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議システムZoomを利用したオンライン
による面会を行っています。 詳しくは病
院受付(086-273-1233)までお問い
合わせください。

コロナと「ロコモ」 （ロコモティブシンドローム）
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コロナと 「ロコモ」 （ロコモティブシンドローム）
～整形外科医がみた新型コロナウイルス感染症の影響～


理事長

角 南 義 文

新型コロナウイルスが出現して１年半が経過しました。この感染拡大による経済の低迷や新しい生活様
式としての社会活動の制限などによる社会的 ・ 精神的ストレスが人々に及ぼした影響は計り知れません。
このように長期にわたる行動制限がどれだけ運動器機能に影響を与えたか、 今回は整形外科医がみ
る新型コロナウイルス感染症の影響についてお話しします。
社会的活動の制限により運動施設はほぼ休館、団体スポーツ行事は中止を余儀なくされました。 グラ
ウンドゴルフといった、町内の顔見知りの人達との会話を兼ねてのちょっとした運動でさえできなくなり
ました。 当院の 「ロコモ教室」 「子どもロコモ教室 （こロコモ）」 も中止せざるを得ないまま現在に至っ
ています。 また、 感染を恐れての受診控えのせいか、 内科や小児科だけでなく整形外科も外来受診が
減りました。 みなさんご存じのように、 整形外科の治療にはリハビリテーションが欠かせません。 リハビ
リテーションの中断による運動器機能の低下は、 とくに高齢者の日常生活へ急速に影響を及ぼしていま
す。 診察をしていても、 腰やひざの痛みに加えて 「歩くのがしんどい」 と訴えるご高齢の患者さまが増
えてきたように思います。 これは、 運動不足による下肢の筋力の衰えなどが原因と考えられますが、 筋
力の低下は身体のバランスをとる体幹機能の衰えを招き、 転びやすくなることを示唆しており、 この先
はロコモティブシンドローム （略してロコモ）、 フレイルなどが危惧されます。
日本臨床整形外科学会 （JCOA） による 「コロナ自粛後の身体変化に関するアンケート調査」 による
と、 自粛生活後、 全体の約30％に身体の痛みがあり、 子どもを除く全ての年代の半数以上が頚 （首）・
腰部の痛みを、 小学生の40.5％、 中学生の29.6％が足 ・ 足関節の痛みを訴えていました。 次に、 ロ
コモの兆候である 「つまづきやすさ」 「階段昇降」 「速く歩く」 の３つの項目からみる運動器機能の変化
では、 全ての年代でバランス機能が低下していました。 また、 子どもの体調の変化のうち、 小中高生を
通じて体力がなくなったことが最も多く、 驚くことに高校生の55.1％が体力がなくなったと回答してい
たのです。
これらの結果から、 コロナ禍による行動制限は、 全ての年代でロコモ予備軍あるいはロコモと診断さ
れる状態であろうと言えます。 とくに成長期である小中高生の子どもたちにとって骨や筋肉が発達する
大切な時期に、 思いっきり身体を動かすことができない今の状況は、 運動機能の低下や体重増加の要
因というだけではなく、 ジワジワと骨や筋肉を脆弱化させ、 「子どもロコモ」 になりやすい状態であると
言え、 非常に問題視しています。
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岡山県全域に緊急事態措置がなされている今、 外での運動は難しいという方も、 室内でできるロコモ
体操や簡単なトレーニングで少しでも筋力アップに繋げていっていただきたいと思います。 広報誌
vol.53で 「自宅で簡単トレーニング」 を紹介しています。 ご興味のある方は、当院ホームページからご
覧ください。

どうかこの感染症の一日でも早い終息と、 ウイルス根絶のために、 今、 ご自身ができる最大限の行動
をおとりください。
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Locomotion Check

下記の7つの項目のうち、 ひとつでも当てはまれば ロコモティブシンドローム が疑われます。

１

４

片脚立ちで靴下がはけない

家のやや重い仕事が
困難である

５

２

家の中でつまずいたり
すべったりする

３

２㎏程度
（１L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

６

階段を上るのに手すりが必要

７

横断歩道を青信号で
渡り切れない

15分 く ら い 続 け て
歩くことができない
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介護保険を利用したリハビリテーション
～日常生活の 「どうすりゃあええん？ （どうしたらいい？）」 「困った」 をサポートします～
りゅうそうクリニック通所リハビリテーション
理学療法士 斎 藤 賢 治
りゅうそうクリニック介護予防通所リハビリテーションは、 りゅうそうクリニックの３階で行っている通所リ
ハビリ （デイケア） で、 介護認定を受けた方を対象とした運動指導を行っています。

※ 当通所リハビリの特徴は……
利用者の方の身体状況や自宅環境などを評価したのち、一人一人に合った運動内容のカリキュラム （訓
練過程） を整形外科医師の指示のもとに、 リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが作成し
て運動指導をしていることです。 また、 利用者の方が地域で安心して生活できるよう、 日常生活のなか
でお困りの動作等がないかお聞きしてカリキュラムに組みこんでいます。 具体的には、 『バスに乗って近
くのスーパーに行けるようになりたい』、『お風呂の湯舟に安全に浸かれるようになりたい』、『（ご家族が）
もっと楽に介助が出来るようになりたい』 など様々あります。 例えば、バスに乗って近くのスーパーに行
くためには、 バス停まで歩く、 バスの昇降、 スーパーの中を15分程度歩くなど多くの動作の組み合わせ
であることが分かります。 これらの動作を評価し課題がみつかった動作に対して、 その方に合わせた運
動のポイントを指導しています。
最近では、 介護認定を受けた方の多くが利用される福祉用具 （杖や歩行器、 シルバーカーなどの歩行
補助具、 自宅内に手すりを取り付けるなど） の選定のご相談を数多くお受けしています。 利用者の方の
ご自宅に一番適している手すりの位置をアドバイスしたり、昇降が困難な段差等を把握してその環境に合
わせた運動指導をしています。
このように、 各々生活スタイルが異なりますので課題もそれぞれ違い、 同じカリキュラムの人はいない
のです。 また、 理学療法士、 作業療法士などの専門職が常駐しているため、 その日の体調に応じた運動
強度の調整やカリキュラムの変更が臨機応変にできることも特徴のひとつです。

また、 クリニックに併設しているため、 整形外科疾患による痛みがある場合には、 早期に医師の診察を
受けることができます。 早い段階での適切な治療は、 症状の悪化を防ぐことに繋がります。 以前、 ご自宅
で転倒なさった利用者の方がご家族とともに来院されたことがありましたが、 病院と連携が図られている
ので安心してご入院いただき、 手術治療やリハビリを受けていただくことができました。
運動機能の低下のみならず、 外出の機会が減ることで、 社会的な繋がりが希薄になり、 認知症を発症し
たり進行したりする可能性も少なからずあります。 これらの要因が重なることで、 介護認定を受けたご本
人だけではなく、 ご家族もこれからどうなっていくのだろうと不安な気持ちになる方が少なくありません。
これらの不安を少しでも解消し、 地域で安心して生活していけるよう、 専門の職員がサポートをさせて頂
きますので、 ぜひ一度当通所リハビリのスタッフにご相談ください。
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りゅうそうクリニック介護予防通所リハビリテーション
一日の流れ
日常生活の 「どうすりゃあええん？ （どうしたらいい？）」 「困った」 をサポートします

１１：００～１２：３０ご利用の場合

乗車前に送迎スタッフが体調の確認をしてい

10 ： 30

送 迎

ます。 発熱がある場合にはお休みするなど感
染対策へのご協力をお願いしています。
乗降にはスタッフが必ずそばについています。

10 ： 55

①りゅうそうクリニックに到着。

到 着

②バイタルチェック （脈拍 ・ 体温 ・ 血圧など）

健康チェック

と体調変化、 生活環境の変化などの聴き取
りは欠かせません。

11 ： 00

リハビリ
テーション

①リハビリテーション開始！
②主に体操、自転車エルゴメーター、マシントレーニングなどを行います。 さらに、歩
行訓練、 階段昇降訓練、 バランス訓練など個別のカリキュラム （訓練過程） を理
学療法士、 作業療法士の指導のもと行っていきます。 （時には 「脳トレ」 を行うこ
ともあります）
※個別のカリキュラムの詳細については前頁枠内 「※ 当通所リハビリの特徴は……」 をご覧ください。

12 ： 30

送 迎
利用者宅
到 着

バイタルチェック （脈拍 ・ 体温 ・ 血圧など） と
体調の変化を確認し、ご自宅までお送りいたし
ます。

13 ： 00
新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら運営を行っております
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変形性膝関節症について
竜操整形外科病院
整形外科専門医 武 冨

翼

関節疾患の多くは比較的にゆっくりと症状が進行するため、加齢という理由で見過ごされてしまうこともあり
ます。 しかしその結果、 疾患の度合いが進んでしまうと、 関節に強い痛みや熱が発生したり、 あるいは歩く ・
座る ・ 立つといった日常生活の基本的な動作が制限されてしまう事態になりかねません。
今回はその中でも膝関節に発症する 『変形性膝関節症』 についてお話しします。
正常

内側

外側

Q１． どんな病気ですか？

変形性膝関節症

膝関節の形や軟骨に異常が起こり、 膝関節が徐々に変形していく病
気です。
進行すると、 軟骨がすり減り、 骨が露出して関節の表面がデコボコに
なり、 関節の動きが障害されるようになります。 変形や痛み、 可動域
制限等により、 起立、 歩行に大きな影響を与え、 生活の質を著しく低
下させます。

Q２． どんな症状が出ますか？
主な症状は膝の痛みと水がたまることです。 初期では立ち上がり、 歩き始めなどの動作の開始時の痛みが起
きます。 中期では正座や階段の昇り降りが困難となります。 末期では変形が目立つようになり、膝関節の曲げ
伸ばしが制限されて歩行困難になるなど日常生活が著しく障害されます。

Q３． どんなことが原因で発症しますか？
加齢に伴う関節軟骨の老化が原因で発症することが多いです。 肥満や遺伝的素因も関与しております。
骨折や靭帯 ・ 半月板損傷などの外傷や感染の後遺症として発症することもあります。

Q４． どんな人に起こりやすいですか？
高齢になるほど罹患率は高くなります。 男女比は１ ： ４で女性に多くみられます。

Q５． どうやって診断しますか？
問診や診察により、 膝関節の動きの範囲、 腫れ、 変形などの有無を調べ、 レントゲン検査で診断します。
CT、 MRIでさらに調べることもあります。

Q６． どうやって治療しますか？
痛み止めの内服薬、 外用薬を使用したり、 ヒアルロン酸の注射などをします。 運動器リハビリテーションの大腿
四頭筋強化訓練、 関節可動域訓練を行ったり、 膝をあたためる物理療法を行います。 このような保存療法で
も痛みが改善しない場合、 手術療法を考慮します。
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Q７． どんな手術がありますか？
人工関節置換術、 膝関節鏡手術、 高位脛骨骨切り術などがあります。

Q８． 手術の特徴を教えてください
〇人工関節置換術
変形性膝関節症により傷んで変形した骨の表面を取り除いて、
人工関節に置き換える手術です。 膝関節全体を人工関節に置
き換える全置換術、 膝関節の傷んでいる側だけを人工関節に
置き換える単顆置換術を状態により選択し、 行っております。

人工膝関節全置換術

人工膝関節単顆置換術

〇膝関節鏡手術
半月板の損傷がある場合、 変形性膝関節症が進行する可能性
があります。
半月板損傷による症状が疑われる場合、 関節鏡で膝の中を観
察後、 必要に応じて半月板を縫合、 切除などの処置を行いま
す。
クリーンルームにて常に清潔を保ち
ながら手術を行います

〇高位脛骨骨切り術
傷んだ範囲が内側の関節軟骨、 半月板に限定されている方が対
象になります。
脛骨を切り、 傾斜を変化させ、 大腿骨と脛骨の軸を変えること
で、 膝関節の痛んでいる部分への負担の軽減をめざす手術です。
術前

術後

ジ
ッセー
メ
の
へ
ん
さ
患者
変形性膝関節の痛みは波があるため、何年も我慢しつづけて
痛みに耐え切れなくなり、 歩けなくなってから受診するとい
う方がおられます。
当院では投薬、 リハビリテーションを中心とした保存的療法
も人工膝関節置換術をはじめとする手術もどちらも行って
おります。
気になることがあればどの段階でも気軽にご相談ください。
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新型コロナウイルスワクチンを
接種しました

皆様からの
ご寄付のご紹介

当院医療従事者への新型コロナウイルス
ワクチンの優先接種を行いました。
ワクチン接種により感染症の発症を予防
することが期待されています。
これからも地域の皆様へのより安心安全
な医療の提供に努めてまいります。

個人の方、 企業様など多方面よ
り心温まるご支援をいただき、誠
にありがとうございました。
中島病院 坪井修平 先生
皆様からの感謝や労いのお言葉
を励みに、 今後も全力を尽くして診療にあたって参りたいと存じます。
新型コロナウイルス感染症の終息にはまだまだ時間がかかると思います
が、 地域の皆様に安心で安全な医療を提供できるよう努めて参ります。

サンマルクホールディングス 様

株式会社すき家 様

表紙写真のご紹介

New Face 2021

JAグループ岡山 様

診療技術部 リハビリテーション科
長尾

北山
蒼 （きたやま あおい）
信江 心愛 （のぶえ ここあ）
木梨
絢 （きなし あや）
宇髙 亜美 （うたか あみ）

真鍋

長尾
深井
真鍋
近藤

佳祐 （ながお けいすけ）
隆也 （ふかい りゅうや）
康輔 （まなべ こうすけ）
佑紀 （こんどう ゆうき）

安部
深井
木梨
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片岡

山口
井上

泉
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信江
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安部 彩香 （あべ あやか）
前田 好香 （まえだ よしか）
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山口 沙南 （やまぐち さな）
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山陽本線

http://www.ryusoh. or. jp
新幹線

高島駅
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竜操整形外科病院
至東岡山

至原尾島

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

藤原

（両備・宇野バス）

百
間
川

●

おかやま
信用金庫
二本松

至大阪
R250（旧 R2）

（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

介護支援センター りゅうそう

TEL：086－271－6111 FAX：086－273－1002

地域医療連携室

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575

新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、 14名の新しい仲間を迎えることができました。
感染の終息を切に願い、 新しい仲間と職員一丸となりこの難局に立ち向かってまいります。 

（チームRico）

