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はじめよう「ロコトレ」

ロコモティブシンドローム
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平成 年度竜操整形忘年会開催
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笑顔がたくさん
表紙写真：竜操整形外科病院リハビリスタッフ

ロコモティブシンドローム（ロコモ）
竜操整形外科病院

手術室担当部長 田中

裕三

ロコモティブシンドロームという言葉を皆様はご存知ですか？

運動器の衰え・障害（加齢

や生活習慣が原因といわれる）のために移動能力の低下をきたして、要介護になったり、要介
護になる危険性の高い状態のことをいいます。ロコモと略されたり、ロコモティブ症候群、運
動器症候群などと呼ばれることもあります。ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった
運動器のいずれか、もしくは複数に障害が起き、歩行や日常生活に何らかの障害をきたしてい
る状態です。2007年、日本整形外科学会は日本の超高齢化社会と将来を見据え、このロコモと
いう概念を提唱しました。
健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のことを健康寿命といいます。平均寿命と
健康寿命の間には、男性で約９年、女性で約12年の差があります。誰もが最後まで、健康で活
き活きとした生活を送りたいと思っています。骨や筋肉の量のピークはおよそ20～30代だとい
われています。骨や筋肉は適度な運動で刺激を与え、適切な栄養を取ることで、太く丈夫に維
持されます。弱った骨や筋肉では、40代・50代で身体の衰えを感じやすくなり、60代以降、思
うように身体が動けなくなってしまう可能性があります。いつまでも自分の足で歩き続けてい
くために、ロコモを予防し、健康寿命を延ばしていくことが必要です。
このような症状に思い当たりませんか？

ロコモには７つのチェック項目があります。

□ 片脚立ちで靴下がはけない

□ 家の中でつまずいたり滑ったりする

□ 階段を上がるのに手すりが必要である

□ 家のやや重い仕事が困難である
（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）

□２kg
（１リットルの牛乳パック２個）程度の買い物をして持ち帰るのが困難である
□ 15分くらい続けて歩くことができない

□ 横断歩道を青信号で渡りきれない

このような症状があれば「ロコモ度テスト」で調べてください。「ロコモ度テスト」は年代平
均値と比べ、現在の自分の移動能力を確認するためのテストで①脚力を調べる
る

③身体の状態・生活状況を調べる

②歩幅を調べ

の３つのテストから成っています。３つのテストの１

つでも同年代の平均に達していない場合、現在の状況が改善されないと、将来ロコモになる可
能性が高いと考えられます。その時は将来に備え、手軽にできるロコモ対策を始めてください。
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ロコモを防ぐ運動を「ロコトレ」と言います。ロコトレはバランス能力をつける「片脚立ち」
と下肢筋力をつける「スクワット」の２つの運動です。自分に合った安全な方法で毎日続けて
ください。また暮らしの中にも自転車や徒歩で通勤する。エレベーターやエスカレーターでは
なく階段を使うなどして運動習慣を取り入れてください。柔軟性を高めたり、身体活動量をあ
げる工夫も行ってください。また腰や膝が気になる人は腰痛体操や太ももの前の筋肉（大腿四
頭筋）を鍛える訓練を行ってください。そして足腰に痛みや違和感を感じた方は、竜操整形外
科のスタッフに相談してください。

はじめよう「ロコトレ」

片脚立ち

！
転倒しないように、
必ず
つかまるものが
ある場所で
行ってください。

90

！

支えが必要な人は、
↓ 机に手をついて行います。

↑ 椅子に腰かけるように、
お尻をゆっくり下ろします。
膝は曲がっても 度を超えないようにします。

深呼吸するペースで
5～6回繰り返します。
1日3回行いましょう。

支えが必要な人は、
↓ 机に指、または両手をついて行います。

↑ 床に着かない程度に片脚を上げます。

スクワット

左右１分間ずつ
１日３回行いましょう。

安全のために
椅子やソファーの
前で
行ってください。
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第46回院内QCサークル発表大会が開催されました !!
日時：平成25年11月28日（木）15：00～18：00

場所：竜操整形外科病院

第３リハビリテーション室

《第46回院内QCサークル発表大会発表演題》
改善事例「テーマ」
部門/サークル
用紙の使い方を見直そう
事務局/新ほうれんそう
温かい麺の汁を配膳しよう
栄養科/マヨネーズ
肩関節術後患者の不眠を減らそう
東病棟/ジグソウパズル
月末までに退院分のレセプトを点検する
医事/竹コプター
ビニール袋の使用量を削減しよう
看護助手/ゆかいな仲間
診療にかかわる書類の管理を徹底しよう
病院リハ/ヒラメ筋にくん
排泄の失敗を減らそう
通リハ/ステッキーズ
外来診療の満足度を上げる
外来/ひまわり
ＭＲＩ撮影室への金属の持ち込みをなくそう
放射線科/オムニ

１位… 放射線科/オムニ ２位… 看護助手/ゆかいな仲間 ３位… 東病棟/ジグソウパズル
一位常連

やっぱり強い !!

発表風景

講評：真島（左） 司会：谷原（右）

優勝したオム二サークル

平成25年度竜操整形忘年会が開催されました！
忘年会が平成25年12月14日（土）に岡山プラザホテルで開催されました。
恒例の部門別パフォーマンスやゲームが行われ、大いに盛り上がり、最後は六甲おろしの大
合唱で幕を閉じました。出席129名（職員122名、家族７名）幹事：栄養科

年末恒例の餅つきが行われました！

おいしいお餅が
できました !!

平成25年12月28日、毎年恒例の餅つきが行われました。
これは、お正月に入院中の患者さんにお出しするためのお雑煮用の餅
ですが、毎年年末には、若手職員の手でつかせていただいています。
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平成25年度5病院研修会in Okayama
日程：平成26年１月25日（土）12：30～19：40

場所：岡山プラザホテル

毎年恒例の整形外科５病院研修会が開催されました。
５病院研修会とは、当院も含め５つの同規模の整形外科専門病院が一堂に会して、各部門別
のテーマに沿って意見交換や改善策を検討する研修会です。
このような研修会を毎年、岡山・広島・熊本・大分・富山の持ち回りで開催しています。今
年度は当院が主催で「患者サービスの強みと弱み」というテーマのもと、部門別討議、全体討
議を行いました。同じ規模の整形外科専門病院から良い所を吸収し、よりよい患者サービスに
努めていきます。
パネルディスカッション
形式での質疑応答

全体討議

部門別討議

懇親会

・・・・・・・・・・・ 患者急変時対応訓練 ・・・・・・・・・・・
患者さんが入院中などに急に体調が悪くなった場合、予期せぬ急変の場合などを想定して、院
内での患者さんの救命活動が医師・看護師を中心としたチーム医療として、迅速かつ的確に実
施できるよう毎年訓練を行っています。
今回は、入院患者さんが夜間に急変したという設定で、当直医や夜
勤看護師などで対応訓練を行いました。
みんな真剣!!

誕生日会

平成25年11月

当院では毎月第４木曜日に誕生日会が開催されます。
場所：肉のほそだ

12月

平成26年１月

２月
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特集

患者さんの想いを支える。

地域医療福祉部 を紹介します!!

病気は予期せず身に降りかかってくるもの。そんな中、入院が決まったけど費用が心配、病気
になる前のように自由に動けないなど、多くの悩みや不安がのしかかってきます。
自分ではどうしていいのか分からないときに、相談にのって支えとなるのが「地域医療福祉部」。
不安を受け止め、患者さんやご家族と共に考え、適切な社会資源や制度をご案内しています。

スタッフ紹介
坪田

河合

知恵（MSW）

有加（MSW）
地域医療福祉部のお
母さん的存在。
どんな悩みも大きな
心で 受 け止めてくれ
ます。

ちっちゃいけど部署
ｲﾁしっかりもの！
とっても頼りになる
存在です。

太田

典子（Ns）

MSW2人の親と同世代（>_<）ですが、気持ちはいつまでもフレッシュです。

こんなときは、私たちに聞いてください!!
医療や介護の制度を知りたい

介護保険、身体障害者手帳など、医療や介護の制度について、わかりやすく説明します。

医療費が払えるか心配

通院や入院の自己負担が高くならないように、医療費には所得に応じて上限が設けられています。
制度利用の申請手続きをご案内します。

退院後の生活が心配

様々な関係者と相談しながら、安心した生活が送れるよう、医療や介護サービスの調整をします。
※その他、お困りのことがありましたら、お気軽にお声かけください（外来窓口でも相談できます）

地域医療福祉部の 三種の神器
その１

PHS

その３

笑顔
その２
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第３リハ室

理学療法室

トイレ

筆記用具

ご家族、関係機関との主な連 絡 私たちにとって記録は必要不可欠。
ツール。いつでも、どこでも対応 院内・院外に正確な情報を提供し
できます。
ます。

地域医療連携室
（医療相談室）地図

画像
センター

応します!!
輝く笑 顔で 対

相談室 EV

トイレ
階段

診察室
受付・薬局
玄関

業務 月、火、水、金 /９：00～17：00
時間 木、土
/ ９：00～13：00

電子カルテ導入のお知らせ
当院では、診療情報の電子化を推進する目的で、平成26年５月１日より電子カルテシステムを
導入いたします。
導入にあたっては万全の体制で準備を進めておりますが、操作に慣れるまでの間、ご迷惑を
おかけする可能性があります。職員一丸となって対応して参りますので、ご理解ご協力の程よ
ろしくお願い申し上げます。
電子カルテ導入後もできるだけス
ムーズな診療を継続するためパソコン
の操作研修に加え、模擬的なリハーサル
を行っています。５月の稼働に向けて万
全の備えをしていきたいと考えていま
す。
《第46回院内QC発表大会》
日
時：平成25年11月28日（木）15：00～17：30（全職員対象）
場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：当院QCサークルによる改善事例９演題発表
《平成25年度第２回医療安全研修会補講研修》
日
時：平成25年11月14日（木）17：00～18：10
【院内合同研修会報告】
平成25年12月19日（木）17：00～18：10
 （平成25年11月～26年２月） 場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：「職場の安全文化の醸成にむけて」
（オンデマンド研修）
講
師：杉山良子先生（日本赤十字社事務局）
《平成25年度第２回院内感染対策研修会補講研修》
日
時：平成25年11月21日（木）17：00～18：20
平成25年12月26日（木）17：00～18：20
場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：「病院全体で取り組む感染対策」
（オンデマンド研修）
講
師：黒須一見先生（東京都保健医療公社荘原病院）
《平成25年度５病院研修会部門別グループ討議 院内事前検討会および報告会》
日
時：平成26年１月16日（木）事前検討会
平成26年２月20日（木）報告会
場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：「患者サービスについて考える」
参加部門：医局、病棟看護、OP室、外来、薬剤、放射線、リハビリ、栄養、医事、地域医療連携
《平成25年度第３回医療安全研修会》
日
時：平成26年２月17日（月）17：00～18：00
場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：患者急変時対応訓練
※夜間を想定した患者急変対応（BLS、ACLS）の実施訓練と麻酔科医による技術指導
《平成25年度能力評価研修》
日
時：平成26年２月20日（木）
場
所：竜操整形外科病院北棟１階第三リハビリテーション室
研修内容：職員個人カード（チャレンジシート）の運用と部下への評価方法について
講
師：小原靖夫先生（高岡整志会病院顧問）

院内の行事

6

広報誌 りゅうそう

笑顔がたくさん、花ひらく
わたしたちの笑顔が患者さんの笑顔につながります

至中原橋

山陽本線

新幹線

高島駅

●岡山県自動車税事務所

りゅうそう
クリニック

P
P

竜操整形外科病院
至東岡山

至原尾島
藤原

●

（両備・宇野バス）

百
間
川

●

おかやま
信用金庫

岡山
陸運支局

二本松

至大阪
R250
（旧 R2）

http://www.ryusoh. or. jp
特定医療法人

竜操整形

竜操整形外科病院

りゅうそうクリニック 〒703－8245 岡山市中区藤原79－2

TEL：086－273－1122 FAX：086－271－6851

介護支援センター りゅうそう

TEL：086－271－6111 FAX：086－273－1002

（岡電・宇野バス）

至岡山市街

〒703－8245 岡山市中区藤原21－1
TEL：086－273－1233 FAX：086－273－4689

地域医療連携室

日を追うごとに春が深まり、身も心もほっこりしてくるこの頃です。

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575
ペコ

