整形外科部長

菊地 忠志

人工膝関節置換術
５０００件を突破する力
福島県厚生連坂下厚生総合病院

高齢化社会に突入している今、高齢者の方のＡＤＬ（日常生活動作）やＱＯＬ（ク
オリティ・オブ・ライフ、生活の質）の向上維持について真剣に考え取り組まれる
ようになりました。福島県厚生連坂下厚生総合病院は、全国でも１、２位を誇る数
の人工膝関節置換術を実施している病院です。

は会津地方だけでなく県内全域から患者さんが

歩を重ね、スタッフの教育も熱心に行なっていくことが大切だ。それが患者さんの

――そういう患者さん方は、紹介状をお持ちに

隣県からも時々来られます。

来るようになりました。宮城、新潟、山形など

ためになり、さらにはスタッフ、自分、そして病院のためになる。そういう意味でも、

なっていらっしゃるのですか。

松井遵一郎病院長は、
「患者本位の医療を行うためには、医者自らが常に改良と進

菊地医師の診療は、患者本位の医療の実践である。そして、地方でもこういう仕事

菊地

ため、膝で悩んでいる方が周りから話を聞いて

この地方は開業医の先生や病院も非常に少ない

初診で直接来られる方がほとんどです。

ができると、地域と職員に自信とプライドを与えたこと、これは大きい」と言います。
今回、菊地忠志整形外科部長から、手術、そしてそれを取り巻く環境についてお
話を聞く機会をいただきました。

た。この手術で劇的に痛みが改善されることか

菊地

当初はこの周辺地域の患者さんだけでし

患者さんはどちらからいらっしゃるのですか。

来られる方は、地域の病院で診てもらっていて

する患者さんの割合も多いです。特に遠くから

くなりそうだからと、初めから手術目的で受診

調べて来られる方もいらっしゃいます。歩けな

まっすぐここに来るのです。最近は、ネットで

――人工膝関節置換術５０００件という数は、

ら、それが口コミで徐々に広がっていき、今で

患者さんは県外からも
地方の病院では途方もない数だと思いますが、

14
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いる方です。そういう方はやはり手術を意識し

も手術の話にもならなくて……と非常に困って

は２週間ぐらいの入院になります。その後は自

が上がるように工夫しています。片膝の手術で

菊地

ます。午前中はリハビリ室で、午後はリハビリ

でリハビリができるよう入院中から指導してい

は杖を突いて安定して帰ります。退院後は自宅

夫しています。だから、手術後のリハビリがつ

ていない人には指導していきます。病棟で患者

し、私もそれをチェックして、予定どおり曲がっ

手術後２～３日目から歩き始めて、退院時に

て来られますし、手術になることが多いですね。

宅でそのリハビリを行なってもらいますが、そ

の先生が病室にやってきて膝の角度をチェック

らいということもないので、なおさら患者さん

さんにリハビリをたくさんやってもらうように

今はリハビリを非常に単純化して、効果

今は、手術も非常に痛みの少ない方法で、手

れで十分な治療効果が得られています。

が患者さんを紹介するということがあるんだと

なってから、入院期間がどんどん短縮しました。

術後のリハビリも無理なく進められるように工

思います。
――膝の手術では、術後のリハビリが重要です
よね。

今後の治療技術につながる
外来診療

――患者さんの自宅の近隣病院などでフォロー

実際、手術をした専門医が診ないと、い

アップすることはないのですか。
菊地

ろいろな問題に気づくことができません。膝の

機能の改善も、手術前と比べてどうかというこ

とが大事で、手術後の経過をみていくことは大

切です。患者さんのリハビリが進まなくなって

いたり、問題が起こったときにどう対処したら

いいのか専門医にしかわからないことも多く、

私自身が外来で診ています。

また、今後の膝の治療の改善に役立てる意味
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ことは非常に大事です。手術するだけではなく、

でも、フォローアップして状態を把握していく
くらいの数になります。整形外科全体では２０

者数は１２０～１３０人、多いときは１８０人

形で自分なりに膝について研究をしているとい

患者さんを診ながら、朝から晩までいろいろな

とりで４診を使って診察室を動き回ります。高

う感じですね。

いきます。手術件数も多いのですが、当然、外

田厚生病院の外来でも１００人近い患者さんを

０人を超えるぐらい、多いときは２５０人にな

来患者さんも多くなります。かなりの労力には

診なければなりませんから、診察室を分けて４

――整形外科は常勤医師３名で対応しておられ

その後の経過の中で稀に起こる問題をチェック

なりますが、まだまだ技術的に改良できる部分

診にしてもらいました。手が足りなくなるので

るのですね。

ります。多くの患者さんを診れるように、私ひ

もあり、手術手技だけではなく、全体を通して

看護部長も降りてきていつも手伝ってくれるの

菊地

して、それを今後の治療にフィードバックして

新しい考え方や技術も見つけることができます。
です。

人しかいないのです。あとは会津若松の病院に

それに、この地域では整形外科の開業医が一

分たちで麻酔をかけたり、レントゲンを撮った

間もありますし、麻酔科の先生もいないので自

術をします。手術は、患者さんの入れ替えの時

午後からは、都合が悪くない限り毎日３件手

回転でようやく対応している感じです。

診して対応してもらっています。みんながフル

を診てもらったり、日中は処置当番の先生が回

ローテーションで毎年替わります。一般の外傷

そうです。私以外の２名は、大学からの

地方の病院こそ
手技を習得しやすい

私自身、興味があるので続いている部分もある

なりますが、膝の専門医はいませんから、結局

りしますので、１人の患者さんに少なくとも２

かもしれません。

患者さんはここに直接来ることになります。患

時間はかかります。

していますから、下半身と上半身を午前と午後

になりますし、午後は重いハンマーを振ったり

午前中は４診を動き回るのでかなりの歩行量

遣できない状態です。本当は地方の病院こそ、

ず、医局員も少ないから病院にも思うように派

偏在しているため地方の大学はなかなか集まら

というより夜回診をして、という毎日です。夜

特に家族で定着するのは難しいですよね。私も

ただ、大都市と違い生活はしにくい面もあり、

習得しやすいと思います。

握りやすいですし、実際の手技は地方のほうが

いろいろな経験ができます。自分自身でメスを

菊地

は手術データをまとめたり、学会発表の準備を

朝回診して、外来・手術が終わってすぐ夕方

で鍛えています（笑）
。

ので２人送ってくれるのです。医師は大都市に

大学も医師は少ないのですが、症例数が多い

者さんの数の割に医師がいないから、患者さん
が集まるわけです。

朝から晩まで膝に取り組む
――週４日、外来診療をされているようですが。

曜日の午前中は隣の高田厚生病院で、土曜日は

したりで時間を使っています。手術をしながら

実質外来は、月～土曜日の毎日です。水

予約の患者さんを診ています。私が診る外来患

16
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――睡眠時間はどれくらいなのですか。

です。週末は家族がこちらに来たりしています。

福島市内に家がありますから、ずっと単身赴任

がいっぱいで、それで患者さんの多い膝にしよ

が脊椎で、脊椎を目指したのですが、そこは人

菊地

うかなと思って選びました。国内留学で

――「膝」を目指した理由は何ですか。

慣れたのでしょうね。

スがあまりないですし、この生活リズムに体が

風邪もひきませんし本当に健康ですね。ストレ

く安心して手術できます。他科の協力なくして

先生がしっかりと診てくれるので、本当に心強

いることが少なくありません。その辺を内科の

は高齢者なので、いろいろな基礎疾患を持って

が揃っていくことにもなり頼もしいことです。

す。件数が多いということは熟練したスタッフ

タッフも件数が多いためこの手術に慣れていま

ろ と 工 夫 し て い る の で す が ……。 手 術 室 の ス

す。それ以外にも救急だったり、膝の他

います。土、日以外は毎日手術がありま

手術ができなかったと思います。ある部分、柔

るのだと思います。そうでなかったらここまで

それと厚生連という組織も柔軟な対応力があ

４～５時間、学会前や講演の前はもっと

短くなります。仮眠して朝ということもありま

福岡にも技術を学ぶために行かせてもら

手術はできません。何か問題があればすぐ転科

にも手術があります。時には夜遅くまで

軟に融通をきかせてくれる組織だからできたと

あと内科の先生ですね。患者さんのほとんど

すが、体はそんなにつらくなくて、少し眠いと

いました。大学ですから、各専門家がい

して集中的に内科的な問題を解決していただき、

昭和38年10月生まれ
平成元年３月 福島県立医科大学卒
平成元年５月 福島県立医科大学付属病院 整形外科
平成４年10月 社会保険福島二本松病院 整形外科
平成６年１月 福島県立医科大学付属病院 整形外科
平成７年４月 福岡大学整形外科（国内留学）
平成７年10月 福島県厚生連塙厚生病院 整形外科
平成９年４月 福島県立医科大学付属病院 整形外科
平成11年７月 福島県厚生連坂下厚生総合病院 整形外科科長
平成17年４月
〃
整形外科部長

大学の事情です。私が入ったときの教授

きはドリンク剤を飲むと元気になります（笑）。

ないと駄目ということで厳しく教育され

よくなったらリハビリを再開するなど、非常に

手術することもありますから。私も看護

思います。

タッフが少なくて、当面改善される見込みがな

そういう感じですね。地方はとにかくス
――病棟や外来の看護師さんなどスタッ

とりの力で対応していて、その一人ひとりが重

いのが現状なのです。その分、スタッフ一人ひ
菊地

要な役割を担っています。

徐々にスタッフを増やしてもらっ
ていますが、それでもみんな大変だと思

フの方も大変だなと思いますが。

菊地

――本当に病院全体でのチーム医療ですね。

小回りのきく、密な連携ができています。

日本整形外科学会 整形外科認定医
日本リウマチ学会 リウマチ認定医
日本整形外科学会 整形外科専門医

病院全体でチーム医療を

平成８年
平成10年
平成14年

師にできるだけ負担がないようにいろい
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適切な時期の手術で
ＡＤＬを大きく改善

り膝の曲がりが悪くなったりするからです。
ですから、本当に歩けなくなる前の適切な時
期に手術をすると、それ以降のＡＤＬが非常に
いいのです。患者さんが歩けるか歩けないかで、

だし、それができるのは専門家だけです。

患者さんが来たら
すぐ手術できます

練をしたり、軟骨を保護するヒアルロン酸注射

ということが分かってきています。以前は、人

タを確認していますが、長期成績もかなりいい

私は今、人工膝関節置換術５０００件のデー

ましたが、リカバリーはききます。その技術も

に行われた手術の再置換術もたくさんやってき

に緩みが生じるのです。いろいろな病院で過去

まったり、感染してしまったりすると人工関節

酸を定期的に注射して、痛みや傷んでいくのを

いれば一生持つ人がほとんどだと、私は考えて

されていましたが、今は手術を適切に行なって

のですが、専門に取り組んでいる病院はそれほ

この手術は幅広く多くの医療機関で行われる

技術は、限られた期間に多くの患者さんに対応

本当に歩行困難になってからでも手術をして

生活も困っている人たちがいます。ですから、

す。痛みがあるから、旅行にも行けない、日常

さらに整形外科でも背骨、手などいろいろな専

散しています。大病院は多数の診療科があり、

手術が数カ月待ち、半年待ちというのでは、

18
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――変形性の膝関節症の治療には段階がありま

介護の必要性も格段に変わってきます。家族の

菊地

すよね。

負担も大きく違います。歩けない、あるいは歩

れ替えの手術（再置換術）成績が非常によくなっ

をしたりします。この辺の方は、膝が痛くても

年しか持たないなど耐久性が問題視

仮に人工関節が傷んできたとしても、入

菊地

くのが困難になった患者さんに対しては、非常

ています。人工関節がぐらついて骨が削れてし

変形の進み方、関節の軟骨、骨の削れ方

の程度で治療に段階があります。

に意義が大きい手術です。

農作業で足腰に負担をかけている方が多いので

工関節は

変形の程度のひどくない人には、筋力強化訓

す。日常生活に支障のないように、ヒアルロン

抑えながら経過を見ている人もたくさんいます。

い ま す。 そ れ ぐ ら い 手 術 の 技 術 と 材 料 が よ く

ど多くありません。私の経験では、医師の手術
私も以前は、耐久性の問題で手術をできるだ

しないと、なかなか向上しないように思います。

け

代からかなり痛みを持っている方も多いので

歩 け る よ う に な り ま す が、 歩 行 が や や 不 安 定

～

が行われるようになってきました。早い時期か

だ っ た り、 立 ち し ゃ が み が ス ム ー ズ に で き な
かったりします。変形が進み痛みがひどくなる

ら痛みを取ることでＡＤＬを改善できます。た

60

と長く歩けないため、筋力が落ちたり変形によ

あるように思います。

門家がいるので、実施できる手術数にも限界が

大都市は病院も選択肢もいっぱいあり、数が分

歳以上の人に絞っていたのですが、現実は

非常に進んできました。

外来でそういう患者さんを診ていると、ある程

なっています。

ミングのいい時期に手術に誘導できるというこ

得られない方には、機能的に衰える手前のタイ

度以上の変形が認められたり治療効果が十分に

10

歳代でも痛みの強い方には人工関節手術

ともあります。

70

50

50
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――フレキシブルに対応できるということです

から、患者さんが来たらすぐ手術できます。

なのです。ここでは毎日３件手術をしています

実はその間に歩けなくなる患者さんもいるはず

病院にその治療体制ができれば、地方の病院で

がもっと普及すればいいなと思います。そして、

患者さんが受診しやすいように、そういう情報

ものを求められる分野は専門性を明確にして、

化もやむを得ない面があります。技術的に高い

も高度な医療はできると思います。

ね。
すごくフレキシブルですね（笑）。以前は、

この患者さんは本当にたくさんいるので、各

菊地
遠くから来た方には来院当日に手術することも

地域でもっと手術が行われていてもおかしくな

ている場合が少なくないからです。肺炎や心不

年に３～４件ぐらい対応していました。内科の

今は少し手術数が増えたのですが、それでも

全など他の疾患が悪化して、一定期間安静にし

いのです。患者さんは農村地帯に特に多く、膝

農閑期で手術が集中する冬場以外は、手術の待

ているうちに一気に歩けなくなるということも

先生にすぐチェックしてもらい、その間食事を

ちは非常に少ないです。夏は一番患者さんが少

あります。そういう人たちが治療の機会がない

の痛みが強くなっても、我慢して農作業を続け

ない時期なので、２週後以降は患者さんの好き

まま、車イスの生活になっていたりします。手

止めて夕方から手術をするのです。

なときに手術を受けられます。これは非常に珍

術の需要は多いのですが、なかなか専門医が育

今後はそれを何とか改善できるようにしたい

しいことだと思います。すぐ近くの会津若松市

けてもらったり、脊椎専門医がいる５００床の

と思っています。この手術を若い医師にも分か

たず、専門医が少ないのです。

病院もあります。地域の中で役割分担をしてい

りやすく技術的にも習得しやすいように、いろ

の１０００床の病院にひどい外傷の方を引き受

るからでもあります。

いろな考え方を整理していこうと思っています。

（聞き手＝編集部・高橋章子／８月 日）

――病院の特徴を打ち出していくのはとても重
要なことですよね。
患者さんも病院にかかりやすいと思いま
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菊地

す。医療はどんどん高度化されているので専門

31
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