
▼ 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 
▼ 2017年12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：     1 
その他      ：       
▼ 1月外来休診日 

なし 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

第142号・湘南鎌倉人工関節センター・2018年1月  

新年あけましておめでとうございます。 
当センターは13回目のお正月を迎えます。開院当初は術後2週間での退院プログラムでスタートし（当時の日本
の平均入院期間は2か月以上）、10日、1週間、5日、3日と10年以上の歳月を要し短縮の努力をしてきました。
日本全体ではいまだに1か月以上入院する施設が大部分です。これには病気に対し、その種類や治療法を問
わない手厚すぎる健康保険も影響しています。世界中どの人工関節専門施設でも1週間以下の入院という現
実・・・日本は医療行為と入院期間に関し、かなり特殊です。先進国のアメリカや、現代人工股関節発祥の
地イギリスにおいては日帰り手術が20～40%をしめています。痛みと不安の管理、術前の患者教育、麻酔技術と
薬剤の進歩、看護師と理学療法士の理解など多くの協力が必要です。日本でも世界に負けないよう、質が
高く、コストパフォーマンスの良い医療を展開しなければなりません。患者さん方の中で日帰りを希望される方が
おりましたら是非ご相談ください。本年も、一人でも多くの患者さんに合併症のない、早期回復を目指した、より
高い技術で医療を提供していきたいと考えております。 
  

◆院長 平川和男より新年のご挨拶◆ 

http://www.skjrc.jp/ 

<人工股関節の日帰り手術の実現に向けて> 
  

◆総看護師長 工藤留理子よりご挨拶◆ ◆事務責任者 岡田直哉よりご挨拶◆ 

 新年あけましておめでとうございます。今年は平成30年
となり、節目の年のような気がしてなりません。平成が始
まった頃の私は看護師になったばかりで右も左もよくわか
らない、若さだけで突っ走っている感じでした。あれから30
年様々な出会いや縁が今の私を作ってきたのだと改め
て感じています。 
戌年は「作物を刈取りひとまとめにする」という意味があり
「成長を促してくれる年」とも言えるようです。私も人工関
節センターにきて5年目を迎えます。当院は手術実績
8000件を超え新たな目標に向かって前進しています。そ
れが関節の痛みや歩行、日常生活に困っていた患者
さんが笑顔で帰れる姿につながると信じています。 
これからも常に患者さんの目線に立った医療を実践でき
るように、スタッフ一同心をひとつにして頑張りたいと思い
ます。 
本年もどうぞよろしくお願い致します。  

日時：平成30年1月11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 

      名倉 誠朗 
電話またはホームページにて 
              要申込  

           定員：30名 

日時：平成30年1月26日（金） 

            15:00～ 

場所：ウィリング横浜（上大岡） 

    多目的室11階 
 
講師：整形外科  
     玉木 康信 
 

電話またはホームページにて 
              要申込  

           定員：20名 

 新年あけましておめでとうございます。当院は平成16年
に開院し、今年で14年目を迎えます。開院当時はMIS  
手術(最小侵襲手技)ができる施設はほとんど日本には
ありませんでしたが、日進月歩によりその普及が進み、 
現在ではMIS手術が可能な施設が多くなってまいりました。 
そのような状況下において、当院の特徴は早期回復・ 
早期社会復帰を目的としたプログラムです。筋肉や腱を
なるべく傷つけない手術手技、又、入院期間も3-5日と
大変短いのが特徴です。このような短い期間で退院が
可能な施設は現在日本ではほとんどありません。これも
多くの症例に携わってきた医師・看護師・リハビリその他
スタッフの確かな技術によるものと自負しております。そして
今後の課題は「日帰り手術の実現」です。 
 本年も患者様の力となれるよう、診療技術のみならず
患者様の声を取り入れた接遇サービス向上にも力を注
ぎ邁進していく所存です。 
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。  



▼ 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 
電話：0467-47-2377 
FAX ：0467-47-2370 
 
▼2018年1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  ： 0  
人工股関節再置換術： 2  
          その他：0 

 
 ▼ 2月外来休診日   

 
2月23日（金） 

 
  http://www.skjrc.jp/ 
 

第143号・湘南鎌倉人工関節センター・2018年2月  

 

 
 
 
 
 
 

1月より入職しました、看護師の川島葵です。 

今までは大学病院の手術室と呼吸器病棟で
働いていましたが、この度この湘南鎌倉人工
関節センターにて働かせていただくこととなり
ました。初めての整形外科かつ専門病院の
ため日々緊張し過ごしています。この病院で
は、病棟・手術室・外来と3つの部署の全てを

担当するからこそ、短期間ではありますが、
患者様が手術前後の時間を安心して過ごせ
るよう今までは経験出来なかった様々な 
視点から関わっていきたいと思います。 

不慣れな点やこれから学ぶべきことが沢山
ありますが、少しでも早く力になれるよう 
股関節の専門病院の一員として頑張って 
いきますので、宜しくお願い致します。 

看護部 医事課 

日時：平成30年2月16日（金）15:00～ 
場所：オザワビル貸会議室 
    会議室1 
   (最寄駅：辻堂駅 約4分） 

講師：整形外科 医長 齋藤 彰                     
電話にて 要申込 
          定員：20名 
 

日時：平成30年2月1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 医師 玉木 康信              
電話 or HPにて 要申込 

       定員：30名 

病院の外科の先生ってどんなことしているのだろう？と思っている中学生のあなた。 
実際の医療現場を模擬体験してみませんか？ 
 

◇◆ 申込受付中 ◆◇ 

 平成30年3月26日（月） 9：00～16：00 
 
≪対象者≫医療に興味のある中学生（定員10名） 
≪参加費≫無料 
≪申込方法≫インターネット申込フォームにて http://www.skjrc.jp/ 
≪体験内容≫一次救命処置（ＢＬＳ）および実習・手術見学・施設内見学・ 
         人工関節打込み・皮膚の切開と縫合・皮膚用接着剤・模擬体験 等  
         （※プログラムは当日変更になる場合あり） 

1月4日付で医事課に入職しまし
た八下田千恵子です。 
平成30年スタートから地元の 
医療機関に入職できたことを 
大変うれしく思っています。 
医療事務に携わって20年以上に

なりますが、今は毎日新しい事を
覚えるのに必死です。 
湘南鎌倉人工関節センターの 

医事課職員として、一日でも早く
慣れて患者様の対応がスムーズ
に笑顔で行えるよう努力していき
たいと思いますので、どうぞ宜し
くお願い致します。 
 

http://3.bp.blogspot.com/-diCnNa3D1E0/V1z9LoCBQHI/AAAAAAAA7Pw/5ADgzET0OWECYYViiPB4vLFjeQEzFH4FACLcB/s800/iryou_jujisya_jimu.png


▼ 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 
▼ 2017年2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 ：      0   
人工股関節再置換術：       2 
その他      ：      1 
▼ 3月外来休診日 

3/21（水）祝日 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

第144号・湘南鎌倉人工関節センター・2018年3月  

http://www.skjrc.jp/ 

日時：平成30年3月8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 
電話またはホームページにて 
              要申込  

           定員：30名 

日時：平成30年3月23日（金） 

            15:00～ 

場所：神奈川県労働文化 
    センター 第4会議室 

 
講師：整形外科  
     玉木 康信 
 

電話またはホームページにて 
              要申込  

           定員：15名 

写真①     写真②     写真③ 

 股関節のリハビリテーションとして筋力強化はもちろんですが姿勢の改善も欠かせません。 

リハビリを担当する理学療法士が姿勢を確認するひとつの方法として「スクワット姿勢」があります。スク

ワットというと深くしゃがむ厳しいトレーニングを思い浮かべる方も多いかと思いますが、ここで紹介する

のは少し腰を落とす程度です。日常での姿勢の特徴が現れやすく、大きく２タイプに分けられます。 

（写真参照） 

身体の反りが強くいわゆる姿勢が良すぎるタイプは①背中が曲がりやすくあまり良くない姿勢とされるタ

イプは②のような姿勢になりやすいといえます。（どちらにもあてはまらない場合は股関節が適度に曲

がっているかどうかで特徴を知ることも出来ます） 

タイプは違いますがどちらも腰を落とした姿勢から立位に戻るときには大腿部の筋肉が優位に働くことが

共通しています。本来は大殿筋（お尻の筋肉）が働いたほうが楽なのですが、腹筋の力で体幹を安定さ

せないと大殿筋が助けてくれないのです。 

日常動作で代表されるのは階段で、③の姿勢が安定しているときは大腿四頭筋（太ももの前面）と大殿

筋がバランスよく働き楽に階段を昇ることが出来ます。 

 姿勢を改善するためにスクワットを行うということではありませんが、確認方法のひとつとしてご自身の

姿勢を鏡などに映してちょっと気にしてみるのも良いかと思います。  理学療法士 副室長 鈴木 浩次 

股関節の動きと姿勢について 



第145号・湘南鎌倉人工関節センター・2018年4月  

日時：平成30年5月18日（金）                
             15:00～ 

場所：未定 
   （後日ホームページにて更新！） 
 

講師：副院長 髙栁 聡 
   
 電話にて 要申込定員：20名前後 
  ☎：0467-47-2377 

日時：平成30年5月10日（木） 

            14:30～ 

場所：当院３F 
    ラーニングセンター 
           (施設見学あり）     
 

 講師：整形外科 医長  落合 俊輔 
電話またはホームページにて 

     要申込 定員：30名 
  ☎：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 

▼2018年3月手術件数 

      (単位：件) 
 人工股関節置換術 ： 51  
 人工膝関節置換術 ： 0 
 人工股関節再置術 ： 2  
        その他 ： 1  

▼休診日 
 
       
      なし 
  

http://skjrc.jp/ 

息を吐ききったときに下腹部が膨らんでしまう場合はイン
ナーマッスルが働くようにトイレを我慢する力を入れてみま
す。 

 

あばらが動かない（凹まない）場合は、まず鼻から大きく息
を吸い、一気に息を吐き全身脱力するようにしてみます。
意識を吐くときに肩を下げるようにしても良いでしょう。 

自然に胸（あばら）と下腹部が同時に上下するような深呼
吸が出来るとリラックスすることができますし、姿勢の改
善も期待できます。 

 

 

    

 

   

   

 新年度を迎えなにかとあわただしい季節ですね。そんなときにリラックスでき
る呼吸法はいかがでしょう。無意識に身体が力んでしまっている場合は効果的
な呼吸が出来ないので緊張を緩める方法からご紹介します。 

★膝を立てて仰向けになり、膝をたてるか、写真のようにいすに脚を乗せます★ 

 ”人との出会いは、時として爆発的なパワーを生み出す”  これは私が尊敬する
ミュージシャンがライブで言ってた言葉です。2005年、私はこのセンターに初めて手

術見学という形で平川センター長と出会いました。この出会いは、私のその後の人
生を大きく変えることになり、大きなパワーをいただきました。振り返ってみると、良
いところで、良いタイミングで、良い人に出会うことができたと感謝してます。4月から

故郷福岡の北九州総合病院で、人工関節センターを担当することになりました。湘
南鎌倉人工関節センターでご指導いただいた技術と経験を、北九州の患者さんに
還元すべく精進して参ります。育てていただいたこのセンターの皆さんに、感謝申し
上げます。ありがとうございました。   
                                   整形外科 医長 名倉 誠朗                                                                                                            

 

 まずはじめに・・・・・ 
当院の診察は完全予約
制となっております。皆様、
事前の予約をいつもあり
がとうございます。 
 
 現在、初診察の予約受
付は平日月曜～金曜 
（10時～16時）で承ってお
りましたが、 
この度4月より月曜～土
曜日（9時～16時）まで受
付が可能となりました。 
  
今後も改善点やリクエス
ト等ありましたら遠慮なく
お申し出くださいませ。患
者さんにとってよりよいシ
ステムを構築できるようス
タッフ一同邁進して参りま
す！ 

ふー 

ふー 



湘南鎌倉人工関節センターと湘南鎌倉総合病院で
の研修は、忘れられない思い出になりました。皆さ
んとても温かく迎えてくれて、親切にしてくださいま
した。教育だけではなく、患者様のケアも素晴らし
かったです。更に、平川先生とチームの方々はそ
の分野において本当に熟練されていて、多くの手
術の技術と知識を得る事ができました。私の人生
を照らしてくれる経験を、本当にありがとうございま
した。 

 
  

第146号・湘南鎌倉人工関節センター・2018年5月  

タイから医師が研修に来ました！平成30年3月19日（月）～4月16日（金） 

 

▼ 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 

 

▼2018年4月手術件数 

      (単位：件) 
 人工股関節置換術 ：60 
 人工膝関節置換術 ：0 
 人工股関節再置術 ：0  
        その他 ：0  

▼5月外来休診日 
 

  ・5/4（金）祝日 
 
    

My first impression is very warm welcome from 
SKJRC team that treated to me and hip surgery is 
also my most favor surgery therefore I have happy 
time at SKJRC. OCM and minione is approach that 
better than my own one(Anteolateral, portal 
approach） I think I would try to form this approach 
when I come back to my hospital. UKA with drop leg 
is very fantastic of SKGH and have graceful team 
with friendly.        Dr.Naruepol Ruangsillapanan 

The fellowship rotation at SKJRC and SKGH is 
unforgettable memory. You are all warm welcome and 
kind. Shonan kamakura joint reconstruction center is 
not only excellence in education but also patient care. 
Besides, Professors hirakawa and teams are highly 
proficient in their field thus I gain several surgical 
techniques and knowledge.  
Thank you very much for enlightenment my life 
experience.                 Dr.Suphawat Tantithawornwat  
 
 

http://skjrc.jp/ 

湘南鎌倉人工関節センターでまず感じたのは、ス
タッフの方々からの温かな歓迎でした。手術の中
では人工股関節の手術が一番好きということもあ
り、ここで過ごせたことはとても幸せでした。OCM
やminioneは、これまで自分が行ってい前外方ア

プローチより良い方法なので、病院に戻ったら早
速試したいです。本院での人工膝関節の手術もと
ても素晴らしく、とても親切で礼儀正しいチームに
迎えてもらえました。 

 

日時：平成30年5月10日（木）  
     14:30～ 
 
場所：当院３Fラーニングセンター 
         (施設見学あり）     
 
講師：整形外科 医長 落合 俊輔 
 
電話またはホームページにて 
要申込 定員：30名 
☎：0467-47-2377 

日時：平成30年5月18日（金）       
    14:00～ 
 
場所：横浜市旭区民文化ｾﾝﾀｰ 
    （ｻﾝﾊｰﾄ）5Fﾎｰﾙ 

 
講師：副院長 髙栁 聡 
 
交通のご案内：相鉄線 二俣川駅より3分 

 
 

 



▼ 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 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 

第147号・湘南鎌倉人工関節センター・2018年6月  

平成30年7月14日（土）14時～（13:30開場）、横浜駅東口すぐの場所にある横浜崎陽軒本店6F会議室にて
公開医学講座を開催致します。 
当日は事前申込制：定員100名まで入場できる広い会場で講演となります。 
痛みとなっている原因そして治療方法まで医師はじめ専門スタッフによる講演を予定しております。 
医療相談ブースも設けておりますので、ぜひこの機会にご参加くださいませ。 
  
日時：平成30年7月14日（土）14：00～16：00(予定） 
                  ※開場は13:30～ 
場所：横浜崎陽軒本店 6F会議室 （バリアフリーの化粧室もあり） 

    〒220-0011 
     神奈川県横浜市西区高島2-13-12 
      
 
 電車利用・・・・ 
  横浜駅東口の階段を上がり、横浜中央郵便局の方へお越しください。郵便局の向かいです 
  注）来場者様の専用駐車場ない為、当日は公共交通機関利用の上、ご参加願います     

 参加される皆様へ 
 
湘南鎌倉人工関節センターは2004年に日本初の人工関節専門施設として開院し、これまでに6000例を 
超える手術を行ってきました。 
患者さんや、ご家族にとって、手術を受けるという事は大きな不安を伴うことです。しかし、ご自身の関節
の状態を把握し、治療方法、回復過程を知る事で、不安が軽くなり、積極的に治療に参加することで、  
痛みのない生活を取り戻せる可能性があります。 
今回の講座では、股関節の痛みの原因から治療方法まで、人工関節専門のスタッフがお話します。 
             
                                              整形外科 医長 落合俊輔 
                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ▼2018年5月手術件数 
         (単位：件) 
人工股関節置換術  ：51  
人工膝関節置換術  ： 0 
人工股関節再置換術： 1 
         その他： 1 

 
 ▼ 6月外来休診日   

     
    6/29（金） 
 
※6/28（木） 
PM～臨時外来あり（再診） 

  【6月院内講座のお知らせ】 
 
  ①6/7（木）14：30～（要申込） 
      講師：平川和男 
  ②6/21（木）14:30～（要申込） 
      講師：三原政彦 
   申込先：0467-47-2377 
 

 
 
 

 
 

   
 
    

目次 時間 講演タイトル 

開会の挨拶 14：00～14:10 院長          平川 和男 

講演① 14:10～14:40 整形外科 医長    落合 俊輔 専門施設で行う人工股関節置換術 

講演② 14:40～15:00 総看護師長     工藤 瑠理子 入院～退院後の生活 

休憩 15:00～15:20 

講演③ 15:20～15:40 理学療法士      佐藤 良治 股関節のリハビリ 

質疑応答 15:40～16:00 

閉会の挨拶                  16:00～ 副院長          髙栁 聡 
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転倒予防～4つのポイント～ 
転倒による事故は日常生活の中で最も多く、年間約6万人が転倒のために救急搬送されています。 

（東京消防庁『救急搬送データからみる日常生活の事故』より） 

人工股関節の脱臼を避けるためにも、日々の生活で「転ばない暮らし方」を心がけましょう。 

日光浴をして運動 

日光浴でビタミンDが作られると、骨が 

丈夫になります。筋肉やバランス力も高まり、
転びにくいからだ作りが期待できます。 

エクササイズを無理なく続ける 

人工股関節置換術を受けた方に向けて 

考えられている当院のリハビリを、 

日々無理なく継続しましょう 

 

水分補給 

水分が不足すると、体に変調をきたしやす
く、転びやすい状態になります。 

のどが渇く前にこまめに摂取しましょう。 

住環境を整える 

床の上に小物を置かない、滑りやすい敷
物はしかないor固定する、コード類を固定、
といったことで、転ぶリスクを下げられます。 

日時：平成30年7月5日（木）14:30 
場所：湘南鎌倉人工関節ｾﾝﾀｰ 

    3F ﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

講師：整形外科医長 玉木 康信                

 

※要申込：0467-47-2377 

日時：平成30年7月14日（土）14:00    

場所：横浜崎陽軒ビル6階 

講師：整形外科医長 落合俊輔 

総看護師長 工藤瑠璃子 

理学療法士 佐藤良治 

※拡大版です※ 

※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 

▼2018年6月手術件数 
(単位：件) 
人工股関節置換術  ：52件  
人工膝関節置換術  ：  0件  
人工股関節再置換術：  3件  
▼ 7月外来休診日：なし 
 

院
内 

院
外 
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日時：平成30年8月9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：副院長  

         髙栁 聡          
電話 または ホームページ 
        にて 要申込 

       定員：25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 

▼2018年7月手術件数 

      (単位：件) 
 人工股関節置換術 ： 63    
 人工股関節再置換術：0 
 その他         ：0 
  

http://www.skjrc.jp/ 

▼8月外来休診日 
    
        なし 
 

ちょっと一言・・・・・ 

連日ニュースやラジオ
等で熱中症・熱射病に
対する注意喚起を耳
にします。みなさん適
度な休息と水分・塩分
補給に心がけ体調に
留意しながらお過ごし
ください。 

日時：平成30年8月23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  

         齋藤 彰          
電話 または ホームページ 
        にて 要申込 

       定員：25名 

 去る7月14日（土）14:00～横浜東口を出てすぐ前にある崎陽軒ビルに
て公開医学講座を開催致しました。 
当日は猛暑にもかかわらず84名の方に参加いただきました。 

 各部署専門の医師・看護師・リハビリスタッフが当院で行っている人工
股関節置換術について講義を行いました。 
（講師・タイトルは 下記参照） 

股関節痛にお困りの方、まだ人工関節は必要と言われてはいないけれ
ど今後のために勉強を・・・・etcなど様々な悩みをかかえている方、 そ

して支えるご家族も同行され講座内容を熱心に聞き入る姿を多く見かけ
ました。 
 現在、毎月2回定例で医学講座を開催しております。ご希望者は事前
に予約が必要となりますので、下記講座お知らせ参照の上、予約TELを
よろしくお願い致します。 
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足の筋肉の痛みやコリを解消するツボです。 
松尾芭蕉の「おくのほそ道」にも「長歩きの疲れを癒すために三里の 
ツボに灸をすえる」という意味の有名な一節があります。 
簡単に探す方法は、親指と他の4本の指でL字を作り、親指を膝頭の 
上側にひっかけた時に中指の先辺りがあたる場所。 
親指やボールペンの頭などで強めに押しましょう。 

 

次回の公開医学講座のお知らせ 

▼発信元：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 
▼2018年8月手術件数（単位：件） 
人工股関節置換術：67 
人工股関節再置換術：3 
その他：0 
▼9月外来休診日：なし 
 

日時：9月6日（木）14：30～16：00 
場所：当院3F ラーニングセンター 
講師：整形外科 医長 落合 俊輔 
要申込：0467-47-2377 

日時：9月21日（金）14：00～15：00 
場所：地球市民かながわプラザ 多目的室 
最寄駅：JR本郷台徒歩1分 
講師：整形外科 三原 政彦 
申込不要 

書籍のご紹介② 
～当院を取り上げて頂きました～ 

書籍のご紹介① 
～平川院長の記事が掲載されました～ 

Newton別冊人体完全ガイド 
★院内販売中★ 

週刊朝日MOOKいい病院2018 
★書店にて取寄可能★ 

歩き疲れに効くツボのご紹介～足三里～ 
参照：https://www.sawai.co.jp/kenko-suishinka/tsubo/201504.html 
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日時：平成30年10月4日（木）                
          14：30～ 
場所：当院3階 
     ラーニングセンター 
 

講師：副院長 

      髙栁 聡   
   
電話にて 要申込   
          定員：25名 

日時：平成30年11月2日（金） 

           
場所：未定 
 

講師：副院長  
       髙栁 聡 
 
 

詳細決まり次第HP更新予定
です。今しばらくお待ちくださ
いませ。 

 
▼ 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  
 
 
▼2018年9月手術件数 

        (単位：件) 
 
人工股関節置換術： 47         
人工股関節再置換術：0 
         その他:：0                                                                                              
 
 
  
 
▼10月休診日 
 
 
 
     10/19（金） 

http://skjrc.jp/ 

 この度、理学療法士向けの専門書、 「股関節理学療法マネジメ
ント」を共同執筆致しました。初の執筆で大変苦労しましたが、 

平川院長、鈴木室長の手厚いお力添えのおかげで無事に完成さ
せることが出来ました。 

 近年、介護や育児、ペットの世話、仕事などといった理由で早期
退院を望む患者さんが増加傾向となっています。 

そこで、『人工股関節全置換術後に安全な早期退院が可能となる
ための取り組み』について当院で工夫している点についてまとめ上
げました。 

 今後もより『安全な早期退院』『早期機能回復』が可能となるよう
研究を重ね、より良い取り組みを考案していきたいと思っています。
研究のご協力の際には、どうぞよろしくお願い致します。 
  
                             リハビリテーション科  
                                   二宮 一成 

 
そっくり！笑 
患者さんが 

描いてくれた
逸品です♥ 

本年も8月27日（月）～8/31（金）にかけて、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の
みなさん(計6名）が医療現場で実習を行いました。 

当院と関連施設である湘南鎌倉総合病院で専門分野の
実地実習がありました。 
 
1日目：湘南鎌倉総合病院 循環器科 
2日目：湘南鎌倉総合病院 放射線治療 
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：湘南鎌倉総合病院 麻酔科 
 

各診療科で最先端の医療や技術を見学・学んでいただき
ました。今後の研究に役立てていただき、よりよい医療の
提供につながればうれしい限りです。 



風疹・インフルエンザにご注意ください 
風疹の感染者数が、前回流行した 
2013年以降では、最も多い数になっています。 
右グラフ：東京都感染症予防ｾﾝﾀｰHP 
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/rubella/rubella/ 

インフルエンザと共に 
ワクチン接種や手洗い・うがいで 
予防を心がけましょう。 

 

当院では体調が優れない方の面会を 
制限させていただく場合がございます。 
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じょいんと通信 

～今後の公開医学講座のお知らせ～ 

日時：平成30年11月2日（金） 
    14：00～股関節 
    15：00～膝関節 
 
場所：横須賀市産業交流プラザ 
    3階第1研修室 
    （京急線汐入駅 徒歩1分） 
      
講師： 
湘南鎌倉人工関節センター副院長：髙栁 聡 
湘南鎌倉総合病院膝関節センター：末永 亮   
   
予約不要 
湘南鎌倉総合病院 膝関節センターとの 
共同開催です。 
          

日時：平成30年11月8日（木） 
     14:30～股関節のみ 
           
 
場所：湘南鎌倉人工関節センター 
    3階ラーニングセンター 
 
 
講師：整形外科部長 齋藤 彰 
 
 
 
要予約 
Tel: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 

 
 
 
▼2018年10月手術件数 

        (単位：件) 
 
 人工股関節置換術：61          
人工股関節再置換術：2 
         その他:：1                                                                                              
 
 
  

 
▼11月休診日 
    11/16（金） 
    11/23（金) 

http://skjrc.jp/ 

第6回SKJRCセミナー開催 

10月19日（金）、20日（土）の2日間、 
第6回SKJRCセミナーを開催しました。 
・Basic Course（若手医師のため）、  
・Advanced Course（これから人工関節を極めたい医師のため） 
の2部構成で、 
全国各地の人工関節に精通した先生方に 
ご講演いただきました。 
受講生の方にも全国からお集まりいただき、 
盛会裏に終えることができました。 
本会が今後のより良い治療提供に 
役立てれば幸いです。 
ご協力いただいた患者様、ありがとうございました。 

 
←講義風景→ 

本セミナーにおいて
ご協力 

いただきました患者
さま、 

ありがとうございまし
た。 
 

講
演
風
景 

講
演
風
景 



 
▼ 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 
 
 
 
▼2018年11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 
その他      ： 0 

 
 
 

 ▼ 12月外来休診日   
 

なし 
 

12月27日（木）AM・PM   
12月28日（金）AMのみ 

 
  

 
年始は、 
 
平成31年1月4日(金)より、 
 
外来診察が始まります。 
 
 
 
 
 
http://skjrc.jp/ 
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 今年も湘南鎌倉人工関節センターでは、クリスマス会を開催致します。 
昨年大好評だった「バルーンアートショー」を予定しております！！ 
様々な形を創りだすバルーンアート。小さいお子様～大人の方までみなさまで
楽しめる会となります。 
ご家族様・ご友人の方をお誘いあわせの上お越し下さい。 
 尚、お席には数に限りがございますので、立ち見となってしまう場合もござい
ます、予めご了承下さい。 
又、これからの季節は風邪をひいたり体調を崩しやすくなりがちです。 
皆さまが楽しく冬を過ごせるよう、日頃から手洗い・うがいをしっかり行いま
しょう！！ 
それでは下記日程でお待ちしております！ 

  次回の医学講座 

クリスマス会のお知らせ 

日時：平成30年12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     三原 政彦 
        理学療法士   二宮 一成 
 
        
電話 または ホームページにて           
要申込 

       定員：25名 
 

日時：平成30年12月6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 落合 俊輔 
    理学療法士   二宮 一成 

           
 
電話 または ホームページにて 
要申込 

       定員：25名 

日時：平成30年１２月17日（月） 
時間：入場１５：３０／開演１６：００ 
場所：湘南鎌倉人工関節センター 
    ２Ｆ待合室 
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