
じょいんと通信
第10号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年1月

▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
　　　　　　　5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX：0467-44-2370

2006年12月手術件数
人工股関節置換術：22
人工膝関節置換術：6     
人工股関節再置換術：0
人工膝関節再置換術：0

▼ 1月外来休診日
整形外科：仲宗根 哲

　1月18日（木）

▼ 今月号トピック

・新年のご挨拶

湘湘　　　南鎌倉人工関節センターがオープンし、2年3ヶ月が　　　　　　　　　　

経過いたしました。多くの方々からご支援とご協力を頂き、　　　　　　　　　　
ここまで歩んでこられたことを感謝いたしますとともに　　　　　　　　　　　　
今後の責任の重さに身が引き締まる思いで新年を迎えました。
　3年3ヶ月のアメリカ留学から帰ってきたのが1996年11月でした。当地での専門
医療体制の充実度の素晴らしさに圧倒されながら、何とか日本でも自分の専門とす
るアメリカにも負けない施設を作り上げたい！！と考えてから10年以上が経過し
たことになります。まだ始まったばかりのセンターですが、おかげさまで2005年
は1年間で350例以上の人工股関節、人工膝関節手術を行うことができました。
2006年は、400例を超えました。昨年末に発行された週刊朝日には、人工股関節の
手術数が全国で第3位にランクインされるなどの報道もなされましたが、まだまだ
これからであると考えています。患者さんの立場になり、より充実した施設と　　
スタッフの心優しい体制を確立させ、当然のことながらよりよい技術の習得と若手
教育に専念していきたいと考えています。2007年は、人工股関節手術400例、人工
膝関節手術250例を目指して、より多くの患者さんたちのニーズに応えられるよう、
スタッフ一同努力していく所存です。亥年ですが、猪突猛進だけではなく、安全性・
確実性を加えて邁進していきたいと思います。本年も湘南鎌倉人工関節センターに
来て、手術を受けてよかった！！と言われるように、悪い点は改善し、良い点はど
んどん伸ばし、常にバージョンアップを図ってゆきたいと考えております。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

【平川和男 院長より新年のご挨拶】

新年、明けまして　　　
　おめでとうございます
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第11号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年2月

【全国第【全国第33位！！】位！！】 ▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370

2007年1月の手術件数
（単位：41件）

人工股関節置換術： 29 
人工膝関節置換術： 9 
人工股関節再置換術：3
人工膝関節再置換術：0

▼ 2月外来休診日
整形外科　平川　和男
　　２月13日（火）　　
　　２月15日（木）

▼ 今月号トピック
・全国第3位！！
・骨ドック始めました

♪センター長の独り言

暖冬とは言われますが、
やはり冬は朝夕寒いもの
です。冬の朝の寒いとき
、そしてものすごく天気
が良いと寒さもより厳し
くなりますが、ひとつだ
け良いことがあります。
富士山が綺麗に見えるこ
とです。くっきり、はっ
きりした雪をかぶったあ
の姿を見るとホンワカし
た笑顔になるのは、やは
り日本人だからなのでし
ょうか？海外の学会など
、対外的な活動も目白押
しですが、寒さに負けず
人工関節センタースタッ
フ一同はがんばっていま
す。　　

【骨ドック始めました】【骨ドック始めました】

２２

　　センターでは2006年11月より骨関節ドックを始めました。骨関節ドックとは骨粗鬆
症含め、関節の痛みなど、ご心配がある方（股関節・膝関節のちょっとした痛みが気に
なるなど）への検査です。
　骨粗鬆症とは骨の中のカルシウムやたんぱく質・リンの量が減り、骨の密度（骨密度）
が減り、骨がスカスカの状態になることを言います。その為、骨がもろくなり股関節・
膝関節の痛みや腰痛が生じたり、ちょっとした転倒などで骨折をしやすくなってしまい
ます。この病気は高齢者や女性に多いのが特徴です。特に女性の場合、閉経期以降にか
かりやすく、60代のおよそ半数が骨粗鬆症であると言われています。予防・早期発見の
ためにまずはご自身の骨の状態を把握してみてはいかがでしょうか。そして適切な予防
策・治療法を見つけて下さい。
ぜひこの機会にご夫婦・ご友人と受診していただくことをおすすめします。　　　　　
お申し込みその他料金については下記の通りです。お待ちしてます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　<骨・関節ドック料金表>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・通　常：　２５，０００（税込み）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・股関節：　３５，０００（税込み）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・膝関節：　３５，０００（税込み） 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★お申し込みは下記まで★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　006年12月29日に発行された雑誌｢週刊朝日｣の連載記事、｢いい病院｣の人工関節置換

術ランキング・股関節部門において、当センターが第3位にランクインしました。　　　
これは2005年1年間に保健所に届出のあったデータから調査したもので、年間の手術件数
が股関節、膝関節につき各々上位30までの医療機関が掲載されました。
　当センターでは2005年1年間の人工股関節置換術が計295例、2006年　　　　　　　　
は計318例でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
そして本年は、人工股関節置換術計400例／人工膝関節置換術計250　　　　　　　　　
例を目指し、より多くの患者さんの要望にお応え出来るようスタッ　　　　　　　　　
フ一丸となってこれからも前進してゆきたいと思います。 　　

当当

検査項目 通常 股関節 膝関節

ＣＴ（股関節）　　３枚 ●

ＣＴ（膝関節）　　３枚 ●

ＭＲＩ（腰部）　　 ４枚 ● ● ●

骨密度測定（ＤＥＸＡ) ● ● ●

血液検査・尿検査 ● ● ●

予　　約：0467-47-2377　　
　　　（担当　広瀬・青木）
予約時間：月曜日～金曜日　
　　　　　9：00～16：00

2007年度版は、春頃発売予定となって
います。ぜひご覧下さい。

正常な骨

スカスカ
状態の骨

　　☞☞ 22月の予定月の予定

　　　　2月22日（金）･･･院内見学会13:00～ ※要予約 ／ 公開医学講座15:30～（地球市民かながわプラザ）
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　　　　　　　　　　 あけましておめでとうございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　昨年7月に湘南へ来て12月まで51例の　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　膝関節の手術を担当致しました。多く　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　の患者さんが11日前後で帰宅でき私も　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　大変喜んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　飛行機で海外に行く時ほど狭い場所でジッとはしていないにしても、どう
してもベッド中心の病院に居ると動く量は減少します。なるべく早期に帰宅できることが、人工
関節の敵である血栓症のリスクを減らす事になります。日本一早く退院出来る人工関節センター
ですが、必ず階段の上り下りと杖歩行が安定してから帰宅しています。これは我々人工関節をや
る者の理想の形であり、今年もさらによい方向を追求して行きたいと思っています。膝関節は　
皮膚に近いぶん腫れやすく、痛みも強くコントロールが難しいものです。リハビリや看護師の　
素晴らしいアシストで、昨年の良い結果と楽しい病棟生活があったと思います。栄養士・看護師
・事務と一体となって、本年はさらに飛躍した人工関節センターを目指したいと思います。
　どうぞよろしくお願いします。

【巽一郎 副院長より新年のご挨拶】

【湯浅尚子 看護師長よりご挨拶】

　　　　　　湘南鎌倉人工関節センターが
　　　　　　誕生してから2年3ヶ月が経過
　　　　　　しました。私が看護師長とし
　　　　　　てこのセンターに就任したの
　　　　　　は平成17年4月でした。そして
　　　　　　このセンターで目の当たりに
したのが、「術後　1日目で歩いている患者
さん、病院らしからぬ病院」で本当に医療
技術の進歩に驚きました。　　　　　　　
ここで何が看護師としてできるかを考え、
「患者さんが不安なく手術を受け、退院で
きる」ことだと確信し、看護スタッフの　
教育も行ってまいりました。
　今年も平川院長の方針であります「患者
さんの立場になり、より充実した施設とス
タッフの心優しい体制の確立」を目指し共
に前進していきたいと考えております。
　今後も宜しく、お願いいたします。

あけまして　　　　　　　　　　　　　　　
　　　おめでとうございます。

　まだ開院して間もない専門　　　　　　　
施設になりますが、多くの方々　　　　　　
のご支援・ご協力をうけたまわり　　　　　
今年を迎える事が出来ました。
　今後も「For The Patient」の精神で専門
施設ならではの特色を活かし、本年もさらに
患者さんのニーズに応じた医療サービスの　
レベルアップを図り究極のホスピタリティー
を目指し、職員一丸となって参りたいと思っ
ております。
　本年も宜しくお願い致します。

《お知らせ》

当センターは予約制となってます。
初診・再診察の予約はお電話にて受け
付けてます。（平日9時～17時）
TEL:0467－47－2377（代表）

【伊澤智也 事務長よりご挨拶】

☞☞ 11月の予定月の予定

・・11月月2626日（金）日（金）13:0013:00～院内見学会（要予約）　※～院内見学会（要予約）　※TELTEL　　04670467－－4747－－23772377（（代表）　　　　　　　　　代表）　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 15:3015:30～公開医学講座（かながわ県民センター～公開医学講座（かながわ県民センター 301301会議室）入場無料／お申込不要会議室）入場無料／お申込不要
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第12号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年3月

▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370
2007年2月手術件数

（単位：件）
人工股関節置換術： 24 
人工膝関節置換術： 9
人工股関節再置換術：0
人工膝関節再置換術：0

▼ 3月外来休診日
整形外科　平川　和男
　　3月27日（火）　　
　　3月29日（木）
整形外科　巽　一郎
　　3月20日（火）
　　3月22日（木）

▼ 今月号トピック
・ライブサージェリー
・仲宗根医師より

♪センター長の独り言
2月13日から19日まで全
米整形外科学会という世
界中から多くの整形外科
医が集まる学会で発表を
し勉強をしてきました。
先生方がMISという治療
をどのように考えている
のか？また、痛みを少な
く早く社会復帰するため
に、或はコストを抑える
為工夫を行っているのを
目の当たりにしました。
MISには賛否両論の状態
が未だに続いてますが、
患者さんの個々の変形の
程度、お国柄によっても
考え方は様々でした。　
スタッフ一同、患者さん
のより良い「質の高い生
活」の為に入院前・入院
中・退院後と総合的に考
え頑張っています。

２２

平

【フェローシッププログラムを終えるにあたり】　
　　　　　　　　　　　　整形外科医；仲宗根 哲（なかそね さとし）

　　月3日（土）第37回日本人工関節学会が東京　　　　　　　　　　　　　　
にて開催されました。
この学会において人工関節の世界では本邦初の　　　　　　　　　　　　　　
試みであるライブサージャリー（学会場と当院を　　　　　　　　　　　　　
中継しながらの手術）を行いました。300名　　　　　　　　　　　　　　　　
以上の興味ある整形外科の先生方に解説しながらの手術ではありましたが、予
定の時間内に終えることが出来ました。患者さんの術後経過も良好で、術翌日
から歩行訓練を開始し、7日目には杖で退院されました。
　2004年から導入しているこの手術(MIS)は、筋・腱切離を行わずに人工関節置
換術ができ、MISの中では最も理想的と言えます。術後早期の筋力トレーニング
も無理なく行うことができ、患者さんには非常に有用な術式です。しかし変形
の程度が著しい方や動きの制限がある方には困難であると思われ、誰にでもこ
の手術方法が出来る訳ではありません。これからも経験を重ね、患者さんによ
りよい診療・手術を提供できるよう今後もスタッフ一同頑張ります。

＜学会場と当院手術室を中継＞

　　　　　　　　　成17年4月に沖縄から単身でここ鎌倉の地へやってまいりま
　　　　　　　した。あれから11ヶ月が経ち、関節センターでの研修も残りあ
　　　　　　　と1ヶ月となりました。この1年間で最先端の手術法や病院シス
テムを学び、そして何より多くの方々と出会うことができました。
体験したことのない寒さに驚き、そして電車の長さ、人の多さに驚くなど、こ
こでは新しいことを沢山経験しました。患者さんの初診時の痛みや不安であっ
たお顔が、退院後の外来では笑顔となって来られているのを見て、より一層人
工関節に対する情熱が湧きました。この研修は、私の医師人生の中で重要な1ペ
ージです。これまで出会った患者さん、　　　　　　　　　　　　　　　　　
スタッフの方々に心から感謝を申し上げます。
沖縄で、この最先端の手術法や病院システムを　　　　　　　　　　　　　　
伝え活かすことが出来るよう引き続き頑張って　　　　　　　　　　　　　　
いきます。皆さまのご健康と、できるだけ人工　　　　　　　　　　　　　　
関節が長持ちする様、願っております。

仲宗根先生
　　　⇒辻先生へ

患
者
様
と
の

思
い
出

ス
タ
ッ
フ
と
の

思
い
出

仲
宗
根
先
生
と

奥
様

【本邦初の試み！！】【本邦初の試み！！】

☞☞ 33月の予定月の予定

　　　　33月23日（金）･･･院内見学会13:00～ ※要予約 ／ 公開医学講座15:00～（ウィリング横浜）※申込不要
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第13号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年4月

【埼玉県から先生到着！】【埼玉県から先生到着！】
▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370
2007年3月の手術件数

（単位：件）
人工股関節置換術：29 
人工膝関節置換術：13　
人工股関節再置換術：1
人工膝関節再置換術：1

▼ 4月外来休診日
　整形外科　巽　一郎　
　　　4月 3日（火）　
　　　4月 5日（木）
　整形外科　松田　芳和
　　　4月19日（木）　
　
▼ 今月号トピック
・埼玉県から先生到着
・岐阜県から先生到着

♪センター長の独り言　
　
　暖冬を帳尻合わせする
かのように凍えるような
寒い日も3月半ばにあり
ましたが、その後には桜
の花も咲き乱れ、楽しん
だ方も多かったのではな
いでしょうか？　　　　
　４月から新たにお二人
の先生を迎えることとな
りました。両名ともに、
大変前向きでまじめな先
生です。
　現在、お待ちいただい
ている多くの患者さんへ
早めにご案内できる様、
そして今まで以上により
良い治療を提供出来る様
新しい先生方とともにス
タッフ一同、パワーアッ
プしていきたいと思いま
す。
4月となりまた新たな気
持で頑張ってまいります

【岐阜県から先生到着！】【岐阜県から先生到着！】
　　

はは　　　じめまして。埼玉県の行田市からやって参りました、　　　　　　　　　　　
松田芳和（まつだよしかず）と申します。海のない埼玉から一転、美しい日本海の富
山で大学生活を送りました。学生時代はヨットに青春の全てを費やし、大学５年時に
は、県代表として国体にも出場しました。海が大好きな人間です。ということで、湘
南は私には最高の場所です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　こちらに赴任する前は、富山大学医学部を卒業後、大学の各関連病院に勤務し、埼
玉県の行田市にある「石井クリニック」で約７年勤務しておりました。人工関節、特
に膝の人工関節の安定性と臨床成績について研究を続け、海外での学会発表や英語　
　　　　　　　　　　　　論文などで世界を目標に頑張ってまいりました。　　　　
　　　　　　　　　　　　　この湘南鎌倉人工関節センターでは、平川先生や巽先生
　　　　　　　　　　　　そして多くのスタッフのみなさまと協力し、少しでも多く
　　　　　　　　　　　　の患者さまの痛みをとり、快適な生活をおくって頂けるよ
　　　　　　　　　　　　うに全力をつくしたいと考えております。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　また、臨床面だけではなく研究面においても国内に留まら
　　　　　　　　　　　　ず「世界を相手に発信」できるように精進していくつもり
　　　　　　　　　　　　です。まだまだ未熟者の私ですが、常に前を向いて努力し
　　　　　　　　　　　　ていきますので、ご指導のほど宜しくお願い申し上げます
　　　　　　　　　　　　　最後に、最近はジョギングにはまっています。ストレス
　　　　　　　　　　　　解消と健康のためです。現在４月１日のハーフマラソンに
　　　　　　　　　　　　向けて走りこんでいます。

じめまして。辻　耕二（つじこうじ）と申します。平成１０　　　　　　　　　　
年に福井医科大学を卒業後、地元の岐阜県に戻り、岐阜県各地　　　　　　　　　　　
（下呂温泉→関ヶ原→高山と、一応岐阜の有名地・観光地ばかり　　　　　　　　　　
ですが‥）で整形外科医として外傷や変性疾患等の治療に幅広く　　　　　　　　　　
当たっておりました。医師として働く前から、痛みに困っている　　　　　　　　　　
患者さまが人工関節置換術により、痛みのない自由な生活が過ご　　　　　　　　　　
せるようになるということに興味があり、将来は専門的に携わり　　　　　　　　　　
たいと考えておりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　一昨年、平川先生に初めてお会いし、人工関節手術の進歩により自分が医師になっ　
た頃よりはるかに進んでいる状況を目の当たりにし、とても衝撃をうけました。その　
際平川先生が、「やる気があれば誰でも受け入れる準備ができている」と言われたた　
め、正直に最小侵襲による人工関節置換術を自分の専門にしたいとの思いを伝えたと　
ころ、人工関節センターへ誘っていただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　
　医師になってからもうすぐ１０年になりますが、まだまだ若いと思っておりますの　
でこれからできる限り熱い思いを持ち、患者さまの治療に当たりたいと思います。今　
後ともよろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、基本的に田舎育ちですので、私は非常に緊張しておりますが、妻と娘は関東　
進出に向けて興奮し、楽しみにしております。あわせて、よろしくお願い致します。　
　　　　　　　　　

はは

<松田芳和先生とお子さま>

<辻耕二先生>

☞☞ 44月の予定月の予定

　　　　44月27日（金）･･･院内見学会13:00～ ※要予約 ／ 公開医学講座15:00～（藤沢産業センター）※申込不要
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第14号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年5月

【【毎月毎月22回の医学講座回の医学講座】】
▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370
2007年4月手術件数

（単位：件）
人工股関節置換術： 38
人工膝関節置換術： 5 
人工股関節再置換術：0
人工膝関節再置換術：0

▼ 5月外来休診日
整形外科　平川　和男
　　5月17日（木）　　
　　5月24日（木）
整形外科　松田　芳和
　　5月10日（木）
　　5月16日（火）　　
　　5月24日（木）
　　
▼ 今月号トピック
・公開医学講座
・診療日変更について

♪センター長の独り言

５月といえば「皐月」。
小学１-３年生の担任が
“さつき”先生でした。
（苗字は内緒）
厳しく、よく悪さをして
は黒板の前に額をくっつ
けるように立たされまし
たが、親とともに殴られ
、蹴飛ばされながら躾け
ていただいたおかげで今
があるのでは？と大人に
なってから感謝ですね。
暖かい日差しが暑い日差
しに変わり、間もなくジ
トジトの季節になります
が、センターはそれを吹
き飛ばすような熱意と情
熱で、スタッフ一同頑張
っています。

当当

【６月から診療日が変わります】　　　
　　　　　　　　　

「最新の人工股関節/膝関節置換術　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　～より早く自宅でも快適な生活へ～」

　　　センターでは現在、平川院長をはじめとする医師により月に１度、各公
共会場にて公開医学講座を行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　
４月より整形外科医師も２名増え、今後６月からは月２回（予定：第２週目/第
４週目）開催する予定となっています。
みなさまに分かりやすい説明と、実際の手術映像　　　　　　　　　　　　　
やスライドを用いて、約１時間半に渡り人工関節　　　　　　　　　　　　　
置換術（股関節／膝関節）のお話をいたします。　　　　　　　　　　　　　
講座の最後には質疑応答の時間も設けていますの　　　　　　　　　　　　　
で、疑問点や不安点を直接ご質問いただけます。　　　　　　　　　　　　　
事前予約は不要です。当日、各会場へお越し下さ　　　　　　　　　　　　　
い。

＜外来診療予定表＞

　　　　　　　　　在、週２回（火曜日／木曜日）の外来診察日と手術日を、平
　　　　　　　　　成１９年６月より下記の通り外来診察日に変更いたします。

　　　　　　　　　２００４年１０月の開院以来、各地から多くの患者さまが来
　　　　　　　　院されてます。現在は外来診察日／手術日共に患者さまには大
変お待たせしてしまっている状態が続いておりますが、少しでも早いお日にちへ
ご案内できるよう、診察日と手術日を増設いたします。変更後は、股関節・膝関
節の診察日を分け、診察日が１日増えました。週３回の手術日も今後は週４回に
なります（月：股関節、火：膝関節、水・木は両方行います）。　　　　　　　
４月から新しい医師も増え、今後も患者さまのご希望に沿える様、スタッフ一同
頑張ってまいります。

現

公開医学講座の様子

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

膝関節 膝関節 股関節 股関節 股・膝関節 股・膝関節

（再診） （初診） （再診） （初診） (初診） （再診）

平川・巽 平川・巽

松田 松田

辻・髙栁 辻・髙栁 辻・髙栁 辻・髙栁

平川

金月 木火

手術 手術
平川

水

巽・松田 巽・松田

☞☞ 55月月の予定の予定

　　　　55月25日（金）･･･院内見学会13:00～ ※要予約 ／ 公開医学講座15:00～（鎌倉生涯学習センター）※申込不要
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▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370
2007年5月手術件数

（単位：38件）
人工股関節置換術：　23 
人工膝関節置換術：　14
人工股関節再置換術： 0
人工膝関節再置換術： 1

▼ 6月外来休診日
整形外科　平川　和男
　　6月8日（金）　　　
整形外科　巽　一郎
　　6月8日（金）
　　6月15日（金）　　
　　6月18日（月）
　　6月25日（月）
整形外科　松田　芳和
　　6月25日（月）
　　6月29日（金）

　　
▼ 今月号トピック
・送迎車のご案内
・大船駅のシンボル

♪センター長の独り言
5月には国内外ともに大
きな学会が2つあり当ｾﾝﾀ
ｰのMIS手術による実績と
早期退院ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑなどを
発表しました.
行った治療を第3者に評
価・検討してもらい、時
には批判を受けることが
新しい治療をより良く正
しく広めていく方法であ
ると考えています.また
国内外の学識経験者に対
して当ｾﾝﾀｰの認識を高め
ていくことも重要です.
このｺﾝｾﾌﾟﾄに基づいて、
当ｾﾝﾀｰは医師だけでなく
看護部・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部で
も学会発表と論文執筆に
意欲的で、ｽﾀｯﾌ一同頑張
っています。

関関

【大船駅のシンボル！】　　　　　　　　　　
　　　

　

当
　　　　　　　　　　　　　 センターの最寄りの大船駅からほど近い場所
　　　　　　　　　　　　　に大きく佇んでいるのがこの大船観音像です。
　　　　　　　　　　　　　　「大船観音像」の大きさは、高さ約２５メー
　　　　　　　　　　　　　トル幅約１９メールと、とても大きく電車の中
　　　　　　　　　　　　　からでもお目見えすることができます。　　　
　　　　　　　　　　　　　　観音様の歴史を辿ると、着工は昭和４年　　
　　　　　　　　　　　　　だそうですが、戦争などの影響により完成した
　　　　　　　　　　　　　のは昭和３５年。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　以降、こうして鎌倉の街並みをいつも見守っ
　　　　　　　　　　　　　てくれている観音様。　

実際にこのお腹の中に入ることができるのです。
　当センターの病室（4階）からも眺めることができます。
是非大船駅にお寄りになる際には一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　節センターでは、週3回の外来日に大船駅⇔関節センター間の送迎車を運
行をしております。（月曜日・火曜日・金曜日）
目印はこの青いジャンパーを着ているドライバーの島崎さん。いつも笑顔
で患者さまをお出迎えしてます。患者さまとコミュニケーションをはかり
ながら、今後も安全運転に努めてまいります。
お時間に合わせてご乗車ください。

　

＜ドライバー；島崎 正己＞

午後

１５：１１発

１５：４１発

１６：１１発

１３：１１発

１０：１１発

１０：４１発

１１：１１発

１１：４１発

大船駅（東口）　→　湘南鎌倉人工関節センター

８：４１発

９：１１発

９：４１発

１６：４１発

１３：４１発

１４：１１発

１４：４１発

午前 午前

午後

９：３０発

１４：００発

１４：３０発

１５：００発

１６：００発

１６：３０発

１０：００発

１３：００発

１１：３０発

１３：３０発 １５：３０発

１０：３０発

１１：００発

湘南鎌倉人工関節センター   →大船駅（東口）

８：３０発

９：００発

【大船観音像】

※渋滞により発車時刻が遅れる場合があります。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　予めご了承くださいませ。

第15号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年6月

【【～送迎車のご案内～】～送迎車のご案内～】

☞☞ 66月月の予定の予定
＊＊06/07(06/07(木木))･･･院内見学会14:00～ ※要予約 　　 ＊06/15(金)･･･公開医学講座（横須賀市産業交流プラザ）
＊06/29(金)･･･公開医学講座（深沢学習センター） ※公開医学講座は事前申し込み不要です。

WWW.skjrc.jp/



第15号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年7月

【【ボランティアさんご紹介ボランティアさんご紹介】】 ▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370

2007年6月手術件数
（単位：件）

人工股関節置換術：38
人工膝関節置換術：16
人工股関節再置換術：1
人工膝関節再置換術：0

▼ 7月外来休診日
整形外科　松田　芳和　
　　7月20日（金）　　

　　　　　　
▼ 今月号トピック
・ボランティアさん紹介
・映画上映会

♪センター長の独り言
梅雨空らしくない日が多
い６月でした。単なる勘
ですが、７月は暑くなり
そうな気配がします。
最近「ドラゴン桜」とい
う漫画に感心しています
６月終わりに最終回でし
たが、荒れた高校から東
大合格者を出すまでの勉
強のしかたとコツがたく
さん出てきます。
スポーツであれ、勉強で
あれ、超一流になるため
には人間が基本からしっ
かりとしていかねばなら
ないと教えられました。
これからもより良い治療
のため、質の高い教育と
その実践をセンタースタ
ッフ全員で頑張りたいと
考えています。
いつまでたっても勉強だ
なあ・・・。

【映画上映会】　
　　　　　　　　　　　　

　

毎

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　週金曜日、午後２時から入院患者さまを対象に、ビデオ上映を行ってい
ます。３階のラーニングセンターにおいて約９０分の映画鑑賞会を行っていま
す。４階の病棟からエレベーターを使ってご自身で歩いて行くことや、長時間
椅子に座って鑑賞することから、リハビリの一環として行っています。　　　
　この映画上映会は自由参加となっていますが、早期にご自宅での快適な生活
に戻るためにも、ぜひご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　映画の種類は邦画を中心としていますが、洋画、アニメなど皆さまのご要望
もお待ちしています。

　　　　在当センターには３名のボランティアさんに来ていただいています。交代で週３回
の外来日に、１階のフロントにて外来患者さまや入院されている患者さまへご案内や患
者さまのお手伝いなどをしていただいております。

中島房栄さん

患者さまが「お話を聞いて不安な気持ちが和らぎまし
た。希望がもてました。」とおっしゃって下さる事が
あります。こちらこそ感謝です。
今週はどんな出会いがあるか楽しみにボランティアに
来ています。　　　　　　　　　　　　　　　　

初診時（一昨年３月）にボランテ
ィア募集の広告で手術を控え、誓
った自分があり、今現在は経験し
た事をお話できたり、お買い物の
お手伝いをして、目標を持つ事の
大切さを感じ、めぐり逢いにとて
も感謝しています。

私自身も２年前、膝の手術をして頂き、現在も患者です
が、何かお手伝いできればと思い、月曜日に来ていま　
人の話を聞いたり、聞いてもらったりすることで、楽に
なれる事もあるのではないでしょうか。
色々な不安を抱えていらっしゃる方はどんどん話掛けて
くださいね。患者同士ならではのお話をしましょう。

現

中村隆子さん

吉川慶子さん

☞☞ 77月の予定月の予定

＊＊77月 4日（水）･･･院内見学会14:00～ ※要予約 　 　　　　　＊7月13日（金）･･･公開医学講座15：00～
＊7月27日（金）･･･公開医学講座15：30～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鎌倉芸術館）
　　　　　　　　　　　　　　 （磯子区民文化センター） 　　　　　　　　
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第17号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年8月

【【医事課紹介医事課紹介】】
▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370
2007年7月手術件数

　　　（単位：件）
人工股関節置換術　：46  
人工膝関節置換術　：15  
人工股関節再置換術： 2
人工膝関節再置換術： 0

▼ 8月外来休診日
整形外科　平川和男

8月31日（金）
▼ 今月号トピック
・医事課紹介
・アンケート実施中

♪センター長の独り言
　夏といえばトウモロコ
シ。子供の頃、群馬県嬬
恋村の畑でおばさんが売
っていた焼きトウモロコ
シがものすごく甘くてお
いしかった。家で食べて
いたどんなトウモロコシ
より。スーパーで買った
り、頂いたりしたどんな
ものより一番。今はどこ
で求めても美味しく甘い
…これがサッカーアジア

カップの３位決定戦にも
つながるのでしょうか？
小さいころからすばらし
い環境で育ち、少しのこ
とで褒めちぎられながら
育ってきた。世界の一流
が生まれるはずはない…
自らの反省も含めながら
そんなことを考えました
しかし、あくまで目指す
は世界。日本の中で甘ん
じていてはいけないと人
工関節センターはあくま
でも世界を目指します。

【【アンケート実施中アンケート実施中】】 　　

　　　　　　　　　　

私　　　　　 たち医事課は、現在３名のスタッフで　　　　　　　　　　　　　　
業務をおこなっています。私たちの部署は患者さ　　　　
まと接する時間が短い反面、患者さまから当セン 　
ターに対する率直なご意見等を多く耳にすること 　
ができます。患者さまの応対をさせていただいて 　
いるときに心がけていることは気分よく患者さま　　　　　　　　　　　　　　
にお帰りいただくことです。これを実践するため　　　　　　　　　　　　　　
に現在、入院患者さまからいただくご意見・ご要　　　　　　　　　　　　　　
望用紙は必ず隅々まで目を通します。なかには、厳しい意見等もございますが、
センターをよりよくするためのヒントが隠されていると思い、読ませていただい
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１ヶ月の中で一番忙しい時期は毎月の保険請求業務です。通称「レセプト」と
呼ばれるこの業務、簡単に説明しますと、患者さまが負担された医療費の残りの
割合を国へ請求する作業で、毎月１０日までに提出することが決まりとなってい
ます。そのため、職員は休日・祝日も請求作業を行うこともあります。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

＜医事課スタッフ＞

　　　　 工関節センターでは入院患者さまを対象にアンケート調査を行っていま
す。このアンケートは、湘南鎌倉人工関節センターでの外来・入院に関すご意見
、ご要望などのご意見を患者さまに記入していただき、当センターの今後のサー
ビス改善に役立てています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成１９年８月から外来患者さま対象のアンケートもはじめま　　　　　　　
した。アンケート用紙に書かれたみなさまからのご意見等には　　　　　　　
院長が回答し、掲示する予定です。お気づきの点や、ご希望が　　　　　　　　
ございましたらご記入いただき、１階と２階に設置されている　　　　　　　
「ご意見箱」へお入れください。ご協力お願いいたします。

人

　湘南鎌倉人工関節センターは今年の１０月で開院３周年
を迎えることになります。これまで全国各地から多くの患
者さまが当センターを訪れ、手術を受け、笑顔で退院され
る姿を見てまいりました。それと同時に、当センターで手
術を受けた患者さまが、同じ症状でつらい思いをされてい
る方に当センターを紹介していただいていることはとても
ありがたいことです。常に最高の医療と環境を提供できる
ように全職員あげて日々精進していきます。　　　　　　
　　　

WWW.skjrc.jp/

☞☞ 8月の予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＊8月 8日（水）･･･ 院内見学会　　14：00～ ※要予約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＊8月10日（金）･･･ 公開医学講座　15：30～（逗子文化プラザ市民交流センター）　　　　　　　　　　　
　　＊8月31日（金）･･･ 公開医学講座　15：00～（地球市民かながわプラザ）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



【【Ｔ字Ｔ字杖特集】杖特集】 ▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370

2007年8月手術件数
　　　　　（単位：件）
人工股関節置換術　：43
人工膝関節置換術　：17
人工股関節再置換術：3
人工膝関節再置換術：0

▼ 9月外来休診日
整形外科　平川和男
9月25日（火）　　　

整形外科　巽　一郎　　
　　9月24日（月）　　
　　　9月28日（金）　
　　　整形外科　松田芳

和　　　
9月21日（金）

整形外科　高柳　聡
9月25日（火）　

▼ 今月号トピック
・Ｔ字杖特集
・3周年公開医学講座

関

どうして杖をつくの？？？
　片足で立った時に股関節にかかる負担は体重の約３倍といわれています。　　　　　
　　　Ｔ字杖はその負担を軽減します。また、股関節周りの筋肉の補助となり歩く姿勢
を良くする効果が期待できます。さらに、膝の変形などでバランスが悪い場合でも、杖
で身体を支える範囲が大きくなるので安定性が増します。

Ｔ字杖のつきかた
　痛い関節や筋力の弱い脚と反対の手
に杖を持ちます。歩く時は、かばう脚
が地面につくときに一緒に杖をつきま
す。

長さは肘が軽く曲がる程度。腕を下ろ
したときの手首くらいの高さで良いで
しょう。

Ｔ字杖選びのポイント
「折りたたみかどうか」　　　

「太さ」

「柄・デザイン」

「握り手のかたち」

「材質」

「値段」　　　　　　などなど　　

長さはボタンで
調節できるもの
が多いですね

節に痛みがある方には大きな見方となる杖ですが、診察を受けてはじめて“杖　

♪巽副院長の独り言

をつく”ことを意識したという方も多いのではないでしょうか。　　　　　　　　　　
今回はお問い合わせの多い「Ｔ字杖」の特集です。　

第18号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年9月

　　　　　<鮮やかな花柄やヒョウ柄！？の杖も>　
　　　　　　　今や100円ショップにも杖が登場。柄にこだわれば1万円以上するもあります。何を優
先しますか？迷った時は実際にお手にとってしっくりくるものを選びましょう。リハビ
ルテーションルームには見本の杖がありますのでどうぞお気軽にお越しください。

【３周年記念公開医学講座】【３周年記念公開医学講座】
湘 南鎌倉人工関節センター開院３周年を記念して９月

９日（日）に公開講座を行います。今回の医学講座

は従来の医師による股関節、膝関節のお話に加え、術後の
患者さまからのお話、看護師長や理学療法士のお話も予定
しています。３周年記念公開医学講座の参加は無料ですが
、予約制となっておりますので参加ご希望の方は、お電話
でのご予約をお願いいたします。また詳しい内容は当セン
ターや関連施設にてご用意しています医学講座ご案内をご
覧ください。

　８月８日が立秋という
のは、なにやら実感を伴
いませんが、９月の声を
聞きますと、一日ごとに
秋の訪れを感じます。
日曜日の早朝の竹林の中
で、尺八の練習を楽しん
でいます。
　センターから早く退院
できる理由のひとつに、
各部署スタッフの様々な
創意・工夫があります。
１０月にはまた、そんな
工夫の院内勉強会を行い
ます。
深まり行く秋と共に進歩
していきたいと思います

日時：9月9日（日）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　

予約：0467-47-2377　　　　
　　　　　　湘南鎌倉人工関
節センター

12：30～15：30

会場：エクセルホテル東急

2階（白馬・榛名・天城）

WWW.skjrc.jp/

☞☞ 9月の予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＊9月 9日（日）･･･ ３周年記念公開医学講座　12：30～ （エクセルホテル東急）＊要予約　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊9月28日（金）･･･ 公開医学
講座　15：30～（藤沢産業センター）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



第19号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年10月

【★祝【★祝33周年記念★公開医学講座開催しました周年記念★公開医学講座開催しました】】
▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台
5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370
2007年9月手術件数

（単位：件）
人工股関節置換術： 28
人工膝関節置換術： 15
人工股関節再置換術：1
人工膝関節再置換術：1

▼ 10月外来休診日
整形外科　平川　和男
　　10月2日（火）　　
　　10月5日（金）
　　10月12日（金）
整形外科　巽　一郎
　　10月22日（月）
整形外科　松田　芳和
　　10月22日（月）
整形外科　辻　耕二
　　10月12日(金）
整形外科　高柳　聡
　　10月12日(金）
　　
▼ 今月号トピック
・３周年医学講座
・全国ネットで放映

去る2007年9月9日（日）横浜エクセルホテル東急にて祝3周年記念の公開医学講座を
開催いたしました。(後援：育友会）
この医学講座は毎月2回、定期的に開催しているのもですが、今回は当人工関節セ
ンターの3周年と際し、定員200名を予定しての大きなイベントとなりました。
当日は、平川院長をはじめ、巽副院長（膝担当）、看護師長、理学療法士と各部署
での講演を行いました。その他、質問コーナーを別室に設け（医師、看護師、リハ
ビリ、事務）スタッフ皆の協力もあり、当日は定員を超え大盛況となりました。
実際の手術映像やスライドを交えての説明、そして当センターで手術を受けた患者
さんのお話もあり、とても充実した内容となりました。
2004年にオープンして以来、沢山の痛みをもった患者さんの治療・手術を行ってき
ました。それでもまだまだ日本には股関節で3万人、膝関節で5万人を超える方が現
在も手術を待っている状況です。
現在、当センターでは手術予約が大変混み合っております。
痛みのある中、お待たせして申し訳ありませんが、手術日までにご自身でできるこ
と（筋力トレーニングや体重コントロール）を行っていただき、手術に向けて万全
な体勢を整えいただければと思います。

先月末、TBS番組「スーパードクター７」の特集の中で当
センターが放映されました。翌日より、初診察の予約TEL
を多くいただいております。電話がつながりにくく、ご迷
惑おかけして申し訳ございません。
当センターは予約制となっております。お時間をおいて、
再度ご連絡いただければ幸いです。
●初診察予約専用TEL:0467-47-0856(平日10時-16時まで）

医
学
講
座
風
景

医
学
講
座
風
景 ♪高柳先生の独り言♪

昨年の10月10日に単身
前橋から出てきて1年が
過ぎました。始めは、
まさに目が回りっぱな
しの日々でした。そん
な私をスタッフの皆さ
んが支えてくださり、
続けることができまし
た。
私事ですが、来年次女
が小学生になります。
落ち着いた頃に前橋に
帰って、家族に恩返し
しようと思ってます。

☞☞ 1010月月の予定の予定

　　　　1010月10日(水)　院内見学会14:00～ ※要予約 / 10月19日(金）公開医学講座/杉田劇場(新杉田) 15:30～　
　　10月26日(金)　公開医学講座/第一イン湘南(辻堂) 15:30～ 　　　　　　※公開講座は事前申込不要

WWW.skjrc.jp/
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▼ 発行元：
湘南鎌倉
人工関節センター

〒247-0061
神奈川県鎌倉市台5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370

2007年10月手術件数
　　　　　（単位：件）
人工股関節置換術　：30
人工膝関節置換術　：20
人工股関節再置換術：3
人工膝関節再置換術：1

▼ 11月外来休診日

整形外科　平川和男
　　11月06日（火）　　
　整形外科　巽　一郎　
　　11月26日（月）　　
　整形外科　松田芳和　

11月16日（金）
11月19日（月）

　
▼ 今月号トピック

・アメリカより先生到着
・３周年を迎えました

☞☞ 11月の予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＊11月16日（金）･･･ 公開医学講座　15：00～（藤沢産業センター） 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＊11月30日（金）･･･ 公開医学講座　15：30～（湘南台文化センター）　　　＊事前予約は不要です　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

♪辻先生の独り言

　人工関節センターに来
て、あっという間に半年
が過ぎました。　　　　
忙しさの波に揉まれなが
ら、海無し県から来たた
めか、今は湘南の波にも
揉まれています。　　　
紅葉の色づきとともに、
季節はずれの日焼け顔と
なっていますが、これか
らも頑張っていきますの
で、よろしくお願い致し
ます。

　　　じめまして。塚本理一郎（つかもと　りいちろう）　　　　　　　　　　　
と申します。アメリカ　カリフォルニア州からやって参り　　　　　　　　　　　
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京医科大学卒業後、民間病院に勤務し、その後アメリカ　　　　　　　　　　　
に渡り、４年半の間　Loma Linda University Medical 　　　　　　　　　　　
Center にてお世話になりました。主に、人工関節の磨耗、　　　　　　　　　　
デザインについて研究を重ね海外での学会発表、論文など　　　　　　　　　　　
で頑張ってまいりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比較的早い時期から人工関節を専門的にやりたいという思　　　　　　　　　　　
いがあり、アメリカ留学を決めた経緯があります。　　　　　　　　　　　　　　
今回は日本での就職先も暗中模索していました。　　　　　　　　　　　　　　　
昨年、平川先生に初めてお会いし、人工関節センターが世　　　　　　　　　　　
界を目標にしていることを知って、感動しここで働きたいと考え、お願いしたとこ
ろ「受け入れる準備ができている」と言われ、勤務することとなりました。平川先
生や諸先生方、そして多くのスタッフから多く学び、できる限り熱い思いを持ち、
患者さまに快適な生活を送って頂けるように精進したいと考えております。まだま
だ若輩者の私ですが、一生懸命行うので、ご指導のほどお願い申し上げます。　　
最後に湘南の地は自分がアメリカで住んでいた土地と大変似ていて、とてもうれし
く思います。またサーフィンが自分の趣味であり、ここは絶好の場所です。これか
らよろしくお願いいたします。　　　　　　　

は
【アメリカより先生到着！】【アメリカより先生到着！】

【【SKJRC 3SKJRC 3周年を迎えました】周年を迎えました】
湘　　　南鎌倉人工関節センターは２００７年１０月５日で３周年を迎えました。当
センターは、患者さまの早期退院、早期社会復帰を第一に考え、ＭＩＳ（極小侵襲
手術）を行う、人工関節置換術特化型施設として２００４年の開院以来、全国から
多くの患者さまに来院していただいております。　　　　　　　　　　　　　　　
　２００５年は、１年間で合計３５０例以上の人工股関節、膝関節の手術を行いま
した。２００６年は、４００例を超え、２００７年は１２月末までに約６００例の
手術を行う予定です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、開院３周年を記念して「３周年記念報告会」を開催いたしました。３年間
を振り返ると共に、これまでの実績の発表をおこない、当日は、約１００名の各関
連施設の方々に参加していただきました。また、多くの祝辞いただき、大盛況の会

<塚本理一郎先生>

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
となりました。４年目に入り、９月
末にはテレビ放映もありました。そ
の影響もあり、現在の初診察・手術
予約が大変込み合っておりますが、
これからも「患者さまの立場になり
、より充実した施設、スタッフの体
制の確立」を目指し、前進していき
たいと考えております。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　



第21号・湘南鎌倉人工関節センター・2007年12月

▼ 発行元：
湘南鎌倉　　　　　　　
人工関節センター
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX ：0467-47-2370

2007年11月手術件数
　　　　　（単位：件）
人工股関節置換術　：40
人工膝関節置換術　：17
人工股関節再置換術：3
人工膝関節再置換術：0

▼ 12月外来休診日
整形外科　平川和男 　

　　　　　
12月11日（火）

　　　　
整形外科　松田芳和　　

　
12月10日（月）
12月14日（金）　

▼ 今月号トピック
・からだの負担を軽くす
る工夫

【からだの負担を軽くする工夫】【からだの負担を軽くする工夫】
日　　　　常からだを動かすことは大事なことですが、からだに負担がかかる動作や、

転倒などの危険が伴う場面では、福祉用具や便利グッズを使うことをお勧めします。
　一般に、福祉用具は値段が高いものが多いのですが、アイディアしだいで他のもの
で代用できる場合もあります。うまく使い分けてからだの負担を軽くしましょう！

　ベッドの下に落ちた物を拾いたい時など、手
の届かないところにあるものを拾うのに便利で
す。福祉用具として売られているものもありま
すが、こんなカラフルなおもちゃも役に立ちま
す。（千円程度）

《おもちゃが活躍！？》《おもちゃが活躍！？》

　トイレの便座の高さが足りないときに高さを
補うクッションです。福祉用品店などで購入で
きます。（一万円程度）　　　　　　　　　　
発砲スチロールやバスマットで代用品を作った
という方もいらっしゃるようです。　　　　　
シャワートイレを使用されている方はメーカー
へのお問い合わせをお勧めします。

《立ち座りが楽になります》《立ち座りが楽になります》

♪松田先生の独り言
　月日が経つのは早いも
ので、今年もあっという
間に12月。師走（しわす
）と言われる12月は、ま
さに駆け足で過ぎて行き
そうです。
　さて、この時期は1年
を振り返る時期。今年も
いろいろありました。
みなさんの1年はどうだ
ったでしょうか？
私事ですが、年末年始に
1年の目標と反省を書き
留めるようになって5年
が経ちました。みなさん
も年末年始恒例としてど
うでしょうか？
さまざまな思いを胸に…
来年もスタッフ一同頑張
ってまいりますので宜し
くお願い致します。

《安全第一！！》《安全第一！！》
　関節に痛みがある方や、高齢の方には
おすすめのバスボード。座って浴槽に出
入りできるように考えられた用具です。
福祉用品店などで購入できます。　

　粗悪品や、無理に代用品を使えば思わ
ぬケガをしてしまうことがあるかもしれ
ません。　高価なものですが、安全第一
です！！（四万円程度）

　インターネットショッピングやホームセンターを利用したり、介護保険を利用され
ている方は、ケアマネージャーに相談するのも良いでしょう。今回の内容に関するお
問い合わせはリハビリまでどうぞお気軽にお越しください。

WWW.skjrc.jp/

☞☞ 12月の予定　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　＊12月 5日（水）・・・院内見学会14：00～　＊要予約　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　＊12月21日（金）・・・公開医学講座　15：00～（湘南読売新聞社） ＊予約不要　　　　　　
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