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2022年 虫明からのぞむ初日の出

新年のごあいさつ
理事長 ・ 院長 角 南 義 文
新年あけましておめでとうございます。

皆様におかれましてはお健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
かねてよりわたくしども竜操整形 （竜操整形外科病院 ・ 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・介護支援センターりゅうそう） をご支援いただき誠にありがとうございます。 令和４ （2022） 年の年頭に
あたりご挨拶を申し上げます。
100年に一度といわれるパンデミックをもたらしたCOVID-19 （新型コロナウイルス感染症） は、 依然とし
て猛威を振るっています。 岡山県は令和３ （2021） 年４月から５月下旬に第４波、 ７月下旬から９月上旬には
さらに大きい第５波を経験しました。 第４波で重症化する方が多く、第５波では患者数は多いものの重症患者が
少なかったようです。 11月22日時点で県内コロナ感染症の新患者は、 140日ぶりに皆無でした。 このように
鎮静化に向っているのは、 日本人特有の衛生思想 （感染症予防の知識） と新型コロナウイルスワクチン （以下
「コロナワクチン」） 接種の推進や人流の抑制などの効果と言われています。 すなわち、 皆さん一人一人の努力
の賜物なのです。

岡山県のコロナワクチン接種状況 （１/10時点）

11月末からは飲食店で
の多人数の食事、アルコー
ル類の提供も可能になり、
街に人流が回復しつつあ
ります。

それでも緊急事

態宣言期間のいわゆる
“巣ごもり” が好評とみる
べきか、 人流は急速には
回復していないようです。
11月に南アフリカなどで確認され、 わずか数週間で感染が拡大している新型コロナウイルスの新たな変異株
「オミクロン株」 の出現や年末年始にかけての第６波が懸念されるなか、 わたしたちにできる感染対策は変わり
ません。 ①こまめな手洗いをする、 ②３つの密を避ける、 ③マスクを着用する、 この基本を守ることです。
岸田内閣は、 経済の活性化を目指して、 新しい資本主義をスローガンとして、 先日35.9兆円にのぼる過去
最大の補正予算を決定しました。 令和４ （2022） 年はアフターコロナの第一歩の年となるよう、感染対策に十
分注意しながら、 明るい気持ちで過ごすことのできる一年にしてまいりましょう。 わたくしども竜操整形も職員
一同、 初心に立ち返り、 着実な一歩を積み重ねる一年となるよう、 これまで以上に日々精進してまいりますの
でどうぞよろしくお願い申し上げます。
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令和４（2022） 年元旦

６か月間の

育児休暇

を取得して
看護部 看護師 井 上

悟

私は、令和元 （2019） 年４月から竜操整形外科病院の病棟看護師とし
て勤務しています。 このたび当院初の男性育児休暇を取得しましたので、
感想などをつづってみたいと思います。

【取得のきっかけ】
妻の妊娠がわかったとき、 初めての子であるわが子の成長を目で見て
感じることができると思い、 育児休暇を取得したいと考えていました。 し
かし、 医療の世界では男性の育児休暇はまだ当たり前とは言えないことや
希望する休暇が６か月と長い期間であったことなどから、 申し出ることに
迷いがありました。 皆さんご存じのように今看護師はどの病院でも不足し
ています。 ましてや夜勤をする看護師はもっと不足しているのです。 私が育児休暇を取得することで夜間勤務
や看護業務を他のスタッフにカバーしてもらうことになります。 そこで部署の主任に相談したところ、 応援する
よと快く後押ししてもらえ、私の中で休暇取得への不安がなくなりました。 こうして部署の方々の理解もあり、わ
が子が生後２か月に入った頃、 ６か月間の育児休暇を取得することができました。
【育児休暇を取得してよかったこと】
第一に、 子どものオムツ交換や沐浴をする機会が増え、 子どもと触れ合う時間が沢山持てたことと、 妻と過
ごす時間が増えたことで、家庭や子どもについて話し合う時間を持てたことです。 とくに夜泣きをする子どもに
夫婦で対応して夜泣きの大変さを共感しあえたことや、 出産後の母体の体調変化があるなかでの夜間授乳や日
常の家事炊事の一助となれたことを誇りに思っています。 そして何よりも嬉しかったことは、 わが子の “初め
て” （首が座る、 寝返り、 ずりばいなど） を間近で見ることができたこと。 看護学校で学んだ小児看護 ・ 母性
看護を実体験してとても感動しました。
【感想】
コロナ禍のおかげで “おうち時間” を子どもに注ぐことができたのは貴重な時間でした。 経済面では育児休
業給付金などで補填することができ、 減収幅もほとんどなく子育てに専念することができました。 夜泣きや寝
かしつけがなかなかスムーズにいかずイライラしてしまうこともありましたが、 わが子も泣くのが仕事であり、 夜
中に起きることは誰しもイライラしてしまうなど自分の感情の変化をみつめながら楽しく子育てをすることがで
きました。 世の中の、 育児家事炊事を１人で行う状況のお母さんたちにとって、 育児は 『楽しい』 ではなく 『大
変』 になるだろうなと思いました。 仕事復帰後の育児と仕事の両立に不安はありますが、 この６か月間は私た
ち家族にとって有意義でかけがえのない大切な時間だったと実感しています。 これから育児を控えている方の
参考になれば幸いです。 ご快諾いただいた職場のみなさまには感謝の気持ちで一杯です。
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日本骨粗鬆症学会認定医
田 中 裕 三 医師
本格的な冬が到来し、 寒い日が続いています。 寒いと家の中で過ごすことが多くなり、 運動
量が落ちると筋肉量の低下を来し、 転倒しやすくなります。 また、 この時期は厚着をするこ
とで動きにくくなるため、 さらに転倒するリスクが大きくなります。 まずは転倒しないよう注
意することが大切ですが、 もし転倒してしまい、 骨折してしまった場合の注意点や骨折の予防
法についてお話しします。

Q． どんな人が骨折しやすいですか？
A． 骨粗鬆症の方は骨折リスクが高いです。
骨折は骨粗鬆症リスクが高い高齢者や女性に多く見られます。 近年、 新薬の登場や後発品の参入など、 骨粗鬆
症治療薬は大きく進化しています。 当院では、 骨粗鬆症専門医による専門外来を行っておりますので、 不安が
ある方はぜひお気軽にご相談ください。

Q． 骨折を疑う症状は？
A． 基本的には腫れや痛みを伴います。
手首、 足首…変形や腫れ
背骨…体位変換 （寝起きや寝返り） の時の背中や腰の痛み
股関節…足の付け根の変形や腫れ ※大腿骨の骨頭 ・ 頚部は、 骨折していても動ける場合があります。
痛みを感じる際は我慢せず、 早めの受診をお勧めします。

Q． 骨折の治療法はどんなものがありますか？
①プレートやネイル等を使用した手術
生活する中で頻繁に動かす手首や股関節 （大腿部）、 足首はプレートやガンマネイルを使用し手術で固定します。
特に高齢の方はできるだけ早く手術を行い、 運動機能の低下を予防する必要があります。

②コルセットやギプスで固定
腰や背骨の骨折は、 コルセットで固定して２～３週間安静にします。
また、 手首の骨折でも骨のズレが少ない場合は、 ギプス固定で治療します。

Q. 骨折した場合、 体にどんな影響がありますか？
A. その後の生活に大きな影響が…
介護が必要になる原因では 「骨折 ・ 転倒」 が13.0% を占めています。 ＊１
特に女性では、 認知症や衰弱と並ぶ主な要因のひとつとなっています。 中でも、 転倒に
よって起こりやすい大腿骨の骨折は、 歩けるようになるまで時間がかかる場合も多く、 日常生活動作 （ADL）
が低下し、 生命の危険に繋がる肺血栓症などの合併症を誘発する可能性があります。
また、 大腿骨近位部骨折の手術後１年での死亡率は9.8%～10.8％＊２ とも言われています。
*１…令和３年版高齢社会白書
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*２…大腿骨頭部／転子部骨折診療ガイドライン

ロコモ予防で骨折しにくい体づくりを！
骨や筋肉、 関節などの運動器は加齢に伴い機能が衰え、 転倒するリスクが高まっていきます。
ロコモティブシンドロームと呼ばれるこれら運動機能の低下を回避するためには、充分な栄養と適度な運
動の継続が不可欠です。
毎日の暮らしの中でロコモ予防を取り入れていくことが、 骨折予防や骨折の早期回復に繋がります。

転倒予防体操
片脚立ち
床に着かない程度に片脚を上げます

1日の目安 ： 左右1分間ずつ、 1日3回

転倒しないよう必ず
つかまるものがある
場所で行いましょう

・ 姿勢をまっすぐにして行うようにし
ましょう。
・ 支えが必要な人は十分注意して、机
に手や指をついて行います。
・ 指をついただけでもできる方は、机
に指先をついて行います。

足指じゃんけん＆タオルギャザー
足指じゃんけん

タオルギャザー

①グー ： 足の指をすべて曲げる
②チョキ ： 親指上と下で２種類
 親 指を上に挙げ残りの４指を曲げる
(逆:親指曲げ･他指伸ばす)
③パー ： ５本の指をすべて開く
１日の目安 ： グーチョキパーを

１セットとし10回〜30回

当院の
取り組み

足底が床に着くように椅子に座る
タオルを足の指でギュッと握って離す
これを何度か繰り返す

例年であれば、 院内外で年間延べ800人程度の方々を対象に健康寿命延伸を目的とした
地域活動を行っています。 しかし、コロナ禍によって活動の場も縮小している今日この頃…
小さな事ではありますが、 入院患者さんを対象とした健康教室を開催しています。
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火災避難訓練・大規模停電時対応訓練
― 2021年10月28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。
火災避難訓練に併せて、 当院では初めての停電下を想定した対応訓練を実施しまし
た。 これは停電の際に入院 ・ 外来患者さんに支障なく安心して治療を継続していた
だくための訓練です。 今回の訓練で得られた課題について、 精査・改善に取り組み、
万が一の際にも滞りなく安心して医療を受けられますように職員の教育等を含め、
万全の体制で取組を継続してまいりたいと考えています。

令和3年度 5病院研修会

カルテは電子から紙に切り替わります

― 2021年10月30日（土）―

他県５つの同規模整形外科専門病院による研修会が開催されました。
この研修会は毎年、 岡山 ・ 広島 ・ 熊本 ・ 大分 ・ 富山の持ち回りで
開催しており、 テーマに沿って意見交換や改善策を検討しています。
今年度は当院が主催で 「コロナ禍と
ロコモ」 というテーマのもとリモート
での開催となりました。同じ規模の整
形外科専門病院から良いところを吸
収し、より良い患者サービスに努めて
いきます。

りゅうそうクリーン作戦

― 2021年11月24日（水）―

約50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ます。
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美化委員会

医 療 の

質

改善

活 動
報 告

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。

QCサークル発表大会（2021年11月25日）の結果
第62回院内
サークル名 ：
部

オムニサークル

門 ： 放射線科

テ ー マ ： レントゲン撮影時の補助回数を減らそう
内

LATIONS！
RATU
G
N
CO

容 ： 放射線技師の職業被ばくを低減できると同時に、 患
者さんの撮影時の負担を軽減することができました

優勝

その他発表サークル
サークル名

オムニサークル
テ ー マ

２位

Riノベ－ションサークル （病院リハビリ）

退院時登録における算定ミスを減らそう

３位

ジグソーパズルサークル（地域包括ケア病棟）

肩装具装着中の患者への統一した看護ができる

チャレンジャー５サークル （急性期病棟）

看護師間における情報伝達方法を見直そう

ひまわりサークル （外来）

外来業務の流れを円滑に進めよう

ホワイトピーチサークル（回復期リハビリテーション病棟）

より良いナースステーションを目指して

ナウイルスワクチン接種情報
新型コロ
当院医療従事者への新型コロナウイルスワクチン３回目接種を行いました。
わたしたち竜操整形は、 引き続き感染防止対策に努めますとともに、 今後は、 地域の皆様ヘの新型コロナウイ
ルスワクチン接種の推進を図ります。
地域の皆様への接種について
【接種日時】 毎週木曜日 14 ： 00～ 16 ： 00
【対 象 者】 接種を希望される方で、 １ ・ ２回目の場合は接種券、 ３回目の場合は
接種券付き予診票をお持ちの方
【ワクチンの種類】 ファイザー社コミナティ （変更する場合があります）
【予約方法】 ※いずれの場合も接種券番号が必要です。
①病院受付窓口 受付時間 ： 月 ～土 09 ： 00 ～ 12 ： 00
②竜操整形ワクチン予約専用電話 086-273-3113

受付時間 ： 月 ～ 金 14 ： 00 ～ 16 ： 00

③県共通予約システム （https://v-yoyaku.jp/330001-okayama）
④岡山市新型コロナワクチンコールセンター
0120-780-910(日 ・ 祝日を除く ８ ： 30 ～ 17 ： 30)
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私たちと患者さまとの共同宣言
竜操整形外科病院は昭和55年創設以来５Sの精神のもと、地域の皆さまや紹介医療機関の先生方と共に真摯な姿勢で
医療に取り組んでまいりました。
私たち竜操整形の職員は、今後も患者さま本位の医療を実践して、地域に貢献できる病院作りを目指してまいります。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
～私たちは患者さまに対し次のことをお約束いたします～
１ 個人の尊厳
－患者の権利－
人格が尊重された、患者本位の医療を受けること。

２ 平等で良質な医療を受ける権利
良質で安全な医療を平等に受けること。
３ 選
 択の自由と自己決定権
検 査や治療などについて、十分な説明を受け、内容を理解した上で同意をして、適切な医療を選択すること。
自らが納得できない場合は治療を拒否できること。他の医療機関での意見（セカンドオピニオン）を聞くこと。
４ 情報に関する権利
当院での診療に関する情報を得ること。
５ プライバシー保護と秘密保持の権利
当院での診療情報やプライバシーが保護されること。

～患者さまには次のことをお願いいたします～
１ 医療の安全管理にかかわる行為（お名前の確認やリストバンドの着用など）にご協力ください。
－患者の責務－

２ 患者さまご本人の健康に関わる正確な情報提供と、医療行為への積極的な参加をお願いします。
３ 当院のルールを守り、他の患者さまにご迷惑をおかけしないようお願いいたします。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
10月20日よりオンライン資格確認の運用を開始しています。
オンライン資格確認でできること
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、 健康保険証の代わりに
マイナンバーカードで資格確認が行えます。
※診察券は必要となりますのでお持ちの方はご持参ください。
※初めてマイナンバーカードで医療機関を
   受診する場合は、 初回登録が必要とな
   ります。

至中原橋

山陽本線

新幹線

P
P

竜操整形外科病院

医療法人

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。

竜操整形外科病院

〒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）

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

『りゅうそう』 を発行しています。 記事の作成は不慣

竜操整形

至東岡山

至原尾島
百
間
川

患者さんや地 域住民のみなさんに向けて広報誌

http://www.ryusoh. or. jp

高島駅

りゅうそう
クリニック

広報誌『りゅうそう』への
ご意見・ご要望募集中

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国内感染状況は落ち着いているものの、 新たな変異ウイルス 「オミクロン株」 の影
響が懸念される状況で新年を迎えました。 引き続き、 感染対策を徹底していきましょう。 （チームRico）

