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肩腱板断裂について

皆さまに、 より見やすくまた情報を分かり
やすくお伝えできるホームページとなる
ようにデザインや構成を一新しました。
スマホからも見やすくなっています。
手術紹介ページの内容もさらに充実して
います。
check‼
ぜひご覧ください。
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介護支援センターりゅうそうのご紹介
新型コロナウイルスワクチン接種情報

ージを
ホームペ ました!!
アルし
リニュー

医療の現場へようこそ
永年勤続表彰
第 回全日本病院学会
岡山
院内合同研修
医療の質改善活動報告
数字でみる竜操整形 （２０２０年度）
りゅうそうクリーン作戦

新型コロナウイルスワクチンの職域接種を行いました‼

Ryusou Clinic
Ryusou Orthopedics Hospital
in

肩腱板断裂について
竜操整形外科病院
整形外科専門医 濱 浪 一 則

明らかな原因がなく徐々に、 あるいはある日突然、 肩の動きが悪くなり、 顔を洗うことや、 高いところや車
の後部座席の物を取ることができなくなったり、 夜間疼くような痛みを経験されたりしたことはありませんか？
「五十肩だね、 そのうち治るよ」 と同僚や家族に言われ放置している痛みはありませんか？
肩は、 五十肩 （肩関節周囲炎） ではない何らかの 「原因」 があって動きが悪くなったり、 痛みが出たりする
ことがあります。 今回はその代表的疾患である 「腱板断裂」 についてお話しします。

Q１． どんな病気ですか？
筋肉が骨に付くところを腱と呼びます。 肩 （上腕骨頭） には、 棘上筋、 棘下筋、 肩甲下筋、 小円筋の４つの筋
肉が板のように平らな腱となって付いています。 これを腱板と呼び、この腱板が切れてしまうことを腱板断裂と
呼びます。 特に棘上筋、 棘下筋において腱板断裂が起きやすいと言われています。

上腕骨頭

Q２． どんな症状が出ますか？
肩関節周囲に炎症が起こることにより痛みが出ます。 次第に安静にしていても痛み、 夜寝ているときにも痛み
で目が覚めるようになります。
腕を上げるなどの動作で上腕骨頭と肩甲骨 （肩峰） の間に腱板の一部や肩峰下滑液包 （腱板を保護するため
の滑液の入った袋） などが挟み込まれること （肩峰下インピンジメント） により痛みが増し、 こちらも安静にし
ていれば痛みは少なくなることはありますが、 断裂が治ることは少ないです。 動作の反復により再発 ・ 再燃と
軽快を繰り返し、 断裂が拡大すると筋力が落ち、 物を持ち上げたり、 手を挙げることが困難になります （腱板
の機能不全）。

Q３． どんなことで発症しますか？
加齢によって腱板が柔軟性を失ったところに、 軽微な外力 （肩を打った、 バンザイをしたなど） が加わることで
断裂を起こします。 また、 転倒して肩を強く打った場合などでも発症します。
若い方では、 スポーツ中に大きな力が加わることで断裂することもあります。
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Q４． どんな人に起こりやすいですか？
加齢とともにその有病率 （病気にかかっている割合） は増加します。
50歳代では10人に１人、 80歳代では３人に１人というデータもあります。
また、 そのうちの半数は無症候性断裂 （断裂していても症状が出ない） と言われています。

Q５． どうやって診断しますか？
患者さんへの問診と理学所見 （身体機能 ・ 症状のチェック） により、 おおよ
その診断は出来ますが、 確定診断にはMRI検査や超音波検査を行います。

Q６． どうやって治療しますか？
腱板断裂の有無に関係なく、 患者さんが何に困っているのかを診察にて丁
寧に聞き取りを行います。
それを踏まえて、 保存療法 （投薬、 注射、 リハビリ） が良いか、 手術療法が
良いかを一緒に考えます。

MRI画像

断裂の大きさ、 断裂の部位、 疼痛、 関節可動域などにより、 早期に手術すべきか、 保存的に加療するか、 ３カ
月ほど経過をみて、 そのときの症状で治療方法を判断する場合もあります。

Q７． どんな手術がありますか？
関節鏡視下手術と通常手術 （直視下手術） があります。
当院では関節鏡視下手術である鏡視下腱板修復術 （ARCR；Arthroscopic Rotator cuff repair） を行っ
ています。

Q８． 関節鏡視下手術の特徴を教えてください
最も大きな特徴は通常手術に比べて傷が小さいと
いうことです （１㎝ほどの穴を４～６か所開けま
す）。 スーチャーアンカーというネジを骨の中に挿
入し、 アンカーについた糸で腱板断裂部を縫合す
る手術になります。
大きく切開する通常手術と比べて侵襲 （からだに
対する負担） も少なくなります。

ージ
セ
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メ
の
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ん
さ
患者
肩が痛くなって時間が経ってもなかなか治らない場合は、 五十肩(肩関節周囲炎)ではない場
合があるので、 なるべく早く肩専門医を受診することをお薦めします。
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介護支援センターりゅうそう

のご紹介

ケアマネジャーは介護を必要としている人やその家族の相談に乗り、 その人の身体の状態に応じて最適な介
護サービスが受けられるように※介護サービス事業所、 地域の方との連携調整をする専門職です。
利用者に対して介護保険サービスをどのような目的で利用するのかを記載した 「ケアプラン（介護サービス計
画）」 の作成を行い、 ケアプランに記載された目標が達成できるように自立支援を行うことを役割としています。
介護支援センターりゅうそうでは、 快適で安心な在宅生活をお過ごしいただくため、 経験豊富なケアマネ
ジャーが、 ご自宅で生活される高齢者の方々のサポートに日々努めております。 病院併設の事業所という特徴
を活かし、 入院中または病気の治療中から病院と連携をとることで、 正確な病状経過などの情報を元にした円
滑な介護支援への移行が可能になります。

営業時間 ： 月～金
8 ： 30～17 ： 30
※介護サービス事業所…ヘルパー、 訪問看護、 通所リハビリテーションなど
Tel. 086-271-6111
介護相談 （無料） を随時行っておりますのでお気軽にご連絡ください。

介護支援センターりゅうそう所長よりごあいさつ
2002年から20年近くもの間、 利用者 ・ 家族さまに恵まれ、 また地域の皆さま、
民生委員の方々などから多大なるご支援を頂きながら 「竜操整形のケアマネ」 と
して勤務してまいりました。 慣れ親しんだ職場を離れるのは寂しい思いがします
が、 この度退職する運びとなりました。 大変お世話になりました。 後任のケアマ
ネジャーもこれまでと変わらずご支援のほどよろしくお願いいたします。

垣沼幸代

新任のごあいさつ
７月より赴任してまいりました。 当院の患者さまだけでなく、 介護保険の利用者さまが、 住み慣れた地
域の住み慣れたお住まいで一日でも長く暮らせるよう、 関係機関と連携をとりながら精一杯サポートい
たしますので、 どうぞよろしくお願いいたします。 
光藤実弥子

事例紹介

Aさん 70代 男性
・ 左膝の骨折で竜操整形外科病院に入院
・ 妻 （健康面に不安あり） と２人暮らし
・ 認知症あり
・ ご自宅への退院を希望されているが、 妻は不安が大きい

入院中にケアマネジャー、 病院リハビリスタッフ、 福祉用具事業所でご自宅を訪問。
古い家屋で段差も多いため、 安全に移動ができるように手すりを手配しました。
夜間のトイレ移動は転倒の恐れがあり、 ベッドの横にポータブルトイレを設置しました。
リハビリスタッフからリハビリ継続が必要と助言があり、奥様も希望されたため介護予防通所リハビリテーション
に週３回通うことにしました。 お風呂にも入れるため、 心配事が一つなくなったと喜んでいただきました。
退院前にはAさん、 奥様、 病院スタッフ、 介護サービス事業所とカンファレンスを開催。
情報を共有し、 退院後の支援体制を整えました。
入院早期から病院と連携を図ることで、 安心して退院後の生活をスタートすることができました。
今後も快適で安全な在宅生活が送れるようにサポートしていきます。
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新型コロナウイルスワクチン接種情報
わたしたちは、 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の 「ワクチン接種の加速化」 を図ることは、
地域貢献活動のひとつであると考えております。

職域接種
このたび、 菅公学生服株式会社 （倉敷市児島） さまへの職域接種 （対象
1,000人） を実施いたしました。
１日300人接種のスムーズな運用に向けての綿密な打ち合わせと事前準
備、 リハーサルの実施など、 企業さまのご理解とご協力により無事に接種
を完了することができました。

一般接種
岡山市ホームページで当院の予約の空き状況がわかります。

岡山市 ワクチン
下記①、 ②いずれかの方法でお申し込みください。
①県共通予約システム

（https://v-yoyaku.jp/330001-okayama）
②岡山市新型コロナワクチンコールセンター 0120-780-910
（日曜 ・ 祝日を除く 8時30分から17時30分まで）
※①②いずれの場合もお手元に接種券をご用意ください。

リハビリテーション科実習生の声

そ !!
こ
う
へよ
場
現
医療の

６月から６週間の期間、お世話になりました。 新型コロナウイルス
の影響により、 竜操整形外科病院での実習が最初で最後の実習
となりました。 実習での学びを活かし、患者様のことを第一に考え、
行動できる理学療法士になれるよう今後も精一杯学んでいきます。

吉備国際大学 保健医療福祉学部 理学療法学科 坂本 匠

当院は、 医療人を目指す学生の臨床実習施設として、 看護師、 理
学療法士、 作業療法士、 診療放射線技師や医療事務職などの養成
校から毎年多くの実習生を受け入れています。
臨床実習は、学生にとって大切な初めての職業教育です。 わたし
たちは、 学生の方々が授業で培ってきた知識 ・ 技術を医療現場で
応用しながら活用できる機会を提供することで、 看護やリハビリ
テーションなどの医療サービスを提供できる 「医療人」 となるため
の第一歩を支援しています。
PCRなど適切な事前検査の他、 厳重な体調 ・ 行動管理のもと、
万全な感染防止対策の上で実習を行っておりますのでご安心くだ
さい。
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勤続表彰
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受賞者の声

20th



地域包括ケア病棟



看護師長

太 田 典 子

私は2000年12月に竜操整形に入職しました。 結婚を期に岡山に引っ越してきたばかりで、 当時住んでいたところ
から一番近いという理由で就職を決めました。 竜操には明るくて元気な体育会系の看護師さんが多く、引っ込み思案な
私は、 場違いなところへ来てしまったのかなあと思ったことを今でも覚えています。 当初は、 不慣れな私のために若い
看護師さんたちが一生懸命教えてくださり、 事あるごとに声をかけてくださったお陰で、 辞めずに頑張ることができま
した。
また病棟以外にも、 訪問看護や、 地域連携室などいろいろな部署も経験させていただきました。 その上に看護師長
という役職まで与えていただき、 未熟だった私が院長先生を始め、 今は亡き吉田元事務長さん、 そして赤井看護部長
さん、 同僚、 後輩の皆さん、 そして患者さんから多くのことを教わり成長させていただいた職場となりました。 深く感
謝申し上げます。
昨年無事に定年を迎えることができたことも幸せに感じています。 今後は微力ではありますが、 後輩の指導にあたり、
少しでも皆様に恩返しができたらと思っています。

学会発表

第62回全日本病院学会 in 岡山
開催日 ： 2021年８月21 ・ 22日

場所 ： 完全WEB開催

「整形外科単科ケアミックス型病院での転倒転落要因についての検討」
～転倒群と非転倒群でのAS評価およびFIM評価の比較～

理学療法士
小島 聖史

「ロコモティブシンドローム予防の取り組み」
～当院でのロコモ教室開催の効果～

「整形外科単科ケアミックス型医療機関での

大腿骨近位部骨折の検討」
理学療法士
浦上 麻衣

5 広報誌 りゅうそう

～自院手術群とリハ目的転院群との比較について～

理学療法士
藤井 徹

院内合同研修
患者急変時対応訓練

―2021年2月1日(月)―

患者さんの予期せぬ急変の場合などに、 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で、 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 “病棟で発生した誤嚥による急変” という設定で訓練を行い
ました。

火災避難訓練 ・ 大規模災害時招集訓練
―2021年３月11日(木)―

万が一火災が発生した場合に備えて、 初期消火や通報、 患者さんの安全確保
を目的とした訓練を定期的に実施しています。 今回は３階病棟の患者食堂を出
火元と想定して訓練を行いました。 毎回、 出火場所や状況を変化させて、 より
実践的になるよう工夫しています。

岡山市防火安全協会より、 防火管理、 災害防止に努めた功績が認められ、 竜
操整形外科病院が2021年度優良防火管理事業所として表彰されました。
今後とも防火防災意識の向上に努め、 地域防災に寄与して参ります。

医 療 の

質

改善

当院では、 医療の質や患者サービスの質向上を目指し、 部門を中心とした

活 動
報 告

改善活動を行っています。各サークルは１年間に１件の改善活動を行ってお
り、 院内発表大会で報告し合い相互啓発を図っています。

クル発表大会（2021年７月29日）の結
ー
サ
C
Q
内
院
回
果
第61

サークル名 ：
部

Riノベーションサークル

優勝

門 ： 病院リハビリテーション

テ ー マ ： 稼働率と患者に応じたリハビリテーションの提供
内

容 ： 稼働率の変動に合わせた柔軟な提供単位数で患
者様にも喜ばれる結果となりました

その他発表サークル
サークル名

テ ー マ

２位

スマイルサークル （医事課）

要介護者の算定基準を明確にし迅速に判断する

３位

新ほうれんそうサークル （総務部）

施設基準様式9業務の運用を見直そう

ルーキーズサークル （手術室）

術前訪問率を上げよう

ゆかいな仲間たちサークル （看護助手）

他病棟へ行っても日常業務を把握できるようにしよう

ステッキーズサークル（介護予防通所リハビリ）

運動の振り分けにかかる時間を短縮しよう
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年度）

数字でみる竜操整形（2020
外来患者数 （延べ）
病

平均在院日数

院 19,610人/年

クリニック

27.1 日

52,585人/年

入院された患者さんが平均して何日間で
退院することが出来たかを表す数です。

１年間の外来患者（延べ）数です。

入院患者数

手術件数

948人/年

救急搬送件数

843件/年

153件/年

2021年５月26日、 およそ40名の病院スタッフが参加し病院
周辺の清掃活動を行いました。この清掃活動は定期的に実施
しているもので、この日は病院周辺のごみの除去や植え込み・
隣接道路などの雑草除去を中心に行いました。
今後も院内外の清掃活動を継続して実施し、いつも清潔な環
境のもとで患者さまに安心して受診していただけるよう心が
けてまいりたいと思います。 
美化委員会

山陽本線

新幹線

P
P

竜操整形外科病院

医療法人

竜操整形

竜操整形外科病院

至東岡山

至原尾島

TEL：086－273－1122 FAX：086－271－6851

●

おかやま
信用金庫
二本松

至大阪
R250（旧 R2）

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
info@ryusoh.or.jp

りゅうそうクリニック 〒703－8245 岡山市中区藤原79－2

藤原

（両備・宇野バス）

百
間
川

患者さんや地域住民のみなさんに向けて
広報誌 『りゅうそう』 を発行しています。
内容は、 病気の治療 ・ 予防に関する特集
や医師からのお話、 当院が提供する治療、
院内の取り組みなど多岐に渡っています。
記事の作成は不慣れながらもすべて院内
のスタッフによる手作りで行っています。
広報誌 『りゅうそう』 に関するご意見・ご
要望がございましたら、 院内設置のご意
見箱もしくはFAX ・ ハガキ ・ メールでお
寄せください。よりよい誌面作りの参考に
させていただきます。
今後とも、 広報誌 『りゅうそう』 をよろし
くお願いいたします。

http://www.ryusoh. or. jp

高島駅

りゅうそう
クリニック

953人/年
在宅復帰率 94.6％

広報誌『りゅうそう』への
ご意見・ご要望募集中

りゅうそうクリーン作 戦

至中原橋

退院患者数

地域医療連携室

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575

気がついたら今年もあと3ヶ月を切りました。 寒さが進むと換気や手洗いがおろそかになりがち。
自分や家族を守るためにもこれまで通り予防と対策は続けていきましょうね。 
（チームRico）

