
▼ 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

▼ 2014年12月手術件数
(単位：件)

人工股関節置換術 ： 55
人工膝関節置換術 ： 1
人工股関節再置換術： 3
その他 ： 1

▼ 1月外来休診日

1月16日（金）

第106号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年1月

昨年は湘南鎌倉人工関節センターが開設し、10周年の年でした。
今年から新たに次の10年に向け、患者さんおよびそのご家族にとって
今まで以上に短期間でより良い日常生活、職場への復帰ができるように
スタッフが前向きに動いております。手術後に痛みが少ない、気分不快
がない、筋力が落ちない、血圧などが落ち着いている。
そういった状況を実践できるようスタッフ一同努力してまいります。
具体的には手術で使用する人工関節の種類の選択がより安定した長期成
績が得られるものとなるような臨床研究を行いながら、手術後3日で
自宅へ帰ることができるプログラムを推進します。術前の貯血が1回
（４００ｍｌ）で済むように患者さんへの外来通院の負担の軽減も目指し

ます。命に係わりの少ない関節の手術といえども、早期に良い結果を出すために、手術前に健
康管理をしっかりとして頂かなくてはなりません。人工関節置換術の平均年齢は股関節で62歳、
ひざ関節で72歳です。虫歯や糖尿病、水虫など、もともと心臓や腎臓などに病気をお持ちの方、
あるいは感染のリスクがあると考えられる方々は、前もっての治療や管理が必要となります。
患者さんおよび、ご家族のご理解と手術前のご協力をよろしくお願いいたします。

◆院長 平川和男より新年のご挨拶◆

皆で美味しい料理をいただき
ながら、2014年をふり返る楽し
い時間となりました。
2015年もどうぞよろしくお願い
いたします。

◆忘年会を行いました◆

http://www.skjrc.jp/

◆クリスマス会を行いました◆
12月25日（木）、クリスマス会を行いま

した。当日は、入院患者様以外にも
大人29名、子供35名の方々にお集ま
りいただき、マジシャンSHOWさんの
マジックショーも大好評でした。

今回のイベントを機に当院を知って
いただき、ご質問などございましたら
お気軽にお問い合わせ下さい。

◆次回の医学講座◆
日時：平成27年1月29日(木)14:30～
講師：平川和男
場所：湘南鎌倉人関節センター
要申込！！(tel:0467-47-2377)



現在、月に１回院内で“公開医学講座”を開催しており、医師の講義、施設見学、
質疑応答と言う内容で行っております。今年2月からは院外でも開催することになりました。
1回目は２月１３日（金）に開催致します。周りに股関節の痛みでお悩みの方が
いらっしゃいましたら、ぜひご参加ください。

【院内講座】
日時：2月19日(木) 14:30～
場所：湘南鎌倉人工関節センター
講師：髙栁 聡

※要申込※
TEL：0467-47-2377
月～土 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

▼2015年1月手術件数
(単位：件)

人工股関節置換術： 36
人工膝関節置換術： 0
人工股関節再置換術： 2

▼ 2月外来休診日

2月27日（金）

第107号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年2月

【院外講座】
日時：2月13日（金）15：00～16：00
場所：湘南よみうり新聞社
１Ｆソーシャルコミュニティスペース
藤沢駅北口より徒歩3分

講師：名倉 誠朗

※申込不要※

今日からあなたも 受けてみませんか？

検査項目 通常 股関節 膝関節

① CT（股関節）3枚 ●

② CT（膝関節）3枚 ●

③ MRI（腰部）4枚 ● ● ●

④ 骨密度測定（DEXA） ● ● ●

⑤ 採血・血圧・腹囲等 ● ● ●

当院では、“骨・関節ドック”を行っております。
採血・レントゲン検査を行って頂き後日、
検査結果について医師が説明をさせて
頂いております。
普段は見ることのできない骨の健康を

チェックしてみてはいかがでしょうか。
通 常 ：25,000円（税別）
股関節：35,000円（税別）
膝関節：35,000円（税別）
：健診は、通常・股関節・膝関節の中から
選択して頂きます。
：健診日は、月曜・木曜

（詳細はお問い合わせください。）
≪お申込み≫

9：00～17：00 0467-47-2377

での公開 講座を行います！！

１月１６日（金）、職員による消防訓練が行われました。
避難経路の確認や、消火器の使い方も学び中身は水ですが

実際に体験しました。
日頃から、災害に対する意識を強く持って行きたいと改めて思い
ました。

①通報 ④消火器体験

★消防訓練

②避難 ③説明



日時：平成27年3月26日（木）14:30～
場所：当センター３F ラーニングセンター
講師：名倉 誠朗（整形外科 医長）

※要申込：0467-47-2377

▼ 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

▼2015年2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： 0
人工股関節再置換術：3

▼ 3月外来休診日

なし

第108号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年3月

～より早く自宅での快適な生活へ～

2月13日（金）名倉誠朗先生の公開医学講座が神奈川県藤沢市にある

「湘南よみうり新聞社」にて行われ、股関節や膝関節にお困りの方々が参加され

ました。ここ最近ではご本人だけでなくご家族も同行され講座内容を熱心に聞き入

る姿を多くみかけるようになりました。

今後も毎月、院内および院外にて講座を行う予定となっております。この機会に

ご家族皆さまでこれからの生活について（例えば術後等）もう一度見直してみては

いかがでしょうか。

当日は医師による質疑応答時間も設けております。小さなことでも構いません、

気になっていることや、ご不明点があればお尋ねください。

また、費用や予約の取り方・手術等の待ち時間についてもお気軽にお問い合わせ

下さい。

講座風景

講座風景
大きなスクリーンに映し出し

見やすくなってます

子どもが生後6ヵ月になり、寝返りをしたり、足をつかんで遊んだりするようになりました。

足をつかむ動作を初めて見たときは、「赤ちゃんの体って柔らかい！！・・

なぜ、こんなに柔らかいのだろう？」と疑問に思いました。

教科書を取り出し、改めて調べてみると「骨よりも筋や腱の成長は緩やかであるため、

相対的に筋や腱は短縮する。この骨と筋、腱の成長のアンバランスで柔軟性が低下する」と

いった記述がありました。

関節可動域や柔軟性において、「変形性股関節症」「人工関節」といった視点から捉えていまし

たが、｢子ども｣「成長」といったそれぞれの視点から見直してみると、また新しい見解を得ること

ができ幅広い視点で物事を考える大切さを教えてもらいました。

子どもを育てる、いや、自分が育てられますね～（苦笑）。

皆さまも日頃から正しい股関節の体操（ストレッチ）を行い、柔らかなカラダ作りを心掛け ま

しょう。リハビリでの疑問点等があればいつでもお声かけください。

原 点
子どもから教えてもらうこと ～理学療法士 二宮一成～

日時：平成27年3月13日（金）15:00～
場所：ヴェルクよこすか（京急横須賀中央より徒歩5分）

講師：髙栁 聡（整形外科 部長）
※申込不要 当日直接お越しください

院内講座では、書籍やマジックハンドもご購入いただけます

手術体験談集

平川院長執筆

マジックハンド



▼ 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

▼2014年3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

▼ 4月外来休診日

4月29日(水）

手術後は、リハビリも兼ねて
ロビーに集まり、皆で
お食事をしています！！

第109号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年4月

第45回日本人工関節学会in福岡が開催されました。
当院からは、平川院長をはじめ髙栁先生、名倉先生、齋藤先生、
辻先生、落合先生、池田理学療法士、そして私が参加し研究報告を
行いました。先生方は脱臼や摩耗、感染症、神経障害と言った
合併症に関して最新の知見を報告し、池田理学療法士と私は、
リハビリの視点から筋力、患者様の心理面について研究報告を
行いました。
臨床研究を行うと言うことは、日々の臨床の中で疑問に感じている
こと、悩んでいることについて調査、解明し、先輩方から多くの意見を
頂くことが出来ます。つまり、自分の知識を高めることが出来、さらに、

これから対応する患者様へより良い「おもてなし（リハビリ）」を提供するための貴重な時間です。これか
らも人工関節のリハビリについては、最新の知識と技術を持って患者様に対応できるよう努力していき
たいと思っています。 理学療法士 二宮 一成

4月から常勤医として勤務させていただくことになり
ました玉木康信と申します。
神奈川県の隣、静岡県出身です。
平成12年に山形大学を卒業し、山形大学整形外科
学教室に入局しました。
平成15年からこれまで、高木山形大学整形外科
主任教授にご指導いただき、人工関節の生体親和
性に関する基礎研究に従事させていただきました。
平成19年からは済生会山形済生病院に勤務させて
いただき、人工股関節全置換術、再置換術、外傷の
手術を経験させていただきました。

今回、平川院長はじめ、先生方、スタッフの皆さんにお世話になることとなりま
した。これから大変ご迷惑をおかけすることと思いますが、ご指導、ご鞭撻の
ほど、よろしくお願いいたします。山形済生病院と湘南鎌倉人工関節センター
では、同じ人工股関節全置換術であってもアプローチの方法が異なります。

少しでも早く、知識、技術を吸収し多くの患者さんの日常生活動作の改善、
Quality of Lifeの改善につながるよう精進するつもりでおります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

日時：平成27年4月10日（金）15:00～
場所：小田原箱根商工会議所（JR小田原駅より徒歩5分）

講師：整形外科医長 齋藤 彰
※申込不要 当日直接お越しください

日時：平成27年4月23日（木）14:30～
場所：当院３F ラーニングセンター
講師：整形外科医長 齋藤 彰

※要申込：0467-47-2377

新入職医師 ご挨拶



第110号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年5月

タイから医師が見学に来ました！

I am very impressed an Academic Visiting Observer at 
SKJRC and KJRC SKGH in Japan from April 1st to 15th, 
2015.Special thank you Dr.Hirakawa, Dr. Tatsumi, 
Dr.Takayanagi, Dr.Saito, Dr.Nakura, Dr.Tsuji, Dr. Ochiai, 
Dr.Tamaki and the team for their kindness and support. 
This opportunity gives me a lot of knowledge and 
techniques for preoperative, postoperative, and patient 
management. Especially intraoperative technique for UKA, 
TKA, minimal invasive surgery in hip arthroplasty. 
The knowledge and technique that I gained from here will 
certainly be great benefit to my patients. I will always 
remember this good experience forever.

Sincerely
Dr.Watcharapon

It is a good memorable time for me at SKJRC and KJRC 
SKGH. The best MIS hip and knee reconstruction center 
with a good team work. 
I really appreciate in your surgical techniques with MIS 
approaches although the severe cases the surgery can 
be performed well in a short period of time.
Everything I here learned from you will be adapted in 
my practice for the best results. 
Thank you to all of your team for taking care of me and 
your good lecture and research.

Dr. Pithinatt

当院と湘南鎌倉総合病院 人工膝関節センターへ2週間ずつ
タイから2名の医師が見学に来ました

私は、湘南鎌倉人工関節センターと湘南鎌倉総合病院で4/1～
4/15まで見学をさせていただき、とても感銘を受けました。平川

院長、湘南鎌倉総合病院の巽先生をはじめ、先生方や職員の
方々のサポートや、親切にしていただいたことにとても感謝して
います。術前や術後をはじめ、患者さんの管理など、特に最小侵
襲人工股関節置換術・膝関節置換術に関してたくさんの知識や
技術を学ぶことができました。ここで得た知識や技術を、
タイの患者さんの治療に活かしたいと思います。
ここでのすばらしい経験をこの先忘れません。

すばらしいチームワークのある湘南鎌倉人工関節センターと
人工膝関節センターで過ごした時間はとても貴重な時間でした。
難しい症例であっても短時間で最小侵襲手技の手術をする技術に
感銘を受けました。ここでみなさんから学んだことを私のこれから
の診療に活かしたいと思います。指導していただき、また、親切に
してくださり、ありがとうございました。

骨の健康診断 「骨・関節ドック」 の料金が変わりました。
健診は、「通常」「股関節」「膝関節」の中から選択して頂き、
採血・血圧・ＣＴ撮影・ＭＲＩ撮影などの検査を行います。
後日医師より結果説明をさせていただきます。

※要予約
0467-47-2377

「骨・関節ドック」の料金を変更しました

健診日：月曜日・木曜日
料 金：通 常 15,000円（税別）

股関節 23,000円（税別）
膝関節 23,000円（税別）

理学療法士学会で最優秀賞

第32回 神奈川県理学療法士学会で
理学療法士 二宮一成が最優秀賞に選ばれました

このような賞に選ばれることが出来たのは、
日々、夜遅くまで熱く指導してくれた鈴木浩次
副室長、池田崇主任のおかげであります。
「最優秀賞」に選ばれた嬉しさ以上に、
このような熱く優しい先輩がいる職場で
働けることに幸せを感じた日になりました。

二宮 一成

次回の公開医学講座
のお知らせ

日時：平成27年5月15日（金）
15:00～

場所：神奈川工科大学
ＩＴエクステンション
センター 503講義室

(最寄駅：小田急線本厚木駅
徒歩3分）

講師：整形外科医師
落合 俊輔

※電話にて要申込
定員：40名

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日時：平成27年5月28日（木）

14:30～
場所：当院３F

ラーニングセンター
（施設見学含む）

講師：整形外科医長

辻 耕二
※電話またはHPにて要申込

定員：35名

▼ 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

▼ 5月外来休診日
5日（祝・火）
6日（祝・水）

▼2015年4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 ： 1
人工股関節再置換術：2

http://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

▼2015年5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：0

その他：1

▼ 6月外来休診日

6/12（金）

第111号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年6月

前回に引き続き4月16日(木)～4月30日(木)まで

タイから医師2名見学に来ました！

タイから来ました、医師のソラポンと申します。平川院長をはじめ、 湘南鎌倉総合病院膝
関節センターの巽先生や、先生方、スタッフの方々に、温かく歓迎していただき、また、２週
間私たちのサポートをしてくださり、この場をお借りして、お礼をお伝えしたいです。ありがと
うございました。こちらのセンターと膝関節センターにて、レベルの高い人工股関節・膝関節
の手術や患者様へのケアなど、大変多くのことを学びました。皆さまに親切にしていただい
たことや、たくさんのことを教えていただき、最後にもう一度、お礼が言いたいです。本当に
ありがとうございました。ここで得た経験を、タイに戻って私の患者様の治療に活かしたいと
思います。また皆様にお会いできることを祈っています。

My name is Dr, Sorapong Soimongkol I came from Thailand. I would like to take this 
opportunity to say thank you to Dr. Hirakawa, Dr. Tatsumi, Dr. Takayanagi, Dr. Nakura, Dr. 
Saito, Dr. Tsuji, Dr. Ochiai, Dr. Tamaki and all staff of SKJRC and KJRC SKGH for warm 
welcome and taking care of me during 2 weeks in SKJRC and KJRC SKGH.
From this visit I learned so much about the surgery MIS technique and knee surgery and the 
care of patients who are highly professional in SKJRC and KJRC SKGH.
And in the end, I thank you again for your kindness and taught me many things. I will take 
the experience gained in the time to use with my patient. Certainly and I hope to have 
opportunity to see you again.

こちらのセンターと湘南鎌倉総合病院の膝関節センターで働いているすべての
スタッフの方々から温かい歓迎を受け、私たちをサポートしていただきました。
ありがとうございました。また、手術室・病棟の回診の見学から、多くのことを経験で
きました。全てのスタッフの方々の患者様への対応や、術前・術中・術後の患者様へ
のケアの仕方に、とても感銘を受けました。こちらのスタッフの方々のように、すばら
しい整形外科医になりたいと思います。

For a warmth welcome at SKJRC and KJRC SKGH. I would like to say thank you to all 
staff that take care me about working in SKJRC and KJRC SKGH hospital. I got an 
experience very much from observation both operating room and ward round. I have 
received a good attitude to caring of patient from all of your staff and technique of 
preoperative care of patient. Finally I would like to be a good orthopedic surgery as 
your staff role models.Dr.Sorapong （左)

Dr. Nithiwut(右)

日時：平成27年6月5日（金）15：00～
場所：新横浜（加瀬の貸し会議室 第2会議室）
講師：整形外科医長 辻 耕二

定員：30名（要申込：0467-47-2377）

日時：平成27年6月25日（木）14：30～
場所：当センター3階ラーニングセンター
講師：整形外科落合俊輔

（要申込：0467-47-2377）

5月21日から24日まで神戸で開催された
第88回日本整形外科学会学術総会に参加
してきました。当院からは髙栁先生、
名倉先生と僕の発表がありました。術後の痛みコントロール、
脱臼、神経麻痺に関する発表を行いました。人工関節の専門
施設として多数の手術に携わるなか、患者さんの術後の痛み
が少なくなるよう、そして合併症がより少なくなるように今まで
のデータを評価し今後の改善に努めていきたいと思っており
ます。
写真は会場に置かれていた緒方洪庵の像と、髙栁先生です。

整形外科 落合俊輔



第112号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年7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

▼2015年6月手術件数
(単位：件)

人工股関節置換術 ：56
人工膝関節置換術 ： 0
人工股関節再置換術： 2

▼ 7月外来休診日

7月20日(祝・月）
7月22日（水）

６月９日（火）、山崎小学校の小学３年生
16名が「地域見学」の一環として、当院へ
見学に来てくれました。

インタビューでは、施設のこと、地
域のこと、日頃不思議に感じてい
ることなどを幅広く沢山の質問をし
てくれました。子供たちにとって充
実した時間となっていると嬉しい
です。

6月に職員向けの「AED講習会」が
行われました。実際に練習用AED

を用いて、傷病者の発見から電気
ショックを与えるところまで救命の
手順を学びました。

AEDは駅や空港、大規

模な商業施設など様々
な所に設置されていま
す。

街中で設置されている
場所を普段から気に掛
けておくことも大切です。

５月より、面会受付方法が変更しました。１階
の記帳台にて、来院者カードをご記入いただき、
受付にて「入館証」をお渡しさせていただき、
お帰りの際にご返却いただきます。

入退館の際は、必ず１階の受付までお立ち寄
りください。

●面会時間●
平日

15時～20時

土・日・祝日
13時～20時

日時：平成27年7月10日（金）15:00～
場所：町田市民ホール（JR町田駅より徒歩７分）

講師：整形外科部長 髙栁 聡
※要申込：0467-47-2377

日時：平成27年7月30日（木）14:30～
場所：当院３F ラーニングセンター
講師：整形外科院長 平川 和男

※要申込：0467-47-2377



第113号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年8月

７月初旬、夏の風物詩でもある七夕の飾りつけを今
年も行いました。入院中の患者様やご家族、そして
職員皆がそれぞれの思いを短冊に込めました。
「股関節の痛みがなくなり早く歩きたい」と綴る方や、
その他ユニークな願い事もありました。短冊を書いて
ない方はまた来年お楽しみください。

暑い日々が続いており、熱中症にかかる危険性があり
ます。
熱中症の原因は、「環境」と、「体の状態」が大きく
関係して
います。気温や湿度の高い場所に長時間いたり、暑さ
に
慣れていない時期、また、疲れや寝不足で体力が衰え
て
いるとき、熱中症にかかりやすくなります。症状とし
て、
「めまい」「頭痛」、「気分の不快」、「吐き気・嘔
吐」などが
あげられます。少しでも体調の変化を感じたら、無理
を
せず適切な対処を行いましょう。また、熱中症を予防
する
ために、下記のことを気を付け、暑さに負けない体作
りを
しましょう！

☑ 水分をこまめにとる
☑ 塩分をほどよくとる
☑ 室内を涼しくする（ガマンは禁物！）
☑ しっかり睡眠をとる
☑ バランスの良い食事をとる
☑ 屋外ではこまめに休憩をとる

日時：平成27年8月7日（金）
15:00～

場所：相模原教育会館
1Ｆ小会議室

(最寄駅：横浜線相模原駅
バスで約10分）

講師：整形外科医長
名倉 誠朗

電話にて要申込
定員：30名

日時：平成27年8月20日（木）
14:30～

場所：当院３F
ラーニングセンター
（施設見学含む）

講師：整形外科部長

髙栁 聡
電話 or HPにて 要申込

定員：30名

▼ 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

▼2015年7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：2

http://www.skjrc.jp/

下記ＱＲコードを携帯電話やスマート
フォン
で読み込む、または、下記ＵＲＬへアクセ
スすると、動画サイトへつながります。
当センターの紹介動画をぜひご覧くださ

い。

▼8月休診日
なし

<４階病棟にて>

7月16日（木）当センターにて職員による
消防訓練を行いました。病室のある4階から
出火したことを想定し、職員が患者様役を
行い、避難経路への誘導や消火栓の使い方、
水消火器の体験などを行いました。

火災はいつどこで発生するかわかりませ
ん。いざという時のため、迅速に対応でき
るよう、準備していきたいと思います。



▼ 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
TEL:0467-47-2377 FAX:0467-47-2370

第114号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年9月

台湾の医師が見学に来ました！
8月17日（月）～8月28日（金）台湾のYangMing Universityより医師1名が見学にきました。

Firstly, I would like to thank Dr. Hirakawa to provide me the great opportunity to have the fellowship training in SKJRC. It is a great 
experience for me to learn excellent surgical skills and teamwork. It is hard to express my experience in words but I will try my 
best.
1.The surgical skills and surgical procedures are perfect here. The surgeons here have outstanding surgical skills and they perform

them in a highly replicable way to make it easy for beginner to learn how to start with. Also, I think the standardization of each 
approach with sequential surgical procedures makes difficult case easy to perform. 
2.The teamwork is awesome in SKJRC. All the staffs here work together like the organs of the body. The operation room nursing 
staffs, the surgeons, the anesthologists, the radiology technicians, and housekeeping assistants all work in a great cooperative 
manner like playing a wonderful symphony.
3.Dr. Hirakawa is very good at English as well as teaching. He demonstrated difficult mini-incision OCM surgery in a simple and 
easy way. He also built this wonderful hospital with not only great facility but also high efficiency. I am very impressed about the 
connection and cooperation between staffs in the hospital. In addition to great surgical skills, I suppose the great connection 
between staffs make the hospital unique and outstanding. 
4.Dr. Takayanagi, Dr. Saito, Dr. Ochiai, Dr. Tsuji, Dr. Tamaki and Dr. Nakura are very kind and helpful to me. They perfectly 
demonstrated how to perform Hardings, mini-one and OCM approaches in my training periods and answer my questions clearly.  
5.The pre-operative consultation is thoroughly in this hospital. The surgeons clearly explain the benefit, risk and limitation of 
surgeries with the patients to make the discrepancies of expectation between surgeons and patients as small as possible. The 
physical therapists also include in the pre-operative education. They educate the patients how to training their muscle how to use 
assistant devices in advance.
6.The rehabilitation here is early and complete. All patients receive early rehabilitation the day after surgeries to make sure the
patients recover as promptly as they can and capable of daily living activities after they go home.  

To summary, it is worthwhile for me to visit SKJRC for 2 weeks. I would definitely recommend surgeons who are interested in hip 
replacement surgery must come to SKJRC. It will certainly enrich your surgical skills and also scope of vision in the field of hip 

replacement surgery. Dr.Cheng MingTe

▼2015年8月手術件数 (単位：件)
人工股関節置換術 ：59
人工股関節再置換術 ： 4

その他 : 1

今月より湘南厚木病院にて当院医師による股関節と膝関節専門の外来が

はじまりました。受診ご希望の方は予め予約をお取りください。
診察日程及び予約については下記までお問い合わせ下さい。

所在地：神奈川県厚木市温水118-1
交通機関：小田急線 本厚木駅（送迎バス有）又は徒歩15分
代表電話：046-223-3636

最初に、湘南鎌倉人工関節センターで研修する機会を与えてくださった平川先生に感謝いたします。すばらしい手術
手技やチームワークを学ぶことができ、とても貴重な経験ができました。
1.先生方は高度な技術を持ち、人工股関節手術の初心者にもわかりやすい手順で手術を行っています。手術操作を
標準化することで、難症例であってもスムーズに手術が行えると思います。
2.湘南鎌倉人工関節センターのチームワークは尊敬に値します。スタッフ全体が１つの生き物のように協調していま
す。
3.平川先生の指導力、英語力はすばらしく、難解なMIS手術につき簡潔、明瞭に説明してくれました。また設備、能率

ともに素晴らしい病院を作られました。高度な手術手技に加えスタッフ間の良好な関係がこの病院を独特で傑出した
ものにしていると思います。
4.先生方はとても親切にしてくれました。手術をどのように行うかを指導し、私の疑問にも明確に答えてくれました。
5.術前の診察は丁寧に行われ、手術のメリット、リスク、限界が明確に説明され、医師と患者さんの認識が一致するよ
うにしています。理学療法士も術前教育に参加し、筋力 訓練や杖などの使い方を指導しています。
6.患者さんができるだけ早く退院後自宅での日常生活が送れるように、早期から洗練され
たリハビリテーションが行われています。
この2週間はとても貴重なものでした。人工股関節手術を学ぼうとする医師には湘南鎌倉人工関節センターでの研修
を強く勧めます。手術手技を向上させ人工股関節手術に対する視野を広げてくれるでしょう。

今月の動画は術前～退院時ま
での歩行です。術後1日目から
離床が可能です！！



8/24(月)～8/28(金)に掛けて、早稲田大学理工学術院 先進理工学研究科
生命医科学専攻の学生10名が医療現場を学びに来られました。
実習期間１週間の間に、当院を含むグループ病院３箇所にて５つの診療科で実習
を行いました。実際の医療現場を体験できる機会も設けられました。
４日目の当院での実習では、人工関節置換術の特徴、課題、基礎研究、新たな

取り組みなど幅広い視点から講義が行われました。院長 平川和男の講義では、
Brain Stormingを取り入れて学生の意見を巧みに引き出すなど、楽しく参加す
る学生の姿が見られました。
各診療科で最先端の医療や未来へ繋がる考え方など多くの事を吸収し、将来の

研究に役立てていくことができる時間となっていたら嬉しい限りです。

◆◇実習スケジュール◇◆
１日目：湘南鎌倉総合病院 心臓センター
２日目：湘南鎌倉総合病院 放射線腫瘍科
３日目：湘南鎌倉総合病院 脳神経外科
４日目：湘南鎌倉人工関節センター 整形外科
５日目：葉山ハートセンター 麻酔科

▼ 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

▼2015年9月手術件数
(単位：件)

人工股関節置換術 ：52
人工膝関節置換術 ： 2
人工股関節再置換術： 1

▼ 10月外来休診日

10月9日(金）
10月30日(金）

▼10月外来追加日程

10月15日(木)PM
10月29日(木)PM

第115号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年10月

☆★次回の公開医学講座★☆

日時：平成27年10月16日（金）15:00～
場所：サン・エールさがみはら 第一研修室

（JR橋本駅より徒歩10分）

講師：整形外科医長 辻 耕二
※要申込：0467-47-2377

日時：平成27年10月22日（木）14:30～
場所：当院３F ラーニングセンター
講師：整形外科医長 齋藤 彰

※要申込：0467-47-2377

最近、「つまづきやすくなった」「歩く速さ
が遅くなった」「歩いている時に傾いてい
る？」・・など感じることはありませんか？
これらは、「筋力低下」が原因かもしれませ
ん。
一般的に筋力は、年齢を重ねるごとに低下し
ます。ある研究からは、30歳代の筋力を
100％としたときに60歳代から減少率が大
きくなり、70歳代では、上肢で約24％、下
肢で約32％の筋力低下を認めることが報告
されています。筋力は、転倒や歩く速さ、歩
く姿（歩容）と強く関連することを考慮する
と、加齢による筋力低下は、日常生活におい
て大きな支障となります。
現在、当院が開院して10年経過しました。
そこで、診察やリハビリには、手術後約2ヵ
月、半年、１年・・・最大で約10年経過し
た患者様が来られます。リハビリ評価として、
関節可動域や筋力、歩行速度といった運動機
能の評価を行う中で、特に、手術後10年経
過した方の筋力は、手術後1年、2年のとき
と比較すると、低下している方が多いように
思われます。高齢であっても効率的に筋力ト
レーニングを行うことで筋力の向上は得られ
ます。
安全な日常生活を過ごすため
にも、筋力トレーニングは、
自身のペースで継続しま
しょう。

人工関節手術の手術前検査や、
「骨・関節ドック」で使用する
骨密度測定器が新しくなりました。

◆◆骨関節・ドックご案内◆◆
骨や関節の健診で、現在から将来までの
骨の状態を知る事ができます。
選べる３コース

・通常コース ￥15,000 税別
・股関節コース ￥23,000  税別
・膝関節コース ￥23,000  税別
ご予約はお電話にて。(TEL 0467-47-2377)

公開医学講座
ご案内動画 配信中



第116号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年11月

10月9日（金）～10月10日（土）の2日間、当センター主催の学術集会「第3回
SKJRCセミナー」が開催されました。今後も皆さんにより良い医療を提供できる
よう、各地方より20名の講師が集まり、総勢42名の受講者へ講義を行いました。
1日目、2日目と2つのコースに分かれ、各分野ごとの研究を発表し、人工関節に
特化した施設ならではの学術集会となり、とても有意義な時間でした。また、
講義終了後には、情報交換会・懇親会も行われました。

日時：平成27年11月20日（金）

15:00～

場所：パルテノン多摩
第2会議室

（小田急線多摩センター駅
より徒歩5分）

講師：整形外科
落合 俊輔

電話にて 要申込
定員：20名

日時：平成27年11月12日（木）

14:30～

場所：当院３F
ラーニングセンター
（施設見学含む）

講師：整形外科医長
辻 耕二

電話またはホームページにて
要申込

定員：30名

▼ 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

▼2015年10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 ： 1
人工股関節再置換術：5

リハビリテーション科二宮が、杖の正しい使い方に
ついて紹介しています。手術前の方も手術後の方も、
杖を正しく使って股関節への負担を軽減させましょう。
下記QRコードまたはURLより、ぜひご覧ください！

https://youtu.be/a24TuxK7Nls

▼11月休診日
11月 3日（祝・火）
11月 4日（水）
11月 6日（金）
11月27日（金）

11月、秋も本格的に深まり、いよいよ紅葉本番の
季節となってきました。いつもは、大船駅から、
当センターに通院されている方も、帰りは、北鎌倉
で少し寄り道をされてはいかがでしょうか？今回は
当センターより車で約10分で行けるお勧めスポット
をご紹介致します。

JR北鎌倉駅から徒歩すぐの場所に、紅葉の名所と
して親しまれている「 円覚寺 」があります。門前
から紅葉に迎えられ、広い敷地内では、たくさんの
色づいた紅葉を見る事ができます。 また、敷地内に
ある山門は、夏目漱石の小説「 門 」にも登場し、
こちらも見どころの１つになっています。
北鎌倉駅周辺は、素敵なカフェやレストラン、
工芸品店などがあり、ガラス工房を実際に体験
できる施設もあります。静かな土地で緑に囲まれ
ながら、ゆったりされてみては？

臨済宗大本山「円覚寺」

今月の
動画は…

http://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

▼2015年11月手術件数
(単位：件)

人工股関節置換術 ：44
人工膝関節置換術 ： 2
人工股関節再置換術： 2

▼ 12月外来休診日

なし

▼12月外来追加日程
12/28(月）

▼お知らせ
来年3月28日（月）近隣の
中学生を対象とした
ドクター体験セミナーを
開催致します。
申込み方法詳細については
次回号でお知らせ致します。

第117号・湘南鎌倉人工関節センター・2015年12月

第42回日本股関節学会報告

去る10月30日～31日大阪にて第42回日本股関節学会が開催
されました。当院からは医師・看護師・リハビリと3部署より発表が
ありました。

<院外の医学講座お知らせ>
日時：平成27年12月4日（金）

15：00～16：00
場所：湘南厚木病院
講師：整形外科部長 髙栁 聡
要申込：0467-47-2377

今年も残すところあと僅かとなりました。
下記日程にて杉山兄弟によるクリスマス
シャボン玉ショーを開催致します！
ご家族、ご友人お誘いの上お越しください！

日時：平成27年12月14日（月）16時～
場所：当院２Ｆ待合スペース
問合せ先：0467-47-2377（担当：小野）

看護部は早期退院
に対する患者さんの
気持ちについて検討
し発表しました。昨年
8月から医師の判断
で術後3日目に退院

される患者様が
いらっしゃいます。
短い入院期間でも患
者様が安心して手術
を受けて頂けるよう、
今後もより良い看護
を行える様、努力し
ていきたいです。
看護部：上田、小高

<院内の医学講座お知らせ>
日時：平成27年12月17日（木）

14：30～
場所：湘南鎌倉人工関節センター
講師：整形外科 玉木 康信
要申込：0467-47-2377

医師・看護部とともに
術後3日間で退院に

向けた取り組みにつ
いて発表しました。
3部門から発表したこ

ともあり、他施設の
スタッフからたくさん
の意見や質問を頂き
ました。今後も医師・
看護・リハの連携を
強め、患者さまにより
よい取り組みが出来
るように頑張ります。

リハビリ：二宮

第42回日本股関節学会では人工

股関節のデザインや手術手技に
よる治療成績、脱臼や感染、金属
症などの合併症の現状、疼痛・嘔
気対策の進歩による早期退院の
達成などの報告を医師全員で行
い、活発な討議を行ってきました。

整形外科部長髙栁聡

リハビリ二宮より配信中！
今月の動画は「高さ」について。


