第46号・湘南鎌倉人工関節センター・2010年1月
▼ 発行元：
湘南鎌倉人工関節センター
〒247-0061
「新年明けましておめでとうございます」、「謹賀新年」、「賀正」など、日 神奈川県鎌倉市台5-4-17
本には多くの意味合いをもつ新年の挨拶があります。アルファベットを中心に 電話：0467-47-2377
用いる外国語には文字一つ一つに意味はありません。文字列の組み合わせで単 FAX ：0467-47-2370

【院長 平川 和男より新年のご挨拶】

語という意味を成す言葉ができ、それらを上手に組み合わせることで意味のわ
かる文章が出来上がります。日本で言えばひらがな、カタカナという音だけで
それ自体に意味を持たないものと似ていますね。中国は各地で発音は異なりま
すが、統一された一つ一つに必ず意味を持つ「漢字」があります（日本では音
や形から連想される独自に作成したで和製漢字というものもあります。たとえ
ば、当センターの先生の苗字でもある「辻」というのは和製です）。文化大革
命のあとに簡略化された漢字が作成され、現在では日本と同じ漢字を用いてい
るのは、台湾や香港、シンガポールの中国系の方々です。若者の架橋などは新
しい漢字を使うこともあるようです。
今回の新年のご挨拶は「意味を考える」ということです。医療現場では数え切
れないぐらいの医療行為と医療関連の会話があります。聞き流しや、本人だけ
わかっているということは許されません。お互いに行為と会話の意味を理解し
、同じ方向に向かって治療に当たらなければならないということが大切です。
思い込みや、人任せは医療事故につながります。お互いの真意をしっかりと捉
え、相手にもわかりやすく説明ができるように職員の皆様の努力をお願いいた
します。患者さんとの会話とコミュニケーションも特にその部分に気をつけて
行うようにしていきたいと考えております。本年もすべての手術が無事に合併
症なく進んでいくために、職員一同で頑張ってまいります。

▼2009年12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 ：18
人工股関節再置換術： 1
人工膝関節再置換術： 1
人工関節関連手術 ： 1

▼ 1月外来休診日
整形外科 松田芳和
1月18日(月）
整形外科 塚本理一郎
1月29日(金）

【副院長 巽 一郎より新年のご挨拶】
新年あけまして・おめでとうございます。
昨年87歳のお膝を治した患者様から“7年ぶりに墓参りが出来た事がとても嬉
しかった”とお喜びのお手紙を頂きました。60歳頃から膝が痛み始め、80歳
からは膝痛のため外出も出来なくなったとのことでした。彼女の時計は80歳
で止まり、それまで欠かさなかったお墓参りも出来なくなりました。それが
87歳でいよいよ手術に踏み切り、術後8ヶ月でお墓参りが出来たと報告をくれ
ました。
ある銀行の話を聞きました。その銀行は、毎朝あなたの口座へ86,400円を
振り込んでくれます。同時に、その口座の残高は毎夜ゼロになります。つま
り86,400円の中で、あなたがその日に使い切らなかった金額は、すべて消さ
れてしまいます。あなただったらどうしますか？ もちろん毎日86,400円全額
を引き出しますよね。
私たちは一人一人が同じような銀行を持っています。それは時間です。毎
朝あなたに86,400秒が与えられます。毎晩、あなたが上手く使い切らなかっ
た時間は消されてしまいます。それは、翌日に繰り越されません。そして時
は誰も待ってくれません。昨日は、もう過ぎ去って、明日は未だわからない
のです。今日は与えられるものです。だから、英語では今をプレゼント
(present)と言います。
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【事務長 伊澤 智也】

【整形外科 部長 松田 芳和】
新年おめでとうございます。医師になって15年になります
が、毎年患者さんから多くのことを教えて頂いています。
今年は「心」「技」「体」の「三位一体」を鍛え、医療に精
進できるように努力していきたいと思います。今年も宜しく
お願い致します。

【看護師長

岩谷 サキ子】

新年 あけましておめでとうございます。
昨年も日本全国から多くの方が、治療に来られました。術後リ
ハビリの大変さも乗り越えられ、嬉しそうな笑顔を見せていた
だけます。職員一同うれしく、とても励みになります．
今年は6年目に入ります。さらに、多くの方が第2の人生をさわ
やかに、軽やかに過ごしていただけますよう、看護職員一同職
務に励みたいと思います。一人でも多くの方から「手術をして
良かった。関節センターに入院してよかった」と思われますよ
う、努力したいと思います。

ご協力していただいた、中川夫妻で
す。素敵なお歌とハンドベル演奏あ
りがとうございました！

あけまして
おめでとうございます
開院して5回目の新年を迎えま
した。今年を迎えられましたの
も、多くの方々のご支援・ご協
力の賜です。
干支の寅のように敏捷さ・力
強い行動力で進みながらも、5年
と云う節目の年でもあり、もう
一度「初心わするべからず」を
モットーに自分自身の質を高め
たいと思います。
「虎を見て石に立つ矢の例（た
めし）あり」の気持ちで、今以
上の快いサービスの提供ができ
るように職員一丸となって努め
てまいりたいと思います。みな
さんで頑張りましょう。

2009年12月24日

院内クリスマス会を開催しました。

職員も参加し、楽しく演奏中。クリスマス
会では近隣の方々にもお声がけをし、沢山
の方にお集まりいただきました。来年も引
き続き楽しい計画を考えたいと思います。
今年1年、健やかに楽しく過ごせますよう、
スタッフ一同お祈り申し上げます。皆様に
とって実り多き年になりますように。
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第47号・湘南鎌倉人工関節センター・2010年2月

【入職先生ご紹介】
はじめまして！岩瀬美保と申します。平成4年に
東京女子医大を卒業後、女子医大整形外科に入局
しました。平川先生には人工関節基礎研究会など
を通して10年来ご指導いただき、そのご縁で昨年
10月から湘南鎌倉人工関節センター整形外科に非
常勤で勤務しております。大学時代は陸上部で部
長を務め、一昨年の夏には女子医大主管の東医体
に常駐医師として参加しました。捻挫や肉離れな
どの学生たちが医務室に訪れ、いろいろと話すう
ちに学生時代を懐かしく思い出しました。

＜岩瀬美保先生＞

膝を痛めた後輩も幅跳びで入賞し、女子医大は優勝を飾りました。スポーツ外科
や関節疾患に興味があり、リウマチや人工関節の病理研究をしながら、人工関節で
の治療をしたいとずっと思っていました。今後も人工関節センターの一員として頑
張りますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

【巽副院長 ひざのつぶやき】
摩擦係数という言葉は、二つのものを合わせた時にどれだけ滑
らかか(ツルツルか)？…を表す言葉です。この値が小さいほど
摩擦が少ない・ツルツル度が高いということです。初めて雪の
上でスキーを履いたとき、滑って転びそうで怖かったですね。
あの摩擦係数が0.3です。雪とスキー板（ワックスつき）の間で
0.1～0.3。浅田真央さんがトリプルを飛ぶアイススケート。氷
と鉄のエッジの間の摩擦係数は0.05です。
我々の関節軟骨は、骨と骨が当たる全ての関節に存在します。その軟骨の摩擦係
数は、アイススケートを遙かに超え、なんと0.001～0.03です。また赤血球は自分
のサイズよりも細い毛細血管のなかを変形しながらスムーズに通ることができます
が、この滑らかも摩擦の観点から見た場合、実に不思議な現象です。我々人間がも
のを造る産業界では、固体の摩擦係数は潤滑剤の助けを借りても0.1前後にしかな
りません。人工関節材料も同じで、これがその寿命を縮める原因となっています。
20歳代までは膝関節軟骨も摩擦係数0.001〜0.03を維持しています。
仕事やスポーツで膝関節に大きな負担がかかった後、関節軟骨は自己
修復します。機械的に悪くなった部品を自分で入れ替えるのです。こ
れも神様が造った新陳代謝という素晴らしい機能で、未だ人類の産業
界は取り入れることが出来ていません。階段を下りるとき膝関節には
体重のおよそ4倍の力がかかります。通常歩行も、片足ずつ歩くため膝
関節の内側には体重の3倍の力がかかります。体重60kgの方で180kgの
強さがかかるわけです。関節軟骨がスムースなクッションとなり、骨
同士が当たって割れたりヒビがいかないようになっているのです。若
い頃から膝関節に負担をかけ続けていると、60歳を過ぎた頃からこの
関節軟骨がすり減って無くなってしまいます。これはサメ軟骨を飲ん
でも生えては来ませんので、関節センターに相談に来てください♪
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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
▼2010年1月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：37
人工膝関節置換術 ：24
人工股関節再置換術： 1
人工膝関節再置換術： 0
人工関節関連手術 ： 0
▼ 2月外来休診日
☆2月26日(金)
膝、股関節とも休診にな
ります。
整形外科 平川和男
2月16日(火)
2月19日(金)
整形外科 金子剛士
2月 2日(火)

♪辻先生の独り言
2月の祝日に「建国記
念の日」がありますが、
建国記念日ではないです
ね。この日は建国をしの
び、国を愛する心を養う
日とされていますが、元
は、明治５年、神話に基
づいて神武天皇の即位日
を紀元節という祝日に定
めたもので、天皇の神格
の否定・政教分離を意図
するGHQの神道指令に伴
い戦後廃止されました。
その後、テレビ局が行な
ったアンケート調査等に
よって全国民の80％以上
の人が「建国を記念する
日」を望んでいるという
ことがわかり、1966年に
建国記念の日に関する提
案が承認され、翌年1967
年から適用されました。
史実に基づく建国の日と
は関係なく、建国された
という事実そのものを記
念する日だから「の」が
付いたようです。

第48号・湘南鎌倉人工関節センター・2010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
つらい時期です・・・花粉症！
▼2010年2月手術件数
憂鬱な辻先生
(単位：件)
人工股関節置換術 ：40
人工膝関節置換術 ：20
寒い冬が終わりに近づいてきました。日差しが温々と気持ちよくなり、風が暖かく爽や 人工股関節再置換術： 3
かに吹くようになり、徐々に春の兆しを感じるようになっています。以前は気持ちよいも 人工膝関節再置換術： 1
のでしたが、今は、これらすべてが憂鬱の原因です。暖かくなって風が吹くと、スギ花粉 人工関節関連手術 ： 1

【辻先生のおっきな独り言】

の飛散が始まるため、スギ花粉症を持っている場合、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のか
ゆみなどの不快な症状が出てきます。花粉症の原因として、環境が清潔すぎると、アレ
ルギー疾患が増えるという衛生仮説があげられますが、近年、ドイツを中心とする医科
学チームの研究により乳幼児期におけるエンドドキシンの曝露量が、以後の花粉症や
ぜんそくの発症に密接に関係していることが明らかにされています。これは、乳幼児期
の環境が清潔すぎると、アレルギー疾患の罹患率が高くなるという衛生仮説を裏付け
る重要な報告とされています。これら花粉症の原因や対処療法などは様々ありますが、
要は花粉症の原因となる物質に接触しなければ良いのです。最後にお願いがあります
。
この時期、窓を開けて換気するのはやめてください。
医長；辻 耕二

【上野先生の決意】

▼ 3月外来休診日
整形外科 平川 和男
3月12日(金）
整形外科 巽 一郎
3月12日(金）
整形外科 松田 芳和
3月12日(金）
3月26日（金）
3月29日(月）
整形外科 辻 耕二
3月16日(火）
3月30日(火）
整形外科 塚本理一郎
3月8日(月）
3月19日(金）

～オレはある日をさかいにダイエットを決意した！～

整形外科 金子 剛士
3月19日(金）
3月23日（火）

「ひょえ～～」風呂上がりに久しぶりに体重計に乗った僕は思わず声を上げてしまい
ました。な、な、なんと、体重計が82.3という数字を表示しているではありませんか！
！学生時代からは20kgの増量、BMIは28と、立派な肥満です。「体重計壊れてるん
じゃない？」と器械のせいにしようとしましたが、妻に「壊れてないわよ」と冷たく言わ
れてしまいました。「ああ～豚やぁ～」と嘆くと子供たちに大ウケ。「ブタ ブタ」と言い
ながら二人の子供が家中を走り回っています。翌朝、娘（3歳）に「おはよう」と言うと
「ブタ」という返事が返ってきたのをきっかけにダイエットを決意しました。関節センタ
ーの医局は優しい美人秘書さんが毎日食べやすくお菓子や菓子パンを並べてくれ
ています。それを卑しくつまんでいたのが肥満の原因だと考え、「食事以外のカロリ
ーのあるものを飲食しているのを見かけたら1000円進呈宣言」を行って、仕事中の
間食を断ちました。まだ2週間しか経ってませんが、2kgの減量に成功しています。
20kg痩せるまで続行する予定です。痩せたい方は一度お試しください。
整形外科；上野 岳暁
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♪岩瀬先生の独り言
季節も3月になると、街ゆく人
のコートもすこしずつ軽くな
り、色合いも黒やグレーから
パステルカラーのおしゃれな
ものが増えてきます。最近は
、冷暖房の環境が良くなるの
とうらはらに日本の四季のめ
りはりが分かりにくくなった
ような気もします。枕草子に
ある“春はあけぼの…”のよう
な感覚は日本人独特の繊細さ
ではないかと思います。季節
の移ろいを感じ生活の中で楽
しみながら新しい季節に感謝
しつつ過ごしていけたらいい
なあと思う今日この頃です。

第49号・湘南鎌倉人工関節センター・2010年4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
月よりお世話になる齋藤彰（さいとうあき FAX ：0467-47-2370
ら）と申します。平成10年に京都大学を卒業後 ▼2010年3月手術件数
(単位：件)
、京都大学関連の病院（聖隷三方原病院、神
人工股関節置換術 ：53
戸市立西市民病院、松江赤十字病院）で主に 人工膝関節置換術 ：21
外傷・脊椎・関節外科を中心に仕事をして参り 人工股関節再置換術： 3
ました。
人工膝関節再置換術： 1
人工関節関連手術 ： 0
卒業後12年程経過し、人工関節を専門とし
▼ 4月外来休診日
てよりよい手術を極めたいと考え色々な病院
整形外科 巽 一郎
で手術見学もさせて頂きました。
4月16日(金)
整形外科（股関節担当）齋藤彰先生
その中で平川先生とお会いして、誘って頂い
整形外科 辻 耕二
たご縁でこの度鎌倉にやって参りました。
4月16日(金)
整形外科 塚本 理一郎
正直なところ、これまでの人生の大半を大阪・京都・神戸で過ごしてきましたので、初
4月23日(金)

新入職先生ご紹介
4

めての関東で緊張しておりますが、一方大学時代からずっとサーフィンをやってきまし
たので、湘南を楽しみにしている側面もあります。
♪塚本先生の独り言
早期の術後回復と長期の安定した術後成績を目指して、よりよい手術が出来るよう
Birth
に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
今回の独り言は自分の

皆 さんはじめまして。４月から人工関節

整形外科（膝関節担当）滝田泰人先生

センターに勤務させて頂くことになりました
滝田と申します。群馬大学を卒業し東京大
学整形外科教室に入局、その後は１０年
間関連病院に勤務しました。外傷、脊椎外
科をはじめ、整形外科全般を幅広く行って
参りましたが、なかでも人工関節には特に
興味を持って取り組んできました。しかし、
いくらやる気があっても症例数には限りが
あるため、もっと集中的に症例を積み重ね
たいと日頃から考えておりました。

そんな中、１年半ほど前に人工関節センターで手術見学させて頂きました。症例
の多さやスタッフの技量もさることながら、全てが人工関節手術に特化し効率的で
、かつ患者様主体の医療を実践していると感じ深い感銘を受けました。もし自分や
家族が人工関節の手術を受けるのであれば、このような専門施設でやってもらい
たいと強く感じました。
我々医師にとっては沢山の手術の一つであっても、患者様にとっては人生の一
大イベントです。結果いかんによっては患者様の人生を左右する可能性すらありま
す。そのことを肝に銘じながら皆さんと一緒に最高の治療を追求していきたいと考
えております。何卒宜しくお願い申し上げます。

Privateについて話しますので
よろしくお願いします。
今年２月、我が家に新しい
家族 (女の子) が誕生しまし
た。今まで36年間子供という
ものがいなく、独身期間も長
かったので最初はうれしさと
驚きが入り混じりました。ま
た、一つの命を誕生させる女
性に尊敬の念とうらやましい
なと感じました。しかし子供
はやはり母親が大好きです。
同時に、自分も子供が大好き
なので、これをいかに、自分
(父親)に振り向かせるかとい
うことを毎日考えています。
毎日赤ちゃんと接しています
が、子育てというものは、も
のすごく大変です(赤ちゃんに
は昼も夜もないので)、改めて
自分の両親に感謝の念が生ま
れました。今後1日1日大きく
なっていく子供を観察してい
くのは、大きな喜びと同時に
責任感もうまれます。週末休
みには必ず、海に出ていまし
たが、現在は家で引きこもり
となっています。これから、
毎日仕事も一生懸命、愛娘の
日々の成長を確かめながら頑
張ります。
では、皆様ボンソワー。

WWW.skjrc.jp/
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写真の世界へのお誘い

御覧の写真は僕が奈良にいる時、出勤時に大和川の朝焼けを撮ったもので
す。車にデジタル一眼レフを積んでいたので、オレンジ色に輝く大和川の
美しさを偶然撮影することができました。ネットのデジタルフォトコンテ
ストで4位に入賞した自慢の一枚です。
写真が趣味だと言うと「どこで盗撮してるの？」などと失礼なことを聞
かれたりしますが、もっぱら風景写真と親ばか写真を撮っており、撮り
貯めた子供の写真はかけがえのない財産です。
レンズを換えると驚くほど描写が変わるのが一眼レフの面白いところ
です。デジタルになってから、好きなだけ撮ってパソコンで鑑賞でき
るようになり、費用もかからず、手軽に楽しめるようになりました。
色なども簡単に補正できます。
まだデジタル一眼をお持ちでない
方で、写真が好きな方は、入門機
でいいから一度お試しください。
最近はミラーレスと言われるタイ
プの非常に小型軽量なものも出て
います。
鎌倉の写真もたまに撮ってます。
いい写真が撮れたら関節センター
に飾ってもらう予定ですのでご期
待ください。
整形外科 上野 岳暁

上野先生撮影による
デジタルフォトコンテスト

“4位入賞作品”
WWW.skjrc.jp/

▼ 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
▼2010年4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 ：14
人工股関節再置換術： 2
人工膝関節再置換術： 1
人工関節関連手術 ： 4
▼ 5月外来休診日

整形外科 上野 岳暁
5月14日 （金）
股関節/膝関節
5月28日（金）終日休診

♪岩瀬先生の独り言♪
もうすぐ5月の連休を迎
えます。新緑の季節でもあ
り、旅行される方もたくさ
んおられ、行楽地などは賑
わうことでしょう。旅行と
いえば、日本国内や海外の
世界遺産への旅を一度はし
てみたいなと思われている
方も多いのではないかと思
います。私自身も海外へ出
かけることはあっても世界
遺産を見るという目的で行
ったことはなく、機会があ
れば是非行きたいと最近思
っています。ペルーのナス
カの地上絵は有名で、雑誌
の写真などでしか見たこと
無いので私が見てみたいと
ころのひとつです。皆さん
が気になる世界遺産はあり
ますか？？

第51号・湘南鎌倉人工関節センター・2010年6月

湘南〜鎌倉お立ち寄りスポット

検診ついで
の
散策へ♪

陽気のいい季節となりました。
関節センター周辺には鎌倉幕府の北条時代の史跡が
多く点在しています。
今回は鎌倉五山の第一位の建長寺、第二位の円覚寺
をご紹介します。また花で有名な東慶寺（元・縁切
り寺といわれてた尼寺）、あじさい寺で有名な明月
院もセンター周辺の北鎌倉地域です。

梅の頃の建長寺

鎌倉幕府第5代執権、北条時頼が創建した臨済宗 建長寺
派の大本山。けんちん汁は建長寺発祥の料理です。また
最近ではサザンオールスターズが山門をステージにして
スペシャルライブを行なったこともあります。
（桑田佳祐の出身校は建長寺の修行僧学校が前身となっ
ている縁があります ）

鎌倉五山第二位の円覚寺。北条時宗が元寇の戦没者追悼
のため中国僧を招いて創建した臨済宗 円覚寺派大本山。
戦死した日本の武士と元軍（モンゴル・高麗等）の戦士
が、分け隔てなく供養されています。昨年10月に平川セ
ンター長主催の市民フォーラムを開催し、当センターと
も縁深い寺院です。

▼ 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
▼2010年5月手術件数
(位：件)
人工股関節置換術 ：44
人工膝関節置換術 ：12
人工股関節再置換術： 1
人工膝関節再置換術： 1
人工関節関連手術 ： 1
▼ 6月外来休診日
整形外科 平川和男
6/8（火）
整形外科 巽 一郎
6/4（金）
整形外科 辻 耕二
6/1(火),4(金),25(金)
整形外科 塚本 理一郎
6/11(金)
整形外科 金子 剛士
6/1(火),4(金),18(金)
整形外科 齋藤 彰
6/4（金)

紫陽花の咲く円覚寺
お車でいらしている方にお薦め！
♪滝田先生の独り言
湘南といえばR134沿いの海の風景です。
鎌倉から茅ヶ崎方面を見通すと、空気の澄んだ日には江ノ島の向
みなさま、いかがお過ごしでしょうか？僕は
つい最近落ち込むことがあり、低いテンショ
こうに富士山が見えます。夜になると西湘バイパスの点々と続く
ンを保ちながら日々の生活送っております。
外灯や江ノ島灯台のライトアップがとてもロマンチックです。
僕をみかけたら励ましの声をかけてください
サーファーで賑あう鵠沼海岸では辻先生、金子先生、齋藤先生の
ね。みなさんも気合を入れていきましょう！
カッコイイ波乗り姿が見れるかも！

富士山と江ノ島

夕暮れの江ノ島
（七里ガ浜からの眺め）

マリーナ
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さて、話は全然変わりますが、みなさんは
SMAP（スマップ）というアイドルグループを
ご存知でしょうか？1988年4月20月に結成し、
20年以上もトップアイドルに君臨し続けるス
ーパーユニットです。ところでSMAPというグ
ループ名の由来、みなさんはご存知ですか？
メンバーの頭文字「S斉藤」「M村田」「A荒井
」「Pピエール」を並べたものです・・・・と
いうのは冗談ですが、調べたところ、SMAPと
は「Sports Music Assemble People」の略だ
そうです。「スポーツと音楽を融合させた人
々」という意味とのことですが、英語がかな
り意味不明な気が・・・。まあそれはさてお
き、どの世界でも20年以上その世界の第一人
者として活躍し続けることは並大抵のことで
はありません。ちなみに、「日本のトップア
イドル」もすごいですが、当センターには「
世界のスーパードクター」が約1名おりますこ
とをみなさんお忘れなく！

第52号・湘南鎌倉人工関節センター・2010年

【夏の風物詩～花火～】
いよいよ夏の到来です。
湘南の夏といえば、花火ではないでしょうか。花火というと、日本という
気がしますが、実は中国が発祥です。そしてヨーロッパへ伝わり16世
紀に鉄砲とともに日本へやってきました。ちなみに、最初の花火見物を
したのは徳川家康です。そして、江戸時代花火は鍵屋、玉屋の二代花
火師の時代へ突入してきます。そして、昭和の戦前まで、隆盛をほこり
ますが戦争とともに衰退していきます。戦後GHQにより火薬規制がしか
れましたが、日本の花火製造の熱い思いにてGHQを説得し1948年解禁
になりました。そして両国での花火大会が開催されました。
花火大会は現在では全国で行われています。最大の打ち上げ数の
諏訪湖祭湖上花火大会、東京の神宮外苑花火大会など有名ですね。
さて、湘南ですがやはり鎌倉花火大会でしょう。今年は7月21日です。
鎌倉花火大会は水中花火が有名です。その他、江ノ島・葉山・茅ヶ崎・
三浦・熱海でもあり、皆さまの心を熱くさせるでしょう。
わたしは大きい打ち上げ花火も好きですが、儚い線香花火も大好き
です。人工関節の手術は打ち上げのように一発ドカンではなく、線香花
火のように長く、しつこく、美しいもののように感じます。
それは、患者さんの人工関節の使い方一つで耐久年数が大きく変わっ
てくるのです。
ではまた。 To be continued...
整形外科；塚本 理一郎

【徳洲新聞について】
本格的な梅雨の時期到来ですね。北鎌倉にあるあじさい寺で有名な「明
月院」ではちょうど見ごろを迎えています。ジメジメ陽気で外出も億劫にな
る方もいらっしゃるかとは思いますが、この時期でしか味わえない初夏を
お楽しみください。
さて、毎週月曜日に発行されている徳洲会新聞№729号に平川センター
長の記事が掲載されました。この新聞は各病院の紹介や医療問題、そ
の他病気に対するマメ知識などをとりあげております。
当センター1階にございますのでご覧下さい。
（毎週月曜発行 部数に限りがあります）
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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
▼2010年6月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：50
人工膝関節置換術 ：17
人工股関節再置換術：0
人工膝関節再置換術：1
人工関節関連手術 ：1

▼ 7月外来休診日
整形外科 巽 一郎
7/2（金）
整形外科 滝田泰人
7/2（金）
整形外科 上野岳暁
7/16（金）
整形外科 齋藤 彰
7/23（金）
♪金子先生の独り言♪
高齢化社会と言われて久し
い日本ですが、ではどれく
らいが「高齢化」なのだろ
うと言いますと・・・・。
高齢化率（65歳以上の方が
総人口に占める割合）が
7～14%だと高齢化社会、14
～21％までは高齢社会、21
％以上が超高齢化社会とい
うのです。では今の日本は
どれくらいかご存知でしょ
うか。なんと22.8％です。
年を重ねて行くにつれ何か
と病院に行かれる機会が多
くなりますが、どうやら日
本の社会保障費は増えそう
にありません。
7月11日に参議院選挙があ
りますが、どうにか次の政
権には今までの日本を築い
てこれた大先輩に対して優
しい国づくりをしていただ
きたいものです。

第53号・湘南鎌倉人工関節センター・2010年8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

2010年9月1日
湘南鎌倉総合病院が
新病院へ移転します
湘南鎌倉総合病院移転に伴い、9/1（水）以降に当センターから転院され
る患者様はこちらの新病院への転院となります。
8/29（日）11時より新病院にて開院式（見学会）が行われますので、ご家
族・お知り合いをお誘い合せの上、ぜひご参加ください。

新住所
〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370-1
電話：0467-46-1717 FAX:0467-45-0190
http://www.shonankamakura.or.jp/

【熱中症にご注意を！】
● 熱中症とは ●
熱中症は高温の環境下、または過度の運動により体温上
昇と脱水・循環不全を起こす症候群のことです。
曇りの日や屋内でも起きるので注意が必要です。
「熱痙攣・熱失神」「熱疲労」「熱射病」に分類され、脳
神経や内臓、血液の障害を起こす「熱射病」は死亡率３割
以上との報告もあります。
● 対処法 ●
・日陰や涼しい場所へ移動させる。
・水のみではなく、スポーツドリンクなど電解質を含む飲み
・物や塩分を摂取させる。
・衣服を脱がせ体幹部を冷却させる（解熱剤を使ってはいけ
・ない）
・症状が重い場合はすぐに救急車を要請する。

正しい予防知識と処置法を身に付けて楽し
い夏をお過ごしくださいね！

▼2010年7月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：45
人工膝関節置換術 ：19
人工股関節再置換術： 1
人工膝関節再置換術： 0
人工関節関連手術 ： 4
▼ 8月外来休診日
整形外科 平川和男
8月17日(火)
8月20日(金)
8月31日(火)
整形外科 巽 一郎
8月23日(月)
8月27日(金)
整形外科 辻 耕二
8月13日(金)
8月17日(火)
整形外科 塚本理一郎
8月 6日(金）
8月 9日(月）
整形外科 上野岳暁
8月27日(金)
整形外科 齋藤 彰
8月 6日(金)
整形外科 岩瀬美保
8月24日(火)

♪齋藤先生の独り言

祝★独り言デビュー！

連日最高気温30度をマークしていよい
よ夏本番。さて夏といえば海。今日は水
難防止のお話です。
我々サーファーにとっての天敵「消波
ブロック」いわゆるテトラポッドという奴
です。海水浴客にとっては「安心」と思
われるかもしれませんが、そんなことあ
りませんよ。海岸の砂浜の砂がけずれ
て、ブロック周囲にたまることもあり、波
打ち際から数メートルで急に深くなって
いることもあります。そんな海岸では波
打ち際ではいわゆる「巻き波」が発生し
ていることもあるので、波打ち際で横一
線に崩れるような波をみかけたら小さな
お子さんには絶対ご用心を。
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平成２２年９月１日（水）
新・湘南鎌倉総合病院オープン

▼ 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
▼2010年8月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：50
人工膝関節置換術 ：14
人工股関節再置換術： 1
人工膝関節再置換術： 0
人工関節関連手術 ： 2
▼ 9月外来休診日
整形外科 平川和男
9/10（金）PM～
9/17（金）PM～

【周辺地図】
【全景】
昭和６３年１１月から２２年間、皆さまにご利用いただいておりました鎌倉市山崎
から平成２２年９月より現在の鎌倉市岡本に移転いたしました。
新病院となり大きく変わった点は・・・・・
★従来は１階受付にて初診・再診の受付を行っておりましたが、新病院より初診の
み１階で受付を行い、再診察については各階に設置してある受付機で受付を行い
ます。（受診される科に直接出向いてください）
新病院の最大の特徴は、産婦人科・循環器科をセンター化にして、外来～検査～
入院までを１つのフロアですべて行えるようにし患者さまへの負担を極力軽減でき
るように整えております。
また、旧病院では地下１階に売店がありましたが品揃えが行き届いていなかった点
を改良しコンビニエンスストア（ローソン）を導入し多くのアイテムを購入することが可
能となりました。また、急な現金引き出しが必要な際も店内にATMが設置されており
利便性も格段にあがりました。すぐ隣には「ドトール」もありちょっとした休息にもご利
用いただけます。
今後も環境改善のみだけでなく、実際の診療もしっかりと行っていけるよう今後も
関節センタースタッフはじめ職員一同邁進していきたいと思います。
鎌倉市岡本1370-1 TEL:0467-46-1717（代表）
http://www.shonankamakura.or.jp/
送迎バスの時刻表
次ページに掲載。
ご確認下さい。

【正面エントランス】

【ヘリポート】

【４人部屋】
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整形外科 塚本理一郎
9/24（金）
9/27（月）
整形外科 金子剛士
9/24（金）
整形外科 滝田泰人
9/6（月）
9/10（金）

♪辻先生の独り言
今年の夏は本当に暑かった
ですね！熱中症がいつも以
上に話題になったりもしま
したが、なぜか今年は夏ば
てすることもなく、体重が
増えてしまいました。そこ
で調べてみました！！夏の
暑さをうまく使うと、身体
のエネルギー代謝が増える
ので、ダイエットに向いて
いる時期のようです。そう
いうわけで8月下旬からち
ょっとダイエット始めてい
ます。結果がどうなるかは
まだわかりませんが、うま
くいったらレポートしてみ
ます。
頑張るぞ！！

第55号

湘南鎌倉人工関節センター・2010年10月

新入職ドクター・ナースご紹介
はじめまして。10月から勤務することになり
ました伊藤芳章です。平成14年に富山大学を卒
業し、以降富山で勤務してきました。股関節の
奥深さに感銘しながらも患者様の股関節をとり
まく事情も複雑なものがあるなと痛感していま
した。今回、平川先生のもとで研鑽を積める機
会を得られたことは本当に幸せです。多くを学
び取りながら、患者様の痛みと機能の改善に向
けて前進し続けられたらと思っています。よろ
しくお願いいたします。
整形外科

看護部

伊藤芳章先生

和坂江実子

はじめまして。8月16日から人工関節センター
で働かせていただいてる和歌山出身の和坂江実
子と申します。私は数年前、整形外科・形成外
科の民間病院で勤務しておりました。その病院
は脊椎・関節外科・手の外科・熱傷后の瘢痕形
成、新生児の手指の奇形等が多く、私は外来に
約4年、オペ室に約5年勤務していました。しか
し病棟勤務は約１年とあまり経験がありません
。湘南鎌倉人工関節センターの評判は和歌山に
も届いており、私はより深く人工関節について
知識・技術をつけたいと考え、人工関節センタ
ーで働かせていただくことになりました。

和歌山を離れるのは初めで「ふるさとは遠きにありて思ふもの…」という詩が頭
に浮かびます。こんな私ですが皆様よろしくお願いします。

【テレビ放映につきまして】
9/27、TBS番組「これが世界のスーパードクター13」の中で当センター副院長（膝関節専
門）の巽（たつみ）が紹介されました。翌日より、初診察のご予約やお問い合わせのお電話
・メールを多く頂いております。
当センターは予約制になっております。初診予約専用回線を設けておりますので、下記連
絡先へお問い合わせ願います。お電話が込み合っており繋がりにくい状態が続いております
が再度お時間をあけてご連絡の程よろしくお願い申し上げます。
※メールでの予約はお断りしております。お手数ではございますがお電話にて宜しくお願い
申し上げます。

●膝関節初診察予約電話番号

0467-46-7172

平日10：00～16：00

●股関節初診察予約電話番号

0467-47-8400

平日10：00～16：00
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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
▼2010年9月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：49
人工膝関節置換術 ：11
人工股関節再置換術： 1
人工膝関節再置換術： 1
人工関節関連手術 ： 1
▼ 10月外来休診日
整形外科 平川和男
10月 5日(火)
10月 8日(金)
10月12日(火)
整形外科 巽 一郎
10月29日(金)
整形外科 上野岳暁
10月12日(火)
整形外科 塚本理一郎
11月1日（月）まで
整形外科 齋藤 彰
10月29日(金)

上野先生の独り言♪
奈良県から神奈川県に引っ越
して1年が過ぎました。家族が馴
染んでくれるか心配でしたが、
妻も子供も新しい環境が気に入
ったようで一安心です。今年は
猛暑だったようですが、夏暑く
冬寒い大和盆地出身の僕にとっ
ては快適な夏でした。昼の日差
しはきついのですが、日陰に入
ればそれほど暑くありません。
海から吹く爽やかな風のお陰で
この夏はほとんどエアコン無し
で安眠できました。冬も温暖だ
し、やっぱり海の近くは気候が
いいですね。引っ越してきた時
、不動産屋さんの「関西から湘
南に来た人はほとんどが永住し
てますよ」という言葉に納得で
す。でも、人間、贅沢にはすぐ
慣れてしまうので、来年の夏は
「あ～暑いなあ」とぼやいてい
るかも・・・そういえば関東に
来た当初は「やっぱ関東は美人
が多いなあ」とキョロキョロし
ていた僕も、最近はそれが当た
り前になってあまりキョロキョ
ロしなくなってきました。

第56号・湘南鎌倉人工関節センター・2010年11月

湘南鎌倉総合病院

▼ 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

▼2010年10月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：47
5階 です。
人工膝関節置換術 ：14
人工股関節再置換術： 0
【巽 一郎 先生】 人工膝関節再置換術： 1
副院長・膝関節部長の巽（たつみ）です。 人工関節関連手術 ： 0

膝関節センターの外来は

湘南鎌倉人工関節センター
股関節と膝関節はそれぞれ密接な関係があり、同じ場所で診せて頂くのが
良かったのですが、2004年人工関節センター開院以来、当院での低侵襲手
術を希望される患者様は非常に多く、たいへん手狭になってきました。初
診・手術をお待ちの多くの患者様に対応するべく、ベッド数の増床とクリ
ニックから病院への変更を医療行政の各方面へお願いしていますが、なか
なか良いお返事を頂けておりません。
2010年9月27日のテレビ放映後、さらに多くの膝関節患者様からお問い
合わせを頂いており、股関節・膝関節を現在の人工関節センターで診療・
手術することが物理的に不可能となっています。また、膝関節の患者様は
60～90歳と高齢者が多く、平均年齢は75歳になろうとしております。患者
様の高齢化に伴って、高血圧・糖尿病・心疾患などの合併症をお持ちの方
が近年増えています。
良い意味で湘南鎌倉人工関節センターは整形外科専門単科クリニックで
ありましたが、その反面、内科・心臓血管外科・糖尿病外来などを併設す
ることは出来ませんでした。今までは術前に合併症・既往症のある患者様
に対しては、それぞれ専門病院などへ紹介状を書かせて頂き対応をしてき
ました。
この現状を熟考した結果、高齢で遠方から来られる多くの患者様にきちん
と対応するため、膝関節部門を親病院の湘南鎌倉総合病院内に移転するこ
とになりしました。2010年9月1日から湘南鎌倉総合病院は新築病院へ移転
しており、治療設備や療養環境も大変綺麗になりました。また、内科・外
科・循環器と多くの専門性の高い優秀な先生方が集まられており、術前・
術後の合併症対策の観点からも十二分な対応が出来ると考えております。
人工膝関節センターは、これからも最先端の低侵襲手術を追求していきま
す。今回の膝関節部門の湘南鎌倉総合病院への移転については、患者様の
高齢化に対して、より安心して治療を受けていただけ、患者様の安心につ
ながるものと信じております。
以上、ご理解を頂けますよう、よろしくお願い致します。
副院長 兼 膝関節部長

巽

一郎
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▼ 11月外来休診

なし

岩瀬先生の独り事♪

寒くなってまいりまし
た。皆様、お風邪などひ
いていらっしゃいません
でしょうか？この季節や
っぱり食べたいのは、
《鍋》です。個人的に大
好きなのはキムチ鍋。韓
国ではなべ料理をチゲと
いうので、韓国語ではナ
ヌンキムチチゲルルチョ
アヨ（私はキムチ鍋が好
きです）といいます。身
体もあったまり元気はつ
らつになります！チゲ鍋
食べて、寒さを吹き飛ば
しましょう！！

第57号 湘南鎌倉人工関節センター・2010年12月

【貯筋に励みましょう！】
整形外科

上野岳暁

▼ 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

「筋力をつける方法が解らない」とおっしゃる患者さんがおられます。
そんな方にお勧めなのが、アイソメトリックスという筋力強化方法です。
アイソメトリックスとは静的運動という意味で、名前の通り筋肉を動かさずに力を入れる状 ▼2010年11月手術件数
態の事をいいます。アイソメトリックトレーニングというのは、筋肉を動かさずに最大筋力
(単位：件)
を発揮し一定時間維持するトレーニング法です。
人工股関節置換術 ：56
アイソメトリックトレーニングがトレーニングとして有効な事は古代ギリシア時代から知 人工膝関節置換術 ：13
られており当時からスポーツ選手の補強トレーニングとして採用されていたそうです。アイ 人工股関節再置換術： 1
ソメトリックトレーニングは道具を使わなくても行えるので、時間が無い時や外出先などで 人工膝関節再置換術： 0
のトレーニングにも重宝します。
人工関節関連手術 ： 0
僕自身もダイエットのため、車の渋滞や信号待ちの暇な時間になるべくやるようにしてい
ます。個人的にお勧めのアイソメトリックトレーニングを紹介させていただきます。
▼ 12月外来休診日
●いすに座り、軽く膝を曲げて痛くない範囲で下肢を持ち上げます。
整形外科 上野岳暁
コツは太ももの筋肉をできるだけキュッと固くすることです。上手にやれば7秒ぐらいですご
12月21日(火)
く筋肉に負荷をかけることができます。
初めのうちはなかなか強い負荷をかけられないので、個人的にお勧めなのは、もうこれ以
年内最終外来日
上無理！というぐらいまで頑張ることです。回数は少なくて構いません。ちゃんとやれば一
12月29（水）
日2回ぐらいでも効果があります。翌日にごく軽い筋肉痛になるぐらいがベストです。筋肉痛
が強ければ十分休養して、筋肉痛が取れてから再開してください。
その他にも、
●いすに座り、膝の角度を45度に伸ばし、右足を左足の上にクロスさせる。
滝田先生の独り言♪
●上側の右足は、左足を押し下げるように力を入れ、下側の左足は、
右足を押し上げるように力を入れて7秒数える。
みなさん、ブリリアントブルーFCFという物質を
●左右の足を組替えて交互に3回ずつ繰り返す。
ご存知でしょうか？これは通称「青色一号（あおい
ろいちごう）」と呼ばれる合成着色料です。合成着
という方法もあります。
太ももの筋肉だけでなく、横になって下肢を上にあげて止めて、力が 色料というといかにも体に悪そうですが、国際癌研
究機関の発がん性リスク評価ではグループ３（発が
入っている筋肉（中殿筋）をキュッと引き締める。
立って、机に手を置いて、下肢を後ろに上げて突っ張っている筋肉 ん性が分類できない）に分類されており、カフェイ
ン、お茶、水道水などもこのグループに属します。
（大殿筋)をキュっと引き締める。こういった体操も効果的です。
テレビのコマーシャルになったら必ず一つやるようにしてもいいで 食品やジュースを青色に着色する場合に使用されて
しょう。お金も場所も道具も要らない、まさに早い・安い・美味い、 おり、グループ２B（ヒトに対する発癌性が疑われ
の吉野家のような筋トレがアイソメトリックトレーニングです。お試 る）の漬け物、わらび、コーヒーなどに比べてリス
クは低いといえます。実は最近の研究で、ブリリア
しください。
ントブルーFCFの 派生色素であるブリリアントブル
ーGには脊髄損傷後の炎症を抑える効果があること
が分かっています。人為的に脊髄に損傷を与えたラ
ットにこの色素を投与すると、投与されなかったラ
はじまめして。11月10日より医事課 ットより明らかに神経機能の回復が早かった、とい
で働かせていただいてます原島翔太 う結果がでているのです。人間も脊髄に損 傷を受
です。以前は自動車の販売をしてい けた場合、二次的な炎症による症状悪化が非常に深
ました。
刻であるため、将来的には人間の脊髄損傷の治療に
自動車についても簡単な事でしたら 使われる可能性があります。この色素は安全性が高
ご相談にのりますのでお声がけくだ い物質であり、唯一報告されてる副作用といえば、
さい。これからよろしくお願いいた 目や皮膚など細胞全体が真っ青に染まってしまうく
します。
らいです（みなさん、宇宙戦艦ヤマトのガミラス星
人をご存知でしょうか？きっとあのようになるので
医事課 原島 翔太
しょう）。まだまだ科学は未知の部分が多く、今後
の更なる発展が楽しみですね！
来年より医学講座が毎月開催になります。

【新入職員ご紹介】

次回は1月14日（金）です。
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