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新体制で地域とともに未来へ

理事長就任のご挨拶

院長就任のご挨拶

病気のＱ＆Ａ

子どものロコモモ
（こロコモモ））

※撮影のためマスクを外しています

外来診療担当表

新入職員のご紹介

New Face 2022

Ryusou Orthopedics Hospital

2 0 2 2 年 4 月 、新 体 制
医療法人竜操整形理事長就任のご挨拶
初秋の季節とはいえ暑い日が続きますが、皆様

など自然災害の来襲も気がかりですが、地政学的

にはご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は

にも、我が国に軍事的危機が迫っていることを示

格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

唆するできごとが起きています。今こそ我が国の

さて、私は、4月1日より角南義文前理事長の後

「危機管理能力」が問われています。

任として、竜操整形外科病院の理事長を拝命いた

病院の危機管理は、医療安全推進と感染症管理

しました。前理事長をはじめ諸先輩先生がこれま

の二つを骨子として進められています。当然なが

で築き上げて来られました病院の実績と竜操地区

ら危機管理は個人レベルから必要なことです。個

の皆様から頂いてまいりました信頼を踏まえまし

人の危機管理能力の高低はその人の行動を眺め

て、当病院のますますの発展と地域への貢献のた

ることで推測することができます。計画して行動

めに微力を尽くしてまいりたいと存じます。皆様

する人か？調べる習慣を持っている人か？備えを

のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

する人なのか？などなど。行動力があることは素

令和に入ってから、多くの国民が今までに経験

晴らしいことですが、計画性のある行動が必要で

したことがない困難と不安にぶつかっています。

す。面倒なことを後回しにすることや、自分の能力

新型コロナ感染症は、いまだ収束が見通せない状

を過大に評価することは、良い結果に繋がらない

況のままです。我々は新しい生活様式への変化を

ことは、みなさんが経験的に周知のことです。病院

余儀なくされ、戸惑いとストレスは増大し続けまし

の全職員は、個人レベルでの危機管理能力を高め

た。2月24日に始まったロシアによるウクライナへ

つつ各々の仕事に従事し、さらに病院全体を鑑み、

の「軍事作戦」の行方には目と心が離せません。我

医療機関としての危機管理を推進してまいります。

が国はこの状況をどう受け止め、どう対応すべき

どうぞ安心してください。今後ともよろしくお願い

かという悩ましい問題を突きつけられています。

申し上げます。

日本国土の地理や気候を原因とする、地震、台風

医療法人竜操整形理事長

1 広報誌 りゅうそう

なかしま

ひとし

中島

衡

で 地 域 とともに 未 来 へ 。
竜操整形外科病院院長就任のご挨拶
創設者である角南義文先生から引き継ぎ、令和
4年4月より院長を拝命しました髙柴賢一郎と申
します。

いものとなるように、当院は患者さんに寄り添う
医療を提供し続けます。
当院では脊椎、関節、手の外科、骨粗鬆症など、

竜操整形外科病院は1980年の創設以来『患者

整形外科疾患全般を対象として診療をしており、

さんの幸せの実現』を使命として、地域の皆様とと

熟練の技術と経験をもった専門医が真心を込め

もに歩んでまいりました。当院は脊椎や関節など

て手術を行っています。最高の技術を提供すべく

の運動器疾患の治療を担う病院であり、急性期病

研鑽を積むと同時に、患者さんに寄り添い、愛情

棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション

を持って治療に当たるように心がけています。ま

病棟を備えています。

た、手術後のリハビリテーションも同じ施設内で

患者さんの生活背景や治療の目的によって「適

行っており、退院後は外来リハビリも継続できま

正な医療」というのは変化しますが、『患者さんの

す。受診しやすい病院として、これからも地域医療

幸せの実現』という目的を達成するためのお手伝

の一翼を担うべく真摯に診療を続ける所存です。

いをするという我々の信念は変わりません。我々

竜操整形外科は「患者さんの幸せの実現」のた

は患者さん自身が「どのように生きていきたい

めに、職員一丸となってより一層の精進をしてま

か？」を考える機会に携わるプロ集団でありたい

いります。

と考えています。患者さんの今後の人生がより良

竜操整形外科病院院長
たかしば

けんいちろう

髙 柴 賢一郎
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当院ホームページ内 『病気のQ＆A』 コーナーより、ご質問の多い疾患
や知っておきたい整形外科疾患についてご紹介いたします。
手根管症候群
Q． 10日前から両手指先がしびれて、 朝、 目が覚めます。
保健師さんに診てもらったところ、 手根管症候群ではないかと言われました。 手術等含めてお教えいた
だければと思います。

A． 手
 根管症候群になると、 手の親指、 人差し指、 中指および薬指の親指側半分がしびれ
ます。
また、 手首を手のひら側にしばらく曲げておくと指のしびれがひどくなります。
これは手首の手のひら側で正中神経という神経が圧迫されるからです。
中年以降の女性に多く見られ、 症状が進むと手のひらの親指の付け根のところの筋肉がやせていきます。
指がしびれるときは、 それが頸椎のものではないか、
肘のところで神経を圧迫していないかなどの鑑別も
必要です。

しびれや痛みの範囲
明け方に強くなり、手を振る
ことで楽になります

症状が軽いときは、 夜間だけギプスのようなもので手
首の動きを止めるようにすると症状は軽くなります。

親指の付け根がやせて細か

手のひらの筋肉が薄くなる （盛り上がりが凹んでくる）

い作業が困難になります

ようでしたら手術が必要です。

ギックリ腰
Q． 夫がギックリ腰になり、 困っています。
前にも経験したことがあります。 現在の仕事が体を使うものなので、 痛みが激しく、 思うように動けず苦
しんでいます。
最初の1週間は休みをもらえましたが、 会社からはこのままでは困ると言われ、 出来れば入院して完全に
治してから来てほしいと言われました。
どのようにすればよいでしょうか？

A． ギックリ腰とは急激に腰痛が起こる現象を言います。
原因はいろいろあります。 その原因を診断しないと適切な治療はできません。
そのためには、 専門医の診断やレントゲンはもちろんのこと、 MRIなどの検査も必要な場合もあります。
また、 入院をして検査が必要なこともあります。
日常生活で特に大事なのは仕事をするときの姿勢や物を持つときの姿勢、 長時間同じ姿勢をするときな
どに注意をすることです。
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膝の痛み
Q． ５か月程前に転んで膝を強打しました。
30分程立ち仕事をしたり、 重いものを持ったり、 スポーツをしたりすると痛みがあったり、 違和感があっ
たり、 階段を降りる際にガクンとなりそうで怖かったりします。 あと、 膝の裏側に痛みがあることもあり
ます。 考えられる膝の損傷はありますか？

A． 膝
 関節の中に半月板という軟骨があり、 膝の動きをスムーズにし、 膝関節の安定性に
役立っています。
膝を伸ばした位置で捻ったり、 しゃがんで作業したり、 階段を降りる時、 スポーツなどで傷めます。
整形外科を受診して、 場合によってはMRI撮影を受けてはどうでしょうか。

五十肩
Q． 年齢的に五十肩のことが気になります。
五十肩は別名肩関節周囲炎というみたいですが、 炎症を起こしている状態のことですか。
五十肩の原因やどのような人がなりやすいのか、 普段からできる予防法などありましたら教えていただ
けますか。

A． 簡
 単に言えば、 関節の変性 （加齢） によって、 関節の構成体の弾力が落ちて五十肩に
なるものと考えられます。
稀には関節の中の小さな袋にカルシウムが溜まって、 突然、 激痛が起こることもあります。 平素より目よ
り上に手を上げるような運動、 例えばバンザイをする、 肩をグルグル回すなどをするとよいでしょう。

＜肩甲骨の体操１＞
⑴

壁に背中を付けて立ち、姿勢を正します。
手のひらを下に向け、肘を伸ばします。
⑵ そのままゆっくりと肩をすくめるようにし、３秒数え
ます。
⑶ ゆっくりと肩の力を抜いて、肩を元の位置まで下げて
３秒数えます。
※⑵～⑶を10回繰り返します。

＜肩甲骨の体操２＞
⑴

 勢を正して胸を張って座ります。
姿
手のひらを下に向けて、両手を広げます。
⑵ そのまま肩甲骨を背骨にぎゅっと近づけ、３秒
数えます。
⑶ 肩の力を抜いて元の位置まで戻し、３秒数えま
す。
※⑵～⑶を10回繰り返します。
注）痛みのある方や診療中の方は主治医に相談してから行ってください。

4

広報誌 りゅうそう

子どものロコモ
（こロコモ ）

理学療法士（ロコモコーディネーター） 川口直樹

ロコモティブシンドローム（ロコモ）とは、骨や関節、筋肉などの衰えが原因で、「立ったり」「歩いたり」「座ったり」
しづらくなった状態のことをいいます。近年、ロコモが子どもにも起きていることが明らかになってきました。
これは、コロナ禍による行動制限で体を動かす機会が減ったこと、また、家にいる間にスマートフォンやゲームを
しすぎることなど生活習慣の変化が要因と考えられます。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、非常に問題視されています。

家庭でできるロコモ度チェック

１つでもできないものがあればロコモ予備軍

お子さまと一緒に試してみよう♪

両手を真っ直ぐ
耳の後ろまで上げる

５秒間、片足で
ふらつかず立つ

膝を伸ばしたまま
指を床につける

足の裏をしっかり
床につけて、しゃ
がみ込む

グーからパーを
前に出す時、手
首 を70度 以 上
反らせる

竜操整形では、未来を担う子どもたちの健康をサポートすることを目的に「竜操こロコモ教室」を開催していま
す。人生に一度だけある運動神経が最も成長する大切な時期(ゴールデンエイジ)に、発育過程になぞらえたエクサ
サイズを進めることで、子どもたちの身体機能を最大限引き出す取り組みを行っています。

報告
動
活
このたび岡山市中区にある、なのはなこども園様・旭川こども園様からご依頼をいただき、

2021年12月20日(月) ・ 2022年3月18日(金)

｢こロコモ教室｣を開催しました。園の先生方を対象に“運動器からみた成長発達や発育発達に基づく運動”につい
て実技を交えながら指導できました。
先生方の園児たちへの知識・経験は言うまでもなく素晴らしく、実技を学ぶ熱い姿勢には感服いたしました！！
今後は、園児のみなさんとロコモ予防運動を楽しみながら継続していただけると思います。
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外来診療担当表
竜操整形外科病院の外来は、外来棟（旧りゅうそうクリニック）で行っています。
当院は予約制ですので、お電話で受診日をご予約ください。

外来受診のご予約・お問い合わせ

予約ダイヤル

０８６－２７３－１１２２

月〜土曜日：午前９時〜午後５時

診療
受付

午前 9時～１１時30分
午後 １３時30分～16時30分

診療
時間

午前 9時～１2時30分
午後 １３時30分～1７時30分

予約時間は受付に来院していただく目安の時間です。受付後お待ちいただきますがご了承ください。

月

火

水

木

金

一般整形外科

AM

骨折 ・ 外傷

PM

脊椎外科

AM

中原
石井

石井

PM

川畑

川畑

AM

髙柴
日下
角南

髙柴
佐藤

髙柴

PM

横山

日下

佐藤
日下

佐藤
難波 （第2週）
日下

濱浪

濱浪

当日の外来担当医で診療致します

人工関節
〔関節外科〕

肩関節

AM

スポーツ障害

PM

手の外科

AM

骨粗鬆症

PM

リウマチ科

AM

小児 ・ 足外科

PM

濱浪
（スポーツ）

中原

石井
川畑

石井
川畑

髙柴

佐藤
角南

濱浪
田中

田中

田中

田中

土曜午前は当日の担当医で診療致します

頚椎〜腰椎

土

田中

当日の整形外科担当医
近藤
香月

AM

香月

香月

リハビリ
PM

https://www.ryusoh.or.jp

香月

担当医は都合により変更になる場合があります。
ホームページで休診情報をご確認ください。（次頁にQRコードがあります）
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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、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。

New Face! 2022
リハビリアシスタント
太田百香

理学療法士
小野晴輝

看護師
村田裕奈

理学療法士
和田拓海

至中原橋

山陽本線

新幹線

P
P

竜操整形外科病院
至東岡山

至原尾島
藤原

竜操整形

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

竜操整形外科病院 外来棟

●

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

医療法人

TEL：086－273－1122 FAX：086－271－6851

（両備・宇野バス）

百
間
川

看護師
横山奈々

https ://www.ryusoh. or. jp

高島駅

外来棟

リハビリアシスタント
吉房のの

理学療法士
飯野公貴

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

巻頭写真に寄せて ： 4
 月1日より新体制をスタートいたしました。 新しい環境の中スタッフ一丸となってよりよい病院にしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

（チームRico）

