　　産婦人科主任医長　　山本　哲史

お申込み　　徳島市民病院　医事課までご連絡ください。
　　　　　　TEL：（088）622 -5121

平成24年度

※登録医の先生方には、別に案内文を送らせていただいております。

　緩和
ケア研修会のご案内

平成24年度
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　徳島市民病院では、市民の皆さんに市民病院について知っていただくため、「病院まつり」を開催します。楽し
いイベントが盛りだくさんですので、ぜひお越しください。
　【と　き】　平成24年7月7日（土）　10:00～ 15:00
　【場　所】　徳島市民病院（地下1階、1階、2階）
　【内　容】
〈イベント〉
・手品コーナー　　　　　　13:30～
・徳島交響楽団コンサート　14:30～
・二胡のコンサート　　　　11:00～、13:45～（2回）
・ヘリポート見学ツアー（悪天時は中止です）
　11:30～、12:30～、14:00～（3回・各20名程度）
・バザー　　　　　　　　　10:00～、12:30～（2回）

〈見てみよう!〉
・関節疾患治療紹介
・人工関節の展示
・透析療法を知ってもらおう
・災害訓練写真展

〈やってみよう!〉
・放射線検査を見てみよう
・手洗い教室
・覗いてみよう!　HPV感染細胞
・転ばぬ先の相互理解（高齢者疑似体験）
・こどもお薬教室
・かんたん救命救急室（心臓マッサージ・AED)
　（事前予約が必要です）

コ計統 ーナー

平成24年4月の紹介患者数（再診患者を含む）
306医療機関より982名ご紹介いただきました。

ありがとうございました。

科　名
4月 3月 2月

初診患者数
（人）

初診時間外
（人）

初診紹介患者
（人）

初診即入院
（人）

逆紹介患者
（人）

紹介率
（％）

逆紹介率
（％）

紹介率
（％）

逆紹介率
（％）

紹介率
（％）

逆紹介率
（％）

内　科 360 180 121 49 83 68.5% 42.1% 65.8% 37.6% 58.3% 25.4%
小児科 328 200 94 92 58 68.8% 36.9% 61.4% 34.5% 62.7% 30.7%
外　科 200 56 117 14 85 80.0% 56.7% 84.0% 55.1% 80.8% 55.6%
整形外 301 97 148 28 214 73.5% 101.4% 73.4% 107.0% 74.2% 99.6%
形成外 0 0 0 0 1 － － 0.0% 300.0% 100.0% 300.0%
脳神経 84 17 40 6 57 59.7% 85.1% 59.0% 77.1% 59.7% 72.2%
皮膚科 63 9 20 3 5 37.0% 9.3% 51.1% 13.3% 39.6% 4.2%
泌尿器 42 7 23 1 23 66.7% 63.9% 58.0% 48.0% 67.9% 43.4%
産婦人 76 10 38 3 26 56.5% 37.7% 72.9% 48.6% 57.5% 34.2%
眼　科 19 5 4 0 3 28.6% 21.4% 38.1% 28.6% 20.0% 46.7%
耳鼻咽 20 3 6 0 17 35.3% 100.0% 23.8% 47.6% 30.8% 69.2%
放射線 67 0 67 0 77 100.0% 114.9% 100.0% 120.6% 100.0% 136.7%
合　計 1,560 584 678 196 649 69.1% 62.5% 68.8% 61.3% 66.0% 55.5%

診療科別「地域医療支援病院」の紹介率・逆紹介率
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★病院まつりの内容につきましては、変更する場合もあります。
★駐車場は無料ですが、台数に限りがあるため、できるだけ
公共交通機関をご利用ください。

【問い合わせ先】
　徳島市民病院　　088－ 622－ 5121（代表）

徳島市民病院 「病院まつり」 を開催します

〈健康相談コーナー〉
・身長・体重・血圧・血糖値　測定
・ハンドマッサージと育児相談・女性相談
　10:00～、13:00～（2回）
・お食事相談
・医療相談

〈お食事など〉
・七夕お茶会（※定員100人　10:00～整理券配布）
・おかしや野菜の販売
・売店
・軽食コーナー


