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整形外科は、ほとんどの方が一度は受診経験のある診療科でしょう。ですが、整形外
科がどういうことをするところなのかをきちんと理解している方は少ないのではない
かと思います。今回は原田病院長をはじめとする当院所属の専門医が整形専門分野の
紹介を行います。ぜひ、受診する際の一助として頂ければ幸いです。

皆さんは、整形外科が何をするところ
か、ご存知ですか。
「整形外科」という言葉からは、具体
的な診療の内容が思い浮かばないので、
わかりにくいのではないでしょうか。

整形外科は、背骨・手・足など、全身
の運動器官を造りあげている、骨・関
節・筋肉・靭帯・腱・脊髄・神経の病

整形外科とは？ 気、外傷による損傷、手足などの先
天性疾患の診察・治療を専門に行う
診療科です。
具体的には、骨折や脱臼、捻挫、切
り傷や打撲などのケガや、肩こり、
腰痛、全身の関節の痛みや動きの制
限、神経痛などの症状を起こす病気
を診療します。

そして整形外科の治療は、単に病気
やケガを治すだけでなく、運動機能
を元通りに回復させることを目的と
します。
不幸にして、運動機能の回復が十分
に得られなかったとしても、残った
機能を最大限に活用して、元の状態
にできるだけ近く機能を回復させる
ことも、整形外科の大きな役割です。
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整形外科の手術には、さまざまな種類
があります。
例えば、脊髄・脊椎に対する手術・神
経の手術・腱の手術・骨の手術（骨接
合術など）関節の手術（人工関節置換
術など）等々があります。

当院には、整形外科の病気やケガの患
者さんの中でも多い脊椎・脊髄外科、
関節外科、手・末梢神経さらにスポー
ツ整形外科の専門医がおり、頚髄症、
頚椎後縦靱帯骨化症、脊髄腫瘍、腰部
脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア、
肘部管症候群、手根管症候群、変形性
股関節症、変形性膝関節症、膝半月板
損傷、肩腱板損傷、リウマチ性関節疾
患などが当科の非常に多い代表的疾患
です。

いずれの分野も、十分な説明・低侵
襲・高い安全性を心がけ、早期離床・
早期機能回復に努めています。
特筆すべきものとしては脊椎外科での
体に負担の少ない低侵襲手術で早期社
会復帰を可能とする内視鏡手術、膝関
節・肩関節を中心に関節鏡を用いた低
侵襲手術、スポーツ整形外科でのサッ
カーやラグビーの日本代表チームの帯
同医としての活動があげられます。

(原田 繁)

整形外科の手術って？

勿論、この際リハビリテーション医療
との協力が必要なこともあります。
運動機能の障害だけでなく、痛みを主
とする疾患（俗に神経痛・リウマチな
どと言われる病気）の治療を行なうの
も整形外科の主要な仕事です。
整形外科の治療は手術による場合だけ
でなく、手術をしない保存的な治療も
多く行なわれます。
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木綿豆腐：１丁
しめじ：1/4袋
えのき茸：1/4袋
エリンギ：1/4袋
玉ねぎ：1/8個

重石などで豆腐の水気をきっておく。

フライパンに分量の半量のごま油を熱し、
豆腐を両面軽く焼き、器に取り出す。

フライパンに残りのごま油を足し、スラ
イスした玉ねぎ・食べやすい大きさに
切ったきのこ類を加えて炒める。

①

②

③

ごま油：小さじ1
醤油：小さじ1/2
酒：小さじ1
みりん：小さじ
小ねぎ：少々

骨と言えばカルシウムですが、カルシウムは
吸収率が低く、60代ではわずか10%ほど。
そのため骨粗鬆症性予防のポイントはカルシ
ウムの吸収率アップと流出防止になります。
大豆類の大豆イソホラボンは流出を防ぎ、き
のこ類のビタミンDは吸収率をアップします。
この2つをしっかりとれるこのレシピで予防
効果を上げましょう！
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④ 醤油・酒・みりんを加え味付けして豆腐に
かけて、小口切りにした小ねぎをかける。

原田 繁 (はらだしげる)
日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学
会認定運動器リハビリテーション医、日本整形外科学
会認定リウマチ医、日本整形外科学会認定スポーツ
医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、日本体育
協会公認スポーツドクター、介護支援専門員、労働衛
生コンサルタント(保健衛生)、衛生工学衛生管理者、
四病院団体協議会認定診療情報管理士、ロコモティ
ブアドバイザー 等

●取得専門医・認定医など

●役職 筑波学園病院病院長

●出身大学 筑波大学

●趣味・特技 スポーツ鑑賞、ドライブ

●経歴
1974年4月 筑波大学医学専門学群入学
1980年3月 筑波大学医学専門学群卒業
1980年5月 武蔵野赤十字病院研修医
1982年7月 筑波大学附属病院医員
1982年11月 東京大学医学部附属病院医員
1985年7月 北茨城市立病院医員
1986年7月 筑波メディカルセンター病院整形外科医長
1988年7月 国立霞ヶ浦病院理学療法科医長
1990年4月 筑波学園病院整形外科医長
1997年6月 筑波学園病院副病院長
2005年4月 財団法人筑波麓仁会理事
2013年1月 筑波学園病院病院長就任
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脊椎内視鏡手術は、正常組織に対す
る侵襲が少なく、早期の社会復帰、
スポーツ復帰が可能です。
また、骨粗鬆症性椎体骨折は、保存
(装具)療法で良好な骨癒合、ADL回復
を得ていますが、偽関節や陳旧例で
疼痛がある方には、経皮的椎体形成
術を行い、早期離床とADL向上を図り
ます。
腰痛、頚部痛は、運動不足や不良姿
勢からも生じますので、リハビリ
テーション科と連携して体幹や頚
部・肩甲骨周囲のトレーニング指導
を積極的に行っています。脊椎、脊髄外科を主に担当します。

椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、
腰椎すべり症、頸椎症性脊髄症等に対
して、ヘルニア摘出、椎弓切除術、脊
椎固定術、椎弓拡大形成術等を行いま
す。

日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学会
脊椎内視鏡下手術・技術認定医、日本脊椎脊髄病学会脊
椎脊髄外科指導医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病
医、サンウルブズチームドクター、他多数

●取得専門医・認定医など

●役職 リハビリテーション科部長

坂根 正孝(さかねまさたか)

専門医からのひとこと

得。現在までに頸椎手術約400例、腰
椎約500例、胸椎約50例を執刀医とし
て経験してきました。
本物の外科医としてのキャリアは終わ
りに近づいている(？)ので、若手の教
育に力を入れているつもりです。最近
当院で研修した若者4名が脊椎専攻を
選びました。嬉しいことですね。
最近では経皮的腰椎内視鏡手術を積極
的に取り組んでいます。現在全国で18
名しかいない技術認定医資格取得を目
指し、坂根先生にご指導頂きながら症
例を重ねています。

私は、今で言う後期研修医の後半頃に、
脊椎疾患を中心に整形外科医としてや
っていくことに決めました。
1年目の時には既に漠然とそうするつも
りでありました。
2007年に脊椎脊髄外科指導医資格を取

日本整形外科学会整形外科専門医、日本脊椎脊髄病学
会脊椎脊髄外科指導医、日本整形外科学会認定脊椎脊
髄病医

●取得専門医・認定医など

●役職 リハビリテーション科科長

水町隆雄 (みずまちたかお)
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手術の相談や紹介を歓迎します。
新しい手術器械が日々登場しており、
個々の患者さんに適した標準的で低侵
襲な治療を提案させて頂きたいと思い
ます。
近年、骨粗鬆症性や慢性疼痛等に対す
る新しい作用機序の薬が上市されてお
り、これらの薬の処方についての相談
を承ります。
外来診療については、混雑しておりお
待たせして申し訳ございません。
症状が安定している方は、かかりつけ
医への紹介状を作成しますので、遠慮
なくお申し付け下さい。

整形外科医としてできるだけ広い分野を
守備できるように心掛けています。人工
関節外科、四肢骨折手術、脊椎外科、手
外科(手部骨折、腱や末梢神経の手術)、
顕微鏡手術等に応需できます。

専門医からのひとこと

日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学会
認定運動器リハビリテーション医、日本整形外科学会認
定リウマチ医、博士(医学)

●取得専門医・認定医など

●役職 骨・関節外科科長
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●取得専門医・認定医など

●役職 スポーツ整形外科科長

日本整形外科学会整形外科専門医、日本体育協会公認
スポーツドクター、サッカー日本代表チーム(A代表)帯同
ドクター、博士(医学)

主に膝関節外科を担当しており、その中
でもスポーツ外傷や障害に対する治療(関
節鏡手術：靭帯再建術や半月板修復術・
切除術、軟骨損傷に対する手術)、また主
に60歳以上の変形性膝関節症の方に対す
る人工膝関節置換術や60歳未満でも関節
軟骨の変性や損傷が強い方に対する高位

脛骨骨切り術・自家骨軟骨移植術なども
行っています。
また、膝だけではなく肩や足関節などの
関節鏡視下手術(肩の脱臼に対する制動
術(関節唇修復)や足関節のインピンジメ
ントや軟骨損傷・靭帯損傷に対する手術
など)も、手がけています。
現在、サッカー日本代表(A代表)のチー
ムドクターとしても活動していますが、
スポーツ整形外科外来では、トップアス
リートからアマチュア・中高年のスポー
ツ愛好家までも対象とし、患部の治療だ
けでなく、発症要因や再発予防の観点か
ら個々人に合わせたアスレティックリハ
ビリテーションを行っていますので、是
非ご利用下さい。

御園生 剛(みそのおごお)

作田直記 (さくたなおき)
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筑波麓仁会年頭訓示/「運動器の10年・日本賞」
奨励賞受賞/第13回筑波学園看護専門学校戴帽式財団ニュース～
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財団の更なる飛躍のために

訓示を述べる藤澤順一理事長

1月4日、当財団理事長藤澤順一と当院
病院長原田繁による2017年財団年頭訓
示が行われました。

藤澤理事長は「医療・福祉・教育は10
年後も必要な分野とされるが、だから
こそこれに従事する者は愛情と奉仕の
心を持って臨まねばならない。また、
奉仕とは、病院での勤務時に留まらず、
家庭においても職員が地域の奉仕活動
や学校活動に積極的に参加することに
よって成される。」と、財団の原点で
ある奉仕の大切さを職員に切に説いて
いました。
原田病院長も「筑波学園病院の基本と
は、地域の中核病院である。それは
『真心で医療と福祉に貢献します』と
いう基本理念を体現し、地域に根付い
た病院を目指すということである。」
と原点回帰の大切さを語りました。

また、訓示に続き、筑波学園病院患者
図書室ボランティアが茨城県社会福祉
協議会会長表彰を受けたことの発表が
あり、それに対する財団表彰が行われ
ました。

東島理事と患者図書室ボランティア一同 (前列中央が東島理事)

表彰を受ける患者図書室ボランティア代表

患者図書室ボランティアは、藤澤理事長
の患者図書室設立の理念「患者のみなら
ず地域の住人が病気のことを調べるなら
筑波学園病院の図書室と言われるような
医療図書室の設立」に基づき東島理事が
中心になり創設。現在15名で活動中です。
今年で活動10年になり、患者図書室の受
付や利用者への案内、図書の整理整頓な
どに携わって頂いております。

今年も当財団は、職員一同、患者さんの
ことを常に第一に考えた活動を行って参
ります。宜しくお願い致します。



一般財団法人筑波麓仁会

学園ひろば冬号 2017.1.25発行

11月20日、平成28年度第13回筑波学園
看護専門学校戴帽式が行われ、1年生41
名が式に臨みました。

戴帽式は、ナイチンゲールより伝えられ
た人間愛・隣人愛の灯火を受け継ぐこと
を意味します。看護学生への「戴帽」は

看護師の象徴としてのナースキャップ
を通し、諸先輩方から託された「看護
の心を大切に引き継ぐ」儀式です。
厳かな雰囲気の中、古谷副学校長より
一人ひとりにナースキャップが与えら
れ、1年生は、看護師になるという自覚
と切磋琢磨していこうという気概に満
ち、式は無事に閉幕。
これからの成長を誓い合いました。

戴帽の儀

戴帽生41名 誓い新たに

リウマチ患者さんを支えて

第26回リウマチのリハビリテーション教室(筑波山登山)

手話付きで合唱する戴帽生41名

当院リハビリテーション科とリウマチ科
が中心になって行っているリウマチ患者
さんのQOL(Quality Of Life)の向上プロジェ
クト「リウマチのリハビリテーション教
室」が「運動器の10年・日本賞」奨励賞
を受賞しました。

「運動器の10年・日本賞」とは、全国の
子どもから高齢者まで、広く一般の方に、
骨や関節、筋肉、靭帯、腱、神経など、
身体を支えたり動かしたりする器官、
「運動器」の健康の重要性を知ってもら
うことを目的に、「運動器の10年・日本
協会」が平成24年度から取り組んでいる
もので、毎年、日本全国各地で行われて
いる各団体・機関および個人の運動器の
健康増進活動の最も独創的かつ優れた活
動を顕彰しています。

今回の「リウマチのリハビリテーション
教室」活動は、リウマチ患者さんのアク
ティブライフを目指す当院の長年の取り
組みが認められたもので非常に名誉なこ
とです。
当院ではリウマチ患者さんによる作品等
も掲示しており、一人でも多くの方にこ
うした活動を知って頂きたく思います。
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筑波学園病院
〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355（代） FAX. 029-836-1918
http://www.gakuen-hospital.or.jp/

関連施設
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援センターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そよかぜ
訪問看護ステーションそよかぜ
筑波学園病院訪問リハビリテーション
ポプラ保育所
筑波学園看護専門学校
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～外来診療について～

029-836-6688

※当日予約のみ
8：00から受付(平日・土曜共)

平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

私は難病治療薬の副作用で骨密度が低下しており、骨粗鬆症性のリス
クを持っていますが、自分の職場にはその分野の専門医がちゃんとい

～駐車場発券機操作方法について～

入庫時 出庫時

①『発券ボタン』を押す

②『駐車券』を取る

①『駐車券』を入れる

②診察された方は
『診察券』を入れる

黒い線を右側にして矢印の
方向に差し込む

黒い線を右側にして矢印の
方向に差し込む

・24時間ご利用できます。

・入庫後30分は無料です。

・診察・健診を受けられた患者さんは、
お帰りの際に駐車券と診察券をゲート
の精算機に入れますと、4時間まで無料
になります。入れ方は左図を参照下さい。

・診察にて4時間を超えてしまった方は
総合受付にお問い合わせ下さい。

・入院患者さんの駐車は原則できませ
ん。(ご家族用に無料券を1枚お渡しして
います。)

・面会の場合は有料になります。
（100円/1時間）

・機械トラブル等に関しましては、ゲート
設置のマイクから管理会社にご連絡お
願い致します。
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※診察をしていない方は精算をお願いします

るという安心で不安なく働けています。「安心感」をもらえることは、患者
さんにとって薬に匹敵するほど大事なこと。読者の方も今回の整形外科
特集を通じて当院の「安心」を少しでも感じてもらえればと思います。ぜ
ひお手にとってご一読下さい。


