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湘南鎌倉総合病院広報誌

特集 ◀

◀

当院での人工膝関節手術について
人工膝関節センター 医師

末永

亮

がん哲学外来 講演会
2018 年度 QI 大会を開催
がんサロン
救急訓練が行われました！
別紙

第３回 湘南鎌倉マンモサタデー
乳がん サポートミーティング開催 !
糖尿病週間フェスティバル開催
第４回 マタニティ坐禅のお知らせ
医療・介護フェスティバル IN 湘南鎌倉総合病院

散在ガ池森林公園（鎌倉湖）
撮影者：施設管理 前島 崇忠

Doctor's

VOICE

ドクターから患者さんへ

当院での 人 工 膝 関 節 手 術 について
「膝の痛みで外に出かけることが少なくなった」
「膝が痛くて趣味の踊りを辞めてしまった」
このようにおっしゃる患者さんが私たちの外来には多く来られます。

人工膝関節センター 医師

末永

亮

まつえ りょう

H22年 久留米大学医学部卒業 亀田総合病院初期研修
H24年 亀田総合病院整形外科後期研修
H28年 亀田総合病院整形外科医員

H29年 湘南鎌倉総合病院人工膝関節センター医員

高齢者の場合膝が痛くなる原因の多くは「変形性膝関節症（へんけいせいひざかんせつしょう）」
であるといわれています。私たち人工膝関節センターのスタッフは、この変形性膝関節症による
膝の痛みの緩和と治療に日々取り組んでいます。

2 SHONAN
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■変形性膝関節症とは
膝関節はおもに、大腿骨（太ももの骨）と脛骨（すねの骨）によって構成されて
います。この２つの骨の間には軟骨が存在し、歩行や階段昇降の際、体重による
衝撃を吸収するクッションの役目を担っています。しかし、年齢とともに我々の体
重を支えている膝関節は軟骨がすり減り、骨同士が露出し、ぶつかって小骨折が
生じます。これにより激しい疼痛が生じ膝の変形をきたした状態を変形性膝関
節症といいます。

■保存的治療（手術をしないで痛みを取る治療法）・・・当科で行なう第一の治療
外来に来られる患者さんからは「町の整形外科ですぐに手術しなさいといわれた」
「軟骨がなくなっちゃったのだからもう
手術しかないと思う」などの声を聞
くことがあります。
しかし、我々はすぐに手術をお勧
めすることはありません。
まずは３ヶ月の徹底した保存治療
（3 大ケア）を試みます。① 体重を
減らし、②太ももの筋力を強化し、
③歩行の仕方を変えることで膝の痛
みが改善する場合があります。初診
から 3 ヶ月目の再診では約７割の人
に症状の改善が認められました。

■手術の話 ・・・第二の治療
保存治療を行っても膝の痛みが改善しない場合のみ、手術のお話をします。
当科の特徴として、
関節の半分のみ人工関節に入れ替える
「半置換術」
（UKA）
を全国の施設の中でも非常に多く行っています。
「半置換術」は手術時間も
短く、皮膚を切る長さも少なくて済む、患者さんにとって負担の少ない手術
であるといえます。そのため、手術後の回復も早く、膝の曲がりも良く退院も
早期にできることが特徴です。
変形が強く、半置換術を行うことが難しい患者さんには
「全置換術」(TKA)
をお勧めしていますが、どちらの手術も筋肉を切らずに行い、手術後のリハ
ビリを良好に行うことができるように努めています。

■ 3D- テンプレート（術前計画）
我々は人工膝関節の手術を受ける患者さんに対し、全例に 3D- テンプレートを使用した術前計画を立てています。3D- テ
ンプレートとは、当科の巽一郎センター長が開発した、コンピューターソフトウエアです。実際の手術をする前にコンピューター
の中で一度手術が終わります（シミュレーション）。これにより術前
から一人一人に最適な人工関節の形やサイズを選択することができ、
より早く安全な手術を行うことができます。

■膝の痛みのない生活を目指して
「膝の痛みがよくなって外出することが楽しみになった」
「膝が
痛くなくなったので、また趣味を始めようと思う」このような声
が聞けることが楽しみで、私たちは日々診療に当たっています
膝の痛みでお困りの方は是非一度、ご相談ください。

外来は完全予約制です

お問い合わせは

人工膝関節スタッフ一同（前中央）巽 一郎センター長
（前左）末永 亮医師（前右）原 憲司部長

0467-46-7172（直通）へ

月〜金曜 10：00〜16：00

SHONAN
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人工膝関節センター
治療と手術の流れ
Treatment Flow
初診

K nee Joint
Reconstruction
Center
■治療の流れを説明します

First medical examination

■人工膝関節全置換術（TKA）

❶患者さんとご家族に「膝のしくみ」
「保存的治療（3 大
ケア）
」
「人工膝関節手術」について説明をします。
❷レントゲン写真をもとに、問診・触診を行い病状を
説明します。
❸保存的治療の方法を説明します。

再診

Re-examination 1回目(初診から約３ヶ月後)

保存的治療を3ヶ月行った結果を診断
効果があった
（約７割）
■保存的治療をさらに

3〜6ヶ月間継続

Mail

（術後）

■人工膝関節単顆置換術（UKA）

効果が
乏しかった
■手術を検討
（半置換術か全置換術）を決定。

初診から３ヶ月で７割の人の痛みが軽減
4 SHONAN

（術前）

（術前）

（術後）

Operation Flow

■手術の流れを説明します

麻酔科専門医師により、患者さんの苦痛
を回避するべく麻酔が施される。

巽センター長が考案したソフトによる 3Dテンプレートをもとに手術を行う。事前に
シミュレーションを行った上で、個々に最
適なインプラントと位置を決定する。

術中の感染予防
策として特殊な
手術服を着用し
てバイオクリーンルーム（空気の流れがコン
トロールされた特別な手術室）で行う。

4

5

6

足全体の角度など念入りなチェックを行い
ながら手術を進めていく。

金属製のインプラントが体重の 5 ～ 8 倍
の負荷がかかる膝を支えていく。

8

9

半置換

全置換

手術成功

筋膜を切らず傷口も小さいため、術後早
期に歩けるようになるのもこの術式 (MIS=
最小侵襲人工関節置換術 ) のメリット。

スムーズな手術をサポートしてくれるリカ
ルド看護師は医師たちにとって欠かせない
存在。

無事成功し関節が動かせるようになった
ことに思わず笑みがこぼれる。



レントゲン検査

縫合



使用器具

手術で使用するのはまるで大工道具のよう。

サポート

手術道具の一例

7

チェック

ていしんしゅう

低侵襲手術

皮膚の切開は半置換6cm、全置換
１２cm。術後のスムーズな膝の曲げ
伸ばしのために筋膜を全く切らない手
術を行い、出血も少ないため輸血が
ほとんど必要なく早期に退院できる。

感染予防

3

手術準備②

2

手術準備①

1



術後すぐレントゲン撮影をして確認を行う。

医師のもとには治療した患者さんからの、
多くの感謝の手紙や写真が届く。

SHONAN
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湘 南 鎌倉

×

外来

講演会開催

がん哲学

ひ

樋野興夫
先生

講演は「ことばの処方箋」

がん哲学外来を全国展開されている樋野興夫先生がついに湘南鎌倉へ

来られた奇しくもその日、樋野先生の「朝日がん大賞受賞」のニュースが
飛び込んできた。大学での病理医の業務も行いながら、がん哲学外来、
講演、カフェなど全国を行脚されている樋野先生の業績が広く周知のことと
なるのは嬉しく、
この日に当院に先生をお迎えできるのは誇らしかった。
「70%
の悩みを一日悩むから動けない。
1時間しっかり考えると疲れるから外に出る」
とか、
「人生の目標は品性の完成である」
「病気であっても病人でない。
病気も

アンケート結果

個性」
など、
樋野先生の講演は患者さんに対する
「ことばの処方箋」
であると
同時に万人に生きる道しるべとなる言葉が満載である。

がん哲学外来を湘南鎌倉で

広報活動はしたものの、土曜の午後にどれだけの方に来ていただけるか、

当日になってみないとわからず、スタッフは不安な気持ちであったが、続々
と院外の一般の方々が来場され（参加者 95 名）
、Q&A のコーナーも大変
充実した内容となり、皆さんが満足した様子で会場を後にされ、スタッフ一
同ホッとした。樋野先生からは「がん哲学外来を湘南鎌倉でしよう」といっ
ていただき、開設に向けて準備したい。また、
「仕事で聞きに行けなかった」
という職員からの声もあり、今度は院内職員向けに講演を企画したいと考
えている。

◀

「Q&A コーナー」 で患者さんから
の質問に１つ１つ答える先生。
「がんは個性」という言葉には会場
からの反応が大きかった。
冒頭ではオンコロジーセンター長
の下山ライ医師よりお言葉をいただ
きました。

◀

6 SHONAN
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年齢分布
90代1名 20代1名
80代3名
30代3名

（乳腺外科：田中 久美子）

70代7名

40代7名

60代13名 50代12名

人数 95名

{
{男性
女性

患者74名
医療関係者21名
35名
60名

満足度
大変良い
良い

30
22

どちらでもない

5

やや不満
不満

0
0

合計

57

参加者の皆さんの感想
●テーマから想像していた内容とは違い含蓄があり味わ
い深い話でした。
●「病気であっても病人ではない」、
「病気も個性である」、
『( － ) × ( － )=( ＋ )』など先生のおっしゃる言葉を自
分なりに考えてみたいと思います。素敵なお言葉です。
●生き方・考え方の参考になりました。
●『Q ＆ A コーナー』での先生の返答に感動しました。
前向きに明るく、時には自分に無頓着に生きていこう
と思います。
●神奈川県内の中学校の教員です。悲観ばかりで「なぜ
私が？」とばかり。でも、
『自分の使命』がわかった気
がします。がん教育で貢献します。
●実際の『がん哲学外来』を湘南鎌倉でもして貰いたい。

QIとはQuality Improvement
（品質改善）のこと。

2018年度 QI大会を開催
当院には QI センターがあり、病院として組織的に、医療の原点である安全・安心の確保と
医療の質の向上を目指した QI 活動に取り組んでいます。

MAKURA

SHONAN KA

生件数を減少させ、より安全で安心な医療をもたらしたとの QI

2014 年以来、例年秋に開催する QI 大会もこの一環です。
優れた QI 活動を職員間で共有し、称え、より良い活動に練り

演題が選考されました。事務・看護・医療安全といった多部門・

上げていくための病院の一大イベントとなっています。本年度は

多職種が連携することで、患者さんに有益な成果を示したこと

9 月 7 日㈮に開催させていただきました。あらかじめ選考された

が印象的な QI 活動でした。

20 演題を、医師、看護師、医療専門職（薬剤師、放射線技

そして、最も高く評価され最優秀演題賞に選ばれたのは、待

師など）、事務職など職種を問わない 250 名超の職員対象に発

ち時間に関して患者さんに抱かせてしまう不快な感覚（待ち

表していただくとの内容です。

時間ストレス）の緩和を狙った演題でした。この QI 活動では、
本 年 度で 5 回目となる QI

「AIDET」というコニュニケーションツールを職員が学び、患

大会ですが、回を重ねるごと

者さんのお気持ちにより配慮して丁寧な説明を心がけるなど、接

に発表される QI（品質改善）

遇の改善に努めました。そうしたところ、外来でお待ちになる患

活 動は洗 練され、且つ、具

者さんのストレス度合いは、アンケート調査の結果が示す限り改

体的で本質的なものになって

善したという内容です。しかもこの改善は、統計的にも意味のあ

いくことが 感じられます。20

るレベルとなりました。この QI 活動は、あらゆる職種が連携し

演題に共通して、QI の基本的な流れ、すなわち改善すべき問

て病院一丸で進められています。

題の特定、対策の立案（目標を含む）、具体的な取り組みとそ
の効果検証が的確に行われていました。その中でも、より踏み
込んだ着想を持つ QI 活動が、出席者の投票と座長推薦にもと
づき、特に優秀であるとして選考されました。
3 等賞にあたる奨励賞は、医師事務作業補助者（医師の事
務的な業務を一部代行できる資格を持った事務職）の活躍によ
り、紹介状や診断書といった書類が従来と比べてより迅速に発
行できるようになったことを示す内容でした。さらに医師対象の
調査により、どういった職務が医師事務作業補助者に期待され
ているかを明らかにすることで、医師事務作業補助者の職務の
あるべき姿と目指すべき方向を鮮明に示しました。
優秀演題賞には、従来問題となっていた経鼻チューブトラブ

このように、当院では QI（品質改善）に継続的に取り組んで

ル（経管栄養などに用いられる管の抜け・外れなど）への対策

います。活動を進める上で、患者さんの視点で物事を捉え、検

として、粘着力・保持力が高いテープならびに皮膚トラブルを起

討することがとても重要だと考えております。お気づきの点がご

こしにくいリムーバー（剥離剤）を導入したことで、トラブルの発

ざいましたら、是非、ご意見・ご要望としてお寄せください。

奨励賞

脳卒中センタークラーク 千葉 のぞみ 副主任

演題名：文書代行業務による完成遅延
の低減化 ～医療秘書に関する医師へ
のアンケート調査～

最優秀演題賞
リハビリテーション科

根本 敬 室長

演題名：本邦で「エイデット（AIDET）」
は通用するか？ ～外来待ち時間に関
するクレームの低減化を目指して～

資材課

優秀演題賞
大島 裕次郎 主任

演題名：チューブ固定補助テープ導入
に伴う経鼻チューブトラブルインシデ
ントの考察について

SHONAN
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SHONAN

がんサロン
〈場所〉 ２ F ２１番 オンコロジーセンター待合室
参加費無料・事前申込不要・自由参加

〈対象〉 患者さんとそのご家族
〈定例〉 第３土曜日（祝日除く）

Number 139
2018 October

10 20 土
14～16時

〜セルフケア、 ドレナージ（マッサージ）について〜

〈最初の３０分に〉 リンパ浮腫療法士 岡本明恵 看護師によるレクチャー付

14～16時

「がんに役立つ色んな情報の探し方」
〜病気のこと、生活のこと、仕事のこと〜

〈最初の３０分に〉 がんサロン代表 武田裕子 によるレクチャー付

湘南鎌倉総合病院
ホームページアドレス： http://www.shonankamakura.or.jp
（直通）
健康管理センター：0467-44-1454 人工膝関節センター：0467-46-7172
しょうなんメール 編集・発行：湘南鎌倉総合病院 年報広報誌委員会

8 SHONAN
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年報広報誌委員会

〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370番1
TEL 0467-46-1717（代表） FAX：0467-45-0190

編集・発行 湘南鎌倉総合病院

医 療 法 人 沖 縄 徳洲会

亮

9 月 10 日㈪に日比谷花壇大船フラワーセンターにて
自爆テロを想定した救急訓練が行われました。 この訓練
は 2019 年に行われるラグビーワールドカップや 2020 年
に行われる東京オリンピック開催に伴い、 テロ災害が発
生する可能性を見据え、 訓練を通じて関係機関同士の
連携を深めることを目的として実施されました。
当院からは医師 ・ 看護師 ・ 薬剤師 ・ 事務職員で構成
される DMAT-L が出動し、 鎌倉市内の救急隊や大船警
察、 藤沢市消防局救急隊、 横浜市消防局救急隊など、
多くの関係機関が集結しました。
今回の訓練ではフラワーセンターにて自爆テロが発生したという想定で、 大船指揮隊長の指示の下、 各部隊
が連携しながら速やかにトリアージを行い、 傷病者を医療機関へ搬送するなどの訓練を行いました。 また、 敷地
内では爆発物処理班も出動し、 不審物の処理活動も行われました。 参加したスタッフからは 「日頃からお互い
に顔の見える関係を構築することの重要性を改めて感じました」 といった感想が聞かれました。 今後も訓練を欠
かさず、 有事の際にスムーズな対応を行えるように努めていきたいと思います。

人工膝関節センター 医師 末永

自爆テロを想定したCBRNE救急訓練が行われました

特 集：当院での人 工 膝 関 節手 術について

「リンパ浮腫のセルフケア間違っていませんか？」

11 17 土

Mail

がん体験者の語りの場です。 ふらっとお気軽にお越しください！

第３回

湘南鎌倉マンモサタデー

乳がん

興味のある方
どなたでも
ご参加ください！

10月は『ピンクリボン月間』

開催！

10 月 27日（土） 13:00～16:00

日時：
会場：湘南鎌倉総合病院

別館 2F 健康管理センター / 別館 3F 講堂

乳がんサポートミーティング 内容
13:00 ～14:00
別館3F
講堂

ミニレクチャー

当院のスペシャリストがミニレクチャーを
行います！

●アピアランスケアについて ●乳がんと薬物療法 ●放射線治療について

14:00 ～16:00
別館2Ｆ
健康管理センター

パネル展示 パネル展示＆担当者がブースでお待ちしています！
ピンクリボンクイズに挑戦! がんサロンで語ろう！
● 乳がん検診 ● 乳がんの検査・治療 ●新しい薬物療法
●超音波装置デモ ● 乳房再建 ●人工乳房 ●アピアランスケア
● リンパ浮腫の予防と治療 ● がんサロン
（カフェ）開催 など

毎年
恒例！

「湘南鎌倉 糖尿病週間 フェスティバル」開催！！
日 時：11月4日
（日）10：00～15：00
会 場：長谷寺観音堂前（江ノ電「長谷駅」下車 徒歩5分）
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(長谷寺の開門時間は8：00～16：30です)

AY
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※フェスティバルへの参加は無料ですが、長谷寺への拝観料が必要となります。

ETES D

藤沢↑

イベント内容
●管理栄養士によるお食事相談
●医療相談＆薬剤相談＆運動相談
●「濱田屋」の低カロリー弁当販売（数に限りがございます）
●血糖値測定及びヘモグロビンA1c測定など

ブルーサークル
（Blue Circle)

11月14日の世界糖尿病
デーのシンボルとして
掲げられています。

長谷寺

鎌倉駅

→

駅」

「長谷
江ノ電

世界糖尿病デーに関連し講座を行います

「知らなきゃ損々 糖尿病」
日 時：11月5日
（月）
14：00〜

会場：鎌倉芸術館 3Ｆ集会室
▲昨年のイベント風景

（JR「大船駅」
より徒歩約10分）

自分と向き合う時間、
作りませんか？

お産に備えて目まぐるしく
変化する自分。
心に一時の静寂を。

Zazen
3rd Maternity

▲血糖値測定の様子

第４回

！
マタニティ坐禅開催します！
日
開
対
予

時：12月17日
（月）
10：00～13：30
場：北鎌倉 建長寺
象：体調の良い妊婦さん
約：湘南鎌倉総合病院 お産センター

0467-46-1717（代表番号）

医療・介護フェスティバル
IN 湘南鎌倉総合病院

１１月１８日
（日）

開催 平成３０年
日時

10：00～15：00

● スタンプラリー

すべてそろえたらプレゼントゲット！
●

秋の体力測定
骨密度 ・ リハビリ体操 etc..

● アニマルセラピー

● 栄養相談

試食もご準備しています！
● 展示

・ ご紹介

医療費の仕組み、救急車・介護車、
介護用品、介護サービス、在宅ケアグッズ

関連施設の
バスツアー行います！
担当：総務 川久保

その他にも、 たくさんの
体験や展示を
ご用意しております！

院内コンサートも開催！
地元の演奏家の皆さまによる室内楽の演奏を
予定しています。
●時

間

14：30～15：00

●場

所

1F エントランス

●曲

目

モーツァルト ピアノと管楽のための五重奏曲

