
 診療科紹介 整形外科  

■ 整形外科 

■ 発汗異常外来がはじまりました 

■ てんかん外来がはじまりました 

■ 地域医療・患者支援センターからのご案内 

  ・泌尿器科セミナーのお知らせ 

  ・第65回地域医療連携セミナー 

■ 医局人事異動 

Topics 

病院玄関前のツツジがお出迎えしています 

診療内容  

 2007年に生まれた子供の半数が107歳より長く生きる

と推計されています。人生100年時代に、全ての人が元

気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことので

きる社会をつくることが重要な課題となっています。

このような社会を実現するには健康寿命の伸長が不可

欠です。平成30年現在、男性の平均寿命は80.98歳、健

康寿命は72.14歳、女性ではそれぞれ、87.14歳と74.79

歳です。平均寿命と健康寿命のギャップは、男性では

8.84年、女性では 12.35年も存在しています。この

ギャップを埋めない限り、明るい社会の実現は不可能

です。健康寿命の伸長に大きな役割を担っているのが

整形外科医療です。超高齢者の運動機能維持回復向上

には整形外科医療とリハビリテーション医療が不可欠です。実際、10年前と比較して超高齢者に対する

関節外科手術、脊椎外科手術件数は格段に増加しています。以前であれば、もう歳だからという理由で

機能回復のための手術を断念する超高齢者がほとんどでしたが、独居であったり快適な生活を取り戻す

ために果敢に手術を受けられる超高齢者が増加してきました。この傾向は今後さらに加速すると考えら

れます。このようなニーズの変化に対応して、整形外科医療は低侵襲手術開発、周術期全身管理、術後

リハビリテーションの改良を行ってきています。高松市立みんなの病院整形外科では、確立された治療

法を基本としつつ、最先端知識、技術を取り入れた医療を積極的に行っています。これまでの治療成績

分析結果を元に、常に治療法の改善に取り組み、安心安全で確実な医療を提供するため日々努力してい

ます。  

【脊椎脊髄疾患治療】 

 詳細な問診、神経学的所見に加え、3.0テスラMRI、CT、電気生理学的検査など最新の診断装置を用い

て確実な診断を心がけています。頸椎、胸椎、腰椎、仙椎骨盤まで全脊椎に対する手術的治療を行って



います。手術に際しては脊髄モニタリング、ナビゲーション

システム（図1）、X線透視装置を駆使して安全確実な治療を

行ってます。また、腰椎疾患に対しては内視鏡を導入した低

侵襲手術を行っています。腰椎椎間板ヘルニアはもとより最

近では腰部脊柱管狭窄症に対する内視鏡手術も行っていま

す。腰椎椎間板ヘルニアに対しては昨年度よりコンドリアー

ゼ（ヘルニコア）の椎間板腔内注射による治療も開始してい

ます。 

 

【関節疾患治療】 

 変形性関節症や無腐性骨壊死に対する人工関節置換術、骨

切り術を行っています。手術に際しては三次元的手術計画

（図2）を立て、ナビゲーションシステム（図1）を用いて目

視による誤差を最小化させた手術を行っています。また、ア

プローチにも最小侵襲手技を用いており、人工股関節置換術

術後1日目から歩行訓練が開始できるようになっています。 

 

【スポーツ障害治療】 

 プロスポーツチームドクターも務めている医師が、スポー

ツ障害の診断と治療、復帰に向けたリハビリテーションの指

導を行っています。エコーを用いた診断法も駆使していま

す。今年度から体外衝撃波によるスポーツ障害治療（図3）を

開始しました。これによって疾患の治癒促進が得られ、早期

の復帰に寄与できると考えています。 

 

【足疾患外傷治療】 

 外反母趾、扁平足、変形性足関節症など足の疾患や骨折脱

臼など足の外傷治療に関する専門知識、技術を持つ医師は全

国的に少ないのが現状です。当院では足疾患、外傷に関する

専門的知識と技術を持つ医師が治療を行っています。外反母

趾手術、変形足関節症に対する固定術や骨切り術など多くの

手術を行っています。 

 

【骨粗鬆症治療】 

 骨粗鬆症治療では性別、年齢、骨密度減少程度などにより

治療薬を決める必要があります。骨密度検査法（DEXA）や骨

代謝マーカーを用いて各患者さんごとの状況を見極め、最適

なオーダーメイド治療を行っています。骨粗鬆症性椎体骨折

に対してはBalloon Kyphoplastyも積極的に行っています。 
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(文責 長町 顕弘 ) 



医長 岩目 敏幸
いわめ としゆき

 医員 井口 裕貴
いぐち ひろき

 

発汗異常外来   

2021年 

4月開設 

てんかん外来  
2021年 

4月開設 

 このたび皮膚科にて、香川県では数少ない発汗

異常外来を開設しました。原発性掌蹠、腋窩多汗

症については発汗量を計測した上で、その重症度

に応じた治療をおこないます。 

診療受付時間 ／ 毎週 月曜日 午前(8時～11時)  ※詳しくはお問い合わせください 

■対象患者さんをご紹介ください。 

多汗症  無汗症  皮膚アレルギー  

横関 博雄
よ こ ぜ き  ひ ろ お

  

 ４月から、四国で唯一のてんかん診療拠点機関で

ある徳島大学病院よりてんかん専門医を招へいし、

てんかん専門外来を開設しま

した。 

 てんかんは１００人に１人

の有病率と言われる、決して

まれな疾患ではございませ

ん。小児に多い印象のある疾 

診療受付時間 ／ 毎月第3木曜日 午後(2時～5時)  ※詳しくはお問い合わせください 

藤原 敏孝
ふ じ は ら  と し た か

 

  この度、徳島大学整形外科

より参りました岩目敏幸と申

します。出身は徳島大学（平

成16年卒業）です。私自身小

学生から大学までサッカーを

プレーしていたこともあり、

整形外科の中でもスポーツ整

形を専門に診療に当たってお

ります。みなさんが安心し

て、楽しくスポーツができる

よう少しでも力になれればと

思っておりますので、何卒宜

しくお願い致します。 

  ４月より当院で勤務させて

頂く、整形外科の井口裕貴で

す。愛媛県立中央病院と徳島

大学病院で初期研修を終了

後、徳島大学整形外科に入局

しました。外来診療と外傷手

術に精力的に取り組み見ま

す。よろしくお願いします。 

新赴任医師紹

 治療内容については、塩化アルミニウム外用、

イオントフォレーシス、BOTOX(腋窩多汗症、手掌

中多汗症)など、診療しながら選択していきま

す。 

患ですが、実際には高齢発症のてんかんも多く

見られます。 

 毎月第３木曜日のみで月に１回ですが、これ

まで以上に専門的な対応が可能となります。て

んかんの診断や治療についてお困りの方はぜひ

一度、脳神経外科てんかん外来へご相談くださ

い。 

 



みんなの病院 研修会 

高松市立みんなの病院 〒761-8538 香川県高松市仏生山町甲847番地1 087-813-7171（代表） 

http://www.takamatsu-municipal-hospital.jp 

 

受付時間 
平日（月～金） 8時30分～18時00分 

土曜日 9時30分～13時00分   ※土曜日はFAX予約受付のみ 

電 話 （087）813-7171（代表）／（087）813-6699（紹介予約専用） 

Ｆ Ａ Ｘ （087）813-6799（直通） 

 0120-834-224（フリーダイヤル   ） 

 ※フリーダイヤルは県内固定電話のみ対応しております。 

セミナー、研修会等の 

ご確認・お申込はこちらから 

患者さんをご紹介いただく際に、地域医療・患者支援センターへ事前にFAX予約をお願いいたします。 

セミナーのご案内 
次回開催予定 

内科 宮髙 紘輔 

呼吸器内科 堀内 宣昭（R2.10.1～） 

呼吸器内科 香西 博之 

消化器内科 藤井 祥平 

外科 居村 暁 

脳神経外科 庄野 健児（R2.10.1～） 

脳神経外科 板東 康司 

整形外科 岩目 敏幸 

整形外科 井口 裕貴 

小児科 中野 睦基 

泌尿器科 井内 俊輔 

産科・婦人科 三宅 すずか 

産科・婦人科 杉本 達朗 

耳鼻咽喉科 大西 皓貴 

麻酔科 前田 悠樹 

内科 岡本 恵暢 

消化器内科 友兼 毅 

消化器内科 門田 美由香 

外科 大塚 敏広 

脳神経外科 大北 真哉 

整形外科  岡 伸治 

整形外科 和田 一馬 

皮膚科 大津 雅信 

耳鼻咽喉科 石谷 圭佑 

麻酔科 近藤 早紀 

FAX予約を 

お願いします 

医局人事異動 
転 入 転 出

第65回地域医療連携セミナー 

日時 2021年6月24日（木） 

   19：00～1時間半程度 

演題1 「手術支援ロボットについて」 

講師 医長 森 英恭 

 

演題2 「当院でのロボット補助下前立腺  

     全摘について」 

講師 医長 小森 政嗣 

 

日時  2021年7月21日（木） 

    19：00～1時間半程度 

演題1「てんかん診療 Up to  Date」 

講師  徳島大学病院 てんかんセンター 

    藤原 敏孝 

 

演題2「胸部単純：読影のための基本的    

     事項」 

講師   放射線科 院長補佐 医療局長 

      林 義典 

ＺＯＯＭを使用した 

オンラインセミナーです。 

泌尿器科セミナー 

※セミナーについての  

 最新情報は、当院 

 ホームページをご覧 

 ください。 


