












大阪臨床整形外科医会（OCOA）会長に就任して

大阪臨床整形外科医会・会長　　森　本　清　一

　平成24年4月より栗本一孝先生の後を受けて私が

OCOA会長に就任いたしました。

　本会の為に獅子奮迅の働きをされた栗本前会長には

心底より敬意を表します。

　私は、平成16年に関西医大整形外科の先輩、松矢

浩司先生が会長に就任された際に、会計担当副会長を

拝命いたしました。以来8年間4人の会長の下で微力

ながら副会長として働かせて頂きました。この度、皆

様方のご推挙を受け会長という重責を担う事になりま

した。

　その職務を全うさせていただくにあたり、次の5名

の先生方に副会長職をお願いいたしました。

山本哲副会長　　：会長代行、総務、骨と関節の日、

福利厚生、大阪府単科医会等

前中孝文副会長　：学術、介護保険、運動器リハ、医政等

阪本邦雄副会長　：広報、会員管理、医療保険、無床診、自賠・労災、大阪マラソン等

長谷川利雄副会長：JCOA理事、JCOA学術集会、JCOA対策、療法士対策委員会等

藤本啓治副会長　：会計、会場担当等

　このほか多くの理事、委員、参与の先生方に補佐、協力を依頼いたしました。

　宜しくお願いいたします。

　OCOAは、先輩諸先生方の努力と会員の皆様方のご協力により、470人余りの一般会員を

擁する全国一の臨床整形外科医会です。

　「数は力なり」という言葉がありますが、私の会長任期中（２年間）に一般会員を500人

に増やしたいと思っています。入会の承認は勿論、会則に照らし合わせて厳正に審査いたし

ます。

　OCOAの目的は会員相互の親睦、団結をはかり、整形外科医療の発展、普及、さらに医療

技術の適正評価の実現を目指す事です。

　その為、定例研修会を年間11回開催しています。毎回200人以上の受講者で、会場はいつ

も満員です。補助椅子を用意しても足らず、立ち見の方が出るほどです。

　研修会には毎回、講師として全国から高名な先生方が講演に来てくださいますが、その盛

況振りには皆一様に驚いておられます。

　近年、医学・科学技術の進歩は著しく、新しい病気の概念や検査、治療法、新薬の開発が

スピードアップしているため、定例の研修会だけではその知識、情報を周知する機会が充分

とはいえなくなっています。

巻 頭 言
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　OCOAは、それに対応するため特別研修会も年に数回開催しています。その特別研修会も

定例研修会同様に盛況です。

　又、OCOAの目的を図るために多くの委員会があります。

　そのうちのいくつかを以下に紹介いたします。

1． 学術委員会（太田信彦委員長）

研修会の企画運営、各種単位申請等を担当

委員数20名以上、OCOAの中で最大で、最も重要な委員会です。

2． 医療保険対策委員会（小林正之委員長）

医療保険、自賠労災、柔整の審査等を担当

3． 第25回JCOA学術集会準備委員会（黒田晃司委員長）

平成24年7月15日、16日に神戸で開催されるJCOA学術集会（近畿ブロック担当）の

準備、運営等を担当

4． 議事録委員会（宮田重樹委員長）

理事会及びJCOA近畿ブロック会議の資料準備･議事録作成

5． 広報委員会（中川浩彰委員長）

会報の編集・発行、インターネット（メーリングリスト・ホームページ）等を担当

6． 介護保険・運動器リハビリテーション委員会

運動器リハ・セラピスト研修会の運営、介護保険関係の講演等を担当

7． 骨と関節の日委員会（小林正之委員長）

「骨と関節の日」行事の運営等を担当

平成24年のメイン行事は10月13日　天王寺区民センター

8． 地域情報委員会（増田博委員長）　　

大阪府医師会との連携等を担当

9． 特別委員会

（１）大阪マラソン委員会（森泰壽委員長）

大阪マラソン（平成24年11月25日）へ医務委員の派遣等

※第1回大阪マラソン（平成23年10月30日）

76名（会員62名、非会員14名）派遣

（２）医政担当委員会（柴田和弥委員長）

整形外科医政協議会との連携等医療行政全般

　これ以外に、福利厚生委員会、JCOA対策委員会等があります。各種委員会には多くの理

事、委員、参与の先生方に働いていただいています。ご多忙中恐れ入りますが、今後とも何

卒ご協力の程お願いいたします。

　代々の偉大な先輩会長の後を受け、会長に就任した事に大変なプレッシャーを感じており

ますが、持ち前の度胸と、顔に似合わぬまめさを駆使して、本会の更なる発展のために誠心

誠意努力したいと思います。

　今後とも会員の皆様のご協力、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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　この欄の執筆を依頼された時、大阪の医学の

先駆者を誰か紹介する趣旨かと思ってためらっ

たが、どうもそうではなく、定年退任教授は皆

書くことになっているので、先駆者然として何

でもいいから書くのだということらしい。それ

なら私の医師となってから整形外科教授として

退任するまでの40年間、確かに課題を示され、

先駆けになろうとしていたわけでその備忘録な

らとお引き受けした次第である。アップル社を

創設したジョブスが自分の避けがたい死を目前

にしてスタンフォード大学で最後の講演を締め

くくった言葉が「stay hungry, stay foolish」

であった。私のこれまでを鑑みるとどうやらこ

の言葉の通りであったし、今もそうであるよう

な気がする。

　私の生きざまはとにかく自分の持て余すほど

に旺盛な好奇心を満たすためにチャレンジし続

けてきたと今は思える。まず好奇心は自分の魂

のよどみに向けられ、大学1年のクリスマスに

洗礼を受けた。医学部卒業は昭和46年であるが

9月である。大学紛争真っ盛りで何と6年間のう

ち1年半がストライキの挙句の半年遅れの卒業

である。整形外科学教室は故伊藤鉄夫教授が硬

派で、紛争終結後いち早く関連病院のローテー

ションが回復されたと聞いて同級生が雪崩を打

って整形外科に入局し、私はまず自分の育った

神戸で神戸中央市民病院での研修を希望した。

ここで上腕完全切断の再接着手術日本成功第一

例を主治医として経験するなど、臨床経験の新

鮮さに奮い立ったが、忙しさの中でこれでは勉

強時間が足らないと次第に感じるようになり、

紛争後再開した大学院に第一号として入学した。

故伊藤鉄夫教授より与えられたテーマは「関節

と滑膜」であった。研究室は崩壊状態で誰の指

導も受けられなかったのを幸い、まず英会話教

室に半年通った。またハンセン病の外来があっ

た研究所や、病理学教室で免疫組織化学や電子

顕微鏡を用いた機能形態学の世界に没入した。

そして「血液・滑膜関門の超微形態学的基礎」

と題した論文で博士号を取得し、1976年に建

国200年に湧く北米にわたり、アメリカリウマ

チ学会で発表した。そしてこの発表の後、まず

整形外科医はアメリカでは関節、脊椎、小児の

どれかを選択すると聞かされ、日本ではまだ専

門分化されていなかった小児整形外科を選択し、

5週間を北米各地のリウマチ学研究室や小児病

院の訪問に費やしたのである。ぶっつけ本番の

一人旅行であったから、英会話を半年訓練した

ことはもとより、生来のあつかましさこそがこ

の旅行では生かされたに違いない。さて大学院

が修了し、小児整形外科医として先駆けする為

に、欧米に比し日本では何が欠け、何が必要か

を考えた。そしてもっとも基本的な遺伝学、そ

してfield workに根差した疫学がチャレンジの

対象として示され、英国文化協会（Brit ish 

Council）の留学制度にトライした。当時大

学講師であられ、日本に初めてチャンレー式

THAを導入された長井淳先生がこの留学制度

の先輩で、そのご推薦もあって東京での二次審

査に直接臨んだ。家族ともども2年間援助され

るフェローは各年度1名だけであったが、幸い

それに選ばれた。面接はもちろん英語だからそ

近畿大学医学部　整形外科　教授　　浜　西　千　秋

浪速の先覚者
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の能力も試されたに違いないが、どうやら私が

ヴァイオリンを弾くと言う事で、当時日本の

Suzuki Methodが世界的に有名であり、面接員

があまりにそれを褒め、お前は知っているかな

どと尋ねたので、もちろん知っているしあのメ

ソッドは3歳の幼児には良いかもしれないが大

いに問題ありと発言して激論になったことが良

かったのかもしれない。2年間英国のどこの病

院でも働ける限定医師免許証を交付され、私が

希望する病院・研究所にはBritish Councilの方

から受入れを依頼し、研究させる保障を求める

と言うありがたいシステムで、私は3病院を希

望した。まず第一に整形外科の女医で小児整形

遺伝学の権威であるウィンデービス女史を希望

した。そしてエジンバラ大学で1年を過ごし

「Congenital short femur」75例のJBJS論文

をものにした。日本では見たことも無かった奇

形であるが、さすがに全英からの症例のコレク

ションが女史の研究室にあったおかげである。

次いでロンドンで半年間、ロンドン小児病院で

過し、垂直距骨変形をコレクションし、子宮内

圧迫症候群（TACS）の手ほどきをうけ、それ

らの研究を帰国後も継続して英語論文として完

成させた。特にTACSは小児の3大変形である

先天性股関節脱臼、斜頚、そして足の様々の変

形のいずれもの基本因子を有する非対称変形で

あり、それらを7100例の大規模な新生児検診

を行い、遺伝・疫学的に証明したものである。

英国の2年間の滞在はあまりにもイベントが多

すぎてとても書ききれない。上記のウィンデー

ビス女史が総務をしておられたエジンバラ交響

楽団はじめ2年間に４つのオーケストラや室内

管弦楽団に属し、またエジンバラ国際フェステ

ィバル合唱団をはじめ3つの合唱団にも属して

小沢征爾指揮のボストンフィルとの共演、ウオ

ルトンの難曲「ベルシャザール王の饗宴」公演、

ヘンデルの時代から続くロンドンでの一千人の

メサイヤ演奏会などへの参加は忘れる事が出来

ない。ロンドンへの引っ越しバンががさっと盗

難にあい、保険会社との交渉の結果、極めて異

例なことに被害申告額が全額支払われたことな

ど、これもエジンバラ時代の友人たちの尽力に

負うところ大で今となっては忘れ難い思い出で

ある。最後の半年はnationalismの強いウエー

ルズのロバートジョーンズ・アグネスハント整

形外科病院で過ごした。病院の男声合唱団とと

もにラグビー協会の200年祭に招待されてラガ

ーマンの聖地カーディフまで遠征し、各地から

招待された2000人の男声合唱でウエールズ語

で愛国歌を歌いあげたのも昨日のことのように

思い出される。3人の子供を英国に連れてゆき、

ロンドンで一人生まれて4人を連れ帰った。子

どもたちは帰国時7，6，3，0歳であったけれ

ど、自然豊かな広々とした国土や、異民族ばか

りのロンドンでの経験は、彼等にいくばくかの

自信と旺盛な好奇心を植えつけることになった

のではないだろうか。帰国して滋賀県守山市の

滋賀整肢園に着任したが、英国と同じ様な田園

地帯であった事は子供達に幸いであった。守山

市では疫学的研究に欠かせない対照群として、

守山市の全新生児のデータを登録した。オルソ

フィクスの創外固定器を日本に導入し、仮骨延

長を始めたのも、日本小児整形外科学会設立へ

向けて動き出したのもここからである。その後、

神戸中央市民病院へ赴任し、田村 清先生のも

とでどのような新しい臨床的チャレンジも許し

ていただいた。もちろんデータをとって研究・

発表に結び付けることが条件であったし、一見

ありふれた症例でもこちらの意識次第で研究テ

ーマが見つけられる事を示して頂いた。1989

年に近畿大学へ着任し、脊椎外科という新たな

チャレンジが加わった。そうなると大学に居る

からには小児と同じく脊椎関連でも英文論文を

書き続けなければ価値が無い。そこで当時アル

バイト病院でも普及し始めていたMRIに着目し、

椎間孔DRG,シュモール結節、脊髄円錐高位、

腰部脊柱管横断面積など計りまくり、また和歌

山県北部に多かったOPLLの家系・疫学的調査

なども行い、SPINEなどに矢継ぎ早に発表した。

また頚椎の圧迫性病変による頸髄変形や輝度変

化を臨床発症パターンで分類し、術前後で評価

した論文はJ.Neurosurgeryに掲載された。こ
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の論文作成過程でさまざまな頚椎後方除圧、椎

弓形成術を考察したが、神経学的回復は得られ

るものの、術後の軸性項部痛があまりにも多発

している事に驚いた。そして人工物を使用して

でも椎弓を骨性に再建することに集中し、筋肉

壊死に思い至らない既存の形成術に疑問を抱い

た。そして温存された項靭帯や項部筋による

dynamic stabilityの早期増強が術後の項部痛

や後弯変形の予防に重要ではないかと考え、術

式に工夫を重ねた。そして項靭帯に切り込まな

いで左傍正中で侵入し、棘突起の左側だけで筋

を剥離し、棘突起を右に向かって横切する浜西

アプローチを確立した。椎弓は桐田・宮崎式で

観音開きし、両側で筋膜に縫着するだけだから

時間はかけない。また温存された項靭帯は、術

直後からの頭部の安定感に寄与し、左側４層の

項筋の解剖学的修復を可能にした。そして術直

後から項筋の等尺性エクササイズを行わせても

疼痛がなく、起座位へ不安なく移行させること

ができるようになった。またエクササイズの励

行で術前の項部筋筋力は速やかに凌駕され、当

然ながら筋・筋膜性の軸性疼痛を経験しないで

すんでいる。

　そろそろこの稿を終える頃合であろう。

　好奇心が旺盛で新たなチャレンジを常に求め

てきた私である。大学での教授外来はいつのま

にか「切らずに治す腰痛、肩こり、関節のいた

み」外来となり、筋力測定とエクササイズ指導

を中心とした心療整形外科というべき様相を呈

していた。接骨院など医業類似行為施設の「漫

然施療」に業を煮やして受診する方が多かった

し、接骨院からの患者紹介もあった。しかし開

業医の方々には申し訳ないが、ブロックや関節

注射といった痛い治療手段、痛い検査を繰り返

す「漫然治療」から逃げてきた方々も少なくな

かったのである。

　4月から岸和田市民病院でリハビリテーショ

ンセンター長を拝名しているが、そこでの外来

は大学と同じである。岸和田からyellow flag

腰痛者をなくそうと意気込んでいる。もちろん

リハビリ回診を通じて脳卒中や脳梗塞など脳外

科的疾患、あるいは多様な神経内科的疾患を学

ぶというチャレンジも新しい。

　最後に、半年前には夢にも考えなかったチャ

レンジについて述べたいと思う。Heist250と

いうアメリカンバイクとの出会いである。

　ネットで写真を見て、また値段を知ってこれ

なら乗りたいと思い、昨年10月に教習所に通い

始めた。そして今、天気が良ければ岸和田に毎

日バイク通勤している。バイク野郎の外傷に苦

労してきたはずの者に向けられる医局や仲間か

らの視線は総じて冷たい。冒頭にジョブスの最

後の講演を締めくくった言葉が「stay hungry, 

stay foolish」であったと述べた。

　私はhungryにさまざまのチャレンジを求め

てきたし、今まさにfoolishの域に達したようだ。

しかしまだまだチャレンジすべき事が上から示

されるに違いないと確信し、実はわくわくして

いる。
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　会長退任に際し一言お礼申し上げます。

　２年間大阪臨床整形外科医会の会長を務めさ

せていただきありがとうございました。　

　この２年間振り返りますと整形外科にとって

今までになかった新薬が発売され、痛みの伝達

部位に作用したりブロックする薬剤が開発され

薬物療法の幅が広がったと思われます　また推

定30％しか適切な治療を受けていない骨粗鬆

症ではPTH製剤が２種類発売されました。こ

れら新薬には素早く特別研修会を開催し早期に

患者さんへの還元を図ってまいりました。

　ちょうど昨年東北大震災が起こった２日後に

も研修会を開催いたしましたが、さすがその時

は講師が来阪できるか？また何人の方が講演を

聞きに来ていただけるか？心配いたしましたが

その時の講師は前日に米国より帰国し大阪に直

行の予定が成田空港の閉鎖のため、苫小牧空港

に着陸し、翌日関空経由で講演会場までお越し

いただきました。

　その時の演題は骨粗鬆症の薬物療法に関する

ものでありました。当時厚生労働省より出され

たＢＰ製剤の使用指針ですと、もしＢＰ製剤を

使用して顎骨壊死や大腿骨の非定型骨折が起こ

れば、医師にとっても患者にとっても双方不幸

なことになります。反対に使用しなければ、患

者からなぜ使用してくれないなどの意見が出る

かもしれません。

　今のＢＰ製剤の使用指針では非常に使いにく

い基準になっていると、その時の講師が述べら

れました。海外での対応方法なども参考に、後

日その講師の指導の下、大阪臨床整形外科医会

としてのＢＰ製剤の使用指針の変更願を近畿ブ

ロックに送り、次いでJCOA理事長に送付し、

ぜひ日本整形外科学会に申し出ていただきたい

と上申いたしました。日本整形外科学会は日本

医師会を通じ厚労省に申し入れ、本来は２年以

上かかるものを、異例の速さで、添付文書の改

訂が行われました。JCOAにおける大阪の団結

力を示した一例だと思って自負しております。

 またこれから迎える超高齢化社会に対し『ロ

コモティブシンドローム』への理解とロコトレ

の地域への普及アピールには当会あげて頑張っ

てまいりました。

 JCOAが山形県天童市で行った市役所あげて

の運動を参考に　大阪箕面市の市長を通じロコ

トレ実践の具体的なパスの作成に係り、行政か

らの介護負担分の軽減に少しでも貢献できたの

ではないでしょうか。

 もう一つ大阪マラソンではOCOAあげて約60

名の救護班を結成し、『大阪臨床整形外科医会

ここにあり』とアピールし、大きな事故もなく

無事務め上げることができましたことは大阪臨

床整形外科医会マラソン委員会の大きな功績だ

と思っております。

　この２年間会長としての重責を果たすことが

できましたことは、皆様のご支援の賜物と考え

ております。心より感謝申し上げます

　つきましては、後任に森本清一先生が会長を

拝命されています。

　無事次期会長に引継ぎができまして正直ほっ

としておりますが、これからは今年の７月15

日、16日に行われるJCOA学術集会（関西）の

開催に向けてまだ少しだけ仕事が残っておりま

すので、それをし終えてからちょっと休憩しよ

うかなと思っております。

　今後とも引き続きOCOAに対し皆様の格別

のご支援を賜りますようにお願い申し上げます。

大阪臨床整形外科医会・前会長　　栗　本　一　孝

会長退任挨拶
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　今年５月でJCOA理事を退任することになりま

した。これまでの皆さんのご支援ご協力ありがと

うございました。

　元OCOA会長の早石雅宥先生のご指名で、

JCOA理事就任を依頼された日からあっという間

に４年が経過しました。経験もない身に、突然降

りかかった大役で、当初大変戸惑い、不安な気持

ちで沈みこんだことを思い出します。

　ご承知のように、JCOA理事会はJCOAの運営

を決する意思決定機関であり、東京で２か月に１

回年６回開催されます。理事になってから、東京

通いが始まりました。担当委員会出席を加えると、

この４年間で、理事就任前までの過去人生すべて

の上京回数を超えることになりました。当然、東

京駅、羽田空港に詳しくなる役得も有りました。

　理事会出席で私がモットーとしたのは、折角日

曜日に、高い交通費を使うのであるから、一言も

発言せず帰れば「もったいない」ということでした。

理事会の中で、思うことがあれば、遠慮せず発言

し、近畿ブロックの会員の意見を理事会に反映す

ることです。（他から見て、評価に値するか自信あ

りませんが）

　第２に、理事会の状況をなるべく近畿ブロック

の会員に伝え、理事会の動きを理解してもらうこ

とでした。そのため、開催日中に理事会の内容を

広報することです。帰路の新幹線での議事録作成

が役立ちました。実は「翌日に持ち越すと鬱陶し

い」というのが本音だったのです。

　理事の仕事は理事会のほか、２委員会の担当

をし、委員とともに理事長諮問事項を実践します。

私は医療システム委員会と社会保険等検討委員

会を担当しました。予備知識がないため苦労いた

しました。世の中何事も陰があれば陽もあります。

　理事になりメリットになったことは、過去の理

事経験の先生方も述べられていましたが、各地域

の多くの先生と面識が広がったことであります。

加えて、視点が広がったことではないかと思いま

す。狭い自らの殻の中では知りえなかったことも

多くありました。

　自分の立ち位置から、ほんの少し高台に登れば、

自らに周りの真実が見えてきます。そばに立つ木

を見つければほんの少し木を登れば、自らに迫り

くる危機を誰よりも早く気づくことができます。

　われわれを取り巻く環境の厳しさに対応するた

めにも、会員全員にはそのような心構えが必要で

しょう。単なる整形外科開業医に留まらず、各人

が政治家であり評論家であるべきです。医療以

外の知識も必要です。皆さんの奮起を期待いたし

ます。

　ところで、大阪は全国一の会員数を誇ります。

研修会も充実し、会報の量、内容とも全国一でし

ょう。在阪各大学同士の親交も申し分ありません。

医整協議会会員数が全国一になったことも素晴

らしいことです。今後OCOAの役割はJCOAの中

でますます高まってくることでしょう。

　OCOAの残された課題は、OCOAからJCOA

をリードする全国一の指導者を輩出ことではない

でしょうか。今後JCOA理事になられる諸先生の

ご活躍に期待すると同時に、会員全員が応援し、

盛り立てていかねばなりません。さらなる結束を

お願いし、退任の挨拶といたします。有難うござ

いました。　

JCOA理事退任のご挨拶

　OCOA副会長　　前　中　孝　文
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第36回　大阪臨床整形外科医会定時総会

第36回　大阪臨床整形外科医会定時総会　　4：00〜5：00 pm

司会者　　山本　　哲　副会長

１．開 会 宣 言 山本　　哲　副会長

２．会 長 挨 拶 栗本　一孝　会長　

３．黙　　　祷

松尾澄正先生を偲んで

４．参与への感謝状贈呈 栗本　一孝　会長　

参与候補者　　天野敬一先生、早石雅宥先生

５．八幡雅志先生への叙勲のお祝い 栗本　一孝　会長　

６．議　　　事

議　長：堀木　篤　先生

副議長：新田　望　先生

議事録署名人指名

第１号議案　　平成23年度庶務および事業報告について承認を求める件

森本　清一　副会長

第２号議案　　平成23年度収支決算について承認を求める件

阪本　邦雄　副会長

第３号議案　　平成24年度事業計画について承認を求める件

栗本　一孝　会長　

第４号議案　　平成24年度収支予算案について承認を求める件

阪本　邦雄　副会長

第５号議案　　平成24年度新理事及び新役員承認を求める件

栗本　一孝　会長　

第６号議案　　その他

７．新会長挨拶 新会長

８．記念品贈呈 栗本　一孝　会長に感謝して

９．閉会宣言 山本　　哲　副会長

OCOA総会の報告
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＜第1号議案＞　平成23年度庶務および事業報告について承認を求める件

森本　清一　副会長

（1） OCOA会員動態報告（平成24年2月末日現在）
平成23年2月28日　　　一般会員数　467名

　　　顧　　　問　 11名

　　　名 誉 会 員　 15名　　　計493名

平成24年2月末日現在　 一般会員数　471名

　　　　　　　　　　　顧　　　問　 11名

　　　　　　　　　　　名 誉 会 員　 14名　　　計496名

平成23年3月31日から平成24年2月末日まで

上川英生（此花区・金沢医科大・Ｓ.61年卒）　

濱田泰彦（東淀川区・京都府立医科大・Ｈ.３年卒）

安田　厚（八尾市・近大・Ｓ.57年卒）　

吉村弘治（大正区・川崎医科大・Ｈ.１年卒）

尾池洋一郎（東大阪市・和歌山医大・Ｓ.47年卒）

上田康雄（枚方市・大阪医大・Ｓ.58年卒）

朝雲浩人（和泉市・愛媛医大・Ｈ.元年卒）

竜江哲培（淀川区・川崎医大・Ｈ.13年卒）

大川卓海（和泉市・奈良医大・Ｈ.13年卒）

山本龍紀（東淀川区・関西医大・Ｈ.5年卒）

神藤佳孝（阿倍野区・和歌山医大・Ｓ.61年卒）　

徳原善雄（鶴見区・大阪市大・Ｈ.12年卒）

明石健一（富田林市・近大・Ｈ.11年卒）

濱田博朗（東淀川区・管理医師交代の為）

梅原　稔（高槻市、閉院）

菊池保彦（箕面市、高齢により）

江口　享（堺市・高齢により）

原　卓司（高槻市・高齢により）

荻野　洋（枚方市・都合により）

中嶋博章（北区・閉院）

物故者】松尾澄正（３月19日御逝去）

（2） 平成23年度OCOA研修会

229回研修会（4月16日：ANAクラウンプラザ：大正富山）254名 

　①「神経難病疾患の臨床－パーキンソン病の姿勢異常について－」　　座長：大島正義

　　　　大阪医大第1内科学准教授　木村 文治

【新入会】

【退会者】

【物故者】

総合司会：永田行男、受付：森　泰壽、藤本啓治

たつ  え  てつ ばい

しんとう
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　②「最新の腰部脊柱管狭窄症に対する治療戦略－周術期合併症をふまえて－」　座長：堀口泰輔

　　　　浜松医科大学整形外科　教授　松山 幸弘

230回研修会（5月21日：阪急インターナショナル：エーザイ）269名

　①「関節リウマチにおける滑膜組織と整形外科手術」　　座長：今井　秀

　　　　東京女子医科大学東医療センター整形外科・リウマチ科准教授　神戸 克明

　②「スポーツ整形外科医の役割　－スポーツ現場から手術室まで」　　座長：斧出安弘

　　　　清恵会病院スポーツ整形外科部長　小松　猛

231回研修会（6月11日：阪急インターナショナル：小野）315名 

　①「疼痛メカニズムのABCと最近の知見」　　座長：岸本成人

　　　　兵庫医科大学　解剖学講座　神経科学部門　主任教授　野口 光一

　②「戦略的　ロコモティブシンドローム　考」　　座長：太田信彦

　　　　医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷病院副院長・整形外科部長　大江 隆史

後援研修会（7月9日：阪急インタ−：ヤンセンファーマ）160名 

　「整形外科疾患の痛みの機序と今後の展望」　　座長：長谷川利雄

　　　　千葉大学大学院医学研究院整形外科学　助教　大鳥 精司

232回研修会（7月23日：ANAクラウンプラザ：中外）257名 

　①「加齢に伴う運動器の障害とその対策」　　座長：永田行男

　　　　秋田大学大学院整形外科准教授　宮腰 尚久 

　②「小児の診療とこれからの整形外科」　　座長：金田隆義

　　　　近畿大学医学部整形外科教授　浜西 千秋

233回研修会（8月27日：ウェスティン：旭化成）232名 

　①「膝関節内骨挫傷の診断と治療」　　座長：宮島茂夫

　　　　関西医科大学附属枚方病院整形外科病院講師　大野 博史

　②「日常診療における骨粗鬆症の治療法の検証

　　　　　〜スポーツとリハビリの効果も含めて〜」　座長：森下　忍

　　　　山口コ・メディカル学園校長（山口大学医学部整形外科）　石田 洋一郎

234回研修会（9月17日：ANAクラウンプラザ：第一三共）193名 

　①「橈骨遠位端骨折の治療－診療ガイドライン発刊に向けて－」　　座長：宮田重樹

　　　　奈良県立医大整形外科准教授　面川 庄平

　②「医療安全　〜大病院での取り組みを診療所に活かせるか〜」　　座長：矢倉久義

　　　　名古屋大学医学部附属病院医療の質・安全管理部教授　長尾 能雅

235回研修会（10月22日：ウェスティン：帝人）210名 

　①「ロコモティブシンドロームの実態とビデオ体操プログラム」　　座長：田上実男

　　　　和歌山県立医科大学　整形外科　講師　橋爪　洋

総合司会：山口康二、受付：白木隆士

総合司会：白川貴浩、受付：田上実男

総合司会：三浦光也、受付：宮内　晃

総合司会：荻野　晃　受付：中川浩彰

総合司会：貴島浩二　受付：今井　秀

総合司会：岩本斗伸　受付：山口康二
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　②「変形性膝関節症の保存治療〜スポーツ障害から高齢者の変形性膝関節症まで〜」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：石橋伊三郎

　　　　済生会新潟第二病院　整形外科　部長　速水　正

後援研修会（10月29日：ウェスティン：小野）249名 

　「これからの骨粗鬆症治療戦略」　　座長：三浦光也

　　　　近畿大学医学部堺病院整形外科　教授　菊池　啓

後援研修会（11月19日：ホテル阪神：イーライ・リリー）111名 

　①「高齢者における転倒の実態とその予防」　　座長：堀口泰輔

　　　　徳島大学　リハビリテーション部　准教授　高田 信二郎

　②「ロコモティブシンドロームに対する整形外科医の役割」　　座長：右近良治

　　　　産業医科大学整形外科　准教授　酒井 昭典

236回研修会（11月26日：ANAクラウンプラザ：久光）189名 

　①「骨・軟部腫瘍の画像診断　効率的診断と専門医への紹介のコツ」　　座長：石井正治

　　　　京都大学整形外科　講師　中山 富貴（10/1より公立豊岡病院　整形外科部長）

　②「運動器慢性痛の課題と保存療法」　　座長：森　泰壽

　　　　愛知医科大学医学部学際的痛みセンター　教授　牛田 享宏

237回研修会（1月28日：ANAクラウンプラザ：日本臓器）226名 

　①「投球障害肩：エビデンスに基づいた診断と治療」　　座長：堀口泰輔

　　　　大阪医科大学整形外科　助教　三幡 輝久

　②「神経障害の病態からみた腰椎疾患」　　座長：宮内　晃

　　　　山口大学 整形外科　教授　田口 敏彦

後援研修会：「骨・関節フォーラム」（2月4日：チサンホテル新大阪：中外）129名 

　①「骨粗鬆症の予防と最新治療ガイドライン」　　座長：堀口泰輔

　　　　東京慈恵医科大学　整形外科　講師　斉藤　充

　②「変形性膝関節症の保存療法と手術へのタイミング」　　座長：長谷川利雄

　　　　九十九里ホーム病院　整形外科　岡崎 壮之

　③「インフォームドコンセントと医療過誤

　　  ～医療事故・紛争をなくすために、判例から学ぶこと～」　　座長：前中孝文

　　　　自治医科大学呼吸器外科教授　長谷川 剛

238回研修会（2月18日：グランビア：科研） 270名 

　①「関節リウマチによる上肢の機能障害と治療

　　　－手術のタイミングと治療成績について－」　　座長：宮島茂夫

　　　　慶應義塾大学医学部整形外科学教室　専任講師　池上 博泰

　②「鑑別に注意を要する股関節障害の診断と治療－SIF,FAI, 関節唇損傷を中心に－」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：岸本成人

　　　　大阪大学大学院医学系研究科　運動器医工学治療学　准教授　西井　孝

後援研修会：（平成24年2月25日：リッツカールトン：旭化成）260名 

　講演１「スポーツ肩肘障害の超音波診断」　　　　　座長：中川浩彰

　　　　大阪医大整形外科教室　助教　渡邉 千聡

総合司会：稲垣泰司　受付：太田信彦

総合司会：白木隆士　受付：白川貴浩

総合司会：新田　望　受付：永田行男
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4日

16日

17日

23日

５月　　

21日

29日

６月　　

4日

11日

12日

23日

26日

７月　　

2日

3日

9日

18日

23日

28日

31日

（3） 平成23年度各種委員会と出務状況

平成23年４月

JCOA合同プログラム委員会・第1回学術研修委員会（大阪）

第35回大阪臨床整形外科医会定時総会

第229回OCOA研修会

JCOA第１回理事会（東京）

第57回JCOA近畿ブロック会（担当：大阪）

第230回OCOA研修会

JCOA第2回代議員会、総会及び各県代表者会議（東京）

第1回理事会

第231回OCOA研修会

JCOA第1回医療システム委員会（東京）

第1回大阪府医会連合代表者会議

第25回JCOA学術集会準備委員会（大阪）

第1回JOA広報・渉外委員会

第2回JCOA理事会（東京）

後援研修会

療法士との連絡協議会

第2回無床診WG委員会

第232回OCOA研修会

地域情報委員会

JCOA社会保険等検討委員会（東京）

　　　長谷川

前中

栗本、森本、前中、山本、長谷川、黒田、岸本、宮田、今井、藤本、白川、森下

山本、前中、澤田、長田

山本

黒田、栗本、前中、長谷川

山本、前中

前中

栗本、長谷川、阪本、山本、黒田、中川、宮田、太田、

石橋、堀口

矢倉

栗本、森本、山本、長谷川、天野、石井、広瀬、森沢、

小林、西澤、増田、堀口、岸本、長田、森下

前中

　講演２「骨粗鬆症患者の骨折予防とQOLの維持－骨形成促進薬を用いた治療戦略－」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：太田信彦

　　　　埼玉医科大学　整形外科教室　講師　田中 伸哉

239回研修会（3月17日：帝国：大塚） 

　①「人工関節のupdate」　　座長：宮田重樹

　　　　三重大学大学院整形外科講師　長谷川 正裕

　②「日常診療におけるスポーツ外傷・障害の治療」　　座長：阪本邦雄

　　　　びわこ成蹊スポーツ大学競技スポーツ学科教授　大久保 衞

後援研修会「最新整形外科フォーラム」（3月31日：リーガロイヤル：ファイザー） 

　①「疼痛治療の基礎・臨床と最近の知見」　　座長：長谷川利雄

　　　　大阪医科大学麻酔科教授　南　敏明 

　②「スポーツによる手関節痛とテニス肘の最近の考え方」　　座長：藤本啓治

　　　　聖マリアンナ医科大学整形外科教授　別府 諸兄

総合司会：三浦光也　受付：金田隆義
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８月　　

20日

21日

27日

28日

９月　　

3日

8日

17日

23日

25日

17日

10月　　

1日

9日

15日

16日

22日

22日

29日

30日

11月　　

5日

6日

13日

19日

26日

大阪マラソン準備委員会

JCOA第3回理事会（福島）

第233回OCOA研修会

第25回JCOA学術集会準備委員会

第2回OCOA理事

第2回JOA広報・渉外委員会（東京）

第234回OCOA研修会

医療フォーラム（大阪）

JCOA第2回学術研修委員会（東京）

JCOA第２回医療システム委員会（東京）

淀川区みんなの健康展

JOA第１回安全医療推進委員会（東京）

JCOA研修会（埼玉）

平成23年度　運動器の10年・骨と関節の日

平野区健康まつり

JCOA第４回理事会（盛岡）

羽曳野市ふれあい健康まつり

第235回OCOA研修会

西成区みんなの健康展

住吉区健康まつり

大阪マラソン

第56回JCOA近畿ブロック会（滋賀）

JCOA東北ブロック会議（盛岡）

JOA広報・渉外委員会（東京）

日本臨床整形外科学会シンポジウム

「国民の健康と医療制度を考える行政刷新会議のその後　－療養費審査について」

第5回セラピスト資格継続研修会

骨ケアフェスタ（富田林）

後援研修会

広報委員会インターネット部会

第236回OCOA研修会

栗本、森本、長谷川、阪本、森、森下、岸本、三浦、宮田

前中

黒田、栗本、前中、阪本、山本、長谷川、宮内、森本

山本

栗本、阪本、前中、長谷川、長田、山口、

柴田、増田、森、岸本、三浦、永田、他

長谷川

前中、山本、澤田、長田

中川、福井、安田、梁

前中

栗本、黒田、森本、前中、長谷川、山本、松矢、長田、中川、澤田、宮田他

山本、斧出、栗本、森本、永田、森下、宮田、小林、今井、北野、坂本

長谷川

前中

調子、岩本、松谷

森本、森、三浦

白木、北野安衛、三橋浩

栗本、森本、黒田、福井、岸本、山口

長谷川

山本、前中

長田、澤田、山本、前中、三橋、山口、長谷川、岸本、広瀬、須藤

森本、白木、森下、稲垣、安田、堀口

宮田、青山、山本

山本、岸本、斧出、田上
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12月　　

3日

18日

25日

平成24年１月　　

14日

28日

２月　　

18日

19日

25日

３月　　

3日

4日

15日

17日

31日

第3回OCOA理事会

JCOA第５回理事会（東京）

総会レジメ準備委員会

JOA第２回安全医療推進委員会（東京）

第237回OCOA研修会

第238回OCOA研修会

JCOA第３回医療システム委員会（東京）

JOA広報・渉外委員会（東京）

後援研修会

第4回OCOA理事会

JCOA第６回理事会（東京）

JOA運動器リハビリ委員会 （東京）

第239回OCOA研修会

後援研修会

前中

栗本、山本、長谷川、森本、阪本、岸本、宮田

前中

前中、山本、澤田、長田

山本、前中

前中

長谷川

（4） 府医プロジェクト委員会
①　府医交通事故医療委員会［年２回］

　　（石川正樹、越宗、長嶋、森、行岡、阪本、八幡）

②　府医健康スポーツ医学委員会［年２回］

　　（八幡、他）

③　府医労災部会役員会［年６回］

　　（八幡、越宗、阪本、武田、中川、行岡、宮内、他）

④　労災保険診療審査会［月２回］

　　（池田、石井、稲毛、楠、阪本、茂松、武田、松矢、宮内、八幡、頼）

⑤　社会保険診療報酬支払い審査委員会［毎月］

　　（八幡、石井、岩本、小林、右近、中川）

⑥　国民健康保険診療報酬支払い審査委員会［毎月］

　　（寺元隆、荻野洋、武田、他）

⑦　府医医学会運営委員会［毎月］

　　（茂松、森）

⑧　府医医事紛争特別委員会［毎月］

　　（濱田、萩野、森下、他）

⑨　国保柔整施術療養費審査会［月２回］

　　（石井、松矢、山本、今井、宮田、梁）

⑩　社保柔整施術療養費審査会［月１回］

　　（岸本、藤本、山口、白木）

⑪　国民年金障害認定審査会 ［月２回］

　　（堀木）

⑫　国保介護保険審査

　　（長田、小林、山本、森本、他多数）

⑬　大阪府医会連合代表者会議［年４回］

　　（山本）
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（5） 福利・厚生事業
①第53回OCOAゴルフコンペ

　　　　平成23年 5月22日、北六甲カントリークラブで開催された。

　第54回OCOAゴルフコンペ

　　　　平成23年10月30日、泉が丘カントリークラブで開催された。

②テニス部会

　第４回OCOAテニス部例会

　　　　平成23年 6月12日（日）江坂テニスセンター　インドア　　

　第５回OCOAテニス部例会

　　　　平成23年10月16日（日）江坂テニスセンター　インドア

　第６回OCOAテニス部例会　

　　　　平成24年 2月19日（日）江坂テニスセンター　インドア

（6） 広報事業
１．第37号OCOA会報発行［H23］

　　前野、山本、阪本、中川、宮田、斧出、太田、山口、藤田、永田、白木、貴島、稲垣

２．平成23年度「骨と関節の日」行事報告

平成23年度　運動器の10年・骨と関節の日　　　　　　小林理事

テーマ：ロコモティブシンドロームと変形性膝関節症

＜メイン行事＞　参加者：165名

日　時：平成23年10月15日（土曜日）

場　所：大阪市立天王寺区民センター　　

講演１：腰痛、膝痛のころばぬ先の杖

　　　　　　講師　佐藤哲也（佐藤整形外科クリニック院長）

講演２：健康の第一歩は歩くことから

　　　　　　講師　森田陽子（日本ウォーキング協会大阪事務所健康ウォーキング指導士）

　　　　　　ウォーキング実技指導

　　　　　　大阪府医師会後援

＜サブ行事　平成23年＞

・淀川区みんなの健康展  主催：淀川区医師会

日時：9月17日（土）　 場所：大阪市立淀川区民センター

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導

出務医師　福井、中川、梁、安田

・平野区健康まつり  主催：平野区医師会

日時：10月15日（土）　 場所：平野区保健福祉センター

【内容】講演会

「いつまでも元気で健康に―健康寿命とロコモティブシンドロームについて―」

 講師：長谷川利雄（長谷川整形外科医院　OCOA副会長）

・羽曳野市ふれあい健康まつり 主催：羽曳野市ふれあい健康まつり実行委員会

日時：10月16日（日）　 場所：総合スポーツセンター はびきのコロセアム

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導　

　　　　整形外科疾患の健康相談

出務整形外科医師　調子和則、岩本弘、松谷常弘
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・西成区みんなの健康展  主催：西成区医師会

日時：10月22日（土）　 場所：西成区民センター

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導

出務医師　森本、森、三浦

・骨ケアフェスタ富田林

日時：11月13日（日）　 場所：けあぱる

【内容】講演会

　演題：「骨粗鬆症の話」

　講師：山本　善哉　（やまもと整形外科医院）

　骨塩定量検査およびその解説と指導　および健康相談

出務医師　宮田、青山、山本善哉

・住吉区健康祭り   主催：住吉区医師会

日時：10月29日（土）15:00～16:30 場所：住吉区民ホール

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導　　　　

出務医師　白木、北野、三橋浩

３．インターネットのホームページを通じて、各OCOAの学術講演会やその他の活動を公開し

た。（JCOAおよびOCOAのML管理者　岸本）

４．FAX網の整備をF-NETによって行った。（三浦、山本）
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収　入　の　部

＜第2号議案＞　平成23年度収支決算について承認を求める件

阪本邦雄　副会長

平成23年度OCOA会計報告

項　　　目

JCOA会費・入会金

会報作成費

通信費

福利厚生費

出務手当交通費

事務費

理事会会議費

総会費

ホームページ維持管理費

慶弔費

次期繰越金

合　　　計

金　　額

¥11,212,000

¥4,119,088

¥50,962

¥472,391

¥650,000

¥250,725

¥1,403,674

¥123,900

¥170,300

¥28,758

¥17,890,427

¥36,372,225

項　　　目

前期繰越額

会費収入、JCOA入会金

名簿・会報広告収入

府医師会助成金

受け取り利息

合　　　計

金　　額

¥17,749,315

¥16,799,000

¥1,520,000

¥300,000

¥3,910

¥36,372,225

支　出　の　部

平成24年1月31日現在

¥4,772,674

¥10,789,903

¥1,748,798

¥579,052

¥17,890,427

府医師信用組合定期預金 　

府医師信用組合普通預金 　

りそな銀行深井支店普通預金 　

現金手許有高                  

合　　　計

項　　　目

認定料・申請料、研修会関連費用

事務費

出務手当交通費

会議費

骨と関節の日活動費

その他寄付金、大阪マラソン関連費用、研修会等

次期繰越金

合　　　計

金　　額

¥460,125

¥20,688

¥1,684,750

¥1,148,103

¥889,605

¥2,922,283

¥9,874,335

¥16,999,889

項　　　目

前期繰越金

受講料（日整会、リウマチ財団、

リウマチ学会）、会場費

骨と関節の日協賛・助成金

近畿ブロック会会費、助成金

受取利息

合　　　計

金　　額

¥12,467,916

¥3,732,000

¥417,605

¥380,000

¥2,368

¥16,999,889

収　入　の　部 支　出　の　部

平成24年1月31日現在

¥1,522,082

¥6,524,400

¥768,266

¥1,059,587

¥9,874,335

府医師信用組合定期預金

府医師信用組合普通預金

りそな銀行深井支店普通預金

現金手許有高  

合　　　計

一般会計収支報告

学術会計収支報告

財産目録

財産目録
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＜第3号議案＞　平成24年度事業計画について承認を求める件

会長の事業計画

　昨年度、大阪は府知事選挙と市長選挙のダブル選挙が行われました。民意はボスを判断いたしま

したが、いまだ大阪の医療及び福祉政策は見えてまいりません。

　我々大阪臨床整形外科医会は、周りの意見に振り回されることのないように、本年度も研修会、

医療経営を含む各種委員会、また大阪で開かれる各種イベントなどに積極的に参加し、我々の意見

を大阪府、日本整形外科学会、日本医師会を通じ中央へ導く予定です。

　本年度は関西で日本臨床整形外科学会学術集会も開かれます。この会は7～8年に一度各ブロッ

クのどこかの県に回ってまいります。今回はオール関西で行うという変則条件ですが、これが理想

かもしれません。我々大阪からは実行委員長を輩出し協力体制を敷きました。毎月の研修会はもち

ろん今回の学術集会へも是非ご参加ください。

　またロコモ対策では自治体と協力し、要介護度の進行を少しでも阻止すべく努力してゆきたいと

考えております。

１．組織の強化

JCOA研修会及び、JCOA近畿ブロック会等に積極的に参加し、JCOAの地域及び全国の会

員とも交流を促進し、親睦と団結に貢献する。

日本整形外科学会、その他の関係諸学会、日本医師会、大阪府医師会、大阪府医会連合、そ

の他医療団体との連携を強化する。

会員の権益擁護のため、理事会活動、各種委員会活動を活発に行う。

未加入の整形外科医の入会促進のため、積極的に勧誘活動を行う。

インターネット通信及びＦ-ネットを用いて、会員への連絡、広報を迅速かつ広く行う。

インターネットを活用した広報を実行する。

２．学術活動

生涯研修および自己啓発のため、下記の学会及び団体の認定単位を取得できるような研修会

を開催する。日本医師会生涯教育研修の単位、日本整形外科学会の専門医、スポーツ医、リ

ウマチ医、脊椎脊髄病医、運動器リハビリテーション医の認定単位、また日本リハ医学会の

認定単位、日医健康スポーツ医の単位、日本手外科学会専門医単位、日本リウマチ学会およ

び財団。

生涯教育をより一層充実させるために、各大学および関係病院との連携を密にする。

平成24年度も年間に約11回の定期研修会を、会員に役に立つ充実した形で開催する。ま

た、画期的新薬に関すること、医業経営および医政に関する特別研修会も積極的に開催す

る。

運動器リハビリテーションをより発展させるために療法士会と合同研修会を開催する。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（1）

（2）

（3）

（4）
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３．保険医療に関する諸問題の研究と対策

国民の健康を守るためにはさらなる医療技術と、それを支える医療費が必要なことは言うま

でもない。OCOAだけでは実行できない。

この問題はJCOAの整形外科医政協議会を通じて実現してゆくよう努力する。

（会員の皆様の整形外科医政協議会へのご加入下さいまして、ご支援くださいますようお願

　いいたします。）

医療報酬、審査、指導、老人保健、介護保険に関して研究と対策を実行する。

４．医業周辺業種への対策

日本一の会員数をバックに、ＯＣＯＡの各委員会の意見を府医、ＪＣＯＡ、日整会、日医の

各委員会に反映されるよう努力する。

柔整問題は、今、大変危険な方向に向かっていると思われる。今後とも重大な関心を持って

迅速に対処する。

５．高齢者対策および介護保険対策

厚生労働省の方針は「急性期リハビリは医療保険にて、維持期のそれは介護保険にておこな

う」である。今後、介護保険への対応も必要になると思われるが、それぞれの医療機関の特

性により施設系もしくは訪問系などへの参入も考慮されるべきであろう。

高齢者の終の棲家として、病院→介護施設→自宅という流れが誘導されつつある現在、整形

外科医も在宅医療に参画することが求められる。

６．労災保険、交通事故医療、医事紛争に関する研修活動の強化。

７．広報・情報活動

会報を年一回発行する。

月一回開催する研修会の案内状に同封して、きめ細かく、情報を会員に伝達する様努力する。

OCOAのホームページを整備し、充実させるよう努力する。

OCOAメーリングリスト登録メンバーを増やし、積極的に活用する。

「運動器の10年・骨と関節の日」活動を行う

　テーマ：「ロコモティブシンドロームの要因としての骨折の予防と治療」

　日　時：平成24年10月13日　

　場　所：大阪市立天王寺区民センター

空手、ラグビー、テニス、柔道、市民マラソン等の大会時のドクターをOCOAとして積極

的に支援する。

８．福利・厚生活動

会員親睦ゴルフコンペ

　第55回ゴルフコンペ（春季）平成24年5月27日　田辺カントリー倶楽部

　第56回ゴルフコンペ（秋季）　検討中

会員親睦テニス大会　　　年3回予定

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（1）

（2）
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９．平成24年度研修会

◆240回研修会（4月21日：ANAクラウンプラザ：4：30：大正富山）

　①「関節リウマチ治療のup-to-date －骨関節破壊制御はどこまできたか－」

　　　　富山大学整形外科　教授　木村 友厚

　②「股関節の外来診療」

　　　　関西医科大学整形外科　教授　飯田 寛和

◆241回研修会（5月12日：阪急インターナショナル：4：30：エーザイ）

　①「慢性疼痛の治療－リエゾン診療からわかったこと－」

　　　　福島県立医科大学医療人育成・支援センター兼医学部整形外科准教授　大谷 晃司

　　　　N（1,7）、SS（脊椎脊髄病医）、日医（6,70）

　②「変形性関節症に対する運動療法を含めた治療について

　　　　　　　　　　　－近大堺病院における10年の経験を中心に－」

　　　　近畿大学医学部堺病院リハビリテーション科　准教授　辻本 晴俊

　　　　N（2,12）、RE（運動器リハビリ）、日医（57,61）、日医健康スポーツ、日本リハビリ

◆特別研修会（5月26日：リーガロイヤル： 4：30：昭和薬品化工）

　①「ロコモティブ・シンドロームと腰痛対策「腰みがき」のすすめ」

　　　　福島医科県立大学会津医療センター整形外科教授　白土　修

　　　　N（7,13）、RE（リハビリ）、日医（11,60）

　②「トップアスリートに対する整形外科からのサポート」

　　　　社会保険京都病院スポーツ整形センター長整形外科　主任部長　原　邦夫

　　　　N（2,12） 、S（スポーツ）、日医（1,57）

◆242回研修会（6月16日：ザ・リッツカールトン：4：30：小野）

　①「足部骨関節傷害の診断と治療－リスフラン関節損傷を中心に－」

　　　　春秋会城山病院 整形外科・リハビリテーション科　部長　熊野 穂積

　　　　N（2,12）、S（スポーツ）、日医（57,61）、日医健康スポーツ

　②「骨粗鬆症と運動・スポーツ」

　　　　慶應義塾大学医学部　スポーツ医学総合センター　講師　岩本　潤

　　　　N（4,7） 、S（スポーツ）、日医（19,77）、日医健康スポーツ

　　　　243回はJCOA学術集会のため7月からの変更

◆243回研修会（6月30日：ウェスティン：4：30：ファイザー）

　①「肉腫と幹細胞, from bedside to bench」

　　　　大阪大学整形外科講師　中　紀文

　②「現代の骨粗鬆症治療－基礎から臨床まで－」

　　　　慶應義塾大学医学部整形外科/総合医科学研究センター　准教授　宮本 健史

総合司会：宮島茂夫　受付：森　泰壽

総合司会：白木隆士　受付：森下　忍

総合司会：調子和則　受付：田上実男

座長：右近良治

座長：藤本啓治

座長：永田行男

座長：今井　秀

座長：阪本邦雄

座長：山本　哲

座長：堀口泰輔

総合司会：清水広太　受付：三浦光也

座長：神藤佳孝

座長：木下裕介

座長：貴島浩二
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◆244回研修会（8月25日：リーガロイヤル：4：30：旭化成）

　①「変形性膝関節症に対する手術療法のトピックス」

　　　　大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室　講師　箕田 行秀

　②「未定」

　　　　北野病院整形外科　部長　松田 康孝

◆245回研修会（9月29日：ANAクラウンプラザ：4：00：第一三共）

　①「上腕骨近位端骨折の病態と治療」

　　　　宇陀市立病院　副院長　仲川 喜之

　②「骨粗鬆症に伴う椎体骨折と腰背部痛」

　　　　札幌医科大学整形外科　教授　山下 敏彦

◆246回研修会（10月20日：ウェスティン：5：00：帝人）

◆247回研修会（11月17日：ザ・リッツカールトン：5：30：久光）

◆248回研修会（1月19日： ANAクラウンプラザ：4：30：日本臓器）

◆OCOA療法士会合同研修会（2月2日：大阪国際会議場：中外）

◆249回研修会（2月16日：グランビア：4：00：科研）

◆250回研修会（3月16日：帝国H：　：大塚）
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収　入　の　部

＜第4号議案＞　平成24年度収支予算案について承認を求める件

阪本邦雄　副会長

平成24年度OCOA会計予算案

＜第6号議案＞　その他

9. 閉会宣言　　　山本　哲　副会長

項　　　目

JCOA会費、JCOA入会金

会報作成費

通信費

福利厚生費

出務手当交通費

各種委員会会議費

事務費

理事会会議費

総会費

ホームページ維持管理費

慶弔費

予備費

合　　　計

金　　額

¥11,380,000

¥3,500,000

¥60,000

¥500,000

¥1,000,000

¥300,000

¥300,000

¥2,000,000

¥300,000

¥300,000

¥100,000

¥16,675,427

¥36,415,427

項　　　目

前期繰越金

JCOA会費収入

JCOA入会金

OCOA会費収入

会報広告収入

府医師会助成

受取利息

合　　　計

金　　額

¥17,890,427

¥11,280,000

¥100,000

¥5,640,000

¥1,200,000

¥300,000

¥5,000

¥36,415,427

支　出　の　部

項　　　目

認定料・申請料、研修会関連費用

事務費

出務手当交通費

会議費

骨と関節の日活動費

その他寄付金、大阪マラソン関連費用、研修会等

予備費

合　　　計

金　　額

¥500,000

¥30,000

¥1,500,000

¥1,000,000

¥800,000

¥2,500,000

¥8,049,335

¥14,379,335

項　　　目

前期繰越金

受講料（日整会、リウマチ財団、

リウマチ学会、リハビリ学会）、会場費

骨と関節の日協賛・助成金

受取利息

合　　　計

金　　額

¥9,874,335

¥4,000,000

¥500,000

¥5,000

¥14,379,335

収　入　の　部 支　出　の　部

一般会計

学術会計
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会　　長：

会長代行：

副 会 長：

副 会 長：

副 会 長：

副 会 長：

監　　事：

議　　長：

裁定委員：

森本　清一

山本　　哲；総務（理事会運営、議事録）、骨と関節の日、福利厚生、大阪府医会連合代表者会議（単科医会）

阪本　邦雄；広報、会員管理、医療保険、無床診部会、マラソン委員会、自賠・労災対策部会

藤本　啓治；会計、会場担当

前中　孝文；学術、介護保険・運動器リハ、医政担当

長谷川利雄；JCOA理事、JCOA学術集会、JCOA対策、療法士対策委員会

（副会長については主な業務のみ記載）

前野　岳敏、坂本　徳成

早石　雅宥、副議長：新田　望　　　　　　　　　　　

堀木　篤、三橋　二良、古賀 一郎   　

＜大阪府医師会＞　　

大阪府医師会副会長：茂松　茂人

大阪府医師会・医学運営委員：森　泰壽

大阪府医師会健康相談医：反田　英之、新田　望

大阪府医学会評議員：栗本　一孝、山本　哲、阪本　邦雄

大阪府医会連合代表者会議（単科医会）：山本　哲

＜日本臨床整形外科学会役員推薦＞　　

JCOA理事：長谷川　利雄

JCOA代議員：前中　孝文、森本　清一、阪本　邦雄、栗本　一孝、山本　哲

JCOA予備代議員：右近　良治、松矢　浩司、黒田　晃司、小林　正之、堀口　泰輔

JCOA医療システム委員会：山本　哲、澤田　出、長田　明、前中　孝文

JCOA学術研修委員会：堀口　泰輔

JCOA病院部会担当委員：古瀬　洋一

JCOA無床診担当部会担当委員：矢倉　久義

JCOA会則等検討委員会：岸本　成人

JCOA社会保険等検討委員会：中川　浩彰

JCOA自賠・労災委員会：阪本　邦雄

JCOA査読委員：堀木  篤、長谷川  利雄、宮内  晃、永田  行男、宮島  茂夫、森下  忍、太田  信彦

＜日本整形外科学会＞　　

JOA安全医療推進委員会：前中　孝文

JOA広報渉外委員会：前中　孝文、山本　哲

JOA運動器リハビリ委員会：長谷川　利雄

JOA学術総会抄録査読委員：堀木　篤、長谷川　利雄、宮内　晃、右近　良治、宮島　茂夫

＜日本運動器学会＞　　

評議員：澤田　出、早石　雅宥、森本　清一

＜常任理事＞　　

栗本一孝、森本清一、山本哲、阪本邦雄、長谷川利雄、前中孝文、黒田晃司、松矢浩司、

右近良治、藤本啓治、10名

＜理　事＞　　

石井正治、今井秀、右近良治、大島正義、太田信彦、荻野晃、斧出安弘、貴島浩二、岸本成人、

木下裕介、栗本一孝、黒田晃司、古瀬洋一、小林正之、阪本邦雄、澤田出、茂松茂人、清水広太、

白川貴浩、白木隆士、神籐佳孝、田上実男、調子和則、中川浩彰、永田行男、西川正治、

長谷川利雄、藤本啓治、堀口泰輔、前中孝文、増田博、松矢浩司、三浦光也、宮内晃、宮島茂夫、

宮田重樹、矢倉久義、山口康二、山本哲、森泰壽、森下忍、森本清一、　

以上42名　（任期は平成26年3月31日まで。）

平成24年度大阪臨床整形外科医会組織表
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第24回 学術集会 長崎 １日目 イブニングセミナーを拝聴して

　平成23年7月17日～18日に長崎市で行われ

た第24回日本臨床整形外科学会学術集会に参

加してまいりました。その時のイブニングセミ

ナーでの講演を拝聴してまいりましたのでご報

告申し上げます。

高齢者の腰下肢痛−日常診療のポイント

という演題名での

埼玉医科大学病院整形外科　教授　高橋　啓介

先生の御講演でした。

非常に分かりやすい内容で我々開業医にとって

明日の診察からすぐに実践できる内容でしたの

で、私自身の復習を兼ねまして簡単に内容を整

理したいと思います。

（腰痛について）

　まず超高齢化社会を迎えた日本での整形外科

受診時での一番訴えの多い症状は腰痛である。

　その腰痛を訴える高齢患者の外来診療のポイ

ントを御教示下さいました。

　まずは問診が非常に大切である。それも含め

て以下にポイントを並べてみました。

１、安静時痛があるかないかが特に重要。

転移性骨腫瘍や感染性の脊椎疾患などは安静

時痛を訴える。

解離性大動脈瘤などは突然発症し、夜間眠れ

ないような腰背部痛を訴える。

早急に胸腹部造影CTを撮影しないと診断が

つかないし、手遅れになることがある。

２、熱があるかないかも重要。化膿性椎間板炎

は初期にはレ線の異常は認めない。

熱があれば採血を施行し、炎症反応が高けれ

ば早期にMRIを撮影する。

MRIで椎間板の変化があるかないで転移性骨

腫瘍と鑑別する。

３、外傷歴の有無に惑わされてはいけない。

高齢者の圧迫骨折の3人に1人は外傷歴の無

いのが現実。もちろん初期にはレ線でも変化

が無い事も多い。70歳以上の女性の腰背部

痛は常に圧迫骨折を疑うべき。

胸腰椎移行部の圧迫骨折でも腰の下の方を痛

がる事が多い。

痛みが長引く時は必ず経過を追って再度レ線

検査を施行しなければいけない。

４、非特異的腰痛（椎間板ヘルニアや腰部脊柱

管狭窄症などの病名がつかない腰痛）につい

て。

急性腰痛症に安静臥床はかえって良くないと

いうエビデンスがでている。

１か月以上、痛みが長引けば必ず再検査をす

る。

慢性腰痛症では心理的、社会的な要因が影響

している事もあるので医者と患者の信頼関係

も重要である。必ず腰を触って診察をする。

「治らない」という言葉を使わない。患者が

どうして欲しいかのニーズに答える事も重要

である。

（下肢痛について）

　今や70歳以上の方の30％以上が腰部脊柱管

狭窄症であるといわれています。

　その狭窄症の主要症状がまさに下肢痛や下肢

のしびれです。

JCOA学術集会（長崎）報告

住吉区　　白　木　隆　士
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　その腰部脊柱管狭窄症でのポイントを並べて

おきます。

１、徐々に進行する疾患である。

２、常に硬膜管が圧迫されている訳ではなく、

動的な動きが症状をもたらす。

立位のほうが仰臥位より圧迫されやすく、腰

椎の後屈のほうが前屈より圧迫されやすい。

３、午前中より午後の方が症状が悪化する。

４、急に腰下肢痛の悪化があれば椎間板ヘルニ

アの合併を考える。

５、無理していないのに腰痛の悪化などがあれ

ば転移性骨腫瘍も考えて再レ線検査を施行す

るべきである。

６、ASOとの鑑別として狭窄症は腰の前屈で

症状が改善する。自転車が楽などが簡便な鑑

別方法である。

７、下肢のしびれを生じるその他の疾患に、頸

髄症、下部胸椎の靭帯骨化症、糖尿病による

末梢神経障害なども考慮しておかねばならな

い。

８、痛いのを無理に長距離を歩かさないように

指導しなければいけない。

　以上が、今回の御講演での私なりのポイント

となります。

　非常に分かりやすいお話でしたし、早速私自

身の外来診療に役立たせて頂いております。や

はり腰痛でもそれ以外での疾患でも問診の大切

さ、経過を追う事の重要性、何か変化があった

時の迅速な対応が必要な事を再認識させて頂き

ました。

　以上で学術集会１日目のご報告とさせていた

だきます。
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第24回JCOA学会　特別講演1

医学は長崎から：近代医学の誕生

　西洋の医学や科学はどのようにして日本に入

ってきたのでしょうか。彼等はどのように医学

を伝授したのでしょうか。和洋の医師達の努

力、奮闘振りは？

　私は7月17日（日）、活水女子大学教授・長

崎大学名誉教授　相川忠臣先生の特別講演Ⅰを

興味深く拝聴いたしました。

　江戸時代、長い鎖国をしていた日本に、西洋

の医学や科学を導入したのは、長崎の出島に赴

任してきたドイツやオランダの博物学者や外科

医達でした。日本の医師達は西洋の知識を吸収

しようと、こぞって出島に集まり真摯な態度で

勉学に励みました。

　出島は1634年江戸幕府の鎖国政策の一環と

して築造された扇形の人工島です。

1649～51　カスパル・シャンベルゲル（ドイ

ツ）：紅毛外科（西洋外科）始まる。

長崎江戸を往来。上流階級の日本人に、

紅毛外科への興味を起こさせる。

1706　日本初の外科書「紅毛外科宗伝」（出

島の外科医の伝習をまとめた）が楢林鎮

山によって誕生。

1774　解体新書」杉田玄白らにより出版

ケンペル（ドイツ）：日本の動植物や風

俗に興味を抱いた博物学者

1775～76　ツュンベリー（スウェーデン）：

出島に商館医として来日。日本の植物学

の父。

梅毒の水銀剤による効果的な治療法を伝授

1823～29　シーボルト（ドイツ）：出島の商

館医。鳴滝塾。医学と博物学の発展に寄

与。

日本人のオランダ語力が高い事に驚く

JCOA学術集会（長崎）報告

OCOA会長　　森　本　清　一
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日本人医師レベルの目覚しい進歩（1775～1823）

1828　シーボルト事件（帰国の際、国禁とな

っている日本地図等の禁制品をひそかに

持ち帰ろうとした。学問的好奇心による

行動といわれている。国外追放）

　シーボルト事件は19年間も出島に商館医が

赴任しない事態を招いた。物理と科学が目覚し

く発展し、医学が自然科学として一新する時代

に、日本は西洋の医学、科学導入の窓口を失い

ました。

　この遅れを取り戻したのは、モーニッケ、ポ

ンペ、ボードインの三人と彼等の日本人の弟子

たちでした。

O. G. J. モーニッケ

　（ドイツ）出島の商館医。江戸時代の人口が

増加しなかった要因の一つは、乳児死亡率の高

い（哺乳出来ずに約5割の乳児が死亡）天然痘

がしばしば流行したからです。

　1849年天然痘は一度罹ると二度と罹らな

い。モーニッケの取り寄せた牛痘苗が乳児の腕

に生着。彼の痘苗は子供の腕から腕へと受け継

がれ、日本全国にワクチンによる天然痘予防が

普及しました。

　彼は又、楢林宗建にクロロホルム麻酔の登場

を知らせ、聴診器を始めて日本にもたらしまし

た。

J. L. C. ポンペ・ファン・メールデルフォールト

　多くの外国人医師の中でも、特筆すべきは、

ポンペ・ファン・メールデルフォールトです。

　彼は1857～62年、海軍伝習教官として赴

任。松本良順の献身的な助力を受けて、近代医

学を伝習しました。

　まず物理学、化学を教え、解剖、生理、薬

理、病理の基礎医学、ついで内科、外科、眼科

の臨床医学と進み、最後にベッドサイドで実地

修練し、臨床講義を受けるという系統的な近代

教育を実践しました。

　わずか5年の滞在で、一人で全ての講義を教

えたポンペ先生には恐れ入ります。

　彼は又、日本初の近代西洋医学教育病院であ
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る養生所を建設しました。そこで、貧富、侍町

人、日本人西洋人の区別は一切せず、封建社会

に育った弟子達に患者中心の、四民平等の医療

を貫いてみせました。

　超！封建社会であった江戸時代になんと勇気

のある先生なのでしょう、患者中心の民主的な

医療を実践しその精神を教えました。

　彼の医戒「医師は自分自身の者ではなく、病

める人のものである。」が、今日の長崎大学医

学部建学の基本理念となっています。

　松本良順、佐藤尚中、岩佐純、緒方維準、長

与専斎等の日本の医師を育て、彼等によって近

代医学が定着したので、ポンペ・ファン・メー

ルデルフォールトを近代西洋医学教育の父と称

しています。

　

A. F. ボードイン

　ポンペのあとを告いだボードインは優れた教

育者で、日本で始めて神経生理学や、検眼鏡に

よって最新の眼科学を教えました。咽頭鏡の導

入にも関わり、長崎だけでなく、大坂医学校や

大学東校（東京大学医学部の前身）で最新の医

学を講義しました。

　このように出島に赴任した外科医とその日本

の弟子達の努力によって日本の医学は誕生しま

した。
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第24回日本臨床整形外科学会  学術集会・長崎　学会2日目

淀川区　　中　川　浩　彰

　ワ－ルドカップ女子サッカ－大会がドイツで

開催され、その決勝戦が早朝、日本対アメリカ

のカ－ドで行われた。

　学会２日目があるため少しだけ見るつもりが、

後半先取点を入れられたあたりから目がさえて

最後まで見てしまった。

　眠い目をこすりながら、モ－ニングセミナ－：
クリニックにおける慢性疼痛治療（Richard　

Langford　DR：ロンドン）を拝聴、第一声は

さすがサッカ－母国の演者です、なでしこジャ

パンおめでとうございますから講演が始まりま

した。

　７月発売となったオピオイド系疼痛治療薬ト

ラムセットの話が中心でした。今年は鎮痛薬に

非ステロイド系のほかに末梢神経疼痛治療薬の

リリカを始め、このオピオイド系薬剤も加わり

痛みに対して我々の治療選択が増えました。

　その後、本来事前登録が必要なハンズオンセ

ミナ－（肩関節，肘関節のエコ－の実践）に

図々しくも空きがあったため参加させていただ

きました。（ＧＥ社後援）

　もう20年ほども前、枚方市民病院出張中に、

整形外科部長がアキレス腱断裂のエコ－を私

に行うように言われたことを思い出しました

（その時は触れば解ると思ったものでしたが）。

　その頃とは画像解析度に雲泥の差がありとて

もエコ－には素人の私にも肩腱板や上腕骨小頭

が描出出来て、思わず幾らですか？と言いそう

になりましたが、当院の家計を考えると沈黙を

守りました。

　その後ランチョンセミナ－では時に異常気候

とともにテレビで放送される越前クラゲから抽

出されたムチンがヒアルロン酸とともに投与さ

れると関節軟骨の変性を抑制する可能性がある

と講演されていました。

　最後に無床診療所が生き残るためにはどのよ

うな選択肢があるのかパネルディスカッション

で白熱した討議が行われました。

　長崎学会会長の最後の挨拶を最後に空路大阪

への帰途につきました。

JCOA学術集会（長崎）報告
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JCOA学会長崎に参加して　― 第2日目 特別講演2を聴いて ―

八尾市　　右　近　良　治

　前日（第１日目）夕刻からの懇親会はグラバ

ー園の屋外にて催され、オペラ「蝶々夫人」、

龍踊りと、たいへんな熱気に包まれ、大いに盛

り上がった。その懇親会の余韻に加えて、早朝

の“ なでしこジャパン世界一 ”の興奮冷めや

らぬままに、第２日目の学会に参加した。

　第２日目の発表・講演の中、臨床にかかわる

我々整形外科医にとって大変興味深い特別講演

2整形外科領域のMRI：最近の進歩（長崎大学

放射線診断治療学 教授 上谷雅孝先生）を拝聴

した。骨・関節疾患に絞って、関節軟骨、軟骨

下骨、骨髄浮腫の3つのテーマについてのお話

であった。

　関節軟骨の病変は形態変化（菲薄化、欠損、

表面不整、亀裂）や信号変化として捉えられ、

その描出にはＴ2強調像、脂肪抑制併用プロト

ン密度強調像（PDI）が有用で、種々の症例が

提示された。特に、脂肪抑制併用PDIや３テス

ラMRIによる高分解能MRIは関節軟骨の厚さや

病変を正確に描出することができ、従来の関節

鏡に変わる関節軟骨の評価法として有用性が期

待されている。また、Ｔ2値は水分量、膠原繊

維、構築の乱れを反映し、関節軟骨の質的評価

としてのＴ2値測定（Ｔ2 map）についても説

明された。

　軟骨下骨は軟骨下骨皮質と骨髄を含むが、

MR信号は骨髄の状態を反映しており、その変

化は関節疾患の進行や骨破壊と密接な関係があ

る。特に高齢者の大腿骨骨頭、頸部などに見ら

れる軟骨下脆弱性骨折 subchondral insufficiency 

fractureでは、T1強調像での線状の低信号（骨

折線）と骨髄浮腫を認め、その病態につき言及

した。また、一過性大腿骨頭萎縮症、大腿骨骨

頭壊死との違いについても述べた。

　骨髄浮腫は単純X線では認識できず、MRIで

はじめて得られる変化であり、骨髄浮腫の生じ

る原因には、外傷やストレス、種々の関節炎、

変形性関節症、付着部炎、骨壊死などが上げら

れる。特にRAではCRP、抗CCP抗体、MMP3

などと、またOAでは尿中のCTX-Ⅱ値（Type

ⅡCollagenの変性）と骨髄浮腫は相関し、炎

症の活動性、症状、進行予測の重要な因子であ

ることが明らかとなった。

　以上が講演の要旨であるが、これまで私は単

純X線で明らかな骨折がない膝関節血腫や著明

な腫脹のある関節打撲の症例でMRIにて異常を

確認し（骨髄浮腫と表現するのか）、骨挫傷 

bone bruiseと呼ばれる症例を何度か経験して

きた。また、骨粗鬆症を有する高齢者やRAな

どの患者において、特に原因がなかったり、あ

ってもADL程度の軽微な外力などにて、痛み

をずっと訴えて経時的な数回の単純X線で骨折

が明らかとなる症例をよく経験する。このよう

な症例は、椎体、大腿骨頸部などの脆弱性骨折

insufficiency  fractureと考えられるが、この

講演を聴いて、改めて早期からのMRIの重要性

を肝に銘じたい。また、関節軟骨病変の正確な

評価法、RAやOAの活動性や進行予測への応

用など、骨・関節疾患のMRIは新しい展開を迎

え、めざましい進歩をとげていると強く感じた

次第だ。

JCOA学術集会（長崎）報告
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グラバー園での懇親会

富田林市　　宮　田　重　樹

　全日空ホテルの横、お土産屋さんの店が並ぶ

坂道を登っていくと、長崎港を一望できる高台

にグラバー園がありました。７時前とはいえ、

まだまだ暑くグラバー園に着いたときは汗だく

でした。　

　長崎学会の懇親会会場は、私にとって初めての

アウトドア　グラバー園でした。開宴の７時で

も、グラバー園は明るくまだまだ暑いでした。

　暑いからこそ、ウェルカムドリンクサービス

で頂いた冷えたビールは格別でした。

　学会長　楢林先生の開会挨拶の後、長崎県知

事、長崎市長、長崎県医師会長、藤野JCOA会

長の挨拶が続き、長崎市医師会長の乾杯挨拶の

後、長崎郷土料理のご馳走にありつきました。

長崎角煮饅頭、大村寿司、鯨の盛り合わせなど

長崎ならではのご馳走が並んでいました。

　グラバー園内で頂くご馳走は、会場の雰囲気

もありなんともいえず、贅沢でした。

　今回の懇親会では次年度の学会のアピール時

間を設けていただけなかったため、OCOA理

事の先生方は、法被を着込んで来年のJCOA学

会関西のチラシを多くの先生に配りながら参加

を呼びかけていました。

　ようやく宵闇が訪れた８時に、星野恵利さ

ん、松野恵一さんによるオペラ「蝶々婦人」が

始まると、グラバー園にオペラの歌声が響き渡

り幻想的なムードが広がり、暫し二人の美しい

歌声に聴き入りました。

　８時半から、日本三大くんちの１つである長

崎くんちで奉納される　滑石蛇踊り保存会の

方々による龍踊りが始まりました。玉を追う龍

を10人のメンバーで操る勇壮な舞でした。

　とても激しい舞なので、２組のメンバーが交

代で舞を披露されていました。

　10人のメンバーの息が合い、とても生き生

きとした龍の動きが観衆をひきつけました。

JCOA学術集会（長崎）報告
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　その後閉会になり、懇親会に彩を添えていた

女性たちと町に繰り出す方々や、満たされなか

ったお腹を癒すため町に繰り出す方々等三々

五々グラバー園を後にしました。
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二木屋での薪能鑑賞

「千秋楽は民を撫で万歳楽には命を延ぶ相生の松風颯々の声ぞ楽しむ」

堺市　　澤　田　　　出

　第38回JCOA研修会の前夜祭は、平成23年

10月8日、穏やかな天候に恵まれた中で始まり

ました。この前夜祭の目玉には、大きく二つの

事がありました。一つ目は、建物が平成14年

に国の有形文化財に登録された二木屋で行われ

た事です。屋敷は、昭和30年代の鳩山一郎内

閣の厚生大臣であられた小林英三氏の別邸。こ

れをお孫さんにあたる小林玖仁男氏が料理屋に

仕立て直されました。料理は英三氏の母親で、

料理研究家であられたカツ子氏の明治の味を再

現しておられます。特に彼女の発案された「も

み殻で焚く特殊なカマド」を使用してできたご

飯はふっくらもちもち、香り豊かなできばえに

は、思わず「ああおいしい」と叫んでしまいま

した。

　もう一つの目玉は、宴に合わせ庭に三間四方

の舞台を作って行われた薪能です。大宮郊外で

はありますが閑静な場所で、松を中心とする日

本庭園に舞台が作られています。さわやかな涼

風と秋の虫の声。上を見上げれば、ああ十三夜

の月がくっきりと。まさに豆名月、栗名月では

ないですか。最高の演劇設定でした。仕舞「難

波」辻井八郎、狂言「地蔵舞」シテ大蔵吉次

郎、半能「高砂」シテ高橋忍という豪華キャス

トで、いずれも重要無形文化財に登録された

方々です。

　狂言「地蔵舞」は、「旅人を泊めることを禁

止する」という御触れの中、旅の途中の出家が

いかにして宿を見つけるか、また出家で禁酒の

身でありながら、勧められた酒をいかにして受

け酒盛りとなるか。出家と亭主のやりとりのお

かしさ、出家の頓知をきかせたアイデアのおか

しさには、時代を越えて飽きのこない日本人の

ユーモアの文化に感動いたしました。結婚披露

宴でもご祝儀として謡われる「高砂」ですが、

特に住吉明神に扮する高橋忍の「静」と「動」

を駆使した舞には、能の鑑賞は生まれて初めて

で、全く知識のない私にも熱い時間を共有でき

たように思います。これを機に、私も少し能を

勉強してみようという気持ちになっておりま

す。

　能の後も、引き続き琴古流尺八演奏では三本

の指に入ると言われる吉岡龍見氏と重廣誠氏の

６弦ベースギターとの共演があり、深まる秋の

夜長の中で、私は日常の疲れも癒され恵比須顔

になっていくのでした。

JCOA研修会（埼玉）報告
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第38回JCOA研修会（さいたま）学術講演に参加して

演題：「関節リウマチの新展開」

講師：埼玉医科大学整形外科教授　織田弘美

　関節リウマチの１) 関節破壊機序の解明、２) 

薬物療法の新しい考え方、３) 手術療法の動向

についての講演であった。順次要約を述べる。

1）関節破壊機序の解明について

　１：免疫の活性化（T細胞、樹状細胞）、

２：サイトカインによる炎症の活性化（TNF

α、IL11、lL6）、3：破骨細胞による骨破

壊、基質分解酵素による軟骨破壊、について基

礎研究をもとに詳述された。要約すると活性化

したT細胞によって刺激を受けたマクロファー

ジが炎症性サイトカインを放出し、これによっ

て滑膜線維芽細胞はRANKL系を活性化して破

骨細胞分化を誘導する。一方、活性化T細胞は

infγを分泌して破骨細胞の活性化を抑制す

る。関節リウマチではこのバランスがRANKL

系に傾くため骨関節破壊が進行する。

2) 薬物療法の新しい考え方

　「副作用の少ない薬物から開始する」という

治療ピラミッドから、関節破壊の多くの症例で

は発症から２年以内に関節破壊が起こる、機能

障害も軽いものではなく、生命予後も良くない

（平均余命は健常人よりも短い）ということが

明らかになった。また、MTXのような効果の

高い抗リウマチ剤が出現しとことも相まって、

1990年頃より、windows of opportunityの

考え方が導入された。早期治療をしたグループ

は関節破壊が進行しないことが認められるよう

になった。早期にRAの診断をするとともに疾

患活動性を評価する必要がある。MTXは効果

が高く比較的安全である。副作用として間質性

肺炎(咳にて中止する)、骨髄抑制(用量依存性で

あり腎機能を評価しておく、脱水症対策も重

要：血中濃度が上昇する)、まれに悪性リンパ

腫がある(演者は経験していない)。 抗リウマチ

剤の併用療法は製剤と作用機序を考慮する。追

加併用療法は効果のあることが多い。

　近年になって、炎症性サイトカインやT細胞

を標的とした生物学的製剤の有効性が明らかに

なった。現在６剤の生物学的製剤があり、何を

標的にするか、MTXを必要とするか、対費用

効果も大切。効果は全体として7−8割しか効

かない。１次無効に対しては別の作用機序の薬

を、２次無効に対してはその薬の抗体ができて

いる可能性があるので、作用機序は同じでも別

の薬を選べばよい。生物学的製剤は究極の対症

療法であり、破壊されたものは修復できない、

どこで中止したらよいかわからない、ことを認

識するべきである。最近では診断基準も改定さ

れ、早期に積極的治療を開始して機能的寛解を

めざす「Treat to Target」という概念が提唱

されている。

3) 手術療法

　薬物療法の進歩によっても必ずしも手術件数

は減っていない。以下、関節リウマチの手術動

向について述べる。下肢は微増、上肢は増加。

内容的には足、手関節、手指の形成術が増えて

JCOA研修会（埼玉）報告

OCOA副会長　　長谷川　利　雄
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いる。頸椎のマガール法ではナビゲーションシ

ステムが用いられている。肘の人工関節は普及

していないが可動域を確保するのに重要であ

り、工藤式などが用いられる。THAについて

はハイブリッドからセメントレスになりつつあ

る。種々のタイプのTKAが用いられている。

手に関してはスワンソンが用いられるが術後の

リハビリが重要。人工足関節も考慮されるが、

手関節や足関節では部分関節固定が適応になる

ことがある。今後はQOLの改善を目指し、低

侵襲な手術が施行される。薬物療法にしても手

術にしても早期に積極的に行われるべきであ

る。
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文化講演「日本と中東」大野元裕先生の講演を聴いて考えたこと

　演者の大野元裕氏は、埼玉県川口の地元出身

で、慶応大学を卒業し国際大学で修士号を取得

後、中東諸国の大使館勤務をされた。湾岸戦争

当時、中東問題の専門家としてマスコミに頻繁

に登場されていたので、お顔を覚えておられる

方も多いであろう。

　現在は、民主党から参議院に出馬され、初当

選されている。最初に氏が強調されたことは中

東への偏見である。偏った情報により、「テロ

が跋扈している」「暑い」「怖い」などのイメ

ージが大きいが、実際の中東のふつうの人々は

日本人と変わらない。中東の宗教、政治経済を

理解することは日本が国際化するために重要で

あるということである。

　エネルギー政策として、日本が化石燃料に頼

らざるを得ないことは、ゆるぎなく、中東に原

油が偏在することから中東の重要性は増してい

る。

　現在の原油埋蔵量は、富士山を升とすればた

った2杯分しかないとのことだ。数十杯はある

と私は予想したが見事に外れた。だが30年前

から原油は枯渇すると言われ続けているが、現

在も埋蔵量は変わらない。原油価格を高騰させ

る陰謀があるように私には思える。

　石油価格は需要と供給で決まらず、政治と投

機の対象となり、価格予想は当たったことがな

い。オイルマネーは膨大で、投機マネーとなっ

ており、産油国が金持ちである事は予想以上で

ある。カタール国民の標準4人家族の年収が1

億円程度であることには驚いた。

　漁師になりたいと国に申し出れば国から大き

な漁船が支給される、自らが船に乗って働くの

でなく、低賃金の出稼ぎ労働者を漁師にして働

かせて利益を得るとのことだ。

　日頃患者に、「人間は頭と体を使えば使うほ

ど若返る」と言って鼓舞しているが余りに楽す

ぎて、カタール人は長生き出来ないのではない

か？余計な心配をしてしまう。

　アラブといっても、原油の有り無しでの経済

格差は尋常ではない。チュニジアに始まった

「アラブの春」は大学卒の真面目な青年が物売

りをする社会の矛盾が導火線となっている。

　ネット社会の普及により中東諸国の不安定さ

が世界に示された。

　大野氏は今後エネルギー政策を今後議員とし

て取り組みたいと言われた。

　エネルギー資源の乏しい日本、原発事故を抱

えた日本のため活躍を期待したい。

　日頃中東を意識する機会が少ない小生にとっ

て貴重な講演であった。

JCOA研修会（埼玉）報告

　OCOA副会長　　前　中　孝　文

− 38 −



日帰りコースD１に参加して

OCOA会長　　森　本　清　一

　平成23年10月9日、私共は大宮盆栽美術

館・鉄道博物館を巡るコースに参加しました。

　当日は天候に恵まれ、嬉しい気分で朝8時に

浦和ロイヤルパインズホテルを出発致しまし

た。ラフレさいたま、パレスホテル大宮に立ち

寄り、総勢24名の皆様方と共にまずは大宮盆

栽美術館を見学しました。

 この美術館は世界初の公立盆栽美術館として

2010年に開館しました。盆栽を中心として、

盆器、水石、絵画資料、歴史資料などが紹介さ

れていました。

　展示室内の入った所にまず、花梨（かりん）

の実のついた、かなり大きな盆栽がかざられて

いました。案内係のお兄さんが丁寧に一つずつ

教えてくれます。いわく、

「盆栽の樹種には皐月（さつき）、赤松、五葉

松、こまゆみ、真柏、長寿梅、黒松、仏手柏な

どがあります。」

「この花梨立派でしょう。盆栽には方向性があ

ります。太い幹が適当に見えて枝振りが綺麗な

こちらが正面です。」

『なるほど。』

「盆栽の部分の呼び方は、

①ジン：枝の木質部が朽ち果て、白骨化したも

の。

②シャリ：幹の木質部が朽ち果て、白骨化した

もの。

　杜松、真柏ではジン、シャリが見所のひとつ

とされます。

　このジン、シャリの芸で評価が大きく変わる

こともしばしばです。

③立ち上がり：盆栽を下から見ていって幹の始

まる部分。

　この部分に十分な太みがあれば、どっしりと

した重厚な落ち着きが出て、大木感が演出され

ます。

④根張り（ねばり）：土の表面より外に出て見

える樹木の根の状態のこと。盆栽鑑賞の基本と

なる重要な部分。

　大地を踏みしめるような根張りは強い安定感

を感じさせます。」

『なるほど。』

室内には9点の盆栽が飾られていました。

「盆栽は20年手元に持つと、真に自分の「作

品」となります。20年といわないまでも、最

低でも10年は手元に持って自分の「作品」と

して愛情をかけて欲しい。それくらい心の余裕

が無くては、楽しさが沸いてこないし、心の眼

も、真の審美眼も開けません。」

『なるほど。』

今まで植物にあまり興味の無かった私は、説明

を聞いて『なるほど』『なるほど』とうなずく

事ばかりでした。

JCOA研修会（埼玉）報告
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　室外庭園もあり、40〜50の見ごろの盆栽が

並べられていました。

　そこで、澤田先生をパチリ！

　私共も“説明ボランティア”のおじさんの後

をついて1時間20分、各列車の変遷、御用列車

の立派さや新幹線について、聞いたり、見た

り、触れたりしました。

　昼食は新道山家（しんどうやまや）で会席料

理をいただきました。季節の食材を活かした本

格的な日本料理をじっくりと味わいました。席

の前にはD1コース担当の埼玉の中田代助先生

がおられました。（朝から何かとお世話になっ

ております。有難うございます。）

　午後からは氷川神社を参拝しました。　

　盆栽を1時間楽しんだ後は鉄道博物館に行き

ました。

　ここは車両等の実物展示が圧巻でした。東京

ドームと大体同じ位の広さで、じっくり見て回

るなら一日は充分にかかりそうなところでし

た。乗り物の好きな、子供連れのファミリーが

休みを利用して楽しんでいました。

　2000年以上の歴史を持つといわれ、「大い

なる宮居」として大宮の地名の由来にもなった

日本でも指折りの古社です。また、氷川神社の

社は大宮を中心に、埼玉県下及び東京都下、神

奈川県下に及びその数は280数社をかぞえま

す。

　訪問したこの神社は境内の広さ三万坪、古杉

老松が古をしのばせます。鳥居の高さは13メ

ートルで、木造では関東一の高さを誇ります。

境内には桜門、舞殿、神橋があり、素晴らしい

景観でした。

　姪っ子が来年5月出産予定なので、安産のお

守りを買い求めました。

　今日はゆったりとしたスケジュールで楽しい

一日を過ごすことが出来ました。

　関係の皆様大変有難うございました。
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JCOA研修会　彩の国さいたま　懇親会に参加して

　平成23年10月9日（日曜日）大宮ソニックシ

ティでの講演会を終えて、パレスホテル大宮４

階ロ－ズル－ムへ移動。

　先ず初めに、全日本吹奏楽コンク－ルで16回

もの金賞に輝く埼玉栄高等学校吹奏楽部の記念

演奏が行われた。小生は最前列にいたため、そ

の演奏の迫力と若さに圧倒されてしまいまし

た。演奏テクニックも素晴らしいのですが、し

みじみと若いって素晴らしいと思ってしまいま

した。

　その後でおじさん達の宴会の始まりです。

日本臨床整形外科学会埼玉支部長　鮫島 弘武

先生の開会宣言、第38回彩の国さいたま研修会

会長　林 承弘、日本臨床整形外科学科理事長

藤野 圭司より挨拶がありその後

埼玉県知事上田氏、さいたま市長清水氏、埼玉

県医師会金井先生の来賓あいさつの後、埼玉県

整形外科医会顧問山根先生の乾杯の音頭で懇親

会が始まった。

　埼玉県産出の野菜・所沢の蕪を使ったコンソ

メス－プや埼玉県産ポ－ク・牛ロ－スに岩槻産

玉葱などのコ－ス料理以外にも加須うどんにや

きとん、埼玉名物の鰻椀子丼（おいしそうと思

っていたらすぐに売切れでした）などが地酒と

ともにふるまわれていました。

　お腹も満腹となって、２次会がパレスホテル

31階ペイサ－ジュで開催されました。

　最初に、埼玉に来たのは日本開催のワ－ルド

カップ埼玉球技場のイングランド対スウェ－デ

ンを観戦するためで、試合観戦後すぐ夜行列車

で帰阪、今回２度目の埼玉で、しかも階上高く

から関東平野の夜景を見たことがなく、いつま

でも同じ平面で明かりが続いていて、どこまで

が埼玉でどこから東京なのかと大阪生まれ大阪

育ちの私は少々不思議な気持ちになりました。

　埼玉の皆様ご苦労様でした、来年はいよいよ

関西での学会神戸です。

JCOA研修会（埼玉）報告

淀川区　　中　川　浩　彰
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大阪府医師会医学会総会

西成区　　森　　　泰　壽

　平成23年度（第35回）大阪府医師会医学会

総会が平成23年11月6日（日）に開催されま

した。

この大阪府医師会医学会総会は皆様もご存じか

と思いますが、府医師会最大の催し　特別講

演、パネルディスカッション、医療近代化シン

ポジウム等が催されます。

　今回の特別講演「循環器疾患を学んで42年

間」を、関西医科大学附属滝井病院院長の岩坂

壽二先生に御講演していただきました。座長を

医学会運営委員会委員長の荻原敏男先生が務め

られました。

　午前開催されたパネルディスカッションは5

つのブースに分かれ、一人7分の持ち時間をフ

ルに使った熱い討論がなされました。

そのなかで、本医会の理事でもある堺市の黒田

晃司、西川正治両先生が大勢の聴衆を集めてお

られた事を報告いたします。

　お昼休みをはさんでの医学会評議委員会が終

った後、医療近代化シンポジウムが府会理事の

上田真喜子先生のもとに執り行われました。

今年の主題「がん診療の最近の進歩」

1「胃がん化学療法の最近の進歩」

：古河　洋　市立堺病院院長

2「肺がんの分子標的治療」

：谷尾　吉郎　大阪府立急性期．総合医療セン

ター　医務局長

3「ここまできた胸腔鏡下食道癌根治術」

：大杉　治司　大阪市立大学大学院医学研究科

消化器外科　教授

4「放射線治療の最近の進歩―二次元から三次

元、そして四次元に」

：平岡　真寛　京都大学大学院医学研究科放射

線腫瘍学．画像応用治療学　教授

以上の四人の先生方の講演の後、ディスカッシ

ョンされました。

　今年はこの府医学会総会を通じていろんな人

との出会いがありました。

その一人は、特別講演を聴かせてくださった岩

坂壽二先生との出会い。

私の出身大学の先輩である先生は、奇しくも

36年前亡くなった母の主治医でもあられま

す。

それは、パネル展示場においてでも。

昭和48年に卒業され、それ以来お目にかかっ

たことの無かったクラブの先輩との出会い。　

感慨一入と言ったところです。　

だからと言うわけではありませんが、大阪臨床

整形外科医会の先生方にも私と同じ様な出会い

を。と思った次第です。

　尚、平成24年度（第36回）大阪府医師会医

学会総会は11月11日（日）に開催されます。

大阪府医師会医学会総会報告
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OCOA研修会報告

『神経難病の臨床〜パーキンソン病の姿勢異常について〜』　

大阪医科大学　第一内科学　講師

木　村　文　治

　神経内科が関わる疾患の中で、整形外科領域

と深く関連する神経疾患としてパーキンソン病

を取り上げ最近の話題を含め、車椅子での深部

静脈血栓症（DVT）、パーキンソン病（PD）

の姿勢異常について概要したいと思います。

１）車椅子エコノミークラス症候群

　発端は、ALS（筋萎縮性側索硬化症）によ

り筋力が落ち車椅子で生活していた当時61歳

の男性が、2004年夏、呼吸困難を訴え、救急

車で搬送された。胸部ＣＴ検査で、左右の肺動

脈に大量の血栓が見つかった。すぐに血栓の治

療を施し、無事に回復した。重度のＡＬＳ患者

では、呼吸に使う筋肉が衰えるため最終的に呼

吸不全を来す。この男性の場合、血中の二酸化

炭素濃度が低く過換気状態で、ＡＬＳの呼吸不

全とは状態が違ったため、肺血栓塞栓症を疑い

検査を行い診断に至った。その要因として、こ

の男性は長時間車椅子使用の為と考えられ『車

椅子エコノミークラス症候群』として報告した

（毎日新聞　2006年7月12日号）. 肺血栓塞栓

症は、長い時間同じ姿勢をとることで足などに

できた血栓が血管を流れて、肺の動脈に詰まる

病気。死に至ることもある。長時間の空の旅な

どで肺血栓を引き起こす「肺血栓塞栓（そくせ

ん）症（エコノミークラス症候群）」から命名

したものである。昨今の車椅子ユーザーの増加

に伴い、水分摂取の状況、身体状況、発症防止

の為の方策を検討することは公共福祉にとって

重要なことと考えられる。DVTおよび肺血栓

塞栓は術後合併症として整形外科領域でもよく

知られた病態であると同時に、肢体不自由患者

さんを見る機会の多い整形外科の先生方へも重

要と考えられる。

２）パーキンソン病における深部静脈血栓症（DVT）

　ALS症例に認められたエコノミークラス症

候群の経験から、神経難病疾患として最も多い

疾患の一つとしてパーキンソン病における

DVT頻度の調査を行った。この背景には肺塞

栓はParkinson病（PD）の重要な死因の一つ

である事が剖検例で報告されていることがあげ

られる。ＰＤ患者を対象に下腿静脈ドップラー

エコーを行った結果、下肢DVT陽性23例（20

％）に認められた。DVTは女性に多い傾向が

あるも、ＢＭＩ、罹病期間、重症度には関連性

がなかった。Ｄ—ダイマーは有意に高かった。

ＰＤ患者特有の姿勢所見として腰曲がり・膝曲

がり症例では有意に多くDVTを認めた。以上

4月16日　229回研修会　ANAクラウンプラザホテル
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より、ＰＤ患者の約2割にDVTが認められ、そ

の発症要因として車椅子使用、ＰＤに特徴的姿

勢異常が関与する事が示唆された。

３）ＰＤ姿勢異常の背景因子について

　腰曲がりなどの姿勢異常は症状日内変動、ジ

スキネジアと同様パーキンソン病（PD）長期

療養における重要な臨床的問題点である。特に

姿勢異常はＰＤの重症化に伴いその頻度が増す

ばかりではなく介護負担および介護度が上昇す

る病態である。ＰＤにおける姿勢異常について

正面と側面から写真撮影を行い検討した。その

結果、男女比では、罹病期間を合致させた群に

おいて有意に女性に多く認められた。なぜ腰曲

りなどの姿勢異常が女性に多いのか？この機序

としては傍脊柱筋の伸筋群と屈筋群で屈筋群の

筋緊張亢進から上下方向へ圧迫が加わり、骨の

変形、扁平化を女性はきたしやすく、時には非

可逆的圧迫骨折をきたしやすい結果であろうと

考えられる。

　以上、パーキンソン病は種々薬剤の開発で治

療の幅が広まったにも関わらず、未だ長期療養

治療における多くの問題が存在する。その中で

も、姿勢異常は『昔カリエス、今パーキンソ

ン』と言われるぐらい、前傾姿勢、膝曲がり、

首下がりなどはＰＤにたいへん多く認められ

る。特に、膝曲がりはCamptocormia（ギリシ

ャ 語 で K a m p t o s = b e n d （ 曲 が る ） 

Kormia=trunk（体幹）を意味する）と呼ば

れ、日本では「腰曲がり病」とも命名されてい

る。明確な定義はないが、骨あるいは脊柱筋に

は異常はみられないにもかかわらず、起立時前

屈位を呈する状態である。この領域については

今後整形外科と神経内科が共同で研究を進める

分野と考えられる。

図1.
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OCOA研修会報告

腰部脊柱管狭窄症とＰＡＤの合併率および周術期合併症

浜松医科大学　整形外科　教授

松　山　幸　弘

　我々の脊椎外来で最も多い疾患の一つが間歇

跛行を呈する腰部脊柱管狭窄症（LSCS）で

す。足に痛みがある、しびれるといった自覚症

状がある場合は整形外科を受診することが最も

多いのが現状です。その間歇跛行の原因疾患に

は腰部脊柱管狭窄症（LSCS）と末梢動脈疾患

（PAD）が主にあげられますが、近年、動脈

硬化性疾患の増加に伴い、LSCSに血管性であ

るPADを合併した間歇跛行の患者さんも増え

てきました。したがって、この両者を鑑別し、

適切な治療が施されることが望まれています。

●間歇跛行の原因疾患とLSCS、PADの合併　

　間歇跛行は、歩行によって下肢のしびれ、痛

みを訴えますが、休息によって緩解する症候の

ことをいいます。我々はその原因疾患である

LSCSを主に診察しています。しかし、同様の

症状を呈する疾患として血管性疾患である

PADがあり、年齢的にも同様に60歳代以上に

発症することから、PADの合併が見逃されて

いる可能性が指摘されるようになりました。同

じ症状の間歇跛行ですがPAD患者は動脈硬化

性疾患のために、冠動脈や脳動脈疾患の合併症

も多く予後も悪くなります。

　LSCSと診断された外来患者55例に対し、触

診など通常の診断方法に加え、ABI（Ankle 

Brachial Index）、TBI（Toe Brachial Index）

を使用し、PADの合併割合を検討してみまし

た。その結果、ABI低下例11例（20％）、

TBI低下例15例（31％）であり、PADを合併

しているものが21例（38.2%）にも及びまし

た。同様の検査を名古屋スパイングループの多

施設研究で行ったところ184人中47人（26

％）にPADを合併していることが判明しまし

た。（図１）

　このようにLSCSの患者さんの中にはPADを

合併している方も多く、整形外科医としては常

にPADの存在を認識してLSCSを診る必要があ

ると思われます。

治療と合併症について

　LSCSは動的要素が大きく、LSCSによる間

歇跛行の初期治療としてはコルセットを処方し

ています。そして血流改善を目的にPGE1製剤

を処方し、腰痛、下肢痛が強い場合には消炎鎮

痛剤も同時に処方します。これらの治療は１カ

月間継続していただきます。これがファースト

ステップの治療になります。セカンドステップ

として、仙骨ブロック、神経根ブロックを施行

図1.
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し１カ月経過観察します。それでも改善しない

場合には入院してPGE1製剤の点滴を行い、サ

ードステップとして手術を考慮します。一方、

PADを合併している場合、病態に違いがある

為に治療法が異なります。ファーストステップ

における薬物療法にシロスタゾールを加えてい

ます。それでも改善しない場合には血管の専門

医にお願いします。また、LCSのファーストス

テップの治療に反応しない場合には、PAD合

併を疑うことも重要です。（図２）　

　また術前にPAD合併が判明した場合は、術

後感染や脳梗塞のリスクが高い事を念頭に、患

者さんへの説明および術前の循環器疾患や脳血

管障害の有無を検索するとよいと思われます。

（図３、図４）

図3.

図4.

図2.
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OCOA研修会報告

関節リウマチにおける滑膜組織と整形外科手術

東京女子医科大学東医療センタ－　整形外科・リウマチ

准教授　　神　戸　克　明

はじめに

　関節リウマチはなぜ関節特異的に病態が広が

るのか、あるいはなぜ関節破壊を中心として慢

性的に進行するのか不明である。しかし明らか

に関節内で正常とは違う組織は滑膜であり、そ

の病変の場としてデータを蓄積していくことが

将来のリウマチ医にとって役に立つと考えてい

る。現在、生物学的製剤によって治療目標がま

すます不明瞭になりがちであり、臨床指標の多

様性によって本来治療すべき関節の中身を見失

いがちである。画像的評価の限界から関節鏡を

用いた関節内評価さらに滑膜組織の解析は診断

だけでなく治療目標としても可能性がある。以

下、ＲＡの滑膜組織と滑膜切除について述べる。

滑膜組織を調べることの意義

　現在ＲＡの治療はTreat to targetといい寛

解の持続を目標としている⑴。しかし生物学的

製剤によって寛解を目指すとはいえ、多くの寛

解基準が臨床的に設けられてきている中で実際

の臨床の現場では数字による寛解評価は難しい。

これに対して滑膜組織においてRAからOAの

パターンを示すようになったり、正常化した場

合、寛解あるいは治癒の理論的証拠と成り得る。

すなわちＲＡについてその滑膜組織を深く研究

することは、診断的根拠だけでなく治療効果を

予測できる可能性を秘めている。しかしRAの

特徴的なサイトカイン発現パターンを変形性関

節症（OA）とＲＡで比較したデータはこれま

でにない。

　一方、RAの診断から治療への流れは癌と比

較するとわかりやすい。すなわち癌は早期発見、

早期治療することによって目覚ましい進歩をた

どっている。その基本はBiopsyであり、そこ

から採取した組織診断により癌の種類を確定し、

治療方法を決定する。外科的に切除範囲やリン

パ節郭清、化学療法のプロトコールや放射線療

法などを具体的に選ぶ。一方、RAでは抗CCP

抗体、リウマチ因子、CRP, ESR, 臨床症状に

てRAを診断し、どんなRAのタイプでも、た

とえば手だけでなく膝や肩、肘が初発なRAで

も一律同じDMARDsから開始し、いかなる

RAにおいてもMTXを使い、それが無効ならば

生物学的製剤を使い同じ様に治療する。このよ

うに診断の時点からRAはすべて同じタイプの

病気とする考え方で現在治療が行われている。

今まさにもう一度滑膜組織を十分解析しサイト

カイン発現パターンがそれぞれRAでも違うこ

とを認識する必要がある。そしてそれは薬剤に

より変化するものであることを銘記すべきであ

る。

OAとRAの組織学的違い

　OAは一般的に細胞成分が少なく膠原線維が

少ない。表層の細胞の重層化もないが一部に細

胞が一塊として存在する場所がある。一方RA

は細胞成分が豊富でしかも膠原線維も多く血管

の進入が見られる。表層の重層化も見られる場

所があり、活発な細胞分裂と思われる所見が見

られる。まずTNF-αの発現においては、RA

5月21日　230回研修会　阪急インターナショナルホテル
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では多くの細胞から強くTNF-αの発現が見ら

れるのに対して、OAではその発現は少ない。

ところがOAでも決して全く発現していないわ

けではなく、むしろ発現が見られるといってよ

い。生物学的製剤によって滑膜のTNF-αの発

現をすべて抑制してしまうことはOAよりもさ

らに強く発現を抑制してしまうことになり、こ

れは正常でないかもしれない。一方、IL-6の発

現においてTNF-αと同様にRAだけでなくOA

でも十分発現がみられる。OAの滑膜ではむし

ろIL-6の発現はTNF-αのそれと比べて非常に

高い。したがって滑膜組織においてIL-6は関節

軟骨にprotectiveに働いている可能性もある。

Macrophage hypothesis

　OAとRAの滑膜組織で最も発現に相違を示

すのがCD68すなわちマクロファージの存在で

ある(図１)。マクロファージなどの単球系細胞

は一般に接着して培養することは難しく浮遊の

まま増殖しつづける。しかし、ヒアルロン酸な

どの存在する関節内、皮膚、肺などには接着し

生息しやすい。RAの病的滑膜の中にはマクロ

ファージが充填しており未分化でない癌の如く

転移する場所は関節を中心に限定される

（macrophage hypothesis）。生着したTNF-α

やIL-6など多くのサイトカインを産生し、Bリ

ンパ球の増生や滑膜の線維性増殖、血管誘導を

引き起こす。ベアエリアと呼ばれる関節軟骨が

途切れる皮質骨に面した部分では骨芽細胞の刺

激によりマクロファージが分化融合し破骨細胞

へと変化し、骨びらんを形成する。また肉芽を

形成してリウマチ結節となる。TNF-α自体の

働きによりIL-1βと相乗効果によりMMPを誘

導し軟骨破壊を引き起こし、関節裂隙の狭小化

を来たす。この仮説を裏付ける１つのデータと

して手指PIP関節の滑膜切除を早期RAに行な

うと全身の関節腫脹や、膝痛、手のこわばりの

増悪を引き起こすことがある。生物学的製剤を

使用していれば滑膜切除をしてもマクロファー

ジの転移は抑えられ局所の関節治療がしやすい

と言える。今後の研究で滑膜組織中のマクロフ

ァージから原因遺伝子や転移に関するファクタ

ーの発見が期待される。生物学的製剤である抗

TNF-α抗体を用いるとマクロファージの表面

抗原として発現されるTNF-αに直接結合する

ことによりマクロファージの増殖を抑えOAの

滑 膜 の 様 に 変 化 す る 。 し か し 低 濃 度 の 抗

TNF-α抗体では逆にマクロファージの増殖を

刺激して効果減弱となる。抗体濃度によって刺

激と抑制が現れる。このように病的マクロファ

ージをターゲットとした分子レベルの治療が将

来期待され新たな生物学的製剤の開発につなが

ると言える。

図1. CD68：マクロファージの発現比較

RAの特徴的サイトカインパターン

　上記よりRAでは以下の3つの発現が特徴で

ある。１．マクロファージ、２．TNF-α、３．

MMP-3である。HEにおいては細胞数や膠原線

維の増加によりOAと区別できる。これらによ

り、Biopsyを行い、上記３タンパクの発現が

強くみられればRAと診断できる可能性は高い。

しかも生物学的製剤を選択するにあたり、どれ

が強く発現されているかを調べることにより、

血清サイトカイン濃度のパターンを総合的に判

断することを我々は現在試みている。例えば、

Ｂリンパ球の抑制効果について各生物学的製剤

でみてみるとトシリズマブにおいて非常に強力

な抑制がかかることを確認している（図２）。
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生物学的製剤4剤の滑膜組織の比較

　各薬剤使用後に効果減弱症例（DAS28>3.2）

の滑膜組織のHEおよびTNF-αとIL-6の発現

パターンを供覧する。MTXをコントロールと

して各生物学的製剤もMTX併用例であり、全

例膝関節滑膜である。HEでは細胞増殖が著し

く血管新生は少なかったが、インフリキシマブ、

エタネルセプト、トシリズマブ、アダリムマブ

においては細胞増殖のほか血管新生を多くみと

め、肉眼的にも赤色乳頭上の滑膜であった。

TNF-αとIL-6の発現パターンではMTXでは

TNF-αとIL-6ともに発現は見られたが、イン

フリキシマブでは効果減弱であってもTNF-α

はほぼ完全に抑制されていた。ところがIL-6は

間質より多く発現が見られた。一方、エタネル

セプト、トシリズマブ、アダリムマブは類似し

たTNF-αとIL-6の発現パターンをとり、

TNF-α発現は見られ、IL-6の発現は少なかっ

た。このことから、エタネルセプトからアダリ

ムマブへの切り替え、トシリズマブからアダリ

ムマブへの切り替えは無効のことが多い理由が

組織学的に証明される。エタネルセプトやアダ

リムマブからトシリズマブの切り替えは十分で

はないがそれなりに効く理由はHEにてトシリ

ズマブでは細胞増殖を抑え線維成分が多く見ら

れたことからTNF-αとIL-6以外のサイトカイ

ンの関与が考えられる。

滑膜切除術の適応と有効性

滑膜切除術の適応

１．MMP-3高値で膝腫脹を認める　２．MTX

増量、生物学的製剤増量無効　３．DAS28 

3.2以上の大関節腫脹疼痛　４．生物学的製剤

治療後の少数疼痛関節残存　５．大関節（肩、

膝）初発RA　６．生物学的製剤有効症例で関

節痛残存である。すなわち生物学的製剤によっ

ても効果減弱や残存する関節痛を関節の中をよ

く観察し病的滑膜を除去したり、硬くなった関

節を関節鏡視下に関節包を切離することにより

可動域の改善をはかりADLを向上させること

である。例えば、MMP-3が300 ng/ml以上と

高値であればまず膝関節腫脹を疑い、膝関節腫

脹があれば期を逃さず滑膜切除術について患者

に説明する必要がある。

図３．55歳、女性、stage IV, class 3, 罹患期間10年、
CRP 2.59 mg/dl, MMP-3 321 ng/ml, DAS28 5.39
RAPA 640, CCP抗体 >100、血清TNF-α  5.6 pg/ml,
血清IL-6 11.0 pg/ml
トシリズマブ開始１ヵ月後： CRP 0.07 ng/dl, DAS28 1.43

図2． 生物学的製剤による滑膜のBリンパ球抑制の比較
ＭＴＸ：メトトレキサート、ＥＴＮ：エタネルセプト、
ＡＤＭ：アダリムマブ、ＴＣＺ：トシリズマブ

症例：55歳、女性、stage IV, class 3, 罹患期

間10年、

CRP 2.59 mg/dl, MMP-3 321 ng/ml, DAS28 

5.39, RAPA 640, CCP抗体 >100、血清

TNF-α  5.6 pg/ml, 血清IL-6 11.0 pg/mlの左

膝滑膜組織の所見である。TNF-αは発現が弱

く、IL-6は軽度発現しているが、主な発現はＢ

リンパ球である。このような症例にトシリズマ

ブを初回投与すると１回の点滴後劇的に効果が

現れDAS28 1.43となり半年後の現在も寛解が

持続している（図３）。
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滑膜切除の有効性

　滑膜切除術は生物学的製剤と類似しており軟

骨破壊の少ない早期のほうが生物学的製剤併用

下の有効性を引き出せる。滑膜切除術は術中十

分に関節内を観察し、どの場所にどの程度どん

な風に滑膜増殖があることを観る。効果減弱だ

と赤色乳頭状、有効例では赤白色繊毛状の滑膜

である。手術の有効性を引き出すコツは内側外

側谷部を大きなパンチで骨に沿って十分採るこ

とである。

　生物学的製剤を使用して効果不十分であった

RA17例、30関節、男性3例、女性14例、平均

年齢54.8 (40-71) 歳、平均罹患期間9.9 (1-36) 

年、平均経過観察期間36.7(12-60）ヵ月、平

均MTX使用量6.2 (4-8) mg/週、平均プレドニ

ゾロン使用量4.3 (0-7.5) mg/日に関節鏡視下

滑膜切除術を施行した。手術部位は膝17関

節、肩7関節、肘3関節、手3関節であった。使

用した生物学的製剤はインフリキシマブ11

例、エタネルセプト4例、トシリズマブ2例で

あ っ た 。 術 前 と 最 終 経 過 観 察 時 の

DAS28(CRP)、HAQを比較し、膝関節滑膜切

除術と肩、肘滑膜切除術の各HAQ項目（衣服

の着脱と身支度、起立、食事、歩行、衛生、伸

展、握力、活動の8項目）の変化について

Willcoxon検定を用いて比較検討した。さらに

術前HAQと術後平均３年でのHAQの相関を

Pearson 相関係数を用いて解析した。その結

果、術前DAS28(CRP)は平均5.17±0.56から

術後平均3年にて平均3.14±0.44と有意に低下

した(P=0.001)。術前HAQは平均1.63±0.79か

ら術後平均3年にて平均0.79±0.69と有意に低

下した(P=0.001)。膝関節鏡視下滑膜切除術と

肩、肘節鏡視下滑膜切除術の術前術後のHAQ

を比較すると膝関節において術前1.53±0.79か

ら術後平均3年にて平均0.58±0.53と有意に低

下 し た ( P = 0 . 0 0 2 ) 。 肩 、 肘 節 で は 術 前

1.85±0.81から術後平均3年にて平均1.3±0.8

と有意に低下した(P=0.041)。しかし術後の膝

関節と肩、肘節滑膜切除術においてHAQの有

意差は認めなかった(P=0.087)。各項目別にみ

た H A Q の 改 善 で は 肩 、 肘 に お い て 起 立

(p=0.046)、伸展(p=0.046)が有意に改善を示し

た。一方、膝関節においては起立(p=0.009)、

食 事 ( p = 0 . 0 1 5 ) 、 歩 行 ( p = 0 . 0 0 2 ) 、 衛 生

(p=0.004)、握力(p=0.016)、活動(p=0.004)に有

意な改善を認めた(図５)。術前HAQと術後3年

でのHAQは有意な相関を示した(Pearson 相関

係数 0.659、P=0.004)。以上より生物学的製剤

効果不十分例における関節鏡視下滑膜切除術の

治療効果ではHAQの有意な改善を認め、特に

膝関節鏡視下滑膜切除術においてはHAQの各

項目全体にわたり改善を認め、疾患活動性だけ

でなく機能的改善も認められた⑵。このよう

に、長期に渡って滑膜切除のHAQおよび

DAS28に関する有効性は認められており、い

かに手術適応を選ぶかが治療の鍵となる。

まとめ

　ＲＡの実践的治療においてその病態の場であ

る滑膜の性状を理解することは有用である。Ｒ

Ａを治すということは滑膜を単に減らすという

ことではなく、質を変えてＯＡや正常に近い状

態にする、すなわちサイトカインの発現パター

ンを正常化することにある。病的滑膜の性質を

変えなければ再発しやすいと言える。滑膜切除

と生物学的製剤の併用はまさに滑膜の量と質を

変える治療法であり新しいリウマチ治療といえ

る。

文献

１．Smolen JS, Aletaha D, Bijlsma JWJ et al. 
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剤効果不十分例に対する関節鏡視下滑膜切

除術後の機能評価 
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OCOA研修会報告

スポーツ整形外科医の役割　― スポーツ現場から手術室まで ―

清恵会病院　スポ－ツ整形外科部長

小　松　　　猛

【はじめに】

　整形外科の中でスポーツ整形外科領域という

のは、スポーツによる外傷や障害を診療する分

野と一般的に理解されている。スポーツによる

外傷や障害は、骨折や脱臼といった一般外傷を

はじめ関節、脊椎、手など、ほぼ整形外科全般

にわたって起こりうるため、各部位の診断や治

療に対してスポーツ整形外科医は精通していな

ければならず、またフィールドワークと言われ

ているスポーツ現場での診療にも携わる必要が

ある。

　スポーツ整形外科医の役割として、1. スポ

ーツ現場での診療、2. 診療所・病院での業務

（診察・治療・リハビリテーション）、3. ス

ポーツ現場と手術室（医療機関）を繋ぐシステ

ム作り、が挙げられる。

1. スポーツ現場での診療：

（トップレベルのチームスポーツに対するチー

ムドクターとしての業務）

　チームによってサポート体制は異なるが、

多くのチームは専属トレーナーがチームに常

駐し、ドクターは定期的に現場に出向いて診

療を行うこととなる。スポーツによる外傷・

障害の診療だけでなく、ドーピングやインフ

ルエンザなどの予防接種に対する対応といっ

た健康管理についても要求されることが多

い。

（スポーツの公式戦やイベントでの救護ドクタ

ーとしての業務）

　現場で起こったアクシデントに対する応急

処置が中心となる。患者は、競技している選

手、そのイベントに関わっているスタッフ、

観客などである。

　最近は、競技によって現場にAEDを設置

していることもあるが、多くは簡単な応急処

置用の治療道具しかなく、必要ならば速やか

に医療機関へ転送する判断を下さなければな

らない。

2. 診療所・病院での業務：

●腰痛の運動療法

　近年、腰痛治療としての運動療法は効果的

であるとの報告(1, 2)が認められている。中で

もスポーツ選手や中重量物取扱い作業に従事

する労働者においては、ダイナミック運動療

法による一定の効果が報告されている。(3, 4)

●膝ACL、半月板損傷

　ACL再建は、腸脛靭帯を移植靭帯として

Over the top route ⇒ 骨付き膝蓋腱(BTB)

を移植靭帯としてinterference screw固定

する方法 ⇒内側ハムストリング腱(ST)を移

植靭帯としてisometric pointに骨孔を作成

(Rosenberg法) ⇒ 解剖学的二重束再建術、

へと変遷を遂げてきている。移植靭帯の違い

として、BTBとSTでは術後成績に差はない

と報告(5)されており、二重束再建法は一重束

再建術より膝関節の前方や回旋安定性が良好

であると報告されている。(6)

　半月板損傷の治療は、近年はなるべく縫合

5月21日　230回研修会　阪急インターナショナルホテル
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術などで温存する流れになっているが、変性

断裂や円板状半月では切除術を余儀なくされ

ることもある。縫合方法については術者の好

みによるところもあるが、近年はAll-inside

法での半月板縫合器械も出ておりピットフォ

ールはあるものの簡便になってきている。

●反復性肩関節脱臼

　外傷性の反復性肩関節脱臼でBankart 

lesionを認め、ADL上外転・外旋肢位をと

らなければならないスポーツ選手などでは関

節鏡視下Bankart修復術が適応となるが、肩

甲骨関節窩の1/4以上の大きな骨欠損や

Loose shoulderを認める症例やコンタクト

スポーツ症例には、適応を十分検討する必要

がある。術後成績は良好であるとの報告が多

いが、コンタクトスポーツやオーバーヘッド

スポーツ症例は術後脱臼・亜脱臼の再発に注

意が必要との報告も見られる。(７)

3. スポーツ現場と手術室（医療機関）を繋ぐ

システム作り

　スポーツドクターは、医療機関で診療する

だけでなくスポーツ現場へ出向く方が治療上

有用な情報を得ることが多く、基本的にはそ

うするべきであると著者は考える。この理由

としては、怪我した際の受傷機転を直接確認

できる可能性があること、患者（選手）の練

習内容や量を把握できること、現場の人間

（選手、スタッフ）との信頼関係を構築でき

ること、治療後の患者のスポーツ復帰状態を

知ることができる、などがある。

　チームドクターとして現場に介入したり、

メディカルチェックを通して外傷や障害を現

場で直接評価することで、早期治療を開始で

き症状を重症化させずに復帰させる確率が高

くなると考える。

【参考文献】

1. 千田益生ほか：腰痛予防としての筋力増強訓

練. MB Orthop. 21; 41-47, 2008.
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follow-up-. Am. J. Sports Mrd. 35; 

740-747, 2007.
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OCOA研修会報告

疼痛メカニズムのABCと最近の知見

兵庫医科大学　解剖学講座

神経科学部門主任教授　　野　口　光　一

　2011年6月11日に開催された大阪臨床整形

外科医会研修会における講演では疼痛メカニズ

ムのＡＢＣと称して、疼痛メカニズムに関する

神経科学、特に神経解剖、神経生理、神経薬理

の基本を概説し、その発展形として最近数年間

のトピックスの中から興味深い話題を講演し

た。本抄録においては、特に神経障害性疼痛の

メカニズムについて概説する。

　痛み伝達の分子メカニズムの解明は、1997

年カプサイシン受容体（TRPV1）がクローニ

ングされたことより新しい展開を迎え（図

１）、一次感覚ニューロンや脊髄において、痛

み伝達に重要な役割を果たすチャネル・受容体

蛋白が次々と発見されている。そして慢性炎症

状態で産生されるATP、NGF、Bradykininな

どさまざまな炎症関連物質によって、TRPV1

の活性が高まり、熱に対する刺激閾値が低下す

ることが、炎症時の痛み、過敏反応の原因であ

ることが明らかとなっている（図２）。

　慢性痛の一つである神経障害性疼痛

（neuropathic pain）は神経系の障害に起因

する感覚障害であり、自発痛、痛覚過敏および

アロデイニア（異痛症とも呼ぶ）などの症状が

特徴的である。海馬でのシナプス長期増強と非

常に類似した神経系の可塑性によって慢性痛の

病態の一側面を説明できるようになっている

が、その発症メカニズムは非常に複雑であり、

いまだ不明な点が多い。末梢神経軸索の完全切

断モデルでは自傷行為を示すが、完全切断であ

るため疼痛関連動作を観察することはできな

い。また自傷行為自体についても神経障害性疼

痛との関係についてさまざまな見解がある。そ

のためこの十数年の間に複数のニューロパシッ

クペインの動物モデルが提唱され、その病因メ

カニズムが広く研究されるようになった（図

３）。

6月11日　231回研修会　阪急インターナショナルホテル
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神経障害性疼痛のメカニズム

　これらの神経障害性疼痛（ニューロパチック

ペイン）モデルの基本的病態メカニズムは部分

的軸索損傷である。末梢神経の一部の線維は軸

索切断を受け、さまざまな因子によりその細胞

体での自発的興奮性が高まり、その影響が脊髄

二次ニューロンへ及ぶ。一方、傷害を受けてい

ないニューロンは何らかの原因で末梢のレセプ

ターの感受性が亢進し、増強された侵害情報が

このニューロンを介して中枢へ運ばれる。

ニューロパシックペインの状態はこのように直

接傷害を受けた一次知覚ニューロンの変化に加

えて、傷害を受けずに残ったニューロンの機能

亢進という2つのメカニズムが混在し、より複

雑な病態を形成する。

神経傷害に伴う遺伝子発現レベルの変化

　軸索を完全切断すると、その一次知覚ニュー

ロンにおいてさまざまな生理学的・薬理学的・

生化学的・形態学的変化が生じ、それが脊髄二

次ニューロンなど高次のニューロンへ影響を与

える。こうした一次知覚ニューロンでの多彩な

変化の一つは、軸索切断による神経ペプチドの

発現の変化である。

　正常状態で発現しているペプチドのSP、

CGRP、ソマトスタチンは軸索切断でその発現

が減少する。これは侵害情報を主に伝達するC

線維をもつ小型ニューロンにおいては正しい

が、Ab線維を有する大型ニューロンにおいて

は正反対の現象が生じる。それは一部の大型

ニューロンでSP、CGRPのmRNA発現が誘導

されるという所見である。SP、CGRPの大型

ニューロンでの発現増加以外に、末梢神経傷害

で発現の増加を示す活性物質が多数存在する。

NaチャネルのNav1.3やCaチャネルのα2δサ

ブユニットは末梢神経障害後のDRGニューロ

ンで発現増加し、疼痛メカニズムに関与するこ

とが多くの研究で報告され、実際の薬剤開発に

も応用されている（α2δサブユニット）。

　ニューロンパチックペインモデルの1つであ

るSNLモデルはL5、L6の脊髄神経が結紮・切

断されるため、L4脊髄神経を通じて末梢の受

容野からの情報が伝達される。このSNLモデ

ルの非傷害ニューロンであるL4DRGでは、一

部の小型から中型ニューロンにおいて、SPや

CGRP が増加する。さらにBDNF、TRPV1、

TRPA1についても同様に、小型ニューロンを

中心に増加する。これらはL4DRGでの神経活

性物質の発現がL5の神経傷害からの影響でよ

り興奮性を高めた状態になっていることを示

し、L4 を通じた痛覚過敏やアロデイニアのメ

カニズムとして注目されている（図４）。これ

らの非障害一次知覚ニューロンでの変化は末梢

炎症モデルのDRGでの変化に近似しており、

結果的に末梢炎症モデルにおける中枢性感作と

同じメカニズムが働き、脊髄ニューロンの興奮

性が高まっている可能性も考えられ、それを示

唆する論文も報告されている。

図3.

図4.
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痛みと脊髄における変化、特にグリア細胞の関与

　脊髄でのマイクログリアやアストロサイトな

どのグリア細胞の活性化が炎症性疼痛や神経障

害性疼痛の発現メカニズムに関与していること

が報告され、疼痛発症における新しいプレー

ヤーとして注目されている（図５）。

　DRGにおいても衛星細胞において、MAPK

の活性化や脊髄グリア細胞で認められた種々の

分子の変化の報告が続いている。一次知覚

ニューロンの細胞体を取り囲む衛星細胞での

種々の分子の変化は、一次知覚ニューロンの興

奮性に変化を与える可能性があり興味深い仮説

である。

最後に

　上記のように、脊髄や末梢神経におけるグリ

ア細胞が神経活動の調節にも積極的に関わって

いることが示され、生体内でも様々な生理的役

割あるいは疾患への関与が注目されている。さ

らに神経回路網の変化というダイナミックな変

化も疼痛メカニズムとして、注目を集めるよう

になってきている。

　実際我々の教室においても、脊髄ミクログリ

アにおいて炎症性サイトカイン、脂質メディ

エーター、ATP受容体などが増加し、この発

現上昇が神経障害性疼痛モデルにおける痛覚過

敏形成に重要な役割を果たすことを見いだして

　軸索切断モデルの脊髄後角において、マイク

ログリアやアストロサイトが増殖、肥大化する

ことは古くより知られていたが、近年、脊髄二

次ニューロンやそれらの周囲のグリア細胞にも

サイトカインのレセプターが存在しており、免

疫系と神経系の細胞同士がサイトカインを介し

て直接影響を及ぼし合っていることがわかって

きた。

　さらに最近、神経障害性疼痛モデルである

SNLモデルの脊髄マイクログリアにおいて

ERKやp38 MAPKのリン酸化が増強すること

が報告された。ERKやp38のリン酸化阻害薬

であるPD98059、U0126およびSB203580を

髄腔内投与すると、脊髄後角におけるMAPK

の活性化を阻害し、アロデイニアを抑制する。

ATPがMAPKを活性化すること、さらにATP

の陽イオンチャネル型レセプターの一つである

P2X4がやはり脊髄後角のマイクログリアにお

いて発現が増加することは神経障害性疼痛の発

現におけるATPの重要性を示唆している。代

謝型ATP受容体であるP2Y12がマイクログリ

アで発現上昇し、神経障害性疼痛に関与するこ

とも判っている。

　また、脂質メディエーターであるリゾホス

ファチジンサン酸(LPA)が神経障害性疼痛の原

因であるという一連の報告がなされ、脱髄現象

の疼痛メカニズムへの関与が示唆されている。

従来から知られているプロスタグランディン以

外に、ロイコトルエンなどの脂質メディエー

ターが脊髄マイクログリアでも発現上昇し、神

経障害性疼痛のメカニズムに関係するという報

告を我々の教室から行っており、今後研究が発

展する分野である可能性がある（図６）。

図6.

図5.
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きている（図６）。ますますメカニズムが複雑

になり、どれが最も重要なストーリーである

か？という質問が数多く寄せられるようになっ

ている。もちろん、病態の違い、時期の違いに

よってメインプレーヤーは異なる可能性が高い

が、各分子の相対的重要性を探る研究が今後の

最も重要なテーマとなることは間違いないであ

ろう。
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OCOA研修会報告

戦略的ロコモティブシンドローム考

医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷病院

副院長・整形外科部長　　大　江　隆　史

講演では

⑴ロコモティブシンドローム提案の経緯

⑵ロコモの定義、概念

⑶ロコモの意義

⑷超高齢社会の運動器医療に求められるもの

⑸治療戦略としてのロコモ

⑹運動器研究のための戦略としてのロコモ

⑺ロコモの広報、普及戦略としてのロコモ

チャレンジ！推進協議会

の順でお話しした。

⑴ ロコモティブシンドローム提案の経緯

　ロコモティブシンドロームという言葉は

2007年秋中村耕三東大教授と演者で考案し

た。中村先生は日本整形外科学会の広報誌で

「学会では、運動器の障害のため要介護になる

危険の高い状態をロコモティブシンドローム

（locomotive　syndrome）と呼び、ひとり

ひとりがこれを自己点検できる簡便なテスト法

や予防法を開発していくことを検討している」

と提案し、2008年1月には日本整形外科学会

誌の巻頭言で日本整形外科学会理事長としてロ

コモティブシンドロームの重要性について発表

した。2008年5月、演者が委員長となり日本

ロコモティブシンドローム研究会を旗揚げし第

一回の会合を行った。その後2009年4月以降

ＮＨＫ（きょうの健康）をはじめとするマスメ

ディアでも取り上げられるようになった。

　ロコモーション（locomotion）とは移動能

力のことで、ロコモティブ（locomotive）と

は移動能力を有することである。移動能力障害

を総合的に表現する言葉として、認知機能障害

を表す「認知症」を参考にした。痴呆症をやめ

認知機能異常症でもなく認知症としたために

「認知症」は広く使われるようになった。移動

能力（locomotive）障害を来たす症候群は移

動機能低下症候群でも運動器不全症候群でもな

くロコモティブシンドロームとしたほうが良い

だろうとわれわれは考えた。

⑵ ロコモティブシンドロームの定義、概念

　ロコモティブシンドローム（以下ロコモ）と

は主に加齢による運動器の障害のため、移動能

力の低下をきたして、要介護になっていたり、

要介護になる危険の高い状態と定義される。医

療者に向けてのロコモの意義は、専門分化が運

動器にまでおよんだことは高齢者の運動器を考

える上では弊害になるので、専門分化によって

得られた知識を構造化すること、いわば整形外

科を再総合化する合言葉であることである。社

会に向けては運動器の障害が要介護の要因とし

て重要であることを要介護になる前の年代の人

にも知っていただきたい、言い換えれば運動器

の障害のために要介護となることを気付くため

の合言葉であることである。

⑶ ロコモの意義

　日本では高齢者人口が2005年から20年間で

1000万人増加し、先進国の中で他に類を見な

い速さである。高齢化社会（高齢者の割合が

6月11日　231回研修会　阪急インターナショナルホテル
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７％以上14％未満）から高齢社会（14％以上

21％未満）になるのに要した年数はフランス

115年、スウェーデン85年、イギリス47年、

ドイツ40年に対し日本はわずか24年である。

　高齢になると要介護状態になる割合が高くな

り、65～69歳 2％、70～74歳 4％、75～79

歳8％、80～84歳 17％である。日本では2005

年から2025年で75歳以上の高齢者が倍増する

と予想されている。そのため現状が続くと高齢

化に伴い要介護者も急増する。高齢化率の増加

の著しい都道府県を平成20年の総務省統計局

の75歳以上人口対前年増加率でみると、１

位）埼玉 5.6%、２位）千葉 5.4、神奈川 5.4、

４位）沖縄 5.3、５位）大阪 5.1、６位）東京 

4.8、７位）愛知 4.6、８位）北海道 4.1、となっ

ており、これからの高齢化は大都市近郊で急速

に進行することが予想される。ロコモティブシ

ンドロームを提案した意義は、これらの事態に

対応することである。

⑷ 超高齢社会の運動器医療に求められるもの

　これからの超高齢社会では、移動能力障害を

エンドポイントとする介入法（疾患・病態の予

防、悪化の防止、治療）を考えることが必要に

なる。ここでは『人生後半の整形外科』につい

て総合的な視点に立つことが求められる。

　高血圧の治療が心血管イベントを減らすこと

を目標にするとき、心血管イベントの原因が高

血圧だけではないために心血管イベントの原因

となるその他の病態を包括したメタボが考えら

れた。これになぞらえれば変形性関節症の治療

が移動能力の低下による要介護状態を減らすこ

とを目的にするならば、移動能力の低下による

要介護状態の原因が変形性関節症だけではない

ために移動能力の障害による要介護状態の原因

となる運動器の他の病態を包括したロコモを考

えようということになる。

⑸ 治療戦略としてのロコモ

　ロコモへの介入法としては、１）運動器の疾

患の予防、悪化の防止、２）運動器の疾患が

あって運動器の障害をきたしている人に対する

疾病の治療（従来の整形外科治療）、３）運動

器の障害のために移動能力の低下をすでにきた

していて要介護の危険が高まっている人を要介

護状態にさせない治療、があろう。このうちの

３）は整形外科医が力を注いできたとは思え

ず、すでに可能なことでもその認識、実施が不

十分である。たとえば骨粗鬆症による骨折と脂

質代謝異常による心筋梗塞と比べてみるとこの

ことが良くわかる。

　脂質代謝異常があって動脈硬化から心筋梗塞

という重大なイベントを生じた人に対する治療

ではイベントに対してのカテーテル治療を行

い、イベントの後に運動療法、脂質代謝異常の

薬物療法を行うのは今や常識である。一方、骨

粗鬆症があって転倒から骨折という重大なイベ

ントを生じた人に対する治療では、イベントに

対する骨接合術は行うが、イベントの後に運動

療法、骨粗鬆症の薬物療法を行うのは常識だろ

うか？骨粗鬆症で一度骨折した人に二度目の骨

折を起こさせないためには、骨粗鬆症による骨

折という重大なイベントの後に運動療法、骨粗

鬆症の薬物療法を行うことを常識にすべきであ

る。運動器の障害のために移動能力の低下をす

でにきたしていて要介護の危険が高まっている

人を要介護状態にさせないための介入が今必要

である。このことはわれわれ整形外科医にしか

できないことであり、ロコモティブシンドロー

ムに取り組むことは整形外科が手術をする医師

も、しない医師も整形外科の集団として存続す

るための戦略でもある。

　治療のための運動療法として選んだのが2つ

のロコモーショントレーニング（ロコトレ）

で、バランス訓練としての開眼片脚起立、筋力

訓練としてのスクワットである。開眼片脚起立

時間は体力のうちのバランス能力測定法でもあ

り60歳の平均1分を目指して行うことを推奨し

ている。スクワットの目的は筋力訓練で加齢に

よる筋力、筋量低下すなわちサルコペニア（加

齢により筋細胞が萎縮し、その数も減少するこ

と）を防止、改善することである。サルコペニ
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アは上肢より下肢で顕著で、下肢の中でも大

腿、骨盤の大きな筋で顕著に現れる。しかも家

事など日常生活動作、通常歩行（ウォーキン

グ）では防げないため対象となる筋を鍛えられ

るスクワットを推奨している。ロコトレの特記

すべき点は運動器障害があってもそのレベルに

応じてできたことで、運動器障害がある人こそ

運動訓練が必要である。

⑹ 運動器研究の戦略としてのロコモ

　高齢者の運動器障害においては複数の運動器

の疾病が筋力低下やバランス能力の低下を通じ

て連鎖し、複数の疾病が複合して移動能力を低

下させる。ロコモの3大要因は１）運動器疾

患、２）バランス能力の低下、３）筋力の低下

であり、ロコモの要因となる運動器の３大疾患

は１）脊柱管狭窄による脊髄、馬尾、神経根の

障害、２）変形性関節症、関節炎による下肢の

関節障害、３）骨粗鬆症などによる骨脆弱性骨

折である。

　運動器疾患の予防、悪化の防止の研究は、従

来整形外科が不得意でエビデンスも少ない領域

だった。たとえば変形性膝関節症の危険因子と

してわかっているのは肥満だけである！悪化し

たら人工関節に取り換えましょうでは、人々が

サプリメントを買うのも仕方がない。超高齢社

会における運動器研究の戦略としは１）運動器

の3大疾患に集約した研究、２）未知のフロン

ティアである筋肉、サルコペニアの研究、３）

運動器の知識の構造化が重要であると考える。

知識の構造化とは専門分化によってお互いの関

係が見えなくなった専門知識のお互いの位置や

関係が俯瞰できるようにする作業である。

⑺ ロコモの広報、普及戦略としてのロコモ 

チャレンジ！推進協議会

　ロコモティブシンドロームの正しい知識と予

防啓発にむけて、日本整形外科学会は昨年、

「ロコモ チャレンジ！推進協議会」を設立し

た。これはロコモの啓発、予防が社会的な挑戦

（チャレンジ）であり、ともすると難しく、暗

い調子になってしまう高齢者の運動器の問題

を、「日本社会全体の、チャレンジ！」と位置

づけ、中高年だけの問題ではなく、社会全体の

問題として、一般化を図ろうとする試みであ

る。ロコモ チャレンジ！推進協議会について

はＨＰ（http://www.locomo-joa.jp）でその

詳細がわかる。ロコモ チャレンジ！推進協議

会では会に協力してくださる先生方をロコモサ

ポーターとして全国から募集する予定である。
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OCOA研修会報告

加齢に伴う運動器の障害とその対策

秋田大学大学院　整形外科准教授

宮　腰　尚　久

　高齢化が急速に進行しているわが国におい

て、加齢に伴うさまざまな運動器の障害に対す

る対策は急務である。本日は、主に高齢者の転

倒・骨折や脊柱変形による障害とその対策に焦

点を絞って概説する。

加齢に伴う運動器の障害

１．転倒と骨折

　高齢者の転倒と骨折は、要介護の原因の約１

割を占める。高齢者では、筋力の低下や筋疲労

の増強、バランス障害などにより転倒しやすく

なるが、さらに、骨量減少を伴うことによって

骨折しやすくなる。加齢に伴う筋力低下（サル

コペニア）には、各種の性ステロイドホルモン

や同化ホルモンの低下が関与しており、ビタミ

ンD（Dホルモン）不足も少なからず関連して

いる可能性がある。これらのホルモン動態の変

化は骨粗鬆症の発症にも関与している。

　在宅高齢者の2～3割が1年に1回以上転倒を

経験する。骨粗鬆症患者の四肢の骨折の75～
95%は転倒によって生じるが、椎体骨折は転倒

しなくとも生じることが多い。また、高齢者の

転倒の要因には、悪天候、床の段差や障害物、

不適切な履き物、眼鏡の不適合などの外的な要

因も関与する。

２．脊柱後弯変形

　骨粗鬆症による脊柱後弯変形は、円背、凹円

背、全後弯、亀背に大別され、いかなる変形が

生じても生活の質(quality of life: QOL)が低下

するが、なかでも全後弯でその低下が著しい

（図1）。また、後弯部位を胸椎部と腰椎部に

分けた場合、胸椎後弯よりも腰椎後弯が増強し

た場合のほうが、よりQOLが低下しやすい。

さらに、腰椎後弯の増強は、重心の前方移動に

伴うバランス障害を生じやすいため、転倒の危

険を増加させる。

　一方、脊柱後弯変形が生じていても、脊柱可

動性や背筋力が保たれていれば、QOLはある

程度保たれる。椎体骨折や、その結果として生

じる脊柱後弯変形は、形態の変化であるため、

不可逆的な静的因子であるが、脊柱可動性は、

背筋力と密接な関係を持つ可逆的な動的因子で

あるため、運動療法の介入による改善が期待で

きる。

7月23日　232回研修会　ANAクラウンプラザホテル

図1. 骨粗鬆症患者の脊柱変形別のQOL
Miyakoshi N, et al. Osteoporos Int 14(12): 1007-12, 2003

加齢に伴う運動器の障害に対する対策

１．運動療法－その目的と実際

　高齢者に対する運動療法の目的は、骨量の増
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加、筋力やバランス機能などの身体運動機能の

改善、腰背部痛の軽減、QOLの向上など多様

であり、筋力訓練だけでも、背筋などの特定の

筋力のみの強化を目的とするものから、負荷を

漸増させつつ全身の筋力強化を目的とするもの

まで数多く存在する。

　有酸素運動、荷重運動、筋力強化運動などの

骨量に対する有効性は、多くの介入研究のほか

に、複数のメタアナリシスにおいても明らかと

なっている。有酸素運動のなかでも、ウォーキ

ングは、誰でも手軽に行なうことができるため

普及しやすく、骨粗鬆症以外の疾患に対する効

果も認められているため、推奨できる運動であ

る。しかし、易転倒性を有する高齢者において

は、ウォーキングは転倒の機会を増やす可能性

にもつながるため、十分な注意が必要である

（表1）。また、背筋力を維持し、腰椎後弯を

予防し、脊柱の可動性（特に腰椎可動性）を維

持することは、骨粗鬆症患者のQOLを維持・

向上させ得ると考えられる。

３．薬物療法－ビタミンD製剤に対する期待

　ビタミンDの持つ骨折抑制効果は、骨量増加

よりも転倒予防によるところが大きいと考えら

れている。これまで報告されたヒトに対する研

究結果から、ビタミンDによる転倒予防効果

は、バランス能力を改善し、筋力を増強するこ

とにより発揮されると考えられている。われわ

れの研究では、ラットのステロイド誘発性ミオ

パチーモデルにおいて、活性型ビタミンD3製

剤のひとつであるアルファカルシドールは、筋

力を維持するとともに筋疲労も抑制していた。

高齢者にビタミンDを補充することは、骨粗鬆

症対策としてだけではなく、さまざまな身体運

動機能障害への対策としても期待できる。

２．手術療法－脊柱変形に対する矯正固定術

　脊柱変形が不撓性となり、柔軟性が全く失わ

れてしまった場合には、機能障害や疼痛がさら

に著しくなり、運動療法の効果も期待しにくい

ため、脊椎矯正固定術などの手術療法を考慮す

る必要がある。われわれは、変性を主体とする

腰部の3次元的な脊柱変形に対して多椎間PLIF

(posterior lumbar interbody fusion)による矯

正固定術を行っている。多椎間PLIFによる矯

正固定術を施行し、術後1年以上経過した70例

（男13例、女57例、平均年齢69.1歳）を対象

とした検討では、JOAスコアは、術前の平均

10.6点から最終観察時には平均21.6点に改善

し、前弯角は、術後に平均37.8度の矯正が得ら

れ、側弯角は平均22.0度矯正されていた。ま

た、対象者を非高齢者群（n=17）、前期高齢

者群（n=35）、後期高齢者群（n=18）に分け

た検討においても、3群間に臨床成績や矯正角

度に有意差がなかった（図2）。このように、

多椎間PLIFによる矯正固定術は、高齢者にお

いても非高齢者と同等の手術成績が得られる

が、高齢者にとっては侵襲が比較的大きい手術

であるため、患者の年齢や活動性、内科的合併

症などを十分に考慮に入れて適応を決める必要

がある。また、骨粗鬆症患者に対する脊椎手術

は、骨脆弱性に伴うインストゥルメントの緩み

や、固定隣接椎の骨折などの多くの問題を抱え

ている。

表1：転倒予防と運動療法のメタアナリシス

図2：腰部脊柱変形に対する多椎間PLIF術前後の前弯角
と側弯角の年齢群間比較（N.S.：群間に有意差なし）
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OCOA研修会報告

小児の診療とこれからの整形外科

近畿大学医学部　整形外科教授

浜　西　千　秋

はじめに

　私は小児の整形外科医のつもりであるが、外

来では何よりもまず患児を連れてきた親の心療

的治療を最優先する。子供の運動器の訴えは、

多くの場合親が増幅して、むしろ親の心理的問

題を反映して医師に伝えられることが多い。

　私が日ごろ心がけていること、気になってい

ることをいくつか概説する。

１．あぶない親

　両親も一人っ子で、祖父母とは別居があたり

まえとなり、そして近所つきあいが疎遠となっ

て、育児や子どもの育て方で悩むときに身近に

相談相手がいないのは非常に危険である。逆に

インターネットをクリックすると無用・有害な

情報があふれており、不安な両親の心をとらえ

ようとして情報が垂れ流されている。5％は真

実、95％はウソ八百の健康記事・番組・健康

本もあふれている。いろんな情報が入りすぎて

育児不安、ノイローゼになり、こうじて虐待に

なる場合も少なくない。子供自身には異常が

あってもなくても、そのようなあぶない親にな

りかけているのを外来で見極め、親も治療を必

要としているターゲットとしてとらえることが

必要である。端的にいえば親がほっとし、安心

し、心理的ゆとりが与えられれば治療は半分成

功したといえる。

２．シックス ポケット　

　親も初体験、祖父母にとっても数少ない貴重

な孫であるからどうしても過干渉状態になりや

すい。泣かせるな、我慢させたら可哀想、愛し

ているから要求は全てかなえてやりたいという

愚かな対応が少なくない。両親と両方の祖父母

６名が一人の子供を取り囲み、鵜の目鷹の目で

異常に気を配り、甘やかす。そこでは他人との

係わりを教え、自分の野放図な欲望を我慢させ

るという肝腎の教育が忘れられてしまう。親が

模範を示す事も出来ない。そうすると医師の前

で親にくってかかったり、医師との対話もすべ

て親に代弁させて、親をおろおろさせるような

子供になる。旧約聖書のソロモンの箴言に、

「教訓の懲らしめは命の道である」「むちを加

えない者はその子を憎むのである．」「子を愛

する者はつとめてこれを懲らしめる.」という

言葉がある。きちっと我慢することをしつけら

れていない子供は親や祖父母から、愛されてい

るどころか、この言葉通り、野獣にされてし

まったと言っていい。しかし家では甘やかして

子供の顔色をうかがうような親にかぎって、学

校や病院では子供のために立ち上がらねば、子

供への愛のためにと叫んで、モンスターペアレ

ントになるので二重に問題である。

３．こどもの骨折　

　小児の骨折はレントゲンではわからないこと

が多い。幼児では軟骨、骨端部はあまり写らな

いからである。そして折れても治癒機転が非常

に速いので1-2週で変形したままで骨癒合しや

すい。レントゲンで見逃してはならないのは若

7月23日　232回研修会　ANAクラウンプラザホテル

− 62 −



木骨折、隆起骨折（図１) 竹

節骨折といった、大人の骨

折にはない折れ方である。

ようするにパキッと折れな

いでしわが寄るような折れ

方をするのである。

　基本的に小児骨折はこのように治癒が速やか

で手術適応は少ない。しかし最近は、子供でも

手術をしてベット上での拘束期間を減らすべき

との考えが広まりつつあり、成人と変わらぬさ

まざまの内固定材料が使用されるようになり、

感染、創瘢痕、骨頭壊死、成長障害など様々の

問題を起こしている。これには入院期間を短縮

させたい医療側の問題だけではなく、かつての

ように保存的治療があたりまえで少々ずれても

自家矯正するといった説明に耐えられない、矯

正を待てないで、直ちに手術で完全整復を求め

る親や周囲の思惑も大きい。もちろん医師に

とっても親への長々とした保存的治療の説明や

経過観察よりも手術のための説明の方がはるか

に簡単である。

６．虐待による骨折

　もともと骨折などありえない乳児の場合はも

ちろん、小児・幼児骨折で目撃者がいない、受

傷原因が曖昧、受診までTime lagがある、関節

をねじられて発生するらせん骨折や、骨幹端骨

折などがそろうと虐待を考えなければならな

い。バットで殴れば両大腿の横骨折も発生す

る。このような場合、多発性の陳旧性(肋骨)骨

折の跡や全身の発育障害なども見られる可能性

がある。

　よほど骨皮質を反対側と比較しながら注意深

くたどらないと骨折であるとは分からない。ま

た、急性塑性変形といって折れないで曲がるだ

けというのもある。図２は受傷後数カ月経過し

ているが、受傷時はおそらく橈骨遠位端の骨折

にだけ注目し、尺骨の急性塑性変形による曲が

りを気にしなかったのであろう。のちに尺骨の

弯曲のせいで肘の部分で橈骨頭の脱臼を生じ難

治となったものである。

４．骨端線損傷(骨端軟骨板離開) 

　小児の骨折で最も特徴的なのは長管骨の端に

ある骨端軟骨板の離開を起こしやすいことであ

る。特に骨端部に骨化核が生じていない場合は

レントゲンでは見落としやすい。また骨幹端の

部分骨折を伴うタイプが多い。この場合きちっ

と整復されれば成長抑制は起こさないことが多

いが、骨端軟骨板を骨折線が貫通したり、軟骨

板が圧座されたような場合は、骨橋を生じて癒

合し、骨端軟骨板が成長能力を失うので関節が

進行性に変形したり骨が短縮したりする。この

予後を親に知らせておかないと後日問題にな

る。

５．自家矯正の大きな可能性と手術適応

　小児の骨は骨膜が厚く、血流が豊富で骨折治

癒がすみやかであるだけではなく、折れた骨は

骨癒合後も成長が刺激され続け、また変形の矯

正能力も大きい。図3は新生児の上腕骨骨折で

56度の変形があるがこのまま癒合させ、右の

写真のように6ヶ月後には完全に矯正されてい

る。

図1.

図2.

図3.
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７．乳児非対称性変形（子宮内圧迫症候群、TACS） 

　図４の3人の新生児の特徴がおわかりだろう

か。このままあおむけで保育していると保健所

の1カ月検診で指摘され両親・祖父母が驚いて

連れてくる。心配の内容であるが、保健婦や小

児科医からの照会は左太もものしわが多く、左

股関節の開きが悪いので脱臼ではないか、右し

か向かないので左の筋性斜頚ではないか、足を

そろえると左脚が短い、脚の長さが違うのでは

ないかといった内容である。そしてまさしく左

の股関節脱臼や筋性斜頸が既に発生している、

あるいは発生してくる可能性のある準備状態で

ある。うつぶせ保育が一般的な欧米ではこのよ

うな変形から脱臼や筋性斜頸に至る例は少な

い。腹臥位での新生児匍匐運動の中で自然に治

癒するからである。日本特有のあおむけ保育に

より後天的に発生する脱臼や、自然治癒するは

ずもない筋性斜頸が生後数カ月で紹介されてく

る。この3児のような右向きの非対称姿勢は妊

娠後期に母体の脊柱が児の左側に存在して児を

圧迫し、左の股関節の内転と顔面の右向きがす

でに胎内で強制されていたために生じる。こう

いった乳児非対称性変形はmolded babyと呼

ばれてきたが、筆者は子宮内圧迫症候群1

（TACS）と名付けた。妊娠後期に第一胎向で

固定状態であり、子宮や腹壁の固い第一子や女

児に多く1000生産児あたり6名程度発生して

いる。

８．うつぶせ保育

　うつぶせ保育を勧めると日本ではぎょっとさ

れるが、仰向け保育がいかに動物としての本能

に反して異常かをまず親に説明せねばならな

い。あおむけでは新生児匍匐ができないから赤

ちゃんにとって外敵から逃げられないという不

安で眠りが浅くなる。まさしく動物の本能であ

る。うつぶせのほうが安心できて眠りが深いの

で必然的にＳIDSの頻度がやや多くなるのは当

然である。 ＳIDSの危険率はうつぶせ寝 3倍、

人工栄養哺育 4.8倍、保護者などの習慣的喫煙

が4.7倍であるが、欧米でミルクやたばこへの

警鐘ではなく、まずあおむけ保育が勧められて

いるのは業界と学会の癒着を考えれば当然であ

ろう。そうなるとかつて日本で多発した股関節

脱臼や斜頸が欧米で多発することになり、既に

その徴候は顕れている。

９．股関節脱臼

　上述した子宮内圧迫症候群から片側性に先天

的あるいは後天的に脱臼が発生するが、その場

合、股関節を屈曲位そして外転位で自由に動か

すことができるように調整できるリーメン

ビューゲルを装着する。適応は生後２−３カ月

位からである。そして自然整復を待つ。１−２

週で整復されることが多い。しかし股関節を外

転位に保つような注意・指導を怠ると内転屈曲

位となり、骨頭を後方に押し出し逆に脱臼を難

治にすることがある。新生児期から脱臼が見つ

かった場合は、まずうつぶせ保育を指導する。

図4.
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10．筋性斜頸

　図４の３児のように子宮内で右向き癖を強制

されていると左の胸鎖乳突筋が拘縮状態になっ

ている。それが分娩時の産道内回旋で強制的に

児頭が左に向くときに断裂・損傷する。生後、

損傷をうけた胸鎖乳突筋は修復されるが、その

過程で生後１-２週頃に肉芽組織が盛り上がっ

て腫瘤として首に触れるようになる。これが筋

性斜頸である。生後３週位であれば診察時に左

方向への頭の回旋角度を確かめている時に、肉

芽組織は簡単に断裂して斜頸は治る。生後一カ

月を過ぎると瘢痕組織はやや硬くなるが、母親

が肩を押さえて父親が左に回旋させるストレッ

チングで簡単に瘢痕は延ばされ、あるいは断裂

する。これで腹這いにおいておけば治癒する。

また自然治癒率85％といって何もしない医者

がいるが、放置されたら親はたまらない。顔面

の変形を見ながら疑心暗鬼になり、整体や矯正

枕やマッサージなどあやしげな医業類似行為所

に走らせることになる。せめてうつぶせ保育を

勧めるだけでも自然治癒率は上昇するし、さら

に回旋や側屈ストレッチングを両親に指導し

て、治療に参加させることも重要である。これ

は両親にとっても非常にうれしいことであり、

冒頭で述べたように、両親を心療的に治療する

ことにもなる。

11．歩き方がおかしい

　図5は兄弟である。向かって左が弟で、歩き

始めたころに見られるO脚を呈しており小児の

外来で受診が多い。右の兄は３－４歳でみられ

るＸ脚を呈しており、さらに受診が多い。両方

とも正常であるから親から本当に大丈夫ですか

と迫られてもうろたえないようにしてほしい。

胎児は正常子宮の中ではあぐら肢位でおりたた

まれており、生後、股関節は外旋優位で下腿は

内捻しており、歩き始めると膝は外を向き、O

脚となる。その後立位の完成に伴いO脚は矯正

される。そして3-4歳ころには大腿骨頚部の過

前捻状態を打ち消して安定支持を得るために、

大腿は内旋する。その時、兄のように膝が内を

図5.

12．成長痛

　成長痛は夜間に下肢痛、膝周辺の疼痛を激し

く訴えるが朝になるとけろっとしているという

状態を総称している。骨の成長は夜間に多く獲

得されることと関連しているのかもしれない。

生理的な下肢回旋の過剰や不足、多くは前項の

生理的X脚で見られたような股関節内旋優位

（過前捻）を呈する。筋肉と骨膜, 骨膜と骨の

成長のアンバランス、関節包の緊張痛, 筋緊張-

筋肉痛, 筋膜痛,  靭帯付着部痛などを反映して

いると考えられる。成長痛は母子関係を反映し

た心理的素因もありうるので治療というものは

子供だけに向かうのではなく、母子の心理的動

揺をともに治療する観点が必要である。母親が

平和な気持で子供の不安感を静めるように声を

かけながらさすってやったり、温めてやったり

すればよい。それ以上の動揺は互いに無用であ

る。もし朝になっても疼痛を訴え、歩容異常が

続くようであれば脊椎疾患, 腫瘍性疾患, 股関節

疾患, 膝疾患等の精査が必要となる。筆者の経

験では腹腔の神経芽細胞腫や白血病が隠れてい

たこともある。

向き、みかけのX-脚が強調され、通常、内ま

た歩行となる。うつぶせにして股関節可動域を

診ると圧倒的に内旋優位である。是非確認して

ほしい。それが５－７歳位で大腿骨頚部前捻は

正常化し、内外旋角が等しくなり膝が正面を向

きY脚となる。
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13．医業類似行為、代替医療

　日本には医療ではない独特の療術の世界があ

る。医業類似行為というが、それには公的資格

である柔道整復師、鍼師、灸師、あんまマッ

サージ指圧師と、まったく無資格の整体、カイ

ロプラクティークなどほとんど無数にある。接

骨院を開業できる柔道整復師に至ってはこの

10年間で専門学校卒業生が7倍7000人にまで

増え、毎年5,000人以上に国家資格が与えられ

ている。そして75年前に定年警察官に極めて

例外的に付与された受領委任払制度がいまだに

悪の温床として生き続け、柔道整復師による慰

安行為に対して、貴重な医療費から3300億円

もが不正に支出されており、しかも毎年400億

円ずつ増えているのである。表１は高齢者を

ターゲットにした支出額で大阪府は全体の2割

に達するが、通常の保険でも大阪府は突出して

不正額が多いことは御存知であろう。またホー

ムページを開くと子供をターゲットにした療術

のページも氾濫している。療術、整体・カイロ

にうっかり行くと必ずねじれているとか、ずれ

ているとか、曲がっているとかとんでもない話

を吹きこまれ、それが療術でよくなったと言わ

れて感激したりする。テレビでよく見るような

骨盤矯正や脊椎矯正と称する暴力で、四肢麻痺

が生じることも少なくない。大人自身がいくら

ひどい目にあっても、たとえ生命を縮めてもそ

れは、そのようなところを受診した本人の責任

で自業自得といえる。しかし善悪を判断できな

い子供を医業類似行為に連れてゆけば、それに

よって引き起こされた傷害問題はまぎれもなく

大人の責任である。医業類似行為は診断できな

いし、診断してはいけない職種である。そうい

う職種に外傷であれ、疼痛であれ、自分の命を

預ける、子供を預ける愚かさに気づかせてやっ

てほしいものである。

表１. 後期高齢者医療制度 平成21年度柔道整復支払い状況

全 国

東 京

愛 知

大 阪

兵 庫

福 岡

6,869,715

822,806

397,376

1,031,576 (15%)

359,378

260,653

91,752,817（単位千）

13,390,492 (14.6%)

4,785,167

17,695,504 (19%)

4,103,751

3,381,516

鍼灸はさらに突出　全国請求額138億円中42億円（30.2%）

1. Chiaki Hamanishi, Seisuke Tanaka. 

Turned head-adducted hip-truncal 

curvature syndrome. Arc Dis Child；

70:515-9, 1994
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OCOA研修会報告

膝関節内骨挫傷の診断と治療

“膝特発性骨壊死は本当に骨壊死なのか？

関西医科大学付属枚方病院　整形外科　病院講師　　大　野　博　史

　膝関節の骨壊死には特発性骨壊死と2次性骨

壊死の二つの病態が存在するといわれている。

膝特発性骨壊死は一般に、高齢の女性が軽微な

外傷や運動後に突然発症し、非常に強い疼痛を

伴う。また大腿骨内顆荷重面に多く発症すると

いうことで認識されている。2次性骨壊死は30

代半ばに多く、両膝顆部に複数発症し他関節に

も発症する。ステロイドの長期使用やアルコー

ル多飲、SLE等の基礎疾患を持つ。そのうち膝

特発性骨壊死の病態は近年壊死ではなく脆弱性

骨折の結果であるという考えが有力となりつつ

ある。1968年Ahlbackは高齢女性の片側の大

腿骨内顆荷重面に強い疼痛とともに発症する疾

患をレントゲンと骨シンチで診断し、一部の患

者に行った生検より壊死組織を認め、以来この

疾患を膝特発性骨壊死と命名した。本邦では

1975年腰野が大腿骨顆部特発性骨壊死を4つ

のStageに分類した。1978年Subashらは特発

性骨壊死の診断のもとにTKAを行った症例よ

り採取した標本を病理学的に検討し、やはり骨

壊死であると結論づけた。しかし、2000年山

本は特徴的な臨床症状を持つこの疾患の病態に

疑問を持ち、特発性骨壊死の診断でTKAを

行った症例の病理標本を再検討したところ、軟

骨下の骨折像であり典型的な骨壊死像は認めな

かったと述べている。つまり特発性骨壊死は虚

血による骨壊死ではなく軟骨下の脆弱性骨折に

よるものであろうと推察している。その後もこ

れを支持するいくつかの報告がされ、現在では

膝特発性骨壊死の病態は骨粗鬆症のような骨脆

弱性がベースにあり軽微な外傷やその繰り返し

により引き起こした脆弱性骨折である可能性が

高いとの考えが有力になりつつある。最近の研

究によると膝特発性骨壊死の発症要因として骨

粗鬆症による骨脆弱性の存在と半月板損傷によ

る半月板機能不全が重要視されている。真柴ら

は関節面に陥没を伴う膝特発性骨壊死症例29

例の骨密度および骨代謝マーカーを調査したと

ころ88％の女性が骨粗鬆症の診断基準を満た

していたと述べている。また、千頭らは関節面

に陥没を伴う膝特発性骨壊死症例43例を調査

したところ全例で内側半月板に断裂や摩耗を認

め、また全例で半月板が脛骨関節面から逸脱し

ていたと述べている。つまり荷重分散機構であ

る半月板のHoop構造が破綻し、有効に荷重を

分散できず、大腿骨内顆荷重面への応力が集中

した結果、膝特発性骨壊死を引き起こしたので

はないかと考察している。

　以上の結果より膝特発性骨壊死は半月板機能

不全や骨脆弱性また下肢筋力低下による膝関節

内側荷重が患者の内的要因として存在し、軽微

な外傷や繰り返す運動が外的要因として加わ

り、大腿骨内顆荷重部に脆弱性骨折を引き起こ

した結果であると考えられる。したがってこの

点から考えると、骨壊死というのは適切な言葉

ではなく骨脆弱性骨折と診断する方が正しいと

思われる。

　我々はたとえ脆弱性骨折であっても早期に診

断し適切な治療を行えば治癒する可能性がある

のではないかと考えた。そこで膝特発性骨壊死
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に特徴的な症状や臨床像を持ち、レントゲン画

像ではOA変化は無いかあっても軽度で、MRI

上いわゆる骨挫傷（T1でLow、脂肪抑制のT2

でHigh）を認める患者48名に対して膝関節内

骨挫傷と診断し、足底板等を用いた保存的加療

を行った。膝関節内骨挫傷と診断した患者の年

齢は40代の1名をのぞいて全例50歳以降で60

代と70代が多かった。骨挫傷の存在した部位

は大腿骨内顆荷重面に39例（81％）、脛骨側

に17例（35％）に認めPFや後顆部にも若干認

めた。骨挫傷が大腿骨荷重面や後顆そして脛骨

に存在する場合には外側楔状足底板を使用し、

PFや後顆に存在する場合にはしゃがみ込み動

作や和式生活を控えるよう指導した。発症時の

イベント（受傷機転）は捻挫やつまずきといっ

た明らかな外傷のあったものは16名（33％）

で、明らかな外傷はないが運動後、介護後等に

発症したものや半月板切除の既往のあるものは

16名（33％）であった。原因不明のものも16

名（33％）いた。症状発症から足底板などの

保存的治療開始までにかかった期間は、１週間

以内から３年以上とばらつきはあるが半数は

３ヶ月以内に治療開始していた。また治療開始

までに11ヶ月以上要した8名（17％）は全例

壊死様変化を認め、TKA、UKA、HTOの手

術的加療を要した。48例（77％）は近医から

の紹介であり、紹介時の診断名はほとんどが変

形性膝関節症や半月板損傷

であった。半数以上の患者

は治療開始後２ヶ月以内に

症状は自制内（VASが10

か2以下に改善）になった

が、3～6ヶ月かかる症例

も11例認めた。保存的治

療の結果レントゲン変化の

有無にかかわらず疼痛が自

制内になったのは37名

（77％）で11名（23％）はTKA、UKA、

HTOの手術を要した。近年、膝特発性骨壊死

に対しビスフォスフォネート製剤を使用した場

合、疼痛の改善が早くなるとの報告があるが、

我々も当初より膝関節内骨挫傷の患者に無作為

にビスフォスフォネート製剤を使用した。ビス

フォスフォネート製剤使用群と非使用群間で疼

痛の改善するスピードに有意差は認めなかった

が、ビスフォスフォネート製剤を使用した群の

方が疼痛の改善が早い傾向にあった。

　今回の膝関節内骨挫傷48症例中46例

（96％）に半月板の断裂や強い変性を認め半

月板の機能不全が存在することが示唆された。

つまりこれらの半月板機能不全が存在すると思

われる患者は適切な診断/治療を受けないと、

軽微な外傷後などに膝関節内骨挫傷を経て変形

性膝関節症に移行していくのかもしれないし、

またたとえ膝関節内骨挫傷の時点で早期に診断、

治療できても、我々は単に変形性膝関節症に移

行していく途中経過を見ているだけなのかもし

れない。しかし、多くの膝関節内骨挫傷患者は

原因不明のまま、有効でないヒアルロン酸の関

節内注射を漫然と受け、強い疼痛を長期にわ

たって感じ苦しんでいると思われる。こういっ

た患者さんの病態を理解し、早期に診断して足

底板などの簡易な治療で疼痛を回避できるなら、

患者にとって大変有益になると考えている。

（いわゆる膝特発性骨壊死レントゲン像） （膝関節内骨挫傷MRI T1強調像）
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OCOA研修会報告

日常診療における骨粗鬆症の治療法の検証

山口コ・メディカル学園（山口大学整形外科）校長

石　田　洋一郎

　骨粗鬆症の予防・治療の変遷をみると、新し

い薬剤の開発に伴い、薬物治療による骨粗鬆症

の骨折防止効果には格段の進歩があり、今や骨

粗鬆症は早期に診断し、適切な予防・治療を行

うことにより骨折防止が可能な疾患となった。

最近、ミノドロネート、PTH（テリパラチ

ド）、エルデカルシトールが発売され、完全ヒ

ト型抗RANKL抗体・カテプシンK阻害剤・イ

バンドロネートなど新薬も開発中であり、今後

ますます臨床使用できる薬剤の種類が増え、薬

剤選択の幅は広がっていくと考えられる。こう

した状況の下、使用する薬剤の選択基準は非常

に重要な問題である。本来、各薬剤はそれぞれ

作用機序が異なり、また、患者個々の病態・年

齢・骨粗鬆症の重症度などはそれぞれ異なるの

で、薬剤ごとの特徴を熟知し、それぞれの患者

に応じて薬剤を選択するテーラーメイドの処方

が行われるのが望ましい。しかしながら、現時

点では、年齢、閉経後年数、骨代謝回転、骨粗

鬆症の重症度などの違いによる薬剤の使い分け

については、理論上考えられた方法はいくつか

提唱されているものの、それを実践し、他の薬

剤投与法よりも優越性が検証されたとする臨床

試験はない。つまり、各骨粗鬆症治療薬の骨折

予防効果の強さの序列が、年齢、閉経後年数、

骨代謝回転、骨粗鬆症の重症度などの違いに

よって入れ替わることは検証されていない。

　骨粗鬆症治療薬の評価は、臨床試験のエビデ

ンスの基準に基づいて行われ、そのレベルは、

Ⅰ:システマティックレビュー/メタアナリシ

ス；Ⅱ:1つ以上のランダム化比較試験による、

などと分類され、治療効果を知る上で大きな指

標となるが、臨床試験は骨折予防効果をエンド

ポイントとした場合、母集団の規模により、検

出できる骨折部位（椎体骨折・非椎体骨折・大

腿骨近位部骨折）がかなり限定されるため、臨

床試験での骨折予防効果のエビデンスがないか

らといって、必ずしも効果がないとは言えない

点には留意してデーターを読むことが大切であ

る。例えば、母集団が数百人単位の中規模の臨

床試験では、椎体骨折の骨折予防効果は検出で

きても、非椎体骨折や大腿骨近位部骨折の骨折

予防効果の検出は困難で、それを行うためには

数千人単位の母集団の規模が必要である。

　また、最近報告されてきた、ビスフォスフォ

ネート関連顎骨壊死、ビスフォスフォネート関

連非定型大腿骨折については、その根拠となる

多くのデーターは記述研究（症例報告やケー

ス・シリーズ）でありエビデンスのレベルが低

いことや、ビスフォスフォネートの服用歴のな

いケースにも、同様の顎骨壊死や非定型大腿骨

折が同様の頻度で起こっていることを念頭に置

かなくてはならない。また、薬物選択において

は、常に「リスク」と「ベネフィット」のバラ

ンスを考慮する必要がある。つまり、1,000人

の骨粗鬆症患者に10年間ビスフォスフォネー

ト系薬剤を使用した場合、1年間で非定型大腿

骨骨折が0.23例、顎骨壊死が0.007例発生する

ことが考えられるが、大腿骨近位部骨折が40

例防止、臨床椎体骨折95例が防止、形態学的
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椎体骨折240例が防止できるのである。

　このように、現在は多くの骨粗鬆症治療薬が

臨床使用可能となり、多くの科学的・臨床的な

データーもそろっているため、臨床医にとって

は常に最新の情報を取得しなくてはならないこ

とは勿論であるが、情報は決して鵜のみにする

のではなく、各自で再分析し、そのエビデンス

のレベル、各臨床試験で異なる規模・患者背景

を標準化し、再評価することも求められてい

る。
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OCOA研修会報告

橈骨遠位端骨折の治療 －診療ガイドライン発刊に向けて－

奈良県立医科大学　整形外科准教授

面　川　庄　平

はじめに

　日本整形外科学会から過去に出版された13

編のガイドラインに加えて、今年中に橈骨遠位

端骨折の診療ガイドラインが出版される予定で

ある。本講演では本ガイドラインの概要につい

て解説する。

前文

（ガイドラインの作成方法）

　橈骨遠位端骨折診療ガイドラインは日本整形

外科学会の事業の1つであるが、実際の委員選

出や策定作業は日本手外科学会が行うことと

なった。過去20年(1988年～2008年6月23日)

の橈骨遠位端骨折に関する文献を抽出した。

日本の文献は医学中央雑誌webから1,465編、

海 外 文 献 は M E D L I N E か ら 1 , 6 8 1 編 、

Cochranereviewから263編で、計3,409編

であった。各クエスチョンごとにkey wordを

ピックアップして文献を絞り込み、最終的に

1,465編の文献の採用を決定し構造化抄録を作

成することとした。文献の査読と構造化抄録の

作成は193名の日本手外科学会代議員に依頼し

た。作成された構造化抄録をもとに、各項目の

担当委員が文献内容を批判的に吟味し、作業中

に新たに報告され重要と思われる文献（2009

年 1 0 月 3 1 日 ま で ） 2 7 0 編 を 追 加 し た 。

（エビデンスレベルと推奨Grade）（表１、２）

　エビデンスレベルの評価法は、扱う疾患の類

似性から、大腿骨頸部/転子部骨折診療ガイド

ラインで使用されているものを参考にした。文

献の妥当性を先入観や偏見を排除して客観的に

評価するために、治療・一般、予後、診断に分

類し、各々を研究デザインから階層化した。推

奨程度の決定は文献のエビデンスレベルとその

数から判定した。質の高いエビデンスとはエビ

デンスレベルIのもの、中等度のエビデンスと

はエビデンスレベルIIのもの、低いエビデンス

とはエビデンスレベルIII、IVのものと定義し

たが、注意事項として、本ガイドラインでは不

安定型橈骨遠位端骨折に関する記載がある。不

安定型骨折とは臨床的に許容できる変形を保存

的治療では保持できない骨折であるが、不安定

型橈骨遠位端骨折の定義や保存的治療の限界と

なる数値については研究者によって異なってい

るため、ここでは国内でよく用いられてきた

佐々木の定義、国外でよく用いられてきた

Cooneyの定義を紹介した。
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I-1

I-2

II-1

II-2

II-3

III-1

III-2

III-3

III-4

IV

V

質の高いRCTで，統計学的な有意性に関係

なく，信頼区間が狭いもの

RCTのSystematic Reviewおよびこれに

準ずるもの

Ⅰ-１以外のRCT

よくデザインされた前向き比較試験また

は症例数の多いコホート研究

前向き試験のSystematic Reviewおよび

これに準ずるもの

デザインの不十分な前向き比較試験また

は症例数の少ないコホート研究

case-control study

後ろ向きの比較研究

後ろ向き研究を含めたSystematic Review

およびこれに準ずるもの

case series

Expert opinion

治療・一般

表1. エビデンスレベル
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橈骨遠位端骨折の疫学

　我が国における橈骨遠位端骨折に関する疫学

調査は国全体では行われておらず、市や地方単

位での報告しかない。萩野らは鳥取県における

橈骨遠位端骨折の発生率について年齢階級別に

詳細に調査している。それによると、男性の発

生率は加齢に伴う増加がみられず、年間人口

10万人あたり100～130人程度である。これに

対して、女性では発生率が50歳代後半から高

くなり、60～70歳代で年間人口10万人あたり

300～400人におよぶ。しかし、80歳以降には

発生率上昇はみられず、逆に85歳では調査年

によっては低下傾向もみられる。

診断

　診断について８つのclinical questionを設定

した。推奨できる骨折型分類はあるか？との問

いに対しては、特に１つだけ推奨できる骨折型

分類はないが、国内外でAO分類が約70%で最

も多く用いられている（図１）。

　そのほか、関節内骨折の診断にCTは有効

か？との問いに対しては、推奨レベルはGrade 

Aの有効であり推奨する。特に、CT検査は関

節内骨折に対する診断や治療方法の選択に有効

であり、再現性に優れているという報告が多

い。関節内骨折の関節内転位が単純レントゲン

では過小評価されるという報告もあるため、注

意が必要である。

P-I

P-II

P-III

P-IV

P-V

C-Ia

C-Ib

C-II

C-III

質の高い＊前向きコホート研究の

systematic review

コホート研究

case-control study

case series，case report

系統的な批判的吟味を受けていない，また

は生理学や基礎実験，原理に基づく専門家

の意見

分析的横断研究のmeta-analysisまたは

systematic review

十分な数の分析的横断研究

分析的横断研究

記述的横断研究

行うよう強く推奨する

強い根拠に基づいてい

る

行うよう推奨する

中等度の根拠に基づい

ている

行うことを考慮しても

よい

弱い根拠に基づいてい

る

行わないことを推奨す

る

行わないことを強く推

奨する

委員会の診断基準を満

たすエビデンスがない

あるいは複数のエビデ

ンスがあるが結論が一

致しない

A 

B

C

D1

D2

I

臨床的に重要なアウトカムが検討

されており，高いレベルのエビデ

ンスがある

臨床的に重要なアウトカムが検討

されており，中等度または複数の

低いレベルのエビデンスがある

臨床的に重要なアウトカムが検討

されており，高いレベルまたは中

等度のエビデンスがあるが，結果

に異質性がある

臨床的に重要なアウトカムが検討

されているが，低いレベルのエビ

デンスしかない

臨床的に重要なアウトカムが検討

されており，中等度または低いレ

ベルのエビデンスがある

臨床的に重要なアウトカムが検討

されており，高いレベルのエビデ

ンスがある

予　後

診　断

表2. 推奨Grade

図1.

Grade 内　容 内容補足

治療

　治療について32のclinical questionが設定さ

れている。本講演では、治療各論は省略して、

治療総論、保存的治療について言及する。
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（治療総論）

　関節外骨折と関節内骨折とでは病態、治療成

績が大きく異なることからこれらを分けて言及

する。また高齢者はベースに骨粗鬆症があるこ

と、活動性が低いため変形が残存しても症状が

出にくいことから高齢者と青壮年者と分けて議

論する。

　以下にclinical question１、２について、そ

れぞれの推奨グレードと解説を示す。

CQ１　手術的治療は保存的治療より有効か？

1．関節外骨折

【推奨】

Grade B　青壮年者の不安定型関節外骨折に

対して手術的治療は保存的治療より有効で

ある。

Grade C　高齢者に対する手術的治療は必ず

しも保存的治療より有効ではないが、活動

性が高い患者には手術を考慮してもよい。

【解説】

　青壮年者の不安定型骨折で高度な変形が残存

すると臨床症状が残る可能性が高いため手術的

治療が推奨される。しかし高齢者における報告

では変形が残存しても患者の主観的評価は良好

であるとされ、高齢者の不安定型骨折に対する

掌側ロッキングプレートと保存的治療と比較し

た最近の報告においても臨床成績に有意差がな

かったことから、高齢者に対する手術的治療は

保存的治療より有効であるとはいえない。ただ

し年齢のみで判断するのではなく、高齢者でも

活動性が高ければ変形が残存した時に青壮年者

と同じように機能障害が起こる確率は高くなる

ため手術を考慮してもよい。

2．関節内骨折

【推奨】

Grade B　転位のある関節内骨折に対して手

術的治療は保存的治療より有効である。

【解説】

　年齢にかかわらず関節内に2mm以上の

step-offがある場合は変形性関節症を惹起し臨

床症状が悪化する可能性が高いため手術的治療

が推奨される。ただし近年、関節内骨折の整復

が不十分であっても長期間で有症的な変形性関

節症を生じるとは限らないことも示唆されてき

ており、さらなる研究が必要である。

CQ２　徒手整復後の残存変形の許容範囲は？

1．関節外骨折

【推奨】

Grade B　青壮年者では徒手整復・ギプス後

のdorsal tilt 10°未満かつ尺骨プラス変異

（ulnar plus variance）2mm以下（健側

差）であればほぼ許容される。

Grade C　高齢者では許容される値はより大

きくなるが、活動性が高い高齢者であれば

青壮年者と同様に考えてもよい。

【解説】

　青壮年者の不安定型骨折で高度な変形が残存

すると臨床症状が残る可能性が高いため手術的

治療が推奨される。しかし高齢者における報告

では変形が残存しても患者の主観的評価は良好

であるとされ、高齢者の不安定型骨折に対する

掌側ロッキングプレートと保存的治療と比較し

た最近の報告においても臨床成績に有意差がな

かったことから、高齢者では上記の値以上の転

位があっても許容される。ただし年齢のみで判

断するのではなく、高齢者でも活動性が高けれ

ば変形が残存した時に青壮年者と同じように機

能障害が起こる確率は高くなるため手術を考慮

してもよい。

2．関節内骨折

【推奨】

Grade B　青壮年者ではX線上step-offまた

はgapが1mm以下の関節内骨折はほぼ許

容される。

Grade I　高齢者では許容される関節内骨折

の転位程度の結論はでていない。

【解説】

　一般的にX線上関節内に2mm以上のstep-off

がある場合は変形性関節症を惹起し臨床症状を

残す可能性が高いため手術的治療を推奨する。

しかし近年、関節内骨折の整復が不十分であっ
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ても、長期間で有症的な変形性関節症を生じる

とは限らないことも示唆されている。特に高齢

者では症状がさらに出にくい可能性が高く限界

となる転位程度の結論はでていない。

（保存的治療）

　保存的治療では５つのclinical questionが設

定されている。その中で以下の3つの質問に対

する推奨グレードと解説を示す。

CQ６　徒手整復に麻酔は有効か？

【推奨】

Grade C　徒手整復における麻酔の有無で整復

度に差は生じない。しかし、患者の苦痛を軽

減するために行うことが望ましい。

【解説】

　検索された論文は麻酔方法としての局所静脈

内麻酔および血腫内局所麻酔剤浸潤麻酔の有用

性を述べている低いレベルのエビデンスおよび

両者の比較検討のみであった。麻酔薬としては

局所静脈内麻酔・血腫内局所麻酔剤浸潤麻酔の

いずれもLidocaineを使用している報告のみで

あり、麻酔法・麻酔薬の種類や量の比較検討も

充分になされていない。今後さらなる検討が望

まれる。

CQ７　外固定の範囲とその期間は？

【推奨】

Grade I　保存的治療における外固定の範囲

および期間についての根拠はない。

【解説】

　橈骨遠位端骨折における外固定は必要である

が、その範囲や期間についてのエビデンスはほ

とんどない。

　橈骨遠位端骨折に外固定による保存的治療を

施行する場合、安定型か不安定型かによっても

異なるが概ね4～6週の外固定を行うとされて

いる。しかし、外固定の期間についてのエビデ

ンスの高い論文はない。また、固定範囲を上腕

からにするか前腕のみにとどめるか、前腕の回

内外についてもエビデンスの高い論文はなく、

いずれも今後の検討課題であると思われる。

CQ８　外固定時の手関節と前腕の肢位は？

【推奨】

Grade D2　強い掌尺屈位（いわゆるCotton

-Loder肢位）は避けるべきである。

【解説】

　橈骨遠位端骨折、特に背屈転位型（いわゆる

Colles骨折）の場合、徒手整復後の外固定の肢

位は軽度掌屈位から中間位とされているが、過

去10年間で固定肢位について比較検討した論

文はない。Cotton-Loder肢位（手関節最大掌

屈・尺屈位、前腕回内位）は整復位を保持しや

すいと思われるが、手指自動屈曲が制限される

だけでなく、手指浮腫の増強・手関節拘縮・

複合性局所疼痛症候群（Complex Regional 

Pain Syndrome；CRPS）などが起こりやす

い。したがって、Cotton-Loder肢位での外

固定は行うべきではない。また、1990年の

G u p t a に よ る 背 屈 位 ギ プ ス 固 定 の

retrospectiveな追試が散見されるが、この方

法は技術的に簡単ではなく、また広く普及して

いるとは決して言えない。したがって、手技に

精通した医師による背屈位固定の良好な成績は

報告されているものの、不適切な背屈位固定は

再転位を助長する可能性があり注意を要する。

　外固定時の前腕の肢位については前述のよう

にエビデンスの高い論文はなく、今後の検討課

題であると考えられる。

リハビリテーション

　リハビリテーションでは3つの質問が設定さ

れた。以下に質問のみを示す。

CQ 1　外固定期間中のリハビリテーションは

有効か？

CQ 2　外固定除去後のリハビリテーションは

有効か？

CQ 3　手関節可動域と握力の回復にどれくら

いかかるか？

− 74 −



機能評価、予後

　機能評価、予後では4つの質問が設定されて

いる。以下に各質問とCQ2の解説を示す。

CQ 1　汎用されている評価法は？

CQ 2　妥当性の検証されている評価法は？

【解説】

　従来、橈骨遠位端骨折の治療成績は医療者側

から評価されてきた。治療成績の指標となる各

種スコアが存在するが、これらは主に疼痛や脱

力などの主観的評価、握力や可動域などの客観

的評価、復職状況などの社会的評価やレントゲ

ン評価を含む。1990年代から患者の視点に立

脚した新しい尺度として、生活の質を評価する

さまざまな評価法が開発されてきた。これらす

べての患者立脚型評価法は、その妥当性や信頼

性に関して科学的に検証されている。すなわ

ち、各々の評価法が開発される段階で、計量心

理学的な統計手法に基づいて妥当性検証がなさ

れたのちに公表されてきた。

　橈骨遠位端骨折を生じた患者を評価するため

の尺度として、妥当性の検証されている評価法

は、Disability of Arm Shoulder and Hand

（DASH）、Patient Rated Wrist Evaluation

（PRWE）、ミシガン手の質問表（MHQ）、

Patient Evaluation Measure（PEM）、MOS 

36-item Short Form Health Survey（SF-36）

など患者立脚型評価である。これらの評価法は

信頼性や反応性についても検証されており、治

療の有効性や異なる治療法を比較するために有

用な評価法といえる。

　一方、斎藤の評価、Gartland and Werleyの

評価、Mayo Wrist Score（Cooneyの評価法）

などに代表される医療者側評価の妥当性は検証

されていない。医療者側評価は、日常生活にお

ける患者の能力低下（Disability）のみなら

ず、生物学的なレベルでの障害をさす機能障害

（Impairment）を評価している。橈骨遠位端

骨折に対する医療者側評価は、手関節機能の客

観的所見（握力、可動域）や形態的評価（レン

トゲン評価）、合併症の評価を含んでいる。今

後の課題として、医療者側評価の妥当性と信頼

性の検証、特に手関節機能の予後を予測するた

めの妥当性検証が望まれる。

CQ 3　変形治癒は機能的予後に影響するか？

CQ 4　骨折の不安定性（再転位）を予測する

　　　 患者因子、骨折因子は何か？

まとめ

　本ガイドラインは、実際の臨床の場で橈骨遠

位端骨折の診断・治療に携わる医師が、適切な

判断や決断を下せるよう支援することを目的と

して作成された。特に治療に関するQ&Aは初

期治療に携わる多くの整形外科医の視点も考慮

した。

　推奨度の決定にあたっては、evidence-

basedを目指したが、十分に回答の根拠とな

りうる高いレベルのエビデンスが得られず、

expert opinionとしたものも少なくはなかっ

た。

　また、本診療ガイドラインは、医師と患者が

日常の橈骨遠位端骨折の診療にあたって方向性

を見出すための指針となるものであり、患者

個々の状況に応じて臨機応変に対応すべきであ

ること、実際の診療内容を否定する根拠として

使用すべきではないことを付記します。

　本ガイドラインの作成には多大な御支援と御

尽力を賜った。作成にあたり常に方向性を示し

て頂いた日本整形外科学会診療ガイドライン委

員会、外部評価と構造化抄録作成に貴重な時間

を割いて頂いた日本手外科学会の理事や代議

員、財団法人国際医学情報センターEBM研究

センターの諸氏に深謝いたします。
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OCOA研修会報告

医療安全 −大病院での取り組みを診療所に活かせるか−

名古屋大学医学部付属病院　医療の質・安全管理教授

長　尾　能　雅

■大規模病院における医療安全

　大学病院などで行われる高度で複雑な医療に

おいては、関与するスタッフ数や業務量が必然

的に多く、これらの業務を瑕疵なく安全に完遂

しようとすれば、相当数のスタッフ間のコミュ

ニケーションや確認行為が必要となる。特に

1999年の横浜市立大学病院での患者取り違え

手術や2000年の京都大学病院での人工呼吸器

内エタノール注入事故以降、大規模病院での医

療事故が多数報道されたが（1）、それらにより

明るみになったのは、高度に求められる業務水

準に比し、事故防止ためのきめ細かな整備が進

んでいない医療現場の実態であり、組織的な改

善活動の乏しさであった。このような経緯か

ら、厚生労働省は2001年5月に「医療安全対

策検討会議」を発足させ、主に大学病院・地域

中核病院といった大規模病院を中心にヒヤリ

ハット事例の収集事業などを開始した。大規模

病院における医療安全は、当初はインシデント

レポートによるリスクの把握と患者のフルネー

ム名乗らせ確認や、指差し呼称、ダブルチェッ

クといった業務上の少人数での確認行動の導入

が主体的なものだったが、徐々に各病院に設置

された医療安全管理室を中心とする業務の標準

化や電子化といった組織的な対策が進められ、

近年ではタイムアウトやノンテクニカルスキル

の概念の導入など、チームで業務を運営する中

で発生するリスクに対処する方法論が注目され

るようになった。あるいは事故発生後に迅速に

事故情報を共有し、病院のリソースを注入して

患者の被害の最小化を図るといった取り組みも

見られるようになってきた。それぞれの達成状

況は施設によって差があるものの、これらが一

切導入されていなかった10年前に比べれば、

大規模病院における医療安全体制は大きく様変

わりしたといってよい。

■小規模医療機関に期待される医療安全と医療

　事故報道

　一方、小規模医療機関における医療安全はど

のような発展を遂げたであろうか。そもそも医

療安全は医療機関の診療規模の違いによって求

められるレベルが異なってよいというものでは

ない。医療を行う以上、どの医療機関、あるい

はどの医療者にも共通する安全管理や感染管理

の基本概念が教育され、実践されることが大前

提である。特に全国に17万件以上存在する診

療所、歯科診療所といった小規模医療機関群は

本邦プライマリケアの礎であり、国民全体の保

健を考えた場合、その安全性の確保は重要な意

義を持っている。しかし、前述したように、こ

れまで我が国の医療安全は数の上ではわずか

0.9％に過ぎない300床以上の病院群、いわゆ

る中～大規模病院群を中心に展開されてき

た（2）。特に2007年4月に第五次医療制度改革

として医療法の一部が改正され、無床診療所・

助産所を含む全ての医療機関に医療安全管理体

制の整備が義務付けられるまではその傾向が強

く、小規模医療機関における医療安全はよくも

悪くも自施設内の自助努力に委ねられてきたと

9月17日　234回研修会　ANAクラウンプラザホテル
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いえる。

　しかし2008年度になって、本邦の医療安全

の現場に強いインパクトを与えた3件の医療事

故が報道された。5月の島根県益田市「おち

ハートクリニック」における血糖測定器使い回

し事例、6月の三重県伊賀市「谷本整形外科」

における点滴作り置き事件、2009年2月の東

京都中央区「銀座眼科」におけるレーシック術

による大量感染事件である。3事例はいずれも

「小規模医療機関における不十分な感染管理体

制に起因した事例という特徴を持ち、小規模医

療機関であっても重大な医療事故の震源となり

得ることを改めて世に知らしめた。2009年

3月、筆者らは東京で開催された「中小医療機

関における患者安全のためのシンポジウム」に

てこれらを象徴的な事象として報告したとこ

ろ（3）、会場では医療者、患者らを含め活発に

意見が交換され、小規模医療機関の安全推進を

求める声が多数聞かれた。また、東北・中国・

四国・九州地方を中心に10社以上の地方新聞

やインターネットメディアがこのシンポジウム

を取り上げ（4）、この領域に大きな社会的関心が

潜在していることが示唆された。

■小規模医療機関についての実態調査

　小規模医療機関群において実効性のある医療

安全を推進するためにはどのような課題があ

り、どのような職員教育が必要なのか―この問

いかけに答えるべく、嶋森らは2008‐2009年

度にかけ、「医療機関の規模や特徴に応じた職

員研修の具体的で効果的な研修カリキュラムの

作成と実際の活用と普及」と題した厚労班研究

を実施した。当研究では、全国各地の有床・無

床診療所への訪問、医師会や歯科医師会・助産

師会などへのインタビュー、三重県・島根県な

ど事故報道のあった自治体のその後の取り組み

の調査、海外の取り組みの調査など、多角的な

フィールドワークを通じて小規模医療機関の実

態を明らかにしつつ、将来的に小規模医療機関

に求められる医療安全の枠組みと、具体的な教

育の指針の策定に取り組んだ。研究成果は

2009年度末に最終報告書としてまとめられ

た（5）。報告書で指摘された小規模医療機関の

抱える課題とはおよそ以下のようなものであっ

た（1）。

①施設形態・診療行為が多様：小規模医療機関

は標榜診療科のみならず，老人保健施設，助

産所，歯科，ホスピス，在宅診療など，開業

形態が多岐にわたり、手術や分娩，抗癌剤治

療など、ハイリスクな診療行為を担う施設と

そうでない施設が混在している。したがって

一律な医療行為を想定した安全方策を提示し

ても、実態にそぐわない可能性がある。

②施設開設者（院長）の認識が多様・開設時教

育が弱い：開業に安全・感染管理に関する資

格認定や教育・履修が義務化されていないた

め，開設者の認識にばらつきが生じており、

施設毎の取り組みに格差が生じている。

③施設数が莫大・監視システムが弱い：日本の

診療所数は99 ,532件（無床診療所数は

87,133件），歯科診療所数は67,798件存在

する（2007年10月厚労省調べ）。計17万件

以上の施設の行政主導でのコントロールは至

難であり、例えば診療所には保健所による3

年毎の監視が義務付けられているが，ほとん

ど達成できていない。これは施設数の多さに

加え，監査を受ける側の対応可能な時間（た

とえば昼休みなど）が限られることなども原

因となっている。

④事故抽出力・共有力・自浄性が弱い：“家族

的”に運営される小規模医療機関において

は，自浄的な事例抽出システムや施設内事故

調査などのピアレビュー（同僚評価）が成立

しにくい。インシデントレポーティングシス

テムの活用状況は十分でなく、事例共有の場

も乏しい。共通の公表基準を持たず、情報公

開に伴う社会的ダメージや風評被害への抵抗

感を訴える開設者が多い。

⑤人材確保・コストベネフィットの問題：職員

数が少なく適切な人材を確保しにくい，安全

にコストがかかり経営に直結する，などの指

摘がある。
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　ただし、多くの施設が医療安全に無関心かと

いえばそうではない。調査対象となった診療所

のうち、法的義務がないにもかかわらず、専

任・兼任の医療安全管理者を配置している施設

は約70％、年間10回以上の医療安全講習会を

開催している施設は約25％存在した（0回は

40％）（5）。インタビューを通じて、安全管

理体制を構築しようと模索している施設長や医

療機関が都市部にも郊外にも存在していること

も明らかとなった。2007年の医療法改正が改

善の契機になったとの認識を示す施設長が目

立った。

■米国での中小医療機関の取り組み

　同研究班では米国での中小医療機関における

医療安全への取り組みにも注目した（6）。鮎澤

の分担報告（表1）によれば、米国では近年改

めて診療所レベルの医療安全の重要性が意識さ

れており，JCAHO＊1）では，2001年から

「Office-baced Surgery Accreditation 

Programがスタートするなど、すでに中小医

療機関を評価・認定する体制が導入されてい

る。注目すべきは「施設の規模」ではなく「治

療や処置の内容」によりプログラムが設定され

ていることであり、例えば「侵襲的処置」「麻

酔やセデーション」などを行う施設においては

独立したプログラムを設ける必要があると判断

している。さらにITを活用した自己採点やラ

ンキング表示サービスがあるなど，多彩なサ

ポートが存在する。全体に、ターゲットを絞

り、各医療機関が取り組みやすいようなインセ

ンティブの働く環境を用意して改善を促し、継

続的な評価とフィードバックを目指している点

が興味深い。

■診療所のタイプ分類と求められるべき

　医療安全研修

　同研究班では以上を踏まえ，小規模医療機関

における医療安全研修の考え方のモデルを策定

した（図1）（5）（7）（8）。まず，小規模医療機関

を規模により大小2群に分類した。さらに小規

模群を、侵襲的医療行為，危険薬剤使用，高度

機器使用のいずれかの有無によりさらに2群に

分類し，計3タイプの診療群を設定した。そし

て行われるべき医療安全教育を「基本プログラ

ム」「基本プログラム＋オプション」「フルオ

プション」に分け、それぞれに適用する案を提

示した。

①タイプA（有床診療所，または無床だがス

タッフが20名以上いる）：入院患者がいる

以上，小規模であってもハイリスクな医療行

為が必要となる。また，無床でもスタッフが

20名以上いれば人員の確保が可能となる。

外来診療の多様化などを踏まえ，新しい時代の中
で改めて「診療所レベル」の医療安全の重要性が
意識されている
病院だけでなく「診療所レベル」を評価・認定する
仕組みがある（JCAHOプログラム：2001年から
Office-based Surgery Accreditation Programが
スタート）

表1. 米国における取り組み（鮎沢報告）

・

・

評価・認定を受けるインセンティブが働く仕掛けが
ある（認定を受ければ賠償責任保険や各団体など
への加入がしやすくなる，保険料が安くなる、など）
評価・認定においては「施設の規模」ではなく「診
療で行われている治療や処置の内容」によってプロ
グラムが設定されている
「侵襲的処置」，「麻酔やセデーション」を行う施設
においては独立したプログラムを設ける必要があ
ると判断している
評価・認定といったプロセスのなかで、医療安全に
関する基本が周知される仕組みが機能している
「Time Out」といった確実に成果が上がる安全策
を徹底していく仕組みが機能している
「診療所レベル」を対象にした医療安全に関する多
彩なサポートの仕組みがある
「自己点検評価システム」・「教育教材」といった
サポートが準備されている
教材が各方面の関係団体の協力によって作成・
運営されている
アンケートの結果やこれまで蓄積されてきた
データに基づいて「ターゲットとなる領域」を選
択し、「網羅的」ではなく「集中的」な内容で構成
されている
ITを活用し、無料ダウンロード，手ごろなコスト
での評価など，現場の実情を踏まえ、取り組みや
すい環境を整備している
自己点検評価システムなどを通してデータを蓄
積できる仕組みが機能している

「事故報告制度」や「評価・認定」など，州によって
は様々な医療安全に関する法的義務付けの仕組
みがある

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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　すなわちタイプAでは可能な限り病院に近い

安全教育の適用が求められる。改正医療法に

則り，医療安全，感染管理，薬剤，機器に関

する責任者を配置し，精度の高い教育プログ

ラムが施設長，担当スタッフ・その他全ス

タッフを対象に定期的に展開されるべきであ

る。

②タイプB（無床でスタッフが20名未満だがハ

イリスクな医療行為を行う）：このタイプの

診療所は規模が小さく無床であるが，ハイリ

スクな医療を行うため、基本安全プログラム

に加え，行われる診療に応じた安全教育プロ

グラムがオプションとして必要になる。これ

らは施設長，担当スタッフを中心に定期的に

展開されるべきである。

③タイプC（無床でスタッフが20名未満であり

ハイリスクな医療行為がない）：このタイプ

の診療所は規模が小さく無床である上，ハイ

リスクな医療行為が行われることがほとんど

ない。まずは基本安全プログラムの教育を、

特に施設長を対象に確実に展開することを

ベースとし，スタッフには必要に応じた教育

が行われる体制とする。

　ある自治体で診療所を対象にアンケートを

行ったところ，自施設をタイプAと評価した施

設が12.5％，タイプBが31.3％，タイプCが

56.2％であった（歯科ではほとんどがタイプB

となる）。いずれのタイプであってもプログラ

ムの達成状況，および診療の特徴は行政機関や

保健所等によって定期的にモニターされる必要

がある。また、それぞれの研修内容の質をいか

に確保するかが重要な課題であるが、研究班で

は手始めとして施設開設者・医療安全管理担当

者を対象とした9項目からなる教育プログラム

と、その他の職員を対象とした8項目からなる

教育プログラムの内容を作成し、それぞれ研修

スケジュール（案）としてまとめた（5）。その

詳細については2011年12月に書籍として出版

されたので、別の機会にご参照されたい（9）。

図1. 

■おわりに

　小規模医療機関の医療安全管理の必要性は疑

う余地がないが、大規模病院の大掛かりな医療

安全管理の手法をそのまま適用するのは短絡的

であり、小規模医療機関の特性を十分理解した

うえでの工夫と連携が求められる。成功の鍵を

握るのは各施設長のモチベーションの向上と維

持、さらに行政や医師会などの関連団体の支

援、大病院との連携、そして適切な教育ツール

と評価の仕組みづくりといった地道な取り組み

である。我々はフィールドワークを通じて、医

療安全に力を注ぐ施設、診療群、医師会、自治

体などがすでに多数存在していることを確認で

きた。これをさらに育むには、既存の成功事例

を連結し、大小織り混ぜたネットワークの中で

地域の医療安全の成果を可視化していく努力が

必要で、行政はこれらの動きを支援することが

望ましい。
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●注

＊1）JCAHO（Joint Commission on Accreditation of Health Care;米国医療施設認定合同委員

会）:1951年，病院のケアの質を改善する目的で米国外科学会等によって創立された。米国医

療施設の評価認定事業を実施し，認定と医療保険査定がリンクし，認定に強いインセンティブ

が働いている。
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OCOA研修会報告

ロコモティブシンドロームの実態とビデオ体操プログラム

和歌山県立医科大学　整形外科講師 

橋　爪　　　洋

はじめに

　わが国は2007年に超高齢社会（65歳以上人

口の割合が21％超の社会）を迎えました。要

介護者増加を抑制し、健康寿命（介護が不要で

自立して生きられる年数）を延伸するためには

運動器障害対策が必要不可欠です。日本整形外

科学会中村耕三理事長（当時）らはこのことを

広く国民に啓蒙するため、「運動器の障害による

要介護の状態または要介護リスクの高い状態」

をロコモティブシンドローム（以下ロコモ）と

命名し、様々な広報活動を行ってきました。一

方、よく似た概念として運動器不安定症があり

ます。時期を同じくして2つの運動器障害に関

する概念が出てきたものですから、両者はしば

しば混同されることがあります。本日の講演で

は、まず、ロコモと運動器不安定症の認識を整

理した上で、私たち和歌山県立医科大学整形外

科が現在取り組んでいるロコモの実態調査と運

動器疾患予防事業についてお話いたします。

運動器不安定症とロコモ

　運動器不安定症は2006年に保険収載された

疾患名です。つまり、診断基準を満たせばカル

テにその病名を記載しレセプト請求できる訳で

す。運動器不安定症は「高齢化により、バラン

ス能力および移動歩行能力の低下が生じ、閉じ

こもり、転倒リスクが高まった状態」と定義さ

れており、ロコモよりも具体的です。

　ロコモと運動器不安定症はしばしば混同され

ますが、後者には診断基準（①運動機能低下を

きたす原疾患の存在、②日常生活自立度の低

下、③運動機能の低下、からなる）があるのに

対し、ロコモには今のところ定められた診断基

準がありません。日本整形外科学会が提唱する

7項目からなる「ロコチェック」は「自分で

（ロコモに）気付くためのツール」という位置

づけです。星野雄一先生らが開発した足腰指数

25（25項目からなる自記式質問票）は信頼性

と妥当性の検証が成されており、ロコモの重症

度や介入効果の判定に有用であると考えられて

います。今後、日本整形外科学会・日本臨床整

形外科学会が中心となってロコモの診断基準が

定められることと思います。

　運動器不安定症とロコモの関連を図1に示し

ます。この図を見るとロコモは運動器不安定症

を包括するより広い概念であることが解りま

す。

10月22日　235回研修会　ウェスティンホテル

図1. 運動器不安定症とロコモティブシンドロームの関係を示す図
（日本臨床整形外科学会ホームページより転載）
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地域住民におけるロコモの実態

　ロコモが運動器不安定症に至る前の段階（言

い換えれば疾患として成立する以前）の高齢者

をも包括した概念である以上、ロコモの実態調

査は医療機関や老健施設ではなく、地域住民を

対象に行われるべきです。この観点から私たち

は東京大学が中心となって推進している大規模

住民コホート（Research on Osteoarthritis 

Against Disability: ROAD）にも参加させて

頂いております。ROADプロジェクトは全国

規模の臨床疫学研究で、地域住民の身体計測

値、生活習慣、QOLアンケート、骨密度、血

液検査値、関節疾患、脊椎疾患、運動能力など

の膨大なデータを蓄積しておりますので、解析

が進めば日本国民における運動器疾患の実態が

ロコモも含めて明らかにされて行くものと期待

されます。

　ロコモの三大要因として①骨粗鬆症（に伴う

骨折）、②変形性関節症、③脊柱管狭窄による

脊髄、馬尾、神経根などの神経障害があげられ

ていますが、これは厚生労働省による国民生活

基礎調査やROADプロジェクトの結果が元と

なっています。そして高齢者運動器疾患の特徴

は複数の疾患が併存することによる障害の複合

と連鎖であると言えます。

和歌山県内におけるロコモへの取り組み

　以上の点を鑑みて和歌山県立医科大学整形外

科は、ROADとは別に県民を対象とした高齢

者運動器疾患予防事業を2009年より開始しま

した。このプロジェクトではロコモの三大要因

である疾患を診断、治療することよりも、むし

ろ愁訴である「腰痛、膝痛、転倒」を改善もし

くは予防することに主眼を置いています。以下

にこれまでの研究成果を述べます。

1．地域在住高齢者における腰痛・膝痛の実態

　  と運動機能との関係

【方法】

　65歳以上の地域住民120名を対象に身体測

定（身長、体重）、運動能力測定（開眼片脚起

立 時 間 、 6 m 歩 行 時 間 ） 、 健 康 関 連 Q O L

（SF-8、RDQ）、腰痛・膝痛の有無、腰痛

VAS、膝痛VAS、足腰指数25の調査を実施し

ました。単純X-P（腰椎、両膝）により、変形

性脊椎症（KL分類II度以上）、圧迫骨折（日

本骨粗鬆症学会判定基準）、すべり（3mm以

上）、側弯（10度以上）、変形性膝関節症

（KL分類II度以上）の有無を判定しました。

【結果】

　回答のあった117名中、腰痛を有するものは

84名であり、そのうち29名は膝痛も合併して

いました。足腰指数25によって判定されるロ

コモは46名、非ロコモは74名であり、両群の

比較で6m歩行時間、開眼片脚起立時間、SF-8

得点、RDQ得点に有意差（全てロコモ群が劣

る）を認めました。また、年齢、すべり、変形

性膝関節症、腰痛VAS、膝痛VASに群間有意

差を認め、これら5項目を説明変数とする多変

量解析の結果、6m歩行時間の有意な関連因子

は腰痛VASと膝痛VAS、開眼片脚起立時間関

連因子は年齢と膝痛VASであることが判りま

した（統計学的有意水準=0.05）。

2．高齢者向け体操教材の開発と効果検証

【方法】

　既存の腰痛体操、ロコモ体操などのパンフ

レットから、心肺機能や四肢体幹可動性が低下

しても実施可能と思われる体操を10種類選択

し、教材として①BGMと解説に合わせてイン

ストラクター2名が体操を実演する約15分間の

ビデオ、②同じ体操の写真と解説を含むパンフ

レット、の2種類を作成しました（図2）。ビ

デオ体操についてはデイケアサービスを利用す

る高齢者20名に実施して頂き、運動前後で血

圧、脈拍、経皮的酸素分圧に大きな変化がない

こと、自覚的運動強度が適切であることを確認

しております。広報によって募集した65歳以

上の地域住民120名（平均年齢72.2歳）を①ビ

デオ群：ビデオを見ながら3ヶ月間体操を実施

する、②パンフレット群：パンフレットを見て
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3ヶ月間体操を実施する、③コントロール群：

それまでどおりの生活を続ける、の3群に振り

分けて、各群の体操実施率と介入前後における

①腰痛VAS、②膝痛VAS、③開眼片脚起立時

間、④6m歩行時間、⑤健康関連QOL（SF-8、

RDQ）の変化を観察しました。

【結果】

　体操実施率はビデオ群の方がパンフレット群

よりも有意に高くなっていました。ビデオ群に

おいて腰痛VAS、片脚起立時間、6m歩行時

間、SF-8身体サマリースケールの有意な改善

を認めたのに対し、パンフレット群においては

片脚起立時間とSF-8身体サマリースケールに

のみ有意な改善を認めました。コントロール群

においては介入前後で有意差を示す項目はあり

ませんでした。3群間の比較では6m歩行時間

について、ビデオ群が他の2群よりも有意な改

善 を 示 し て い ま し た （ 統 計 学 的 有 意 水 準

=0.05）。

おわりに

　和歌山県内におけるロコモへの取り組みはま

だ始まったばかりですが、私たちの開発したビ

デオ体操の安全性と短期介入における有用性が

示されました。今後は対象を県内全域に拡大し

て運動器検診とビデオ体操による介入研究を推

進して行く予定です。ロコモは医療機関とは異

なるフィールドで介入が行われているイメージ

がありますが、臨床整形外科医会会員を始めと

する実地臨床家の皆様が啓蒙と予防にリーダー

シップを発揮することが極めて大切です。高齢

者運動器疾患が退行変性を基盤とする事実を鑑

みると、整形外科患者数が将来的に減少すると

は考えがたく、ロコモの啓蒙によって運動器疾

患への関心が高まり、これまでよりも一層多く

の患者様が整形外科を受診することにつながる

と思います。私たち研究機関に属するものは実

地臨床家の皆様のご協力とご指導を仰ぎなが

ら、ロコモに関するエビデンスを積み重ねたい

と考えております。今後ともご指導、ご鞭撻を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謝辞

　本講演でお話したビデオ体操プログラムの開

発にあたっては、和歌山県立医科大学整形外科

学講座教授吉田宗人先生、和歌山県高齢者運動

器疾患予防対策検討委員会委員（和歌山県医師

会整形外科部会会長）寺下浩彰先生、東京大学

22世紀医療センター関節疾患総合研究講座准

教授吉村典子先生よりご指導頂きました。また

和歌山県受託研究費（No. B-21006, No. B-220

14）、厚生労働科学研究費（H-20−長寿−一

般−009）の助成を頂きました。ここに改めて

深謝いたします。

図2. 我々が作成した2種類の教材
      （左：DVDビデオ、右：パンフレット）
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OCOA研修会報告

変形性関節症の保存的治療
Dept. Bone Biology and Osteoporosis Res. 
Merck Res. Labs　Duong T.L.， Rodan A.G.  

済生会新潟第二病院　整形外科部長  　速　水　　　正

　超高齢社会の現在、変形性膝関節症（OA

膝）の患者数は増加の一途であり、最近10年

間でも人工膝関節症例数は3倍近くに増加して

いる。

　現在臨床で行われている治療は、保存的治療

と観血的治療に分けられ、治療方法はOAの症

状、進行度によって選択される。一般にはまず

患者の教育、減量、運動療法などが行われ、症

状を和らげる内服治療や関節内ヒアルロン酸注

射が行われる。それらの保存治療が無効で患者

がその活動レベルを落としたくないという希望

がある場合、観血的治療が検討される。一般に

人工関節置換術を含めた観血的治療は成績良好

である。しかし一方で感染、出血、ゆるみ、深

部静脈血栓・塞栓症といった重症合併症の可能

性もあり、手術が必要となる状態までの時期を

遅くさせる治療法が開発されれば、増え続ける

医療費の観点からも、そして何より手術という

リスクを負う患者にとって享受する恩恵ははか

りしれない。

　現在のOA膝に対する内服治療はいわゆる症

状を改善するsymptom modifying OA drugs 

（SMOADs）と呼ばれるもので、OAそのもの

の病勢を変えるdisease modifying OA drugs 

(DMOADs)は存在しない。変形性関節症の病

態生理は不明な点が多く、本発表ではOAにお

ける骨代謝変化について焦点をあて、骨代謝の

OAに与える影響について考察する。近年、

OA早期での軟骨下骨の骨吸収がOAの病態に

関与すると言われていることから骨吸収抑制剤

のDMOADｓとしての可能性について我々の

研究結果および過去の実験結果を供覧する。

　我々の研究：骨吸収抑制剤アレンドロネート

(ALN)により軟骨下骨骨代謝の抑制がラット前

十字靭帯切離OAモデル（ACLT)に与える影響

を検討した。20週SDラットを用い、ＯＡモデ

ル（ACLT）と関節切開のみを行なったコント

ロール（sham）を作成し、ALN投与の有無ま

た そ の 量 に よ り 以 下 の 5 群 に 分 け た 。

ACLT+vehicle（V)群、ACLT+ALN(0.03 

m g / k g / w k ) 群 、 A C L x + A L N ( 0 . 2 4 

mg/kg/wk)群、Sham+V群、Sham+ALN

(0.03mg/kg/wk)群。それぞれ術後2、10週目

に屠殺し、膝関節を切除後パラフィンおよび樹

脂に包埋した。それぞれの切片を用い、関節軟

骨の評価（Mankin score)、形態計測を用いた

軟骨下骨量、骨棘面積の評価を行った。軟骨代

謝マーカーとして尿中C-terminal telopeptide of 

collagen type II （CTX-II）、骨代謝マーカーと

してCTX-Iの値を検討した。ALNはラット

ACLTモデルで有意に組織学的軟骨変性を抑制

し軟骨代謝マーカーが、ALNにより抑制され

たのと一致した。軟骨下骨量はsham群に比べ

ACLT群において2週で有意に減少し、これは

骨代謝マーカーCTX-Iの値が上昇するのと一致

し、逆に軟骨下骨量は10週目で有意に増加し

ていた。ALN投与はいずれの濃度でも軟骨下

骨代謝をほぼ完全に抑制し2週の骨量減少、10

週の骨量増加を抑制した。ALNは濃度依存的

に骨棘形成を抑制した。ALNはラットOAモデ

10月22日　235回研修会　ウェスティンホテル
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ルで軟骨変性、軟骨下骨硬化、骨棘形成を抑制

した。この結果はOAにおいて軟骨下骨代謝が

重要な役割を果たし、ALNを含めた骨吸収抑

制剤がOA病期進行を抑制する可能性を示唆す

るものと考えられた。ヒトでの研究については

ビスホスホネートのOAに対する効果について

一定の見解がなく議論のあるところである。

本講演では、ヒトOA研究方法の問題点につい

てもふれ、骨吸収抑制剤のOAに対する

DMOADsとしての可能性について文献的考察

を加えて言及する。
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OCOA研修会報告

骨・軟部腫瘍の画像診断

効率的な診断と専門医への紹介のコツ

公立豊岡病院　整形外科部長 (元京都大学整形外科講師）  　中　山　富　貴

　一般整形外科医による骨・軟部腫瘍の初期診

療では、悪性腫瘍の可能性のある腫瘍を見逃さ

ず判別し専門医に紹介することが重要である。

効果的な画像診断の考え方と悪性疾患の鑑別

法、紹介のコツについて述べる。

1　骨軟部腫瘍の特徴

　日本における骨軟部腫瘍発生の実態について

は日本整形外科学会が骨軟部腫瘍登録を行って

おり、その結果からは原発性悪性骨腫瘍の年間

発生数は1000例前後、悪性軟部腫瘍はその約

2－3倍程度と推測される。全がん発生数に占

める割合は1％以下である。骨軟部腫瘍は発生

頻度が低く、にも関わらず種類が多く、同一疾

患の中でも悪性度に多様性があって診断が容易

ではない。また、高悪性度腫瘍の予後は良好と

はいえない。臨床医にとっては臨床経験が少な

いにも関わらず、迅速な診断と専門的、集学的

な治療が求められるやっかいな疾患である。

2　骨・軟部腫瘍専門医とは

　悪性骨腫瘍、悪性軟部腫瘍は希少疾患であり

一般整形外科医には診療経験が乏しいため専門

医による治療が望ましい。現時点では専門医制

度はないが、がんセンター、成人病センター、

大学病院などには専門的に骨・軟部腫瘍、特に

悪性腫瘍を取り扱っている医師がおり、各施設

のホームページや日本整形外科学会の骨軟部腫

瘍相談コーナー（現在88施設が登録）などで

名前を公表しているので連絡、相談することが

できる。

3　スクリーニング画像検査

　外傷なく生じた腫瘤や増大傾向のある腫瘤、

原因の説明できない痛みなどの症状は骨・軟部

腫瘍が原因となっている可能性がある。骨腫瘍

の多くは単純Ｘ線で描出されるが、骨盤や脊椎

などではCTやMRI検査が有用である。軟部腫

瘍のスクリーニングは検査機器の普及している

日本ではMRIが標準である。超音波検査は初回

診察時にその場で腫瘍の存在を診断することが

できる有力な方法であるが、質的診断能には劣

る。骨腫瘍では単純Ｘ線検査、軟部腫瘍では

MRI検査の結果をもとに良性悪性の鑑別を行

い、良性と診断できるもの以外は専門医への紹

介を考慮するのがよい。骨シンチグラムや腫瘍

シンチグラムは良性悪性が鑑別できるわけでは

なく、紹介の遅れにつながるので、紹介後に専

門医の判断の下に行う方がよい。

4　単純Ｘ線検査による骨腫瘍の診断

　骨組織の構造はＸ線で明瞭に描出される。硬

い骨は腫瘍による侵襲をうけても逃げることが

できないため、骨内を進展する腫瘍によりに破

壊や吸収を受けこれがＸ線像に反映される。腫

瘍によって生じる骨破壊のパターンにより腫瘍

の増殖速度、増殖様式を知ることができ、これ

により良性悪性の鑑別が可能であることが多

い。これに年齢や発生部位、特異的な所見を加

えれば骨腫瘍の多くは単純Ｘ線での良悪性の診

11月26日　236回研修会　ANAクラウンプラザホテル
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断が可能である。良性と診断できないものは専

門医への紹介を考慮する。

4.1　骨破壊のパターンで診断する

　骨破壊がひとかたまりで周囲の非破壊部との

境界が見える場合を地図状骨破壊と呼び、病変

がゆっくりと増大し、浸潤性（しみ込むように

広がる性質）の乏しいことを示す。すなわち高

悪性度の悪性腫瘍は否定的である。地図上骨破

壊の境界部に薄い硬化縁がみられる場合は宿主

骨側が境界面に骨形成をしている事を示し、非

常にゆっくりとした増大であることを示す。明

瞭な硬化縁がある場合には悪性疾患は否定され

る。他方骨破壊の境界が不明瞭であるか、骨破

壊自体が不明瞭である場合は病変が骨梁間に浸

潤しつつ広がっている可能性があり悪性腫瘍の

可能性が高い。

4.2　年齢と部位で診断する

　単純性骨嚢腫、非骨化性線維腫などの頻度の

高い良性疾患は小児にみられる。骨肉腫、ユー

イング肉腫は学童期から若年成人の年齢に好発

する。軟骨肉腫や巨細胞腫は成人でみられる。

40歳以上特に60歳以上で境界不明瞭な骨破壊

を見た場合は転移を１番に考える。仙骨に発生

しやすい脊索腫、脛骨骨幹部に発生する骨線維

性異形成症とアダマンチノーマ、脊椎後方要素

に多い骨芽細胞腫、骨端部に発生する軟骨芽細

胞腫などの特徴的な発生部位は診断の鍵とな

る。

4.3　特異的な所見で診断する

　内軟骨腫、軟骨芽細胞腫、低悪性度軟骨肉腫

など軟骨性腫瘍における点状、輪状の石灰化、

骨肉腫での骨形成、線維性骨異形成症における

すりガラス状陰影などは単純Ｘ線で描出され診

断的価値が高い所見である。

5　MRIによる軟部腫瘍の診断

　「MRIで小さくて境界明瞭な腫瘍は良性であ

る」という軟部腫瘍の鑑別法は危険である。軟

部組織は軟らかく増大する腫瘍に圧迫され変位

するので、骨腫瘍におけるＸ線像と異なり腫瘍

の浸潤性や増殖速度によるMRI所見の違いが出

にくい。悪性軟部腫瘍の多くはMRI上境界明瞭

である。浅い部位に発生した悪性腫瘍は小さい

うちに発見されるので小さい腫瘍でも良性とは

限らない。いくつかの良性腫瘍ではMRIで特徴

的な所見が認められるのに対して、軟部悪性腫

瘍では悪性であることを示す積極的所見に乏し

い。したがって軟部腫瘍のMRI診断ではいくつ

かの良性腫瘍を特徴的所見をもとに診断し、そ

こから外れるものを「悪性の可能性あり」とし

て扱うのが簡便で妥当である。

5.1　MRIで診断可能な良性腫瘍

　脂肪腫はMRIT1強調像T2強調像で成熟脂肪

と同じ高信号を呈し容易に診断できる。脂肪腫

か分化型脂肪肉腫（脂肪腫様脂肪肉腫、非定型

脂肪腫）の判断はMRIではできないが、分化型

脂肪肉腫は早急な治療が必要ではなく鑑別を急

がない。患者へ説明ではの脂肪腫の可能性が高

いが脂肪肉腫の可能性も否定はできないとして

おくのが適切である。軟部腫瘍と鑑別が問題に

なる滑液包、粉瘤（アテローム）などの嚢腫性

病変はT2強調像で高く一様な信号強度、液面

形成を認めるなどで診断可能である。小児でみ

つかることが多い血管腫は腫瘍というより奇形

的要素の大きいものである。複数のコンパート

メントにわたって存在したり、MRIT2強調像

での中心部に低信号の核を伴う高信号多房性病

変である特徴から診断が可能であることが多

い。単純Ｘ線で静脈石がみえれば確定的であ

る。血管腫は出血するので生検しないでMRIで

診断したい腫瘍である。シュワン腫（神経鞘

腫）は痛みや神経症状を呈することがあり診断

の一助となる。MRIでは神経の出入りが見えた

り、多くの例でT2強調像で周辺や中心部で信

号強度がより高いtarget signといわれる特徴

がみられる。生検によって痛みやしびれを生じ

ることがあり、やはり生検しないで診断したい

腫瘍である。
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　その他デスモイド型線維腫は複数の筋にまた

がる分布、内部に不規則な低信号部分（線維化

の強い部分）がある点などからある程度疑うこ

とはできるが悪性腫瘍との鑑別のための生検は

必要である。腱鞘巨細胞腫、色素性絨毛結節性

滑膜炎はその発生部位と分布、T2強調像の信

号強度が低い部分（ヘモジデリン色素の沈着を

反映）からMRIで診断が可能であることが多

い。

5.2　悪性腫瘍は特異的所見に乏しい

　上述の特徴的所見に乏しい場合悪性腫瘍を疑

う。悪性腫瘍は一般的には大きく内部の信号が

不均一であるが例外も多い。粘液型脂肪肉腫な

どの水分に富み壊死部分の少ない腫瘍はT2強

調像で一様な高信号となり、リンパ腫やユーイ

ング肉腫などの細胞の多い腫瘍は一般に低めの

信号になる。皮下腫瘍は悪性でも小さいうちに

自覚されるので比較的小さい皮下腫瘍でも非脂

肪性、非嚢腫性で増大傾向があれば悪性の可能

性がある。悪性軟部腫瘍の多くは一般のがんと

同様に年齢とともに発生率が高くなる。高齢者

の増大する皮下腫瘍は悪性の可能性があり安易

な切除は行ってはいけない。

6　専門医への紹介のタイミング

　紹介する前に悪性を確定する必要はなく、ス

クリーニング検査で悪性を疑った時点で紹介し

て良い。病期診断のための検査や生検での確定

診断は、専門医により治療のスケジュールを考

慮しながら行う方が効率的である。患者さんに

専門医による治療が望ましいことを説明し、そ

れでも一般施設での治療を希望される場合にも

治療前に専門医に相談することが望ましい。
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運動器慢性痛の課題と保存療法

愛知医科大学医学部　学術的痛みセンタ－教授

牛　田　享　宏

　運動器は人間らしく生きるための要となる重

要な器官であるが、本邦においては非常に多く

の人口が腰痛など運動器の慢性的な痛みに苛ま

されている。厚生労働研究班が全国で行った１

万人規模のアンケート調査では、１）人口の

15,4％が３ヶ月以上続く運動器の痛みを有して

いること、２）腰、肩、頚、膝などの痛みの頻

度が高いこと、３）生産年齢である30～50歳

台の比率が高く、林業漁協という一次産業より

も事務職・専門職などの業務が痛みを有する割

合が高いこと、４）大都市圏のほうが郡部より

も有痛者の率が高いこと、５）治療を受けても

満足度が低く半数が治療機関を変えていること

などが明らかにされてきている。これらのこと

は、運動器の慢性の痛みが個人レベルで

ADL、QOLを低下させていることだけでな

く、痛みが引き起こされる背景に運動器特有の

問題と心理、社会的な問題があり、それらを含

めた対策が必要なことを示唆される。また、患

者の7割以上は整形外科を受診しているとも言

われており、運動器の痛みに苛まされている人

数が多いだけ、整形外科が担う社会的責任は大

きいものとなる。

　運動器の痛みが発生し維持されるメカニズム

には１）侵害受容器の活動が引き起こされるこ

とによる痛み、２）神経の機能的変化によって

起きる問題、３）精神・心理的問題など幾つか

の要因が考えられ、これらによって引き起こさ

れる2次的な痛みの発症までをも考慮した治療

が必要となる。

　しばしば見られるバイオメカニカルなストレ

スや加齢などに伴う骨関節組織の変性・破壊

は、炎症などを誘発し、侵害受容器を介した疼

痛を引き起こす。この痛みの神経シグナルは、

同時に神経系の反射を介した神経原性炎症を引

き起こし、炎症→痛みを増悪させ、悪循環に陥

らせることが分かっている。痛みシグナルが脊

髄に達すると感作や可塑的変化に代表される神

経の機能的変化が引き起こされる。このような

神経障害性の痛みについては、後根神経節や脊

髄後角を中心に徐々にそのメカニズムや治療に

ついての探求が進んでいる。従って、薬剤を用

いて末梢レベルで痛みを予防・改善するために

は、早期に非ステロイド性消炎鎮痛剤などを用

いてプロスタグランジン生合成を阻害し、炎症

を沈静化させることが重要と考えられる。同時

にバイオメカニクス的な負荷の抑制や、チャネ

ルブロッカー（Naチャネルなど）を使用する

ことで炎症の増悪を防ぐことも必要であろう。

　脊髄などの中枢レベルで痛みと痛みの悪循環

をコントロールするためには、シグナル伝達を

阻害するチャネルブロッカー（抗けいれん剤な

どによるNa、Caチャネル阻害）や内因性の下

行性痛覚抑制系の賦活化（抗うつ剤などによる

ノルアドレナリン、セロトニン再取り込み阻

害）が痛みの抑制に有効なことがある。近年、

運動器の慢性痛においてもオピオイドが認可さ

れてきている。オピオイドは脊髄後角、青斑

核、大脳皮質のほか神経系に広く分布する受容

体に働くが、呼吸抑制や吐き気、便秘など多彩
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な副作用を生ずる。鎮痛は脊髄後角における役

割が主と考えられていて、侵害受容性の痛みに

効果がある一方で、神経障害性の痛みには有効

性が乏しいことが知られている。諸外国では、

オピオイドの使用に伴って生じた乱用や誤用に

よる死亡例など社会的な問題もあり、管理を徹

底して投薬することは非常に重要である。

　運動器の痛みには、痛みを伝える神経メカニ

ズムなどの問題に加えて、2次的に痛い部分を

かばうことによる代償姿勢などによる問題も多

い。多くは筋痛等として出現するが、これには

投薬による有効性は乏しいことが多い。また、

慢性の運動器痛には精神心理的な問題が大きな

要因になっている事もしばしば経験するところ

である。過去の腰痛などに関する研究では、腰

に限った運動するのではなく、様々な身体活動

をする方が痛みを軽減し、精神的健康も改善す

ることが報告されている。運動器は動くことで

その機能が維持される事を考えると、心理的な

要因にも留意しつつ薬物療法を補助的に用いな

がら、運動療法を推進することが重要と考えら

れる。

− 90 −



OCOA研修会報告

投球障害肩：エビデンスに基づいた診断と治療

大阪医科大学整形外科助教

三　幡　輝　久

【はじめに】

　野球選手にとって投球時の肩の痛みは、プ

レーの継続を断念せざるを得ない致命的な要因

となりうる。近年、投球障害肩に関する多くの

研究がなされるようになり、その病態が徐々に

明らかになりつつある。またそれに伴い、治療

成績も向上し、多くの野球選手がプレーに復帰

できるようになった。今回は、投球障害肩の治

療成績を向上させるために、知っておく必要の

ある病態と診察法について述べる。

【投球動作からみた肩の障害】

　投球動作は、⑴Wind-up、⑵Stride、⑶

Cocking、⑷Acceleration、⑸Deceleration、

⑹Follow-throughに分類されるが、投球

障害肩に最も関連するのはCock ingから

Accelerationと考えられる。その際に、肩関

節には⑴過度な外旋、⑵角速度7,000º/secの急

激な内旋、⑶引っ張り方向に働く体重と同じ重

さの負荷、⑷肩関節の前方方向に働く体重の約

1/2の重さの負荷がかかり、腱板や関節唇など

の解剖学的な破綻が生じると考えられる。

【腱板や関節唇が損傷されるメカニズム】

　投球時に腱板や関節唇が損傷されることがあ

り、その主要なメカニズムは、“インターナル

インピンジメント”と考えられている。肩関節

を外転外旋させるときに、大結節と肩甲骨関節

窩の間に腱板と上方関節唇が挟まりこむ現象を、

インターナルインピンジメント呼ぶが、これは

投球時でなくても起こる生理的な現象である。

しかし投球時には、挟まりこんだ腱板と上方関

節唇に大きな力が加わり、これが損傷につなが

ると考えられている。

　我々は、屍体肩を用いて“インターナルイン

ピンジメント”に関する生体力学的研究を行っ

てきた。その結果、⑴肩甲上腕関節の過度な水

平外転、⑵前方関節包の弛緩、⑶後方関節包の

拘縮、⑷肩甲下筋筋力低下、⑸肩内旋筋力低下、

⑹肩甲骨の内旋角度の増大と上方回旋の低下が

起こることにより、インターナルインピンジメ

ントによる腱板損傷や関節唇損傷が起こる危険

性が高くなるという結果を得た。

【診察法】

　我々の行ってきた生体力学的研究結果のすべ

てを含む投球障害肩の診察法が、“原テスト”

である。これは福岡県久恒病院の原正文先生が

考案され、今では多くの施設で投球障害肩の予

防や治療のスクリーニングとして利用されてい

る。

　原テストは以下の11項目からなり、陰性を1

点、陽性を0点として点数化する。

①肩甲骨内側縁から脊椎棘突起までの距離

Scapula Spine Distance (SSD)（図１）

　肩甲骨の内側縁と脊椎棘突起間の距離を計測

し、左右差１㎝以上を陽性とする。
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図1. 肩甲骨内側縁から脊椎棘突起までの距離
Scapula Spine Distance (SSD) 

図2. 肩外転角度Combined Abduction Test (CAT)

図3. 水平屈曲角度Horizontal flexion test (HFT)

図4.　Elbow Push Test (EPT)

図5. Elbow Extension Test (ET)

②肩外転角度Combined Abduction Test (CAT) 

（図２）

 検者が肩甲骨を固定して外転させた時に、上

腕が頭部に届かない場合を陽性とする。

検者が肩甲骨を固定して水平屈曲させた時に、

手がベッドまで届かない場合を陽性とする。

④肩外旋筋力

⑤肩内旋筋力

⑥肩外転筋力

　非投球側に比べて筋力低下がみられる場合を

陽性とする。

⑦Elbow Push Test (EPT) （図４）

　被検者は腕を組んだ状態で肘を前方に押し出

し、検者は被検者の肘に手を当てて抵抗を加

える。その際に検者の抵抗に勝てずに体幹が

動く場合を陽性とする。

⑧Elbow Extension Test(ET) （図５）

　被検者は肩関節90度屈曲位で肘を強く伸展

させ、検者は被検者の前腕に手を当てて抵抗

を加える。肘を伸展させるときに検者の抵抗

に勝てずに体幹が動く場合を陽性とする。

③水平屈曲角度Horizontal flexion test (HFT) 

（図３）
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図6. Hyper External Rotation Test (HERT)

⑨肩関節不安定性

　Load and shift testやApprehension test、

Sulcus signが陽性の場合に陽性とする。

⑩Hyper External Rotation Test (HERT) 

（図６）

　肩関節90度外転位で外旋強制した際に痛み

が出現する場合を陽性とする。

⑪インピンジメントテスト

　Neer testやHawkins testなどの肩峰下イン

ピンジメントテストが陽性の時に陽性とす

る。

【治療】

　投球障害肩の治療の最大の目的は、“コン

ディションの改善”である。原テストの陽性項

目を見極め、コンディションの良くない部位に

対して適切な理学療法を行うことにより、多く

の選手は投球時の肩痛が軽減する。現在では、

我々の施設（ベリタス病院：川西市）で理学療

法を受けた多くの野球選手が手術をすることな

く、元のレベルに復帰できるようになった。ま

た投球障害肩を予防するためにも、原テストに

よるスクリーニングが有用であり、原テスト8

点以上（11項目のうち8項目以上が陰性）を目

標としてコンディショニングや自主訓練を行っ

ていれば、投球時の肩痛を予防できると考え

る。さらに股関節の可動域も投球障害肩に関連

すると考えられており、股関節に対するリハビ

リも投球障害肩の治療を行う上で重要である。

　コンディションを改善させても、症状が改善

しない症例に対しては、重度の腱板損傷や関節

唇損傷が起こっていることが考えられる。その

場合には肩関節鏡視下に治療を行う。30分ほ

どの短時間でできるような低侵襲の手術である

が、保存的治療に比べて復帰までの期間が長い

ことから、手術を選択する場合には選手や家族

と十分に話し合う必要がある。
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「神経障害の病態からみた腰痛疾患」講演要旨

山口大学医学部　整形外科教授

田　口　敏　彦

　国際疼痛学会は、1986年に痛みの定義を、

「組織の実質的あるいは潜在的な障害に結びつ

くか、このような障害を表す言葉を使って述べ

られる不快な感覚・情動体験である。」とした。

この定義により、痛みについて考える場合は、

末梢から脳で痛みを認知するまでの経路におい

て痛みを捉えなければならないようになってき

た。すなわち、従来は痛みのある部位にのみ対

応してきたのではあるが、今日では発痛のメカ

ニズムについて、すなわち神経機能の観点から

痛みに対応しなければならない時代になった。

　神経機能からみた腰痛は、侵害受容性疼痛、

神経障害性疼痛、心因性疼痛に分けることがで

きる。このうち器質的なものは侵害受容性疼痛

と神経障害性疼痛である。

　侵害受容性疼痛は、一般には神経機能が正常

で、侵害受容器による正常な放電による疼痛で

ある。従って痛む部位と痛む原因は同一の部位

にある。しかし例外的に、異常な痛みのインパ

ルスを発生させることがある。その例外として、

非常に強い侵害受容性疼痛は神経の可塑性をも

たらし、異常な放電をおこすことがある。また

繰り返し続く高頻度の侵害受容性疼痛は、神経

の過敏化がおこり(Wind up現象)異常な放電を

おこすことがある。

　神経障害性疼痛は、体性感覚系に対する損傷

や疾患の直接的結果として生じる痛みであり、

神経機能が障害されておこる異常放電による痛

みである。異常放電の原因として①末梢での異

所性放電、②下行性抑制系の低下、③中枢神経

の過敏化が挙げられる。

①末梢での異所性放電

　神経が障害され脱髄が起これば、Na+チャ

ンネルの分散化や、二本の神経間で電気信号の

交換（エファプス）が起こり異常放電が発生す

る。

②下行性抑制系の低下

　生体は、視床に入る侵害刺激を緩和する機

能をもっており、侵害刺激を調節して鎮静効

果をつかさどるのが下行性抑制系である。

通常は抑制性伝達物質であるγアミノ酪酸

（GABA）が神経損傷時には興奮性に働く

ために起こる。

③中枢神経の過敏化

　主に脊髄後角で起こる。代表的なものが、

アロディニアで触刺激が激烈な痛みを誘発す

る。これは侵害受容性線維のＣ線維と非侵害

受容性線維のＡβのエファブスをおこすこと

によって神経の過敏化がおこる。侵害受容線

維と交感神経遠心性線維とエファブスが形成

されると、持続的に侵害受容性線維にインパ

ルスが送られ自発的な灼熱感が起こる。また

最近では、損傷部位に集まったミクログリア

がサイトカインなどを放出して神経障害性疼

痛の発生や維持に関与しているともいわれて

いる。

　以上の神経の病態から腰痛疾患を考えると腰

痛に関与する神経は意外に少なく、図－1に示

す如く馬尾から出た神経根は前枝と後枝に分か

れる。前枝のうち椎間孔に再度入っていく半回

1月28日　237回研修会　ANAクラウンプラザホテル
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図1. 腰部の疼痛伝達に関与する神経

Ⅰ．筋・筋膜性腰痛

　腰神経後枝外側枝による痛みである。長時間

の無理な姿勢は、反射的に血管を収縮させて血

流が悪くなり、筋肉に十分な酸素が運ばれなく

なって、筋肉に乳酸やほかの代謝産物がたまっ

てくる。軽い炎症が起こり発痛物質が出ると、

さらに筋肉は収縮して、さらに侵害受容器が刺

激され痛みの悪循環が起こる。侵害受容性疼痛

であり、痛む部位に痛みの原因があり、トリ

ガーポイントブロックのような、その部分に対

する処置が有効であり、NSAIDsにもよく反応

する。

Ⅱ．腰椎椎間関節性疼痛

　腰神経後枝内側枝による痛みである。椎間関

節は、関節包、滑膜、軟骨、脂肪体、半月から

構成されており、膝関節などと同様滑膜を有

する真の関節である。Ⅰ型からⅣ型の感覚受

容体を有しており、Ⅰ～Ⅲ型はmechano 

receptor、Ⅳは侵害受容器と言われている。こ

のため機械的なストレスを受けやすく急性腰痛

の原因になる。また炎症性変化や変形性変化を

受けやすいために慢性腰痛の原因にもなる。片

側の腰痛、Caching pain（起床時の腰痛）、

後屈時の腰痛、疼痛部位が指させるというよう

な特徴を持つ腰痛は椎間関節性腰痛の可能性が

高い。これはまさに椎間関節性腰痛が侵害受容

性疼痛であることを意味している。

Ⅲ．椎間板性疼痛

　腰神経前枝反回枝の傷みである。椎間板変性

によるC線維のsproutingが起こり、神経終末

が線維輪深層に入る。炎症性因子によりC線維

が化学的な障害と機械的な障害を受け、腰痛の

原因になる。メカニカルストレスが侵害受容器

を刺激し疼痛を起こす。Sproutingした神経が、

中枢神経の過敏化のような機序で神経障害性疼

痛を起こす可能性もある。

Ⅳ．神経根性疼痛

　文字通り神経根の痛みである。機械的圧迫に

よる神経根への直接障害や炎症性物質による神

経根への直接障害による痛み。神経根は、その

構造においても末梢神経に比較して痛みをおこ

しやすい。すなわち神経根には神経外膜がない。

また神経周膜は、末梢神経に比較して薄い。神

経周膜は、炎症の防波堤のような役割をはたし

ており、この膜が薄いことは炎症が波及しやす

いこを意味する。また神経束の走行が、末梢神

経では、花筵状であるのに対して、神経根では

疎に平行に走行しているために、機械的ストレ

スに弱い。このような神経膜な特徴から､神経

根は末梢神経に比較して痛みを生じやすい。

枝は、いわゆる脊椎洞神経であり、これは椎間

板や靭帯、硬膜に分布する。もう1つの前枝は

交通枝で、これは交感神経につながっている。

後枝には内側枝と外側枝がある。内側枝は椎間

関節や脊椎棘突起の正中に近い多裂筋を支配し

ている。いっぽう外側枝は、脊柱起立筋や背中

の皮膚をしている。椎間関節の支配神経は、腰

神経後枝内側枝である。腰神経後枝は、神経根

からほぼ直角に分岐した後、横突起間靭帯の中

で外側枝と内側枝に分かれ、さらに後枝内側枝

は乳様突起と副突起の間で、乳様副靭帯の下を

通って隣接する上下の2つの椎間関節を支配す

る。
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Ⅴ．馬尾症状

　馬尾の症状は、主には下肢のしびれや会陰部

のしびれであって、腰痛ではない。これは馬尾

症状が､侵害受容性疼痛ではなくて神経障害性

疼痛であることを意味している。馬尾の神経機

能の異常のために下肢や会陰部のしびれを生じ

ている。すなわち可逆的であれ非可逆的であれ、

馬尾の伝導障害が起こって生じる症状である。

馬尾に脱髄がおこれば、その結果、Na＋チャ

ンネルの分散、電気信号の交換（エファプス）

が起こると、神経障害性疼痛が発生する。

　以上より、腰椎疾患についての治療を考える

と、疼痛の原因には、侵害受容性疼痛と神経障

害性疼痛があり、それには治療戦略が異なる。

そのためにNSAIDｓだけではなく、アセトア

ミノフェン、オピオイド、抗うつ薬、抗てんか

ん薬など、種々の薬剤の効果、副作用、依存性

の問題を十分な理解し、使い分けなければなら

ない時代になってきた。
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OCOA研修会報告

図1. 肩関節リウマチの単純X線像（右に行くほど進行している）

関節リウマチによる上肢の機能障害とその治療

—手術のタイミングと治療成績について—

慶應義塾大学医学部　整形外科教室　専任講師  　池　上　博　泰

【はじめに】

　関節リウマチの治療は原則として薬物療法が

基本です。近年の生物製剤の開発によって、最

近の薬物療法の進歩には著しいものがありま

す。しかし、未だ関節リウマチを完全に治す薬

物はありませんし、壊れた関節を使っていると

関節リウマチのコントロールはよくても関節破

壊は進みます。

　薬物療法と同様に、手術療法も、新しいイン

プラント材料の開発、あるいはバイオメカニク

スの進歩などによって10年前とは比べられな

いくらいに進歩しています。特に関節リウマチ

による下肢の障害（特に股関節や膝関節）に対

する手術治療は盛んに行われ、良好な機能の獲

得が報告されています。

　一方、上肢に対する外科的治療は伸筋腱断裂

を除くと、手術の順序、適応、方法などに

関して一定のコンセンサスが得られていま

せん。

　患者さんの多くが手関節あるいは手指を

初発症状としているため、手関節・手指は

長い罹病期間を有し、それに伴って関節の

破壊が進行し変形の著しい例も多いです。しか

し、罹病期間が長いので関節の変形に慣れてい

て、日常生活で工夫しながら使うことで、特に

外科的な治療を必要としない例もあります。

　また、関節リウマチでは全ての関節が罹患す

るので、肩･肘･手･指関節をすべて評価した上

で、治療方針を決めていく必要があります。つ

まり、上肢を一つのユニットとして考えていく

ことが大切だと思っています。

　本稿では、肩・肘・手関節、手指伸筋腱断裂

に対する手術治療の適応及びその治療成績につ

いて、実際に経験した症例をもとに述べます。

【肩関節】

　肩関節リウマチの多くは、肩甲上腕関節裂隙

の狭小化からはじまり、大結節部周囲の滑膜

炎、上腕骨頭の破壊および骨頭の内方･上方へ

の偏位、肩甲骨の骨破壊と進行していきます

(図1)。

2月18日　238回研修会　グランビアホテル

 手術療法の適応は、１）保存療法が無効な肩

関節痛、２）肩関節可動域制限の二つが挙げら

れます。１）の肩関節痛は、肘･手･指関節に比

べてより強く訴える患者さんが多い印象があり

ます。この理由として肩の痛みは夜間痛が著明

なこと（昼間は重力の影響で上肢が下垂されて

いますが、睡眠時は上腕骨頭が肩峰にインピン

ジして疼痛が誘発されやすいといわれていま

す）、肩は肘･手･指よりも頭に近くて痛みが不
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図4. 人工肩関節置換術後12年の可動域

図2. リバースタイプの人工肩関節
(本来の解剖学的構造と異なり、肩甲骨インプラントが凸面で上腕骨インプラントが凹面となっている)

図3. 41歳の男性。右肩関節リウマチに対して人工肩関節置
換術を行い、術後12年経過した単純Ｘ線像とMRI

安を増強するのではと考えています（実際に肩

関節は肘関節よりも疼痛閾値が低いという報告

もあります）。２）の可動域制限ですが、挙上

制限が多くの患者さんでみられます。ただ、

内・外旋制限のほうがより日常生活動作の支障

が多く、具体的には顔に手が届かない(内旋拘

縮例)、下着の上げ下げ･トイレでの始末に困る

(内旋制限の著しい例)といったことがありま

す。

　手術療法には、関節鏡下滑膜切除術や人工関

節置換術などがあります。

　関節鏡下滑膜切除術では、増生した滑膜の切

除や、損傷した上腕二頭筋腱を切離すること

で、除痛効果が得られます。ただ、その長

期予後については議論があり、リウマチの

進行を防ぐことはないともいわれます。

　人工肩関節置換術は、肩腱板が修復可能

な例ではよい適応です。ただ、肩腱板の損

傷が進んでいてその修復が困難な場合に

は、海外ではリバースタイプの人工肩関節

（図2）（本来の解剖学的構造と異なり、

肩甲骨インプラントが凸面で上 骨インプ

ラントが凹面となっています)が用いられ

ています。おそらくこれから2年くらいの

後は本邦でもリバースタイプが使用可能に

なるといわれています。

　人工肩関節置換術の治療成績ですが、除痛は

病期が進んでも期待できます。ただ、可動域に

ついては内･外旋可動域は多くの例で改善しま

すが、腱板損傷がしっかりと修復できないと挙

上については難しくなります。したがって、病

期が進んで腱板損傷が著しい例や肩甲骨の骨破

壊が進行している例では、より高度な手術手技

が必要となります。

（代表症例）41歳の男性で、右肩関節リウマ

チに対して人工肩関節置換術を行いました。術

後12年経過した後のＸ線像とMRIです。術後

12年の現在、特に疼痛もなく、可動域も著明

に改善しています（図3，4）。
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図5. 肘関節リウマチの単純X線像
（右に行くほど進行している）

図6. K-NOW人工肘関節の開発コンセプト

【肘関節】

 肘関節リウマチの多くは、腕尺関節裂隙の狭

小化から始まり、上腕骨滑車の骨破壊と橈骨頭

周囲の滑膜炎、上腕骨顆部の骨破壊と進行し

て、屈曲･伸展軸が中枢へ偏位していきます

（図5）。

　手術療法の適応は、1) 尺骨神経麻痺、2) 保

存療法が無効な肘関節痛、3) 肘関節可動域制

限(特に顔に手が届かない屈曲制限)です。ま

た、肘関節リウマチで可動域制限のある患者さ

んが転倒して受傷すると、その可動域制限のた

めに、上腕骨の遠位部や顆上部･通顆部の骨折

を生じることがあります。このような例では、

すでに肘関節の関節破壊がありますので観血的

整復固定術ではなく、人工肘関節置換術の適応

と考えています。1), 2)に対しては、尺骨神経

皮下前方移行術や関節鏡下滑膜切除術なども考

慮されます。人工肘関節置換術は上記のいずれ

でも考慮されていい手術ですが、本法では使え

る機種がたくさんありますので、それぞれの特

徴を十分に理解し、その手技に精通して使用す

るべきと考えています。

　人工肘関節置換術の治療成績ですが、除痛は

病期が進んでも期待できます。また、可動域は

多くの例で改善しますが、伸展制限が残存する

場合があります。長期治療成績についても幾つ

かの報告があり、10年以上再置換術を要しな

い例が80-95%と言われています。肘関節は非

荷重関節と思われがちですが、実際には異なり

ます。日常生活動作では、“逆てこ”のため

1kgの鞄を提げると関節に作用する力は50N増

加すると言われ、日常生活動作では300Nの力

が肘関節に加わると報告されています。また、

関節リウマチで下肢にも病変がある場合には、

肘頭部をついて起き上がったり、杖を用いたり

しているので、もっと大きな力が加わっていま

す。これらの理由から人工肘関節置換術後の患

者さんには、通常およそ2.5kg以上のものは持

たないように指導されています。

　私たちは、日本人の上腕骨骨髄腔の計測か

ら、日本人に適した人工肘関節を開発してきま

した。この人工肘関節は2005年4月から臨床

応用も始まり、すでに300例以上の症例に使わ

れています。また、一昨年からは香港でも使わ

れ始めています。その特徴は、上腕骨インプラ

ントと尺骨インプラントがリンクしたタイプと

リンクしていない表面置換型のタイプ、セメン

トを使うタイプとセメントレスのタイプなどが

選べること、インプラントのモジュラリティが

高くステムを残したまま、関節面を再置換でき

るような工夫がされています（図6）。

（代表症例）57歳の男性で左肘関節リウマチ

例です。滑膜炎とともに疼痛が著明で薬物治療

が効果ないため、人工肘関節置換術を行いまし

た。手術後5年の現在、経過は良好で軽度伸展

制限を認めますが、屈曲は良好で疼痛もありま

せん（図7）。
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図7. 57歳の男性。右肘関節リウマチの術前単純Ｘ線像と
人工肘関節置換術後5年の単純Ｘ線像と可動域

【手・指関節】

　関節リウマチによる手･指関節の変形には

種々のタイプがありますが、その多くは尺骨頭

が背側へ脱臼し、手根骨が掌・尺側へ偏位し、

MP関節も尺側へ偏位(時に掌側へ偏位)しま

す。背側へ脱臼した尺骨頭によって回外制限や

伸筋腱断裂が生じます。

　手関節に対する手術療法の適応は、1）手関

節の著明な回外制限や疼痛、2）伸筋腱断裂で

す。手術方法には幾つかの種類がありますが、

多くの施設では、Sauvé-Kapandji法が行われ

ています。伸筋腱断裂を伴う場合には、腱移行

や腱移植などが行われます。伸筋腱断裂の多く

は環･小指に生じます。この環･小指ではグリッ

プ動作が非常に重要ですので、手術後にMP関

節の屈曲制限を決して生じないように治療する

必要があります。このために、私たちは隣接指

への端側縫合とテーピングを用いた減張位早期

運動を行っています。

　指、特にMP関節については、尺側偏位や掌

側偏位が生じるとピンチ動作で力が入りにくく

なり、伸筋腱が尺側へ変位するとMP関節伸展

が不能となります。また手指の外観も非常に悪

くなり、これらは医師が思っている以上に、患

者さんは気にされています。したがって、この

ような例では手術治療も考慮すべきと考えてい

ます。

（代表症例）症例は82歳の女性です。右手小

指の伸筋腱断裂と示・中・環指MP関節の尺側

偏位があります。お孫さんと手を繫ごうとし

て、“魔法使いのような手”と言われ，すごく

傷ついていました。また、小指の伸展障害と指

を屈曲する際に環指と小指が交叉してしまい手

が使いづらいために、手術を希望されました

（図8）。手術では、MP関節の滑膜切除とシ

リコン製の人工MP関節置換術とMP関節の

関節包の縫縮、側副靭帯の再形成術、crossed 

intrinsic transfer、脱臼している伸筋腱の腱

帽の縫縮を示・中・環・小指MP関節に行いま

した。さらに、小指伸筋腱の末梢断端を環指伸

筋腱へ端側縫合しました。手術後5年経過の現

在、手指の伸展･屈曲は良好で外観上の変形も

著明に改善して、患者さんも満足されています

（図9）。
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図8. 82歳の女性。右手関節リウマチの外観と単純X線像
（右手小指の伸筋腱断裂と示･中･環指MP関節の尺側偏位を認める）。

図9. 手術後5年の手指の外観と伸展･屈曲機能および単純X線像
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図１． 75歳女性SIF症例。
発症2か月時X線で、荷重部骨頭の陥没（白矢印）が検出される。
MRIで低信号の軟骨下骨折線（黒矢印）が認められるが、骨頭から頸部に広
がる骨浮腫像（白矢印）は骨頭部の異常病態を示唆する重要な所見である。

鑑別に注意を要する股関節障害の診断と治療

― SIF, FAI, 股関節唇損傷を中心に

大阪大学大学院医学系研究科運動器医工学治療学准教授  　西　井　　　孝

　股関節症状を有する成人患者に対する主要疾

患・外傷として、変形性股関節症や特発性大腿

骨頭壊死症、大腿骨近位部骨折、その他にリウ

マチ性疾患、急速破壊型股関節症（RDC）、

一過性大腿骨頭壊死症、腫瘍性病変などが鑑別

の念頭におかれることが一般的である。しか

し、それらの診断にあてはまらず症状が持続し

ている症例やまちがって診断されている症例も

散見される。そのような症例の中に、SIF

（subchondral insufficiency fracture of the 

femoral head）とFAI（femoroacetabular 

impingement）が、近年病態があきらかにさ

れつつある疾患として注目されている。

【１】 SIF （Subchondral insufficiency fracture of 

the femoral head）

１）臨床症状とX線：

 軽微な外傷後、または誘因なく強い股関節の

痛みで発症し、初期には疼痛性の跛行をきたす

ことが多いため、患者自身が異常性を自覚し比

較的早期に医療機関を受診することが多い。し

かし初期のX線では荷重部骨頭表面の軽度の陥

没が見られることもあるものの、まったく異常

が検出されないことが多いため見逃される要因

となる。

２）診断：

 MRIが診断に最も有効であり、軟骨

下骨折線は荷重部骨頭輪郭に沿うよ

うに連続する低信号帯として描出さ

れる（図１）。低解像度のMRI画像で

は低信号帯が描出されにくいが、骨

頭から頚部への骨髄浮腫像（びまん

性にひろがるT1強調像での低信号、

T2強調像での高信号領域）は骨頭部

の異常病態を示唆する重要な所見と

なる。MRI検査を施行される場合は、骨髄浮腫

像が強調される脂肪抑制T2強調像の依頼を強

くお勧めする。放射線科からの読影も含め、

SIFの荷重部にみられる低信号領域を骨頭壊死

症の圧潰と誤って診断されているケースが散見

される。骨頭壊死症の圧潰初期では壊死領域内

の骨髄のMRI信号が保たれているため、T1・

T2強調像とも高信号の壊死領域を囲む低信号

帯（band pattern）が認められること、圧潰

による骨随浮腫（T2強調像での高信号）は壊

死部にはひろがらないことが多い、などの点が

骨頭壊死症の特徴である。

2月18日　238回研修会　グランビアホテル
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表１．FAIの代表的な骨形態指標（X線またはMRI)

　SIFは高齢の女性に発生することが多いが、

男性や青・壮年期に発生する症例も散見され

る。SIFの病態として、骨質の低下、軽度の臼

蓋形成不全や骨盤後傾などによる力学的環境異

常、炎症性サイトカインの産生と骨反応性など

が相互に関連している可能性が示唆されている

ものの、いまだ不明な点が多い。SIFは本邦

では大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折と称される

ことが多く、青・壮年期に発生する症例でも

摘出標本で骨梁の菲薄化、断片化がみられ、

osteopenia（骨減少）の背景が示唆されたと

する報告もみられるが1)、骨折後の二次的な変

化を評価している可能性もあり、すべてのSIF

が骨脆弱性に関連しているかどうかはあきらか

ではない。

３）SIFの予後：

　SIFは関節面から浅い部位での比較的小範囲

の骨折である頻度が高く、保存的に症状が改善

しうる可能性の高い疾患とも考えられうるが、

いままでその自然経過はあきらかにされていな

い。自験例で、発症時のＸ線とMRI所見から

SIFと診断された28関節の自然経過を検討し

た。平均11か月（1-45か月）の経過期間中、

手術（THA）は12関節(43%)に施行されてお

り、一旦症状が軽減しても徐々に関節症変化が

進行し発症後30か月以降にTHAを施行した症

例も2関節認められた。手術を施行されていな

い16関節でも、5関節に関節裂隙の狭小化が認

められていた。特に高齢女性で発症したSIFの

予後は良好とはいえず、一旦疼痛が軽減しても

経過観察の必要性には留意すべきである。

【２】 FAI （Femoroacetabular impingement）

１）概念と機序：

　臼蓋形成不全以外にも、X線上の股関節形態

異常が股関節痛や股関節症発症と関連しうるこ

とはMurray (1965) やSolomon (1976) らによ

り報告されていたが、2000年初頭にGanzらが

FAIとしてその疫学、病態および治療を体系的

にまとめ報告を重ねることにより広く認識され

るようになった2)。FAIの機序として、臼蓋お

よび大腿骨頭の形態異常を背景に屈曲位での最

大内旋時などに骨頭・頚部と臼蓋辺縁部とのイ

ンピンジにより関節唇や関節軟骨障害を誘発

し、股関節痛や関節症の要因となることが提唱

されている。

２）臨床診断：

　理学所見として、屈曲90°で内旋した際に

疼痛が誘発されるanterior impingement 

sign、屈曲30-40度で外転・外旋を強めていく

際に疼痛が誘発されるFABER’s signなどが手

術時のFAI所見と関連性が高いことが指摘され

ている。疼痛の出現部位は、股関節前面から大

腿近位部周囲以外に、股関節外側や臀部にも認

められる頻度が高いことも特徴的である。

３）画像診断：

　骨頭の過大被覆をきたす臼蓋の形態異常は

pincer type、骨頭の不整な形態異常はcam 

typeとして分類され、それぞれ幾つかの画像

指標が提唱されている（表１）。詳細は総説3)

などを参照されたい。

　しかし、日常動作におけるインピンジメント

の発生を直接的に確認することは困難であり、

FAIの画像指標で陽性とされる骨形態異常がど

の程度股関節痛や変形性股関節症発症の原因と

なっているかはあきらかでない。単純X線での

cross-over signやPRIS signは無症状の股関節

においても30%以上の高率に認められることが

報告されている。FAIの画像指標を有する無症

− 105 −



図2． A-1,2,3 放射状MRI. 
B-1,2,3 関節造影後CTの放射状再構成像. 

それぞれ、関節唇損傷（白矢印）や関節軟骨損傷（黒矢印）が
認められている。

状股関節96例の自然経過の報告では、平

均18.5年経過しても79例（82.3%）の症例

で関節症の進展がみられなかったとされて

いる4)。したがって、FAIに対する治療を

検討する場合には、インピンジメントの結

果ひきおこされると考えられる部位（主に

前方から前上方部）に関節唇損傷や臼蓋関

節軟骨障害が発生していることを確認する

ことが、最低限必要と思われる。早期の関

節唇や臼蓋関節軟骨の評価には一般的な両

側股関節の冠状・横断像MRIでは正確な診

断はほぼ不可能である。片側股関節の臼蓋

の中心軸まわりの放射状MRI（またはガド

リニウム造影MRI）や、関節造影後高解像

度CTの放射状再構成像5)が、関節唇断裂

や変性などの評価に有効である（図２）

4）治療：

　生活指導や運動療法などの保存療法が奏功し

ない症例に対する外科的治療では、①Ganzら

の提唱する観血的脱臼、②股関節前方・前外方

からの小切開（＋関節鏡併用）、③股関節鏡、

の各手技を用いた、osseous bumpなどの骨形

態異常に対する関節形成術と股関節唇縫合術が

主な治療法である。それぞれ術後2-3年の良好

な疼痛軽減や機能回復効果が報告されている

が、中長期の臨床成績や変形性股関節症進展防

止効果などについては、これからの研究報告が

待たれるところである。
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図１． 大径骨頭を用いたメタルオンメタルTHA

人工関節のupdate

三重大学医学部　整形外科講師

長谷川　正　裕

はじめに

　人工関節は目覚ましい発展を遂げ、症例数も

毎年増加している。股関節においては、摺動面

の素材の開発、応用が長期成績を向上させるた

めに必須である。メタルオンメタル人工股関節

置換術(THA)は1960年代から用いられていた

が、次第に用いられなくなった。その理由とし

て、コバルトクロム合金の加工の問題があり、

ポ リ エ チ レ ン の 方 が 容 易 に 製 造 で き 、

CharnleyのTHAが普及したためと考えられ

る。しかし、ポリエチレンにも問題があり、ポ

リエチレン摩耗に起因する問題を回避するため

に、セラミックオンセラミックが用いられるこ

ともある。また、メタルオンメタルTHAのリ

バイバルが訪れた。メタルオンメタルTHAは

工業技術の進歩もあり、2005年末から2006年

における米国での使用率は35%にも及んでい

た。大径骨頭の組み合わせにより術後の安定

性、可動域拡大が期待されている。メタルオン

メタルTHAはセメントレスのモジュラーカッ

プにポリエチレンライナーのかわりにメタルラ

イナーを用いるタイプと、表面置換術(hip 

resurfacing)で用いられるノンモジュラーの

カップを用いるタイプがあり、後者の方がより

大きい40mm以上の大径骨頭が使用可能であ

る（図１）。しかし、金属関連合併症である

ALTR (adverse local tissue reaction)、

pseudotumorの発生が問題となり、使用率が

減少している。なお、ALTR、pseudotumor

はARMD (adverse reactions to metal debris)

や病理所見を表すALVAL (aseptic lymphocyte

-dominated vasculitis-associated lesion)とほぼ同

様の病態を示した表現である。ALTRは金属濃

度の上昇やアレルギー反応等が原因と考えられ

ているが、未だ不明点が多く存在する。

　THA後の人工関節の設置異常やコンポーネ

ントの弛み、移動は単純X線で比較的容易に診

断できることが多く、術後の定期的なフォロー

アップは単純X線だけで行われている。ポリエ

チレンを用いたTHAにおいては、骨頭がメタ

ルまたはセラミックを用いた後の合併症とし

て、ポリエチレン摩耗、オステオライシス、セ

ラミック破損等もあるが、単純X線での診断は

比較的容易である。セラミックオンセラミック

THA後の合併症としてのセラミック破損、セ

3月17日　239回研修会　帝国ホテル
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図2． Cormet

ラミックライナー脱転等も単純X線での診断は

比較的容易である。しかし、メタルオンメタル

THAにおいては、ALTRの診断は単純X線で

は困難である。

●大径骨頭のセメントレスメタルオンメタル

THAの短期成績と合併症

　骨頭径が40−52mmまでの大径骨頭を用い

たTHAを2008年から2009年に107関節に

行った。性別は男性18関節、女性89関節、年

齢は平均65歳、BMIは平均24kg/㎡であった。

原疾患は変形性股関節症101関節、大腿骨頭壊

死症4関節、関節リウマチ2関節であった。用

いたインプラントはCormet cupとCTi II stem 

(Corin、図２)で、鋳造、ハイカーボン（0.35%）、

double-heat treatmentがなされ、クリアラン

スは100µmであった。カップ外転角度は平均

41°で、術後経過観察期間は平均2.5年であっ

た。これらの症例に対する短期成績と合併症を

検討した。JOAスコアは術前平均45点から84

点に有意に改善した。コンポーネントの弛みは

ステム側にはなかったが、カップは3関節に認

めた。オステオライシスは2関節に認めた。脱

臼例はなかった。感染は1関節に発生した。

Pseudotumor（fluid/mass）は単純X線での

診断は不可能であるため、MRIを用いて検索

した。その結果10関節（9%）にみられた。

Pseudotumorを含めたALTRは12関節にみら

れ、7関節は再置換術を要した。術後平均2年

で行い、メタルオンメタルの摺動面からメタル

オンポリエチレンの摺動面に交換した。血中の

金属イオン濃度は、片側例の例のみに測定した。

血清コバルト（Co）、クロム（Cr）濃度測定

を術前、術後3カ月、術後1年、術後2年に行っ

た。Coは誘導結合プラズマ質量分析法、Crは

原子吸光法を用いた。Co、Crとも術後3か月

（1.5µg/L）、術後1年（Co 2.4µg/L、Cr 2.2 

µg/L）まで有意に増加したが、術後2年（Co 

2.5µg/L、Cr 2.2µg/L）は術後1年と差がな

かった（Hasegawa et al, J Arthroplasty in 

press）。

●摺動面が鍛造製と鋳造製のCoCr合金を用い

たTHA後の金属濃度の比較

　金属濃度は様々な因子に影響されている。す

なわち、年齢、性別、BMI、活動性、カップ設

置角度、骨頭径、クリアランス、金属材質等が

影響している。活動性に関してはKhanらは相

関があることを示したが、Vendittoliら、de 

Haanらは関係がないことを示した。カップ設

置角度は、急峻設置で金属濃度が上昇すること

をLangtonらは報告したが、Vendittoliらは否

定的である。骨頭径に関しても大径で金属濃度

が上昇する報告（Vendittoli）、低下する報告

（Antoniou）、差がないとする報告（Daniel）

があり、一定の見解は得られていない。今回は

金属材質に着目し、摺動面が鍛造製と鋳造製の

CoCr合金を用いたTHA後の金属濃度を比較し

た。骨頭もカップも鍛造製の P i n n a c l e  A 

（ D e P u y ; 1 群 、 図 3 ） と 上 記 の 鋳 造 製 の

Cormet（Corin ; 2群、図２）を用いたメタル

オンメタルTHAを施行した例を対象とした。

Pinnacle Aはセメントレスのモジュラーカッ

プにポリエチレンライナーのかわりにメタルラ

イナーを用いるタイプであり、Cormetは表面

置換術（hip resurfacing）で用いられるノン

モジュラーのカップを用いるタイプである。反

対側にTHAを受けた例や他の金属インプラン

トを受けた例を除外した。1群のメタルライ
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図3． Pinnacle A

図4． MRI STIR像
Pseudotumorを示すhigh intensityのmass（矢印）

ナ ー は U l t a m e t で ス テ ム は S - R O M - A

（DePuy）であった。両群ともhigh-carbon

で、2群はdouble-heat treatmentがなされて

いた。1群のクリアランスは80−120µmで

あった。両群間の性別、年齢に差はなかったが、

BMIは1群が有意に大きく、骨頭径は2群が有

意に大きく、カップ外転角度は1群が有意に大

きかった。術前と術後3カ月、1年、2年に血中

Co、Cr濃度を測定した。経時的な変化と両群

の比較を単変量解析、多変量解析を行い検討し

た。

 1群の金属イオン濃度は、Co、Cr濃度の中央

値で、術前0.3、0.2µg/lから3カ月で0.7、0.6 

µg/lと有意に上昇したが、その後の上昇はな

かった。多変量解析において、BMI、骨頭径、

カップ外転角度で補正すると、Co濃度に差は

なかったが、Cr濃度は術後3カ月と1年で2群が

有意に高値であった。Hip simulatorを用いた

Chanら、Dowsonらの実験によると、摩耗粉

はhigh-carbonの鍛造と鋳造で差がなかった。

今回のin vivoでの結果において、鍛造製の1群

は鋳造製の2群より金属濃度が低く、摺動面由

来のALTR、pseudotumor等の合併症減少と

関連していることが示唆された。

　金属濃度を径時的に測定しなかった例も含め

て当科で行った1群の81例（平均経過観察期間 

3.7年）と上記の2群の107例（平均経過観察期

間 2.5年）を対象として、単純X線像を用いた

弛み、オステオライシスの検討を行った。さら

に、MRIを撮影し、pseudotumor（図４）の

有無を検討した。

　単純X線で弛みは1群にはなかったが、2群は

カップの3関節に認めた。ステムの弛みは認め

なかった。オステオライシスは1群にはなかっ

た。ALTRは1群において、4例4関節（4%）

に認め、pseudotumor は4関節（4%）に認め

たが、すべて無症状であった。両群間での発生

頻度に有意差はみられなかった。ALTR、

pseudotumorに対する再置換術は、1群にはな

く、2群は上記の7関節（7%）であり、有意に

2群が多かった（P=0.020）。

●ALTR、pseudotumorの原因、頻度

　ALTR、pseudo tumorの原因として

は、T cellによる遅延型金属アレルギーと

impingement, edge loadingに関連するmetal 

wear debrisによる細胞傷害が考えられている

が、未解明である点も存在する。Metal wear 

debrisに関しては、量よりも患者の感受性がよ
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り重要であるとも考えられている。われわれは、

pseudotumorの原因はT cellによる遅延型金

属アレルギーよりもmetal wear debrisによる

細胞傷害が示唆される症例を過去に報告したが

（Hasegawa et al, J Arthroplasty 2012）、

T cell優位のpseudotumorも経験した。

　Pseudotumorは無症状例も含めてKwonら

は4%と報告し、重要な問題であると認識され

てきた。今回のCormetの検討では9%にも及ん

でいた。Kwonらの報告以降、エコーやMRIを

用いた無症候例を含めたpseudotumorのスク

リーニングの報告が増え、MARS（metal 

artifact reduction sequence）MRIを用いると

最大61%にも及んでいる。Hartらはメタルオ

ンメタル THA後に股関節痛のある30例と無症

状の28例にMARS MRIを施行し、有症状の

57%にpseudotumorを認め、無症状の患者に

おいても61%にpseudotumorを認めたと報告

した。

　Pseudotumorに対して摘出したインプラン

トは金属摩耗が多かったという報告もあるが、

テーパー接合部での金属摩耗も重要な問題と

なっている。THAの鋳造と鍛造製の金属イオ

ン濃度の過去の報告において、Coにおいて、

一番高いのは鍛造のDurom（Zimmer）であ

り、Crにおいても、鍛造のDuromが今回の

Cormetとほぼ同様であり、鍛造性が優れてい

るとは言えない。THAとresurfacingの比較に

おいて、Duromを用いた研究では、CoCr製ア

ダプターが問題視されており、鍛造製のTHA

後の金属イオン濃度上昇の原因となっている。

Double-heat treatmentとas castに関して、

BowsherらはHip simulatorでwearに差はな

いと報告したが、Danielらはas castの方が臨

床成績良好であったと述べている。

おわりに

　最近のBritish Orthopaedic Associationと

British Hip Societyは、大径骨頭メタルオンメ

タルTHAはその合併症の原因が明らかになる

までは使用するべきではないと勧告している。

当科においても、大径骨頭のメタルオンメタル 

THAの使用は中止した。しかし、メタルオン

メタルのすべてに問題があるわけではなく、

resurfacingは継続して使用している。
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OCOA研修会報告

図１． スポーツ整形外科の領域
Sports-specific careほか ※はOrthop Know. Update
Sports Medicine（2004）より引用

日常診療におけるスポーツ外傷・障害の治療

びわこ成蹊大学スポ－ツ大学　競技スポ－ツ学科教授

大久保　　　衞

【はじめに】

　最近では、中高生のいわゆる部活レベルのス

ポーツ選手を含めた専門的な競技選手だけでな

く、ジョギングやウォーキングなどの健康ス

ポーツを楽しむ人々が、運動器のトラブル（ス

ポーツ外傷・障害）で整形外科の外来を訪れる

ことは少なくない。それら多くのスポーツ選

手・愛好家の治療のゴールはＡＤＬへの復帰だ

けではなく、最終的にはスポーツ復帰であり、

この点が「整形外科」といわゆる「スポーツ整

形外科」の最も大きな違いである。

　今回、このような日常診療におけるスポーツ

整形外科において、どのような配慮が必要か、

現在の整形外科の標準的な治療指針を振り返り

つつ演者自身の経験を加えて考えてみたい。

１．スポーツ整形外科の特徴

 認識すべきは、スポーツ選手・愛好家では日

頃の運動器への生体力学的負荷量が質・量とも

に一般とは大きく違うことである。したがって

診断では、歴年齢に関わらず運動器にオーバー

ユースによる変性が生じている可能性を常に考

えておかねばならない。したがって、過去の整

形外科の診療では経験しなかったような、思わ

ぬところに思わぬ障害が潜んでいることも決し

て希ではない。

 さらに治療方針の決定では、スポーツ活動の

中断もやむを得ない重傷でない限り、スポーツ

活動を継続しながら治療したいというのが選

手・愛好家の本音であり、これを尊重しなけれ

ばならない。さらに一般の整形外科の場合も全

く同様であるが、可能な限り保存療法が望まれ

る。さらに最終的に手術しか方法がない場合に

は、可及的侵襲の低い術式が指示されることは

いうまでもない。

２．統計から

 スポーツ整形外科を専門とする医療機関、例

えば関東労災病院での統計では圧倒的に膝関節

が多く1)、ちなみに2000年から04年の統計で

3月17日　239回研修会　帝国ホテル

図１は、スポーツ整形外科の領域を図示したも

ので、外傷・障害の診断から初期のリハビリ

テーション、ＡＤＬへの復帰、さらにアスレ

ティック・リハビリテーション（米国のテキス

トでは「スポーツに特異的なケア」に該当）を

経て、スポーツ復帰までの経路を示している。

スポーツ整形外科医はこの全経路に関与する

が、特に今回は最も重要な初期の診断と治療方

針（図中、○印）について考察する。
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図2． 初診医療機関の統計（「貴島会クリニック」のデータより）
2003年、05年及び11年の年間件数を示す。
膝、腰、足部、肩の順であった。

図3． 症例　39歳（受傷時）女性　健康スポーツ
ACL損傷のMRI像(受傷後1.0か月と受傷後6.5か月）

３．膝のスポーツ外傷・障害

⑴　前十字靭帯（以下、ＡＣＬという）損傷　

　何といっても膝のスポーツ外傷といえば、そ

の代表はACL損傷であろう。現在の標準的治

療指針2)においては、スポーツ活動の継続を前

提に、靭帯再建術が推奨されており広く受け入

れられている。

　その際、初療医として注意すべきは、術後の

合併症（関節拘縮）を回避するため、以下の二

条件を満たしていることが再建術実施の条件に

なることを選手・愛好家に説明することであ

る。すなわち①受傷時の疼痛が消失しているこ

と、および②可動域が完全に回復しているこ

と、である。再建術は、近年の手術手技の格段

の進歩により解剖学的再建も可能になりつつあ

る2)。

　ただACL損傷イコール再建術ということ

が、あまりに強調され過ぎていると感じるのは

筆者だけであろうか。手術侵襲を嫌うこととは

別に、一定期間の入院を要する再建術を受けら

れない事情のある選手・愛好家も存在すること

は事実である。以下に代表的症例を供覧する。

は約65％を同部が占めている。筆者らの外来

部門の統計（図２）では、部位としては膝が一

位であるが、その他も腰部、足部・下腿、上肢

（肩）の順であり、それぞれ20％前後程度で

比較的平均化している。以下、紙数の都合によ

り多いものから順に膝と腰を中心に考察する。

　症例：39歳女性　種目：健康スポーツ

　06年1月5日、子供を後ろに乗せた自転車に

乗車中、転倒しかけたため、なるべくゆっくり

と転倒しようと考え下肢を踏ん張った際に受

傷。某病院整形外科を受診したところ「再建す

る気になったら、また来院して下さい」と再建

術のみをすすめられたが、「子供が小さく、夫

が単身赴任のため何とかなりませんか？」と筆

者が担当する整形外科外来を受診した。 

　本例の場合、保存療法を選択するしかない

が、治療方針としてはこれまでの経験から、関

節の固定を含めて単なる安静は極力避け、装具

を作製し、積極的に動くことを勧めた。歩行許

可、場合により走行も許可した。運動療法とし

ては主働筋が主として収縮するOKC様式の運

動（レッグエクステンションなど）より、拮抗

筋も同時収縮するCKC様式の運動（スクワッ

トなど）での荷重下でのエクササイズ（以下、

Exと略す）を指導し、加えて体幹コアのExも

指導した。

　その結果、少なくともMRI所見（図３）では

受傷後6.5か月でACLの陰影が整い治癒傾向が

示唆された。理学所見でも、受傷後3か月の時

点でLachmanテストにおいて「ハードエンド

ポイント」が出現した。

　今回の講演に合わせた電話による予後調査

（2012年3月13日、受傷後6年2か月）では、

自覚的にGiving wayはなくADLにも問題はな

いとのことであった。スポーツについては全力

走や跳躍などの激しいスポーツは避けている

が、ハイキングなどの軽スポーツは問題なく行
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図4． 症例72歳女性　スキー（元体育教師）
62歳時に、ヘリスキー（カナダ）　標高差100万フィート（約30万5000m）
滑走達成した。右膝は、30歳代にACL損傷を受傷している。

えているとのことであった。このように、本例

のような本格的な競技選手ではない場合、再建

術以外の選択肢も有り得る

 また筆者らのグループでは、再建術では視野

確保のためレムナントがすべて切除・廓清され

るが、それらを利用することを考慮し出来るだ

け損傷ACLを温存した術式として、鏡視下縫

合術3)と術直後からの積極的運動療法4)を試み

てきている。

　適応は大腿骨付着部での断裂に限られるが、

現状では成功率85％、スポーツ復帰率は約

80％で、成功率95％超の再建術には及ばない

が一つの選択肢として今後とも検討を続ける予

定である。この縫合術は、先にふれた再建術施

行の前提となる二条件のための待機期間（最短

でも1か月、長くて3か月）の間に実施できる

利点も有している。

　なお文献上では希であるが、ACLの保存的

な治癒例5)や、完全断裂であっても高度な競技

スポーツ活動に支障のない例6)が報告されてい

る。加えて近着のEBMスポーツ医学という書

籍7)によれば、ACL損傷の保存療法と観血療法

を比較した厳密な意味での臨床研究はほとんど

存在しないとされている。したがって、再建術

以外の治療方法についても、今後とも研究の余

地が残されていると思われる。

　なお整形外科外来には、再建術の適応年齢を

過ぎて訪れる選手・愛好家も少なくない。図４

は右膝ACL損傷後30年余を過ぎた女性であ

る。確かに変形性関節症の程度は左に比して進

んでいるが今なおシーズン30日以上スキーを

楽しんでいる。これは、筋力の維持以外に膝関

節に負担の少ない滑りを可能にするニューコン

セプトスキー（いわゆるカービング・スキー）

の登場とも無関係ではないと思われる。

⑵　ジャンパー膝（膝蓋腱付着部炎）

　Blazinaの分類（1973）の三相の分類はよく

知られているが、現在では、それに第四相・腱

の断裂を加えたRoles分類（1978）が用いら

れている。前者の三相はスポーツ活動参加が不

可能になるレベルなので、長らくRoles分類の

第四相は不要ではないかとさえ考えていたが、

これまで筆者らのグループで2例経験するに至

り8)、その必要性を実感した。そのうちの１例

を供覧する。

　症例　51歳男性　種目：トライアスロン

　図５は、単純X線像とMRI像である。膝蓋骨

付着部での断裂を示している。本例の場合、こ

れに先立つエコー検査で同部に肥厚を認め、断

裂の危険性が指摘されていたにも関わらず練習

を続けていた。本例には縫合術が施行され最終

的にスポーツ復帰が実現したが8)、今後は本例

のような中高年者のマニアとも称されるスポー

ツ愛好家の増加が予想され、ジャンパー膝に限

らずスポーツ外傷・障害の治療の選択について

は今後とも課題である。

LLLRR
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図5． 症例　51歳男性　トライアスロン
02年6月　痛みがあったが、バイク40Km、 ラン10Km、 
バイク40Kmの練習。
同年7月3日　踏ん張った際受傷  右膝蓋腱断裂

図6． 症例16歳男性　野球（地区大会レベル）
術前著明な側弯を認めるが（左）、術後は消失し、
SLRも30度から80度に改善した。

表1. 症例　24歳女性　バレーボール(スパイカー）

⑶　その他の障害

　一時期、数多く報告されたタナ障害

（滑膜ひだ障害）も、当時のオーバー

トリートメントの反省もあり、最近で

はほとんど報告がみられない。ただ、

筆者らが最近経験した女子の自転車競

技選手の例では、ぺダリングの際の訴

えであり、MRIや関節鏡で慎重に検査し

た上で切除術を行った。経過は良好で

あり、種目によってはスポーツ障害と

して決して忘れてはならない障害と思

われた。

　その他、頻度は少ないがACLと並んで難治

性スポーツ外傷・障害として軟膏損傷（障害）

がある。繰り返す水症の再発（「抜いても抜い

ても溜まるナ」という感覚）、スポーツ動作時

のある関節角度での痛みなどが特徴でMRIなど

でも判定しづらく、関節鏡検査で明らかになる

ことが多い。筆者らの経験ではバレーボール選

手に多い9)。スポーツの継続が前提になる場

合、対策は観血的療法の選択となる。損傷部位

の大きさにもよるが、モザイク形成術10)が実

際的であろう。

４．腰部のスポーツ外傷・障害

⑴　腰椎椎間板ヘルニア　

　標準的には、ほとんど保存的治療で治癒する

との明確な記載があるが11)、スポーツ障害

で、早期の復帰を希望する例や、治療に長期を

要する場合は観血的治療が選択され得る。後者

の例を供覧する。

　症例　16歳男性　種目：野球

　中学２年時、半年間、毎日100球の投球練習

の後発症。その後２年間野球を中断し腰椎椎間

板ヘルニアとして加療するも軽快せず、野球の

再開を希望して来院した。運動療法を積極的に

行うも改善見られず、脊椎専門医に紹介し手術

が施行された。図６は術前の単純X線像（前後

像）と術後のMRI像を示す。手術の結果、40

度であったSLRも80度に改善し、体幹筋力を

強化しスポーツ復帰を果たした。

　また、筆者が2007年に経験した運動療法の

是非に関するセカンドオピニオンのため来院し

た症例（表１）は、長らく腰椎椎間板ヘルニア

として加療されてきたが、精査（高橋啓介先生

による）の結果、腰部脊柱管狭窄症（混合型）

と診断された。
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図7． 症例　57歳男性（テニス愛好家）の画像所見

図8． 57歳男性　腰椎分離辷り症　経過
集中的ダイナミック運動療法の施設に通所して79日間の
運動プログラムで、最終的には5Kgの負荷付きでクラウス
ト・ウェーバーテスト変法をクリアーした。

　SLRや筋力、腱反射など椎間板ヘルニア特有

の所見が正常化しても、後屈を要するプレーに

支障が出現した場合には、鑑別診断の一つとし

て年齢に関わらず腰部脊柱管狭窄症を考慮しな

ければならない。ランニングやジョギングよ

り、立位や歩行がつらいという問診での答えが

印象的であった。

　高橋ら12)は、生体の硬膜圧（正確には硬膜

外腔の圧ではない）をさまざまな姿位で計測し

ている。それによれば、腹筋運動としてしばし

ば行われる仰臥位で膝関節を90度屈曲し上体

を起こす運動でも圧の急激な上昇が観察されて

いる。これは本例の訴えとも合致すると思われ

た。

⑵　腰椎分離症・分離辷り症

　発育期の腰椎分離症、特に好発年齢である中

学二年生を中心にした発育期の症例に対して、

コルセットで固定するか、癒合をあきらめ運動

療法を勧めるかは依然として悩ましい問題であ

る。最近は、MRIを積極的に行いより早期の腰

椎分離を診断することも可能といわれている

が、診断後の安静の程度や期間の問題が残され

ている。

　成人の腰椎分離辷り症では、程度によって固

定術も行われるが、トレーニングが好きな選

手・愛好家で、実行する時間が保証されている

場合、運動療法も捨てきれない。

　症例　57歳男性　種目：テニス

　腰椎分離辷り症（図７）のため、他院で脊椎

固定術を勧められたが、一度運動療法を徹底的

に行いたいと希望し来院。集中的ダイナミック

運動療法13)を79日間実施した。結果、症状は

軽快し、テニスの再開も可能となった。ちなみ

に クラウスウェーバーテスト変法（大阪市大

方式）（以下K−W test変法と略す）による

脊柱機能の評価13)では、スポーツ復帰時には

５Kg の負荷重量ですべて満点の評価であった

（図8）。

　本例も今回の講演に際して、09年9月から米

国シアトル在住のためEメールで追跡調査し

た。結果、12年2月現在67歳で治療終了後10

⑶　いわゆる腰痛症

　2000年以後の調査結果と1991年の調査結

果14)とを比較検討したところ、同じ傾向を示

したことは興味深い15)。厳密な再現性とはい

えないまでも、同じ評価法、すなわち負荷付き 

K−W test変法13)で評価した結果、再発なき

スポーツ復帰には平均約３Kgの負荷での

年経過しているが、症状の悪化はないとのこと

であった。なお週末にはテニスやゴルフを楽し

んでいるが、症状としては腰痛はなく、たまに

気にならない程度の下肢のしびれがあるとのこ

とであった。腰痛の運動療法としては、週に2

回ジムでのトレーニング（ダイナミック運動療

法に準じて、30分程度のジョグかバイク、ス

トレッチ、腹筋、背筋、スクワットなど）を続

けているとのことであった。先の治療時は定年

退職後であったが、治療後は海外勤務に復帰

し、今後もさらに2−3年間延長する予定との

ことであった。 
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表2. Prof. Clanton,T.O.（Univ. Texas）の講演
“The Past ,Present, and Future of Sports Medicine”から

K−W test変法をクリアーすることが条件で、

その到達にいずれの調査でも平均約3か月の運

動療法期間を要していた15)。

　最近、いわゆる腰痛症では、ややもすると精

神的な問題点が強調され過ぎているように感じ

る。上記の結果は、スポーツ選手・愛好家では

全例ではないが、基礎となる体幹筋力の強化と

全身の運動療法による、脊柱の安定性や全身持

久性再獲得も重要な対策の一つになり得ること

を示している。

５．その他の部位

　下腿や足部、さらに肩、肘などもスポーツ外

傷・障害の好発部位であり、さまざまな多くの

問題があるが、紙数の関係で省略する。

【まとめ】

　以上、日常診療で遭遇する可能性の高いス

ポーツ外傷・障害について、主として筆者の経

験を下に考察を加えた。いずれにしても、選

手・愛好家の要望を最大限尊重しながら治療方

針を決め、スポーツ復帰までの全過程に関わる

ことがスポーツ整形外科医に要求されている。

　繰り返しになるが、スポーツ選手・愛好家の

診断では、予想もしない部分の予想もしない程

度の障害があり得ることを認識し、治療では一

部を除き、出来る限り保存療法を選択すること

を基本として対応すべきである。

　最後に、2005年7月、奈良市で行われた日

本整形外科スポーツ医学会（高倉義典会長）の

招待講演から、テキサス大学のクラントン教授

の言葉（表２）を自戒もこめて掲げたい。

（謝辞：今回、このような貴重な機会を与えたいただいた大阪臨床整形外科医会の総て

の先生方に心より御礼申し上げます。また座長の労をお取りくださいました阪本邦雄先

生には深謝いたします。貴会の益々のご発展を祈っております。）
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第43回　大阪整形外科症例検討会　抄録

　歴史ある大阪整形外科症例検討会（略称：大

症）は43回目を迎えます。この会は参天製薬

㈱との共催の下で年に2回開かれます。会場は

北浜フォーラム・毎日インテシオ４F大会議室

などで行うことが最近は多いです。ホームペー

ジもありますので一度ご覧ください。URLを

お示しいたします。

http://www.jcoa.gr.jp/ocoa/19/daisyo/index.htm

　このホームページはOCOAインターネット

係りの仕事の一環として私が作成いたしまし

た。この会の世話人は12名で。4名がOCOA理

事、8名が北大阪近隣の病院整形外科部長から

成ります。つまり開業医の代表と勤務医の代表

が年に2回集まりこの会の運営方針を決めてい

るのです。OCOA理事は私と大島正義理事、

古瀬洋一理事、太田信彦理事です。世話人は交

代で代表世話人となり会の進行役となり、検討

会の座長を務めます。

　この会は大阪の開業医と勤務医がともに和気

藹々と症例を持ち寄って検討するという趣旨で

行う、全国的にもまれな症例検討会です。大阪

南部地区には大証のカウンターパートである整

形外科金剛会があり、活発に研修会がおこなわ

れているとお聞きしています。

　検討会は参天さんの製品紹介から始まりま

す。その次に症例検討会があります。この症例

検討は外傷･変形性関節症・腫瘍・骨代謝疾患

など多岐に渡ります。たとえば第40回では下

記でした。「１例報告：関節鏡視下に処置を

行った小児化膿性肩関節炎」「大腿骨萎縮性偽

関節による2度のインプラント破損とその治

療」「大腿骨頚部骨折後の偽関節にCENTAUR 

STEMを用いた１例」「小児における上腕骨遠

位coronal shear fractureの2例」「TFCC損

傷を合併した尺骨遠位端骨折の治療経験」「母

指中手指節関節掌側脱臼母指グリップ損傷の２

例」。それぞれの症例についてプレゼンテー

ション後に診断･治療等について議論が交わさ

れます。多くは演者が治療や診断で悩んでいる

症例が持ち寄られますが、思いがけないアイデ

アがフロアから出されることがあり、演者のみ

ならず、出席者一同なるほどと、うなり声がで

ます。また、次回の検討会で術後の経過などが

追加報告されることもあります。

　最近この症例検討会の問題点を感じます。症

例検討は病院の術前検討会のような雰囲気で、

それはそれで勉強になるのですが、一般開業医

からの症例提示がないのです。また参加そのも

のが少なくなってきているように思われます。

実際参加してみたかぎりでは、開業医も勤務医

師も区別はないのですが、なぜか開業医にとっ

て会そのものの敷居が高くなってきているよう

です。いつも世話人会で対策を相談しています

がなかなか良い案は出ません。せっかくのいい

機会なのですから、みなさまの参加と積極的な

発言がいただけたらと思います。

　症例検討のあとに特別講演が用意されていま

す。リウマチとスポーツが交互に主題となり、

その道の専門家をお招きしています。最近の講

演と講師は下記のようでした。第４２回は筑波

大学大学院システム情報工学研究科 教授　山

海 嘉之 先生ロボットスーツのお話でした。第

43回は奈良県立医科大学 整形外科教授（リウ

マチセンター長）田中 康仁 先生にリウマチと

足の関連のお話をしていただく予定です。この

特別講演は毎月行われるOCOA研修会の研修

会と同等あるいはそれ以上の内容で、開業医に

とって目から鱗の連続です開業医の先生方の明

日からの診療に直接役に立つような話が必ず聞

けるでしょう。

　最後に情報交換会があります。講師の先生

や、症例を持ってこられた先生の本音や裏の話

が聞けて現実と理想の間にあるギャップを感じ

たりします。検討会の時にはなかった打ち解け

た雰囲気で話が弾みます。
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大症はほんとに貴重な会なので、もっと多くの

先生方に参加していただき、一つ一つの症例を

深く討論して、日常の診療の参考にして行きた

く思っておりますので今後ともよろしくお願い

いたします。

（文責　担当理事　岸本　成人）
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大 阪 マ ラ ソ ン

『大阪マラソン』顛末記　

西成区　　森　　　泰　壽

　橋下徹大阪府知事（当時）の肝いりで、平成

23年10月30日（日）に開催された「大阪マラ

ソン大会」は、大阪府庁前をスタートし名所名

跡を巡って大阪南港のインテックス大阪にゴー

ルする（42.195キロメートル）所謂「都市

（市民参加型）型フルマラソン」で、約3万人

のランナー達が大阪の街を駆け抜けました。

　「大阪府庁」「大阪城」「国立文楽会館」

「銀杏並木の御堂筋」「東洋陶磁美術館」「中

央公会堂」「大阪市庁舎」「京セラドーム」

「通天閣」と、ここまで来れば道半ば　後はひ

たすら駆けるのみとなります。

　国内外を問わず大阪一の人気スポットは、こ

の「通天閣」を核とする「新世界界隈」。

　「是非、足をお運びくださいね。」と言った

か言わなかったとか。

　ランナーの皆さんは、「年齢」「性別」等に

クラス分けされ、タイムを競い合うわけです

が、「練習の量．質」や「体型」と言う要素が

その記録（タイム）に大きく影響すると思われ

ます。

　Qちゃんこと高橋尚子を育てた、あの小出監

督は「あるタイムを目指すのなら、それなりの

トレーニングを積めば必ず達成できる。達成で

きないのはトレーニングが…」と仰っていま

す。

　各人それぞれがメニューを考えてトレーニン

グを積み本番に臨むわけですが、いかんせん思

い通りに行かないのが現実です。悲喜こもご

も、人生の縮図がここに繰り広げられることと

なります。

　そもそも、私がこの「大阪マラソン大会」に

関わりを持つ様になったきっかけは、「大阪府

医師会」が大会運営方からの要請を受け「医

療．救護」活動の後援を引き受ける事になった

からです。

　大阪府医師会の「協力医会」でもある、我が

「大阪臨床整形外科医会」がその一翼を担う事

になり、「走る整形外科医？」の私に白羽の矢

が立った、と言う次第です。

　その内容は、マラソンコース沿道に2～5km

毎に設置される19か所の「救護所」に各1名の

「整形外科医」を派遣する事。加えて、5km

毎に開設される関門からタイムオーバー等で収

容されたランナー達をゴール地点まで搬送する

所謂「収容バス」に各1名の医師を同乗させる

事。

　都合57名！会員総数470名程の会から派遣

する事は容易ではありません。

　会の中軸をなす在阪5大学等の協力を得、控

えをふくめて総勢70名を集めることができま

した。今回の大阪マラソン大会への医師派遣に

は、栗本前OCOA会長をはじめとした関係各

先生方からの多大な協力をいただきました。

　ここに改めてお礼を申し上げるとともに、次

回[第2回大阪マラソン大会]への協力をお願い

する次第です。

　さて、マラソン大会当日走る者はどうあれ体

育会系共通の少々の悪天候など物ともしない多

くのランナー達とは違い、沿道で応援する我々

− 120 −



生身の人間にとって「天気」は大きな要素で

す。当日の「天気」は朝の内は好かったのです

が、レース後半になると「日頃のおこないの悪

い奴が大勢集まったのかな！」と思わせる様な

空模様となり、最後の方のランナーは「濡れ

鼠」になる始末でした。

　救護所等から後送病院への救急搬送も予想よ

りも少なく、けが人　病人「へたれ」は出まし

たがさしたるトラブルもなく（何よりも、死亡

事例が無かったこと）無事マラソン大会を終え

る事が出来ました。

　私の出所は徳島です。

　徳島（阿波）では「阿波踊り」が有名です。

「踊るアホに見るアホ同じアホなら踊りゃな損

損！」と申しますが、マラソンでも同じことが

言えると思います。

　勿論、走らない方からは「そんなアホな！」

と言われるかもしれません。

　私は、この走る方の「アホ」も走らない「ア

ホ」も経験してきましたが、今回、どちらにも

属さない「アホ」が居ることを知らされ、それ

を経験いたしました。

　所謂「お祭り」には、このどちらにも属さな

い「アホ」すなわち、運営方が存在すると言う

事。

　この「アホ」が、一番の「アホ」を見る訳で

すが、大会開催になくてはならない存在である

事。

　今回の「大阪マラソン大会」では、第一回と

言う事でもありこの「アホ」その役割を十分果

たせたとは言い難いと思われます。

　一因に運営方の中（中枢）に「踊るアホ」が

少なかった（いなかった？）と思っています。

　運営方の末席（外野でなかなか声が届かな

い）に座らせていただている者として、次回に

繋げる様に努めようと思っている次第です。

　「大阪マラソン」出場の抽選に当たったらお

役御免！後は、よろしくお願いします。

ベスト記録：3時間19分21秒　― 57歳 ―
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大 阪 マ ラ ソ ン

42.195kmなにわの旅

住吉区　　新　井　達　也

　2011年10月30日（日）に大阪臨床整形外科

医会の多くの先生方が医療スタッフとして参加

された、「第1回大阪マラソン」が開催されま

した。

　「大阪マラソン」は橋下前大阪府知事（現大

阪市長）が提唱した大阪で開催される初めての

都市型大規模市民マラソンです。フルマラソン

は「大阪府庁前」をスタートし、大阪市内を走

り抜け、大阪南港の「インテックス大阪」をゴ

ールとするコースです。

　その大会に約5倍の競争率の抽選に運良く当

選する事が出来、一人の市民ランナーとして参

加しました。

　自分の脚で走りながら見た「なにわの旅」を

御紹介させていただきます。

　「なにわの旅」の一日は朝5時過ぎの起床で

始まりました。自宅近くを15分程散歩した後

（普段は朝から散歩なんかする事はありません

が・・・）、5時半頃より朝食を摂りました。

（マラソンの教科書には「スタートの4時間前

には起床し、散歩などするとなお良い、朝食は

遅くてもスタート3時間前までには終わらす」

とあります）

　6時15分過ぎには自宅を出発し、スタート地

点の「大阪府庁」傍の大阪城公園に7時過ぎに

到着しました。ランナーサービスエリアになっ

ている太陽の広場（大阪城ホールの南側）にも

すでにたくさんの人達がいました。

　ここで着替えを済ませた後に、ストレッチ等

入念な準備運動をした後（アキレス腱断裂、肉

離れにならないように）、バッグを指定された

トラックに預けました（荷物は8時までに預け

ないといけません。また、この荷物はゴールの

インテックス大阪まで運んでくれます）。ここ

から、スタート地点に行くまでが大変です。多

くの人の流れに乗って、大阪城の東外濠に沿っ

て北に向かい、青屋門から内濠沿いに行き、極

楽橋の前の広場の仮設トイレに並ぶ事15分、

無事に用を足して（どこのマラソン大会に言っ

てもこのスタート前のトイレが大変です）、更

にここから内濠沿いを多くの人の波にのりなが

ら歩いて京橋口から大阪城をやっと抜けて、更

に自分のスタートブロック（このスタートブロ

ックは申込時の自己申告タイムを元に割り振ら

れているとの事です。ちなみに私はFブロック

でした。）に所要時間約30分で、8時25分頃

に到達しました。（スタートブロックは8時35

分には一応閉鎖され、その時間に遅れたランナ

ーは最終ブロックに並ばなければなりません）

　約30分程スタートブロックの人混みの中で

待機後、予定通り9時にスタートし、いよいよ

「自分の脚で行くなにわの旅」が始まりまし

た。（ただ、私がスタートラインを越えたのは

9時から7分30秒程経ってからでした。）

スタートラインの傍にある櫓の上には当時の橋

下大阪府知事と平松大阪市長が2人並んでラン

ナーを見送っていました。

　府庁前をスタート後ジョギング程のスピード

で上町筋を馬場町の交差点まで南下した後ここ
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で左折し、本町筋を東に向かい大阪城の天守閣

を左に眺め、多くの人の声援を受けながら一気

に森の宮の駅前まで駆けおります。この辺りは

道幅が狭く、多くのランナーでまだ混雑が激し

く、なかなかマイペースでは走れません。

　その後森の宮駅前を右折して、玉造筋を南下

します。スタート後の興奮もありまだまだ元気

です。2.5km付近でチャリティーランナーの女

優の秋野暢子さんを追い越しました。

　鶴橋駅の傍の下味原の交差点を右折し、ここ

から大阪マラソンのコースの中で数少ないアッ

プダウンがある千日前通に入ります。シェラト

ン都ホテルから谷町九丁目にかけて上りが続き

その後日本橋～難波にかけて下ります。この付

近から見下ろす千日前通は色とりどりのウエア

ーに包まれたランナーで埋め尽くされており、

なかなか壮観な景色でした。

　そのうち5km過ぎにある黒門市場の入り口

付近に初めての給水所が見えてきました。給水

所も3万を超えるランナーの為、約100mに亘

ってかなり大きなものです。脱水予防（「喉が

渇く前に飲む」の鉄則に従い）にコップ一杯の

水を給水し、まだまだ始まったばかりのレース

を楽しみながらミナミの街を快走しました。

　その後すぐに難波の交差点を右折すると大阪

のメインストーリー「御堂筋」です。普段は車

しか走れない6車線の道路を今日だけは車をシ

ャットアウトして、堂々と車道を走る事ができ

ます。40年近く大阪に住んでいながら今まで

御堂筋の車道を走った事はなく、「めっちゃ気

持ちよかった」です。普段の車窓から観るのと

は逆の景色を、自分の脚で走りながら眺める

と、いつもとなにか違う景色を見ているようで

した。心斎橋、本町とたくさんの人達が沿道か

ら声援を送ってくれているイチョウ並木の御堂

筋を北に向かっていると「公務員ランナー」の

川内優輝選手を含む男子のトップランナーの集

団と、その後リディア・シモン選手（ﾙｰﾏﾆｱ）

を含む女子のトップランナーの集団とすれ違い

ました。間近で見るトップランナー達のスピー

ド（皆さんも御存知のように男子のトップラン

ナーだと42.195kmを2時間6分前後で走りま

す。時速にすると約20km強で、1kmの距離を

約3分で走ります。）に改めて驚きました。

　御堂筋と土佐堀通が交差する淀屋橋の交差点

を右折し、今度は土佐堀通を東に向かい土佐堀

川沿いをスタート地点の大阪城の先の折り返し

を目指します。堺筋の大阪証券取引所、松屋町

筋との交差点をすぎ、京阪京橋駅（旧松坂屋）

付近で10kmです。旅の4分の1弱が終わったと

ころで、まだまだ体も気持ちも元気です。

　ここでスポーツドリンクと水を給水し、更に

東へ進み、1時間程前に居たスタートブロック

の横を走り抜け、今度は大阪城の天守閣を右手

に見ながら片町の交差点に到達。ここで1回目

の折り返しです。折り返し後は今来た土佐堀通

を多くのランナーとすれ違いながら西に向かっ

てまた旅を続けます。この沿道でも多くの人達

が声援を送ってくれています。

　北浜1丁目の交差点を右折し、難波橋の真ん

中で左に折れ、中之島通に入ると目の前には国

の重要文化財に指定されている（私は知りませ

んでしたが）レンガ造りの大阪市中央公会堂が

目の前に飛び込んできました。この建物も車の

中からは何度か見たことはありましたが、改め

て自分の脚で走りながら観るとなかなか趣があ

り、時代を感じさせる建物でした。

　大江橋南詰で左折するとそこは大阪市役所の

前で、今回の大阪マラソンのもう一つの種目の

チャレンジ・ラン（8.8km）のゴール地点で、

フルマラソンでは14km手前の地点です。

　ここからは、車で走っているのと同じように

御堂筋を一路南に向かって快走（？）します。

見慣れた風景のはずですが、やはり自分の脚で

走りながら眺めるとなにか別の場所を走ってい

るような感じです。

　淀屋橋のビルの間を抜け、15km地点のセン

トレジデンスホテルの前付近を走り抜け、更に

南の難波をめざします。

　難波の交差点で右折し、再度阪神高速堺線の

下の千日前通を東に向かい千代崎橋の先にある

第2の折り返し地点に向かいます。
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2の折り返し地点に向かいます。

　大正橋の手前からは少し上りになり、それを

渡った所で右折するとUFOのような形をした

プロ野球「オリックスバッファローズ」の本拠

地「京セラドーム大阪」が目の前に飛び込んで

きました。このあたりも本当に多くの人達が応

援していてくれました。千代崎橋西で2回目の

折り返しをした後再度「京セラドーム大阪」前

を通過し、千日前通に戻ります。新なにわ筋と

の交差点の汐見橋を過ぎた地点が、中間点にな

り距離上は旅が半分終わった事になります。

　湊町を過ぎ、本日3回目の難波の交差点で

す。ここで右折し、再度御堂筋に戻り、南に向

かいます。旧大阪歌舞伎座、南海なんば駅（高

島屋大阪店）前を通過して国道26号線を更に

南下します。23km地点手前に8番目の給水所

がありますがこの給水所から5km毎の給水所

には私のような市民ランナーが「ガス欠」にな

らないように飲み物だけでなくバナナやチョコ

レートなどの食べ物が置いてあります。

　大国町の交差点を左折し国道25号線を東に

進み、恵美須の交差点でちらっと通天閣を眺め

ながら最後の折り返しを回り再び国道25号線

を西に走ります。再度大国の交差点を過ぎると

25kmの地点です。このあたりになると、少し

体力的に疲れが出てきます。

　塩草二交差点を左に曲がるとなにわ筋に出て

南下、中開を過ぎ長橋の交差点で左折し、住宅

街を抜け今宮工科高校の裏から国道26号線に

戻ります。

　ここからは、国道26号線を一気に玉出まで

駆け抜けます。このあたりになると前半のよう

な体力的元気もなくなりつつあり、精神的にも

つらくなってくる頃です。

「少し歩こうかな」という弱気な気持ちが出て

きそうになるのですが、この付近の沿道からの

声援はすごいもので、西成区の人達にパワーを

もらいながら何とか玉出までたどり着き、そこ

を右折した先にある30km給水所で水とスポー

ツドリンクを補給し少し復活しつつ南港通を西

に向かい更に北加賀屋の交差点を左折、新なに

わ筋を南下し住之江競艇場の前までたどりつき

ました。この住之江競艇場前のエイドステーシ

ョンはかなり大がかりなもので地元の商店街の

人達がたくさんの食べ物を用意してくれていま

した。中でも食べたプチトマトは非常においし

く疲れた体と脳には最高のリフレッシュとなり

ました。その他にも「なにわの商人」達がこれ

でもかというくらいの食べ物を用意してくれお

り、さらに地元の商店街のおばちゃんの呼び込

みについ足を止めてしまいそうになりました。

しかしここで休みすぎると走るのが嫌になるの

で、多くの誘惑を振りきり、ゴールをめざしま

した。

　その後住之江公園前を右折して住之江通に入

ります。ここまで来ると旅もあと9km程にな

りますが、私のような市民ランナーにとっての

42.195kmの旅はこの付近からが体力的にも、

精神的にもつらくなります。

　住之江通のニュートラムの高架の下をゴール

目指してひたすらに走りながら、残りの距離と

目標タイムまでの残り時間を考え、回らなくな

った頭で計算し、疲れた体に鞭打って再度自分

のペースを維持しようとします。

　住之江通も沿道には多くの人達が応援してく

れており、中には「折れない心」「足が痛いの

は気のせい」「終わった後のビールは旨い」等

のプラカードを掲げて励ましてくれる人達もい

ます。

　36kmの看板を過ぎ南港東駅の交差点を右折

するとそこには大阪マラソンの最大の難関であ

る南港大橋が目の中に飛び込んできました。南

港大橋は高低差100m当たり約3.6mの急坂

で、37km旅してきた脚には堪えますが、ここ

はアラフィー親爺の意地を見せ何とか歩かずに

坂を上りきりました。南港大橋の最高点からみ

た景色も最高でした。南港大橋を一気に駆け下

りた所で右折し、その後は南港内のコンテナ倉

庫群の中をゴール目指して悪あがきを続けま

す。

　40km過ぎの最後の給水所で最後の給水を行

い、再度計算すると目標タイムをクリアするの
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はどうも無理だという答えがでました。（残り

2kmを9分程で走らなければなりませんでし

た）少しでも目標タイムに近づくようにと気持

ちを切り替えて、最後の最後の悪あがきを続け

NTTドコモ南港ビル、ミズノの本社ビルの傍

を通りインテックス大阪のゴールに辿りつきま

した。

　4時間2分13秒で私の「42.195kmなにわの

旅」は終わりました。私がゴールしてしばらく

すると天気予報通り雨が降り始めました。

　今回、自分が育った、自分が知っているはず

の大阪の街を自分の脚で走り大阪の街を再認識

し、再発見し、そして堪能する事ができて本当

に楽しい4時間でした。大阪の街がもっと好き

になりました。今年もできればぜひ一市民ラン

ナーとしてまた「大阪マラソン」に参加したい

と思っています。

　OCOAの先生方も、もしよろしければ自分

の脚で大阪の街を満喫されてみてはいかがでし

ょうか。（その前に難関の抽選があります

が・・・）

最後になりましたが、休日の貴重な時間をわれ

われ市民ランナーの為に救護活動にご参加いた

だいた多くの大阪臨床整形外科医会の先生方に

この紙面をお借りしまして、改めてお礼を申し

上げたいと思います。
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紙 上 勉 強 会

　　　　　

他科の大阪府単科医会会報を読んで

羽曳野市　　調　子　和　則

　今回、平成23年度他科の単科医会会報を読

む機会を頂いたので、その内容概略と若干の感

想について書かせて頂きます。私に与えられた

のは、大阪府眼科医会、大阪小児科医会、大阪

府内科医会、大阪皮膚科医会、大阪府女医会の

計５医会の会報誌です。

大阪府眼科医会会報

　会報は年４回発行されている。構成は巻頭言

では会長、副会長が寄稿されていて大震災関

連、医師の偏在問題、女性医師就労に関する問

題等の内容で書かれていた。

　大阪府眼科医会の会員数は1245名でその内

女性会員は528であり、女性医師の就労や勤務

が重要な問題となっているようである。

　「視線」ではその時事の問題や事件また眼科

関連の問題を取り上げ考察された内容が載せら

れている。「コラムＩ　愛　Eye」では読者が

興味を引く題名（「長寿国日本」、「○○先生

御侍史」、「信頼関係」等）で読者への話題提

供として会員の先生方が簡潔に書かれていた。

　特集として、診療報酬改定についての内容で

会長、副会長、審査委員、大学教授、担当部会

委員が参加し、会員アンケートやデータを検討

しながら討論しこれからの方向性を分析すると

いった20ページにも及ぶ内容の濃い記事も

あった。また女性医師が多い眼科ならではの女

性医師支援の現状と課題について眼科医会理事

と大阪女医会会長や大阪府眼科医会女性医師活

動推進委員会委員が討論した内容や同会で長年

活躍されてきた先生を囲んでインタビュー形式

での座談会の記事が載せられていた。

　「行事報告」では集談会座長印象記として、

一般演題や特別講演担当の座長先生が、内容に

ついて簡潔にまとめ感想を述べられていた。

　各部会報告は渉外部、学術部、校医部、救急

医療部、勤務医部、高齢者対策部、女性医活動

推進部、地域医療部、医事対策部等の活動内容

や関連会議や講演会の報告が記載されていた。

　その他としては、病院紹介、各種講演会や大

学カンファレンスの案内があり、「大阪いろい

ろ」欄では各市区の概況や歴史的背景、名所旧

跡等の紹介を地区会員の先生がレポートされて

おり興味深く読ませて頂いた。会員寄稿欄では

会員の先生方の趣味や旅行記や体験談などが自

由に投稿されていた。

大阪小児医会会報

　会報は年４回発行されている。会長の年頭挨

拶や会の年度事業解説等の後に大学教授の疾患

解説がシリーズで登載されている。私が読んだ

５誌では、小児の高血圧、腎疾患と学校検尿の

シリーズと新生児の嘔吐について書かれてあっ

た。在阪大学の教授のコラム欄「大学の窓」で

は、子供の入院中や退院後の生活をサポートす

るチャイルド・ライフ・スペシャリストの話題

や食育のすすめとして子供の栄養指導への係わ

りについて、また大学の研究と特許について、

これからの大学研究者の方向性に関する一考な

どが書かれてあった。

　学術集会の内容については、演者の抄録の後

に学術担当理事の感想と追加解説がなされてお
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り講演内容をより深化させるようになってい

る。

 その他、診療一口メモ、ベッドサイドメモと

題したコーナーがあり熱性けいれんや児童虐

待、ワクチンの同時接種、糖尿病に関して日常

診療での知見や工夫などが簡潔にまとめられて

おり、日常の診療に直結し役立つ事柄を簡潔に

まとめて登載されていた。

 一般会員の日常診療の体験として、重症呼吸

障害児に対する在宅医療導入に対する体験及び

考察を２誌に渡って登載されていたが、家族、

病院主治医、訪問看護スタッフ、在宅担当医

（複数）が入院中よりカンファレンス等により

情報交換をしながら、退院後も役割分担し在宅

患児をサポートしていくレポートであったが、

ミルクの注入量や予防接種のスケジュール管理

等も配慮しなければならないなど、小児医療な

らではの事柄が書かれてあり印象に残った。

 その他、学術集会や地域研究会の内容として

はインフルエンザ等の感染症関連記事や予防接

種に関する記事が多かった。

大阪府内科医会会誌

　会誌は年２回発行されている。巻頭には会

長・副会長の会員への挨拶文が登載されてい

て、内科専門、非専門を問わず開業医として役

立つ講演会を企画していくといったことや、医

療の多様化や取り巻く環境の変化が厳しくなっ

ているが、大阪内科医会独自の基準で認定され

た「推薦医」の活躍を期待するといった内容で

あった。

 続いては特集として大阪内科医会市民公開講

座の講演とパネルディスカッションの内容が登

載されていた。講演内容はかかりつけ薬局の役

割や、かかりつけ医と病院の連携を市民に解り

やすく解説するもので、パネルディスカッショ

ンでは、参加者と医師がグループごとに討議し

た内容や、参加者からの事前質問にパネラーの

医師が答えていくといった内容であったが、内

服薬の服用法やどのような症状の時に何科にか

かればよいかを具体的に例を示しながら市民に

解説するといったものであった。講演会記事は

１誌に8～10演題が投稿されていたが、糖尿

病、循環器疾患関連の講演が多かったが、他科

講師の講演では内視鏡外科手術の現況と最前線

と題して、我が国の外科内視鏡の現状が書かれ

ていた。急性胆のう炎は保存的治療を先行する

のではなく72時間から96時間内に早期鏡視下

胆のう摘出を行ったほうが予後が良いといった

エビデンスや、我が国では総胆管結石に一般的

に内視鏡視的乳頭括約筋切開術が多用されてい

たらしいが、術後の感染が多いことと粘膜の異

型性や発がん性の問題を取り上げ、アメリカで

は腹腔鏡視下総胆管結石手術が第一選択となっ

ていて腹腔鏡視下手術の有用性と今までの疾患

対応の再考を促す内容であった。私が学生時代

には肝臓表面の診断ぐらいにしか用いられてい

なかった腹腔鏡が今では外科治療の主役になっ

ていることに驚いた。他には整形外科でも話題

になることの多い慢性疼痛に対する薬物治療の

講演記事もあり、痛みの機序の解説、神経障害

性疼痛の診療に抗うつ薬やプレガバリンの使

用、オピオイド治療薬等が紹介され使用のポイ

ントが解説されていた。

大阪皮膚科医会会報

　年4回の季刊誌で約50ページの小冊子であ

る。そのうち40ページ以上を定例会で行われ

た講演内容に割かれており、私が読んだ誌面で

は「アレルギーはなぜおこるか？どうしたら防

げるのか？」をテーマとした定例会講演会で行

われた講演内容と参加会員による質疑応答の内

容が詳細に記録されていた。

 免疫反応に重要なＴ細胞研究の歩みを解説し

ながらアレルギー疾患の起こるメカニズムにつ

いて書かれていた。異なる免疫細胞のバランス

により感染症の防御が保たれている一方、この

バランスの崩れ方によりさまざまな免疫異常疾

患が成り立つといった内容であった。

 我々整形外科医が日常取り扱う免疫疾患とし

て関節リウマチがあるが、生物製剤をはじめ免

疫反応に作用する薬剤を取り扱っていく必要が
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増えている中、免疫細胞やサイトカイン、抗体

産生のメカニズムや薬剤のさまざまな免疫への

機序や影響の知見を深めていかなければならな

いと思った。　

大阪府女医会報

　12ページの小冊子である。

　会長の挨拶文、女医会講演会や市民公開講座

の内容報告、各種委員会の活動報告文が簡潔に

登載されている。その中で小児虐待と関連して

小児頭部外傷を見たときの注意点の講演抄録が

登載されてあった。

　本邦の虐待死亡例の21％が頭部外傷であ

る。カナダでの虐待頭部外傷死亡例も19％に

及び、生存者の65％に後遺症が残り回復する

のは22％でしかないとの報告が紹介されてい

た。虐待による頭部外傷は乳幼児揺さぶられ症

候群（shaken baby syndrome）が知られて

いるが、虐待による頭部外傷は揺さぶりだけで

なく、さまざまな行為で起こるらしくAHT

（Abusive Head Trauma）と呼ばれている。

　虐待は背景に社会的問題が関与しているため

取り扱いが難しいが、疑えば早期の通報と関係

諸機関との連携が必要であると結んでいる。

我々も診療で子供の外傷を取り扱うが、原因が

虐待によるものかどうか早期に判断できるよう

に、虐待外傷の特徴を知っておく必要があると

思った。

　今回、5つの単科医会の会報を通読し、内容

について簡単に紹介させて頂きましたが、各科

の様々な話題に触れることができ大変勉強にな

りました。また、各会とも市民公開講座等を積

極的に行うことにより、市民に対して各会の認

知度アップや疾病等の啓蒙活動に力を入れられ

ていることが記事より知ることができました。
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各地方の臨床整形外科医会会報を拾い読みして

　　　阿倍野区　　神　藤　佳　孝

　OCOA理事として与えられた初仕事は、各

地方の臨床整形外科医学会会報を拾い読みし

て、内容を簡潔にまとめ報告することでした。

ねじり鉢巻に腕組みし、積み上げると30−

40cmは有ろうかという臨床整形外科医学会会

報の山と闘いました。勝敗の評価は、読者に委

ねます。

　OCOA広報委員会委員長　中川浩彰先生か

らお預かりした会報は、東北地方（岩手県・宮

城県）、関東地方（東京都・埼玉県・茨城県・

山梨県）、東海地方（静岡県）、北陸地方（福井

県）、近畿地方（兵庫県）、中国地方（広島

県）、九州・沖縄地方（大分県・熊本県・鹿児

島県・沖縄県）の14都県であります。

　まずは、東北地方MIYAGI城整会会報・

ICOA会報からの紹介です。やはりこの話題は

避けて通る訳にはいきません。

　平成23年3月11日午後2時46分東北地方太平

洋沖に発生した未曾有の1000年に一度とも言

われるマグニチュード9.0の巨大地震と大津波

で東北関東の太平洋側沿岸は壊滅的な被害を受

けました。岩手県のある整形外科医の手記で

す。

　『3月11日（金曜日）巨大地震発生時、診察

室で目の前のCRモニターを必死に押さえてい

た。いつもと違いかなり強く長い地震だ。すぐ

に停電し何やら異様な感じがする。全ての電気

機器の停止、散乱物の後片付け、患者さんの動

揺などから休診を決めた時、家内より「ラジオ

で沿岸地区に大きな津波が来たと放送してい

る」と連絡があった。多少の津波が来ても毎度

のことと思っていると、その後ラジオの情報で

ただならぬ事態となっていることが耳に入って

くる。その夜は懐中電灯の明かりとラジオの情

報を頼りに毛布にくるまりながら、底冷えのす

る一夜を過ごすことになった。

 3月12日（土曜日）電気が通らず休診とし、

まわりがどうなっているのかと考えているうち

に市の職員が自宅に訪ねてきた。それがこの震

災に振り回される始まりとなる。まず初めは、

県立中部病院に沿岸地区より多くの患者がヘリ

及び自衛隊の車で搬送され、一般救急外来患者

まで手が回らないとの事で医師会での対応を打

診された。取り敢えず、市の職員と副会長を伴

い中部病院へ。院長はじめ多くの医師、職員が

出勤しており、医師会への要望を聞くと共に対

策室にあるテレビで初めて震災の模様を目にす

ることができた（自家発電のため）。要望に応

じ、急きょ翌日の日曜当番医を内科、外科、小

児科の3医療機関増やす事とし副会長共々、近

隣の先生方へ車で頼み込みに歩いた。（電話・

携帯不通により）

 3月13日（日曜日）外科系は小生が行うこと

としたが、オートクレーブが停電のため使用で

きず市より発電機を借りての当番医となった。

ただし手術を要する患者はなく、自家発電機の

持ち腐れとなった。診療は全て手書きで電源回

復の後レセコン再入力とした。今回の停電は、

医療機関の弱点をもろについた感じで、手書き

のカルテ、煮沸の消毒及び手動レントゲン現像

時代と違い、レセコン、CRレントゲン、オー

トクレーブ等全て電気がなければ機能しないも
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のばかりである。さらに、その後の話となるが

ガソリン不足により、患者の足だけでなく従業

員の通勤にも影響が出る始末である。

 3月14日（月曜日）さて、ようやく電気が通

じ始めると、早速県医師会より沿岸地区の死体

検案要請の第一報が入る。（中略）遺体は全て

砂まみれで、砂をふき取ってからの検視開始で

１体に約4－50分の時間を要した。検案が終わ

り帰路につき、北上に着いたのは夜８時を回っ

ていた。寒さと空腹のためか非常に疲れた。』

　

 自らも被災しながら限られたマンパワーで懸

命に診療にあたる医師、死体検案に身も心も疲

弊し苦悩する医師、家族・友人医師を亡くし茫

然とする医師、この２県の会報を読めば読むほ

ど、震災が我々に残していったあまりにも多く

の課題を実感せざるを得ない。これらの課題を

教訓として、ひとつでも多く活かしていきた

い。いや、なんとしても活かさなければならな

い。

 ところで、ＯＣＯＡ会員の皆様、先生の診療

所が長時間停電になったとき、先生は診療を続

けられますか？！！！　備えあれば憂いなし！！！

〈そのとき基幹病院は、仙台医療センターを例に〉

 『震災発生直後、腰椎固定術の最中でした。

本震の後、余震が続くためinstrumentによる

固定を見合わせ、閉創しました。他の科も６件

手術を行っていましたが、無事終了しました。

院内には606人の入院患者さんがおられました

が、幸い打撲の方が数名のみで、重篤な外傷は

発生しませんでした。壁の亀裂などは発生しま

したが、倒壊などで使用不可能になった建物は

ありませんでした。ただちに災害対策本部が設

置され、玄関付にトリアージポストが開設され

ました。トリアージポストが閉じられる3月16

日までに、705人の患者に対応し、209人が入

院となりました。被災患者をうけいれるため

に、震災前に入院していた患者のうち、退院で

きる方は退院、他の医療機関での治療が可能で

ある方は転院していただきました。整形外科医

師はトリアージで整形外科的診察・治療が必要

と考えられた患者に対応すべく泊まり込みで診

療にあたりました。整形外科の入院の患者は3

月11日、12日、13日にそれぞれ5人、5人、3

人でした。倒壊建物の下敷きになるなど震災そ

のものの外傷、開放性骨折などは少なく、震災

時・避難中の転倒や、避難所での転倒などによ

る高齢者の脊椎圧迫骨折や大腿骨近位部骨折が

多かったです。3月13日以降、跡片付け中に高

所から墜落した、復興作業中に機械に四肢を挟

まれた、などの外傷患者の緊急手術を行いまし

た。3月11日から3月19日までの間に、石巻市

立病院など沿岸激甚被災地域かたの転院患者を

52人受け入れました。その一方、（当院の被

害は深刻ではなかったものの病院機能は低下し

ていたので、）3月13日までに、骨盤骨折の重

傷者など当院で治療困難な患者6人を山形県中

央病院など他地域の病院へ広域搬送をお願いし

ました。転院のやり方は電話などの通常の通信

手段に支障があったので、すべて災害対策本部

が一括して行いました。（中略）当院では3月

13日から電気は復旧しましたが、本震に続く

余震により給水施設が次第に損壊したため、十

分な給水が困難となりました。水不足で入院管

理に支障をきたすという理由で、入院患者を

250人まで減らし、緊急手術以外の手術は行わ

ないことが、3月24日に決定されました。この

ため、仙台市内の各病院へ患者転院をお願いせ

ざるを得ませんでした。（中略）給水設備の修

理が終わり、入院・手術の制限は4月17日に解

除され、通常体制に復帰しました。（中略）今

回の震災では、沿岸地域では病院機能をすべて

失う施設があった一方で、内陸部の多くの病

院・医院は、いろいろ支障をきたしながらも診

療を継続していました。仙台の都市部を含め宮

城県内陸部を被災地としてよいかどうかはわか

りません。広域搬送するほどの重傷者ではない

患者が、震災で機能低下した医療機関へ搬送さ

れ、個々の施設は限られた機能内で懸命に診療

したという状態でした。行政など災害対策の司

令塔が、被災した医療機関の状態を一括して把
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握し、限られた医療資源を有効に活用できたか

どうか、検討が必要だと思いました。』

　基幹病院では、給水・電気などのライフライ

ンが被害を受け病院機能が低下し、手術や治療

に大きな影響が出た。しかし、災害医療の拠点

となる病院では、震災直後より、トリアージを

はじめ救急医療が行われ、通信手段の無い中、

入院の受け入れ・転院の手配など医師・その他

のスタッフの不眠不休の努力で困難を乗り越え

ていく様子が伺えた。

〈その時DMAT, JMATは、消防・自衛隊は〉

 DMATとは、Disaster Medical Assistance 

Teamの頭文字をとっての名称。つまり、災害

派遣医療チームのことであり、医師・看護師・

業務調整員（救急救命士・薬剤師・放射線技

師・事務員等）で構成され、地域の救急医療体

制だけでは対応出来ないほどの大災害や事故な

どの現場に急行する医療チーム。日本DMAT

（平成17年、厚生労働省により創設）、都道

府県DMAT（平成16年日本初の東京DMAT発

足、以降各道府県で配置が進行中）、前者は大

規模災害時に全国から派遣され、広域医療搬送

（SCU：ステージングケアユニット）・病院

支援・域内搬送・現場活動などが主な活動とな

る。後者は地域内災害時において現場医療活動

を行う。SCUとは、広域搬送医療拠点のこと

で、被災地で対応困難な重症患者を被災地外に

搬送し緊急治療を行うために国が政府の各機関

の協力のもと、自衛隊機などによる航空搬送時

の拠点となる施設。被災地側に置かれるSCU

は、被災地内の病院等から集められた患者の安

定化を図り、航空機による広域医療搬送のため

のトリアージを行うことを業務とする。被災地

外に置かれるSCUは、航空機により広域医療

搬送された患者について、転送される医療機関

の調整と転送のためのトリアージを行うこと

を業務とする。JMATは、Japan Medical 

Association Teamの略で、DMATが被災後

2-3日の急性期の医療活動を想定したものであ

り、その後の亜急性期―慢性期の医療活動に貢

献すべく日本医師会主導で進められたのが、

JMATだが今回は準備段階で被災することと

なった。

＜DMAT出動実績＞

　新潟県中越地震（2004･10）、JR福知山線脱

線事故（2005･4）、新潟県中越沖地震（2007･

7）、秋葉原通り魔殺人事件（2008･6）、岩手・

宮城内陸地震（2008 ･6）、東日本大震災

（2011･3）、関越自動車道高速バス居眠り運転

事故（2012･4）

　宮城県気仙沼市では、震災当日の夜には東京

消防庁が到着、12日朝には自衛隊、12日夕に

は東京都DMAT他多数の医療チームが参集し

た。今回の震災では死因の大多数が津波による

水死だったため、DMAT本来の目的である救

命医療を成しえたチームは少数であったが、広

域搬送・情報収集・人員物資の投入に関して抜

群の機動力を発揮した。また、自衛隊の本格的

な救助活動により孤立した地域や避難所から多

くの患者が搬送された。

　仙台市では、仙台医療センターがDMATの

集結地点・活動拠点本部に指定され、3月11日

19時前にDMAT第一隊（山形県立中央病院）

が到着したのを皮切りに、3月16日活動拠点本

部の解散・撤収までに、多い時には80チー

ム、合計101チームが参集した。DMAT各隊

はセンターを拠点として宮城県内14施設の災

害拠点病院の支援、被災現場での救助と連携し

た救護活動、域内・域外患者搬送を行った。3

月12日には宮城県庁災害対策本部が陸上自衛

隊霞の目駐屯地にSCUを設置した。ここに仙

台医療センターDMATが陸上自衛隊東北衛生

隊とともに統括チームとして参加した。SCU

本来の目的は、筋挫滅症候群などの重症者を宮

城県から他地域へ広域搬送することでしたが、

広域搬送は3月12日・13日両日で6名と少な

かった。しかし、石巻市民病院など沿岸地域か

ら仙台への患者搬送は多く、3月14日だけで

172名を受け入れ、医療センターを含め仙台市

内の病院へ分散・収容した。3月16日のSCU撤

収までに211人の傷病者搬送に対応した。
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　阪神淡路大震災では、筋挫滅症候群などの多

数の重症外傷患者が被災地の医療機関に搬入さ

れ、その対応は困難を極めた。この教訓から、

災害医療の考え方としては、これらの患者を被

災地医療機関で治療するのではなく、被災して

いない地域へ搬送し治療することとなった。今

回の震災では、準備・訓練がなされたDMAT

が災害医療活動、広域医療搬送を行い一定の成

果をあげたと考えられた。

　岩手県では、現地医療も落ち着きを見せた7

月末頃から医療支援団体の撤退が徐々に始ま

り、その後被災地域の医療は、岩手県全体でカ

バーしていくこととなる。そこで岩手県医師会

は県と協議し「JMAT岩手」を立ち上げること

となった。（支援地域）県立病院全壊及び診療

所損壊多発地区：山田町・大槌町・陸前高田

市、（支援区分）県内陸部を北部・中部・南部

医師会群に分ける。県北部医師会（盛岡、岩手

郡、二戸）は山田町（土日の日当直）、県中部

医師会（紫波、花巻、遠野）は大槌町（土日の

日直）、県南部医師会（北上、奥洲、一関）は

陸前高田市（水・木・土・日の日直）特に陸前

高田市は県立病院及び市内全診療所が壊滅し、

プレハブ仮設の県立病院、トレーラーハウスの

仮診療所２ヶ所（内科）のみの診療であったた

め、県医師会は岩手県医師会高田診療所を設立

し、県南部医師会を主体としたJMAT岩手登録

医師および内科・外科系以外の県内専門医会で

医療を行っている。JMAT岩手の今後の展望と

しては、2年間限定の医療支援活動を想定して

いるが、長期に及ぶ可能性も視野に入れておか

なければならない。開業医を中心とした医療支

援は長期間に耐えうるか。支援方法を再検討

し、支援側の疲弊を最小限度にとどめる必要が

ある。

　大阪DMATは、大阪府が平成18年6月改定

の大阪府災害時医療活動マニュアル及び平成

19年改正の大阪府地域防災計画で、災害時に

派遣する医療救護班に大阪DMATを含めるこ

ととし、府内18の災害拠点病院（国立病院機

構　大阪医療センター、大阪府立急性期・総合

医療センター、大阪警察病院など）との間で協

定書を締結しており、緊急医療班（DMAT）

を含めた医療救護班の派遣、訓練の実施等災害

医療体制の整備に努めている。現在、大阪

DMATは34チーム140人体制である。最近の

大阪DMAT派遣実績は、平成17年JR福知山線

脱線事故（千里救命・中河内救命）、平成19年

エキスポランド事故（千里救命）、平成19年 関

空着陸の乱気流遭遇KLM航空対応（泉州救

命）、平成19年 阪和自動車道多重衝突事故（泉

州救命）、20年 守口市内マンション解体現場事

故（関西医大滝井）

＜JCOAからの支援＞

　JCOAでは、全国の個人会員、医会そして

JCOA本部からの支出金も含め約1億円の義援

金を集め、岩手・宮城・福島及び青森・茨木・

千葉の一部に配分することになった。死亡、損

壊の程度により最高100万円から10万円まで

の5段階に分けられるため、アンケートによる

実態調査が行われた。被害の少ない会員から義

援金辞退もあったが、他県と同様の配分方式を

とらざるを得ないため、全員配布となった。宮

城県では約3500万円、岩手県では1900万円と

なった。

〈震災対策は、被災した医師の視点から〉

開業医：

１．電気が何より大切で、無いと診療が非常に

困難であった。自家発電装置や非常用バック

アップ電源、電子カルテや画像ファイリング

データのバックアップ方法（外付けハード

ディスクの移動または設置場所変更、クラウ

ドコンピューティングなど）も検討が必要。

２．ラジオ・ライト、乾電池、非常食、水など

予めある程度準備しておく必要がある。

３．井戸水やガスコンロは非常に役立った。逆

にオール電化は災害時に問題があるかも知れ

ない。

４．地域三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師

会）のつながりが非常に役立った。

５．携帯電話は非常に便利だったが、固定電話
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　は復旧に時間がかかり、契約していた災害時

優先電話も通常回線と同様震災直後から4月

下旬まで全く使用不能だった。

６．ガソリンが無かったため、自転車があると

便利だった。

７．カーナビのテレビ情報で避難渋滞から抜け

出し、津波を免れた。

病院医師：

１．区役所へ病院の状況報告が必須、しかも直

接に。職員間の横の連絡が不十分になりがち

であるので、各職場の代表を集めた毎日の災

害対策会議は重要、全職員で病院の置かれて

いる状況を共有できる。

２．普段からの収納棚・ディスプレーなどの倒

壊防止対策。

３．手術室での対地震マニュアルの整備。非常

食の備蓄は避難者・職員の分まで必要。

４．救援物資は待っていても来ない、直接いっ

た方が早い。

５．懐中電灯と携帯カイロを十分準備すべき。

６．インターネットの立ち上げを出来るだけ早

く。

７．200V対応の非常用電源、災害用衛星電話

の設置。

８．なじみの油屋さんを持つこと。

９．簡易オートクレーブの設置。

10. 被災地の病院はトリアージに徹し、非被災

地の後方病院で治療を分担するシステムを策

定し、シミュレーションを行って訓練を重ね

ておくことが重要。

11. 堅牢な防潮堤を信用すること無かれ、人間

の浅知恵など自然の前では無力なり。

12. ライフラインに関する病院内供給システム

の見直し、大津波警報発令時における入院患

者の避難誘導、想定外の人数の地域避難民に

対する対応などの対策が必要。

 以上が宮城城整会会報と岩手県臨床整形医会

会報、223ページを拾い読みした感想である。

震災後、1年以上が経過した現在において被災

地の医療現場では苦労が続いている。我々、

OCOAの会員も協力できるところがあれば是

非協力しようではありませんか。

〈愛媛臨床整形外科医会会報（ECOA第26

号）保険審査委員のつぶやきより〉

１．抗CCP抗体は関節リウマチ疑いの病名

で、診断確定では算定不可能。

２．レセプトの記載誤りに注意、レントゲンの

左右間違い、リハ対象病名誤り、病名漏れは

救済されません。

３．外来手術当日に行う抗生剤注射手技料は算

定できません。

４．エルシトニンSは6ヶ月を目安に投与。長

期にわたる場合は、コメント・一時休薬を。

５．PPI製剤のタケプロン15は、NSAID投与

時の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制のコ

メントで長期投与が可能に。

６．レセ縦覧点検が始まり、1年以上追跡する

ことがたびたびあり、連月でのレセ整合性に

も注意。特に傾向診療と検査の定期化が危

険。

〈茨城COAニュース（ICOA第22号）東日本大

震災による茨城COA会員の被害報告〉

　自院の被害状況　被害なし（29名）、被害な

し・受診患者減少（16名）、被害あり・通常診

療可能（57名）で一部の会員が被災したもの

の全員診療が可能であった。

〈東京都臨床整形医会会誌（TCOA第37号）

第五回総合研修会より〉

　整形外科医の診療、国際交流・医療支援とい

う演題で、大阪市立大学大学院名誉教授　山野

慶樹先生が講演されています。山野先生は、

30年来アフガニスタンのカブール大学整形外

科臨床研修病院でアフガニスタンの医師の指導

や困難な手術の執刀、学生講義を担当していた

が、現在でも日本に国費留学する医師の選抜に

2週間ほど滞在している。その間にも講義やカ

ンファレンス・手術などの医療貢献をされてい

るとの報告であった。

− 133 −



　　　　　

〈埼玉県整形外科医会誌（SCOA第27号）双葉

町埼玉支所支援事業報告「増田明美さんと一

緒にロコトレしよう！！」〉

　埼玉県加須市の旧高校に東日本大震災による

原子力発電所事故で、避難・居住している

1000名以上の福島県双葉町の中高齢者を対象

に、運動不足による筋肉・関節の衰え、転倒に

よる骨折を予防するために、平成23年5月21

日元女子マラソン選手でスポーツジャーナリス

トの増田明美さんを招いて、ロコトレ・ウォー

キングの指導がなされました。有名人を呼んで

のイベントは大盛況だったようです。OCOA

も有名人を呼んでのイベントいかがでしょう！

〈山梨県臨床整形外科医会誌（YCOA N04）〉

　会員の広場なるタイトルの会員の書いた自由

作文が集められた紙面が充実している。その中

で「飛ばねー豚はただの豚だ」の題で、会員本

人がセスナの免許取得のため、教官とのフライ

トを終え、単独飛行を行う場面が感動的だ。そ

の中の一文、「ふと自分が一人ぼっちで大きな

空に浮かんでいることにわずかな不安が、、、。

おっといけない、空での弱気は禁物。真横に滑

走路を認めつつ無線をいれる。」場面が目に浮

かぶような感じで読んでいても緊張した。全文

を読みたい方、神藤まで連絡を。

〈静岡県臨床整形外科医会会報（SCOA 第58

号）SCOA総会における特別講演１〉

　変形性膝関節症の保存療法の限界（手術療法

選択のタイミング）のタイトルで順天堂大学医

学部付属静岡病院　整形外科の大林　治先生が

講演されている。SLR訓練・荷重歩行訓練・

ホームエクササイズなどを行うことで、軽症か

ら中等症OAに対しては有効であり、訓練継続

率はレントゲン上グレード2では91％である

が、重症に対しては有効率が低下し、訓練開始

から約6年で69％が手術に移行する。軽症OA

の頃より訓練を開始することが重要との結論で

あった。　　　　　

　痛みが無ければ何もしなくて良い様に思う

が、エクササイズでOA進行を遅らせる可能性

があることは、小生にとっては新知見であっ

た。

〈福井県臨床整形外科医会会報（FCOA 第15号）〉

　研修講演会抄録の中で「NASIDｓ・アスピ

リンによる消化管粘膜障害の新展開」なる題

で、京都府立医科大学大学院医学研究科消化器

内科学　内藤裕二先生の講演で、これまでお腹

の調子が悪いといえば、胃や大腸が原因と思わ

れがちであったが、カプセル内視鏡の登場で、

思いのほか多くの小腸潰瘍性病変が発見される

こととなった。胃酸の存在しない小腸では、

PPI・H2ブロッカーは役に立ちません。動物

実験などでレバミピドが有効である可能性があ

り、注目されている。新しい学問領域が小腸で

広がろうとしている。

 うーん、小腸か、思いもよらなかった。レバ

ミピドって確かムコスタのことだよな

〈兵庫県整形外科医会だより（No81）〉

　各委員会より、「保険審査いろいろ」の題

で、兵庫県社会保険支払基金　主任審査員　葛

原 啓先生の紙面より、

１．トリガーポイント注射については、ブロッ

クと同様に急性期においては週2回程度まで

が妥当。慢性経過例では注射回数に注意。

２．サイビスク投与後に、他のヒアルロン酸製

剤を使用するときは十分な休薬をおいて下さ

い。サイビスク2クールは認められません。

３．運動器リハビリテーションの適応疾患は規

定されておりそれ以外は査定されます。

４．フォルテオの適応は高度の骨粗鬆症、骨粗

鬆症だけの病名では査定対象に。多発脊椎圧

迫骨折の病名や具体的なYAM値を記載。

 　私がちょっと驚いたのは、原則ビスフォス

製剤との併用は認められない。本当でしょう

か？大阪ではどうなっている、知っている先

生がおられたら教えてください。
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〈広島県臨床整形外科医会会誌（HCOA 第14号）〉

　平成23年度定期総会　特別講演会より「リ

ウマチ肺（膠原病肺）―間質性肺炎・肺線維症

と類縁疾患」の題で広島市医師会安芸市民病院

　副院長　柳田実郎先生の講演より、薬剤性間

質性肺炎については従来シオゾールによるもの

が知られていたが、近年MTXなどDMARDｓ

よるものが多い。MTXによるものは、その半

数以上が投与後6ヶ月以内に、9割が1年以内に

発症し、初期症状は息切れや感冒様症状が多

い。MTX投与初期においてはLDH・KL-６

（SP-D）などで経過を追い、上昇傾向があれ

ば精査。早期に発見し、休薬とステロイド投与

で予後良好。

　でも、KL-6なかなか保険と通らないんだよ

なー。

〈島根県臨床整形外科医会創立30周年記念誌〉

　日本臨床整形外科医会が昭和49年に創立、

その7年後の昭和56年4月に島根県臨床整形外

科医会が設立された。設立当初から現在に至る

までの、歴史的な経過が記載されている。

〈大分県臨床整形外科医会会報（OCOA No16）〉

　保険審査委員会報告より

１．外来での処置回数は制限なし、入院では術

後2週まで。

２．腱鞘炎の包帯固定は、小関節では処置で、

それ以外はコメント付で適当と思われる点数

で請求。

３．レントゲンと超音波の併施では、ATF靭

帯損傷・MCL損傷では多数が可、肩関節周

囲炎・肋骨骨折では可は半々、筋挫傷・筋肉

内血腫・皮下腫瘍・小児股関節は可。

 小生の場合は、軟部腫瘍と筋肉内血腫で出し

ているが、ほとんどが査定されている。ところ

変わればですなー。関係ないですが、OCOA

は大阪以外に岡山・大分・沖縄県の3地域があ

ります。

〈熊本県臨床整形外科医会会報創刊号

（KCOA創刊号）〉

　会員・理事の方々の並々ならぬ努力により発

刊にいたった経過が記されており、創刊号とし

ては充実した内容となっている。

〈鹿児島県整形外科医会報（KCOA Vol20）〉

 話題という分野で、「人工股関節置換術後の

スポーツ」のタイトルで、整形外科まろにえリ

ハビリエテーションクリニックの谷口良康の記

述で、HIP－Society会員によるTHA術後、ス

ポーツ活動に関する意見調査の項目があり興味

深かった。

１．許可：社交ダンス、ゴルフ（カート使

用）、水泳、ウォーキング、ボウリング、カ

ヌー、ロードサイクル、速歩など。

２．経験者に許可：乗馬、クロスカントリース

キー、ダブルスのテニス。

３．推奨しない：球技、ジョギング。

４．コンセンサスなし：野球、体操、ハンド

ボール、ホッケー、シングルスのテニス、バ

レーボール。

コンセンサスなし？禁止スポーツでしょう！

〈沖縄県臨床整形外科医会報（第３・４号）〉

　OCOA会員の新聞投稿記事が特集されてい

た。腱鞘炎・外反母趾・五十肩など身近な疾患

を一般の方にも解り易く解説されており、一般

読者からの反響も大きいようである。

 大阪臨床整形外科医会でも新聞を広報活動に

利用してみては、例えば健康コラムの連載な

ど。
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JOA委員会報告

　　　　　

日本整形外科学会の委員会について

OCOA副会長　　前　中　孝　文

　先ず、安全医療推進員会についてです。日整

会委員会委員の任期は最大2期4年で，人心を一

新するルールです。私の安全医療推進員会の任

期も残すところあと一年となりました。就任直

後にいきなり、専門医試験のQ＆Aを各委員が

作成することになり10案考えるのに四苦八苦し

ました。1問が掲載され努力が報われた感じで

す。

　ロキソニンのOTC化、ビスホスホネート剤

の添付文書改定に関しては、関係メーカー担当

者を本郷の日整会事務局の委員会に呼び議論を

いたしました。我々の意向が反映されるように

各委員が努力しました。裁判での鑑定医選出を

最高裁判所から依頼されることがあり、全国の

学識経験である鑑定候補者リストから候補者を

選びお願いすることも行われています。

 「臨床医学の教育研究に死体解剖ガイドライ

ン」の検討、「医療行為に関連した死亡の調査

分析モデル事業」への参加協力が今後の課題で

す。整形外科本流から離れた周辺問題ですが、

社会的に重要な分野を担当した委員会ですの

で、今後も責任がますます重くなるでしょう。

皆さん注目ください。

　次は広報渉外委員会です。平成23年度から参

加しています。広報渉外委員会には大阪から山

本　哲副会長、も参加しています。対外的、広

報活動を行う委員会ですので、「運動器の10

年・骨と関節の日」記念事業にたいする記者発

表会、新聞での啓発記事掲載(平成24年2月25

日朝日新聞朝刊全国版　約800万部)、日経メデ

イカル別冊「ロコモティブシンドローム特集変

形性膝関節症を診る」作成、骨と関節の日　電

話相談室、ホームページ管理、ポスター作成

（今回はJCOAで作成したポスターをJOAでも

採用し協同掲載となりました）、等が活動で

す。医業類似行為への対応はJCOA医療システ

ム委員会と合同会議を毎年行っています。そし

て問題意識を共有することに努めています。平

成24年度は「整形外科医のための保険診療基礎

知識Q＆A」改訂版を作成する予定です。保存

版として会員各位の座右の資料として頂きたい

と思います。

　私は、一開業医の立場で限られたことしか出

来ませんが、大学、病院の先生方とは異なる感

覚で意見を述べ委員会運営に貢献できれば幸い

です。
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JOA委員会報告

　　　　　

日本整形外科学会運動器リハビリテーション委員会について

−第2報−
OCOA副会長　　長谷川　利　雄

　日本整形外科学会運動器リハビリテーション

委員会について報告する。2回目の報告とな

る。本委員会は日本整形外科学会の各種委員会

中、運動器リハビリテーションについて検討す

る委員会である。

　平成23年に担当理事が藤野圭司先生→三宅

信昌先生に、委員長が千田益夫先生（岡山大学

医学部附属病院リハビリテーション部教授）→

星野雄一先生（自治医科大学整形外科教授）に

替わり、メンバーも一部入れ替えがあった。平

成24年度は私にとって2期目の最後の年とな

る。この2年間の活動は下記に示す。

１．東日本大震災被災地における義肢装具支給

の円滑化に関する要望書の提出

　日整会、日本運動器科学会、日本臨床整形外

科学会、日本義肢装具学会、日本リハ医学会

の５学会が共同して、要望書を厚労大臣宛に

提出し、平成23年6月に厚労省から改善に関

する通達が示された。

２．ロコモ診療ガイド（文光堂）の増刷を許諾

した。

３．平成23年9月17・18日に京王プラザにて

運動器リハ医研修会を開催した。

　資格取得研修会　参加者 152名

　資格継続研修会　参加者 324名

４．161名に運動器リハビリ医資格取得を認定

した。

　平成23年度に新たに資格取得した者 151名

 特例措置（試験合格後に日整会専門医取得）

10名

５．義肢装具のチェックポイント第８版の監修

を許諾した。

６．第86回日整会学術総会に２題のシンポジ

ウム案を提出した。

　運動器リハ診療の枠組み−コメディカルス

タッフとの協働−

　ロコモの臨床像−概念と操作的定義に基づく

治療戦略−

７．整外・身障福祉関連診断書作成マニュアル

の改訂作業に着手した。

８．運動器リハエキスパートPT養成プログラ

ムへの協力を開始した。

　PT協会「運動器理学療法士」プログラムに

講師派遣、試験問題作成。

９．運動器疾患の保存療法の実態調査について

資料を収集した。

　JCOAによる運動器疾患保存療法の調査結果

（平成23年）を入手した。

10.「足腰指数25」から「ロコモ指数25」への

改名の周知

　ロコモ診療ガイド（文光堂）を発刊した平成

21･22年度とは異なり、平成23･24年度はやや

落ち着いた雰囲気である。

　注目すべきは9.である。JCOAが施行した運

動器疾患の保存療法の実態調査が日整会でも認

知され、近日中に日整会認定施設に対して、半

ば強制的にこの調査が行われる予定である。こ

の調査のポイントは保存療法の各医療行為数を

集計し、同時に各医療行為を難易度別に分類

し、難易度の高い医療行為については専門医が

施行すべきであると規定する。外保連のデータ
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から各医療行為に要する時間が規定されている

ので、全国で専門医が施行した医療行為数が明

らかになれば、必要とされる専門医数も明らか

になる。このことは専門医認定機構が日整会に

最も求めている「専門医の適正配置」とともに

「適正な専門医数」であって、かつて日整会の

専門医数が多すぎる、ということに対する科学

的な反証になり得る。

　調査の詳細はいずれ明らかになるが、この運

動器疾患の保存療法の実態調査からは現在の専

門医数ではとても足りないという結論になりそ

うである。つまり、日整会の会員のほとんどが

専門医であり、専門医数が多すぎる、という批

判は全く的外れということになる。

　ついで、８.運動器リハエキスパートPT養成

プログラムである。日整会がPTに対するアプ

ローチに着目したということである。全国で

94,000人いるPTに対してどのようなアプロー

チをするか、興味深い。今後の展開を見守りた

い。

　日整会運動器リハ医について：基本領域専門

医18学会（日整会、日本リハ医学会が含まれ

る）を1階部分とすると運動器リハ医は

Subspecialty領域専門医学会、つまり2階部分

の専門医になりそうである。運動器リハ医への

アプローチは日整会と日本リハ医学会の両方か

ら可能となるようであるが、詳細は決まってい

ない。

　最後に維持期リハビリの介護保険への移行で

ある。この流れはここ数年変わっていないのみ

ならず、むしろ粛々と進められている。平成

24年度の改定にて、当局のより強い意図が明

らかになった。医療行為であるリハビリを介護

保険下におくことの不合理は誰の目にも明らか

である。財政上の理由によるらしいが、我々が

介護保険に参入するのではなく、維持期リハビ

リの介護保険への移行の流れを阻止すべきであ

る。これ以上リハビリ難民を作ってはならぬ。

　以上、4年にわたってお世話になった日整会

運動器リハ委員会でのことと私見を述べさせて

いただいた。執筆の機会を与えていただいた中

川浩彰委員長はじめOCOA編集委員会に感謝

いたします。
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JOA委員会報告

　　　　　

JOA委員会（安全医療推進委員会）報告

OCOA副会長　　前　中　孝　文

　新井貞男担当理事、水田博志委員長、伊藤隆

義、近藤泰児、鷲見正敏、前中孝文、山本日出

樹、木下光雄、山本哲司　以上委員、立入克敏

（アドバイザー）の体制で平成23年度の委員

会が行われた。

　今年度は、平成23年10月1日、平成24年1月

14日の２回委員会が召集された。

　主な議題は

○前年度のロキソニンの一般用医薬品化に続

き、グラケーの一般薬品化

○ビスホスホネート製剤添付文書の再改定に際

しては、ＪＯＡの立場からいろいろの要望が

行われた。その結果として、再改定文が決定

された。

　平成24年1月14日の委員会にメーカー各社

を委員会に呼び、添付文書改定について報告を

受けた。

　この中で、JOAからの要望として

　重大な副作用に記載されている顎骨壊死、非

定型大腿骨骨折，消化器障害等についてまとめ

て患者さんに説明できる資料をメーカーの９社

会で作成できないか検討を依頼した。

　全てのＢＰ剤に共通した資料作成は困難だ

が、ＢＰ剤ごとにそのような方向で資料作成す

るとの回答を得た。

○診療行為に関連した死亡調査分析モデル事業

協力関係学会代表者説明会の報告で事業分担

金に対する意見交換があった。JOA学会が

分担金受けることに反対の意見が出された。

○最高裁判所から裁判での鑑定医の候補者選定

の依頼がある。委員には全国の鑑定医リスト

が配布されている。

　色々な条件が付いた要望であり、鑑定医選出

に苦慮することが多い。

　CRPSに絡んだ裁判では、特に適任者が少な

く困ってしまう。

○日本医師会の「医療事故調査制度の創設に向

けた基本的提言」の内容検討し、賛同するこ

ととした。

○遺体を用いた教育訓練に関わるガイドライン

の策定について検討し、賛同することとし

た。

　以上、この委員会では医療と実社会の接点と

なる、地味だが重要な事項を担当しています。

時々、報告書を覗いてください。

− 139 −



① JCOA自賠・労災委員会報告（アンケート調

査をもとにした各県の状況報告）

自賠・労災委員会委員長　山下　仁司

　前回平成22年9月21日に第1回自賠責・労災

担当者会議が開催され、今回は第2回目の開催

である。

　最近、大手3社（MS＆ADホールディングス

（三井住友＋あいおい＋ニッセイ同和）、

NKSJホールディングス（損保ジャパン＋日本

興和）、東京海上日動グル－プ）以外の外資系

損害保険や通販型損保の広告の増加が目立つが

全体には増加しているわけではない。

　健康保険使用における新たな問題点は、外資

系・通販型損保の健保使用の強要や病院での受

診時の健保使用が勤務医の認識の低さもあり、

特に入院時に使用されることが多くなっている

ことである。

　本来、交通事故に対する治療は自賠責から支

払われることが元々の設立の意味であったの

が、昭和43年10月12日厚生省保険局保険課　

国民健康保険課長通知により損保の誘導により

健保を使用することが可能となり、さらに平成

23年8月9日新課長通知が発せられ、さらに交

通事故の治療に健保使用が増加する危険性があ

りそうである。

　交通事故における社会保険利用率は平成16年

度から件数の10％ほどだが、その金額では全国

平均28.5％、特に大阪では43.5％となっている

のが現状である。

　任意一括依頼があれば、対人一括（相手損

保）か人傷一括（患者損保）かの確認が必要と

なる。

　健保使用した際には、第3者行為の届け出を

出して求償を健保に委ねることや、健保と同様

に窓口負担は毎回徴収すること、このため健保

使用時には一括支払いは拒否し、自賠責様式で

の診断書、後遺症診断書が書けないこともある

ことを患者に伝えておく必要性がある。

② 講演「日本医師会労災・自賠責委員会報告」

社団法人日本医師会常任理事　藤川謙二先生

　平成23年3月～4月に交通事故診療における

健保使用に関して、日本医師会が初めて民間病

院以外の公的病院にアンケ－ト調査を行った。

その結果は外来では10から20％であったが、

入院では50～60％も使用されていた。そのう

JCOA自賠責・労災担当者会議報告

日時：平成 23 年 11 月 27 日（日曜日）13：00〜16：00

場所：品川プリンスホテル　メインタワー 24 階「クリスタル」

　　　東京都港区高輪 4-10-30
出席　宮内　　晃

　　　中川　浩彰

中　川　浩　彰
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ち30％は第三者行為の届け出がなされず求償で

きていない。交通事故に健康保険を使用する理

由の85～90％が損保会社からの指示であり、

本人の意思は10％でしかなかった。

　人身傷害保険は本人自身の為の保険であり、

健保を使用しても第三者行為の届け出が出され

ない為に健康保険からの求償ができてないのが

現状である。

　何故このような事態となっているのか、どう

も「原発村」と同じ構造で、損保と健保の間で

利権の絡んだ「損保村」というものが存在して

いるようである。

　ただ先般、健康保険の赤字が強調されている

が、本来自賠でおこなわれるべき交通事故への

治療費が健保に転嫁され、求償が全て損保に求

償されている訳でないこと、また急増する柔整

師への療養費の増加も、今後健保本来の目的を

考えるとそれぞれの見直しが迫られるであろ

う。

　日本臨床整形外科学会が編集し発行されてい

る交通事故診療ハンドブックQ＆Aを全国各整

形外科医院に行き届くようにして損害保険の理

解を深めていきたい。

③ 討論・質疑応答

藤川　謙二先生

葉梨　之紀先生

山下　仁司先生

　質疑では、治療終了後に損保会社から一括支

払いを拒否された場合何か有効な手立てはある

のかとの質問があった。それに対する答えは損

保会社はあくまでも加害者の立場に立ち、しか

も一括支払いは損保会社のサ－ビスであるため

医療側から直接損保会社に請求はできないと言

われた。

以上3件が行われた。

（文責　中川）
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大阪臨床整形外科医会　運動期の10年・骨と関節の日　

天王寺区　　小　林　正　之

　今年のテーマは「ロコモティブシンドローム

と変形性膝関節症」でした。OCOAではメイ

ン行事として講演会とウォーキングの指導講習

を行い、他に府内の６地区では講演ならびに骨

塩量測定を行っていただきました。

　メイン行事は平成23年10月15日午後２時よ

り天王寺区民センターで開催し、165名の市民

の参加があり、大阪市内101名、府内62名で

府外からも３名が来場されました。

　森本会長代行の開会の挨拶で始まり、吹田市

佐藤整形外科クリニック院長　佐藤哲也先生の

講演「腰痛、膝痛のころばぬ先の杖」は体操の

実演を含めユーモアにあふれた楽しい１時間余

りの講演でした。その後、日本ウォーキング協

会大阪事務所事務局長森田陽子先生の講演「健

康の第一歩は歩くことから」とウォーキング実

技指導があり、参加者一同正しいウォーキング

のおこない方を学び、心地よい良い汗をかき閉

会の時間となりました。当日出務していただい

た会員は１９名で　森本会長代理、副会長の阪

本、山本両先生、理事では今井、大島、斧出、

岸本、白木、田上、中川、永田、三浦、宮田、

森下、森、矢倉各先生、委員の北野、貴島両先

生で、参与の坂本徳成先生も来場していただき

ました。

　サブ行事としては、平野区健康まつりでは長

谷川副会長が「いつまでも元気で健康に−健康

寿命とロコモティブシンドロームについて−」

との講演をされ、富田林市では山本善哉先生が

「骨粗鬆症の話」を講演されました。骨塩定量検

査は淀川区、羽曳野市、西成区、住吉区、富田

林市の５か所で行われました。OCOAでは今年

度も市民の方々にロコモティブシンドロームを

より認知いただき、健康な暮らしに寄与するた

め、骨と関節の日のイベントを行います。会員

諸先生のご協力をよろしくお願いいたします。

メイン行事　アンケート結果（回答145名）

年齢　30歳台1.4％　40歳台2.8％　50歳台

9.7％　60歳台16.6％　70歳以上69.7％　

性別　男性25.5％　女性73.1％

骨と関節の日　知っていた35.2％　知らな

かった63.4％

講演会をどこで知りましたか

　病院・診療所39.3％　はがき39.3％　人か

ら聞いた17.9％　インターネット0.7％

全体的印象　役に立った79.3％　普通14.5％

役に立たなかった1.4％

専門性について　専門的すぎる6.2％　普通

79.3％　物足りない3.4％　未記入9.7％

今後の治療の参考にしたいと思いますか

　はい97.9％　いいえ0％　何とも言えない

0.7％

今後のテーマについて(複数回答あり)

　リハビリ全般34.2％　五十肩6.6％　手足の

しびれ28.6％　椎間板ヘルニア15.3％　捻

挫9.2％　その他6.1％（ＲＡ4名、こむら返

り2名、狭窄症、すべり症、坐骨神経痛、運

動全般、手足の痛み、ウォーキング各1名）

骨 と 関 節 の 日
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淀川区

西成区
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サブ行事　平成23年

淀川区みんなの健康展

日時：９月17日（土）13：00～16：00　　

場所：大阪市立淀川区民センター

【内容】

骨塩定量検査およびその解説と指導

参加者数　骨塩量測定   243名

　　　　　健康展全体 1200名

出務医師　福井宏有理事、中川浩彰理事、

　　　　　梁裕昭先生、安田忠勲先生

平野区健康まつり

日時：10月15日（土） 13：30～16：00　　

場所：平野区保健福祉センター

【内容】講演会

演題：「いつまでも元気で健康に−健康寿命

とロコモティブシンドロームについて−」

講師：長谷川利雄（長谷川整形外科医院　

OCOA副会長）

羽曳野市ふれあい健康まつり

日時：10月16日（日）10：00～15：00

場所：総合スポーツセンター はびきのコロセアム

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導　

整形外科疾患の健康相談

　参加者　骨塩定量検査  631名

　　　　　結果相談　　 　74名

　　　　　健康相談のみ　 10名

　　　　　来場者総数　2800名

　出務医師　調子和則先生、岩本弘先生、

　　　　　　松谷常弘先生

西成区みんなの健康展

日時：10月22日（土）14：00～16:00

場所：西成区民センター　

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導　

参加者　約100名

　出務医師　森本副会長、森理事、

　　　　　　三浦理事、竹中稔之先生

住吉区健康祭り

日時：10月29日（土）15:00～16:30

場所：住吉区民ホール　

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導

　参加者　200名　　

　出務医師　白木隆士理事、北野安衛先生、

　　　　　　三橋浩先生

骨ケアフェスタ富田林

日時：11月13日（日）13：00～
場所：富田林市ケアセンターけあぱる

【内容】

　講演会　演題：「骨粗鬆症の話」

　講師：山本　善哉（やまもと整形外科医院）

　骨塩定量検査およびその解説と指導

　参加者　70名

　健康相談

　出務医師　宮田重樹理事、青山賢治先生、

　　　　　　山本善哉先生　
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大阪臨床整形外科医会と療法士（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）の連携

　昨年（平成23年）７月にＯＣＯＡを主体として、大阪府内の主に整形外科医院で勤務する療法

士との連携を密にするために会を設立しました。

　現状では、整形外科医院において理学療法士をはじめとする療法士の雇用、教育、採算性を考え

た場合に、診療所のリハビリ施設基準もあり全ての施設が参画できるものとはなっていません。

　ただ将来的には療法士の卒業生が増加していくこと、今後整形外科におけるリハビリの重要性が

増す（消炎鎮痛処置の存続の不透明性）ことを考えていけば施設基準を満たす整形外科医院での療

法士の雇用は必然性を持つと考えています。

　現実では療法士を複数雇用している施設は少なく、多くは一人常勤であり、雇ったものの療法士

の教育まで手が回らず、彼らの勉強しようとする意欲を維持することが難しいようです。

　そこで今回大阪臨床整形外科医会の中に、医院で勤務する療法士を主に整形外科医院でよく診る

運動器疾患を対象とする研究会を立ち上げ、今後サポ－トすることとなりました。

　当医院のリハビリ課長　金　京範を責任者とし、以下にその内容につき報告して頂きました。

大阪臨床整形外科医会理事　療法士担当委員会委員長　　中川　浩彰

大阪臨床整形外科医会療法士会について

　大阪臨床整形外科医会会員施設で勤務する療法士の知識・技術の習得、研鑽については、これま

で個人や各施設任せになっている所が多数を占めている。今回大阪のPTの有志グループで整形外

科（運動器）を指向した療法士の団体を立ち上げ、平成23年7月に大阪臨床整形外科医会執行部、

療法士担当委員会と協議の会をもった。その結果同年8月に13名の理学療法士・作業療法士によ

り、

　①大阪臨床整形外科医会療法士会会員の相互の親睦と会員施設間の交流を図る

　②知識・技術の向上を図り、質の高い運動器リハビリテーションを提供すること

を目的に大阪臨床整形外科医会療法士会を発足しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪臨床整形外科医会療法士会　会長　　金　京範

大阪臨床整形外科医会療法士会活動指針

　大阪臨床整形外科医会療法士会は大阪臨床整形外科医会と連携し、大阪臨床整形外科医会会員の

施設で勤務する療法士を中心に、親睦、知識・技術の向上に努め、患者に質の高い運動器リハビリ

テーションの提供を目指す。

　＜活動方針＞

　　１．会員間の親睦

　　２．会員施設間の交流

　　３．会員の知識・技術の向上

　　４．運動器リハビリテーションの啓蒙

　　５．その他

療法士会の活動指針

＜活動内容＞

　　１．定例会議の開催

　　２．交流会の開催

　　３．勉強会、研修会の開催

　　４．その他
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活動実績

＜研修会・勉強会＞

平成24年1月29日　第1回大阪臨床整形外科医会療法士会研修会を開催（於；大阪医科大学）

テーマ：『整形外科領域の疼痛を考える』

参加者：236名（会員54名、非会員182名）

及び第1回総会を開催。研修会終了後、懇親会を開催。

平成24年4月22日　第1回勉強会

内容：『診療報酬改定の内容確認と各施設の対応紹介』を開催。

（於；妻鹿整形外科医院）

参加者22名（療法士会会員14名、OCOA会員施設勤務で未入会療法士8名）

平成24年5月27日　第2回勉強会

内容：『運動器不安定症の診断判定と運動療法の実際』を開催。

（於；森ノ宮医療大学）

参加者25名（療法士会会員25名）

＜療法士会役員会開催＞

　平成23年9月 3日　第1回役員会　　於：中川整形外科クリニック

　平成24年1月 2日　第2回役員会　　於：大阪医科大学リハセンター

　平成24年3月24日　第3回役員会　　於：大阪医科大学リハセンター

現在、以下の平成24年度事業方針・事業計画に沿って活動を推進中である。

【平成24年度事業方針】        

　大阪臨床整形外科医会会員の施設で勤務する療法士を中心に、親睦・知識・技術の向上に努

め、患者様に質の高い運動器リハビリテーションの提供を目指す。

【平成24年度事業計画】

１．大阪臨床整形外科医会（以下、OCOA）会員施設（診療所）への理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士の現状調査      

２．OCOA療法士会会員名簿の作成     

３．第2回OCOA療法士会研修会の開催。（年1回、9月初旬開催予定）   

４．会員対象の講習会開催（年3回程度）     

５．OCOA先生方との合同研修会・交流会の開催(来年2月を予定）   

６．勉強会の開催        

７．１）教育連携システムの構築       

　　２）訪問リハ開設支援システム構築      

　　３）通所リハ開設支援システム構築      

８．養成校との情報交換・連携　他      

９．その他　        

　　日本臨床整形外科学会へ演題提出。      

　　OCOA会ホームページへのアップ（OCOA療法士会の掲載） 
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自己紹介

天王寺区　　荻　野　　　晃

　2012年10月30日神戸市役所前9：00、不安

いっぱいでこれから始まる42.195キロという

未知の挑戦が始まりました。家族の声援を長田

の鉄人28号前、明石大橋下、ハット神戸前と

受けながら、笑顔を忘れず、大震災復興を祈願

し走りました。あと8キロからの最後難所、浜

手バイパスの坂を何とかクリアーしフィニッシ

ュ。湧き上がる達成感に自ら感動しました。4

時間50分21秒、1キロ約6分50秒、ダイエット

ジョギングが達成された瞬間でした。

　天王寺区で開業したのが平成9年、毎年少し

ずつ仕事に慣れてくるに従い、想像以上にウエ

イトもアップし、とうとう大台目前のなんと体

重99キロ。明らかに肥満（BMI 29.6）体脂肪

率（30.5）ウエスト（98センチ）。家族から

の励まし（非難）を受け、心機一転減量プラン

を立てました。食事も気にしましたが、好きな

食材は原則我慢しないとしました。今回はラン

ニングでのプランを記します。ランニングでの

原則は両膝円板状半月なので、ランニングフォ

ームの点検。心肺機能、心循環系への負担をか

けないようにすることとしました。（突然死は

イヤですので）

　一般的に優れたランナーになるためには

１、最大酸素摂取量（VO2MAX）が高いこと

２、グリコーゲン貯蔵量が多く、脂肪利用効率

が高いこと

３、乳酸作業閾値（LT）が高いこと。

　（無酸素性作業閾値（AT）が高いこと。）

４、 遅筋繊維の割合が高いこと

　原則を重視し自分のあった運動強度のトレー

ニングを行い、脂肪利用効率を高めるプランを

作成した。（詳細なトレーニングプランは割愛

します）

　自分にあった運動強度を表現する場合、

VO2MAXの何％という表現を用います。酸素

をどれだけ取り込むことができるかをみる指標

なので、心肺能力を良くあらわし、これは心拍

数と極めてよく相関します。よって運動強度の

指標として心拍数を用いることにした。目標心

拍数はアメリカスポーツ医学会（ACSM）の

ガイドラインでは、健康のための有酸素運動の

上限は最大心拍数（220−48私年齢）の90％

程度とされていますので

　（220−48）×0.9＝154.8＞154拍/分

ASCMの推奨する運動強度の上限をこえるよ

うな時はマラソン大会中であっても、ランニン

グ中止或いは減速とした。

　次にトレーニング強度を決めるにあって、好

気性運動から嫌気性運動に変わる閾値が必要と

なってくる。つまり乳酸が血中に蓄積しはじめ

る閾値をLTと呼びます。（ATとほぼ等しい）

筋肉中の乳酸値の上昇は酸素供給不足の状態で

もあり、過剰換気になっており、この状態が続

き乳酸値がある閾値を超えると、筋肉が全く動

かなくなることを中断といいます。この乳酸の

燃焼に酸素の供給が間に合わなくなる閾値を

RESP IRATORY　CONPENSATION 

THRESHOLD（RCT）と呼びます。（この閾

値を超えると勿論血液PHは低下してきます）

ランニングでダイエット　目標20キロ減作戦（初マラソンに参加して）

新理事の自己紹介
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　2011年9月19日　某スポーツ工学研究所で

足型測定、下肢アライメント測定、体組成測定

ランニングフォーム、ランニングキック力、

AT、RCTを測定した。

１． ATペース　5分51秒/km/51拍/分

２． RCTペース 5分06秒/km/159拍/分

タイム予測として、フルマラソン4時間20分、

ハーフマラソン1時間54分

ATペースで走り切ればとの評価でした。

　それをふまえ、トレーニング強度はLT走と

して154拍/分。マラソンペースでの強度は

151拍/分を超えないこととした。ただ気象条

件に応じて、無理のないランニングにとどめる

こととした。神戸マラソン以降奈良マラソン、

東京マラソン、とくしまマラソンも同様に走り

4時間30分から50分で完走を果たしました。

　

　2011年10月30日　体重79キロ　BMI(23.6)

体脂肪（19.5）ウエスト（78センチ）

これを機会に無理のないランニングを続けて、

2012年度は7本のマラソン参加を予定してい

ます。あくまでランニング初心者の考えで、参

考までにとどめてください。最後になりました

が、会員の皆様宜しくお願いします。

大阪臨床整形医会（OCOA）平成24年度事業

計画として大阪マラソンなど市民マラソン、大

阪府内のスポーツのバックアップを積極的に行

う計画ですので、会員皆で盛り上げていきまし

ょう。
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自己紹介

　　八尾市　　貴　島　浩　二

　このたび大阪臨床整形外科医会の理事に就任

させて頂きました貴島浩二です。

　昭和63年近畿大学卒業後、同大学整形外科学

教室に入局し、研修及び関連病院での勤務を経

て、平成12年より八尾市の貴島中央病院に勤務

いたしております。

　平成15年に大阪臨床整形外科医会の会員に入

会させていただきましたが、専門医単位取得の

ための研修会への参加のみでした。

　平成22年度より山本哲先生の御推薦もあり、

二年間委員として大阪臨床整形外科医会の活動

を経験させて頂き、研修会以外にもいろいろな

活動（この会報の作成、骨と関節の日の一般の

方々への運動器の健康増進イベントと整形外科

の啓蒙活動、第一回大阪マラソンへの医事・救

護活動としての参加、運動器リハセラピスト研

修会の開催、理学療法士会の開催etc.）がある

ことを初めて知りました。このような理事の先

生方の献身的な活動によって大阪臨床整形外科

医会が成り立ち、今後の整形外科の発展につな

がっていくと思います。

 このたび委員から理事に就任させて頂き重責

を感じておりますが、精一杯頑張りますので御

指導の程宜しくお願い致します。

自己紹介

羽曳野市　　調　子　和　則

　この度、OCOA理事に新しく就任させて頂き

ました、羽曳野市で開業しております調子医院

の調子和則です。

　昭和59年に川崎医科大学を卒業し同大学附属

病院で2年間の研修の後、昭和61年に大阪市立

大学整形外科に入局させて頂きました。大学で

は島津　晃名誉教授の下、関節外科グループで

指導を受けました。また、関西労災病院では脳

血管疾患、脊髄損傷、切断肢を中心のリハビリ

テーションを中心に勉強させていただきまし

た。

　その他は外傷と関節外科を専門に関連病院で

勤務させて頂き、平成7年に羽曳野市で開業い

たしました。開業し17年が経ってしまいました

が、未だにいろいろ悩みながら日々の診療を

行っています。医師会活動は現在OCOAの理事

を務めておられます増田　博先生が会長の羽曳

野市医師会で、産業保健、健康展、障害認定等

の担当をしています。今回はOCOA副会長の阪

本邦雄先生からお話をいただき、私の様なもの

が伝統ある当会の理事が務まるものかどうか悩

みましたが、当会でご活躍されている先生方と

交流できる機会を持つことができ、また当会を

通して整形外科医の役割を市民にアピールでき

新理事の自己紹介
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ればと思い受けさせて頂きました。

　我々が置かれた環境は、改革されつつある社

会保障制度の中で厳しいものとなってきていま

す。これからもますますいろいろな問題が生じ

て来るでしょうが、専門医として地域に少しで

も貢献できるように諸先生方の指導の下で頑張

りたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申

し上げます。

自己紹介

阿倍野区　　神　藤　佳　孝

　この度、常任理事右近良冶先生ならびに理事

の先生方のご推挙をいただき新理事に就任いた

しました神藤佳孝です。

　昭和61年に和歌山県立医科大学を卒業後、

大阪大学医学部整形外科に入局いたしました。

平成8年には大阪大学医学部博士課程を修了し

ています。入局当時大学では、クリニック制が

しかれており私は、内田淳正講師（現三重大学

学長）・吉川秀樹助手（現大阪大学整形外科教

授・阪大病院院長）率いる腫瘍クリニックに所

属し、悪性骨・軟部腫瘍の治療・研究に従事し

ていました。また、大学院では遺伝子学教室に

在籍し、トランスジェニックマウス・ノックア

ウトマウスなどを用いbcl-2というアポトーシ

ス（細胞死）を抑制する遺伝子の研究を行って

いました。その後、大学から東大阪病院（京

橋）、大阪府立成人病センター（森之宮）、大阪

警察病院（桃谷）、大阪鉄道病院（天王寺）と

環状線に沿って転勤を繰り返し、平成18年8月

1日に阿倍野区でしんとう整形外科・リウマチ

クリニックを開業いたしました。大阪鉄道病院

時代に関節リウマチに興味を持ち、後藤一平部

長・越智隆弘先生（大阪警察病院）・大田　寛

先生（帝塚山病院）の指導の下リウマチ学を研

鑽させていただきました。現在開業6年目にな

りますが、約2000名のリウマチ患者様に

DMARD・生物学的製剤を用い治療を行ってい

ます。また、非常勤医師として大阪鉄道病院に

勤務し、月1回のリウマチ外来・週1回主に

リウマチのTKA・THA手術をさせていただ

いています。2年前からは、阿倍野区医師会に

おいて災害医療・産業保健（労災）担当理事を

拝命し活動を行っております。趣味は魚突き

で、2年前から「なにわスピアフィシングクラブ

（NSFC：会長　木戸 宏）」に入会し名誉会

長に就任しております。主に串本などに出向

き、素もぐりで漁を行っています。先日の漁で

岸に上がりかけたとたん、１ｍ程度の波にのま

れ左肩をふじつぼだらけの岩に強打、鎖骨にひ

びが入り妻にこっぴどく止める様に言われまし

たが、7月にはまた行く予定にしています。私

の座右の銘は、私が最も尊敬する大恩師で大阪

大学名誉教授　小野啓郎先生から頂いた言葉

（The Clinical Approach to the Patient, 

Morgan and Engel 1969より） で、私の医師

人生の指針にもなっていますので紹介させて頂

きます。

とりわけ君がいつくしみ深い人であってほし

い。

診察というのは不断の観察です。

きまぐれや思いつきでなく、治療には体系を忘

れないこと。

基本には忠実でなければなりません。

新理事の自己紹介
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言行にはつねに一貫した道理をもとうではあり

ませんか。

知識？一体、なにをどこまで君がわきまえてい

ると言うのでしょうか。

君が謙虚に耳を傾けるものといったら、患者さ

んの訴え以外に、何がありますか？

なによりも大切なこと、それはいくつになって

も学ぶ気持ちです。

　格調高いOCOAに入会と同時に理事を拝命

し、うれしい反面本当に私が役に立てるのかど

うか不安も有ります。 OCOA理事としての役

割は、学術委員・広報委員・骨と関節の日委員

ですが、諸先輩と協力し任務を全うしたいと考

えています。何分若輩ゆえ、いたらぬ事も多い

かと存じますが、先輩諸氏のご指導ご鞭撻をお

願い申し上げるしだいです。よろしくお願いい

たします。

自己紹介

松原市　　木　下　裕　介

　OCOAの諸先生方、今年よりOCOAの理事

として仕事をさして頂くことになった木下裕介

です。まだまだ若輩者で先生方の足手まといに

なる事が多数あると思いますが、よろしくお願

い致します。

　昭和40年生まれの47歳で、大阪府松原市の

生まれで現在の自宅（マンション）は堺市で

す。平成4年福岡大学を卒業し川崎医科大学整

形外科に入局、2年間の研修医と1年間民間病

院で整形外科というより医師の基礎を学んだ

後、平成7年に大阪市立大学整形外科に入局し

直しました。現在も大阪市立大学整形外科に属

しています。

　帰阪後は、今は府立病院に統廃合されたため

無くなりましたが、府立身体障害者福祉セン

ター附属病院（府身障）で主に人工関節と脊椎

外科を学んだ後、平成13年に堺市の清恵会病

院に移り主に外傷を学びました。本当は、もう

少し勤務医として色々な症例や手術を経験した

かったのですが、昭和56年から松原市で父が

整形外科を開業しており、父より医院を手伝っ

て欲しいとの依頼があり、平成14年9月に清恵

会病院を退職し自宅を手伝うようになり、清恵

会病院半分、自宅医院半分の生活がしばらく続

きました。そして平成20年4月正式に継承し現

在に至っています。

　卒後約10年で開業医となったため、あまり

経験していない分野も多くあり日々ビクビクし

ながら外来をこなしています。特に腫瘍は苦手

で講演会等で腫瘍がテーマに挙げられている

と、とりあえず聞きに行っています。

　自慢できるような趣味・特技はないですが、

学生の頃からサッカーをしており今でもサッ

カーは大好きです。もうプレーはできないです

が、長居スタジアムにはよく足を運びます。Ｊ

リーグ以外の試合では、今年の2月２４日に日

本代表VSアイスランド代表の試合を観戦しま

した。やはり代表の試合になると会場の雰囲気

がいつもと違い異様に盛り上がります。

　まとまりのない文章を書いてしまいました

が、まだまだ未熟者の小生です。迷惑をかける

事が多々出てくると思いますが、できるだけ楽

しく確実に仕事をして行きたいと思っていま

す。今後ともよろしくお願い致します。　　　

新理事の自己紹介
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自己紹介

　　豊中市　　清　水　広　太

　この度OCOA理事にご指名いただきましたし

みず整形外科の清水 広太（しみず こうた）と

申します。

　昭和63年に大阪大学を卒業して大阪大学整形

外科学教室に入局しました。大学では、吉川教

授のもとで骨折治癒や骨代謝の研究をさせてい

ただきました。勤務医としては、大阪警察病

院、関西労災病院、市立吹田市民病院などで脊

椎外科を中心に臨床経験を積んでまいりまし

た。平成22年１月に大学の先輩である児島先生

の診療所を継承して豊中市本町で開業いたしま

した。

　開業して２年あまりになりますが、24年前に

大阪大学整形外科に入局したときに小野名誉教

授に教えていただきました『君が謙虚に耳を傾

けるものといったら、患者さんの訴え以外に、

何がありますか？なによりも大切なこと、それ

はいくつになっても学ぶ気持ちです。』を忘れ

ないように、地域の患者さんにどう貢献できる

かを考えながら働かねばと考えております。

　今回は、前中先生、岸本先生、右近先生から

お声をかけていただきまして理事の仕事をさせ

ていただくことになりました。参加するように

ご指示いただきました学術委員会、議事録委員

会、介護保険・運動器リハビリテーション委員

会で、開業医３年生の自分に何ができるのだろ

うかという不安はおおいにありますが、先輩の

先生方のご指導の下、伝統あるOCOAの発展に

少しでもお役に立てればと思っております。

　今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げ

ます。

新理事の自己紹介
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新入会員の自己紹介自己紹介

富田林市　　明　石　健　一

　この度、伝統ある大阪臨床整形外科医会に入

会させて頂きました医療法人明石整形外科クリ

ニックの明石健一と申します。

　私は平成11年に近畿大学を卒業し、大阪市

立大学整形外科学教室に入局致しました。大阪

労災病院で研修後、大阪市立総合医療センタ

ー、大阪市立大学医学部附属病院、東住吉森本

病院で手外科を専門に勤務し、平成22年11月

より父が富田林市で開業していたクリニックを

継承しました。

　地域に密着したクリニックならではの患者さ

ん本位の医療と経験・知識をいかした専門性の

高い医療との両立を目指し、また、患者さんに

とって分かりやすい説明を心がけ、信頼される

「良きかかりつけ医」となれるよう努力してい

きたいと考えております。

　趣味はスキーで、学生の頃は競技スキー部に

所属しておりました。医師になってからも、個

人的に、また、診療スキーでよくスキーに行っ

ておりましたが、最近はクリニック継承のばた

ばたや子供が小さかったためになかなか行けて

おりません。そろそろクリニックも落ち着いて

きましたので、子供をスキーに連れて行き、ス

キーの素晴らしさを教えられたらと思います。

　まだまだ未熟で、諸先輩方にはご迷惑をおか

けするとは思いますが、ご指導ご鞭撻の程、宜

しくお願い致します。
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厚 生 部 報 告

OCOAテニス部活動記 －平成24年の活動について－

城東区　　岸　本　成　人

　テニス部が創設され２年が経ちました。歴史

あるゴルフ部に負けないように積極的な活動を

行っております。年に３回を目標に例会をおこ

ないます。（写真は今年2月の例会の様子で

す）テニス本来の球打ちだけでなくテニスに伴

う筋･関節障害に関する情報交換等を行ってお

ります。実際に私はテニスにより左足前脛骨筋

の付着部断裂という稀な障害を経験し、済生会

病院の黒川先生に超音波診断をしていただき、

会員に症例報告いたしました。テニスは自分で

コート内を走り回るので、運動量が多く、活動

の翌日は筋肉痛や肩痛などになやまされます

が、運動後の爽快感は何物にも代えがたく、生

涯の趣味にしようと私は思っております。

　テニス部員は徐々に増えつつあり現在18名

です。OCOA前会長の栗本部長以下活動に専

念しております。テニスは玉打ち競技ですがゴ

ルフと違い、動きながら打つので難しいという

誤解があるようですが、ほんとうは、すばやく

打球に追いつき体を静止させてから打ちます。

とはいえ、打法としてはゴルフや野球と同じ

で、体は横向きで打たねばなりません。テニス

にはバックハンドがありますので、構えは正面

を向きます。それで、初級者はついつい前を向

いたまま打ってしまい、その結果手打ちになり

がちですが、それがテニス肘の最大の原因で

す。上級者ほど状態の無駄な動きが少なく、す

ばやく体位を変換し体全体で打つので鋭い球が

打てます。こういうのは、だれでも練習すれば

上手くなります。また、テニスは年齢に関係な

くできます。当部にも70歳台後半の部員が数

名居られます。常時新入会を受け付けておりま

すので、いつでも私か他の部員までお申し出く

ださい。

　テニスにおける肘や肩の障害を毎日のように

診ております、われわれ開業医はその病態を理

解するには自らがその運動を実践してみるのが

一番です。テニスでは、肉離れを起こすことも

あります。私は先日右下腿の肉離れも経験しま

した。テニス前のストレッチ準備運動不足が原

因だとおもいました。巷間言われるように、ブ

チッと言う音を感じました。治るのに3週間か

かりましたが、この経験をきっかけに、私は来

る7月のJCOA学術集会関西にて、当院の開業

以来10年間の肉離れ症例30例を発表すること

になりました。文献によると、英米では下腿の

肉離れの事をtennis legと言うようです。

　テニスは趣味としても、診療の一部として

も、すべてにおいて優れたスポーツです。皆様

も一緒にやってみませんか。
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　以下は当部の概要です。

目　的：ＯＣＯＡ会員の健康増進と親睦をはか

り、テニスを通じて整形外科関係の情

報を交換し、理解を深める。

部　長：栗本一孝会長

世話人代表：岸本成人理事

世話人：小林正之理事・中川浩彰理事・

　　　　増田博理事・太田信彦理事・

　　　　前野岳敏参与・林俊一会員

行　事：年３回集まり練習と試合を、また必要

に応じて情報交換会を行う。場所は江

坂や万博など貸しコート等２～３面。

テニス部員用のメーリングリスト

ocoa_tennisがあり、会員相互の連絡

網とする。

部員募集中：自薦他薦を問いません。初級者歓

迎。必要に応じて会費を徴収する

連絡先：代表世話人事務局

岸本整形外科　岸本成人

大阪市城東区東中浜3-3-4
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私 の 提 言

　　　　　

死ぬまで寝たきりにならない体をつくる

－運動器不安定症に対する運動器リハビリのすすめ－

　昨年8月に“死ぬまで寝たきりにならない体

をつくる”という介護予防の重要性を強調する

本を出したのですが、予想外の反響がありびっ

くりしました。一般高齢者だけでなく高齢の親

がいる子供世代にとって、高齢者がさらに年老

いていっても自立した生活ができるということ

は切実な願いで、どうしたらいいのか悩み、答

えを求めておられるのが現状なのです。

　寝たきりになる原因は、脳卒中、衰弱・転

倒、骨折、関節症、認知症ですが、脳卒中や骨

折で入院しても治療を受けリハビリをしたら、

退院する時には杖をついて歩けていることが多

いです。

　しかし、自宅に帰ってから“体を大事に”、

“無理したらあかん”と思ってじっとしている

うちに歩けなくなった人が寝たきりになってし

まいます。また、家族が安全第一と考え、寝か

せっきりから本物の寝たきりになっていること

も多く見受けられます。

　寝たきりは、単に年、病気、ケガが原因では

なく、年、病気、ケガをきっかけとして動かな

い生活しているうちに体が弱って動けなくな

る、すなわち動かない生活を続けた結果なので

す。

　原因疾患が何であれ、寝たきりになる直接の

原因は運動器の廃用症候群、すなわち運動器不

安定症です。運動器不安定症に対する運動器リ

ハビリを行うことによって寝たきり防止が可能

です。　

　当院では現疾患が何であれ、歩きにくい、歩

行に不安がある、躓きやすい、立ちあがりにく

い、寝返りしにくい、家事作業に支障がある患

者さんに運動器リハビリを行ってきました。

　各々症例ごとに試行錯誤しながら運動器リハ

ビリを行い、気付いたことがあります。

・躓きやすい患者さんでも　足関節背屈力、股

関節屈曲力は問題ない方が大半。

・片足立ちが数秒しか出来なくても、指一本壁

につくだけで30秒以上片足立ちできる方が

多い。

・筋力が低下している高齢者に筋力トレーニン

グをすると、短期間で早ければ当日から筋力

が向上すること。

・前屈で床に楽々手がつくのに体が固く、それ

は体幹、骨盤の動きが固いこと。

・動かない生活を長年続けてきたため、日常生

活動作を続けることすらしんどいぐらい筋持

久力が低下している。さらに短距離しか歩け

なくなると、外出時に誰かに頼らなくてはな

らなくなり外出機会が減ること。

・背中が曲がっていて仰臥位になれないという

人でも肩甲部にバスタオルを積んで少しずつ

抜いていくとかなり伸びること。

・背中が曲がってくるといろいろな問題を引き

起こす（腰痛、肺活量が低下し少し動いただ

けでしんどくなる、胃が押えられ逆流性食道

炎、腸が押えられ便秘など）

・背中が曲がっているためにＡＤＬが低下して

いる高齢者がいること。

・日常生活動作が上手にできなくなったために

ＡＤＬが低下している高齢者がいること。

　すなわち、バランスが悪いために足を上げて

富田林市　　宮　田　重　樹
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もすぐに地面につこうとするために足が上がら

ないのであって筋力低下よりバランス力低下が

問題の高齢者が多く歩行改善のためにバランス

トレーニングが効果的であり、筋力改善を望む

場合、筋肥大ではなく神経系の機能改善させる

ことを目的とし、筋持久力を改善することに

よって家事を続けてすることができかつ今まで

以上に長い距離を歩けるようになり、筋肉のス

トレッチより体幹の可動域訓練で体を動かしや

すくなり、姿勢矯正運動で姿勢を矯正出来れば

ADLが改善し、動作指導することによってし

にくかった動作が当日から改善がみられ継続し

てリハビリすることでさらに改善するというこ

とです。

　当院での運動器不安定症に対する運動器リハ

ビリの目標は、ＡＤＬ，ＱＯＬの改善すなわち

日常生活動作をしやすくすることです。

　運動器不安定症患者さんの問題を確認した

後、主にセラピストまたはPTに運動器リハビ

リを実施してもらっている。

　実際に行っている運動療法は、筋力トレーニ

ングとして腹筋、背筋、椅子スクワット、可動

域改善訓練として体回旋、体前後屈、手伸ば

し、バランストレーニングとして片脚立ち、ラ

ンジ、継足歩行、筋持久力トレーニングとして

足踏み、姿勢矯正として頭ブリッジ、のびのび

体操、日常動作訓練として立ち座り、起き上が

り、寝返りなどです。

　どの運動も簡単なもので、患者さんも覚えや

すく家でも行えるものばかりです。

　運動器不安定症に対して運動器リハビリを行

い、寝たきり前段階の高齢者を元気にしていつ

までも自立した生活ができるサポートをしま

しょう。

　各運動の仔細は拙書“死ぬまで寝たきりにな

らない体をつくる”、“100歳までひとりで動け

る体をつくる”、“死ぬまで元気に！寝たきりに

ならないかんたん15分体操”を参考にして頂

ければ幸いです。
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私 の 趣 味

　　　　　

美味しいお店

堺市　　斧　出　安　弘

 私の趣味は・・・と聞かれると、学生時代か

らやっている「空手道」。それ以外は・・・と

聞かれると、「カメラ」と「食べ歩き」と答え

ています。以前に、空手の恩師から、「歳を

取ったら文化的な趣味を持たないといけな

い。」と教えられました。そこで、開業してか

ら、父が好きだったカメラを、持ち歩いてみよ

うと思うようになりました。カメラの被写体は

いろいろですが、昔から、飲み歩き食べ歩きが

好きだったので、それが高じて、今では、食事

の度に、食べた物を写真に撮って、それを日記

代わりに、ブログに載せるようになりました。

昔は、レストランで、お料理の写真に撮るの

は、御法度だったのですが、今では、だれでも

かれでも、携帯で写真を撮る時代。お店の方

も、それをブログ等で宣伝してもらえるので、

今は、ほとんどの店で、撮影を許可してくれま

す。（私は、一応マナーとして、撮ってもいい

ですかと、聞くようにしておりますが。）

 今回、私のブログを見られたOCOAの理事の

先生方から、「『美味しいお店』を、紹介する

コーナーを書いてくれませんか。」と、依頼を

受けました。

 私がお店を選ぶコンセプトは、その店の料理

人（その呼び方は「シェフ」であったり「大

将」「マスター」「おやっさん」「女将さん」「お

ばちゃん」「おにいちゃん」etc.であったりす

るのですが）の、顔の見えるお店。

 それと、たまには、高級なレストランも行き

ますが、お値段が高くて美味しいのは当たり前

なので、リーズナブルなお手頃価格で、いただ

けるお店。敷居の高くないお店を探すのが好き

です。

 私の好みですから、先生方の好みに合わない

お店も、あるかと思いますが、これから、いく

つか私のお勧めのお店をご紹介していこうと思

います。

「亜茶羅」

　ここは、地下鉄中津駅すぐ側の、路地裏のビ

ルの2階にあるプチレストランです。シェフお

一人で、切り盛りされているお店。でも、出て

くるお料理は、本格的フランス料理。実は、こ

のお店のシェフは、昔、福島にあったホテルプ

ラザのフレンチのシェフ。その後、フランス、

イタリアをはじめ、各国で修業をしてこられま

した。本場フランスから、取り寄せた食材のお

料理も、出てきます。お肉と言えば、牛、豚、

鶏は当たり前。今までいただいた食材の中で、

一番変わっていたのは、「雷鳥」。もちろん、

日本で雷鳥の猟は、御法度ですが、スコットラ

ンドでは1年に1か月間だけ、解禁される時期

があるそうで、それを取り寄せたとのこと。い

わゆるジビエ料理。正直、ちょっと泥臭い味で

したが、それなりに楽しみました。ワインも、

お料理、好みに合わせて、チョイスしてくれま

す。雷鳥の時は、インドのワインが出てきまし

た。お店は、テーブルとカウンターを併せて

も、12名程度しか入れませんので、要予約で

す。シェフは、「メニューは一応ありますが、

その日の食材で、お客様が一番食べたいお料理

を、お出しするので、相談してください。」
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と、言われていました。ここのお店のガーリッ

クトーストは、外せません。ただし、夜だけ。

味は、食べてのお楽しみ・・・絶品です。

〒531-0071

大阪市北区中津1丁目13-5（ハピネス21-2F)

 TEL 06-6374-2120（地下鉄中津駅2番出口よ

り徒歩2分・パチンコ屋の裏） 

営業時間/

11:30～14:00（月～金）

17:30～23:00

定休日/日曜日・祭日

「ごんべ」

　場所は、難波高島屋の前の交差点を渡り、千

日前の通りを、堺筋の方に進みます。（りく

ろーおじさんのチーズケーキ屋さん、スター

バックスコーヒーの間を抜けて）アーケードが

無くなったところから、左側の数件目。路地の

角の、入り口の小さなお店。目印と言ってはな

んですが、左斜め前に、ラブホテル「アルプ

ス」が・・・。暖簾をくぐると、カウンター席

が11席。１階の奥と、２階にお座敷がありま

す。

　お料理は、その日に入った旬の食材が順次出

てきます。メインは天婦羅。あげたてを、素焼

きの備前焼の皿に目の前で盛ってくれますの

で、さくさくの食感の天婦羅をいただけます。

ここで、最後に外せないのが、卵かけごはん。

何とも、絶品です。ぜひ、お試しください。こ

この大将は、有馬温泉で、修行をされた方。趣

味は、ボディービルで、数年前に、バンタム級

の関西チャンピオンになっておられます。場所

柄、時々、吉本の芸人さんとか、歌舞伎座の俳

優さんとかにお目にかかります。先代の名物女

将（私は、おかあちゃんと呼んでます）が、

時々出てきて、楽しませてくれます。この店

も、基本的には、要予約です。

大阪市中央区千日前2丁目3-16

TEL 06-6632-2394（難波高島屋から徒歩３分）

営業時間/17：00～23：00 

定休日/日曜・祝日

「外灘紅緑灯」（ワイタンホンリュードン）

　数年前に、難波高島屋の地下に、「上海食亭

（上海デリ）という出店がありました。難波高

島屋が、改装する時に、そのお店が無くなっ

て、残念に思っていたら、なんと近所に本店が

ありました。場所は、高島屋と、千日前道具屋

筋の間の路地裏。袋小路では無いのですが、

「本当にこんなところにお店があるの？」とい

う場所にお店があります。お店は、映画などで

見る、中国の街中のお店の雰囲気。一階に、

オープンキッチンがあり、お料理はそこで。小

龍包、ニラ饅頭、餃子等の点心は、本場の点心

師が、目の前で作ってくれます。コースのお料

理も、安くて、美味しくて、それでもボリュー

ムたっぷり。高いコースを頼むと、食べきれず

に、後でちょっと後悔するかも。お昼には、お

粥、米の麺のランチメニューもお勧めです。閉
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めは、中国茶でのど元をすっきりさせて。

〒542-0075大阪市中央区難波千日前15-3

TEL  06-6645-0788　FAX 06-6645-0789

営業時間/ランチタイム　　11：30～15：00

（ラストオーダー 14：30）

ディナータイム　18：00～23：00

（ラストオーダー 22：30）

定 休 日/不定休

「モンシェリー」（定食屋）

　当院のすぐ近くです。空手の稽古の後は、こ

こで一杯やるのが楽しみです。店構えは、一見

喫茶店風ですが、定食屋さんです。昔、喫茶店

で始めたそうですが、お昼に定食を始めて、そ

れが主になってしまったとの事。それで、店構

えは、喫茶店風のまま。

　その日のお勧めの食材が、ずらりとカウン

ターの上に並べられており、その中から自分の

食べたいおかずを３つ選ぶと、それをその場で

料理して出してくれます。（お昼のお値段は、

味噌汁がついて、食後のコーヒーがついて900

円。余分におかずを頼んでも同じ値段。夜は、

酒代がプラスされるだけ。ママの心意気を感じ

ます。）食材は、肉類、魚の刺身や煮付け、す

き焼き、野菜炒め、おでん、カレー、湯豆腐、

天婦羅などなど、調理済みのお料理は、温めて

出してくれますし、生の材料が置いてあるの

は、お好みの調理法で、すぐに調理して出して

くれますので、出来立てを食べられます。うど

んや、ラーメンも注文に応じて、出してくれま

す。

ママは、「私は、若い人が食べに来た時に、

ちょっとだけ食べてもらうのは、気に入らな

い。存分に食べてもらって、満足してもらわな

いと自分も満足しない。」とのこと。だから、

お昼休みは、近隣のサラリーマンで、行列がで

きるほどの人気店。ご飯のお変わりも自由。夜

も、単身赴任の若い子たちが、お酒抜きで、晩

御飯を食べに来ます。夜は、そのおいしい料理

をあてに、一杯飲ませてもらえますので、年配

の常連さん（私もその一人です）が、多いで

す。

大阪府堺市堺区栄橋町1-7-1　栄橋ビル１階

（南海堺駅南口から徒歩１分。「おので整形外

科」から徒歩２分。）

TEL　072-227-1275 

営業時間/昼　11：00～15：00

夜　17：30～22：30

定休日/日曜
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エッセイ・紀行

　　　　　

医師として人間として（そのⅡ）

泉大津市　　河　合　長兵衛

２）新米医者時代の思い出　

　前回のこの欄では「半世紀前の整形外科」と

題して、昭和40年前後の整形外科の有様を書き

ました。整形外科が未だ全国的に認知されてい

なかった頃の話です。

　外科に脳外科や消化器外科があるように、外

科の一部に整形外科があるという、そんな程度

だったのです。医局員は少なく総勢８名で、そ

れでも50床ほどのベッドをかかえていました。

その頃の僕が経験した、忘れることのできない

二つの症例をお話します。

　その一つは、日曜日に当直していた日のこと

です。50才ぐらいの女性が下肢の異変で救急来

院しました。一側の膝以下が真っ青で疼痛が強

く、何処かで血流が途絶えたのか足背静脈が触

れません。このままでは壊死に陥る危険がある

と感じた僕は専門書を読み、一つの解決策を編

み出しました。

　それは、同側の股動脈から高調ブドウ糖液を

注入して詰まっている動脈の血栓を取り除くこ

とでした。指導医がいないので、静脈注射もあ

やふやな僕が一人で鼠径部の動脈を穿刺したの

です。そして力まかせに液を注入したら、なん

と見る見る内に足の色が良くなったのです。

　勝ち誇った僕は明日の教授回診が待ち遠おし

く、「下肢一本を助けたのだ」と得意満面だっ

たと思います。ところがです。その夜中に、患

者の容態が急変し意識が無くなり死亡してし

まったのです。

　月曜日の回診で小さくなっている僕に教授

は、こう言いました。「動脈注射は禁忌だ」

と、そして「押し出したつもりの血栓が、脳に

転移して呼吸中枢を壊死に陥らせたのだ」

と・・・。血管造影をして、詰まっているところ

を見つけ外科的に摘出すれば良かったのでしょ

うが、休日で誰も居なかったこともあり、何よ

り僕が功を焦ったに違いありません。

　二つ目の症例は、30才前半の高校の体育教師

でした。筋骨隆々の男性で肩が痛いと来院し、

レントゲンで上腕骨中央に悪性腫瘍を見つけま

した。そして上腕骨を少しでも残してくれと言

うのを説得して、肩関節離断を行いました。

　結局、男性は片腕になりましたが、両腕がな

くても体操の先生を続けられると納得してくれ

ホッとしました。その直後のこと、僕の外遊の

話が持ち上がったのです。そして数ヶ月後帰国

した時の悲惨さは今でも思い出すと泣きたくな

ります。肺や脳に転移した悪性腫瘍は男性の生

命を蝕み、余命いくばくもない状態になってい

たのです。

　恨めしそうな顔で僕を見つめ、「お前の言う

ことを聞いて、イヤイヤ腕を犠牲にしたのに如

何したことか」と口には出しませんでしたが、

男性の悲しみがヒシヒシ僕に伝わり、慰める言

葉が見つからなかったのです。

　近大医学の無力さを感じました。ひとかど偉

そうな顔をし、傲慢とも言える態度で患者と接

している、自分の不甲斐無さが情けなくなった

のです。僕は目の前の痩せ細った体操の先生の

手を握り、涙ぐむことしか出来なかったので

す。
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３）留学のためのフンボルトの試験　

　大学院を終え、無給勤務医から、有給助手す

なわち和歌山県の職員になりました。目上の先

生が関連病院に出向し、ボツボツ下に先生が入

局してくれたお蔭であります。昭和40年頃の初

任給は８万円ぐらいだったと記憶しています。

　苦しい家計の遣り繰りで貧しい暮らしではあ

りましたが、仕事が面白く、毎日の研究や診

療・手術に遣り甲斐がありました。最初は腰痛

の手術に没頭し、ラミネクトミーが生き甲斐で

した。大阪大学の水野教授や大阪市大の小谷教

授の指導を受けたのです。スポーツ医学では神

戸大学の柏木教授の厄介になったことがありま

す。

　そのうちに、どうしても外国で勉強したくな

り、ドイツ語の試験を受けることに決めまし

た。でも、２年間の予科でのドイツ語の教育で

はほとんど喋れません。

　とは言っても、ドイツ語の学校はなし、タマ

タマ住友金属に来ていたドイツ人の技術者の奥

さんが昼間空いている事を知り、彼女に弟子入

りすることになりました。グラマーで若い美人

である上に無料の先生ですから、ご機嫌をとら

なければなりません。

　週に２度、ケーキを持ってアパートに出向き

ました。泳ぎたいと言ったら海岸にお連れしま

した。自国の黒く固いパンが食べたいと言えば

梅田の阪神百貨店へ、身体に合うブラジャーが

和歌山にないといったら難波の高島屋へといっ

た具合にです。

　３年ほどしたら、かなり舌が回るようになっ

たので、フンボルトの国家試験を受けることに

しました。内申はパスしたので、次はドイツ語

会話のテストです。会場の上智大学に行くと

キャンパスの中には外人がウロウロで学生は英

語、ドイツ語ペラペラで驚きました。

　試験は午前中に筆記試験、午後は面接会話で

す。合格発表は翌日文部省であり、意気揚々と

出かけたら壁に貼った紙に僕の名前がないので

す。

　「何であかんかったんやろ？」と不思議に思

い、恥ずかし気もなくドアの中に入って担当者

に尋ねたら、「点数が全然足りません」とハッ

キリ言われたのです。結局、30人中の合格者５

人の中に入らなかったのです。それもそうで

しょう。東京では朝から晩まで毎日外人と話す

ことが出来るのに、和歌山の片田舎ではとても

叶わないことなのですから。

　そこで、仕方なく方向転換して自費留学する

ことにしました。ミュンヘンのマックス・ラン

ゲ教授に何度も手紙を書いて嘆願したところ、

ヤットのことで、「それでは来てもよろしい」

との返事がきました。「ドイツでの滞在費用

は、大学で持ちましょう」とも言ってくれまし

た。喜び勇んで、先ずスイスのチューリッヒ大

学のフランシロン教授の元を訪れ、その後ドイ

ツに学んだのです。

　ドイツは丁度寒い冬でしたので、辛い悲しい

エピソードがあります。冷たい木がむき出し座

席の市電で大学に通ったので、元々悪かった痔

が悪化し、出血がひどく２週間ほど休みを貰っ

て南仏の温泉で休養したのです。

　その後帰りの駄賃にイギリスのウェールズと

ロンドンの病院に寄り、短い期間でしたが大切

な勉強ができたのです。

４）人工関節に活路を　

　外遊中に人工関節手術用の器具一式を購入し

たことが、僕を好運に導きました。昭和40年代

初期の我が国には未だ人工関節置換術は目新し

く誰もやっていません。

　帰国して早々、股関節の手術に取り掛かりま

した。とは言っても、今と比べるとみすぼらし

い初歩的な器具で、メタルとメタルのマッ

キー・ファーラーと呼ばれるものでした。それ

でも、手術効果は良く成績が抜群で患者さんに

はとても喜ばれました。

　「痛くて歩けなかったのに、ボーリングが出

来るようになりました」という女性、「電柱に

登れるようになりました」という電気工事の男

性等です。お蔭で、奈良や信州の病院にも出張

オペに出かけるまでになったのです。
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　しかし、当時の学会の発表では散々でした。

慈恵医大の片山教授には「まだまだ早いよ、

もっと骨切り術に力を入れよ」と叱責を受けも

しました。でも、ジワジワと置換術が有力とな

り、昭和45年３月の第43回日本整形外科学会

では、宿題報告を受け賜り感謝状を戴いたので

す。

　とは言っても、その２、３年前は地獄のよう

な生活でした。週に１度も家に帰れず、毎日研

究室のベッドの毛布にくるまって夜を明かし研

究に打ち込みました。その目玉は「人工関節の

耐用年数テスト用機械」であります。

　当時未だ人工関節がどのぐらいの期間もつの

かどうかは不明でした。10年ぐらいで磨り減っ

てしまい入れ替えが必要だとか、「いや５年で

駄目になるよ」とか囁かれていたからです。僕

は鉄工所とタイアップしてテスト用の機械を考

案し、昼夜それを動かすことによって短期間で

の摩耗実験を可能にしたのです。

　その頃の僕の整形外科研究室の騒音は他科の

批判の的でした。24時間365日、鉄と鉄がかち

合う音を出していたからです。でも、会長の徳

島大学・山田憲吾教授からの感謝状を手渡され

た時の感激は忘れることができません。

昔は他大学との交流が多かった。
阪大、市大、奈良、和歌山の野球大会も毎年行われた。
写真は前列中央は神戸大教授・柏木先生。筆者は後列左端。
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筆者が開発した人工関節摩耗試験機。

毎日新聞。新しい人工関節を和医大が開発し、
永久に使えると絶賛。

第41回日本整形外科学会総会で講演する筆者。

昭和45年に共同研究・人工関節を講演し、
山田憲吾教授からもらった感謝状。

− 164 −



エッセイ・紀行

　　　　　

絵 葉 書

東大阪市　　藤　原　良　江

　若い頃から絵葉書をよく送っていた。学生期

は山岳部に属していたので山からよく出した。

社会人になってからは学会で各地に行くので、

時には北海道、九州と遠方に行った時は出して

いた。大阪市を定年退職してからは年３回は海

外へ行くようになり、この頃から高齢者や病人

を中心に出していた。若い頃は14〜15枚出し

ていたのが、60才以後は30枚、40枚となり、

最近は50枚をこえている。病人さんによく出し

ていたので毎年黒い縁取りの葉書が１〜２枚届

くようになり、数が少なくなったので、高校時

代のゴルフ仲間のうち住所氏名を書いた人に出

すようになった。その時私は彼等に言った。

「海外から絵葉書が届いたら夫婦喧嘩になりま

すか」「相手によりますがな」「この私」と指で

鼻をおさえると彼等はすんなりと住所氏名を書

いたのである。４年経って彼等に言った「絵葉

書送っても何の反応もないから、もう止めとこ

か？」「あかん。女性から絵葉書が届くからと

俺の家では息子、娘が親父を見直してんねん」

「奥さんはどうなの？」「一番最初は“これ初

恋の人からの葉書？”と聞いとったが今は何も

言わん」「ふーん」と。私は今後どうしようか

と迷っているところである。絵葉書も国によっ

ては高価である。北極に行った時スピッツヴィ

ルゲンでの葉書は安価であった。（スピッツ

ヴィルゲンは特別区で無税ということであっ

た。）それがオスロで求めると2.5〜3倍になっ

ていた。切手も同様に高かった。（ポルトガル

の2.5倍）この時絵葉書と切手に14,000円要し

た。絵葉書を私はいつも空港から出す。ポスト

はどの国も赤色なのですぐ分かる。ネパール側

からエベレストに登った時ホテルで10枚出し

た。その後７枚書けたので空港から出そうとす

るとポストがない。切手をはった後なので、仕

方なく警備員に彼等の10日分のチップをやり投

函を頼んだ。カトマンズからバンコクへ行き、

関空へ帰る乗継時間に5.5時間あったのでラウ

ンジで必死に10枚書いた。時間を見るとまだ２

時間弱ある。ポストオフィスの場所を聞き、買

いに行った。自分の待ち合い場所は空港の一方

の端である。ポストオフィスはもう一方の端で

ある。歩いて歩いて、途中３回人に尋ねた。３

回とも「go straight」と言われ、歩いた歩い

た。最後にインフォメーションのようなところ

に人が座っていたので、聞くとこの階段のうし

ろだと教えられ、ようやく辿りついた。確かに

小さい事務所であった。切手を買い、ドルで支

払って投函した。関空で出すよりバンコクの方

がよいかなと思った。戻り道、又又歩いた。往

復70分歩いた。「葉書をもらった人は、私がこ

んな苦労をしていると考えないだろうな」と汗

をふきながら思った。

　絵葉書の効用の一つだろうか。用事があって

お電話すると出られた奥様が「いつも絵葉書を

下さる先生ですか？」「はいそうです」「今日は

出掛けておりまして◯◯時以後の帰宅の予定で

す。その時刻はまだ起きていらっしゃいます

か？」「はい起きております」言われた時刻に

在宅しておりますと電話がかかってくる。又別

の方は「いつも絵葉書を下さる方ですね」「は

い」そこでその奥様の主人に対する健康の愚痴
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が始まり、私からも叱ってくれという事にな

る。

＜80代方々の話＞

①元、大阪市大学長の方

　この先生は絵葉書の届いた日か翌日必ず電話

を下さる。そして私の訪れた国の話を少しして

下さる。ネパールへ行った時の話「ネパールの

国王の外に産ませた息子が市大に留学していま

してね・・・。名前はちょっと忘れたが・・・。」

この先生は、80を超えると体力低下で奥様の荷

物までもって海外へ行くのはしんどいと言われ

る。

②大阪市大精神科の名誉教授

　私の送った絵葉書を全部保管されていて、

時々並べて地図を出してご覧になっているとの

ことです。呉の海軍兵学校を卒業した最後の学

年の方で、海軍の話もよく聞かされます。

　南極へ行く前に、吉村昭著「白い航跡」とい

う本を貸して下さり、南極に日本人の名前のつ

いている岬「高木の岬」（これは英国がこの人

の英国における業績の故に名付けた）を教えら

れ、この本を貸していただいた。明治時代、森

鴎外との確執、東大と慶大の仲の悪さというも

のの素を教えられた。

③大阪市大工学部の名誉教授（建築学）

　この先生のお返事の葉書は本当に嬉しい。私

の気付かなかったことまで教えて下さる。次は

先生からのお葉書そのままを記す。

　「リスボンの長大橋のおはがきありがとうご

ざいます。先達ってのヨーロッパ北端の北極

圏、南端とも言えるマルタ島に次いで、このた

びは西端のリスボンと、たいへんうらやましい

御旅行でございます。

　リスボンには、友達がひとりおります。先方

の電力会社のスタッフでした。知識を少々、ナ

ポレオンの前、大津波と地震とでリスボンの中

心部はつぶされました。そのあと、災害復興の

大都市計画をやって、関東大震災のあとの関東

のような復興と近代化を成就させた都市です。

バロック都市ができたと教科書にはあります。

またポルトガルは、スペインからの独立以外他

の国とは戦争をしない国です。北の方にポート

ワインの港ポルトがあって工科大学がそこにあ

ります。」

　私はヨーロッパの北の端、南の端、西の端に

行ったことは露知らず、先生のお手紙で思い知

りました。ポートワインとは日本の赤ブドウ酒

と思っていたのがそうではないと知り赤面でし

た。この時、私は赤ワインを３本買って帰りま

した。

　エベレストへ登った時は、「ヒマラヤ山脈の

北側からのおハガキ、びっくりしながら拝見い

たしました。実物の山並みを南から、北からと

ご覧になってうらやましいかぎりでございま

す。今度は地球のテッペンに近いところです

ね。作品もたくさんお出来かなと想像させてい

ただいております。次はどちらへお出かけかな

と謎なぞを考えております。どうか御元気で。

先ずは御礼まで」ということで、エベレストを

描いた絵は100枚位印刷して皆さんにもらって

いただこうと思ったところです。

④15年間程アルバイトをしていたところの先輩

（内科医）

　脊柱管狭窄症による腰痛、４回/１日イン

シュリンを注射しなければならない糖尿病、急

性心筋梗塞で入院も経験された86才の方、３分

位しか歩けず臥床が続いている方です。字のふ

るえもなく、比較的細かい字で18〜22行位書

かれています。ご自分の病状を書かれ、私に対

して動ける間はどこでも出掛けられたらよろし

いといつもお書きです。

⑤私と同年の女性

　50代後半よりパーキンソン氏病で年々確実に

進行している方です。それでも字もふるえず、

細かい字でいっぱい書いてお返事をくれます。

　それ以外にも数名が返事をくれます。電話も

あります。旅行から帰ると１カ月位はお返事の
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葉書が私の楽しみの一つになっています。この

頃はメールでくれる人もあります。最後に動け

る時に行かなあかんねと結んであります。そう

なんです。動けなくなるのはすぐです。動ける

間こそ華です。ある時先輩に、「先生、年末・

年始、ゴールデンウィークとなんで運賃の高い

時に旅行しはりますのん」「医者はこんな時し

か休まれへんねん」と、ものすごく叱られた。

それ故、私は医者に極力絵葉書を出さないでい

る。反感を持たれるだけだから。

　しかし今後、早石先生には出そうかなと思っ

ている。筆マメな先生にお見受けするから。
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エッセイ・紀行

　　　　　

被災地を訪問して

堺市　　斧　出　安　弘

　私は、約2年前に、大学時代の友人を通じ

て、「Picture perfect」という、男女二人の

ミュージシャンとそのグループに出会いまし

た。みんな自分の子供ぐらいの年齢でしたが、

彼らの歌と演奏の虜になり、それ以来、彼らの

応援をするようになりました。

　昨年の3月11日、東日本大震災が発生して、

大勢の方が被災して、家屋を失くしたり、ご家

族を喪われ窮屈な避難生活を強いられている様

子が、次々とテレビで報道されました。震災

発生以来、被災地に行けない私は、東北の被災

地の災害対策本部あてに、わずかの義援金を

集めては、送っておりました。そんな中、

「Picture perfect」のグループが、東北の避難

所を巡って、慰問ライブをするという話を聞き

ました。それまで、災害対策本部に送っていた

義援金は、正直どこでどのように使われている

かわからない。それなら、現地に行って被災さ

れた方々の応援に行く、彼らにそれを託そうと

思ったのです。

　昨年の7月に1回目の慰問ライブツアーをさ

れて、その報告を受けました。現地の、生々し

い話も聞きましたが、みなさん気丈に生きてお

られるとの事。ただ「時と共に、忘れられるの

が怖い。」とのことでした。そして、「慰問は

うれしいけども、次に来るときには、観光に来

てください。」と、言われたそうです。彼ら

は、「また皆さんに会いに来ますね。」と、被

災地の皆さんに再開を約束してきたとのことで

した。そこで、今回その約束を果たしに、4月

21日～24日の4日間をかけて、被災地に慰問

ライブツアーに行くことになったとのこと。私

にもぜひ一緒に行ってほしいと、お誘いを受け

ました。慰問のライブツアーに、私が行って

も、足手まといになるだけと思ったので、最初

は断ったのですが、「ぜひ来て、被災地を見て

ください。」と、言われたので、荷物運びのお

手伝いと、写真係ぐらいならできるだろう。ま

た、観光に行って、美味しい東北のお酒をいた

だくことも、一つの復興支援になると考えて、

参加することにしました。

　彼らは、ライブの機材を満載にした車2台

で、大阪から16時間かけて、仙台入りです。

　私たち夫婦は、土曜日の診療を休んで、朝か

ら飛行機で仙台空港に入り、夕方に彼らと合流

することとして、被災地を回ってきました。

　仙台空港に降り立ってみると、映像で見た小

型飛行機や、ヘリコプターが津波に流されてい

る映像がまるで何も無かったかのように、普通

に運営されていました。ただ、レンタカーを借

りて、走り出すと、そこにはがれきが整理はさ

れているものの、山積みにされたまま残ってい

たり、家の基礎部分と思われるコンクリートが

むき出しの光景が、見渡す限り続きました。

　高速道路を利用して、最初に松島に向かった

のですが、高速道路には、凹凸が残り、スピー

ド制限がされていました。日本三景の松島に

は、初めて訪れました。遊覧船は、もう普通に

営業しておられて、私たち夫婦も、遊覧船に

乗って、松島の島めぐりをさせてもらいまし

た。船頭さんが、島々の解説をしてくれるので

すが、その中に、幾度も、「昨年の震災の時
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に、この部分が崩れました。」という言葉が出

てきました。ただ幸い、松島の周辺は、島が多

いので、津波の陸への影響は、ずいぶん緩和さ

れたようです。

　バンドのメンバーとの待ち合わせには、ずい

ぶん時間があったので、福島県の相馬まで、足

を延ばしました。南相馬は、原発の影響で、入

れません。そこで、その近くの海岸沿いの行け

るところまで行って見ました。そこは、やはり

いくつか残っている建物は、みな廃墟になって

いました。2階建ての建物が残っているもの

は、すべての建物の1階部分がありません。津

波の傷跡が、生々しく残っていました。たくさ

んの家が流され、たくさんの人が亡くなられた

ことを思うと、心が痛みます。そして、今まだ

何も手つかずの状態のままであることに、驚き

ました。

　相馬を後にして、仙台に向かいました。仙台

に向かう途中で、気が付いたのですが、山側の

津波の影響を受けていない街並みは、もう何も

なかったように、普通に動いています。仙台市

内で、バンドメンバーと合流したのですが、仙

台市内は、復興バブルで、繁華街はすごくにぎ

わっています。夕食のお店の予約をしていな

かった私たちは、なかなか大勢で入れるお店が

なく、お店を探すのも大変でした。ようやく受

け入れてくれる店に巡り合い、東北の美味しい

お酒と肴をいただいてきました。

　翌日、バンドメンバーとは、荒井小学校用地

仮設住宅で、待ち合わせをしました。ここも、

周りは普通の街並みです。でも、その街の中

に、仮設住宅がならんでいました。ライブは、

仮設住宅の集会場で、行われました。仮設住宅

にお住いの皆さん、20名ほどの方々が参加し

てくださいました。ここは、年配の方が多く、

バンドメンバーも、年配の方々に喜んでもらえ

るように、リクエストを受けて、懐かしい歌

も、たくさん演奏してくれました。皆さんの笑

顔と、涙は、忘れられません。ライブ終了後、

後片付けをして、私たち夫婦は、仙台空港へ。

その間、バンドメンバーも、同じ道中、被災地

の視察もかねて、我々を見送ってくれました。

彼らは、その後、2日間残って、別の3か所の

避難所でのライブをこなし、そしてまた、16

時間かけて、無事帰阪しました。

　今回、こうやって被災地に出向いて、被災者

の方々と触れ合うきっかけを作ってくれた、彼

らに感謝しています。

　ぜひ、皆さんも一度は被災地を訪れてみてく

ださい。被災地は、まだまだ支援が必要です。

　被災地を見たら、人生観が変わります。今後

も、私たちは微力ながら、東北を応援したいと

思っています。しばらく、お酒は、東北のお酒

にしようと・・・。

日本三景松島の港 島々のおかげで、被災を免れた松島の五大堂

− 169 −



松島の観光船のチケット（被災前の仁王島の写真）
が載っていました。

修復中の仁王島

松島の海岸べりのお店
波の高さを書いた張り紙が生々しい

相馬の駅舎と相馬のマンホール

相馬の被災地 相馬の被災地
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荒井小学校用地の仮設住宅の掲示板 荒井小学校用地仮設住宅

仮設住宅の集会場での、復興支援ライブ 仮設住宅の皆さんとのふれあい

荒井小学校用地仮設住宅の皆さんと記念撮影 仙台空港近くの被災地の風景

復興バブルの仙台の街 Picture Perfect他、スタッフの皆さんと
ライブの成功を祈りました
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私 の 傑 作私の傑作

城東区　　石　川　正　士

　１月末の休日、滋賀県守山市みさき公園での

ワンショットです．早咲きの菜の花が満開で、

土手の向こうは琵琶湖を隔てて白く薄化粧した

比良山が望めます。舞台はよし、背景はよし、

そこへ期せずして格好の役者が現れました、２

匹のワンチャンを連れて。まさに画竜点睛、絶

好のタイミングでした。

湖東早春
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私 の 傑 作私の傑作

堺市　　斧　出　安　弘

　夕日の写真を撮るのが好きですが、なかなか

タイミングよく、綺麗な夕日は撮れません。先

日、羽倉崎のお寿司屋さん「三平寿司」に向か

う途中、阪神高速湾岸線を走っていると、綺麗

な夕日になりました。お寿司を食べる前に、リ

ンクウ中央公園の駐車場に車を止めて、撮影し

ました。

「リンクウに沈む夕日」
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私 の 傑 作私の傑作

　　　　　　住吉区　　三　橋　允　子

　モデルは日本の琵琶の原型となる楽器、ウー

ドを弾いています。中近東でベリーダンスのバ

ック奏者が弾きます。彼は元ギターを弾いてい

た人ですが、この楽器の音に魅せられエジプト

迄行って修得してきたそうです。私達もその演

奏を聴きながら絵を描かせてもらいました。

「ウードを弾く人」　

　小柄ながら均整のとれた人が裸婦モデルをし

てくれました。

　グレイの画面を作ってみようと、まとめてみ

ました。

「裸婦」　
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OCOA理事会議事録

平成23年度　第1回理事会議事録

日　時 ： 平成23年6月4日（土）

　　　　15：00〜18：00

場　所 ： ハービスPLAZA５階会議室

参加者（順位不同、敬称略）

会　長 ： 栗本一孝、　会長代行 ： 森本清一

副会長 ： 阪本邦雄、長谷川利雄、前中孝文、

山本　哲

理　事 ： 　

天野敬一、石井正治、今井　秀、右近良治、

大島正義、太田信彦、斧出安弘、金田隆義、

岸本成人、黒田晃司、小林正之、柴田和弥、

白川貴浩、白木隆士、田上実男、中川浩彰、

永田行男、西川正治、早石雅宥、福井宏有、

藤本啓治、堀口泰輔、増田　博、松矢浩司、

三浦光也、宮内　晃、宮島茂夫、宮田重樹、

森　泰壽、森下　忍、矢倉久義、山口康二、

参　与 ： 坂本徳成、前野岳敏　（合計 40名）

議事録担当 ： 金田、永田、宮田

＜報告事項＞

1. 会員動態（前回の理事会以降） 森本会長代行

平成23年3月5日（前回理事会）以降の新会員

上川英生(此花区・金沢医科大・Ｓ61年卒)

濱田泰彦(東淀川区・京都府立医科大・Ｈ3年卒)

安田　厚(八尾市・近大・Ｓ57年卒)

吉村弘治(大正区・川崎医科大・Ｈ1年卒)

尾池洋一郎(東大阪市・和歌山医大・Ｓ47年卒)

平成23年3月5日（前回理事会）以降の退会者

濱田博朗(東淀川区・管理医師交代)

梅原　稔（高槻市・4月にて廃院）

菊池保彦(箕面市・高齢により)

江口　享（堺市・高齢により）

平成23年3月5日（前回理事会）以降の物故者

松尾澄正(大正区・3月19日御逝去)

平成23年月末現在

一般会員数　　469名

顧問　　　　　  11名

名誉会員　　　  14名

計　　　　　　491名

＊最近新入会者数を退会者数が上回りつつある

ので、知り合いの先生方を勧誘して頂き、会員

数500名以上を確保したい。

2. OCOA広報用「横断幕」のデザイン 森理事

＊横断幕・Tシャツ作成の意義は、柔整師と整形

外科医を区別するために、大阪臨床整形外科

の活動をアピールすること。

＊横断幕のサイズは１ｍ×４ｍで、ゴルフ部・テ

ニス部・大阪マラソン用に3枚用意する予定。

＊Tシャツには「OCOA」のロゴの下に各医院の

名前をプリントすることも可能。

＊「OCOA」のロゴ入りTシャツを着て、10月30

日の大阪マラソンに多数の会員の参加をお願

いしたい。

＊ロゴ等に関しては森理事に一任されており、

早く値段の見積もりを出してもらうこと。

3. JCOA第1回理事会（4/17・東京) 前中副会長

日　時 ： 平成23年4月17日(日)　

　　　　ロイヤルパークホテル　 

「各種委員会年次報告書および理事長諮問事項

に対する中間報告」

報告書について担当理事から説明があった。

内保連試案をＪＣＯＡから出したこと。自賠責

の人傷保険の問題が議論された。

文言の一部修正があったが、すべて異議なく了

承された。

【審議事項】

◎平成23年度予算について

　1億7155万円　平成22年度より130万円増

＊まだ十分な金額とは言えない。

◎東日本震災義援金の岩手県、宮城県、福島県

への送金について

　平成23年4月11日現在　7746万1331円

＊6月4日時点では1億円を超えた模様である

が、継続した義援金寄付を募って行きたい。

　被害状況を把握し割り振りを検討中。4月30

日までに1億円にしたい。使い道の検討を執

行部に一任して欲しい。→了承
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◎医業類似行為啓発ポスターについて

　2案とも承認されなかった。→

＊良い案がありましたら、応募して下さい。

◎整形外科傷病に対する保存療法の実態調査に

ついて

　専門医認定に際し、保存療法の必要性を主張

するための調査→承認

＊6月20日の調査への参加協力をお願いした

い。これにより整形外科の現状把握と患者動

向がわかれば、今後の医政協議会による政府

等への対応がし易くなる。

＊岸本理事：インターネットの書き込み方式を

導入して、データーを集めれば、参加・その

集計が楽にできるのではないか。

＊谷川副会長：記入内容がインターネットの書

き込み方式では補えないものであるとのこ

と。

＊整形外科専門医制度について

　前中副会長：専任構は専門医の認定を一元化

し、医師の身分制度を作ろうとしている。

　宮田理事：精神科・小児科の認定は診療報酬

の恩恵があるが、運動器リハ認定医（運動器

リハ点数の請求）以外の整形外科専門医には

恩恵がない。

　黒田理事：大学の教授と開業医の専門医の概

念には隔たりがある。

　長谷川副会長：専任構は専門医の地域配分を

考えており、これにより医師を管理しようと

している。整形外科専門医は手術だけでな

く、保存的治療の専門家でもあり、全国の保

存的治療を受けている患者数の算定し、その

数から専門医の数が必要であることのアピー

ルのために、6月22日の患者データが必要で

ある。ドイツでは専門医の地域配分が決めら

れている。財務省は専門医の数・配置をコン

トロールして、医療費の削減をしようとして

いる。

　早石理事：大学教授は年間100例の手術を行

うことができないので、専門医の資格継続に

はあまり興味がないようだ。国は専門医と施

設基準を合わせて、保険料をコントロールし

ようとしている。

【各種報告事項】

◎東日本大震災被害状況について

　岩手県、3名、宮城県4名の先生の被害が報告

されているが、福島県では実態不明で未報

告、今後の調査が必要

◎第23回学術集会（神奈川県）の会計報告につ

いて

　赤字を免れた。

【各種委員会報告】

【整形外科医政協議会　平成22年度決算報告】

資料の提示があった。資料公開することに何

ら問題ないとの回答を得ていますので

後日公開報告いたします。

内容を十分に理解し医政協議会への協力が深

まれば幸いです。

一人でも多くの参加を期待します。

＊決算報告はホームページにも掲載されている

ので、各自閲覧し、活動内容を理解して、さ

らに多くのOCOA会員が「整形外科医政協議

会」へ参加して頂けることを希望します。

4. JCOA近畿ブロック会議（4/23・大阪）

 前中副会長

1．JCOAへ「ビスホスホネート製剤について」要

望書　　栗本(大阪)

　要望書をOCOAからJCOAに提出したので、

各県からもJCOAに対して要望書を出してほ

しいとの説明あり。

•清水先生（奈良県）：奈良県では、あまり話題に

なっていない。

•牧先生（京都府）：福知山で1例顎骨壊死の症例

あり。

　歯科・整形外科で研究会を立ち上げた。ぜひ推

進して欲しい。

•須津先生（滋賀県）：新しく投薬する患者さん

には説明できるがすでに投与している方への

説明に苦慮。

•山下先生（兵庫県）：過去に県歯科医師会が、患

者に恐怖感を与える様なパンフを配布したこ
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とがあり、県医師会から、抗議の要望書を出し

た経緯がある。現時点では投与前に、リスクチ

エックや副作用説明などのカルテ記載したほ

うが無難と考え、カルテに貼るようなシール

考案し、メーカーに依頼している。

•牧先生（京都府）：RAの患者でステロイド、生

物学的製剤使用時には問題になることがある

が、普通は問題ないのであまり過剰に反応し

ない方が良いのでは？

　抜歯3カ月前に中止することでコンセンサス

が得られている。

•黒田先生（大阪府）：改訂添付文書をみると処

方する医者に対しての責任が大きいと感じ

る。

　投薬してもしなくても訴えられかねない内容

であることを危惧して要望書を出した。

•前中先生（司会）：1県だけでは力不足なのでぜ

ひ他県からも要望書に賛同して出して頂きた

い。

2．JCOA理事会報告　　前中（大阪）

①平成22年度JCOA　第5回理事会

　（H22.12.19）の報告　　　　

＊｢日本臨床整形外科学会｣から「日本臨床運動器

学会」への名称を変更する件については継続

検討されることとなった。

＊JCOA40周年記念式典（H25年度）は、第26回

学術集会（静岡）と同時開催される。

＊医業類似行為に関わる健康被害報告をできる

だけ集めて、出して欲しい。

②平成22年度JCOA　第6回理事会（H23.2.27）

の報告　　　

＊整形外科医療の周辺問題資料集VOL3が出

来、発送される。ぜひ、活用してほしい。

③平成23年度JCOA  第1回理事会（H23.4.17）

の報告　　

＊坂田先生の代わりに、岩橋敏行先生（和歌山

県）が新理事（IT戦力委員会担当理事）として

承認された。

＊長期的に義援金に充当する目的での会費値上

げは、否決された

④整形外科医政協議会　平成22年度決算報告　

及び活動報告　　

＊医政協議会の活動、会計報告、各県の加入状況

について説明あり

•栗本会長（大阪）：奈良県の医政協議会加入者

が極端に少ないのは何か理由があるのでしょ

うか？

•清水先生（奈良）：総会等では案内をしている

が、結果的に加入者が少ない理由は分からな

い。

•栗本会長（大阪）：大阪では会長に加入者の報

告があるが他県ではないのでしょうか。

•牧先生（京都）：　原則、会長のところには来て

いません。

•赤松先生（兵庫）：兵庫も連絡は来ません。

•鄭先生（兵庫）：　原則的にJCOAから直接会

長に報告は来ません。

•栗本会長（大阪）：奈良の理事の方は何名いま

すか？

•清水先生（奈良）：16〜17名。これは寄附行為

ですから個人々の見解によるものと考えま

す。

•藤井先生（奈良）：日医から厚労省に働き掛け

ていく方針をとってきた奈良県の経緯につい

て説明あり。

•前中先生（大阪）：先日の奈良知事選にJCOA

がバックアップしている事について言及。

•武用先生（和歌山）：医政協議会の県別の入会

率が出てくることも問題があると考える。

　あくまでも個人の意思の問題と思う。

•鄭先生（兵庫）：日医はJCOAの立場に立って

くれるわけではない。

•山根先生（兵庫）：我々の診療報酬が守られる

のはJCOAのおかげ。

•山本先生（大阪）：Ｈ13年のリハ逓減性が撤回

されたのは医政協議会の活動が大きい。

•森本先生（大阪）：整形外科独自の活動が必要。

•前中先生（大阪）：最終的には各地区で決めて

下さい。但し会員には情報が不足しないよう

にして下さい。

3．オブザーバー設置について　　前中（大阪）

　各県の若い理事にオブザーバーとして近畿ブ
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ロック会議に参加できるようにする件。

＊OCOA執行部以外の先生方も自由に参加でき

るので、積極的に参加した頂き、近畿地区の諸

先生方と親睦を深めて頂きたい。　

•須津先生（滋賀）：総会の時に案内を出してい

る。

•牧先生（京都）：参加を呼びかけるが他の行事

と重なる。

•鄭先生（兵庫）：理事全員にお知らせしている。

参加は自由だが意見発言には制限が必要と考

える。

•今まで通り会則（各府県の有志会員により構

成される）に従ってやっていく。

4. JOA広報渉外委員会（平成23年2月11日）

　山根（兵庫）

◎平成22年度日本臨床整形外科学会シンポジウ

ムの報告

　「国民の健康と医療制度を考える−事業仕分

けと療養費−」

　平成22年11月7日品川プリンスホテル

◎保団連「柔道整復師施術療養費の関するアン

ケート」報告

　整形外科医の93.4%が柔道整復に起因する、

あるいは悪化した症例を経験したと回答　　

平成22年1月29日

◎柔整師のエコー使用を厚生省が認めた経緯の

説明

　平成14年2月岐阜県医師会で問題提議→平成

15年9月9日厚生労働省

　施術に関わる判断の参考とする超音波検査は

可

　平成22年11月10日　大島九州男　参議院議

員再確認

◎「医師国保組合の療養費に関する調査」の集計

結果報告

　平成21年度保険給付費462億　柔整費5億

　1.1%

5. 平成22年度第5回医療システム委員会近畿ブ

ロック会報告　　山本（兵庫）

＊外傷か否かの判断を保険者ではできないの

で、医師に外傷か否かの診断を依頼する要望

が出されることになる

◎会計検査院報告（平成22年11月5日）柔整の施

術に関して−厚生労働大臣宛

　平成20年4月から6カ月の実態調査、208施術

所、28293人

　3ヶ月間の施術は38，4％、その中に別負傷に

よる再施術は84，0％　

ア．支給対象となる負傷の範囲を例示し、算定

基準を明確

　長期又は頻度が高い施術が必要な場合には

理由を記載

イ．保険者等及び柔整審査会に指針を示し体

制を強化

ウ．内科的疾患による疾患並びに肩こり及び

筋肉疲労に対する施術は支給

　対象外である事を被保険者等に周知徹底

◎第43回社会保障審議会医療保険部会（平成22

年12月2日）　厚生労働省保険局総務課

医療費の適正化対策等の取組みについて

4部位　33％→0％　3部位　80％→70％　

レセプトに施術日記載

領収書の無料発行、明細書は希望者、医師の同

意はレセプトにも記載

平成23年度予算に向けた取組み　医療費通

知・負傷部位や原因の調査など、療養費の給付

適正化係る施策を講じる

◎健康保険組合理事長あて　　厚労省保険局保

険課長　＊発1224第1号（平成22年12月24

日）

　被施術者への医療費通知や、負傷部位や原因

の調査などにより、療養費の給付適正化に努

めること。

◎平成20年度政令指定都市　国保・年金主幹部

課長会議（平成20年4月、堺）

　横浜市からの提案：3か月以降の施術の医師の

同意を「施術者が同意を確認」ではなく「医師

の署名、捺印」の制度に変更

◎大阪臨床整形外科医会から大阪府医師会、大

阪府医師国保に対し

　柔道整復師療養費に関する要望書提出（平成

22年11月9日）
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•山根先生（兵庫）：明日の日本医師会代議員会

で熊本の先生が受領委任払い撤回の議案を提

出する予定ですので、又、日本医事新聞を見て

下さい。

•森本先生（大阪）：コクヨ社員が長期整骨院通

院していた際通院の必要性について意見を求

められた件について報告

•栗本会長（大阪）：小野薬品社員家族の患者の

件について報告

•島先生（和歌山）：奈良の協会健保の件につい

て、現在どうなっているか

•奈良県の先生も現状はよくわかっていないと

のこと

6. 地区理事推薦　　前中（大阪）

　岩橋俊幸先生（和歌山県）を坂田先生の代わり

の理事として推薦。

•前中先生（大阪）：残り任期1年なのでその後２

年分を含めて、3年間やってもらいたい。

　→承認

7. 第25回学術集会進捗状況について　　　　

黒田（大阪）

•島先生（和歌山）：開催日は、7月15日（日）、16

日（月）になっているが、14日(土）は行わない

のか。

•黒田先生（大阪）：会場は14日(土）も押さえて

います。念のため隣の商工会議所も借りてい

ます。前夜祭等も行う予定でいます。

　また、京都の高橋先生にお願いして産業医講

習会の開催も検討中です。詳細は、現段階では

まだ決まっていません。2000人参加していた

だくと、会計上収支バランスは取れると思っ

ています。

•高橋先生（京都）：産業医講習会の開催にあた

って、今回は開催地が神戸ですので神戸市あ

るいは兵庫県医師会を通じて日医に申請を挙

げることが必要です。先ほど兵庫の山下先生

に紹介し、兵庫県医師会に連絡をとっていた

だけることになりました。

•菱本先生（京都）：京都府産業医部会に整形外

科から関わっている関係で、本日参加させて

いただきました。生涯研修は、1単位1時間の講

習です。産業医の資格取得のための基礎研修

は、日医主催で各都道府県医師会に委託する

形になり、ＪＣＯＡに委託という形式はとれ

ないので、実際は（取得）困難だとおもいます。

資格継続の単位を取得することは可能です。

具体的に何単位くらい取れるように申請をす

るのか、どういうテーマにするのかなど、京都

府医師会産業医部会に諮問し、講師の派遣な

どを全面的に協力していただけることになり

ました。

•鄭先生（兵庫）：まだ時間的に余裕があります

ので、兵庫県医師会を通じて、日医に連絡を取

るように手配します。

8. 平成23年度JCOA合同プログラム・第1回学術

研修委員会報告　　長谷川（大阪）

第24回学術集会（長崎）からＪＣＯＡ事務局で

収集することになった。

長崎では、応募演題数219、愛媛は166で、関西

は300演題目標にしたい。

学会開催要項については、『学会の演者は「原

則としてJCOA会員とする。もしくは共同演

者としてJCOA会員を含むものとする。」を弾

力的に適用するとし、3-1：看護師、PTなどの

コメディカルの演題については、1；原則とし

て当該の医師が共同演者であること。2；医師

は日整会会員であることが必要である。3-2：

学術集会会長が「学術集会の企画・構成上、必

要である。」と判断した場合、合同プログラム

委員会の審査を経て採用が可能である。3-1、2

については理事会の承認が必要。』と改定し

た。

•赤松先生（兵庫）：学術雑誌の担当です。投稿論

文の受付先をＪＣＯＡ事務局にするというこ

とは、雑誌92号に投稿規定を載せた際に、すで

に決まっていたことです。各府県で受付をす

ると、実行委員の先生に大変ご苦労をおかけ

しますし、査読委員との間で論文が行き来し

て論文の粉失の懸念もあるため、事務局で一

括して受理し、事務局から出さずに処理をす

ることに決まりました。
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9. 第25回JCOA学会学術集会・関西学術委員会

準備要項　　鄭（兵庫）

演題300題目標。

各府県の担当者を決めた。

10. 雑誌編集委員会報告　　赤松（兵庫）

我々臨床整形外科医の日常診療がサイエンス

であるということを世間にアピールすること

が大切です。最終目標は、皆に読んでもらって

利用していただける学術論文にあります。即

ちMedlineに収載される論文です。

Ｎurse、ＰＴ、ＯＴなどの学術雑誌は、英文雑

誌あるいは英文Abstractがあってすでに 

Medlineに収載されています。整形外科関連

の学術雑誌でMedlineに収載されているもの

は、日整会誌はもちろんですが、あまり多くは

ありません。我々の日本臨床整形外科学会雑

誌もこれに名を連ねたいと思います。

柔道整復、鍼灸、カイロプラクティック、アロ

マ セ ラ ピ ー と か の 雑 誌 に は す べ て 英 文

Abstractがあります。

例えば数年後にロコモでMedline検索をすれ

ば、柔道整復師の論文ばかりヒットする可能

性も考えられます。そのため長崎の学会から

は義務付けではありませんが、英文Abstract

を添えることを推奨します。その結果次第で、

関西学会での義務付けを検討する予定で、ま

た投稿規定の変更も必要になります。先生方

の頑張りをお願いしたいと思います。

•長谷川先生（大阪）：柔整の方が、内容はともあ

れ論文が（Medlineにも収載され）立派である

ことに驚きを覚えました。学会雑誌というの

は、学会の顔でもあるので、学術担当の私ども

とすれば、これを推し進めなくてはなりませ

ん。また先ほどご質問があった論文採用の方

法ですが、日整会の場合は複数の審査員が査

読し採点を行い、一定ライン以上の得点があ

る論文を採用しています。長崎では、同様にＡ

〜Ｅで評価を行い、Ｃ以下の評価がついた論

文については合同プログラム委員会で審議を

行い、主催県が最終決定を下しています。

11．運動器リハビリテーション・セラピスト資格

継続研修会開催要項（主催：兵庫県整形外科医

会）　　青木（兵庫）

12．平成22年度第2回自賠・労災委員会報告　　

山下（兵庫）

今年は震災のため日整会が開催されないの

で、サテライト・シンポジウムで例年行ってい

た自賠責の講習会は中止になりました。自賠・

労災委員会にメール等での問い合わせが多い

ものに関しては、その見解が資料の2ページ以

降に書かれていますので参考にしてくださ

い。

また自動車保険の中でも人身傷害補償保険は

健康保険を使わなければいけないという約款

があり、その訳は、自動車事故の健保使用の根

拠とされている、昭和43年10月12日保険発第

106号各都道府県民生主管部（局）長あて厚生

省保険局保険課長国民健康保険課長通知及

び、その通知の法的根拠である健康保険法67

条、国民健康保険法64条第1項が現在でも生

きているためです。これをなんとかできない

かと動いていますが、一度決定された通知を

覆すのはかなり難しいようです。通知には法

的根拠が必要で、それには健康保険法６４条

があてはまるとされており、日医の法制局も

同様の見解ですが、あやふやなところが実際

は多いようです。

•牧先生（京都）：交通事故で、損保会社から中止

で診断書を書いてくれという場合がある。

　内容はよくわからないが、他に行かせるため

なのかもしれないが・・・。

•山下先生（兵庫）：患者さんからの依頼があれ

ば、損保会社としても断れない事情があるか

もしれません。医師は、治っていると医学的に

判断できる場合は、治癒（症状固定）と書いて

いただきたい。

•森本先生（大阪）：労災の支払いに関して、RIC

が事業仕分けの結果なくなると聞いたが、い

かがなものか。

•山下（兵庫）：今までRICに委託されていた労

災診療費審査業務を、 国（労働局）に集約化す
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ることが決まった。日医でも承認済みのよう

です。RIC加盟の医療機関は、労災診療費を今

迄RICに請求してきたが、 ４月から随時、労働

局へ請求する形に変わる。 実施時期は、都道

府県ごとに違うようです。

＊森本会長代行：RICがなくなると労災診療費

の支払いが遅れる可能性がある。西成区の情

報では、まだ今後の詳細は不明な点が多い。

RICの加入費が高いという医師もいた。

＊石井理事：RICは労災診療費の支払いの迅速

化を図るため、医師会の要請で作られた機関

であるとのこと。RICから加入者へ￥2,000支

払われているとのこと。

＊栗本会長：RICは先の事業仕分けで「天下り

先」と判断れ、縮小が決まったとのこと。

13．次々回の予定

　京都が当番で、4月14日（土）に催すことに決

定。

5. 第37号会報広告協賛会社依頼について

永田理事

＊栗本会長：ホテルやテニスクラブ等の広告も

募って良いのでないか。

＊その他良識の範囲で広告掲載会社を探す方向

で検討。

6. JCOA第１回無床診ＷＧ委員会 矢倉理事

日時 ： 平成23年5月22日(日)

場所 ： 臨床整形外科学会　事務局　6F

JOCA学会(長崎)でのシンポジウム　

｢整形外科無床診療所の危機〜生き残るため

の選択肢〜｣の打ち合わせを行った。

•前回は経営的なことを前面に出したが、今回

の目的は、各医療機関が今後生き残っていく

ためにどのような選択肢があるのか示し、ま

たこれからの無床診を魅力あるものにするた

めにどうしていくかを委員会として会員の皆

様に方向性を示す予定である。

7. JCOA合同プログラム・学術研修委員会（4/4・

大阪） 長谷川副会長

＜平成23年度JCOA合同プログラム・平成23年

度第1回学術研修委員会＞

日時 ： 平成23年4月3日（日）　11：30−3：00　

場所 ： ザ・リッツカールトン大阪

1. 「JCOA雑誌発行手順に関する会議」

(H22.12.25)より報告(木島)

2. 平成22年度第6回理事会報告（原田）

3. 投稿論文の提出先の変更について：内規の変

更(長谷川)

4. 24回学術集会（長崎）

5. 25回学術集会（関西）

8．研修会報告

　

長谷川副会長

228回研修会（3月19日:帝国ホテル大阪:大塚）

244名

1「人はなぜ肩が凝るのか−「肩こり研究会」の

　挑戦」

　大阪厚生年金病院　脊椎外科部長　細野昇 

2「腰部脊柱管狭窄症−診断・治療上の問題点」

　慶應義塾大学医学部整形外科学　准教授

　松本守雄

後援研修会

　3月12日（土）ホテル阪急インターナショナル

　111名参加

　東京大学整形外科　准教授　川口　浩先生

229回研修会（4月16日：ANAクラウンプラザ：

大正富山）254名　16:00 総会　17:00 研修会

1「神経難病疾患の臨床−パーキンソン病の姿

　勢異常について−」

　大阪医大第1内科学准教授　木村　文治

2「最新の腰部脊柱管狭窄症に対する治療戦略

　−周術期合併症をふまえて-」

　浜松医科大学整形外科　教授　松山幸弘

230回研修会（5月21日：阪急インターナショナ

ル：エーザイ）269名

1「関節リウマチにおける滑膜組織と整形外科

総合司会：金田隆義　受付：太田信彦、三浦

座長：中川

座長：福井

総合司会：永田行男、受付：森泰壽、藤本啓治

座長：大島正義

座長：堀口泰輔

総合司会：山口康二、受付：白木隆士
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　手術」

東京女子医科大学東医療センター　整形外

科・リウマチ科准教授　神戸克明　

2「スポーツ整形外科医の役割−スポーツ現場

　から手術室まで」

　清恵会病院スポーツ整形外科部長　小松　猛

9. 第5回セラピスト資格継続研修会（23.11.13）

 長谷川副会長

第5回セラピスト研修会実施案

日時 ： 23年11月13日（日）　13：00−17：30

場所 ： 西成区民センター

単位 ： 4単位

講師 ： 白木隆士（阪大）、森下忍（大阪医大）、

稲垣泰司(近大)、安田忠勲（関西医大）

講演1.「下肢のリハビリテーション」

　＜13:05−14:05＞

　白木整形外科クリニック　院長

白木　隆士 先生

講演２．「ロコモティブシンドロームと運動器不

安定症」＜14:10−15:10＞

　森下整形外科・リウマチ科　院長

森下　忍 先生

講演３．「上肢のリハビリテーション」

　＜15:20−16:20＞

　今里いながき整形外科　院長  稲垣泰司 先生

講演４．「脊椎のリハビリテーション」

　＜16:25−17:25＞

　やすだ整形外科　安田忠勲 先生

今後の予定

　1. 研修会の申請を6月下旬までに行う（堀口） 

　2. OCOA会員に研修会の情報は周知する

　3. 非会員にも周知する

10．会長報告  栗本会長

（柔整審査委員の件、JCOA代議員会、総会およ

び各県代表者会議、その他）

＊代議員会・各県代表者会議・総会では同じ内容

が討議されているので、統合できないだろう

か？→会則を改定しないとできない。

＊前中副会長：9月11日にJCOAの渉外委員会が

開催されます。不適切な保険支払い等があれ

ば連絡ください。

◎整形外科医療の周辺問題資料集ＶＯＬ.3に添

付するDVDについて

　冊子は厚さ5センチくらい（前回は3センチく

らい）重たい　冊子の印刷代は800円くらい

ですが送料がばかにならないので、各県で決

めていただいたところに送りそこから製薬メ

ーカーのご協力で送っていただきたい（相原

先生・愛媛県）

＊黒田理事：製薬メーカーのところに直に送っ

てもらい、そこから各会員のところに配布し

てもらうとよいのではないか（個人医院では

保管場所がない）。

＊山本副会長：大阪府医師国保の柔整の受領委

任払いについて、前回の理事会で「三橋参与か

ら利用者にアンケートを送るとしたことの結

果報告」が後日行われるとのこと。

＊前中副会長：毎日新聞の柔整師の不正請求の

記事についての説明。

　6月10日に保険医協会新聞に柔整の問題を投

稿したので読んで欲しいとのこと。

11．その他

①森本副会長：2011年から2020年までの「骨と

関節の日のバッジ」ができたので、配布します

とのこと

②早石理事「上町シンポジウム」を開催しますの

で多数のご参加をお待ちしています。

以上文責：永田行男

＜協議事項＞

1．研修会予定 長谷川副会長

231回研修会（6月11日：阪急インターナショナ

ル：より：4：30より小野）

1「疼痛メカニズムのABCと最近の知見」

兵庫医科大学　解剖学講座　神経科学部門　

主任教授　野口 光一

N（1,7)、日医(2,73)

座長：斧出安弘

総合司会：白川貴浩、受付：田上実男

座長：岸本成人
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2「戦略的　ロコモティブシンドローム　考」

医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷病院　副院

長・整形外科部長　大江 隆史

N(12,13) 、RE(運動器リハビリ)、日医(19,62)、

日医健康スポーツ

後援研修会（23.7.9　ペインアカデミー：阪急イ

ンタ-：6：00より:ヤンセンファーマ）

トラムセット

開会の辞：栗本会長、座長：長谷川、

閉会の辞：黒田前会長

懇親会挨拶：早石元会長

232回研修会（7月23日：ANAクラウンプラザ：

4：30より：中外）

1「加齢に伴う運動器の障害とその対策」

秋田大学大学院　整形外科　准教授

宮腰 尚久 

N（7,13）、RE（運動器リハビリ）、日医(19,62)、

日医健康スポーツ

2「小児の診療とこれからの整形外科」

近畿大学整形外科教授　浜西千秋 

N(3,14) 、日医(7,72)

233回研修会（8月27日：ウェスティン:4：00よ

り：旭化成）

1「膝関節内骨挫傷の診断と治療」

関西医科大学附属枚方病院整形外科　病院講

師　大野　博史 

N(2,12)、S（スポーツ）、日医(57,61)

2「日常診療における骨粗鬆症の治療法の検証

　−スポーツとリハビリの効果も含めて−」

山口コ・メディカル学園（山口大学医学部整形

外科）校長　石田　洋一郎 

N(4,13) 、RE（運動器リハビリ）日医(59,60)、日

本リハビリ、日医健康スポーツ

234回研修会（9月17日：ANAクラウンプラザ：

4：30より：第一三共）

1「橈骨遠位端骨折の治療−診療ガイドライン

　発刊に向けて−」

奈良県立医大整形外科准教授　面川　庄平 

N(2,10)、日医(57,61) 、日手会（4:骨折・脱臼・靭

帯損傷）

2「医療安全−大病院での取り組みを診療所に

活かせるか−」

名古屋大学医学部附属病院　医療の質・安全

管理部教授　長尾　能雅

N(14) 、日医(5,10)

235回研修会（10月22日：ウェスティン:4:00よ

り：帝人）

1「ロコモティブシンドロームの実態とビデオ

　体操プログラム」

和歌山県立医科大学　整形外科講師　橋爪洋

2「変形性膝関節症の保存治療−スポーツ障害

　から高齢者の変形性膝関節症まで−」

済生会新潟第二病院　整形外科部長　速水正 

後援研修会（23.11.19：骨粗鬆症ファーラム：イ

ーライ・リリー：ホテル阪神）

　フォルテオ

236回研修会（11月26日：ANAクラウンプラザ

:4:30より：久光）

1「骨・軟部腫瘍の画像診断　効率的診断と専門

　医への紹介のコツ」

京都大学整形外科講師　中山　富貴（10/1よ

り公立豊岡病院　整形外科部長）

2「運動器慢性痛の課題と保存療法」

愛知医科大学医学部　学際的痛みセンター　

教授　牛田享宏

12月は研修会を開催しない。

237回研修会（1月28日：ANAクラウンプラザ

:4：30：日本臓器）

1「投球障害肩：エビデンスに基づいた診断と治療」

総合司会：貴島浩二、受付：今井　秀

座長：宮田重樹

座長：矢倉久義

総合司会：岩本斗伸　受付：山口康二

座長：田上実男

座長：石橋伊三郎

総合司会：稲垣泰司　受付：太田信彦

座長：石井正治

座長：森　泰壽

座長：太田信彦

総合司会：三浦光也、受付：宮内　晃

座長：永田行男

座長：金田隆義

総合司会：荻野　晃、受付：中川浩彰

座長：宮島茂夫

座長：森下　忍
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　大阪医科大学整形外科助教　三幡輝久

2 山口大学 整形外科　教授　田口 敏彦 

238回研修会（2月18日：グランビア：4：00：科

研）

「股関節外科」の演題

大阪大学大学院医学系研究科　運動器医工学

治療学　准教授　西井　孝

後援研修会：骨・関節フォーラム （24.2.4：中外）

239回研修会（3月17日：帝国：5：00より：大塚）

「スポーツ」の演題

びわこ成蹊スポーツ大学教授

 大久保　衞先生　

＊森理事：後援研修会の決定はどのようにされ

ているのか　

毎月の担当メーカー以外から会員に周知する

に価値のある新薬が発売され、さらにそのメ

ーカーから依頼があり、理事会に諮る時間的

余裕のない場合、会長の専権事項としている。

これからも、会長に任せて欲しい。　一同承認

する

2．PT、OTに対する対応について

長谷川副会長

JCOAは、積極的に運動器リハを奨めている。

OCOAとしては、セラピスト研修会を行ってい

る。

しかし、診療所においてPT、OTを雇っての運動

器リハビリは広がっていない。大阪府下には約

5,000人のPTが存在するが、OCOA会員の診療

所勤務は70人程度しかいない。

PT、OT会は、総合リハの方を向いていて、運動

器リハに積極的でなく、PT、OTを募集しても集

まらない。

この現状を踏まえ、今後診療所勤務のPT、OT等

を増加させるためには、OCOA療法士会を設立

し、OCOAがそれを後援するという仕組みを作

るべきであるとの考えである。

そこで、OCOAの療法士会（担当副会長：長谷

川、委員長：中川、副委員長：宮田）を立ち上げ、そ

れに伴い、OCOA担当委員会を作りたい。

案として事業計画等を以下に示す。

将来的には診療所もセラピストだけにとらわれ

ずPT、OTとともに仕事をする必要性が来ると

考えられるため是非検討をしたいという要望で

ある。

⑴大阪臨床整形外科医会療法士会　平成23年

度事業計画（案）

【平成23年度事業方針】

大阪臨床整形外科医会会員の施設で勤務する

療法士を中心に、親睦、知識・技術の向上に努

め、患者様に質の高い運動器リハビリテーシ

ョンの提供を目指す。

【平成23年度事業計画】

⒈大阪臨床整形外科医会会員の施設（診療所）へ

の理学療法士・作業療法士勤務実態調査

⒉大阪臨床整形外科医会会員の施設（診療所）で

勤務する理学療法士・作業療法士への現状調

査

⒊会員名簿作成

⒋仮）大阪臨床整形外科運動器リハビリテーシ

ョン研修会（勉強会）開催

⒌交流会の開催

⒍その他

1）急性期から在宅までの教育連携システム

構築

2）訪問リハ開設支援システム構築

3）通所リハ開設支援システム構築

＊宮田理事：病院で行っている整形外科のリハ

ビリは術後リハだけで、診療所で必要な腰痛、

変形性膝関節症、肩関節周囲炎、頸椎症、スポ

ーツ障害に対する理学療法や運動療法が行わ

れていない。OCOAがこのような研修会を行

い、診療所の運動器リハビリのレベルが上が

ることは有り難いことだ。

　柔整に行くなといっても、整形外科診療所で

患者が納得できる理学療法をしなければ、流

れを止めることはできない。

　OCOA全体で、PT、OTを育てていくシステ

ムを作れば、新人募集しやすくなるし、まだ一

人も雇っていない診療所にも来てもらえるだ

ろう。
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3．骨と関節の日23年度予定

テーマ ： ロコモティブシンドロームと変形性

膝関節症

日　時 ： 平成23年10月15日（土曜日）

午後2時より午後4時45分

場　所 ： 天王寺区民センター

大阪市天王寺区生玉寺町7−57　

電　話 ： 06−6771−9981　

講　演 ： 講師　佐藤哲也先生

（吹田市OCOA会員）

演題は未定（骨粗鬆症と変形性膝関節症とロコ

モについてなど）

＊ウォーキングについての講演とストレッチな

どのウォーキング指導

財団法人日本ウォーキング協会近畿本部から

講師派遣

講演内容

①今なぜウォーキングなのか

②生活習慣病予防改善のためのウォーキング

③ウォーキングの効用

④平均寿命と健康寿命

⑤ウォーキングの楽しみ方

⑥最後まで歩けるために

　★これだけは実践しよう★

実　技

ストレッチ、靴の履き方、歩幅測定、良い姿勢・美

しい歩き方、健康に効果のある歩き方

費　用

①天王寺区民センター　

ホール　26160円　和室　5760円

第1会議室　2880円　計34800円

拡声装置（有線マイク1本付）1650円

ワイヤレスマイク4本　1050円

ホール照明等　4000円　総計41500円

②講師謝礼（佐藤先生）　5万円

ウォーキング

講師52500円　アシスタント1名15000円　

2名または3名必要？

③看板費用、角倉氏への支払い

今後の検討事項

看板（こちらで作成し貼り付け可能）

受付　記帳、受付係（MSD社員、OCOA会員）

　　　受付責任者

ＰＣ　（プロジェクターは予約済み）

救急受け入れ病院の確保、事故の保険

その他必要物品

講演と実技の間に椅子の移動

会場5時30分より他団体使用のため5時に撤

収

＊ポスターは、整形外科医師が膝のレントゲン

を患者さんに説明している図に決定された。

4．JCOAシンポジウム（H23.11.6）の件

山本副会長

昨年に引き続き、品川プリンスホテルで行われ

る。

テーマは今のところ決まっていないが、“柔整審

査機構について”を検討している。

審査機構の強化がまだ決まっていない。

多数の参加をお願いしたいと依頼あり。

参加者に補助を出すことが、承認された。

5．12月理事会の日程について

　森本会長代行

各理事は、地元の医師会等で忙しいので12月第

1週の理事会の日程についてこのままでいいか

協議された。

栗本会長：今年から12月の研修会を中止した。

その分余裕が出来たので、従来通り第1週に理

事会を続けたいと発言があり、了承された。

6．第24回JCOA学術集会（長崎）参加費補助につ

いて 　阪本副会長

参加されたOCOA会員には、一万円の補助金が

ある。参加証の写しを提出のこと。

7．後期高齢者に受診ごとに100円を徴収すると

いう政府案について

今のところ、24年度の医療介護費改正に向けて

のアドバルーン的な案と思われる。

経過観察の予定とする。

小林理事
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平成23年度　第2回理事会議事録

日時 ： 平成23年9月3日（土） 15：00から18：00

場所 ： ハービスPLAZA５階会議室（8〜10号室）

大阪市北区梅田2-5-25

TEL06-6343-7350

参加者（順位不同、敬称略）

会　長 ： 栗本一孝、　会長代行 ： 森本清一

副会長 ： 阪本邦雄、長谷川利雄、前中孝文、

山本　哲

理　事 ： 　

天野敬一、石井正治、今井　秀、右近良治、

大島正義、岸本成人、黒田晃司、小林正之、

澤田　出、柴田和弥、白川貴浩、白木隆士、

田上実雄、中川浩彰、永田行男、早石雅宥、

福井宏有、藤本啓治、堀口泰輔、増田　博、

松矢浩司、三浦光也、宮内　晃、宮島茂夫、

宮田重樹、森　泰壽、森下　忍、矢倉久義、

山口康二

参　与 ： 坂本徳成、三橋二良　（合計 37名）

＜報告事項＞

1. 会員動態（前回の理事会以降） 森本会長代行

平成23年6月4日（前回理事会）以降の新会員

上田康雄（枚方市・大阪医大・S.58年卒）

朝雲浩人（和泉市・愛媛医大・H.元年卒）

竜江哲培（淀川区・川崎医大・Ｈ.13年卒）

平成23年6月4日（前回理事会）以降の退会者

原卓司（高槻市・高齢により）

荻野洋（枚方市・都合により）

中嶋博章（北区・閉院）

平成23年6月4日（前回理事会）以降の物故者

平成23年8月末現在

一般会員数　　466名

顧問　　　　　  11名

名誉会員　　　  14名

計　　　　　　491名

2. 第5回運動器リハ・セラピスト資格継続研修会

（H23,11,13大阪）　 森本会長代行

日時 ： 平成23年11月13日（日）13:00~17:30

（4単位の講義完全受講）

場所 ： 大阪市立西成区民センター

（〒557-0041大阪市西成区岸里1-1-50）

☎06-6651-1131

定員 ： 400名

3. 平成23年度JCOA第2回理事会 （7/3・東京）　

第3回理事会（8/21・福島） 前中副会長

＊詳細はJCOAの会報を参照

⑴平成23年度JCOA第２回理事会報告

日　時：平成23年7月3日(日)　

　　　　11時から16時30分

場　所：東京都中央区日本橋蛎殻町2−1−1

　　　　ロイヤルパークホテル

出席者：前中孝文(理事　近畿)　他（25名）

○平成23年8月21日（日）JCOA　第3回理事

会を福島市でおこなう。

　前日、被災地の会員との懇談を行う。

○7月30日、31日仙台、石巻の避難所に、事務

長、理事長が赴く。

　実際に被災地を見るのとはまったく異なる。

機会を見つけ他会員も東北へ出かけて欲し

い。

•東日本大震災義援金（地域医療復興基金）に

ついて

被害状況でAからＦのランクに分け各県の被

害額を集計し件代表に支払う。

その後の細かい配分は、各県に委ねる。

9200万円支払う予定

残2000万円は会員相互の医療器械提供時に

おける輸送費補助などに当てる予定

⑵平成23年度JCOA第3回理事会報告

日　時：平成23年8月21日(日)　

　　　　10時から14時

場　所：ホテル　辰巳屋8Ｆ「瑠璃の間」　

　　　　福島県福島市栄町5−1

出席者：前中孝文(理事　近畿)　他（22名）

＜審議事項＞

•「治療用装具の療養費を受領委任払いにする

事」にたいする対応について

　平成23年7月21日第44回社会保険審査会医

あさぐも ひろと

たつ え  てつばい

ひろふみ
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療保険部会のなかで、事務局から提案され、

部会で審議された。

→患者の利便性には有用との意見も有り。し

かし、柔整の不正請求の問題があり、利便性

はあるが装具も受領委任払いとなると、療養

費の受領委任払いをこのまま広めることとな

り将来に禍根を残す。不正をなくする厳格な

制度設計が必要など意見有り。

＊鍼灸に受領委任払いを認めた健保があった

が、支給額が増加し中止したことがある。

＊医療費の無駄遣いへつながるとの意見もあっ

た。

→医療システム委員会で早急に、JCOAとし

ての見解をまとめ関係各位に伝達すること

持ち回り理事会での承認手続きを行う。

9月の保険審査委員会の席で担当厚労省官僚

へ要請する。

＊提出のため意見書を準備する。

•社団法人日本柔道整復師会第40回九州学会

（平成23年7月10日）特別講演の件

千葉大学名誉教授守屋　秀繁先生が上記学会

の会長として講演された内容の中に柔道整復

の法制度に反する発言があったことに対して

（柔整の職務範囲の法的規定の認識）

千葉大整形外科同門の先生方が問題点を直

接、守屋　秀繁先生に説明された。

→結果として守屋先生は柔整の実態に関して

理解不十分であった事を認め、以後の同会講

演をすべてキャンセルする、同会の会長職も

辞することになった。社団法人日本柔道整復

師会会長空席を他の整形外科医が理解不足で

埋めることにならない様、今後も十分な働き

かけ必要である。

＊前会長は信原病院の信原克哉医師であり、今

後の動向を注視したい。

•東日本大震災義援金（地域医療復興資金）の送

金状況について

青森県410万円、岩手県1590万円、宮城県

3480万円、福島県2300万円、茨城県2000万

円、栃木県370万円、千葉県210万円

＊その後各県が個人に分配した。

　2000万円剰余金今後の対応のため保留＊→

機器の運搬費に当てる。

＊個人の寄付ではないので、1件50万円を超え

ても税金はかからないとのこと。

＊早石理事：JCOA会員の被害状況を知らせて

欲しい。

→JCOA会員で1名死亡者あり、その他につい

ては後日報告します。

•医療機器の募集と提供について

FAX NEWSで流されている提供状況の説明。

統一事項（マッチングのルール）について説明

があった。

余剰金を利用して医療機器購入を援助する予

定

•平成23年度シンポジウム(平成23年11月6日)

について

「国民の健康と医療を考える

行政刷新会議のその後…療養費審査につい

て」

とのタイトルで実施されることが報告され

た。

•整形外科医療の周辺問題資料集ＶＯＬ3が差

し替えとなり、印刷物は3500部印刷し希望者

へ配布。

　この件に関し、費用の増額があれば経理委員

会として認めることとした。また、同ＤＶＤは

全員に配布した方が妥当であり、その費用も

認めることとした。

4. 平成23年度第2回無床診ＷＧ委員会

　（7/18・長崎） 矢倉理事

場　所：長崎新聞文化ホール3階　あじさい

出席者：委員長：矢倉久義　他、

パネリスト：澤田　出　他(敬称略)　

議　題：JOCA学会(長崎)でのパネルディスカ

ッション6

　｢整形外科無床診療所の危機〜生き残るため

の選択肢〜｣の打ち合わせを行った。

1．三宅　信昌副理事長

　「整形外科無床診療所の現況と将来」
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基調講演として以下の話をしてもらい、臓器

別専門医としての１つのツールとして運動器

リハを行うよう勧める

•JCOAの施設形態、会員基本データ調査の

報告

•専門医制度（専門医認定機構）

•かかりつけ医と臓器別専門開業医

•外保連への要望事項について

2．増田　和人理事

「当院における疼痛疾患の運動器リハビリテ

ーション」

•トリガーポイント注射を中心とした慢性疼

痛管理やレッドコートニューラック療法に

ついて報告する

•レッドコートニューラック療法は、みなし

PTなど少人数のセラピストでも運動器リ

ハビリが行え、筋力増強などの効果がある

ことを報告する

3．澤田　出会員

「超高齢社会をふまえた整形外科無床診療所

の役割」

•自院で行っている運動器リハ、通所リハビ

リ、訪問リハビリなどを中心に報告する

•特に在宅療養者など通院困難者に対しても

っと積極的に対応するべきと強調する

4．谷口　博信理事

　「整形外科無床診療所の生き残り戦略」

•運動器疾患が得意なかかりつけ医としての

姿勢をもつ

•整形外科以外の勉強会や介護事業ではスタ

ッフを増やさないで通所リハを行っている

ことを紹介する

演者4人の先生と上記の流れでディスカッショ

ンを進めることで最終打ち合わせとした。

講演では、無床診の先生がたに、ぜひ今後運動

器リハビリに参入していただき、余裕があれば

介護保険への参入も考えていただく方向性をも

って3人の先生方(増田・澤田・谷口各先生)に話

をしていただくこととした。

＊現在の所、運動器リハを行っている施設は50

％程度であるが、今後の生き残りのためには

運動器リハを広めていきたい。また、運動器

リハだけではなく介護リハも含めて参入の検

討が必要である。

＊次回は日本経営の社長に参加して頂く予定で

す。

＊長谷川副会長：無床診のシンポジウムは継続

するが、有床診のシンポジウムも行って行き

たい。

5. 平成23年度第1回医療システム委員会報告

　（6/12・東京） 山本副会長

場　所：JCOA事務局（御徒町）

出席者：担当副理事長　田辺秀樹

　　　　担当理事　前中孝文、他

委員長：相原忠彦　　副委員長：山本哲、他

アドバイザー：長田明、他

⒈平成23年度JCOAシンポジウム

平成23年11月6日（日曜日）品川プリンスホ

テル

JCOAのシンポなので柔整を敵視した表現は

避ける

（案）主題「国民の健康と医療制度を考える」

副題「行政刷新会議のその後−療養費審

　　　査制度について」

交通事故における療養費も含めて考えて

はどうか

（案）第１部：基調講演2題

1題目は作成したスライド（資料集3付

録DVD）を発表してはどうか。

2題目は厚労省担当課長、梅村議員、中

医協委員長であった医療経済学の遠藤氏

第2部：シンポ形式

次のＪＯＡの学術集会につながるような

シンポを考える。

⒉第85回日本整形外科学会学術総会にJCOAか

ら出すパネルディスカション採用決定

⑴中高年におけるスポーツ外傷・障害への対応

⑵整形外科と療養費

自賠や労災など横への広がりをもたせ、日本

整形外科学会員に知っていただく良い機会と

とらえるべき。→
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JOA側からとして千葉大の高橋先生に座長を

依頼しては。

医療システム委員会からの演題は調整可能。

保険者から１題を発表依頼

トランスコスモス・美山氏の講演を依頼。

ほか、人材派遣健康保険組合・渡部氏

PT協会にも働きかけ→指定発言を求める。

民法（受領委任払い契約）に詳しい法律家の

発表を検討

森ノ宮医療大学非常勤講師　坂部昌明氏　民

法の2014年改正

に当たり受領委任払いが危機に直面と鍼灸新

聞に発表。

近大浜西教授も日曜日以外であれば発表可能

福岡県の林先生の問題、姫路の鑑定問題も取

り上げてはどうか

⒊整形外科医療の周辺問題　資料集Vol.3及び

付録DVD について

藤野理事長の意見もあり、資料集として、反

対意見も含め多くの情報を掲載したためにペ

ージ数が1000頁を超えた。

付録DVD には標準編と基礎編があるが、そ

の基礎編でも一般市民にはやや難かしいか？

掲載許可、特に新聞記事の掲載許可には費用

も発生し、氏名、団体名もふせるる必要があ

った。→　資料集に削除、訂正文を入れるこ

とで了解を得た。

配布先は検討が必要

7,000部−会員6,000人分−新入会員140人

×何年（5年？）＝残り300部

各都道府県医師会、医師国保、支払基金、

新聞社、厚労省、中医協委員，PT，OT，

ST協会、国会図書館、国保審査委員会、

各県柔整審査委員会、内保連、外保連など

（新聞社に配布する分にはDVDは外す）

資料集Vol.3　P798〜P858　杉山清（名城

大学）連絡とれない→掲載許可未

事務局から再度連絡し掲載許可を得るこ

と。

柔道整復労働の養成を歴史的、社会的背景

から検討した論文

特別章（資料集1，2の中で是非残してお

きたい資料）をDVDのみに入れた。

＊希望者には冊子を送る。

⒋「福岡運動器研究会」について

平成23年2月22日　西日本新聞に掲載

整形外科勤務医（林和生氏、元九大助教授）

が鍼灸、柔整と連携して関節症の手術を回

避・延期する目的で新しい治療法や診療シス

テムを考えるグループを立ち上げた。

柔整の慢性疾患に対しての施術を保険適用す

ることは法に違反することを説明

→同会員に法を順守する誓約書を書いてもら

うことで一応保険請求的には決着。

日整会会員であり自らが信頼する運動療法が

あるのであれば、それを日整会会員に知らし

め手術を回避、延期するのが筋であると考え

る。

⒌自賠責関連

⑴岐阜市｢交通事故治療専門院｣の整骨院看板

日本医師会、損害保険料率算出機構に手紙を

出し、注意喚起（角南他多数名）

その後、｢交通事故治療専門院｣が｢交通事故治

療受付中｣に変っている。

看板、広告に関して大阪の喜多保文先生から

も徳永整骨院HPの違法性を指摘

→看板、広告の違法性について法律家の意見

を聞く。→費用が発生するので理事会で検討

したうえで決定。

⑵第126回自賠責保険審議会議事録：金融庁

⑶その他

a. 週刊ポスト　｢むち打ち治療最前線｣

むち打ち治療協会　柳澤正和

b. 自賠責保険医療費統計

平成20年度、1件当たり

柔整 30万7千円　医療機関 16万8千円

＊上記の金額の差に驚かされる。

⒍裁判鑑定について

姫路において、施術を受けた際に肩の痛みが

増強したとして整骨院を提訴

治療した医師の判断とは異なる鑑定結果　
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日本柔道整復整骨医学会名誉会長（信原克哉

先生）が“本来からあるもので施術が原因で

ない”と鑑定

中立的な立場の医師が鑑定するのが望まし

い。

＊兵庫県のJCOAで対応する。

⒎第124回日医代議員総会　個人質問

高橋洋（JCOA会員　熊本）「柔道整復師の

療養費受領委任払いの廃止について」

日本医師会（藤川常任理事）から平成23年4

月25日に回答

療養費のあり方について、厚生労働省当局に

指摘

⒏次回の医療システム委員会

　9月25日（日曜日）品川プリンス

学術委員会と重なったため事務局の会議室が

使用できず。

<資料>

①厚生労働省　社会保険審査会

　保険者も再審査請求可能

②社会的入院許す国の構造

　毎日新聞（4/22）大熊由紀子氏

③トランスコスモス健保VS全柔協　鍼灸柔整

新聞（1/25）

④ふれあい在宅マッサージ

　あん摩・マッサージの療養費が平成15年から

20年には1.9倍

　平成16年　保険局医療課通達1001002号で

改定。

　医療との併給禁止の項目が削除されて療養費

が急速に増加

　兵庫県では1回目の在宅、訪問は支給、2回目

からは計画的と考え不支給としている。

<その他>

ⓐ柔整不正請求新聞報道

ⓑ無給と決められている柔道整復師会（大阪府

からの補助金も毎年約540万円出ている団

体）の理事に年間約1500~2000万円

　（5/31）

ⓒ全柔協　薬販売試験　受験資格水増し（3/9）

ⓓ大阪府医師国保組合からのお知らせ

　昨年11月から照会や「お知らせ」など実施し

ている。2，3月のデータでは150〜180万下

がっている（10％強）。

ⓔ鍼灸柔整新聞

ⓕ国家試験問題（はり師・きゅう師、柔道整復

師）

ⓖ日本柔道整復師連盟（政治団体）収支報告書

年間1億3千万円の活動費

　5億7千万円繰越金

ⓗ脳脊髄液減少症（髄液漏出性頭痛）の存在が

確認

　今までは、整形外科的には否定的な意見が多

かった。今後の対応が難。

6. 平成23年度第1回JOA広報・渉外委員会

　（7/2・東京） 山本副会長

場所：日本整形外科学会事務所4階会議室

出席：前中孝文、山本　哲、他（以上委員）

•平成24年度「運動器の10年・骨と関節の

日」テーマを高齢者、骨折、予防と治療、ロ

コモティブシンドロームをkeywordに「ロ

コモティブシンドロームの要因としての骨折

の予防と治療（仮）」としたい。

　•委員会内部議決事項

　▶4コマ漫画内容検討

内容を検討し、一部修正することとし、患

者/一般向け広報WGを中心に検討するこ

ととした。

▶整形外科医のための保険診療基礎知識−医

業類似行為関連Q&A改訂について

　医業類似行為WGが中心になって検討する

こととした。

7. 平成23年度第1回大阪府医会連合代表者会議

山本副会長

日時：平成23年6月23日（木）

場所：大阪府眼科医会事務局会議室

⒈医会連合の会費ついて

会議室料　　5250円

通信費　　 12160円

雑費　　 　11640円
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計　　 　　29050円

繰越金　1664857円

今後2年間は会費を徴収しない。

＊今までは余剰金で会費を賄っていたが、無く

なり次第会費を徴収する。

⒉内科医会からの報告

内科医会会員数　877名

　　　　　　　（平23年3月31日現在）

学術講演会　　　28回

　　（堺内科医会9回、後援共催7回を含む）

会誌　　　　　　年2回発刊（4，10月）

市民健康活動　　年1回　など

＊OCOAのほぼ倍の規模

⒊NPO法人大阪共同治験ネットワーク（武本

優次）　＊国立病院機構の医師

平成9年医薬品の臨床試験の実施の基準に関

する厚生省令→我が国の治験の激減

中国、韓国、台湾における治験実施数が増加

大阪における実施数は人口、治験実施施設、

製薬メーカー数からしても少ない

＊東京では治験がかなり行われている。大阪で

も治験できるようにしていきたい

⒋OCOAから

大阪府医師国保における柔整療養費払いは全

国1位である（愛媛の370倍）

医師国保加入の医師、家族、従業員は　施術

を受ける場合は急性期の外傷が適応

法律を順守していただくように各医会を通し

て加入者に周知

8. OCOA　第37号（2011年）会報広告協賛会社

結果報告 永田理事

＊各会員の努力・協力により総額120万円の広

告掲載料が集められた。

　今後とも各理事もいろいろのメーカーに呼び

かけ、その数を増やす努力をして行く。

9. 大阪マラソン大会の横断幕及び救護所等への

派遣医の件 森理事

OCOAから19救護所に各1名、収容バスに38名

計57名出務。

＊OCOAロゴ入り横断幕の完成。

＊非常に大変な出務であるが、OCOAの活動と

して協力して欲しい（柔整が入り込もうとし

ている）。

また、係になっていない会員もOCOAロゴ入

り上着等を着用して沿道に立つことにより

OCOAをアピールして欲しい。

10．平成23年度OCOA研修会報告

長谷川副会長

231回研修会（6月11日：阪急インターナショナ

ル：より：4：30より小野）315名

1「疼痛メカニズムのABCと最近の知見」

兵庫医科大学　解剖学講座　神経科学部門　

主任教授　野口 光一

N（1,7)、日医(2,73)

2「戦略的　ロコモティブシンドローム　考」

医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷病院　副院

長・整形外科部長　大江 隆史

N(12,13) 、RE(運動器リハビリ)、日医(19,62)、

日医健康スポーツ

→後援研修会（平成23年7月9日：ペインアカデミ

ー：阪急インター：6：00より:ヤンセンファーマ）

トラムセット　160名参加

開会の辞： 栗本一孝 会長

「整形外科疾患の痛みの機序と今後の展望」

千葉大学大学院医学研究院　整形外科学　整

形外科学　助教　大鳥精司

閉会の辞： 黒田晃司 前会長

懇親会挨拶： 早石雅宥 元会長

232回研修会（7月23日：ANAクラウンプラザ：

4：30より：中外）257名

1「加齢に伴う運動器の障害とその対策」

秋田大学大学院　整形外科　准教授

宮腰 尚久 

総合司会：白川貴浩、受付：田上実男

座長：岸本成人

座長：太田信彦

座長：長谷川利雄　副会長

総合司会：三浦光也、受付：宮内晃

 座長：永田行男
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N（7,13）、RE（運動器リハビリ）、日医(19,62)、

日医健康スポーツ

2「小児の診療とこれからの整形外科」

近畿大学医学部整形外科教授　浜西千秋 

N(3,14) 、日医(7,72)

233回研修会（8月27日：ウェスティン:4：00よ

り：旭化成）

1「膝関節内骨挫傷の診断と治療」

関西医科大学附属枚方病院整形外科　病院講

師　大野　博史 

N(2,12)、S（スポーツ）、日医(57,61)

2「日常診療における骨粗鬆症の治療法の検証

　−スポーツとリハビリの効果も含めて−」

山口コ・メディカル学園（山口大学医学部整形

外科）校長　石田　洋一郎 

N(4,13) 、RE（運動器リハビリ）日医(59,60)、日

本リハビリ、日医健康スポーツ

11. OCOA療法士会の進捗状況

長谷川副会長

＜療法士との連絡協議会＞

日時：平成23年7月9日（土）午後 4：00

OCOA：栗本、長谷川、阪本、山本、黒田

OCOA療法士会担当委員会：

委員長：中川、委員：宮田、太田、

石橋、堀口

療法士会：大野博司、芳本康司、福田孝治、

金京範、川崎洋二、(敬称略)

⒈療法士会（大野博司）より下記について説明

があった。

•活動指針（資料1）

•平成23年度事業方針・計画・予算案（資料2）

•OCOA療法士会規約（資料3）

•役員一覧（資料4）

•第1回OCOA運動器リハビリテーション研修

会案

•教育連携システム(資料6)

⒉質疑および確認事項

•OCOAと療法士会の関係→OCOAが療法士会

を後援する。

•療法士会の入会資格は→PT、OT、STに限

る。

•研修会の参加資格→療法士会以外も参加でき

るようにする：今後要検討

•役員の監事は複数にした方が良いのではない

か。

•会長と会計が同じ医療機関であるが、負担が

大きいのでないか。

•療法士の学校に対するアプローチも行った方

がよい。

•今後の予定

１）OCOA会員の医療機関に勤務する療法士

に入会者募集。

２）療法士会の設立総会の開催

３）会員名簿の作成

４）第1回研修会の実施

•今後は必要に応じてこのような連絡協議会を

開催する。

＊長谷川副会長から

PTも専門や職種が多く、なかなか整形外科

診療所での就職に直結しにくい。OCOA療法

士会を立ち上げることによって整形外科診療

所における雇用を戦略的に進めたい。入会料

はひとり1000円なので、PT、OTを職員と

して持っている診療所は多くの参加をお願い

したい。

＜平成23年度事業予算＞

⒈大阪臨床整形外科医会会員施設への調査の実

施

　印刷費、郵送費等　10万円

⒉運動器リハビリテーション研修会（勉強会）

開催

　会場費、講師料、郵送費等　30万円

⒊その他

事務費・会議費（会員名簿作成、各システム

構築）10万円→承認された

座長：金田隆義

総合司会：荻野　晃、受付：中川浩彰

座長：宮島茂夫

座長：森下　忍
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12. ｢骨と関節の日｣行事予定　　 小林理事

テーマ：ロコモティブシンドロームと変形性膝

関節症

＜メイン行事＞

講演会

日 時：平成23年10月15日（土曜日）

　　　14：00〜16：45

場 所：大阪市立天王寺区民センター

　　　〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町7-57

【内容】

演題1：腰痛、膝痛のころばぬ先の杖

講  師：佐藤　哲也

　　　　（佐藤整形外科クリニック院長）

演題2：健康の第一歩は歩くことから

講  師：森田陽子（日本ウォーキング協会大阪事務

所事務局長　健康ウォーキング指導士）

ウォーキング実技指導

大阪府医師会後援　決定済

参加者：200名予定

＜サブ行事　平成23年＞

•淀川区みんなの健康展

日時：9月17日（土） 13：30〜16：00

場所：大阪市立淀川区民センター

【内容】 骨塩定量検査およびその解説と指導

出務予定医師　福井理事、中川理事、梁先生、

　　　　　　　安田先生

主催：淀川区医師会

•平野区健康まつり

日時：10月15日（土） 13：30〜16：00　

場所：平野区保健福祉センター

【内容】 講演会

演題：「いつまでも元気で健康に−健康寿命と

ロコモティブシンドロームについて−」

講師：長谷川利雄（長谷川整形外科医院　

OCOA副会長）

主催：平野区医師会

•羽曳野市ふれあい健康まつり

日時：10月16日（日） 10：00〜15：00

場所：総合スポーツセンター はびきのコロセアム

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導　

整形外科疾患の健康相談　整形外科医師が

３，４人出務

　主催：羽曳野市ふれあい健康まつり実行委員会

•西成区みんなの健康展

日時：10月22日（土） 14：00〜16:00　

場所：西成区民センター

【内容】骨塩定量検査およびその解説と指導

出務予定医師　森本副会長、森理事、三浦理

　　　　　　　事、竹中先生（非会員）

主催：西成区医師会　

•骨ケアフェスタ富田林

日時：11月13日（日）13：00〜

場所：けあぱる

【内容】 講演会

演題：「骨粗鬆症の話」

講師：山本　善哉　（やまもと整形外科医院）

骨塩定量検査およびその解説と指導　

健康相談

出務予定医師　４名

主催：富田林医師会

•住吉区健康祭り

日時：10月29日（土）15:00〜16:30　

場所：住吉区民ホール　

【内容】 骨塩定量検査およびその解説と指導

出務予定医師   白木隆士理事、北野安衛先生、

　　　　　　　三橋浩先生

主催：住吉区医師会

13. 第2回地域情報委員会　　 天野理事

平成23年7月28日15時〜

栗本、森本、長谷川、山本、天野、広瀬、長田、堀口、

森沢、小林、岸本、森下、石井、西澤、増田

主に柔整の問題を議論した

山本、広瀬、森本委員からの報告

•大阪医師国保における柔道整復師療養費は約

1.1億円、愛媛の370倍、全国の約1/3を占める

• 昨年11月、大阪府医師会は医師国保に対して

療養費の改善を目的とした要望書を提出

•医師国保の取り組み

　外傷以外のマッサージ以外の施術は違法、の

チラシ配布したが反応は鈍い

　受療回数の多い組合員に受療状況、病名、療養
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　費などの照会アンケート送付→25〜40%の回

答

　柔整側にもアンケート送付

　その結果、対前年度比、230万/月、13〜14%の

療養費減少、また大阪府国保でも5.2〜5.3%の

減少が見られた

•療養費の減少は、4部位が3部位になったから

かも知れない

•医師本人や家族が施術に関わっていることが

あるのは、医師自身が違法性や仕組みを理解

していない場合も多く、他科の医師にも啓蒙

活動を続ける

•生保の場合、施術を受けるには医師の同意書

を要するが、むやみに同意しないように呼び

かける

•柔整療養費は整形外科の診療費の中に含まれ

ているかも→糾明してゆく

•本年11月6日、品川で行なわれるシンポで

我々の取り組みと成果を発表する。この機会

に、全国医師国保、市町村国保にも働きかけを

行なう

14. 第25回JCOA学術集会・関西の準備状況

黒田理事

JCOA学術集会準備委員会

平成23年8月28日（日） 2:30〜 ハートンホテル

［滋賀］西岡、須津　［和歌山］山東、島、岩橋

［京都］山下、増田、菱本　［奈良］清水、仲西

［大阪］黒田、栗本、前中、阪本、山本、長谷川、

宮内、森本　［兵庫］山下、

⑴会長挨拶　参加者2000人、予算5500万円、　

演題300を目標　参加1500人なら赤字かも

　是非とも多く参加して欲しい。近畿圏内で

100題くらいを目標。趣意書を作成→業者の

広告募集

⑵主題訂正：→「11介護保険の実状と問題点」と

訂正する。

⑶8月7日：京都にて西岡、黒田、鄭と静岡県COA

幹部との会合(意見交換)

⑷セミナー：第４会場コメディカル用にも昼食

を提供する。

　セミナーの演題はできるだけ重ならないよう

に調整する。

⑸ポスターを廃止して、PC展示する。PC展示室

にPC50台必要か。

⑹前日セラピスト研修会はHCOA（兵庫）主催に

て予定通り行う。収益等はHCOAに帰属。

　前夜祭オフラインミーティングは14日

⑺産業医研修会

7月16日 ４演題（5単位）を予定 (京都)

座長（JCOAとの兼ね合い）、謝礼（55,500円＋

交通費）

演題名を兵庫県に連絡、来年3月までに日医の

事前審査を受ける。

⑻書籍の展示販売

　1社にしてほしい。→了承

⑼展示即売会

　各県にて少なくとも2社を推薦してもらいた

い。各府県に依頼→期限1週間

⑽スタッフのユニフォーム：上着を半袖シャツ、

色ブルー、

⑾会場ごとに責任者を決める。

　タイムキーパーをつける、時間厳守。

⑿参加者の教育研修会の申し込みは事前申し込

み制とする。

　インターネットおよびFAXにて申し込みを

受け付ける。当日参加は空席があれば参加で

きる。

⒀器械展示の募集

⒁抄録の査読チームは山下先生（兵庫）を中心に

編成する。

⒂エクスカーションは行わない。JCOA学術研

修委員会にて協議事項にあげる。ゴルフも学

会主催のものは行なわない

⒃懇親会（15日7時〜ポートピアホテル屋内で

手短に懇親に徹する）は申し込み制とするが、

当日参加も可とする。ネームプレートをつけ

てもらう。

＜会場と時間表＞

第1会場674名、第2会場300名、第3会場180

名、第4会場200名（コメディカルスタッフ用

会場）、第5会場180名、第6会場180名
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　セミナーを30題計画（事前登録制で混乱を避

ける）

【協議事項】

1. 大阪マラソン大会の出務費、会場費等

森理事

大阪マラソン（平成23年10月30日開催）で

OCOAとして大会運営に協力するとともに、

OCOAの認知度を上げる目的で広報として利用

したい。

•出務Dr. 

救護所19名、収容バス38名、

それ以外に、常任理事、理事、一般会員から、協

力して下さるDr．を募集。

合計100名の参加をめざし、全員OCOAロゴ

入りグッズを着用して宣伝活動する。

•出務費

救護所、収容バスに出務のDrには、大会運営側

から25,000円支払われる。ただし、一日を費や

す出務であるので、OCOAから更に5,000円上

乗せ補助して支払いたい。

救護所、収容バス以外の出務Drは出務費

10000円。→了承

•予　算

OCOAロゴ入り手提げ袋

OCOAロゴ入りブルゾン

OCOAロゴ入りT−シャツ

ハンガー

スルッとKANSAIカード

打ち上げ懇親会

→了承された

2. JCOAシンポジウム（H23　11/6・東京）

山本副会長

「国民の健康と医療制度を考える行政刷新会議

のその後−療養費審査について」

主催：日本臨床整形外科学会

日時：平成23年11月6日（日） 11：00〜16：00

場所：品川プリンスホテル　メインタワー

10F「ムーンストーン（旧名称：大津）」

次第：

進行：前中孝文（日本臨床整形外科学会理事）

11：00〜11：03　開会挨拶

　日本臨床整形外科学会理事長　藤野　圭司

11：04〜12：00　講演１

　「運動器医療と医業類似行為」

日本臨床整形外科学会医療システム委員会委

員　松本　光司

座長：角南義文（医療システム委員会アドバイ

ザー）

12：00〜13：00　昼食

13：00〜14：00　講演２

「自賠責保険をめぐる最近の話題」

社団法人日本医師会常任理事　藤川謙二 先生

座長：藤野　圭司

14：00〜16：00　シンポジウム

「療養費適正化の可能性について」

（シンポジスト5名）

進行：相原忠彦（医療システム委員会委員長）

山根敏彦（医療システム委員会副委員長）

藤川謙二 先生（社団法人日本医師会常任理

事）

美山博邦 先生（トランス・コスモス健康保険

組合常務）

廣瀬一史 先生（大阪府医師国民健康保険組合

理事）

山本　哲（日本臨床整形外科学会、医療システ

ム委員会副委員長）

円谷　順 先生（坂東総合法律事務所弁護士）

16：00〜16：03　 閉会挨拶

　日本臨床整形外科学会副理事長　田辺秀樹

16：30〜18：00　 情報交換会

　（会場を移動します）

対象：日本臨床整形外科学会会員、報道機関関係

者、保険者機能を推進する会を中心とした

保険者等

＊今年も参加する会員にはOCOAから出務費を

供出する。→了承

￥200

￥2000

￥900

￥100

￥1000 100名分

￥7000×60名

合計￥740,000
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3. OCOA研修会予定 長谷川副会長

234回研修会（9月17日：ANAクラウンプラザ：

4：30より：第一三共）

1「橈骨遠位端骨折の治療−診療ガイドライン

　発刊に向けて−」

奈良県立医大整形外科准教授　面川　庄平 

N(2,10)、日医(57,61) 、日手会（4:骨折・脱臼・

靭帯損傷）

2「医療安全−病院での取り組みを診療所に活

　かせるか−」

名古屋大学医学部附属病院　医療の質・安全

管理部教授　長尾　能雅

N(14) 、日医(5,10)

235回研修会（10月22日：ウェスティン:4:00よ

り：帝人）

1「ロコモティブシンドロームの実態とビデオ

　体操プログラム」

和歌山県立医科大学　整形外科講師　橋爪洋

N(4,13) 、RE（運動器リハビリ）、日医(11,60)、

日医健康スポーツ

2「変形性膝関節症の保存治療−スポーツ障害

　から高齢者の変形性膝関節症まで−」

済生会新潟第二病院　整形外科部長　速水正

N(2,12)、S（スポーツ）、日医(61,84) 、日医健

康スポーツ 

後援研修会（23.10.29：ウェスティン:5：30より:

小野）

Osteoporosis update seminar

Opening Remarks

「これからの骨粗鬆症治療戦略」

近畿大学医学部堺病院　整形外科 教授

菊池 啓

 N(4,7)、SS（脊椎脊髄病医）、日医(2,77)

Closing Remarks

→後援研修会（平成23年11月19日：骨粗鬆症フ

ォーラム：イーライ・リリー：4：30：ホテル阪神）

フォルテオ

Opening Remarks

1「高齢者における転倒の実態とその予防」

徳島大学　リハビリテーション部　准教授

高田　信二郎

N(4,11)、RE（運動器リハビリ）、日医(11,70) 、

日本リハビリテーション

2「ロコモティブシンドロームに対する整形

外科医の役割」

産業医科大学　整形外科　准教授

酒井　昭典

N(13,14) 、RE（運動器リハビリ）、日医(19,62)

Closing Remarks　

236回研修会（11月26日：ANAクラウンプラザ

:4:30より：久光）

1「骨・軟部腫瘍の画像診断　効率的診断と専門

　医への紹介のコツ」

京都大学整形外科講師　中山　富貴（10/1よ

り公立豊岡病院　整形外科部長）

2「運動器慢性痛の課題と保存療法」

愛知医科大学医学部　学際的痛みセンター　

教授　牛田享宏

N(7,13) 、RE（運動器リハビリ）、日医(60,73)

12月は研修会を開催しない。

237回研修会（1月28日：ANAクラウンプラザ

:4：30：日本臓器）

1「投球障害肩：エビデンスに基づいた診断と治

療」

　大阪医科大学整形外科助教　三幡輝久

2「神経障害の病態からみた腰椎疾患」

　山口大学 整形外科　教授　田口 敏彦 

→後援研修会：：「骨・関節フォーラム 」（平成24

年2月4日：4：00〜中外）

opening remarks 

1「骨粗鬆症関連」

　東京慈恵医科大学　整形外科　講師　斉藤充

2「変形性膝関節症」

栗本一孝 会長

座長：堀口泰輔

座長：右近良治

森本清一 副会長

総合司会：稲垣泰司　受付：太田信彦

座長：石井正治

座長：森　泰壽

総合司会：白木隆士　受付：白川貴浩

座長：堀口泰輔

 座長：宮内　晃

栗本一孝 会長

座長：堀口泰輔

座長：長谷川利雄 副会長

総合司会：貴島浩二、受付：今井　秀

座長：宮田重樹

座長：矢倉久義

総合司会：岩本斗伸　受付：山口康二

座長：田上実男

座長：石橋伊三郎

栗本一孝 会長

座長：三浦光也

阪本邦雄 副会長
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　九十九里ホーム病院　整形外科　岡崎壮之

3「医療安全とコンフリクトマネージメント」　

　自治医科大学呼吸器外科教授　長谷川剛

closing remarks

238回研修会（2月18日：グランビア：4：00：科

研）

1「関節リウマチによる上肢の機能障害と治療

　−手術のタイミングと治療成績について−」

慶應義塾大学医学部整形外科学教室　専任講

師　池上博泰

2「鑑別に注意を要する股関節障害の診断と治療

　−SIF,FAI, 関節唇損傷を中心に−」

大阪大学大学院医学系研究科　運動器医工学

治療学 准教授　西井孝

→後援研修会：（平成24年2月25日）：旭化成

PTH週1製剤

opening remarks

講演1「学童期の肘や肩のスポーツ傷害と

　　　その治療」

　大阪医大整形外科教室　助教　渡邉千聡

講演2  演題：未

埼玉医科大学整形外科　講師　田中伸哉

closing remarks

239回研修会(3月17日：帝国：5：00より：大塚)

びわこ成蹊スポーツ大学教授

大久保　衞先生「スポーツ」

→後援研修会：「大阪ペインフォーラム」

 （平成24年3月31日：4：00から：ファイザー：リ

ーガロイヤル）　リリカ

opening remarks

1「ペイン」

　大阪医科大学麻酔科　教授　南　敏明

2「スポーツ」

　聖マリアンナ医科大学整形外科　教授

　別府　諸兄

closing remarks

4．JCOA学術集会関西の抄録査読委員の委嘱に

ついて 長谷川副会長

•平成24年JCOA学術集会関西では約300題の

演題募集を想定している。

•演題はUMINシステムを用いて募集

•演題の採否は1演題に付き査読委員1〜2名を

委嘱する予定で検討中。

•ついてはOCOAから査読委員を35〜40名推

薦依頼する予定

•採否の判定はメールにてaccept、reject、

revisionの3様

•評価基準

⒈オリジナリティーはあるか。 

⒉方法が科学的か。

⒊論理構成は適正か。

⒋医学進歩に対して有益か。

⒌倫理的な配慮はなされているか。

⒍「はじめに」、「目的」、「対象と方法」、「結果」、

「考察」、「結論」の形式が保たれているか。

•最終4月合同プログラム委員会で決定

•11月から募集予定

5．会報に関して 中川理事

⒈第36号OCOA会報に掲載された顔写真に関

してクレームが2件あった。

今後の対策として、原稿と一緒に写真を送っ

ていただきたい。

写真掲載を希望しない場合は意思表示をして

頂く。

⒉会報の送付部数について

慣例で執行部や一部関係者には複数送付して

いる。送付冊数を再度検討する。

また、会長代行には新入会員等に配る目的で

複数保管していただく。

6．来年のJCOA理事改選選挙 前中副会長

大阪からの候補を来年2月までに候補を絞りた

い。これまでの慣習で在阪5大学から担当を回

してきており、次回は大阪医大から選ぶ方向で

検討中。

最終決定は、常任理事会に一任

座長：前中孝文 副会長

森本清一 副会長

総合司会：新田　望　受付：永田行男

座長：宮島茂夫

座長：阪大

栗本一孝 会長

座長：中川浩彰

座長：太田信彦

山本　哲 副会長

栗本一孝 会長

座長：長谷川利雄 副会長

座長：藤本啓治

森本清一 副会長
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7．その他 栗本会長

①9月23日　参議院議員　梅村聡　医療フォー

ラムIN大阪が開催される。

　来年の診療報酬改訂に向けての討論会の予

定。多くの参加をお願いしたい。

②来年OCOA学術研修会7月はJCOA学会の関

係で中止、その代わり6/30に研修会を行なう

7月担当の中外製薬は、OCOA研修会協賛を

中断する方向。

代わりにファイザー、ヤンセンの2社の立候

補があった。ファイザーにお願いする意向で

ある。　

③JCOA学術賞の推薦を10/31までに栗本会長

まで。

④八幡先生叙勲のお祝いは、次回総会の折に機

会を設ける方向で進める。

平成23年度　第3回理事会議事録

日　時 ： 平成23年12月3日（土）

　　　　15：00〜18：00

場　所 ： ハービスPLAZA５階会議室

大阪市北区梅田2-5-25

TEL06-6343-7350

参加者（順位不同、敬称略）

会　長 ： 栗本一孝、　会長代行 ： 森本清一

副会長 ： 阪本邦雄、長谷川利雄、前中孝文、

山本　哲

理　事 ： 　

今井　秀、右近良治、大島正義、太田信彦、

岸本成人、黒田晃司、小林正之、澤田　出、

柴田和弥、白川貴浩、白木隆士、田上実雄、

中川浩彰、永田行男、早石雅宥、福井宏有、

藤本啓治、堀口泰輔、増田　博、松矢浩司、

三浦光也、宮内　晃、宮島茂夫、宮田重樹、

森　泰壽、森下忍、矢倉久義、山口康二

参　与 ： 坂本徳成　（合計 35名）

＜報告事項＞

1. 会員動態（前回の理事会以降） 森本副会長

平成23年9月3日（前回理事会）以降の新会員

大川卓海（和泉市・奈良医大・H13年卒）

山本龍範（東淀川区・関西医大・H5年卒）

平成23年9月3日（前回理事会）以降の退会者

平成23年9月3日（前回理事会）以降の物故者

平成23年1月末現在

一般会員数　　468名

顧問　　　　　  11名

名誉会員　　　  14名

計　　　　　　493名

2. 大阪府医師会医学会運営委員会報告

森理事

⒈大阪府医師会学術講演会

平成23年9月22日（木）

「肘と手の痛みを来す疾患〜その診断と外来

での対処の仕方」

大阪医科大学名誉教授、春秋会城山病院顧問

阿部 宗昭　先生

出席者数：74名

⒉大阪府医師会医学会総会

　平成23年11月6日（日）

①一般演題（パネル展示）

当会から

黒田 晃司前会長が「堺市における公立小、中

学校児童の脊柱側弯検診」について

西川 正治理事が「堺市医師会　地域連携パス

作成および運用システム」について

発表されました。

②医学会評議員会

　当会から阪本 邦雄副会長、栗本 一孝会長、小

林理事、森理事が出席。

③特別講演

　「循環器疾患を学んで42年間」関西医科大学附

属滝井病院院長　岩坂 壽二先生が講演。

④第43回医療近代化シンポジウム

座長：上田 真喜子　理事（大阪市立大学大学

院医学研究科−病理病態学−）
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主題：「がん診療の最近の進歩」

市立堺病院院長　古川 洋 先生

大阪府立急性期、総合医療センター医務局長

谷尾 吉郎 先生

大阪市立大学大学院医学研究科消化器外科学

病院教授 　大杉 治司 先生

京都大学大学院医学研究科放射線腫瘍学 画

像応用治療学教授　平岡 真寛 先生

の4名が、それぞれの分野の立場からがん治療

の進歩を語ってくださいました。

3. 第1回大阪マラソン大会 森理事、阪本副会長

平成23年10月30日（日）に開催されました。

•12月8日にスタッフミーティング（反省会）が

あります。都合のつく方は参加して下さい。

•今回OCOAから57名が参加しました。次回も

同じ様に参加するのかどうか検討して下さい

•大阪マラソン会計報告（阪本副会長）→資料

　合計1,893,753円の支出

4. JCOA第4回理事会報告 前中副会長→資料

日　時：平成23年10月16日(日)

場　所：ホテル　東日本盛岡3Ｆ「鳳凰の間」

岩手県盛岡市大通3−3−18

出席者：前中　孝文（理事　近畿）他21名

•「治療用装具の療養費を受領委任払いにする

事」に対する対応について

柔整の受領払いを問題視している関係があ

り、要望書提出を取り消すことに決定した。

•医師国保療養費問題について

「負傷原因報告書」、「療養費支給申請書」の審

査、審査結果によって返還がある事の広報で

療養費が減少する事例の報告があった。（中四

国）

上記資料をPDF化しホームページからダウン

ロードできるようにする事→承認（藤田理事）

•JCOAに税務調査があった件について

長崎の学術集会会計にも税務調査が入ったと

聞いたが？（栗本会長）

次回の関西でのJCOA学術集会でも残金があ

れば返金するのかどうかは、次回のJCOA理

事会で協議する予定（前中副会長）

5. 代替医療に関する講演会報告（11月5日 枚方市）

森下理事

枚方市医師会で「医師国保と柔整との関連につ

いて」OCOA　石井理事が講演（参加者20数名）

内科医より知らないことが多く参考になった、

柔整への同意書を見直すという意見を頂いた

6. 23年度骨と関節の日報告 小林理事→資料

テーマ：ロコモティブシンドロームと変形性膝

関節症

＜メイン行事＞

日時：平成23年10月15日（土曜日）

場所：大阪市立天王寺区民センター

【内容】

演題1：腰痛、膝痛のころばぬ先の杖

講師：佐藤　哲也

（佐藤整形外科クリニック院長）

演題2：健康の第一歩は歩くことから

ウォーキング実技指導

講師：森田陽子

（日本ウォーキング協会大阪事務所事務局長

　健康ウォーキング指導士）

参加者：165名

チラシ：2,000部　　ポスター(A3)：250部　

葉書：2,000部

＜サブ行事　平成23年＞

•淀川区みんなの健康展

日時：9月17日（土）13：00〜16：00

場所：大阪市立淀川区民センター

•平野区健康まつり

日時：10月15日（土）13：30〜16：00

場所：平野区保健福祉センター

•羽曳野市ふれあい健康まつり

日時：10月16日（日）10：00〜15：00

場所：総合スポーツセンター はびきのコロセアム

•西成区みんなの健康展

日時：10月22日（土）14：00〜16：00 

場所：西成区民センター

•住吉区健康祭り
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日時：10月29日（土）15：00〜16：30

場所：住吉区民ホール

•骨ケアフェスタ富田林

日時：11月13日（日）13：00〜

場所：けあぱる

来年の予定については連絡して下さい。

7. 平成23年度第2、3回医療システム委員会（東京）

山本副会長→資料

第２回医療システム委員会

日　時 ： 平成23年9月25日（日）

場　所 ： 品川プリンスホテル

ノースタワー420号

⒈平成23年度JCOAシンポジウム（打ち合わせ）

⒉第85回日整会学術総会のパネル（変更の可能

性あり）5月20日

⒊会員配布アピールポスター　最終案で決定

今回JOAのポスターが良いのがなかったので

JCOAのポスターをJOAと連名で使わせてほ

しいとの事。

⒋千葉大学名誉教授　守屋秀繁先生　九州の柔

整師会で講演

「変形性膝関節症の病態と治療」

「関節液貯留のない、可動域正常は柔整師が治

療したらいいのでは？」との発言に抗議した

所、謝罪文が届き、日本柔道整復接骨医学会会

長を辞任された

⒌民主党参議院議員　大島九州男氏の政治資金

に関して

｢東日本大震災復興・支援する集い｣　（6月19

日　北九州市）を開催し、総額350万円のうち

約40万円だけを日赤へ、70万円を政治資金へ

第3回医療システム委員会

日　時 ： 平成23年11月6日（日）

場　所 ： 品川プリンスホテル（東京）

メインタワー（やまぼうし）

①平成23年度日本臨床整形外科学会シンポジウム

国民の健康と医療制度を考える　行政刷新会

議のその後

講演1：運動器医療と医業類似行為

講演2：自賠責保険をめぐる最近の話題　　　

社団法人日本医師会常任理事　藤川謙二先生

②JOA広報・渉外委員会（平成23年11月5日）

医業類似行為周辺問題Ｑ＆Ａ改定は来年6月

以降から着手し秋に完成予定

③ＪＢ日本接骨師会：保険者を訪問し協力要請

している。

•「患者と柔整師の会」を全国規模で開催してい

る

•認定・登録柔道整復師制度構想がある

国家試験以外に再度試験をして柔整師の中の

柔整師を作りたい

大島九州男議員が柔整師の質の向上をして医

師と同じ扱いを希望

→この構想と連動している可能性が大きい

この構想には必ず研修病院が必要→安易に引

き受けないように注意喚起

④梅村議員主催のフォーラム「医療フォーラム 

IN 大阪」9月23日

安達秀樹氏（京都府医師会副会長）の発言

健康保険組合は会計の収支報告書に柔道整復

療養費は別会計にすべき、また今年の医療経

済実態調査の保険者調査では療養費分を独立

して出すように求めている

⑤エコーについて

整形外科医がもっとエコー検査にたずさわる

必要がある

医療用の中古エコーが柔整に買われている

整形外科では保険請求がなかなか認めてもら

えないので普及しない

日本整形外科学会社会保険委員会ではできる

だけ請求を認めて、普及を促進する

8．平成23年度第2回、3回JOA広報・渉外委員会　

（東京） 山本副会長→資料

第2回広報・渉外委員会

期　日 ： 平成23年9月8日（木）

場　所 ： KKR HOTEL TOKYO

11階「松の間」

•平成24年度「運動器の10年・骨と関節の日」

　事業のテーマ「ロコモティブシンドロームの要

因としての骨折の予防と治療」が承認された。
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•10月8日（金）電話相談室について

•メルマガの活用について

•平成23年度アピールポスターの件

•平成24年9月13日木曜アルカディア市ヶ谷で

「ロコモティブシンドロームの要因としての

骨折の予防と治療」をテーマに帝京大学の松

下教授を説明者とすることとした。

•患者説明用パンフレット

　平成24年度は「上腕骨近位部骨折」「腰椎圧迫

骨折」を制作することとした。

平成23度　第3回広報・渉外委員会

山本副会長→資料

期　日 ： 平成23年11月5日（土）

場　所 ： 日整会事務局　4階会議室

（前中孝文、山本　哲）

①ロコモ チャレンジ！推進協議会活動

新たに会員としてアステラス製薬株式会社、

準会員として味の素株式会社が会員となっ

た。

②毎日ムックについて

特集2「スーパードクターが答える　整形外科

Q&A」で取り上げられる医師の選定は、

すべて日本整形外科学会が行うということで

なければまずいのではないか。

特集2の「治療」には「ＰＬＤＤ(経皮的レーザ

ー椎間板減圧術)」など治療の妥当性について

いまだ議論がある治療法が含まれていること

は問題である。

9．平成23年度　第2回大阪府医会連合代表者会議

山本副会長→資料

日　時 ： 平成23年11月24日(木)　

場　所 ： 大阪府医師協同組合別館　5階

日本医師会としては国民皆保険の堅持、医療の

安全と安心の確保が約束されない限り

ＴＰＰへの参加に反対

10．研修会報告 長谷川副会長→資料

234回研修会（9月17日ANAクラウンプラザ：第

一三共）193名

1「橈骨遠位端骨折の治療−診療ガイドライン

　発刊に向けて−」

奈良県立医大整形外科准教授　面川　庄平 

N(2,10)、日医(57,61) 、日手会（4:骨折・脱臼・

靭帯損傷）

2「医療安全−病院での取り組みを診療所に活

　かせるか−」

名古屋大学医学部附属病院　医療の質・安全

管理部教授　長尾　能雅

N(14) 、日医(5,10)

235回研修会（10月22日：ウェスティン：帝人)

213名

1「ロコモティブシンドロームの実態とビデオ

　体操プログラム」

和歌山県立医科大学　整形外科講師　橋爪洋

N(4,13) 、RE（運動器リハビリ）、日医(11,60)、

日医健康スポーツ

2「変形性膝関節症の保存治療〜スポーツ障害

　から高齢者の変形性膝関節症まで〜」

済生会新潟第二病院　整形外科部長　速水正

N(2,12)、S（スポーツ）、日医(61,84) 、日医健

康スポーツ

後援研修会（10月29日：Osteoporosis update 

seminar：ウェスティン:小野）249名

「これからの骨粗鬆症治療戦略」

近畿大学医学部堺病院　整形外科 教授

菊池 啓

 N(4,7)、SS（脊椎脊髄病医）、日医(2,77)

後援研修会（11月19日：骨粗鬆症ファーラム：イ

ーライ・リリー：ホテル阪神）111名

1「高齢者における転倒の実態とその予防」

徳島大学　リハビリテーション部　准教授　

高田　信二郎

N(4,11)、RE（運動器リハビリ）、日医(11,70) 、

日本リハビリテーション

2「ロコモティブシンドロームに対する整形外

科医の役割」

産業医科大学　整形外科　准教授

座長：宮田重樹

座長：矢倉久義

総合司会：岩本斗伸　受付：山口康二

座長：田上実男

座長：石橋伊三郎

座長：三浦光也

座長：堀口泰輔

座長：右近良治

総合司会：貴島浩二、受付：今井　秀
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酒井　昭典

N(13 ,14 )  、RE（運動器リハビリ）、日医

(19,62)

236回研修会(11月26日：ANAクラウンプラザ：

久光)189名

1「骨軟部腫瘍の画像診断　効率的診断と専門

医への紹介のコツ」

京都大学整形外科講師　中山　富貴（10/1よ

り公立豊岡病院　整形外科部長）

N(1,5)、日医(2,15)

2「運動器慢性痛の課題と保存療法」

愛知医科大学医学部　学際的痛みセンター　

教授　牛田享宏

N(7,13) 、RE（運動器リハビリ）、日医(60,73)

11．第2回JCOA学術研修委員会報告

長谷川副会長→資料

日時 ： 平成23年9月25日（日）　東京

•第24回ＪＣＯＡ学術集会(長崎)の報告

学会参加者数：1067名

応募演題215題、不採用演題数：3題、キャンセ

ル演題数：3題

懇親会：421名

•第24回ＪＣＯＡ学術集会・関西

ポスター展示に替わるＰＣ閲覧について

スライドの内容を説明する説明文がいるので

はないか。→実施困難

学術集会(関西)におけるエクスカーションに

ついて→各種イベントはJTB主催

•平成29年度学術集会と研修会の開催地の決定

→資料

平成24年度学術集会は関西、研修会は山形

平成25年度学術集会は静岡、研修会は和歌山

平成26年度学術集会は秋田（仙台開催）、研修

会は高知。

平成27年度学術集会は山口、研修会は沖縄。

平成28年度学術集会は北海道、研修会は中部

•演題数の確保、増加および学術集会参加者を

増やすための方法の検討*

•次回委員会について：

平成24年4月8(日)JCOA合同プログラム委員

会・学術研修委員会は大阪開催。

ハービス大阪にて11：00〜13：00

（関西からは西岡淳一、黒田晃司、鄭仁秀、山下

仁司先生にご出席いただきたい）

•本委員会以後のコメディカルの資格

現在までコメディカルの職域については曖昧

であった。

JCOA学術研修委員会の議論では医師、看護

師・准看護師、PT・OT・STに限定すべきでは

ないかという意見が大半であった。（栄養士は

可、柔整は不可）

12．第5回セラピスト研修会資格継続研修会報告

長谷川副会長、阪本副会長

•日時 ： 平成23年11月13日（日）

13：00〜17：30

（4単位の講義：完全受講）

•場所 ： 大阪市立西成区民センター

•講演

講演1：「「下肢のリハビリテーション」

＜1：05−2：05＞

白木整形外科クリニック　院長

白木 隆士　先生

講演2：「ロコモテイブシンドロームと運動器

不安定症」＜2：10−3：10＞

森下整形外科・リウマチ科　院長

森下　忍　先生

講演3：「上肢のリハビリテーション」

＜3：20−4：20＞

今里いながき整形外科　院長

稲垣 泰司 先生

講演4：「脊椎のリハビリテーション」

＜4：25−5：25＞

やすだ整形外科　院長　安田 忠勲 先生

•参加者：210名（会員医療機関179、非会員31）

平成23年11月13日　第5回セラピスト資格継

続研修会事業収支報告（阪本副会長）

今年は余剰金が217,806円で多かった。テキ

総合司会：稲垣泰司　受付：太田信彦

座長：石井正治

座長：森　泰壽
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スト配布等を検討。→資料

13．JCOA自賠責・労災担当会 中川理事

日時 ： 平成23年11月27日（日曜日）

場所 ： 品川プリンスホテル

メインタワ−24階「クリスタル」

OCOAより、中川理事、宮内理事が参加、総勢

58名参加

①健康保険使用による問題点は、外資系・通販型

損保の健保使用の強要や病院での受診時の健

保使用が勤務医の認識の低さもあり、特に入

院時に使用されることが多くなっていること

である。

昭和43年10月12日厚生省保険局保険課　国

民健康保険課長通知により損保の誘導により

健保を使用することが可能となり、さらに平

成23年8月9日新課長通知が発せられ、さらに

交通事故の治療に健保使用が増加する危険性

がありそうである。

交通事故における社会保険利用率は平成16年

度から件数の10％ほどだが、その金額では全

国平均28.5％、特に大阪では43.5％となって

いるのが現状である。

健保使用時には一括支払いは拒否し、自賠責

様式での診断書、後遺症診断書が書けないこ

ともあることを患者に伝えておく必要性があ

る。

②講演「日本医師会労災・自賠責委員会報告」

　社団法人日本医師会常任理事　藤川謙二先生

交通事故診療における健保使用に関して、ア

ンケ−ト調査を行った。その結果は外来では

10〜20％であったが、入院では50〜60％も

使用されていた。30％は第三者行為の届け出

がなされず求償できていない。交通事故に健

康保険を使用する理由の85〜90％が損保会

社からの指示であり、本人の意思は10％でし

かなかった。

14．第25回ＪＣＯＡ学術集会・関西の進行状況

黒田理事、長谷川副会長、山本副会長

■JCOA学会の進行状況について

第一回目のお知らせを送っている。

演題の応募方法など、山下先生と長谷川先生

が纏めてくれている。

投稿は殆どパソコンで行う（ユーミン）案内が

ホームページにでている。

このお知らせ冊子を11月上旬に発送する。

近畿からは100題以上の演題をお願いした

い。

■セミナー開会（オープニング）について

開会の挨拶前に東大の川口先生の講演会（変

形性関節症セミナー）を行いその後に開会す

る。

ランチョンセミナーは5会場、第6会場はコメ

ディカル会場にする。

人工関節、脊柱と上肢・下肢の手術療法につい

ても準備。

自賠責スポンサーは久光に決定している。

セミナーの演題を明らかにし整理が必要、ま

た、2日目のランチョンで骨粗鬆症の演題が重

なったので調整した。

■参加費について

例年通り参加費は12,000円

原則ＰＣでカードを使って振り込む。できる

場合は振込用紙をＪＴＢから発送する。

■懇親会について

立食形式　10,000円　二次会込み、

挨拶は西岡先生と藤野先生のみの予定

■広告募集について

現在11社→30社位に増やしたい

広告の集まりが悪いので各メーカーMRに働

きかけをお願いしたい。

＜広告掲載・寄付・セミナー開催メーカー＞

大正富山（100万寄付）、科研、日本臓器、

大塚、帝仁、ファイザー、小野、久光、旭化成、

エーザイ、第一三共、中外、イーライリリー、

参天、MSD、アステラス

＜反応無しメーカー＞

武田、田辺三菱、鳥居、ツムラ、帝国、

大日本住友、マルホ、塩野義、GSK、大鵬、

東和、三和科学、三笠、日本ケミファ、

ノバルティス、ゼリア、協和発酵キリン、興和
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■参加申込みの振込先

口座開設について事務局をJTBにして依頼

■前日の夜の各県代表者会議

→各県代表者懇親会として行う。

15．近畿ブロック会 栗本会長→資料

日時 ： 平成23年11月5日（土）

場所 ： ホテルグランビア京都　3F　金葉の間

出席者31名（敬称略）

①ＪＣＯＡ事務局に国税調査が入った件につい

て

②第25回ＪＣＯＡ学術集会・関西の進行状況

16．第38号OCOA会誌の件 中川理事

①難波の先駆者は、近大教授浜西千秋先生に依

頼する

【協議事項】

1. ホームページの変更について 山本副会長

⒈一般のページに

地区別の会員診療所の案内、入会案内、ロコモ

の啓発記事を作成する。

⒉会員ページに

会報　No.1〜、過去の研修会、理事会からの会

員へのメッセージ、

JCOAメーリングリストからの役立つ情報を

ピックアップ（自賠、柔整、保険、セラピスト）、

メーリングリストへの勧誘を作成する。

⒊理事会のページに

理事会、各委員会情報を追加する。

•雑誌にはそのまま載っている（前中副会長）

•議事録を簡素化し、資料をつける（宮田理

事）

•先日の裁判の件で個別の名前（特に裁判関

連）を載せていいのかどうか？

•会報には資料を載せない（宮田理事）

•ホームページ管理業者に少しずつ依頼す

る。１万/月　支払っている。

　キーワード検索は不要（岸本理事）

•我々は法人ではない。その議事録に関して

何か法的問題はあるか？（黒田理事）

　実名を出した場合に問題になることがあ

る。（山本副会長）

2. 研修会予定 長谷川副会長

237回研修会（1月28日：ANAクラウンプラザ

:4：30：日本臓器）

1「投球障害肩：エビデンスに基づいた診断と治

療」

　大阪医科大学整形外科助教　三幡輝久

　N(2,9)、S(スポーツ医)　、日医スポーツ

2「神経障害の病態からみた腰椎疾患」

　山口大学 整形外科　教授　田口 敏彦

N(1,7) 、SS（脊椎脊髄病医）

日医単位（57,60,61,63）

後援研修会：「骨・関節フォーラム」（平成24年2

月4日：4：00~中外）：

場所 : チサンホテル新大阪「チサンホール」

06-6302-5571

opening remarks 

1「 骨粗鬆症の予防と最新治療ガイドライン」　

東京慈恵医科大学　整形外科　講師　斉藤充

N(4,7)、SS（脊椎脊髄病医）, 日医(11,77)

2「変形性膝関節症の保存療法と手術へのタイ

ミング」

九十九里ホーム病院　整形外科　岡崎壮之

N(12,13) 、RE（運動器リハビリ）、日医(2,61)

3「インフォームドコンセントと医療過誤〜医療

事故・紛争をなくすために、判例から学ぶこと〜」

N(14) 、日医(5,8)

自治医科大学呼吸器外科教授　長谷川剛

closing remarks

238回研修会（2月18日：グランビア：4：00：科研）

1「関節リウマチによる上肢の機能障害と治療

　−手術のタイミングと治療成績について−」

総合司会：白木隆士　受付：白川貴浩

座長：堀口泰輔

 座長：宮内　晃

栗本一孝 会長

総合司会：山本　哲 副会長

座長：堀口泰輔 理事

座長：藤本啓治 理事

座長：前中孝文 副会長

追加発現：阪本邦雄 副会長

長谷川利雄 副会長

総合司会：新田　望　受付：永田行男
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慶應義塾大学医学部整形外科学教室　専任講

師　池上博泰

N(6,10)、R(リウマチ), 日医(19,61), 日本リウ

マチ学会・財団、日本手外科(10：炎症性疾患)

2「鑑別に注意を要する股関節障害の診断と治療

　−SIF,FAI, 関節唇損傷を中心に−」

大阪大学大学院医学系研究科　運動器医工学

治療学 准教授　西井孝

N(2,11) 、S（スポーツ）、日医(57,62)、日医健

康スポーツ

後援研修会（平成24年2月25日：リッツカール

トン:5:30旭化成)

opening remarks 

講演1「スポーツ肩肘障害の超音波診断」　　　

大阪医大整形外科教室　助教　渡邉千聡

N(2,9)、S(スポーツ医), 日医(2,61)

講演2「骨粗鬆症患者の骨折予防とQOLの維持

−骨形成促進薬を用いた治療戦略−」

埼玉医科大学　整形外科教室　講師

田中伸哉

N(4,7) 、SS（脊椎脊髄病医）、日医(19,77)

closing remark

239回研修会（3月17日：帝国：5：00より：大塚)

1「人工関節のupdate」

三重大学大学院　整形外科　講師　長谷川 

正裕

N(11,12)、日医(2,61)

2「日常診療におけるスポーツ外傷・障害の治療」

びわこ成蹊スポーツ大学教授

大久保　衞先生

N(2,12) 、S（スポーツ）、日医(57,84)、日医健

康スポーツ

後援研修会「最新整形外科フォーラム」（3月31

日：5：00から：ファイザー ：リーガロイヤル）　

リリカ

opening remarks 

1「ペイン」

　大阪医科大学麻酔科　教授　南　敏明

2「スポーツ」

聖マリアンナ医科大学整形外科　教授

別府　諸兄 

closing remarks

平成24年度　OCOA研修会日程

240回研修会（4月21日：ANAクラウンプラザ：

4：30：大正富山）

1「関節リウマチ治療のup-to-date−骨関節破壊

制御はどこまできたか−」

富山大学整形外科　木村友厚　教授

2「股関節の外来診療」

　関西医科大学整形外科　飯田寛和　教授

241回研修会（5月12日：阪急インターナショナ

ル：4:30：エーザイ）

1「慢性疼痛の治療−リエゾン診療からわかっ

たこと−」

福島県立医科大学医療人育成・支援センター

兼医学部整形外科准教授　大谷晃司

2「スポーツの講演」

近畿大学医学部堺病院リハビリテーション科

准教授　辻本晴俊

242回研修会（6月16日：ザ・リッツカールトン：

4:30：小野）

1「下肢骨折」

春秋会城山病院　整形外科部長　熊野穂積

2「メーカー 　　　　　　　　」

243回研修会（6月30日：ウェスティン：4:30：フ

ァイザー）

（JCOA学術集会のため7月からの変更）

「骨軟部腫瘍」

　大阪大学整形外科講師　中　紀文

244回研修会（8月25日：リーガロイヤル：4:30：

旭化成）

　大阪市大

座長：宮島茂夫

座長：岸本成人

 

栗本一孝 会長

座長：中川浩彰

座長：太田信彦

山本　哲 副会長

総合司会：三浦光也　受付：金田隆義

座長：宮田重樹

座長：阪本邦雄

栗本一孝 会長

座長：長谷川利雄

座長：藤本啓治

森本清一 副会長

総合司会：宮島茂夫　受付：森　泰壽

座長：右近良治

座長：藤本啓治

総合司会：白木隆士　受付：森下　忍

座長：今井　秀

座長：永田行男

総合司会： 　受付：

座長：堀口泰輔

座長：
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245回研修会（9月29日；ANAクラウンプラザ：

4:00；第1三共）

246回研修会（10月20日：ウェスティン：5:00：

帝人）

247回研修会（11月  日：　　：　　：久光）

3. 療法士会研修会 長谷川副会長

運動器リハの専門療法士を育てていく目的でＯ

ＣＯＡ療法士会を進めていく

日　時 ： 平成24年1月29日（日）10：00〜16：00

場　所 ： 大阪医科大学　臨床第一講堂

テーマ ： 『整形外科領域の疼痛を考える』

〜明日から使える疼痛への取り組み方〜

参加費 ： 会員・学生：無料　非会員：1,000円

■本日の理事会承認後、会員に案内送付予定

■会員証作成の件

■講師費用5万円、出務費総額3万円（1人3000

円）について

•参加資格の件で医療従事者の中に柔整師も

入っているのか（澤田理事）⇒入っていな

い。

•療法士委員会にお金を支払い、そこから療

法士会に出すようにした方が良いと思う

（黒田理事）

•現在事務局が当院にあり、事務作業が多い

ので事務局分散を考慮してほしい（中川理

事）

•来年２月頃までに予算等を含め原案を出し

てもらい、検討します（長谷川副会長）

4. その他

栗本会長から次期会長候補を推薦して欲しいと

の発言あり。

⇒右近理事から森本清一副会長を推薦したいと

の発言があり、出席理事全員の拍手で承認した。

議事録担当：藤本啓治、宮田重樹

平成23年度　第4回理事会議事録

日　時 ： 平成24年3月3日（土）

　　　　15：00〜18：00

場　所 ： ハービスPLAZA６階会議室

大阪市北区梅田2-5-25

TEL06-6343-7350

参加者（順位不同、敬称略）

会　長 ： 栗本一孝、　会長代行 ： 森本清一

副会長 ： 阪本邦雄、長谷川利雄、前中孝文、

山本　哲

理　事 ： 　

天野敬一、石井正治、今井　秀、右近良治、

太田信彦、斧出安弘、金田隆義、岸本成人、

黒田晃司、小林正之、澤田　出、白川貴浩、

白木隆士、田上実雄、中川浩彰、永田行男、

西川 正治、早石雅宥、福井宏有、藤本啓治、

堀口泰輔、増田　博、松矢浩司、三浦光也、

宮島茂夫、宮田重樹、森　泰壽、森下　忍、

矢倉久義、山口康二

参　与 ： 坂本徳成、前野岳敏　（合計 38名）

【報告事項】

1. 会員動態（前回の理事会以降） 森本副会長

平成24年2月末日現在

一般会員数　　471名

顧問　　　　　  11名

名誉会員　　　  14名

計　　　　　　496名

【新入会】

神藤佳孝（阿倍野区・和歌山医大・S61年卒）

徳原善雄（鶴見区・大阪市大・H12年卒）

明石健一（富田林市・近大・Ｈ11年卒）

2. JOA安全医療推進委員会

　　

　前中副会長

日時 ： 平成24年1月14日（土）

場所 ： 日本整形外科学会事務所4階会議室

•委員会内部報告事項

⑴平成23年度第1回安全医療推進委員会議事録

　前回の議事録を確認した。

しんとう
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⑵ビスホスホネート製剤の添付文書再改訂につ

いて

添付文書改訂について、以下の企業から報告

を受けた。

・味の素製薬株式会社　・エーザイ株式会社

・MSD株式会社　・帝人ファーマ株式会社

・ノバルティスファーマ株式会社

3. JCOA第5回理事会報告

　　

　前中副会長

日時 ： 平成23年12月18日(日)

場所 ： 東京都中央区　ロイヤルパークホテル

[審議事項]

⒈平成23年度入会承認および退会状況について

平成23年12月9日現在

正会員5889名　名誉会員91名　合計5980名

平成22年度末会員数 5929名

新入会　正会員134名

　　　　名誉会員 6名（正会員からの移行）

退会者　正会員86名　名誉会員 3名

⒉東京上野税務署調査関連報告および消費税の

納税および今後の対応について

税務署見解　　印税

生命保険団体事務費

学術集会での医療機器等展示出展料

→収益事業である。申告すべき

収益事業収入合算1000万円超える場合は、消

費税の義務がある。

JCOAの対応

収入を1千万以下に抑えて、消費税を免除とす

る。

制限なく、収入が1千万を超えれば納税する（1

度届ければ、毎年消費税の届出が必要）

機会展示を学術集会ではなく、各県が実施す

る形とする。

企業からの協賛金、寄付金とし、収入に計上し

ない（企業の協力が必要）

埼玉研修会での展示料を合算すると平成23年

度1千万円以上になる見通し

名目を変えられないか（寄付金、協賛金）→埼

玉県で検討する

継続審議へ

★栗本会長：JCOA関西でも1,000万円を超える

ことは確実であるが、その対応は関西でする

のか。

★黒田実行委員長：学会関係に対してはJCOA

の事務局が対応する。ただし、金銭の収支につ

いては、しっかりと集計管理しておくことが

必要である。

　また、企業の寄付・賛助金についても名目を双

方で統一しておくことが必要である。

⒊当会の一般社団法人化および法人化特別委員

会の設置について

一旦中断していた法人化にむけて再検討開

始、特別委員会設置が承認された。

法人化に向け、超えなければならない問題点、

今後の工程が議論された。

⒋平成24年度名誉会員候補者の推薦について

14名の該当者が紹介された

⒌一般医家に役立つリハビリテーション医療研

修会（日本リハビリテーション医学会主催）の

後援について

平成24年4月8日　大手町サンケイプラザに

て→承認

⒍学術集会抄録集を会員にウェブ公開する事に

ついての委員会提案

⑴公開は会員のみ

⑵公開時期は抄録集発送後

⑶一般公開は現時点では行わない。継続審議

　→承認

JCOＡ学会の活動を知らしめるには一般公

開が必要という意見が出たが抄録の内容に

よっては不利益になることも想定されるた

め、委員会原案通りとなった。

⒎学術集会で剰余金が出た場合の対応について

剰余金は戻すことを確認。赤字の場合はその

都度理事会で対応を決定する。

8、整形外科産業医アピールポスターの図案につ

いて

ポスター配布の趣旨を明記した文を添付し会

員全員に配布する。

作成者に５万円謝礼
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⒐第85回日整会学術総会(京都府大)平成24年度

のシンポジウム21

「院内トラブルの現状と対策」について

JCOAの平成23年度「院内暴力、迷惑行為に対

するアンケート調査」

を資料として使用する事

→目的外使用となるので

⑴個人情報の扱いに注意すること

⑵Ｊ−ＬＥＴなどを使い全員に広報し、反対

がないことを確認後行う。

⑶冊子にまとめられ、会員に配布後の利用が

望ましい。

などの条件付で承認

10.全国子ども会安全会（共済見舞金制度）につ

いて

柔整の施術を受けたときにも医療共済金が支

払われる規則

学校安全会も同様の問題あり。

医師の診断書が共済金支払いに必要とすべき

→医療システム委員会で対応を検討する。

★JCOAとして各機関に要望書を出して行く予

定である。　

4. 堀元参議院議員との懇談会

　　

　前中副会長

★堀元参議院は視覚障害があり、毎日新聞の点

字新聞を読んでおり、現状の理解をしている。

当日も毎日新聞の点字関係の記者が同席して

いた。

柔整問題に対しては、JCOAと同様の立場に

立ち、「受領委任払い」の改正が必要であると

認識している。

JCOAとして今後も連携をとって行きたい。

また、民主党内にも柔整師問題の検討委員会

を創り、医師会を通じて今後も検討を広げて

ゆきたい。

★石井理事：国民の医療費から医師も柔整師も

支払いを受けているのであるから、医師が医

大生の数の制限を受けている中、柔整師の養

成校が多く数のゲイト・コントロールがなさ

れていないのは問題である。現役の柔整師も

このまま柔整師の数が無制限に増加するのは

困る筈で同意が得られるであろう。

5. JCOA第4回社会保険等検討委員会　　

　前中副会長

日　時 ： 平成24年1月29日（日）

場　所 ： 日本臨床整形外科学会事務局

出席者 ： 担当副理事長、担当理事、アドバイザー

内・外保連WG委員、委員　合計17名

[討議事項]

⒈診療報酬改定について

執行部、外保連委員、アドバイザーより現時点

での状況が説明された。手術手技料に関して

は、いくつかの点数の引き上げが予想される。

維持期リハビリテーションに関して、厚労省

は強く医療から介護へ移行の方針を示し、今

回の改定では見送るが平成26年度改定で行う

とした。算定日数を超えた場合は、2か月間の

移行期間を設けるが、1ヶ月目は13単位、2ヵ

月目は7単位までとする予定である。包括的診

察で外来リハを認める外来リハ管理料創設に

ついては、議論中である。再診料の復活につい

ては難しい状況となっている。まだ未決定な

事項が多く、交渉は長引く可能性がある。

★医療から介護への政策方針は決定的であり、

各会員もその流れを十分に理解し、対応して

ゆくことが必要である。

⒉医業経営実態調査の公開について

医業経営実態調査の結果の公開について会員

より要望があった。当委員会としては公開に

ついて前向きであり、理事会に諮り公開する

方向で考えることにした。

⒊今後の医療環境について

税と社会保障の一体改革、TPP問題、厚労省保

険局発表の給付の重点化・制度の効率化につ

いて検討した。国の財政状況の悪化、増加する

社会保障費、人口の急激な減少・高齢化などに

より医療環境は厳しい状況である。今後は在

宅医療・介護や看取りが大きな問題となる。介

護保険事業の参入なども1つの選択肢と思わ

れた。
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⒋その他

JCOA保険審査委員会議について、開催日時

を早く知らせてほしいとの意見があった。毎

年9月の第2土曜日開催で、平成24年は9月8日

開催である。開催の周知とアンケート調査を

昨年より早く行うことにした。また、会議結果

についてはアナライザーを使用していないた

め詳細な報告はできないが、概略でも報告す

ることになった。

★結果の公開は原則として行なって行く方針と

のこと。

[報告事項]

⒈JCOA医業経営実態調査（H23.4月〜6月）

★今年は平成24年9月8日開催予定、詳細は後日

発表。

⒉平成23年度メディアス調査

上記2つともほぼ同じ結果で、整形外科診療所

においてはレセプト枚数増加、受診回数減、総

患者数、総収入は横ばいであった。

⒊JCOA保険審査委員会議および全国整形外科

審査委員会議

昨年行われた会議の出席者数や討議内容が報

告された。

6. JCOA医療システム委員会及び JOA広報・渉

外委員会合同委員会

　　

　山本副会長

日時 ： 平成24年2月19日（日）

場所 ： 品川プリンスホテル ノースタワー4F

「420号」

[理事会・委員会報告]

⒈平成23年度 第3回JCOA医療システム委員会

議事録

⒉平成23年度 第5回JCOA理事会報告

⒊平成23年度日本臨床整形外科学会シンポジウ

ム 報告(主として合同委員会議題) 

「国民の健康と医療制度を考える 行政刷新会

議のその後 −療養費審査について−」

[協議・検討事項]

⒈資料集3 DVD配布報告及び資料集3冊子配布

先検討 3月上旬発送予定

前回資料集配布先＋健保組合連合会、国保中

央会、協会けんぽ、社会保険審査委員会各委

員、中医協委員、週刊社会保障などのマスコ

ミ、国会議員

資料集1,2も余っているので同時に配布（600

部）

★希望者に発送する予定。

⒈JCOAシンポジウム

11月11日（日）または23日（金：休日）　仮予約

元東海大学法科大学院教授　宇都木伸先生

（医行為についての研究者）

健康保険組合連合会　幸坂正次氏

⒉第85回日本整形外科学会学術総会 シンポ

★5月20日にシンポジウムをJCOAシステム委

員会が担当して行う。

⒊第25回日本臨床整形外科学会学術集会・関西

★JCOAシステム委員会がパネル7演題を計画

した。

⒋医業類似行為に係わる報告書の変更　Ver.4 

及び案内文

★報告書の変更で、リウマチ疾患に関わる報告

や施術所の名称も記入できるようにした。

⒌療養費の推移 4000億を越えた　柔整療養費

の伸びは鈍化　マッサージが前年比20%増

療養費の多くは入院外医療費の中に入ってい

る：電話での回答、土居先生の調査

入院・入院外医療費の中に按分推計して入れ

てある：平成22年3月3日厚生労働省統計情報

部海老原氏のメールでの回答　　

以後、各科別の医療費は出ていない

施術所数は医療機関数に入れていない

国会の中で質問をする必要あり

★マッサージ費の増加は訪問マッサージ等を行

うことが多く、兵庫県ではマッサージは初回

のみに算定可能として制限をかけている。

⒍日本臨床整形外科学会 医療システム委員会

発出文

⑴柔整の学会で講演された教授に医療システム

委員会の趣旨を説明→充分に理解したとの返

事

⑵未出 国民健康保険中央会常務理事 田中一哉
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　様宛 ：今回は送らない

⑶JB主催「患者と柔整師の会」出席した国会およ

び県会議員宛（県議会議員の一人は柔整）

⒎健康保険組合連合会医療・情報G 幸坂正次氏

との意見交換資料

健康保険組合連合会　幸坂正次氏から健保組

合としての柔整療養費適正化に向けた取組み

について説明

ア）問題点

一人親で自己負担無い場合、親だけでなく1歳

の子供も施術

鍼灸の同意書は整形外科以外がほとんど、そ

れも実日数1日→療担規則17条違反

柔整は施術所が必要、鍼灸、マッサージは施術

所のないすべて往療が増えている

返戻は効果なし→不支給決定→60日以内に社

会保険審査会に不服申し立て可能

郵船の場合、厚労省は支払いの裁量権は保険

者にあると言っているが実際は介入

同日日でなければ併給可

千葉地裁、広島高裁で鍼灸の受領委任払いを

償還払いにした保険者の判断勝訴

JBが契約書を作り健保組合にハンコを押させ

る→知らない職員がハンコを押すと1年間は

受領委任払い（全国を回っているので要注意）

★マッサージ費の請求額が増加しているのは往

療の増加が原因で、施術所を持たないので把

握が困難。

★社会保険審査会に不服申し立てすると請求が

されないことがある。これは他に不正があり、

それを気にしているのではないか。

イ）健康保険組合連合会へ質問とお願い

「亜急性の外傷」とは何か定義を聞く機会があ

れば厚労省に組合として確認。→予定

協会けんぽ、国保中央会、共済組合と連携して

受領委任払いを廃止にできないか

受領委任払いがすべて償還払いになると組合

員が多い保険者は事務処理量が増加→

二の足を踏む組合が出てくる（削減される保

険料と増加する事務処理費用との兼ね合い）

★平成9年から「亜急性の外傷」の表現が出てき

ている。外傷はあくまでも急性期の者であり、

その定義について明らかにして行きたい。

★前中副会長：「亜急性の外傷」や「マッサージだ

け併給禁止の文言が消えた」ことなどは何ら

かの働きかけがなされている可能性があり、

今後とも厚労省の動きには注意が必要であ

る。

平成15年閣議決定で併給禁止となっている

が、平成16年の通則101002でマッサージ、鍼

灸のうちマッサージだけ併給禁止の文言が消

えた→マッサージは併給は同日でなければ可

能かどうか組合からも厚労省に聞いてほしい

（閣議決定の方が優先）

昨年、協会けんぽと健保組合と話し合い→協

会けんぽは受領委任払い廃止の意見であった

が健保組合はいろいろな組合の集まりで意見

統一ができなかった。

国保中央会、共済組合とは連携していない。

運動クラブの選手が柔整で施術を受けている

ケースは増えているのか→増えている。毎月

10〜15回外傷で施術をうけている有名大学

のラグビー選手、施術の次の日TV放映→走っ

ている。

実業団の場合は施術の問題はほとんど出てこ

ない。

エコーは診断機器と考えている。柔整師がレ

ントゲンを撮っているケースがまだあるよう

だ。

脱臼骨折の整復以外、柔道整復師特有の施術、

技はあるのか→無いと思う

打撲、ねん挫に対する施術の期間、以前は目安

があった現在はなし→1か月が妥当

施術を受けて自己負担金をとってないケース

→違法だが申請書からは分からない

今後もチャンスがあれば健保組合連合会と意

見交換をしたい。

受領委任払いの廃止が必要と考えている。

幸坂氏に対しJCOAシンポにシンポジストと

して参加を要請した。

⒏第48回 厚労省 社会保障審議会・医療保険部

会（平成23年11月9日）
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「給付の重点化・制度運営の効率化」をテーマ

に議論。

★社会保障審議会・医療保険部会は日本の医療

を動かす機関であり、今後もその動向には注

目すべきである。

効率化の中で柔道整復療養費の見直しを議

論。不正請求防止へ体制強化必要。

平成24年度中に-柔整療養費について 議論す

る場を立ち上げる（厚労省）

⒐平成23年度 四国労災・自賠責診療協議会 （平

成23年11月26日）

日本医師会への要望として

ア、「いわゆる健保一括」は健康保険法に違反

→損害保険料率算定機構、金融庁、厚生労

働省に申し入れ

イ、柔整施術の請求額は医科の請求額より高

額は異常→金融庁に働きかけ

ウ、柔整の交通事故に関わる広告の多くが違

法→厚生労働省の指導強化

★昨今の広告はほとんどが違法であり、イン

ターネットの内容は現行法では規制が困難。

エ、柔整の警察に出す診断書は違法→受理し

ないように警察庁に申し入れて

10. 出雲医師会理事会の緊急議題「柔整養成校に

反対する議案」と結末

★看護系学校を作ると偽って柔整の学校を作ろ

うとした、出雲医師会を通じて内容を明らか

にしたため、建設が中止となった。

JOA広報・渉外委員会合同委員会及び JOA第4回

広報・渉外委員会

平成24年2月19日　品川プリンスホテル　ノー

スタワー402

⒈平成23年度JCOAシンポジウムの報告

⒉整形外科教授の柔道整復師会での講演につい

て

柔整の宣伝として使われている→日整会とし

て新任教授に理解を求める

エコーの講演に関しても慎むように要請

★柔整師のことをよく知らない整形外科（新任）

教授らがターゲットにされやすい。

⒊整形外科医は柔整師と連携するべきか

　福岡運動器研究会（林和生医師）

⒋亜急性の外傷はあるのか

医学用語としての亜急性は時間経過を表す用

語（急性期と慢性期の中間）

亜急性は外力の性質を表す表現ではない

日整会として用語（捻挫、亜急性外傷？等）の

定義→用語委員会

⒌整骨院の広告について

広告の規制緩和のパブコメ募集（平成15年）で

日整会は浜西教授を中心として

反対意見を出した→結果はまだ公表されてい

ない

早稲田大学生の卒論で広報されていないパブ

コメ70件以上→厚生労働省大臣

官房総務課黒田氏は謝罪し開示を急いでいる

（2009年）→いまだに開示なし

柔道整復師法（昭和45年）　第6章雑則　第24

条　柔道整復の業務又は施術所に関しては、

何人も文書その他いかなる方法によるを問わ

ず、次に掲げる項目を除くほか、広告をしては

ならない。（平成11年4月1日より適用）

⒈柔道整復師である旨並びにその氏名及び住

所

⒉施術所の名称、電話番号及び所在の場所を

表示する事項

⒊施術日又は施術時間

⒋その他厚生労働大臣が指定する事項

技能、施術方法、経歴に関する事項にわたって

はならない

ほか

1） ほねつぎ（又は整骨）

2） 医療保険療養費支給申請ができる旨

3） 予約に基づく施術の実施

4） 休日又は夜間における施術の実施

5） 出張による施術の実施

6） 駐車設備に関する事項

★柔整師の広告は実際には規制されておらず、

国民の健康を守る筈の厚労省が機能していな

い状態である。

★森本会長代行：西成区で生活保護者の診療に
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ついて、施設登録の説明会・保険医新聞の掲載

等の話題提供。柔整師も登録制にするかの意

見聴取があった。橋下大阪市長による生保改

革のモデル地区となるとのこと。

★宮田理事：柔整師も登録制にして他の模範と

してはどうか。

★石井理事：生保者の柔整師の施術に対しては

監督行政（市町村）のスタンスにより対応がか

なり異なり、是正してゆくことが大切である。

★西川理事：堺市で施術の同意書を乱発してい

る医師がおり、柔整師も登録制にする方が良

いのではないか。

★栗本会長：こういうことが問題視されること

が大切であり、事態の推移を見てゆきたい。

⒍交通事故（自賠責）における柔整師の現状

病院を受診し診断書を書いてもらい警察に提

出→事故証明書→損保

交通事故は労災準拠

7. 平成23年度第4回 日整会　広報・渉外委員会

山本副会長

日時 ： 平成24年2月19日

場所 ： 品川プリンスホテル　ノースタワー402

⒈委員会内部報告事項

⑴ロコモ チャレンジ！推進協議会活動

大江隆史委員から第15回、第16回の報告が

あった。

★平成24年度は「ロコモティブシンドロームの

要因としての骨折の予防と治療」がメイン

テーマである。

⑵日経メディカル12月号特別編集版配布につい

て

日整会広報室ニュース88号に同封され、全会

員へ配布されたことが報告された。

「骨粗鬆症薬の使い分けのコツ」「変形性膝関

節症を診る」

⑶毎日ムック「整形外科読本」報告

編集監修したムックが発刊したことが報告さ

れた。

⑷23年度新聞広告　　朝日新聞

平成24年2月25日掲載予定の「ロコモと変形

性膝関節症」について報告があった。

⑸24年度「骨と関節の日−電話相談室−」担当校

について

関東の11大学　（10月を除く8の付く日）

⑹24年度予算報告

1月10日に財務委員会に提出した24年度予算

案について報告があった。

⑺23年度アピールポスターについて

日本臨床整形外科学会と共同で作成したポス

ターが厚労省、文科省、日整会研修施設などに

配布されたことが報告された。

★今後ともJCOAとJOAで協力して良いものと

作って行きたい。経済的にも有益である。

⑻HPへのアクセス集計

11月、12月、1月のアクセス集計について報告

があった。

月当たり約15万の訪問者

⑼ワーキンググループ報告

医業類似行為ＷＧ

•Q＆A改訂作業の状況報告があった。

•JCOA医療システム委員会との合同会議の

議題となった柔道整復師テキストの「急性

又は亜急性の外力の解釈について」及び「柔

道整復師主催イベントの日整会会員の参

加」について報告があった。

⒉委員会内部議決事項

⑴災害時など緊急時における連絡体制の確立対

応について

高橋理事より会員への連絡体制の整備につ

き、審議がされた。ホームページサーバーの

バックアップの確認、ホームページへのアク

セス権のバックアップ、災害時の連絡方法な

どが審議された。メルマガによる情報配信に

ついて、登録の依頼方法について理事会に審

議依頼することとした。

★東日本大震災の時、携帯電話などの復旧には2

週間ほどかかった。衛星電話やアマチュア無

線は何とか通じたとのこと。現在は慶応大学

内にメインサーバーがあるが、災害対策とし

てもう一カ所西日本か九州にサーバーを置く

ことを検討している。
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項目

前期繰越額

会費収入、JCOA 入会金

名簿・会報広告収入

府医師会助成金

受け取り利息

合計

¥17,749,315

¥16,799,000

¥1,520,000

¥300,000

¥3,910

￥36,372,225

JCOA 会費・入会金

名簿・会報作成費

通信費

福利厚生費

出務手当交通費

事務費

理事会会議費

総会費

ホームページ維持管理費

慶弔費

次期繰越金

合計

¥11,212,000

¥4,119,088

¥50,962

¥472,391

¥650,000

¥250,725

¥1,403,674

¥123,900

¥170,300

¥28,758

¥17,890,427

¥36,372,225

収入の部

項目

支出の部

金額金額

項目

前期繰越金

受講料（日整会、

リウマチ財団、リウ

マチ学会）、会場費

骨と関節の日協賛・助成金

近畿ブロック会会費、助成金

受取利息

合計

¥12,467,916

¥3,732,000

¥417,605

¥380,000

¥2,368

¥16,999,889

認定料・申請料、

研修会関連費用

事務費

出務手当交通費

会議費

骨と関節の日活動費

その他寄付金、大阪マラソン

関連費用、研修会等

次期繰越金

合計

¥460,125

¥20,688

¥1,684,750

¥1,148,103

¥889,605

¥2,922,283

¥9,874,335

¥16,999,889

収入の部

項目

支出の部

金額金額

府医師信用組合定期預金

府医師信用組合普通預金

りそな銀行深井支店普通預金

現金手許有高

合計

¥4,772,674

¥10,789,903

¥1,748,798

¥579,052

¥17,890,427

府医師信用組合定期預金

府医師信用組合普通預金

りそな銀行深井支店普通預金

現金手許有高

合計

¥1,522,082

¥6,524,400

¥768,266

¥1,059,587

¥9,874,335

⑵24年度広報活動計画

記者説明会プロモーターの選定の結果、博報

堂に決定した。

テーマポスターについて、博報堂に依頼する

原稿を確認し、「骨折は次の骨折の原因に

なります。」を加えることとした。

⒊継続議題

⑴災害時など緊急時における連絡体制の確立対

応について

⑵平成24年度企業説明会の開催について

⑶平成24年度テーマポスターについて

⑷4コマ漫画について

8. 大阪府医会連合代表者会議(2/23)

山本副会長

日時 ： 平成24年2月23日(木) 

場所 ： 大阪府医師協同組合別館5階

[議　案]

議案1）各医会報告

大阪精神科診療所協会：公益社団法人を目指

す→ほぼ認定

★OCOAも公益社団法人を今後目指すか検討。

　大阪臨床整形外科医会：医会活動を報告

議案2）要望案

大阪精神科診療所協会

大阪市の心のセンターに関してのアンケート

調査に協力依頼

議案3）医療保険委員会に関して大阪府医師会に

対しての要望事項

医療保険委員会の構成メンバー（診療報酬改

定の大阪府医師会としての要望を検討

する委員会）が、内科、及び病院関係者が中心。

偏りがあるのでは？ 

★整形外科の委員の参加を目指したい。 ★前野監事：2月18日に前野監事・坂本監事の二

人で厳正に監査し、適正に処理されていたこ

とを確認したことの報告があった。理事会で

承認された。

9. 平成23年度OCOA会計報告　　　阪本副会長

平成24年1月31日現在
一般会計収支報告

学術会計収支報告

財産目録

財産目録
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10. 第25回日本臨床整形外科学会・学術集会の進

行状況報告 黒田理事

★演題が368題の応募があり、目標の300題を越

えたことに対して、関係者への謝辞があった。

その内大阪が87題と各都道府県の中での最多

となった。2位の兵庫県でもOCOAの呼びかけ

で演題を提出してくれた関連施設もあり、

OCOAの組織力を十二分に証明できた。

★学会の開催内容はほぼ決まり、6府県の代表者

会議での承認があれば3月中に公開予定との

こと。6府県の合同開催には予定遂行上のいろ

いろな問題が認められた。

28のセミナーの開催。開会式の参加者を増や

すため7月15日の開会式の前に東大の川口浩

先生の講演を行う。

収容人数はそれぞれ第1（680名）第2（320名）

その他（180名）である。

第1から6会場は国際会議場、第7（8,9）会場は

商工会議所内に設営。

各会場の進行は会場責任者に一任し、時間厳

守を徹底してもらう。

OCOAは第1、7（8,9）会場の担当となる。責任

者の人選は栗本会長に一任された。

研修単位は6単位／学会取得できる。

★森下理事：会場係り・座長用のマニュアルは作

成されるのか。

★長谷川副会長：マニアルは作成され、配布され

ます。また、Q＆A形式でも作成するので事前

に各理事から問題（Q）を提示してほしい。

★黒田実行委員長：参加申し込み・セミナー参加

は事前にインターネットで申し込んでくださ

い。インターネットが不得意の方はJTBに連

絡を取り、FAXでの手続きをして下さい。

11. OCOA療法士会第1回研修会(23.1/29) 

長谷川副会長

OCOA出務者 ： 栗本、長谷川、中川、岸本、堀口、

太田、森下

講　演 ： 宮田　重樹　

場　所 ： 大阪医科大学　臨床第一講堂

テーマ ： 『整形外科領域の疼痛を考える』〜明日

から使える疼痛への取り組み方〜

今回初めて実施したOCOA療法士会第１回の感

想としては、非常に有意義であったとの事で

あった。また今回出席された療法士の方にアン

ケートをとった所、ＰＴで経験年数が５年以内

で、一人で勤務している方が非常に多くこれか

らは療法士間での横の連携が必要だと思われ

た。彼らに引き続き我々OCOAの会員の医療機

関に勤務してもらうためにも、この療法士会が

継続的に開催されるのが望ましいとのことで

あった。

12. 平成23年度OCOA療法士会収支報告

長谷川副会長

収　　入 ： 878,010円

OCOAから助成金 ： 500,000円

会費収入 ： 105,000円

参　加　費 ： 273,000円

受取利息 ： 10円

支　　出 ： 853,102円

　　　通信費、事務費、研修会費、印刷製本費

残　　高 ： 24,908円

上記のごとく、長谷川副会長から平成23年度

OCOA療法士会の収支報告がなされた。

これに関連して、自院の療法士が今回の研修会に

参加し、参加した事が非常に有意義であったと喜

んでいたと、出席の理事からの報告があった。

また副会長から合同研修会は年一回の予定であ

るが、なんらかの形での研修会、勉強会は月一回

程度で今後も開催して行く予定であるとの報告

であった。

12. 研修会報告 長谷川副会長

237回研修会(1月28日：ANAクラウンプラザ

:4：30：日本臓器)226名

1「投球障害肩：エビデンスに基づいた診断と治

療」

大阪医科大学整形外科助教　三幡輝久

N(2,9)、S(スポーツ医)　、日医スポーツ、日医

(57,61)　

総合司会：白木隆士、受付：白川貴浩

座長：堀口泰輔
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2「神経障害の病態からみた腰椎疾患」

山口大学 整形外科　教授　田口 敏彦

N(1,7) 、SS（脊椎脊髄病医）、日医(60,63)

→後援研修会：「骨・関節フォーラム 」

（平成24年2月4日：4：00〜中外,株式会社メジカ

ルビュー社）：場所:チサンホテル新大阪「チサン

ホール」 129名

1「骨粗鬆症の予防と最新治療ガイドライン」

東京慈恵医科大学　整形外科　講師　斉藤充

N(4,7)、SS（脊椎脊髄病医）, 日医(11,77)、日本

リウマチ学会・財団

2「変形性膝関節症の保存療法と手術へのタイミ

ング」

九十九里ホーム病院　整形外科　岡崎壮之

N(12,13) 、RE（運動器リハビリ）、日医(2,61)、日

本リウマチ学会・財団

3「インフォームドコンセントと医療過誤〜医療事

故・紛争をなくすために、判例から学ぶこと〜」　

　

N(14) 、日医(5,8)

神保消化器内科医院　院長　神保勝一

霞ヶ関総合法律事務所　弁護士　中山ひとみ

closing remarks

238回研修会(2月18日：グランビア：4：00：科研)

270名

1「関節リウマチによる上肢の機能障害と治療

−手術のタイミングと治療成績について− 」

慶應義塾大学医学部整形外科学教室　専任講

師　池上博泰

N(6,10)、R(リウマチ), 日医(19,61), 日本リウ

マチ学会・財団、日本手外科

2「鑑別に注意を要する股関節障害の診断と治

療−SIF,FAI, 関節唇損傷を中心に−」

大阪大学大学院医学系研究科　運動器医工学

治療学 准教授　西井孝

N(2,11) 、S（スポーツ）、日医(57,62)、日医健康

スポーツ

→後援研修会：：（平成24年2月25日：リッツカ

ールトン:5:30旭化成）260名

opening remarks

1「スポーツ肩肘障害の超音波診断」　

大阪医大整形外科教室　助教　渡邉千聡

N(2,9)、S(スポーツ医), 日医(2,61)

2「骨粗鬆症患者の骨折予防とQOLの維持−骨

形成促進薬を用いた治療戦略−」

埼玉医科大学　整形外科教室　講師

田中伸哉

N(4,7) 、SS（脊椎脊髄病医）、日医(19,77)

closing remark

上記の内容で長谷川副会長から研修会報告があ

った。

また、OCOAが主催、後援する研修会は非常に参

加者が多く、メーカーも感謝しているので4月以

降も引き続きOCOAを通して研修会を開くよう

にメーカーに働きかけていく事が重要だという

報告であった。

14．広報委員会の報告 中川理事

以下の内容で中川理事から委員会の報告があっ

た。

平成24年2月25日（土曜日）リッツカ−ルトンホ

テル16：00

OCOA会報（38号）

　原稿締切：5月連休明け　会報発刊：7月予定

1.  巻頭言：森本会長

2.  浪速の先覚者：　　　　浜西千秋教授

3.  会長退任のご挨拶　　　栗本一孝前会長

4.  JCOA理事退任の挨拶　 前中副会長

5.  OCOA総会

6.  OCOA年表　　　　　　丹羽權平先生

7.  JCOA学会（長崎）

学会１日目　　　　　　白木先生

座長：宮内　晃

総合司会：山本　哲 副会長

座長：堀口泰輔 理事

座長：藤本啓治 理事

座長：前中孝文 副会長

追加発現：阪本邦雄　副会長

長谷川利雄 副会長

総合司会：新田　望、受付：永田行男

座長：宮島茂夫

座長：岸本成人

栗本一孝 会長

座長：中川浩彰 理事

座長：太田信彦 理事

山本　哲 副会長
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特別講演⒈　　　　　　森本先生

学会２日目　　　　　　中川

特別講演⒉　　　　　　右近先生

懇親会　　　　　　　　宮田先生

8.  JCOA研修会（埼玉）

前夜祭　　　　　　　　澤田先生

講　演　　　　　　　　長谷川先生

講　演　　　　　　　　前中先生

オプショナルツア−　　森本先生

懇親会　　　　　　　　中川

9.  大阪府医学会　　　　　森　泰壽先生

10. OCOA学術研修会

11. OCOA研修会抄録

12. 大阪症例検討会　　　　岸本成人先生

13. 大阪マラソン

①森泰壽先生（責任者）

②新井先生（走者）

③救護所

理事以外で救護所に出務された先生に依頼

の予定。

14. 誌上勉強会

全国臨床整形外科医会会誌　新理事

大阪単科医会　　　　　　　新理事

15. JOA委員会報告　　　　前中副会長　

　　　　　　　　　　　　 長谷川副会長

16. JCOA自賠責・労災担当者会議報告

　　　　　　　　　　　　 宮内晃先生、中川

17. 骨と関節の日　　　　　小林正之先生

18. 療法士会の活動指　　　中川整形外科

　　　　　　　　　　　　 金　京範PT、中川

19. 新入会員の自己紹介

20. 厚生部　　　ゴルフ　　新田望先生

20. 厚生部　　　テニス　　岸本成人先生

21. 私の提言　　　　　　　宮田重樹先生

22. エッセ　　　河合長兵衛先生、藤原良江先生

23. 私の趣味　　斧出安弘先生（グルメレポ−ト）

24. 私の傑作　　石川正士先生、石上直先生、

丹羽雅子様、三橋允子様、斧出安弘先生

25. ＯＣＯＡ理事会議事録

26. 新入会名簿補追

27. 編集後記

28. 協賛広告

次に今後の方針につき中川理事から以下の内容

で提案がなされた。

今後の方針について

①定期研修会以外の後援研修会の抄録の会報へ

の掲載（平成24年度から）をする。

②広報担当の分担：広報副委員長　平成24年度

永田行男先生、山口康二先生

が適任である。

上記①②について、全会一致で了承された。

次に協議事項につき中川理事から以下の内容で

提案がなされた。

協義事項

①広報担当委員会を　定期的に開催（各理事会

前の研修会2月、5月、8月、11月）

　研修会前の3時から4時を原則として開催

②新入会員の紹介記事依頼：原則出身医局の理

事からの依頼を原則とし、次に地域医師会、紹

介者、広報とする

上記協議事項について、特に反対意見などは出

なかった。

次に中川理事から下記の現在の会報の納品数に

ついて報告がなされ、現在のままでは、部数が多

すぎるし、納品部数の変更を希望される先生方

もおられるであろうから、次年度からは各会員

の希望部数を申請方式にしたいと要望があっ

た。
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OCOA 会員 名様

顧問、名誉会員 23 名様

JCOA 役員 69 名様

大阪府内単科医会 様

大阪府医師会 会長、副会長様

研修会講師 様

協賛企業様

栗本会長 様

森本会長代行 様

長谷川副会長 様

前中副会長 様

山本副会長 様

阪本副会長 様

前野 院長先生

宮田 院長先生

斧出 院長先生

中川 院長先生

山口 院長先生

永田 院長先生

白木 院長先生

太田 院長先生

松矢 院長先生

須藤 院長先生

黒田 院長先生

丹羽 院長先生

石上 直 院長先生

石川 正士 先生

国立国会図書館

444

23

69

15

4

30

35
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冊合　　計

第37号 大阪臨床整形外科医会会報 納品数

項目

前期繰越金

JCOA 会費収入

JCOA 入会金

OCOA 会費収入

会報広告収入

府医師会助成

受取利息

合計

¥17,890,427

¥11,280,000

¥100,000

¥5,640,000

¥1,200,000

¥300,000

¥5,000

¥36,415,427

JCOA 会費、JCOA 入会金

会報作成費

通信費

福利厚生費

出務手当交通費

各種委員会会議費

事務費

理事会会議費

総会費

ホームページ維持管理費

慶弔費

予備費

合計

¥11,380,000

¥3,500,000

¥60,000

¥500,000

¥1,000,000

¥300,000

¥300,000

¥2,000,000

¥300,000

¥300,000

¥100,000

¥16,675,427

¥36,415,427

収入の部

項目

支出の部

金額金額

項目

前期繰越金

受講料（日整会、リウマチ

財団、リウマチ学会、

リハビリ学会）、会場費

骨と関節の日協賛金、

助成金

受取利息

合計

¥9,874,335

¥4,000,000

¥500,000

¥5,000

￥14,379,335

認定料・申請費、

研修会関連費用

事務費

出務手当交通費

会議費

骨と関節の日活動費

その他寄付金、大阪マラソン

関連費用、研修会等

予備費

合計

¥500,000

¥30,000

¥1,500,000

¥1,000,000

¥800,000

¥2,500,000

¥8,049,335

¥14,379,335

収入の部

項目

支出の部

金額金額

一般会計

学術会計

これについては、特に反対意見などは無かっ

た。

また、次年度よりの新入会の担当は森本会長代

理から阪本副会長に変更になるとの報告があっ

た。

また、会報の件について黒田理事よりOCOA会

報のバックナンバーがすべて揃って残っている

のは4セットのみで大変貴重であるから、その4

セットを製本する予定である。それを保管して

管理して頂ける医療機関を現在募集中であると

いう要望があった。

15. OCOAホームページ更新の報告

山本副会長

OCOAホームページの更新がなされ、ホームペ

ージから新入会の手続きが可能になったとの報

告があった。

上記の内容で阪本副会長から報告があった。会

員数は470人、新規入会者は10人で計算してい

るという事であった。

森理事から大阪マラソン関連費用はなぜ学術会

費から出ているのかと質問があった。

それに対しては、大阪マラソンなどの出務はス

ポーツ医学の実践であるからとの返答であっ

た。

また右近理事から研修会の費用から、演者の先

生方達へのお礼の意味での2次会の費用をある

程度負担して頂けるのかと質問があったが、そ

れは問題なく負担すると言う回答であった。

【協議事項】

1．平成24年度OCOA会計予算案　　阪本副会長
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2. 平成24年度「骨と関節の日」 小林理事

平成24年10月13日（土）に天王寺区民センタ

ーで行う予定にしている。

今回のテーマは骨折の予防とロコモティブシン

ドロームで予定している。

講師の先生の候補として宮田理事の名前が挙が

った。

また平成24年度も各地区医師会で「骨と関節の

日の」サブ行事としてのイベントを開催して頂

きたい。

OCOAからの協賛も従来通り予定しているとの

事であった。

3. 平成24年度OCOA療法士会予算案　  

長谷川副会長

まず初めに参考資料として下記⑴の事業計画案

が示された。

⑴平成24年度OCOA療法士会事業計画

大阪臨床整形外科医会会員の施設で勤務する

療法士を中心に、親睦・知識・技術の向上に

努め、患者様に質の高い運動器リハビリテー

ションの提供を目指す。

[平成24年度事業計画]

⒈大阪臨床整形外科医会（以下、OCOA）会員施

設（診療所）への理学療法士・作業療法士・言語

聴覚士および現状調査

⒉OCOA療法士会会員名簿の作成

⒊第2回OCOA研修会の開催。（年1回,9月初旬開

催予定）

⒋会員対象の講習会開催（年3回程度） 

⒌OCOA先生方との合同研修会・交流会の開催

　(来年2月を予定）

⒍勉強会の開催

⒎１）教育連携システムの構築

2）訪問リハ開設支援システム構築

3）通所リハ開設支援システム構築

⒏養成校との情報交換・連携　他

次に下記⑵の如く予算案を示された上で、平成

24年度の助成希望額が650,092円である事が示

された。

⑵平成24年度　大阪臨床整形外科医会療法士会

予算案

＜収入の部＞

会費収入 105,000円

計 129,908円

［会員数105名（平成24年1月31日時点）

：年会費1,000円］

事業収入 0円

第2回研修会、講習会（年3回）、勉強会（年6回）

繰越金 24,908円

（前年度最終残高見込み額）

＜支出の部＞

事務費・会議費 100,000円

計 780,000円

第2回研修会（総会）費 100,000円

［運営費、印刷製本費、郵送費］

会員施設への調査実施 100,000円

（印刷・郵送費）

OCOAとの合同研修会 0円

（中外製薬より協賛）

講習会（年3回） 200,000円

［運営費、印刷費、郵送費］

勉強会（年6回） 180,000円

［会場費、運営費、印刷費、郵送費］

教育連携・訪問リハ・通所リハシステム構築 100,000円

［調査・研究・会議費］

助成希望額　　650,092円

中川理事から、療法士のいないOCOA医療機関

もあるので、療法士会の年会費を上げるべきで

はないかとの発言があった。それに対してこの

助成予算は療法士会へのものではなく、OCOA

の療法士委員会への予算であるので特に問題は

ないとの意見で、助成希望額が了承された。また

今後の療法士会の年会費の値上げに関しては次

年度までの宿題とさせていただきたいとの返答

であった。

− 218 −



4．研修会予定 長谷川副会長

以下の内容で長谷川副会長から今後の研修会

予定の説明があった。

244回以降は日程のみ決まっているので、確

認しておいて下さいとの事であった。

239回研修会(3月17日：帝国：5：00：大塚)

1「人工関節のupdate」

三重大学医学部附属病院　整形外科　講師　

長谷川 正裕

N(11,12)、日医(2,61)

2「日常診療におけるスポーツ外傷・障害の治療」

びわこ成蹊スポーツ大学競技スポーツ学科教

授　 大久保　衞

N(2,12) 、S（スポーツ）、日医(57,84)、日医健康

スポーツ

→後援研修会：「最新整形外科フォーラム」（平成

24年3月31日：5：00：ファイザー ：リーガロイヤ

ル）

1「疼痛治療の基礎・臨床と最新の知見」

大阪医科大学麻酔科学教室教授　南　敏明

N(1,7)、日医(2,60)

2「スポーツによる手関節痛とテニス肘の最近の

考え方」

聖マリアンナ医科大学整形外科教授

別府　諸兄

N(9,10) 、S（スポーツ）、日医(61,84)、日手会

＜平成24年度　OCOA研修会日程＞

240回研修会(4月21日：ANAクラウンプラザ：

大正富山）

　

1「関節リウマチ治療のup-to-date−骨関節破壊

制御はどこまできたか− 」

富山大学整形外科教授　木村友厚

N(4,6)、R（リウマチ）、日医(61,73)、日本リウマ

チ学会、日本リウマチ財団

2「股関節の外来診療」

関西医科大学整形外科教授　飯田寛和

N(6,11) 、日医(15,62)

241回研修会(5月12日：阪急インターナショナ

ル：4:30：エーザイ）

1「性疼痛の治療−リエゾン診療からわかったこ

と−」　

福島県立医科大学医療人育成・支援センター

兼医学部整形外科准教授　大谷晃司

N(1,7)、SS（脊椎脊髄病医）、日医(6,70)

2「変形性関節症に対する運動療法を含めた治療につ

いて−近大堺病院における10年の経験を中心に−」

近畿大学医学部堺病院リハビリテーション科

准教授　辻本晴俊

N(2,12) 、RE（運動器リハビリ）、日医(57,61),日

医健康スポーツ、日本リハビリ

特別研修会(5月26日：リーガロイヤル： 4：30：

昭和薬品化工)

1「ロコモティブ・シンドロームと腰痛対策「腰み

がき」のすすめ」　

福島医科県立大学会津医療センター整形外科

教授　白土　修

N(7,13)、RE（リハビリ）、日医(11,60)

2「トップアスリートに対する整形外科からのサ

ポート」

社会保険京都病院スポーツ整形センター長整

形外科主任部長　原　邦夫

N(2,12) 、S（スポーツ）、日医(1,57)

242回研修会（6月16日：ザ・リッツカールトン：

4:30：小野）

1「足部骨関節傷害の診断と治療−リスフラン関

節損傷を中心に−」　

春秋会城山病院 整形外科・リハビリテーショ

ン科　部長 熊野 穂積

N(2,12)、S（スポーツ）、日医(57,61)、日医健康

スポーツ

2「骨粗鬆症と運動・スポーツ」

慶應義塾大学医学部　スポーツ医学総合セン

ター講師　岩本　潤

N(4,7) 、S（スポーツ）、日医(19,77)、日医健康ス

ポーツ

総合司会：三浦光也　受付：金田隆義

座長：宮田重樹

座長：阪本邦雄

座長：長谷川利雄 副会長

座長：藤本啓治 理事

総合司会：宮島茂夫　受付：森　泰壽

座長：右近良治

座長：藤本啓治

総合司会：白木隆士　受付：森下　忍

座長：今井　秀

座長：永田行男

座長：阪本邦雄

座長：山本　哲

総合司会：中岡伸哉　受付：田上実男

座長：堀口泰輔

座長：貴島浩二
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243回はJCOA学術集会のため7月からの変更

243回研修会(6月30日：ウェスティン：4:30：フ

ァイザー）

1「肉腫と幹細胞, from bedside to bench」

大阪大学整形外科講師　中　紀文

2「現代の骨粗鬆症治療−基礎から臨床まで−」

慶應義塾大学医学部整形外科/総合医科学研

究センター准教授　宮本健史

244回研修会(8月25日：リーガロイヤル：4:30：

旭化成）

1「変形性膝関節症に対する手術療法のトピック

ス」

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教

室講師　箕田行秀

2「未定」

北野病院整形外科部長　松田康孝

245回研修会（9月29日：ANAクラウンプラザ：

4:00：第1三共）

1「上腕骨近位端骨折の病態と治療」

宇陀市立病院副院長　仲川喜之

2「骨粗鬆症に伴う椎体骨折と腰背部痛」

札幌医科大学整形外科教授　山下敏彦

246回研修会（10月20日：ウェスティン：5:00：帝

人）

247回研修会（11月17日：ザ・リッツカールトン：

5：30：久光）

248回研修会（1月19日： ANAクラウンプラザ：

4：30：日本臓器）

OCOA療法士会合同研修会（2月2日：大阪国際会

議場：中外)

249回研修会（2月16日：グランビア：4：00：科

研）

250回研修会（3月16日：帝国：　：大塚）

5. その他

⒈来年度のセラピスト研修会は11月18日（日）

に前回と同じ西成区民センターで開催予定で

ある。

⒉今年の大阪マラソンは11月25日（日）に開催

日は決定している。

⒊今回のＪＣＯＡ学術集会関西に大阪から88題

の演題を出して頂いて感謝している。

OCOAからの依頼で演題を出して頂いた各大

学の先生で、非会員の方には

交通費5千円とスライド作成費8千円として1

万3千円をOCOAから支給しますので各大学

でとりまとめて頂いて、担当副会長に報告し

て下さいとの事であった。

6. 平成24年度OCOA組織表 栗本会長

下記の如く平成24年度の新組織の各職務、担当

案が報告された。

下線がある方は新任である。

平成24年度大阪臨床整形外科医会組織表

会　　長 ： 森本清一

会長代行 ： 山本　哲

総務（理事会運営、議事録）、骨と関節の日、福

利厚生、大阪府医会連合代表者会議(単科医会)

副　会　長 ： 阪本邦雄 ： 

広報、会員管理、医療保険、無床診部会、マラソ

ン委員会、自賠・労災対策部会

副　会　長 ： 藤本啓治 ： 会計、会場担当

副　会　長 ： 前中孝文 ： 

学術、介護保険・運動器リハ、医政担当

副　会　長 ： 長谷川利雄 ： 

JCOA理事、JCOA学術集会、JCOA対策、療法

士対策委員会

（副会長については主な業務のみ記載）

監　　事 ： 前野岳敏、坂本徳成

議　　長 ： 早石雅宥

副　議　長 ： 新田　望

裁定委員 ： 堀木　篤、三橋二良、古賀敎一郎

＜大阪府医師会＞

大阪府医師会副会長 ： 茂松茂人

大阪府医師会・医学運営委員 ： 森泰壽

大阪府医師会健康相談医 ： 反田英之、新田　望

大阪府医学会評議員 ： 栗本一孝、山本　哲、

阪本邦雄

総合司会：清水広太　受付：三浦光也

座長：神藤佳孝

座長：木下裕介
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大阪府医会連合代表者会議(単科医会) ： 山本 哲

＜日本臨床整形外科学会役員推薦＞（未定）

JCOA理事 ： 長谷川利雄

JCOA代議員 ： 

前中孝文、森本清一、阪本邦雄、栗本一孝、

山本　哲

JCOA予備代議員 ： 

右近良治、松矢浩司、黒田晃司、小林正之、

堀口泰輔

JCOA医療システム委員会 ： 

山本　哲、澤田　出、長田　明、前中孝文

JCOA学術研修委員会 ： 堀口泰輔

JCOA病院部会担当委員 ： 古瀬洋一

JCOA無床診担当部会担当委員 ： 矢倉久義

JCOA会則等検討委員会 ： 岸本成人

JCOA社会保険等検討委員会 ： 中川浩彰

JCOA自賠・労災委員会 ： 阪本邦雄

JCOA査読委員 ： 

堀木　篤、長谷川利雄、宮内　晃、永田行男、

宮島茂夫、森下　忍、太田信彦

＜日本整形外科学会＞

JOA安全医療推進委員会 ： 前中孝文

JOA広報渉外委員会 ： 前中孝文、山本　哲

JOA運動器リハビリ委員会 ： 長谷川利雄

JOA学術総会抄録査読委員 ： 

堀木　篤、長谷川利雄、宮内　晃、右近良治、

宮島茂夫

＜日本運動器学会＞

評議員 ： 澤田　出、早石雅宥、森本清一

＜常任理事＞

栗本一孝、森本清一、山本　哲、阪本邦雄、

長谷川利雄、前中孝文、黒田晃司、松矢浩司、

右近良治、藤本啓治　　10名

＜新理事名簿＞

石井正治、今井　秀、右近良治、大島正義、

太田信彦、荻野　晃、斧出安弘、貴島浩二、

岸本成人、木下裕介、栗本一孝、黒田晃司、

古瀬洋一、小林正之、阪本邦雄、澤田　出、

茂松茂人、清水広太、白川貴浩、白木隆士、

神籐佳孝、田上実男、調子和則、中川浩彰、

永田行男、西川正治、長谷川利雄、藤本啓治、

堀口泰輔、前中孝文、増田　博、松矢浩司、

三浦光也、宮内晃、宮島茂夫、宮田重樹、

矢倉久義、山口康二、山本　哲、森　泰壽、

森下　忍、森本清一 　　以上42名

（任期は平成26年3月31日まで）

＜理事会・会場担当（近畿ブロック会も含む）＞

　山口康二、　アドバイザー：栗本一孝

＜大阪症例検討委員会委員＞

　太田信彦*、大島正義、岸本成人、古瀬洋一

1. 学術委員会

担当副会長 ： 前中孝文(主)、長谷川利雄、

阪本邦雄、山本哲、藤本啓治

アドバイザー ： 栗本一孝、右近良治

委員長 ： 太田信彦* ； 演題企画

副委員長 ： 

宮島茂夫 ； 単位申請（定例研修会）、

堀口泰輔 ； 単位申請（特別研修会）、JCOA学術

担当

委員（理事） ： 今井　秀、荻野　晃、貴島浩二、

木下裕介、清水広太、白川貴浩、

白木隆士、神籐佳孝、田上実男、

調子和則、永田行男、三浦光也、

宮内　晃、宮田重樹、山口康二、

森　泰壽、森下忍

委員 ： 石橋伊三郎、中岡伸哉、中野晋吾、梁裕 昭、

邉見俊一、金田隆義、稲垣泰司、安田忠勲

2. 医療保険対策委員会

担　当 ： 森本会長直轄

委員長 ： 小林正之

アドバイザー ： 茂松茂人、八幡雅志

⑴社会保険部会

委員(理事) ： 小林正之＊、石井正治、中川浩彰、

増田　博

委員 ： 栗田正憲、寺川文彦、岩本善介

⑵自賠・労災部会 ： 阪本邦雄

委員(理事) ： 宮内晃＊、森泰壽

委員 ： 石川正樹

⑶柔整審査部会 ： 松矢浩司

社保 ： 岸本成人＊、白木隆士、山口康二、
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7. 骨と関節の日委員会

担当副会長 ： 山本　哲

委員長 ： 小林正之*

委員（理事） ： 今井　秀、大島正義、斧出安弘、

田上実男、永田行男、三浦光也、

森下　忍、宮田重樹、矢倉久義、

太田信彦、白木隆士、神籐佳孝、

調子和則、荻野　晃、貴島浩二

委員 ： 福井宏有、稲垣泰司、北野安衛、藤田秀隆

8. 地域情報委員会

担当 ： 森本会長が統括（常任理事が補佐）

アドバイザー ： 茂松茂人、三橋二良、天野敬一、

早石雅宥、長田　明

委員長 ： 増田　博*

委員(理事) ： 小林正之、森下　忍

委員 ： 広瀬一史、森沢康二、和田尋二、西澤　徹、

井石　聡

9. 福利厚生委員会

担当副会長 ： 山本　哲(主)、阪本邦雄

アドバイザー ： 栗本一孝

委員長 ： 森泰壽*

委員（理事） ： 岸本成人

委員 ： 長嶋哲夫、新田　望、藤田秀隆、

吉田研二郎、福井宏有

10. JCOA対策委員会

担当副会長 ： 長谷川利雄

アドバイザー ： 早石雅宥

⑴病院部会 ： 古瀬洋一、柴田和弥

⑵有床診療所部会 ： 河村禎人

⑶無床診療所部会 ： 矢倉久義

⑷近畿ブロック会担当部会 ： 

森本清一*、栗本一孝、山本　哲、阪本邦雄、

長谷川利雄、前中孝文、黒田晃司、松矢浩司、

右近良治、藤本啓治、宮田重樹、岸本成人、

山口康二、三浦光也

藤本啓治

国保 ： 石井正治＊、今井秀、宮田重樹、

三浦光也、梁裕　昭

3. 第25回JCOA学術集会準備委員会

担当 ： 森本会長が統括

アドバイザー ： 早石、松矢、栗本

委員長 ： 黒田晃司*（実行委員長）

委員（理事） ： 山本　哲、阪本邦雄、長谷川利雄、

前中孝文、藤本啓治、宮内　晃

4. 議事録委員会

担当副会長 ： 山本　哲

委員長 ： 宮田重樹*

委員（理事） ： 今井　秀、永田行男、宮内　晃、

白木隆士、貴島浩二、木下裕介、

清水広太

5. 広報委員会

担当副会長 ： 阪本邦雄

アドバイザー ： 前野岳敏

委員長 ： 中川浩彰

副委員長 ： 永田行男、山口康二

⑴会報編集部会：

委員(理事) ： 中川浩彰*、永田行男、宮田重樹、

斧出安弘、白木隆士、太田信彦、

荻野　晃、神籐佳孝、調子和則

委員 ： 福井宏有

⑵インターネット部会 ： 

　岸本成人*、斧出安弘、田上実男

⑶Fネット ： 三浦光也*

6. 介護保険・運動器リハビリテーション委員会

担当副会長 ： 前中孝文、藤本啓治(会計)

アドバイザー ： 松矢浩司

⑴セラピスト部会 ： 

森泰壽*、澤田　出、永田行雄、堀口泰輔、

三浦光也、宮島茂夫、荻野　晃、木下裕介、

清水広太

⑵介護保険担当部会 ： 

矢倉久義*、澤田　出、西川正治
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7. 栗本会長のあいさつ

最後に栗本会長から、2年間のＯＣＯＡ会長期

間中のすべての職務、活動が執行部、各理事の

おかげでスムーズに遂行できた事に対して感

謝の辞がのべられた。

それに対して、出席している執行部、各理事か

ら満場一致の拍手が送られた。

11. 特別委員会

⑴大阪マラソン委員会（11月25日に開催が決定

しているのでなるべく早く開催したい。）

担当副会長 ： 阪本邦雄(主)、藤本啓治(会計)、

山本　哲、前中孝文、

アドバイザー ： 松矢浩司、黒田晃司、

栗本一孝、茂松茂人

委員長 ： 森　泰壽*

委員（理事） ： 

太田信彦､岸本成人､白木隆士､宮田重樹､

山口康二、宮島茂夫、矢倉久義、三浦光也、

永田行男、貴島浩二、小林正之、古瀬洋一、

宮内　晃、森下　忍、今井　秀、中川浩彰、

白川貴浩、澤田　出､堀口泰輔

委員 ：

澄川　司､高山　優､金田隆義､河崎美也子､

岩本　弘､中岡伸哉､川満政之､稲垣泰司､

藤本　聡､青山賢治､中野晋吾､藤原良江､

西浦弘行､黒川隆彦､京川　進､藤本勝久､

頼　　功､宮崎　浩､岩本斗伸､和田　誠､

山口眞一､村田　茂､三木正士､北野安衛､

長谷川秀太､三田村有二､福井宏有､

陵本清剛､和田尋二､新井達也

⑵医政担当委員会

担当副会長 ： 前中孝文

アドバイザー ： 茂松茂人、長田明

委員長 ： 柴田和弥

委員(理事) ： 岸本成人、山口康二、永田行男

委員 ： 福井宏有

⑶療法士担当委員会

担当副会長 ： 長谷川利雄(主)、藤本啓治(会計)

委員長 ： 中川浩彰*

委員(理事) ： 宮田重樹、太田信彦、森下　忍、

貴島浩二
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新入会員名簿補追

＜平成23年3月以降入会＞

氏　名 医療機関名 医 療 機 関 所 在 地 TEL／FAX

（平成24年５月現在）・注：住所、電話番号等の変更はOCOA事務局までお知らせ下さい。

〒573-0126

枚方市津田西1-37-20
上 田 康 雄 うえだクリニック 072-897-0880TEL
うえ だ やす お

〒594-0041

和泉市いぶき野5-1-2

ビボ和泉中央２階
朝 雲 浩 人

あさぐも整形外科

ク リ ニ ッ ク

0725-58-7742

0725-58-7743

TEL

FAX

あさ ぐも ひろ と

竜 江 哲 培

たつえクリニック

整形外科・リハビリ

テ − シ ョ ン 科

〒532-0012

大阪市淀川区木川東2-2-2

シャインビュ−新大阪１階

06-4400-2360TEL
たつ え てつ ばい

〒594-0071

和泉市府中町4-21-19
大 川 卓 海 たくみ 整形外科 0725-45-5955TEL
おお かわ たく み

〒533-0013

大阪市東淀川区豊里7-10-17
山 本 龍 範 やまもと整形外科

06-6326-7778

TEL・FAXやま もと たつ のり

〒545-0052

大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-2
神 藤 佳 孝

しんとう整形外科・

リウマチクリニック
06-6659-3478TEL

しん とう よし たか

〒530-0001

大阪市北区梅田3-1-1

大阪タ−ミナルビル17階

小 杉 祐 一 小 杉 整 形 外 科
06-6347-0012

TEL・FAXこ すぎ ゆう いち

〒618-0014

大阪府三島郡島本町水無瀬1-23-4
森 　 拓 美

医療法人もり整形外科・

リウマチ科クリニック

075-962-0750

075-962-0770

TEL

FAX

もり たく み

〒574-0044

大阪府大東市諸福8-2-22
川 島 啓 誠 仁泉会　仁泉会病院

072-875-0100

072-875-3377

TEL

FAX

かわ しま けい せい

〒551-0031

大阪市大正区泉尾3-4-12
松 尾 澄 治 マツオ 整形外科

06-6551-7800

06-6551-0595

TEL

FAX

まつ お すみ はる

〒567-0031

茨木市春日1-9-22
小 林 　 光 小 林 整 形 外 科 072-625-0012TEL
こ ばやし ひかる

〒550-0024

大阪市西区境川1-1-3

境川メデｲカルセンタ−２階

本 城 　 昌 本 城 整 形 外 科 06-6536-8011TEL
ほん じょう まさし

〒580-0032

大阪府松原市天美東7-7-7

ロイアルコ−ト天美３階

上 野 憲 司
うえの 整形外科

ク リ ニ ッ ク
072-337-2580TEL

うえ の けん じ

〒586-0048

大阪府河内長野市三日市町243-1
田 中 直 史

田 中 整 形 外 科

ク リ ニ ッ ク
0721-62-7575TEL

た なか なお ふみ
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編 集 後 記

　OCOA療法士会の設立を大変有難く思いま

す。設立にご尽力いただきました栗本前会長、長

谷川副会長、中川理事に陳謝致します。

　開業整形外科医が日々診療で行っていること

は、投薬、注射(ブロック注射、関節注射)、ギプス

等の固定、物療治療と運動器リハビリです。投

薬、物療治療は内科医をはじめ誰でもしていま

す。注射やギプスも整形外科医でしかできない

ということは状況ではありません。次なる整形

外科開業医にとっての武器は、運動器疾患に対

する的確な診断とそれに基づく運動器リハビリ

を処方しそれを理学療法士に実行してもらうこ

とです。これも、他科の医師でもできると思われ

るかも知れませんが、運動器疾患に対する的確

な診断は、整形外科医でないとなかなかできな

いことは明らかです（他科の付焼刃的な知識で

は困難）。

　問題は、運動器リハビリの技術を持った理学

療法士の育成と確保でした。横の繋がりが少な

い開業医勤務の理学療法士の会を作り、情報を

交換しながら、勉強会を定期的に開くことが初

めてできました。特に一人しか理学療法士がい

ない診療所の療法士にとっ

てはとても心強い会であり

ます。

　また、現在理学療法士は

いないので雇いたいと思っ

ていても、卒後数年たって

転職する療法士を採用する

ことは不安で、新人の療法士を雇いたいが育て

ていく自信がない診療所にとってOCOA療法士

会は新人療法士を会全体でバックアップするシ

ステムを作っている頼りになる会です。

　療法士を雇って運動器リハビリを始めてみた

いとお考えの先生は、思い切って理学療法士の

学校に、“大阪臨床整形外科医会（OCOA）の会員

です。当院にはまだ療法士はいませんが、これか

ら療法士の運動器リハビリを始めたいと思って

います。OCOAには療法士会があり、新人教育シ

ステムがあります。運動器疾患で困っている患

者さんを治す理学療法をしたいなら、ぜひ当院

へ来て下さい。”と募集をかけて下さい。OCOA

療法士会は、必ずお役に立てることでしょう。

（広報担当理事　宮田重樹記）

　大阪臨床整形外科医会はこの4月から森本清

一新会長にかわった。新会長からは「ロコモ」を

推進する気迫が感じられる。「骨と関節の日」の

行事の充実、産経新聞社との連携で「ロコモ」の

宣伝、プロスキーヤーで冒険家である三浦雄一

郎氏との座談会（9月5日）予定、西成ウォークな

ど目白押しである。また、今年は11月25日に開

催される「第2回大阪マラソン」に対する協力に

関しても積極的である。活

発に活動する新森本会長を

役員一丸となって支えてい

くつもりである。皆様のご

協力をこの編集後記の場を

お借りしてお願いしたい。

（広報担当理事・会長代行　山本　哲記）

　東日本大震災が起きて、すでに１年半になろ

うとしています。今年、４月に被災地を訪問した

報告を書きました。現地の復興には、まだまだ歳

月がかかると思われます。

　先日、消費税を上げる法案が通過しました。そ

の法案を通すために、野党が協力したのは、ご存

じの通りです。国の財政が苦しいのは、よくわか

りますし、増税が必要なの

も理解できます。でも、東日

本大震災が起こった時、そ

の当時の管総理大臣は、野

党にも協力を求めました。

でも、その時、自民党の谷垣

総裁は、断固として拒否し

− 225 −



した。あれだけの災害が起きていても、見向きも

しなかった自民党が、自分たちが与党になれる

チャンスと見れば、それに付け込んでくるとい

う、日本国を良くしようとするのではなく、自分

たちの利権だけに動いているようにしか見えな

い。あんな連中に、政治を任せておいていいので

しょうか。

　難しいことは、良くわかりませんが、消費税が

上がった時、医療機関の支出は、増税分上がるこ

とが予想されますが、それに準じて、医療費が上

がるのかは疑問です。

　医療機関の収入は、保険点数で決められてい

ます。でも、支出は昔から自由価格。

　我々の時代はどうであれ、夢を持って医師を

めざした若い先生方が、喜んで仕事ができる世

の中になってくれることを、今は、ただ祈るばか

りです。

（広報担当理事　斧出安弘記）

　昨年12月に愛犬が悪性腫瘍で死亡し、暗い年

末年始でした。新たに犬を飼う気になれず、散歩

も一人でしており、やや体重が増加してきてい

ます。メタボ・ロコモがだんだん他人事ではなく

なってきています。

　3.11から1年数か月が経ちましたが、日本の情

勢はますます悪くなってきています。「決められ

ない日本」の言葉が世界に定着しています。中国

然り、ギリシャ然り、生保然り確も人間とは欲深

く・怠惰な者であることを思い知らされる今日

この頃です。少しは他人の苦労や不幸を気にす

る訳には行かないのでしょうか。生保の不正請

求も福祉の人に謝るのではなく、まじめに働く

国民に謝罪しなければならないと思います。マ

スコミも何の疑問も持たずに、放映しています。

ある時は「官僚は公僕」と言いながら、やはり「お

上」と言う意識なのでしょうか。何か本質からず

れていながら、気付かなくなっていると思いま

す。宗教・道徳・名誉を旗印に人間の欲望をコン

トロールしようとしても、現代ではなかなか難

しいようです。規制緩和で

コストカット、デフレを招

きモラルが崩れ、事故で死

亡者がでて、また規制強化

となります。もう少し賢い

方法はないのでしょうか。

つくづく人間教育の大切さ

を感じます。

　今年はJCOA関西が開催されます。組織が大き

くなり何かと大変な準備作業となっており、微力

ながら会の成功に貢献したいと考えています。

　初めての大阪市民マラソンへ医療班として参

加しました。市民レベルでのスポーツ医療の浸

透がなされていないことに愕然としました。ロ

コモの浸透もまだまだのようですし、ますます

整形外科医としての市民への啓蒙の必要性が感

じられました。

　ともあれ今年も会報を発刊出来るようになり

ました。関係者の方々に感謝いたします。

（広報担当理事　永田行男記）

　OCOAの編集委員に抜擢させて頂いて、２期

目を迎えました。と言う事で、今回が２冊目の

OCOA会報の完成と言う事になります。今回も、

大変立派で内容の充実したOCOAの会報になっ

たと自負しております。前回も書かせて頂きま

したが、他科の会報と比べまして、非常に内容も

濃く、興味深く、また学術的にも大変ためになる

内容に仕上がっていると思います。これも、やは

り過去の編集委員長、編集

委員の先生方達の立派な業

績があったからだと思いま

す。今回の編集後記は日本

臨床整形外科学会学術集会

•関西の直前に仕上げてお

りまして、１人のスタッフ

として、学会の進行が去年の長崎のように上手
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　広報委員2年目になりました。今年も委員とし

て十分な役割を果たすことが出来ないまま、編

集後記を書く時期になってしました。OCOAの

中で私は、主に学術委員と広報委員に任命され

ています。乗用車に例えれば、エンジン部分と外

観のボディ部分の製作に関わっているようなも

のです。自画自賛ですが、今年の会報も多くの

OCOA会員の先生方の投稿などご努力により美

しいボディに仕上がったと思います。エンジン

部分でいうと、今年もパワー満載の研修会がた

くさん催されたものだと思い起こされます。と

ころで、研修会の講師として関西以外からお招

きした先生方から「OCOA研修会には大阪独特

の雰囲気がある。」とよく言われます。会の参加

人数が多いこともあるでし

ょうが、たぶん大阪人のツ

ッコミや独創的な考えによ

るものかも知れません。大

阪人は伝統を重んじながら

新しモン好き、また商人魂

でありながら武士道が根付

いている、そんな地域性が他からも評価されて

いたように思います。ところが最近、奇を衒った

変化を好む輩が多いためか、大阪人に大切な誇

りが薄れているような気がします。大阪臨床整

形外科医会が本来の元気な大阪を取り戻す原動

力になれるよう、私は努力したいと勝手に思う

この頃です。

（広報担当理事　太田信彦記）

く行くかどうか、不安がいっぱいであります。来

年の会報にも、是非、神戸の学術集会が無事成功

裏に閉幕したと書けるように、頑張ってきたい

と思います。

（広報担当理事　白木隆士記）

　先日、渓流釣りに挑戦しました。兵庫県佐用郡

の某渓流に向かいました。場違いな半袖、半ズボ

ンにサンダル姿で。親切な丁寧すぎる太公望に

イワナ釣りの極意として、場所の選定、釣り方の

選択が釣果に繊細に反映されるなど手ほどきを

受け、釣り人の矜持とは並々ならぬものだと感

じさせられました。釣果はおかげさまでお褒め

をいただきましたが、そのあと１週間自らも自

然の一部であることをつくづく感じる日々を過

ごすこととなりました。（このことはあとで、、、）

　茨城新聞（平成24．3．25）でイワナ渓流釣り解

禁延期報道がありました。北茨城市花園川と大

北川流域で新基準１キロ当たり100ベクレルを

超える138ベクレルの放射性セシウムが検出さ

れ、環境省発表（平成24．7．2）原瀬川（阿武隈川

支流）で魚の餌になる水生昆虫からも一キロ当

たり340ベクレルが検出されました。枯れ葉は水

生昆虫に食べられ、水生昆

虫は魚に食べられ、放射性

物資は自然サイクルのあり

とあらゆるものに入り込

む。やがてホストを破壊す

る。原発事故は食物連鎖の

中ですべての生に影響を及

ぼす。基準以下なら食べて大丈夫というもので

もないだろう。

突然放射能に汚染され　すり潰され測定され

あげくの果てに放射性廃棄物と化した800匹

の水生昆虫たちに　合掌。

　ところでブユ（関西ではブト）には気を付けて

くださいね。そのあと１週間足先から首筋まで

想像を絶する痒みに眠れない日をすごさなけれ

ばならなくなりますよ。

（広報担当理事　荻野　晃記）
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　今年度よりOCOAの理事に推薦して頂き、広報

担当となりました。平成24年度第38号では、大阪

府の単科医会を通読し内容と感想を書かせて頂き

ました。他の先生方の投稿文と比べて内容が吟味

されておらず、まとまりのないものになってしま

ったことを反省しています。正直なところ会報誌

をこれまで読み込んだことがありませんでした

が、学会誌や専門誌では書かれていないような、新

しい知見や興味深い経験が書かれていて、時間を

忘れて読んでしまいました。また趣味や旅行記の

内容から、先生方の繊細さやこだわり、また鋭い観

察力を知ることができ、感心しました。開業してか

ら診療以外は特にこだわるものがなく流されてき

た私はうらやましく思いました。今後の先生方の

原稿が楽しみです。

　さて、我々の医療環境は益々厳しさを増して

います。政府は社会保障と税の一体化改革で消

費税増税法案を国会に提出しました。しかし、当

然今までのつけが消費税に

回ってきただけで、消費税

を増額したからと言って医

療費が増額されることはな

く、将来の具体的な社会保

障案についても手つかず

で、社会学者の中には医療

費と年金を抑制してこそ真の改革であると述べ

ている人もいます。

　国の根幹を支える柱の社会保障の未来が全く

見えなくて本当に良いのでしょうか？

　このような社会の流れを注視しつつも、日々

の診療では少しでも質の高い診療ができ、いろ

いろ情報を患者さんに提供できるような活動を

粛々としていかなければならないと思っていま

す。その一つがOCOAの活動と思っています。超

微力ですが頑張りたいと思いますので、よろしく

お願い致します。

（広報担当理事　調子　和則記）

　本年度より新理事を拝命し、広報担当委員の

ご指名をいただきました。広報委員としての初

めての仕事が、「各地方臨床整形外科医会会報を

拾い読みして」でしたがやはり昨年の3.11東日

本大震災の話題が中心となっていました。原発

問題・津波・地震など様々な問題が未だに解決さ

れない中、日本の危機管理の甘さが露見したこ

こ一年でした。さて、今回はOCOA会誌の編集・

校正も担当させていただきました。校正を担当

した文章は、どれも素晴らしい内容で各担当理

事が多方面で活躍している事に驚きました。ま

た、編集会議においても広報担当理事が自分の

役割を十二分に発揮し、集

められる記事の内容の充実

度と相まって、他に類を見

ない会報の完成度をみせて

います。このようなOCOA

会誌の編集・校正に携われ

ました事を誇りに思うと同

時に、広報担当委員として身の引き締まる思い

です。未熟な新人広報担当委員ですが先輩委員

と協力し、OCOAのために尽力したいと思いま

す。皆様宜しくお願いいたします。

（広報担当理事　神藤　佳孝記）
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　ようやく会報の発行にこぎつけたという感じ

です。

　昨年にも増して発行間際の土壇場でばたばた

として、関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけし

たことをこの場を借りてお詫びします。

　私の無茶な原稿依頼にも嫌な顔ひとつせず

（内心とても迷惑ということは重々承知しての

重ねての皆様への無心です。）期日までに原稿を

提出して頂きました会員の皆様、理事の皆様に

本当に感謝しております。

　今回新理事で広報担当となられた神藤先生、

調子先生には理事就任、即、担当原稿作成依頼を

お願いしました。さぞかし人使いの荒い部署だ

なと驚かれたことと思います。どこにおられて

も仕事のできる人の所へ仕事が集まるのは世の

習いのようですので今後ともよろしくお願いし

ます。

　原稿を依頼しまして思う

ことは、文章には一人一人

の個性が、たとえ事務的な

ものにしても、出ているも

のだなということです。

　原稿の校正と共に編集後

記作成して、ようやく会報

発行です。

　今年は毎年府県単位で開催される日本臨床整

形外科学会が、神戸において近畿ブロック主催

という新しい形で行われます。

　なにぶん日本で一番会員の多い大阪には当然

いろいろな仕事が回ってくると思われます。

　大阪臨床整形外科医会（OCOA）が一致団結し

て無事に学会が終了するように皆様頑張りまし

ょう。

（広報担当理事　中川浩彰記）

　OCOA会報38号が、中川浩彰広報担当委員長

をはじめとして、広報担当委員、OCOA会員各

位、研修会演者各位等の御努力と御協力のもと

で発行の運びとなりました。OCOA会長も栗本

一孝前会長より森本清一新会長へと引き継がれ

ました。栗本先生御苦労様でした。森本先生よろ

しくお願い致します。

　浪速の先覚者の近大整形外科教授、浜西千秋

教授のイングランドでの医学を始めとする豊富

な経験と、まだ続いている旺盛なチャレンジ精

神は、殊の外印象的でありました。

　各月に行われるOCOAの研修会、並びに後援

研修会、骨と関節の日の各

種行事、大阪マラソンへの

医 療 協 力 の 報 告 な ど

OCOAの活躍が広く報告

されていて、地元に密着し

た活動活躍をしている

OCOAの真価が大阪のみ

ならず、全国的に内容のある会報と評価される

ようになったものと思われます。OCOAの益々

の進化が期待されています。

（広報オブザーバー　前野岳敏記）
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