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洛西シミズ病院・
整形外科チームの凄さ！

整形外科領域は、脊椎や四肢、骨盤といった運動器全
般を対象としますが、治療するうえで細分化が進み、い
ずれかの領域に特化して治療にあたる医療機関が少な
くありません。その中で洛西シミズ病院は、身体の部位
ごとに経験豊富な常勤医師をそろえ、骨・関節だけで
なく脊椎・脊髄・末梢神経・筋・靭帯など整形外科治
療すべての領域をカバーする「地域における総合的な
運動器系治療センター」
「 整形外科の総合病院」を目指
し、患者さまを広く受け入れています。
当院では、
「 人工股関節置換術」
「 人工膝関節置換術」
「前十字靭帯再建術」
「 手外科手術」といった高度な技術
を要する治療も積極的に行っています。実施施設の少
ない外反母趾の矯正手術といった「足の外科治療」では
全国から医師が見学に訪れており、
「 脊椎内視鏡手術」
に加え体内に固定具を留置しない「創外固定術」や肩・

腰痛
椎間板ヘルニア

靭帯損傷
骨折

肩関節痛

膝における「関節鏡視下手術」など、患者さまへの負担
を抑える術式を積極的に取り入れています。併設の回
復期リハビリテーションセンターとも密接に連携し、
早期の在宅復帰や社会復帰の実現に向けて懸命に取り
組んでいます。

肘関節痛

また、当院の整形外科では、専門研修プログラムを策
定し、２０１７年４月にはⅡ型基幹病院にも指定され
ました。外部から若手医師が入局し、プログラムに沿っ
た教育を行い、専門医養成にも力を入れています。

手部・手関節痛
リウマチ

外反母趾
疼痛
扁平足
足部変形
洛西シミズ病院

地域医療連携室

TEL 075‑331‑8707（直）
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足の外科
洛西シミズ病院整形外科にある「足の外科」は、インターネット情報や口コ
ミなどの評判により、近畿地方のみならず中国地方や中部地方から受診され
る患者さまが少なくありません。一般の足部疾患･傷害のみならず足の外科専
門医でも治療が困難な患者さまにも当科は対応しており、地域包括ケア病棟
を利用して社会復帰に向けた術後のリハビリテーションが適切に行えます。
長年にわたる豊富な臨床経験と最新の知見に基づいた的確な診断と適切な
治療を行うとともに、患者さまの期待に充分応えられるような質の高い安全
な医療を提供しています。その一環として、治療成績向上に向けた国内外の学
術活動を続けています。

おく だ りゅうぞう

奥田龍三 整形外科顧問

対象疾患
変形性足関節症

外反母趾

足関節
（足首の関節）
の軟骨がすり減ると関節炎を起こします。
進行する
と、
多くは足が内側に曲がってきます。
（図１）

足の親ゆびの付け根の内側が突出し、
外側に曲がった状態をい
います。

症状
足関節部痛と不安定感
（歩くとぐらぐらする）

症状
（図３）
母趾痛
（母ゆびの付け根の内側の痛み）
、
中足痛
（足裏のゆびの付
け根の痛み）
、
第２趾背側部痛
（母ゆびの外側のゆびの痛み）

足関節の状態
腫脹
（足首全体が腫れている）
、
圧痛
（押さえると痛いところがある）
、
可動域制限
（動きが悪い）
、
内反変形
（後ろから見ると踵が内側に曲がっ
ている）

治療
保存療法：履物の調整、
運動および装具療法があります。
手術療法
外反母趾矯正術
（図４）
適応：中等度から重度外反母趾患者さまに行います。
長所：母趾の外観と機能がほぼ正常になります。
短所：重度の外反母趾では、
軽度の変形ですが再発すること
があります。
手術法：第１中足骨の骨切りと母趾の付け根の関節の処置
により変形を矯正します。

治療
保存療法：薬物、
理学および装具療法があります。
手術療法
下位脛骨骨切り術
（図２）
適応：軽度から中等度変形性足関節症の患者さまに行います。
長所：足関節の動きが保たれます。
短所：長期的には再発の可能性があります。
手術法：傾いている脛骨
（すねの骨）
の関節面を骨切りにて矯正します。

母趾MTP関節固定術
（図５）
適応：重度の外反母趾患者さまに行います。
長所：外反母趾が再発することがありません。
短所：母趾付け根にある関節の動きがなくなります。
しかし、
日常生活動作に支障がでることはあまりありません。
手術法：母趾の変形を矯正して母趾の付け根の関節をプ
レートで固定します。

足関節固定術
適応：中等度から重度変形性足関節症の患者さまに行います。
長所：長期的に安定した除痛効果が期待できます。
短所：足関節の動きはなくなります。
しかし、
周囲の関節により
30〜40度ぐらい動きます。
手術法：曲がっている足関節を矯正してネジで関節を固定します。

図１：変形性足関節症（左）の外観

図２：６３歳の女性、中等度関節症

図３：外反母趾の痛みの部位
手術前：関節面が傾き（赤
い実線）、足関節部痛によ
り歩行に支障があった。
手術後：関節面の傾きは
正常（赤い実線）となり、
足関節部痛は消失し、歩
行障害もなくなった。

図４：61歳の女性
（重度変形）

図５：７６歳の男性（超重度変形）

手術前：重度外反母趾による母趾痛と履物の制限があった。
手術後：変形と疼痛はなくなり、日常生活にも支障がなくなった。

手術前：超重度外反母趾により母趾痛と歩行障害があった。
手術後：変形と疼痛はなくなり、日常生活に支障がなくなった。
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術前

術後

膝関節・股関節外科
当科では、変形性関節症、関節リウマチ、スポーツ外傷等、膝・
股関節外科全般を対象に診断・治療を行っています。保存療法
で症状が改善しなければ、手術療法を考慮します。
変形性股関節症には、人工股関節手術を行っていますが、ＣＴ
を用いた３Ｄテンプレートを使用して作図を行い、正確な人工
関節の設置を目指しています。
変形性膝関節症で活動性が高く、内側か外側のどちらかの軟
骨だけが減ってＯ脚やＸ脚になっている患者さまには、骨切り
術をおすすめしています。そうでない患者さまは、人工膝関節手
術の適応となります。正確な骨切りと手術時間の短縮のため術
前にＭＲＩもしくはＣＴを撮影し、患者さまごとに骨モデルと
骨切りガイドを作成して人工膝関節手術を行います。
スポーツ外傷では、半月板断裂には関節鏡視下に可能な限り
縫合術を行っており、前十字靭帯断裂には関節鏡視下２重束再
建術を行っています。
当院は回復期リハビリテーションセンターを併設しており、
人工関節手術後の機能回復のため、十分なリハビリテーション
を受けていただくことが可能です。

た むらりゅういち

田村竜一 副院長

まんなみまこと

万波誠 医師

人工股関節
全置換術

人工膝関節
全置換術

術前

術前

術後

術後

前十字靭帯（ACL）再建術

正常ACL

ACL消失

再建ACL

高位脛骨骨切り術

術前

術後
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脊椎・脊髄外科
脊椎は頸椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨で構成され、主には3つの働
きがあります。その働きとは、
「体幹の支持」
「体幹の可動性」、そして「脊
柱管内の脊髄神経の保護」です。これらの働きが加齢性変化や外傷によ
り損なわれた際に、頸部や腰背部の痛み・手足のしびれ・麻痺症状が
現れ、日常生活に支障を来し治療が必要となります。
具体的には、椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症などの変性疾患や骨粗
鬆症に伴った骨折などの外傷が対象となります。
治療は、薬物療法やブロック注射、装具療法などの保存的治療を優先
し、これらで十分な効果が得られない場合に手術治療を選択します。手
術は有用な治療手段ですが、すべての患者さまに必要なわけではあり
ませんし、有効なわけでもありません。したがって、その適応を見極め
て患者さまと十分に相談したうえで行うようにしています。
手術方法は、大別すると除圧術・固定術・除圧固定術に分けられま
すが、脊椎の3つの働きをできるだけ損ねないよう、固定術よりも除圧
術を優先するよう考えています。手術侵襲を抑えるために、内視鏡手術
も導入しています。

頸椎椎弓形成術

症例1

や

づ まさ や

矢津匡也 副院長

症例2

適応疾患：頸椎症性脊髄症、
頸椎椎間板ヘルニア
頸椎の椎弓を後方に開き、人工
骨を設置することで脊柱管を拡
大し、脊髄の圧迫を取り除きま
す。
術前

腰椎椎弓切除術

術後

症例1

術前

術後

症例2

適応疾患：腰部脊柱管狭窄症
多椎間の脊柱管狭窄症に対して行
うことが可能です。腰椎の椎弓を切
除することで、馬尾及び両側神経根
の圧迫を取り除きます。この時、で
きるだけ椎間関節を温存すること
で、術後の不安定性出現を予防して
います。棘突起は縦割することで温
存しています。

術前

術前

術後

術後

内視鏡下腰椎椎弓切除術 (MEL)
適応疾患：腰部脊柱管狭窄症
一椎間の脊柱管狭窄症に対して行います。直径16mmのレト
ラクター内に内視鏡を挿入して、モニターを見ながらドリル
などを用いて狭窄部位の骨、靭帯を切除し、馬尾及び両側神経
根の圧迫を取り除きます。
腱板断裂
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アンカーにて縫合
術前

縫合された腱板
術後

肩の外科
肩の外科では、鎖骨を含む肩甲骨と上腕骨からなる肩関節周辺の疾
病、外傷を取り扱っています。肩関節に障害を生じる疾患は、一般的に
五十肩と言われる肩関節周囲炎を中心とした疾患群をはじめ、腱板断
裂、石灰沈着性腱炎、胸郭出口症候群などがあります。また、反復性肩関
節脱臼、肩関節不安定症、変形性肩関節症など一般の整形外科では診断
や治療が難しい傷害もあります。強い夜間痛、上肢の挙上困難などが起
こる肩関節の疾患は、日常生活や社会活動だけでなく趣味、運動に支障
を来します。このような患者さまに対して、的確な診断と適切な治療を
行うべく日々診療にあたっています。

対象疾患、外傷

ふくにし くに もと

福西邦素 第一整形外科部長

腱板断裂 肩関節拘縮症 肩関節周囲炎 石灰沈着性腱炎
反復性肩関節脱臼 肩関節不安定症 肩関節周囲の外傷・骨折・脱臼など（鎖骨、肩甲骨含む）

主な手術治療

肩関節鏡視下手術
当院では手術の対象となった肩関節疾患の治療に関節
視鏡下手術を取り入れています。特に腱板断裂例の中で修
復不能な広範囲断裂例に対しては、reverse人工関節を行
わず大腿筋膜を用いた上方関節包再建術を行い、関節温存
を目指しています。
他の関節鏡視下手術として、腱板修復術、反復性関節脱
臼に対する関節唇形成術、石灰沈着性腱炎に対する石灰摘

関節鏡視下手術の様子

腱板断裂（関節面）

出、肩関節拘縮症が重症化した凍結肩に対する関節授動術
なども関節鏡を使用して手術を行っています。
また、上腕骨近位端骨折で骨欠損の大きい症例において
は、同種骨移植を用いた骨接合を行い、人工骨頭置換を行
わず関節温存を目指しています。他にも人工靭帯を用いた
肩鎖関節脱臼の手術、変形性関節症に対する人工肩関節な
ども行っています。

関節鏡視下関節授動術

腱板断裂（滑液方面）

拘縮した関節包を切開

腱板修復術
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手外科
手外科では、外傷による手関節や手指の骨折、腱や靭帯などの損傷、
腱の通る腱鞘での炎症により手指を動かしたときに痛みを生じる腱鞘
炎、手部で神経が圧迫されてしびれを生じる手根管症候群など、手の周
囲の傷病に対して治療をしています。症状や病態に応じて保存加療
（薬、注射など）が困難な場合は、手術による治療を行います。今回は、指
を伸ばしたり曲げたりする腱の傷病（腱断裂、腱鞘炎）に対しての手術
加療について紹介します。
ひろふじしん じ

廣藤真司 第二整形外科部長
症例１

症例２

刺創による指の屈筋腱断裂

鋭利な刃物などで手のひらに刺創を受
傷した場合、創が深いと指を曲げる屈筋
腱を損傷してしまう場合があります。本
症例では刺創受傷後、自身で薬指を曲げ
ることができませんでした。

親指の伸筋腱の皮下断裂
（皮膚に創のない断裂）

症例３

親指の腱鞘炎（ばね指）
指を曲げる屈筋腱が通る腱鞘で炎症が
起こると、腱鞘内で腱の動きが悪くな
り、指を曲げ伸ばしする際に痛くなった
り、引っかかるような弾発症状（いわゆ
るばね指）を生じます。保存加療（薬や注
射など）で症状が改善しない場合は手術
を行います。

手をついて転倒したりして手首の捻挫
や骨折を受傷すると、受傷直後には指の
動きが問題なくても、後に親指を伸ばす
伸筋腱が断裂して親指が伸ばせなくな
ることがあります。
腱の通る腱鞘を切開して腱の動きを改
善します。

手術時、創内を確認すると屈筋腱が断裂
しており（左写真）、糸を用いて腱を縫合
しました（右写真）。

皮膚に創のない皮下断裂では断裂した
腱を縫合することが困難な場合も多く、
2本ある人差し指の伸筋腱の1本を親指
の伸筋腱と縫合する腱移行術を行いま
した。

手術後にはリハビリテーションを行い、
指を曲げたり伸ばしたりすることが支
障なく可能となりました。

手術中、手首を動かして腱移行した腱の
緊張で親指が伸びたり曲がったりでき
ることを確認します。
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手術は局所麻酔で行うことが多いため、
手
術中に腱鞘を切開後、
自身で指を動かして
もらい指がスムーズに動かすことが可能
で弾発症状を生じないことを確認します。

手術後にはリハビリテーションを行い、
親指を曲げたり伸ばしたりすることが
支障なく可能となりました。

一般整形（骨折）
骨折は整形外科診療の中心であり、
その中でも特に多いのが高齢者の骨
折です。その好発部位は腰椎（腰）、大
腿骨近位部（股関節）、上腕骨近位端
（肩）、橈骨遠位端骨折（手首）の4カ所
に大別されます。洛西シミズ病院で
も、上記4つの部位の骨折は入院理由
で上位を占めています。
たか しま まさ とし

高島雅俊医師

ひろ た ちゅう じ

廣田宙自医師

かみ たに いっ せい

神谷一成医師

対象疾患
大腿骨頸部骨折

膝蓋骨骨折

転倒などによって臀部や股関節を強打し、ふとももの付
け根に痛みが出現し、多くの場合は歩行困難となりま
す。骨折の種類や患者さまの状態に応じて保存療法や手
術療法を選択します。ズレが大きい場合には、人工骨頭
挿入術を行います。

転倒し膝をぶつけたり、階段などの角に膝をぶつけたり
した時に起こる骨折です。ズレが少ない場合には、保存
療法を行います。太ももから足までの長いギプスを巻い
て固定したり、ニーブレスなど特殊な装具をつけ、膝を
伸展した状態で約1か月程度固定します。ズレが大きい
場合には、手術療法を行います。多くの場合、骨折部を整
復し、鋼線によって固定する鋼線締結法を行います。

術前

術後

術前

足関節骨折
下腿や足が固定された状態で直接外力が加わったり、捻
りや横方向・縦方向への力が足関節に及んだときに起
こる骨折です。下腿の骨折で、最も頻度の高い骨折です。
靭帯が断裂しておらず、骨折があってもズレが無い場合
はギプス固定や副木・シーネ固定などの保存療法を行
いますが、多くの場合は手術療法を行います。骨折部を
整復し、プレートやスクリューを用いて固定します。

術前

術後

橈骨遠位端骨折
手関節の骨が転倒などの外傷により折れる骨折で、高齢
者に多く見られます。
右記症例では画像
検査にて、転位が強
く手術方針となりま
した。プレート固定
を行い、術後はでき
るだけ早期に手指
のリハビリテーショ
ンを行いました。術
後経過は良好であ
り、ADL制限なく生
術前
術後
活されています。
また、同じく画像検査にて橈骨遠位端骨折を認めた他
の症例では、患者さまの強い希望により、ギプス固定を
行った方もおられます。

術後
シミズの風
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部位別専門治療
中手骨骨折

肘頭骨折

下記症例は、画像検査にて中手骨の骨折が認められ、プ
レートによる固定と骨形成を促すために超音波治療を
行 い ま し た。術 後 経
過 は 良 好 で あ り、
ADL制限なく生活を
送られています。

下記症例は、画像検査にて肘頭の骨折を認め手術を行い
ました。術後は担当の理学療法士と連携を密にとり、リ
ハビリテーションを行っています。

術前

術後

術前

術後

骨折リスクの低減を目指して
高齢になると、
骨粗鬆症を生じやすくなりま
す。
骨粗鬆症治療の必要性の認識不足や骨粗
鬆症の低い治療率も相まって骨粗鬆症が進行
し、
ひねったりこけたり、
場合によってはいつ
の間にか軽微な外力が加わっただけで骨折し
てしまうといった脆弱性骨折という形式をと
る場合が多いのが、
高齢者の骨折の特徴です。
再び骨折しないようにするため、患者さま

の背景に沿った骨粗鬆症治療に積極的に取
り組んでいます。食事療法や運動器リハビリ
テーション、そして定期的な骨密度検査と治
療薬の内服や注射をして骨を強化する薬物
療法などを通じて、骨折リスクの低減を目指
します。骨密度の低下を指摘された方や骨粗
鬆症治療でお悩みの方は、お気軽に当院整形
外科スタッフまでご相談ください。

骨密度測定装置（DEXA法）

新任・就任のごあいさつ ２０２０年１０月１日付
シミズ病院
脳神経外科
せん

だ

千田

洛西シミズ病院
リハビリテーション科

新任

けん さく

賢作

さい とう

斎藤

医師

１０月より、シミズ病院に入職しました。
兵庫医科大学を平成２０年に卒業し、
脳神経外科医として脳卒中疾患に携
わってきました。微力ながらこれまでの経験を活かして外来・
救急医療ともに提供できるよう努力してまいりますので、よろ
しくお願い申し上げます。
●平成２０年卒
●専門分野：脳血管障害
●認定・専門：日本脳神経外科学会認定脳神経外科専門医・指導医、
日本脳卒中学会認定脳卒中専門医・指導医、
脳血栓回収療法実施医
●担当外来：シミズ病院（火曜１３時〜１４時・予約）

シミズ病院
いま むら

今村

副院長

Vol.91

卓仁

医師

●平成３０年卒
●専門分野：リハビリテーション一般

就任

呼吸器内科部長

●平成３年卒
●専門分野：一般内科、呼吸器内科
●認定・専門等：日本内科学会認定医、ICD 制度協議会認定 ICD
●担当外来：シミズ病院（水曜・木曜、
月曜１３時〜１５時・予約）
シミズの風

たく と

京都出身で兵庫医科大学を卒業後、初
期研修の２年間を京都府立医科大学
で過ごしました。令和２年度より兵庫医
科大学リハビリテーション科に入局し
ました。
まだ業務に慣れることに精一
杯ですが、頑張って学んでいこうと思
いますので、ご指導のほどよろしくお
願いいたします。

ひとし

均

新任

平成２４年４月にシミズ病院へ赴任し、今
年で９年目となります。
このたび、シミズ
病院副院長を拝命いたしました。
この春
先からの新型コロナの流行で、バタバタ
と慌ただしく月日が過ぎていっています。
地域医療の中でシミズ病院が持つ役割を
果たすべく、微力ではありますがお役に
立てるよう努めてまいりたいと思います。

