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愛知県岡崎市と幸田町を中心とした西三河南部東医療圏では、
地域内で発生した年間の救急搬送約１万６０００件のうちの
半数が他地域の病院に運ばれていた。

できるだけ多くの救急患者を地域内で治療する体制をつくるため、
当院の開院決定に至った経緯がある。

【はじめに】

西三河南部東医療圏
2015年国勢調査での人口は420600人

人口増減率(2010-2015)は2.51% (全国-0.75%)

人口10万人あたり病床数:一般病床379.2(全国平均708.1)







藤田医科大学岡崎医療センターは
一般病床400床
24時間365日対応2次救急病院として
2020年4月7日開院。



本日の内容

•✔施設認定について

•✔整形外科スタッフ紹介

•✔紹介の基準

•✔当院整形外科の理想と現状、鞍上人なく鞍下馬なしを目指して
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施設認定あれこれ
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✔2020/10/14 日本整形外科学会専門医制度による研修施設認定

✔2022～ 日本専門医機構 後期研修２型プログラム施設認定
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タイトルを入力してください
部署・課・氏名等を記入してください。
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鈴木 克侍（Katsuji Suzuki） 教授 病院長

慶應義塾大学1980年卒業
【専門】
上肢、関節リウマチ、再建外科、
微小血管外科、骨折治療

スタッフ紹介

われらがボス、今や病院のボス
２４時間３６５日、患者に寄り添う先進医療を。
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スタッフ紹介

田中 徹（Toru Tanaka） 講師
藤田保健衛生大学1992年卒業
【専門】股関節、下肢外傷

股

大学では股関節班に所属、月曜火曜に岡崎にいます。主にTHAをおこなっております。
すべての外傷をこなすall-rounder バイク好き
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スタッフ紹介

志津 香苗（Kanae Shizu） 講師
藤田保健衛生大学1994年卒業
【専門】上肢
手外科専門医

手
岡崎は地元、手外科専門医を有するスペシャリスト



スタッフ紹介

13

野尻 翔（Sho Nojiri） 講師
藤田保健衛生大学2009年卒業
【専門】膝関節、下肢外傷
日本人工関節学会認定医

膝

いろいろ、断れない性格
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スタッフ紹介

船橋 拓哉（Takuya Funahashi） 助教
埼玉医科大学2012年卒業
【専門】上肢

手
手外科学会最年少シンポジスト
肘が好き
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スタッフ紹介

志貴 史絵（Fumie Shiki） 助教
藤田医科大学2013年卒業
【専門】整形外科全般

子育てとの両輪をこなす



16

スタッフ紹介

新進気鋭の若手整形外科医

渡辺裕貴 中島由紀夫
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スタッフ紹介

藤田順之（Fujita Nobuyuki）教授
【専門】脊椎

志津直之（Shizu Naoyuki）非常勤講師
【専門】脊椎

脊
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ご紹介の基準
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✔手術適応のある患者

✔とりあえずお困りの患者 等々

迷ったらご紹介ください
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✔この病気は整形でよいだろうか

✔こんな症状で送ってよいだろうか

迷わずご紹介ください



当院整形外科における手術対応
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24時間365日
2次救急病院として

急な外傷 即日対応 致します
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手術総件数 650件

整形外科診療実績（2020年度）

上肢骨折 250件

大腿骨近位部骨折 100件

下肢骨折 140件

人工膝関節置換術 35件

人工股関節置換術 30件

人工肘関節置換術 3件

人工指関節置換術 3件

肩腱板断裂再建術 2件

肩関節形成術 2件

脊椎手術 35件

小児手術 10件

腱手術 20件

末梢神経手術 20件
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手術総件数 650件

整形外科診療実績（2020年度）
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いつもご紹介ありがとうございます
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症例あれこれ
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おなじみ、大腿骨近位部骨折
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肘好きにはたまらない
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PLIFも除圧も
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小児にはエンダーも駆使
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休日のひととき、顆上骨折



31人工骨頭、肩です



32おや、これは
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【 セラミック人工月状骨 】



【 人工月状骨の規格化 】

Sサイズ Mサイズ Lサイズ

左右各々L,M,Sの３サイズ

橈骨関節面

有頭骨関節面

三角骨関節面



摘出した月状骨と
人工月状骨

骨片の取り残し
チェック

人工骨の孔に
2号ナイロン糸を
背側２本、掌側２本通す

【 手術方法 】



掌側・背側の関節包と
靭帯を強固に縫合閉鎖

人工月状骨をナイロン糸で
掌側・背側の関節包・靭帯
へ強固に縫合固定

【 手術方法 】



【 症例 】人工月状骨群
35歳，男性

術前 術後84か月

職業： 水道工事



【 症例 】27歳，男性 職業: 工事現場監督 規格品

術前 術後100カ月



【 セラミック人工CM関節 】
SAMURAI TM JOINT（京セラ）

Socketの特徴：橈側外転，掌側外転部のsocket縁
を削除し，可動域を60度まで大きくした
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SAMURAIと言えば、私です

鈴木 克侍（Katsuji Suzuki） 教授



【 方法：手術器具 】

トライアル インプラント

骨切り
ジグ

中手骨用

ガイドピン

大菱形用

ラスプ

中腔ドリル

ラスプ



【 症例 】 59歳，女性，右母指CM関節症，花栽培業

Eaton分類stage IV

主訴：
右母指痛，耕運機運転や
鋏使用で増強
箸，鋏がうまく使えない
書字，ボタンかけに支障

病歴：
1年間の保存療法に抵抗



【 症例 】 59歳，女性，右母指CM関節症，花栽培業

術直後



術後10年9か月(70歳)

【 症例 】 59歳，女性，右母指CM関節症，花栽培業



症 例
患 者 ：1歳3か月の男児
主 訴 ：母指低形成
既往歴：特記すべきことなし
現病歴：胎生40週、2648g、普通分娩で出生

Blauth分類4型に相当する右浮遊母指



手術方法

Buck-Gramcko法による示指の母指化術

皮切 形成不全の母指は有茎皮弁として使用



CM関節の再建と骨の固定

示指を中枢へ移動
骨底の球状臼蓋部に骨頭骨端軟骨部を対向させ新たなCM関節を作成
1.6mm鋼線で一時的固定
固定指位はＣＭ関節10度伸展、45度外転対立、三指と対向する回旋位
示指MP関節包で新しいCM関節包を作成



一時固定用鋼線抜去
Huber-Littler法での対立機能再建(ＡＤＭ使用)
Omer変法での内転機能再建(環指ＦＤＳ使用)

手掌腱膜にプーリーを作成
再建母指中手骨頚部(元の示指基節骨)

二期的手術(Buck-Gramcho法より7週後)



母指化術後2年４カ月後

対立５５度

屈曲

外転５５度



手掌腱膜の線維腫症 硬結

索状物



57歳，男性



57歳，男性

術前

術後



55歳，男性



55歳，男性



術前80歳，男性，上腕骨遠位部骨折，肘関節脱
臼



術後17か月



97歳，女性：
上腕骨近位部
粉砕脱臼骨折



97歳，女性：上腕骨近位部骨折



64歳，女性：橈骨遠位端骨折



100歳，女性：橈骨遠位端骨折

元気があれば何でもできる
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いろいろ駆使します



63
THA
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65外反母趾、足趾形成対応しています



本日の内容

• ✔施設認定について

• ✔整形外科スタッフ紹介

• ✔紹介の基準

• ✔当院整形外科の理想と現状、鞍上人なく鞍下馬なしを目指して

忘れたころに



鞍上人なく鞍下馬なしとは
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馬に騎乗する者と、馬とが一体になって疾駆する無心の境地をいう。
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まだまだ開院１年半で未熟で至らない点が多いかと思います
期待に答えられるように日々研鑽を積み重ね、努力をしてまいります
どんどん使い込んでいってください

理想と現状

紹介

逆紹介

先生方の意思が我々と直結するかのような、究極の人馬一体を追求すること
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