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院長 平川和男
新年あけましておめでとうございます。
本来は、今年の抱負など、おめでたい話を書くのが通例ですが、今回は昨年自身が病気にかかり手
術を受けた話です。
よく、「医者が癌になった時」などというタイトルの本がありますが、その通りの内容です。2004年の
人工関節センター開設以来、人間ドックを毎年1回受けてきましたが、昨年前立腺にがん細胞が見つか
りました。幸いにして遠隔転移などはなく、周辺組織へのダメージもほとんどありません。
放射線、手術、ホルモン療法と多くの異なる治療法がある中、皆さんと同じで「いい病院」の情報を
参考にしたり、パソコン情報で検索をし、 ダヴィンチという傷が小さく手術後の回復も早い
ロボット手術を選択し、この手術を日本で一番数多く手掛けておられる先生にお願いしました。
手術時間は2時間半。術後経過は順調で、翌日から病棟内を歩行し、ベッド上の生活とは無縁でした。
少し不自由はありますが、術後1週間で退院し、当センターでの日常診療に徐々に戻り始めたというの
が実情です。全身麻酔だけだったためか、手術直後に麻酔が覚めたときには激痛で往生しました。そ
りゃ、七転八倒・・・ 「うちの施設の患者さんたちはこんなに痛がらないぞ！」 と叫ぶと、妻に

「それはあなたの施設の麻酔科の先生方が何より患者さん第一に考えているという証拠。
感謝しなさい」とたしなめられる始末。何とか術後に痛みを出さないようにと努力して頂いている当セ
ンターの麻酔科の先生方には本当に感謝しなければならないと強く感じました。
看護師さんの方々からも大変良くして頂き、1日1回ですが、先生方の回診も心強く感じるものである
と思いました。家内をはじめ家族や友人の温かい励ましと協力にも心から感謝するという

経験も出来ました。
手術前から手術後の現在に至るまでに当センターの先生方をはじめ、多くのスタッフの協力があり、
院長不在中も何とか患者さんの外来も手術も責任感を持って管理し、問題の無い結果を出して頂いて
おります。当院が日本で一番症例数も多く、質も高い、入院期間も短いなど、人工股関節の手術を全て
任せて大丈夫と、 誰からも信頼されるようにスタッフ一同本年も頑張っていく所存です。
当院の医師たちは手術がうまいです。看護師たちもとても優しく技術も優れています。麻酔科の医師
も手術後に痛みと気持ち悪さを極力残さない麻酔を推進して下さっています。事務の面々は
人工関節手術に関する知識も豊富で、リハビリの理学療法士たちも日本一短い入院期間を達成するた
めに日夜努力をしてくれております。レントゲン、検査科の技師たちも患者さんを出来るだけ待たせな
いようにと、大変な努力と工夫をしてくれています。

私もこれにめげずに、まだまだ、うるさく、そして厳しく皆さんを指導していき
ますのでより一層、施設運営、スタッフに対し、ご理解とご協力をお願い申し
上げます。

総看護師長 原子内ユミ子
明けましておめでとうございます。
昨年を象徴する漢字は「金」でした。
オリンピックでの金メダル、山中伸弥京大教
授のIPS細胞研究でのノーベル賞受賞など
一昨年の深い悲しみを忘れさせてくれる
ニュースなど明るい話題が多くあった1年で
した。
センターに着任し1年、センター内の職員
全員が「患者さんが安心して手術を受け、
退院出来ること」を目標に頑張っているチー
ムワークの強さを知りました。その一員とし
て今後さらに看護力を強化してまいります。
そして日本一の医療機関らしからぬ、楽しい
入院生活が送れる施設を目指して頑張りま
すのでよろしくお願い致します。

事務長 伊澤智也
明けましておめでとうございます。
2013年の干支である巳(へび)は胎
児の成長の始まりの時の、まだ頭と体が
はっきりとした形を表していない時の姿を
現しているそうです。また巳(へび)は再生
の象徴として生物の成長の中で最高潮に
達している事を意味し、次の生命が作られ
始める時期と解釈するそうです。
新たな何かが生まれる時期というところ
でしょうか。
当院も今までとは異なるものを生出し、
サービス提供ができるよう職員一丸となっ
て努めて参りたいと思います。
本年も宜しくお願い致します。

昨年12月20日(木)にマジックパフォーマスグループ、
SHOWガールの男性マジシャン、SHOW(ショウ)さんをお招
きしてクリスマス会を開催いたしました。当日は入院患者
様12名に加え、近隣の方々73名がご来場下さいました。
ショーの中では本物のウサギが現れ驚かされたり、来場
されたお子さんがアシスタントになったりと、大盛り上がり
のクリスマスイベントとなりました！
ご来場下さった方々、寒い中足をお運び頂き本当に
ありがとうございました。
このようなイベントを通して患者様以外にも当院
を知って頂ければ幸いです。
次回も楽しいイベントを企画致しますので
是非足をお運びください。

▼ 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

▼2012年12月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：41
人工膝関節置換術 ： 3
人工股関節再置換術 ： 1

▼ 1月外来休診日
休診日なし

1⽉17⽇（⾦）半年に⼀度の消防訓練を⾏いました。
⽕災が発⽣した場合、消防署へ通報をして患者様を避
難誘導させます。今回の訓練では、担架の代わりに
シーツとバスタオルを使⽤して搬送致しました。
その他消⽕器の使⽤説明を受け(中⾝は⽔を使⽤)、
▲⽔消⽕器にて消⽕中
仮の⽕元に向けて模擬消⽕を⾏いました。消⽕の時は
⽕の上部ではなく根元に向かって消⽕液をかける⽅が
効果的との事でした。
その後、安全な抱きかかえ⽅等を教えて頂きました。
担架の代わりはシーツやバスタオル以外にも⽑布も使
えるそうで、搬送する⼈の頭を下げないようにする事
が重要と教わりました。
この時期、とても乾燥しているので特に次の事には⼗分
▲⽑布を担架の代⽤に
に注意をして、⽕事を起こさないようにしましょう。

▼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
▼2013年1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 ： 3
⼈⼯股関節再置換術： 3
▼2⽉外来休診⽇

2⽉22⽇(⾦)
♪髙栁先生の独り言♪

寒い日々が続きノロウ
イルス、インフルエンザ
①天ぷらを揚げている時はその場を離れない
の流行が報道されていま
②ストーブに燃えやすい物を近づけない
すが、1月16日に出た日
③家の周りに燃えやすい物を置かない
本気象協会の2013年スギ
④⼦供の⼿の届く所にマッチ・ライターを置かない
花粉前線(予測)をみると、
⑤たこ⾜配線をしない ⑥寝たばこをしない
飛散の開始時期は例年並
か例年より遅いが、事前
の対策を立てる場合には
最近、街中で⾒かける事が多くなった
。使い⽅はご存知ですか？ そろそろ計画を立てた方
が良いとの事でした。幸
簡単にご説明します!
いな事に私自身は花粉症
を発症していないのです
が、いつ発症するやら…。
皆さんも健やかに過ごす
呼びかけ、反応が
ために健康管理に注意し
あるか確かめる
はこのようなマーク
ましょう(私が一番危な
がついている筐体に収納され
い？)。
ています。

意識・呼吸がある
場合は救急⾞を呼び、
そのまま待機

倒れた⼈がいる事を周囲に
知らせて⼈⼿や物を集める
①救急⾞②AED③⼈員

(30回1セット)
装着まで、または
⼤声で助けを求める事
救急隊に引き渡すまで
続ける
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の使い⽅
再び胸部圧迫

をする位置
胸の真ん中の位置

絶え間なく
続ける事が⼤事！
⽣活に役⽴ついろいろな医学講座を湘南鎌倉総合病院で開催しております
●お問合せは 湘南鎌倉総合病院 TEL：０４６７－４６－１７１７

第84号・湘南鎌倉人工関節センター・2013年3月

3月に入り、花粉症の方は鼻がムズムズ
2013年花粉飛散量
する季節になったのではないでしょうか？
（前年比）
一言で「花粉症」といってもその原因と
なる花粉の種類は様々です。その中でも
多い
日本の花粉症患者のうちの80％が スギ
やや多い
花粉 が原因で花粉症を発症しているとい
われています。
前年並
スギ花粉はもともと人体には害のない物
少ない
質なので多少のスギ花粉を吸いこんでも
問題はないそうです。遺伝による花粉症
でなくても、長年スギ花粉を吸いこむ事に
よって体内でスギ花粉を「有害な物質」と
して認識し花粉症を発症するとの事です。
体が一度スギ花粉を有害だと認識してし
まうと、毎年スギ花粉を吸いこむ度に体内の免疫がそれを排除しようとします。
そしてくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が生じます。
症状を緩和させるために、マスクを着用するだけでなく食生活の改善をする事も
効果的だと言われています。高タンパク・高カロリーのいわゆる欧米型の食生活か
ら、昔ながらのバランスのよい日本型の食生活に変える、朝食を抜かない、決まっ
た時間に食事を摂る、外食を控える、毎日同じ物ばかりを食べないなどをすることで
本来、体に備わっている機能が正常に働きはじめるようにな
るとの事です。
メガネやマスクなどの外出時の対策と同時に、健康的な食
生活を心がけましょう！

以前から「マジックハンドはどこで買えるの？」 とお声
を頂いており、玩具店や介護用品店での購入のご案内し
ておりましたが、この度当施設1階でもお買い求め頂ける
ようになりました！

1,260円で、全3色からお選び頂けます。

価格は

▼ 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
▼2012年2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 ： 1
人工股関節再置換術： 0
▼ 3月外来休診日
休診日なし
♪鈴木技士の独り言♪

年を重ね痩せにくい身体に
なってきました。体重は増える
ばかり。そして股関節にも痛み
が…。そこで趣味のテニスのほ
かにトレーニングを始めました。
辛いものは長続きしないので
マシンの筋トレはそこそこに、
リハビリで行う股関節の体操を
自らの身体で実験！？しなが
ら継続してみました。すると、
ズボンが緩くなるほどお腹が
すっきり。嬉しいことに柔軟性
も改善し、前屈で手のひらが
床にペタッとつくようになったの
です。仕事柄、変化していく自
分の身体に興味津々なこの頃
です。

送迎バスの運行は、外来診療日の火・水・金で運行しておりますが、臨時
の外来診療日や休診日の場合は曜日に関わらず臨時運行・または運休とさ
せて頂く場合がございます。
3月の臨時運行日は以下の通りです。（運休日はございません。）

3月11日(月)・14日(木)・25日(月）・28日(木)
※運行時刻は変更する場合がございます。
ご利用日前にお問い合わせください。
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はじめまして。
3月1日より人工関節センターに参りました
工藤留理子と申します。2月までは湘南鎌倉総合
病院で主に教育担当を行っておりました。
本院に来るまでは秋田県で10年近く看護学校
の教員をしていました。現場で患者さんに接す
るのは本当に久しぶりで緊張することも多々あ
りますが、笑顔で頑張りたいと思っております。
家族は、娘と犬が一匹です。休みの日は愛犬
と一緒にずっとごろごろしているのが楽しみの
ひとつです 。引きこ もりがちな生 活なの で 、
この転勤をきっかけに少しずつ外にも出かけて
みたいと思っています。お勧めのスポットをご存知の方はお声をかけて
下さい。これからは、人工関節センターのために力を尽くして参ります。
どうぞよろしくお願い致します。

平成25年2月22日・23日に京都国
際会館で行われた第43回日本人工関
節学会に参加して参りました。
平川院長は「人工股関節デザイン
の違いによる固定性、合併症」に関
するセミナーの座長を担当されまし
た。2月の京都はまだとても寒かっ
たのですが、200人の会場が満席の
状態で熱気にあふれていました（ち
なみに私はずっと立ち見でした）。
齋藤先生は「人工股関節術後脱臼」のパネルディスカッションにパネ
ラーとして参加され、当センターでの治療成績を報告するとともに、人工
股関節のデザイン選択で脱臼のリスク低減が期待されますが、正確な人工
関節の設置と患者さんに脱臼リスク回避を理解していて頂くための指導が
重要である事を述べられました。
私は「80歳以上の患者さんの人工股関節置換術」について発表しました。
私も含め、患者さんの心身の状態が良好で、ご本人の治療に対する意欲、
適切な術後療養環境があれば、人工股関節手術によって疼痛や機能改善が
期待出来るとの報告が多くなされていました。
22日の夜には夕食会があり、非常勤として勤務している名倉誠朗先生、
フェローとしての研修を終えて沖縄に帰られた仲宗根哲先生、富山に帰ら
れた伊藤芳章先生も参加されました。近況の報告と当時の思い出話で楽し
い時間を過ごす事が出来ました。来年はどのような学会になるのかとても
楽しみです。
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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
▼2013年3月手術件数

（単位：件）
人工股関節置換術 ：42
人工膝関節置換術 ： 4
人工股関節再置換術 : 1
▼4月外来休診日

なし
♪コーディネーター
露木の独り言♪
はじめまして。事務員の
露木と申します。まずは簡
単な自己紹介から…
名前：露木 辰弥
（ツユキ タツヤ）
外来の際にコーディネー
タールームで次回診療予約、
手術の予約を行っておりま
す。この4月で入職して1年
になります。まだまだ至ら
ない点ばかりですが一生懸
命頑張りますので、今後と
も宜しくお願い致します。
さて、私は花粉症で特に
ヒノキの花粉の反応がひど
く出てしまうため、周りの
スギ花粉症の方々が落ち着
いたあたりからが私の花粉
症のピークです。毎年周り
とは、ずれた時期にぐしゃ
ぐしゃになっています。
ただ、今年は例年より
花粉が多く飛んでいるよう
で、先日話題になった煙霧
の日に甥のサッカーの試合
の応援に行き、早くも花粉
症状態に…。これから夏ま
で長く辛い状態が続くかと
思うと嫌になりますが、
薬で何とか乗り切りたいと
思います。

第86号・湘南鎌倉人工関節センター・2013年5月

3月28日（木）から4月12日（金）まで、タイのFaculty of Medicine Siriraj
Hospitalより、Jithayut Sueajui医師が見学に来ました。
初日は手術の見学、2日目からは外来の
様子も見学されました。
職員は慣れない英語でのコミュニ
ケーションに初めは戸惑いましたが、日
に日に声を掛け合うようになりました。
海外の医師が見学に来る事はあまり無
いので、私たち職員にとっても貴重な経
験でした。
4月17日（水）より2人目の医師が来
院しました。来月号でご報告致しますの
でお楽しみに♪

The great “sensei”.
The warm welcome , friendly team members.
The delightful effective hospital in the high-end quality
of treatment.
In familiar environment for patients like staying homes.
I am so glad and be lucky to have a good time here.
Thank you for everything that I can not tell that all.

素晴らしい先生方、
温かく迎えて下さった職員の皆様

Jui-san

関節センターは効果的で質の高い治療を行っています。
患者様は家にいるかのように打ち解けています。
関節センターで貴重な時間を過ごせた事を嬉しく思います。
ありがとうございました！
ジュイ
ขอบคุณ ครับ！
（コップン クラ！）

これまでは青い7人乗りのワゴンで行っておりましたが、4月17日より
変更となりました。車種はこれまで同様、日産セレナ
ですが
に変更致しました。
尚、時刻、場所に変更はございません。
ご不明な点がございましたら0467-47-2377（代表）へお問い合わせ下さい。

▼ 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
▼2013年4月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：54
人工膝関節置換術 ： 0
人工股関節再置換術： 0
▼ 5月外来休診日
5月22日（水）

♪齋藤先生の独り言♪
3月下旬から、続けて
2人のタイ人医師が当院
に2週間の見学に来られ
ました。そのため、当
院では手術中・回診の
合間等で英語が飛び交
う「非常事態」になっ
ていました。
平川先生は、留学経
験もあり、英語で話さ
れる時も、普段と同じ
く饒舌です。
髙栁先生は、普段か
ら物静かですが、大事
な事はきちんと話して
おられました。
私ですか？日本語で
は饒舌ですが、英語に
なると物静かになる二
重人格で過ごしており
ました。

世界最大
の整形外科学会であ
る全米整形外科学会American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS)に今年も参加してきました。
この学会は1933年にシカゴにあるNorthwestern Universityという大学で最初
毎年1回、2月あるいは3月に開かれる

に立ち上げられました。その後発展し、現在では世界中から毎年3万人以上の参
加者が集まる学会となっています。2～3月の学会に発表するために、前年6月1
日までに抄録を提出します。その採択率は口演、ポスター発表ともに25％以下で
あり、発表出来るという事は大変な名誉でもあるわけです。
私が初めて参加したのは1994年でした。当時は4つの抄録を出して1つしか通らなかったのを
覚えています（やっぱり25％でした）。その頃の日本では、学会は抄録さえ出せば通るものでしたから、
私には大変なショックでした。その後この学会でいかにして発表するか、ない頭を振り絞って必死に考
えてきたものです。昨年はサンフランシスコ、今年は発祥の地であるシカゴで開かれ、私は昨年同様に
教育研修講演として発表を行いました。
ため、公用語が英語といっ
ても様々な発音と訛り（なまり）があります。よく言うジャパニーズ・イ
ングリッシュというのは、英語でJapanese Accentという単語を使うの
です。各国からの参加者からの英語の質疑応答には時に困ります。
今年は、イランからの先生の発音がよく理解できずに、座長に彼の
英語を分かりやすくしてもらい助けてもらいました。とはいえ、座長
の先生も、元々はイタリアで生まれた方です。なかなか勉強になり
ます。
ミシガン湖

シカゴはイリノイ州という五大湖の一つであるミシガン湖の西側に
位置するニューヨーク、ロスアンゼルスに次ぐ全米で3番目の都市
です。北米大陸の東側は地震が少ないため、シカゴは高層ビル
だらけです。高層ビル建築のお手本となる建物がたくさんあり、
日本からも過去にはたくさんの建築家も訪れたそうです。
シカゴと言えば、アル・カポネという悪いイメージですが、
現在では芸術、スポーツ（野球はカブスとホワイトソックスの2球団
がある）の街として多くのアメリカを代表する施設がたくさんあり、1週間程度の期間がないと全てを見る
事が出来ません。
学会が行われたコンベンションセンターも巨大で、5万人クラスが
参加する学会や集会が３つ同時に開けるとの事。5万人以上とも
なれば会場周辺ではタクシーも拾えなくなるとか・・・スケールが違
います。この学会で学ぶことは多く、何と言っても患者中心の臨床
研究が盛んです。外科の学会ですから当たり前なのですが、大切
なコンセプトであり、他では見られない新しい知見が得られます。
来年はルイジアナ州ニューオーリンズで開かれる予定です。より

良い人工関節置換術と患者さんへの負担の軽減、
早期社会復帰に向けた研究テーマを探しながら6月1日の締
め切りに向け、奮闘が続きます。私の今後の目標
は”measurable benefits for the patients”（患者さん達
のための目に見える、誰にでもわかる恩恵が得られる事）です。どなた
か良いアイデアがありましたら教えて下さい。
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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

前回のジュイ医師から引き続き、4月17日(水)から4月30日(火)まで
タイの
より
医師(
医師)が見学に来ました。
職員も少しは英語が耳に馴染んで来たのかな…という雰囲気の中、手術、診察、病棟の ▼2013年5月手術件数
（単位：件）
見学をされ、最終日には修了証の授与式をしました。見学に来られた医師も私達職員も
人工股関節置換術
：46
皆とても良い経験をしたのではないでしょうか。
人工膝関節置換術 ： 2
人工股関節再置換術 : 0
▼6月外来休診日

6月5日（水）

Happy work place, I have ever seen
before…
First of all, I have to say thank you to Dr.Hirakawa who give me an
opportunity to visit Shonan Kamakura Joint Reconstruction center,
Unforgettable memory about warm welcome from Dr.Saito, Dr.Takayanagi,
secretary staff, nurses and Japanese that make me a great time in Japan.
I am very appreciate your team management, all staffs member. Everyone
has good attitude ,contributed to accomplish the goal which is the best
practice for patient. “Hospital as a home, staff members as relatives to the
patient” I feel about SKJRC.
Ever I have a short time in this center, I can learn a lot about minimally
invasive technique in total hip arthroplasty and I will continue study this and
practice to my patients in near future.
Thanks for everyone and everything again.
Khanin
今まで出逢った事の無いような楽しい職場
でした。
まずはじめに関節センターで学ぶ機会を
下さった平川院長に感謝致します。
また齋藤先生、髙栁先生や事務、看護師の
皆さんが暖かく迎えて下さり、日本での有意義
なひとときは忘れられない思い出となりました。
関節センターのチームワークにとても感銘を受けました。スタッフと患者様の
関係はまるで家族のような雰囲気だと感じました。
短い期間でしたが人工関節置換術の最小侵襲手技の多くを学ぶ事が出来ました。
この勉強を続けて近い将来、私の患者様に提供したいと思います。
皆さん、本当にありがとうございました。

カニン
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梅雨の時期は食中毒・
カビに気をつけて！
食中毒には多くの発生要因が
ありますが、中でも気温や海
水温度等の環境条件と深い関
連性があるそうです。食中毒
を防ぐ３か条というのがある
ので参考にしてみて下さい。

①細菌をつけない
・外から戻ってきた後、
お手洗いの後や調理・
食事の前に十分に手を洗う
・肉や魚は汁が他の食品に
つかないように袋や容器
に入れて保存する
・冷蔵庫は定期的に掃除
して清潔にする

②細菌を増やさない
・生鮮食品は冷蔵庫や
冷凍庫で保存する
・室温に長く放置しない

③細菌をやっつける
・加熱調理は、中心まで
十分に火をとおす
・まな板、包丁、ふきん
等は、きれいに 洗った後
熱湯や塩素系の漂白剤で
消毒する

以上を気をつけてみて下さい。
手洗いを欠かさずにジメジメ
の梅雨を乗り切りましょう。
※貯血の際にお食事を持参し
て頂きますが、衛生管理には
十分に気をつけて下さい。

第88号・湘南鎌倉人工関節センター・2013年7月

6月14日（金）と6月15日（土）に人工関節セミナー
が当院で開催されました。
当日は人工関節置換術を行っている他院の医師
8名が参加され、当院の医師と人工股関節置換術
に関する知識、理解を深めるための勉強会が
行われました。

7月に入り、暑い日が続くようになってきました。気温が上昇すると体調を崩しやすく
なります。夏に体調を崩す事を総称して「夏バテ」と呼びます。症状は人それぞれで
すが、主に全身の疲労感、だるさ、無気力、熱っぽい、立ちくらみ、
めまい、ふらつき、むくみ、食欲不振、下痢や便秘といった症状が
現れます。夏バテ対策として以下の事に注意して過ごしましょう。

▼ 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
▼2013年6月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ：47
人工膝関節置換術 ： 4
人工股関節再置換術： 0
▼ 7月外来休診日
休診日なし

♪髙栁先生のひとり言♪

①冷房の調整
涼しい屋内と暑い屋外を行き来するとその温度差が体に
負担を与えるそうです。室内は省エネ温度ともいわれる 28℃ を
保ちましょう。

②水分補給
汗をたくさん掻く夏は、水分不足になりがちです。しかし暑いから
といって冷たい飲み物を一度に多く飲みすぎると、腎臓に負担が
かかるだけでなく胃液が薄まり消化機能が低下してしまうそうで
す。理想的な飲み方は温かい飲物をゆっくり飲むか、冷たい飲物
ならスポーツドリンクなどのミネラルの入ったものをゆっくり飲む
事だと言われています。

③食事のバランス
食欲が低下する夏でも栄養バランスには気を遣わなければ
なりません。夏バテ対策に効くのがビタミンB1で、代謝促進と
疲労回復に効果があり、豚肉や鰻、納豆や玄米に
多く含まれています。でも、食べすぎには注意してこの夏を
乗り切りましょう!!

平成25年6月14日(金)から
MIS（最小侵襲手技）のセミ
ナーがあり、全国から8人
の整形外科医師が参加さ
れました。私より年上の
先輩から若々しい先生ま
で、熱心に勉強されていま
した。自分はこの施設で仕
事をさせて頂いているので、
毎日セミナーに参加してい
るようなもので、恵まれた
環境にいる事を改めて感
じました。ただ、参加された
先生との名刺交換ができ
ずに残念でした。皆さんま
たお会いしましょう。

6月から7月にかけて鎌倉は綺麗な紫陽花が咲き、多くの方で賑わっています。
しかし、この時期に見られるもので意外と知られていないのが
です。
ホタルの生息環境条件として自然浄化作用が大きく、人為的要因がほとんど無い事
が挙げられます。最近では自然環境の悪化により自然のホタルはなかなか見られ
ませんが、鎌倉にも鎌倉中央公園など、いくつか出会える場所があります。夜しか
見られないという事もあり、運が良ければ自然のホタルに出会えるかもしれません
ね♪

ホームページをリニューアルしました!!ぜひご覧になってください♪
http://www.skjrc.jp/

6⽉20⽇(⽊)15時から、半年ぶりに公開医学
講座を⾏いました。当⽇はあいにくの⾬天にも
関わらず27名の⽅が受講されました。
まずは平川院⻑の講義で、『⼈⼯関節につい
て』時に笑いを交えながら分かりやい説明に受
講者の皆様は引き込まれていました。
質疑応答では、お⼀⼈お⼀⼈が現在のご⾃分
の状況を交えながらたくさんの質問がありまし
た。
その後、当施設の紹介と⾒学会を⾏い、受付のある1階、レントゲン 撮影や
診察、リハビリなどを⾏う2階、病室がある4階を⾒学して頂き、特に関⼼が多
かった病室はシャワールームの座椅⼦の⾼さや収納、冷蔵庫が⾼い位置にある
事や備付けのマジックハンド等をご覧頂き｢⼊院時のイメージがしやすい｣と
おっしゃって頂きました。
最後にアンケートにご協⼒頂き終了。ここまでのお時間は2時間程でした。
⻑い時間にも関わらずご参加頂き誠にありがとうございます。

次回の医学講座

8⽉8⽇(⽊)15:00〜 “湘南鎌倉⼈⼯関節センター⾒学会
最新の⼈⼯関節置換術〜より早く⾃宅での快適な⽣活へ〜“
（要申込）

“⾻粗鬆症”誰でも⼀度は聞いた事があると思います。年齢を重ねていくと
症状が出ると思われがちですが、年齢に関わらず起こる症状と⾔われています。
⾻の状態は⾃分では分かりません。そこで、当施設のCT・MRI・⾻密度測定
器で、現在の⾻の状態を確認してみませんか？もちろん当施設の医師による
今後の⽣活をどのように気を付けたら良いのか、アドバイスも受けられます。
⾻密度を測る機会はあまり多くはないと思います。この機会に是⾮、ご予約
下さい!!
検査項目 通常 股関節 膝関節
●
●
●
料⾦
身長
当⽇の流れ
●
●
●
受付→問診票への記⼊→
体重
通常 26,250円
⾝⻑・体重・腹囲・⾎圧・
●
●
●
腹囲
採⾎の測定→⾻密度・MRI
●
●
●
血圧
（CT）の撮影→お会計
股関節 36,750円
●
●
血液検査 ●
CT 股
●
1週間後
CT 膝
●
膝関節 36,750円
医師の診察を受けて頂き、
MRI 腰
●
●
●
検査結果のお渡しをして
骨密度
終了です。
●
●
●
腰椎・大腿骨

受付時間：⽉〜⼟
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9:00〜17:00

▼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
▼2013年7⽉⼿術件数

（単位：件）
⼈⼯股関節置換術 ：63
⼈⼯膝関節置換術 ： 1
⼈⼯股関節再置換術 : 0
▼8⽉外来休診⽇

8⽉7⽇(⽔)

⾦⿂の上⼿な飼い⽅

誰でも⼀度は掬った事がある
「⾦⿂すくい」。「でも⾦⿂
すくいの⾦⿂はすぐ死んでし
まうから…」とほとんどの⽅
が思っているのではないで
しょうか。実はそんな事は無
いんです。⻑⽣きさせるコツ
があるので、ポイントを押さ
えてみましょう。
①⽔槽等を⽤意する。
⽔槽とろ過装置
(右図→のような簡単
で安価なもので良いです)を
⽤意しましょう。ろ過装置が
あると⽔質が安定するため、
病気になりにくくなります。
②⽔槽に⽔道⽔と”カルキ抜
き”を⼊れる。
⽔道⽔には⾦⿂にとって有害
な物質が含まれているのでカ
ルキ抜きを⼊れておきます。
※ホームセンターやペット屋
さんで購⼊出来ます。
③しばらく袋から出さない。
温度差・⽔質の変化にとても
敏感なため、10分位袋のま
ま⽔槽に浮かべて温度を合わ
せてから袋の⽔ごと⽔槽へ移
してください。
④エサは3⽇はあげない。
掬ってきてから3⽇はエサを
あげないようにしましょう。
胃が弱って体調が崩れたり、
⾷べ残しで⽔質が悪くなるの
を防ぐためです。
以上に気をつけて、可愛がっ
てあげてくださいね。

▼ 発行元：
湘南鎌倉人工関節センター

【実録 手術後体験談集】

好評発売中！！

湘南鎌倉人工関節センターで人工関節置換術を
受けられた患者さまの率直な感想を1冊の

体験談集としてまとめました。
定価：420円（税込）
購入方法は当センター窓口（１階受付）での販売
となります。手術をお考えの方、これから手術を迎
える方、痛みで辛い生活をされている方、ぜひこの
貴重な体験談集（生の声！！）を手に取り快適な生
活をおくる手助けになれば幸いです。
術後のむくんだ脚や長時間同じ姿勢になるときには
こちらの弾性ストッキングをご利用ください。
サイズは「S・M・L」とご用意してあります。
ご希望の方は1階受付スタッフへお声かけてください。

〒247-0061
神奈川県鎌倉市台5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX : 0467-47-2370
▼2013年8月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ： 58
人工膝関節置換術 ： 0
人工股関節再置換術:
0
▼ 9月外来休診日
9/4（水）

★こちらも絶賛発売中です★
1階受付にて購入可能です。
マジックハンド

●弾性ストッキング（ホワイト）S～L
ショート/レギュラー
2,100円（税込）
●弾性ストッキング（ライトブラウン）S～L
3,990円（税込）

【弾性ストッキング】

平川和男 監修

♪理学療法士 二宮の関節農園♪
～～～No.1の巻～～～
湘南鎌倉人工関節センターに就職して早くも3年目になりました。
今月、29歳と20代最後の年となりますが、未だ高校生と間違えられることもあります
（苦笑）。
本年度は、筋力トレーニングや歩行指導などリハビリ内容だけでなく学会への参加発表、
論文作成と猛暑となった夏以上に熱く燃えた「リハビリ魂」を持って日々取り組んでいま
す。特に最近は、毎週木・土曜に行っている、「リハビリ生活指導」に力を入れています。
ビデオ（DVD）の解説、実際の模型を使った説明、さらに質疑応答を交えて参加した皆様
により分かり易い内容に出来るよう毎回反省と修正を加えて行っています。
また関節センター農園長として「関節菜園」にも力強く取り組んでいます。
今年もこの熱い気持ちが伝わり関節ゴーヤ、関節トマトが豊作となりました。
これからも熱きリハビリスタッフ＆農園長としてセンターの発展に大きく貢献していきた
いと思っています。今後とも宜しくお願いいたします。

★次回の医学講座のお知らせ★
日時：平成25年9月11日（水）18：00～ ･･･ 公開医学講座
会場：横浜新都市ビル（そごう）9階市民フロア ミーティングルームNo,1

要予約

TEL：0467-47-2377
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▼ 発行元：
湘南鎌倉人工関節センター

今回はその指標の一つとなる立ち方についてお話したいと思います。
立っている姿が悪いと歩いている姿勢も悪くなります。そのため、立っている
姿を良くすることはとても大事です。では理想的な姿はどのようなものでしょう
か。それは、図にあるように頭部、体幹、手足の各々にある目印となる部分が
後方、側方から観察して一直線に整列され、バランスが取れている状態を
言います。皆さんもご自宅の鏡やデパートの
窓に映るご自身の姿を確認して見てください。
真っ直ぐ立てているか、どれだけ曲がって
いるか・・・。その度に姿勢を修正して理想的な
立位姿勢に近づけてください。

〒247-0061
神奈川県鎌倉市台5-4-17
電話：0467-47-2377
FAX : 0467-47-2370
▼2013年9月手術件数
(単位：件)
人工股関節置換術 ： 48
人工膝関節置換術 ： 0
人工股関節再置換術:
1
▼ 10月外来休診日
10/25（金）

背筋を伸ばして美しい姿勢を保ちましょう！

【新入職医師紹介】
10月より人工関節センターに勤務となりました
落合俊輔と申します。平成17年に帝京大学卒業後、
本年9月まで千葉県市原市にある帝京大学ちば総
合医療センターで勤務しておりました。これまでは
外傷、人工関節手術を中心に手術に携わってきま
した。本年6月に人工関節センターでのセミナーに
参加させていただいた際に平川先生をはじめ人工関節センターの先生方とお会い
することができ、この度10月より勤務させていただくことになりました。自分が今まで
感じ、悩んでいた人工関節手術における患者さんへの侵襲や合併症に対して、そ
れを最小限にしようという 信念を持って取り組んでいる施設で 働けることを嬉しく
思っております。より良い技術を習得し、患者さんにより良い手術を受けていただけ
るように努力 していきたいと思います。また、少しでも早く病院に慣れて、チームの
一員となれるよう頑張りますのでよろしくお願い致します。

【実習風景】
今年も８月に
「早稲田大学 理工学部生命科学科」
の学生１０名の実習が行われました。

今年で4回目となる年に1度の修士課程の学生を対象とした「先進医療実習」
が3施設計5日間、湘南鎌倉総合病院/葉山ハートセンター/湘南鎌倉人工関節
センターにて実習を行いました。バイオサイエンスを勉強する将来世界の第
一線で活躍する研究者の卵たちであり、手術の見学はじめディスカッション
や最終日には当施設で「ブレイン・ストーミング」の講義も行われました。

★次回の医学講座のお知らせ★
日時：平成25年10月12日（土）14：00～ 拡大版公開医学講座
会場：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル １階シルク
要申込：TEL：0467-47-2377

WWW.skjrc.jp/

♪リハビリ二宮の独り言♪
～No２～

今月は「公開医学講座」
がありますね。
リハビリテーション科とし
ての発表内容は「リハビリ
はなぜ必要ですか？」「リ
ハビリはどのような効果
があるのですか？」などＱ
＆Ａ形式でお話ししようと
思っています。また股関
節に対する負担や痛みを
軽減するためのトレーニ
ング法や便利道具なども
紹介しようと思っています。
皆様にとって有意義な時
間になるようがんばりま
す！

じょいんと通信11月
第92号・湘南鎌倉人工関節センター・2013年11月 	

公開医学講座を行いました
10月12日(土)14：00～みなとみらいの
ヨコハマグランドインターコンチネンタル
ホテルにて公開医学講座を行いました。
今回の医学講座は、通常よりも規模を広げ
当日は160名の方が参加頂きました。
変 形 性股 関節 症 やMIS（最小侵襲手技）、
術前から術後までのケアなどの話を医師、看護師、理学療法士よ
り講演しました。当院で実際に手術を受けられた2名の患者さん
にも講演して頂きました。また、個別
に医療相談ブースを設け、多くの方が
治療に関する不安や悩みを相談されま
した。
毎月、医学講座を開催しておりますの
で股関節の痛みでお悩みの方は是非ご
参加頂ければ幸いです♪
次回の

医学
講座

日時：平成25年11月21日(木)  16：00～
場所：フクラシア東京ステーション 会議室B
定員：60名
12月の医学講座	
  
要申込み  
12月12日(木)16：00～	
  
TEL    0467-47-2377  

(受付時間:月～土  9：00～17：00）

佐々木医師

場所：横浜そごう9F	
  
ミーティングルームNo.2	

1ヶ月の研修を終えて

こんにちは、整形外科医4年目の
佐々木  淳と申します。普段は湘南
藤沢徳洲会病院で働いておりますが
10月の1ヶ月間、関節センターで研
修をさせて頂きました。
今回の研修目的は人工関節置換術の
基礎知識から術前計画・MISについ
て学ぶ事でした。
短期間のため基本的には見て学ぶ事が多かったですが、非常に
有意義な時間を過ごさせて頂きました。また、平川院長からは
手術に関する事以外にも組織の在り方や病院経営、整形外科界
の著名人達のお話をモノマネを交えて聞けた事は自分の人生の
大きな糧となりました。強烈なリーダーシップを持つ平川院長
をはじめ、ザ・ムードメイカーの齋藤先生、仏のように優しい
髙栁先生、お兄ちゃん的存在だった落合先生、そして職員の皆
様に感謝致します。
短い間でしたが、ありがとうございました。
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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	
 
	
 
▼2013年10月手術件数	
 
(単位：件)	
 
人工股関節置換術 ：59 	
 
人工膝関節置換術 ：	
 1 	
 
人工股関節再置換術：	
 0	
 	
 	
 
	
 
▼	
 11月外来休診日
	
 
	
 

11月15日(金)	
 
	
 
♪齋藤先生の独り言♪	
 
	
 

10月12日(土)の医学講座では、当日
は多くの方に来場頂きありがとうござ
いました。この場を借りてお礼を申し
上げます。
さて、普段は白衣か手術着で過ごす
のでスーツに袖を通すのは久しぶりに
なりますが、スーツもやはり時代の
流れがありますね。ですから1～2年
くらいでは、そう古さを感じませんが
さすがに5年前のスーツとかは、メン
テナンスをきちんとしていても、古臭
さを感じます。それはラベル(襟に当
たる部分)の幅だったり、フラップ(ポ
ケットの部分)の形状といった細かい
所だけでなく、全体的なシルエットな
んかも含めて、やっぱり微妙に「なん
か古い」と感じます。久しぶりにク
ローゼットを見渡して、「古臭い」
スーツやジャケットは「これ高かった
んだけどな」とかもったいないと思い
ながらも、今回ざっくり捨てちゃいま
した。
翻って、我々の専門分野の人工関
節はどうでしょう？当院も開設して今
年で10年目を迎えます。開設時には、
日本では非常識とさえ言われた
MIS(最小侵襲手技)も多くの病院で取
り入れられるようになりました。近頃
では、「当院でもMISが出来ます」な
んてホームページでもちゃっかり宣伝
する病院も増えてますね。その意味で
は、当院は人工関節の中でも「流行
り」なのかもしれませんね。
でも、どんな流行りの廃りがあっ
たとしても、男のスーツの色はネイ
ビーである(と私は思います…)のと同
じく、当院も人工関節の「ネイビー・
ジャケット」と成るべく頑張っていき
たいと思います。 	
 

12月は定期診察日（火・水・金）以外に下
記の日程で外来を行いますので、ご希望の
方は 事前にご予約をお願い致します。

12月26日（木）午前・午後
12月30日（月）午前のみ
年明けは・・・

1/7（火）〜通常通りの診療
※いずれも送迎バスを運行致します。

今年の冬は例年より寒
さが厳しくなりそうだと
気象庁の長期予報が公表
していました。寒くなる
とどうしても動かず体重
が増えると思い込んでい
る方が多いと思います。
しかし実際には寒い外気
温にあわせて体温を維持
する為に夏よりも基礎代
謝（何もしなくても消費
するカロリー）が高くな
るので、ダイエットには
むしろ適した季節と言え
ますね。関節を守る為に
も年末・年始、体重を
増やさず乗り切り
ましょう。

▼  発⾏行行元：

湘南鎌倉⼈人⼯工関節センター

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

▼2013年年11⽉月⼿手術件数
 　 　 　 　 　 　  (単位：件)
⼈人⼯工股関節置換術:          52 　
⼈人⼯工膝関節置換術:            0 　
⼈人⼯工股関節再置換術：  1        

▼  12⽉月外来休診⽇日 　
 　 　 　 　 　なし

第40回日本股関節学会(広島）に参加してきました。
池田（理学療法士）は「手術後における骨盤傾斜角 整形外科：齋藤彰
 　 　 　
の 変化と影響因子」を発表し術前からの骨盤運動
	
が
重要であることを述べました。
	
私は「術前患者さまの精神状態に影響する因子」を
♪落合先生のひとり事♪ 	
調査し発表しました。身体機能だけでなく精神面に
	
11月17日、3人娘のうち2人の七五三
対する取り組みが出来るようにしていきたいと思っ
の お祝いをしました。
ております。
そこで七五三について豆知識。
今後とも皆さまの心身により添うリハビリが提供で
その由来は諸説あるようですが、時期
きるよう努力してまいります。
理学療法士 二宮
は 11月15日。
一成
出雲大社に神が集まる11月（神在
月）で、 旧暦で15日は二十八宿の鬼
宿日（鬼が出歩かない日）ということ
日頃お世話になっております皆様と共に、下記
です。7+5+3=15日という覚え方もあ
の日程におきましてパフォーマーをお招きし、クリ
るようです。それぞれ、3歳が「髪
スマスパントマイムショーを開催致します。今年は
置」3歳までは髪を剃る習慣があった
各所にて、ご活躍中の「じぇーむす今川」様にお
ため、髪を伸ばし始めるお祝い。
越し頂きます!!ぜひ、ご家族様・ご友人の方をお誘
5歳が「袴儀」男の子が袴を着用し始
いあわせの上お越し下さい。	
める。 7歳「帯解」女の子が幅の広
い、大人と同じ帯を結び始める。とい
うお祝いの儀式です。
昔は乳児の生存率が低かったため、
今より乳幼児の生存を祝う気持ちが強
かったようです。また男児の方が早く
祝うのは、女児よりも男児の方が生存
率が低かったからだそうです。娘達は
日時：平成25年12月12日（木）16:00〜･･･会場15：
少し
40.
ずつ生意気になってきました
会場：横浜新都市ビル（そごう）9階市民フロア ミー
ティン
が、これからも健康に育って
グルームNo.2
欲しいと願う父でした。
★★要申込★★問い合わせ先：0467-47-2377

