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nagomi-GROUP CREDO

私たちは、医療のプロとしての自覚を持ち、人に感動を与える仕事をします。

私たちは、常に患者さまに対して誠実で、真摯な態度で向き合います。

私たちは、患者さまの利益を第一に考え、丁寧で優しく温かい気持ちで接します。

私たちは、クリニックを常に清潔に保ち、気持ちよく仕事が出来る環境を作ります。

私たちは、チームワークを大切に考え、人の嫌がる仕事を率先して行います。

私たちは、レベルの高い医療を提供すべく、知識と技術の獲得に努力いたします。

私たちは、経営者の感覚を持ち、常に経費を意識して行動します。
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nagomi-GROUP INTRODUCTION

まつだ整形外科クリニック
医療法人社団nagomi会
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医療法人社団nagomi会

カフェまつぼっくり

医療法人社団 nagomi会                    anniversary10th



医療法人社団 nagomi会　 　　 anniversary message10th 医療法人社団 nagomi会　 　　 anniversary message10th

03

M
ESSAG

E

M
edical C

orporation Association n
a

g
o

m
i

02｜医療法人社団 nagomi会 10th anniversary

我より古（いにしえ）を作（な）す
　2010年5月1日に医療法人社団nagomi会まつだ整
形外科クリニックは熊谷市弥藤吾で産声を上げました。
そしてこの度、創立10周年をスタッフとともに元気に迎え
ることができますことを大変嬉しく、誇りに思います。これ
もひとえに健康スポーツクリニック澁澤一行院長、
nagomi会のクレドを信念として、共に前向きに頑張って
くれたスタッフ、そしてサポートしていただいた関係各位、
地域の皆様のおかげです。心より厚く御礼申し上げます。
　10年前にさまざまな想いを胸に秘め、覚悟を決めて開
業を決心したのがつい最近のように思えます。当時、自己
資金もほとんどない状況で無事に開業できたのはコンサ
ルタントの八須和夫様のご尽力の賜物です。また、開業
において多くの皆様のご支援、ご協力をいただきました。
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
　開業する際に、「我より古を作す」を座右の銘とすると
心に決めてこの10年間を過ごしてきました。この言葉は
中国の「宋史」に出典されており、昔のやり方にこだわら
ずに自分で新しい方法を考え出して、自分から模範とな
る先例をつくるという意味があります。言い換えれば、これ
から自分がなさんとする事は前人未到の新しい分野であ
るけれども、予想される困難や試練に耐えて開拓に当た
るという、勇気と使命感を示した言葉でもあります。何度
もこの言葉に助けられ現在に至っています。思い起こせ
ばこの10年間、さまざまなことがありました。2011年の
東日本大震災。計画停電や放射能問題などで診療も制
限され、何が出来るか見つめ直す貴重な期間となりまし
た。2012年には外来中に激しいめまいと吐き気で倒れ、
10日ほど診療できない状態となりました。この時助けて
いただいたのが、熊谷医師会副会長の池田基昭先生、
地元妻沼の内田クリニック内田信之先生、そして開業の
きっかけを与えてくださった、さめじまボンディングクリ

ニック鮫島浩二先生のご三名です。また、現場を守ってく
れたスタッフをはじめ、急なお願いにもかかわらず、多く
の先生方に代診を引き受けていただき一日も休診するこ
となく対応できました。本当に有難うございました。医師の
不養生とはよく言いますが、健康の大切さ、有難みを再認
識するいい機会となりました。その後も公私にわたり助け
ていただいており、今の自分があるのは先生方のおかげ
です。本当に感謝申し上げます。
　nagomi会は増築と改築の10年間でした。2013年に
理学療法室の増築およびいきいき薬局様の移転、第2駐
車場の増設、2017年には「医療」と「スポーツ」と「食」を
融合させ、健康寿命の延伸、地域社会の活性化、貢献を
コンセプトにした複合施設である健康スポーツクリニッ
ク、メディカルフィットネスfine、cafe matsubokkuriを
開設しました。昨年には一般社団法人健康スポーツ研究
会主催の市民公開講座も行いました。
　開院当初に掲げた7つのクレドは現在でもぶれること
なくnagomi会の信念になっています。今後も我々はクリ
ニックならではの温かみとフットワークの軽さを持ちなが
ら、レベルの高い医療を提供するとともに、医療、スポー
ツ、食の融合から健康寿命の延伸、地域社会の活性化に
貢献すべく尽力していく所存です。
　最後に、私のわがままを（やむなく）聞き入れ、常に協
力しサポート、応援しエールを送り続けてくれている家族
には感謝しかありません。どうもありがとう。
　今後ともnagomi会と末永くお付き合いいただければ
幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

松
田 

芳
和

Matsuda Yoshikazu
医療法人社団 nagomi会 理事長

　おかげさまで医療法人社団nagomi会は、
10周年という節目を迎えることができました。
　2010年の開業当初は右も左も分からず、
nagomi会のクレドや「患者様にやさしくレベ
ルの高い医療を提供する」という指針、そして
理事長の「絶対うまくいく。大丈夫」という謎の
自信のもと無我夢中でした。ようやく周りを見
るゆとりが少しでき始めた2017年、新施設を
開業しました。新施設の開業準備を進めるうえ
で2010年のまつだ整形外科クリニック開業
時の様子と重なることも多く、当時は無我夢中
で気づくことができなかった多くの方々のご
支援、ご協力に改めて気づき一層の感謝の思

いが膨らみました。
　今、周りを見渡すとnagomi会を色々な角
度からご支援してくださっているたくさんの
方々の存在を感じます。そして、nagomi会ク
レドのもと同じ方向を向いて日々の業務に励
んでいる心強いスタッフ。また新参者の私共
をおおらかに受け入れてくださった熊谷市妻
沼という地域。
　これからもすべての方々への感謝の気持ち
を力に変えて、より一層の地域貢献、社会貢献
に努める所存です。今後とも宜しくお願い致し
ます。

　医療法人nagomi会は今年で創立10年を迎
え、2017年10月に開設したメディカルフィットネ
スfineは3年目を迎えています。10周年という節
目を迎えられましたのも、多くの方々のご支援や
支えがあってこそだと思います。
　松田先生との出会いは、平成16年4月に私が
石井クリニックへ新卒で入職したときまで遡るこ
とになり、何年か先生の下で勉強させていただい
ておりました。それから再びnagomi会の一員とし
てご一緒させていただいております。初めてお会
いした時から常に前向きでエネルギッシュであ
り、その勢いが全く衰えることなく現在のnagomi
会の発展に繋がっていると感じております。
　まつだ整形外科クリニックの開業当初はわず

か5名でのスタートでしたが、それが今や
nagomi会全体で50名近くのスタッフが在籍し
ており、メディカルフィットネスfineは『医療』と『ス
ポーツ』と『食』を通じて健康寿命の延伸に貢献
できるよう取り組んでおります。昨年熊谷で開催さ
れたラグビーワールドカップや、2021年夏まで
に行われる予定である東京オリンピック2020に
よって、スポーツに対する想いが高まっていること
と存じます。一方で、ロコモティブシンドロームや
サルコペニアなど、健康寿命に関する言葉を日
常目にするようにもなっております。そういった想
いや関心に対して少しでもお力添えができればと
考えております。今後とも皆様のご指導とご鞭撻の
ほどよろしくお願いいたします。
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　施
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長

　まつだ整形外科クリニック開院10周年おめ
でとうございます。現在のnagomi会の発展は
松田先生のすばらしいリーダーシップと並々な
らぬ努力があってのことと存じます。私とまつク
リの出会いは2014年、当時勤務していた堀江
病院で初めて松田先生にお会いし、2015年か
ら手外科専門外来の機会をいただいたことが
始まりです。まつクリの賑やかさや遠方からも集
まる患者様の数の多さに大変驚いたものです。
その後nagomi会は地域の健康寿命の延伸・
活性化を目指し、「医療」と「スポーツ」と「食」の
融合をコンセプトにした新たな施設を立ち上
げることとなり、2017年10月に健康スポーツク

リニックが開院しました。
　高齢社会が進む現在、健康寿命の延伸が必
要とされる中、整形外科医にはこれまでの疾患・
外傷の治療だけでなく、健康維持の予防医学も
求められています。開院2年半が経ち、徐々に地
域に認知され、メディカルフィットネスfineも含
めて多くの方が利用されています。しかし地域
の健康寿命の延伸には10年20年と長く関わっ
て初めて貢献できるもので、健スポはまだその
スタートを切ったばかりです。運動器疾患の予
防と治療で地域貢献できるよう長きにわたり努
力を重ねたいと思います。今後とも皆様の御指
導と御鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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　院
長

Shibusawa Kazuyuki

　nagomi会創立10周年おめでとうござい
ます。この記念すべきタイミングに仲間に加え
て頂くことになりまして、誠に光栄に感じてお
ります。
　松田先生とは、以前同じクリニックの医師と
理学療法士として、5年間一緒に治療に携わっ
ておりました。松田先生は湘南鎌倉人工関節
センターに移られ、その後地元に戻り、まつだ
整形外科クリニックを開設され、患者様から
大変良い評判であることを聞き、嬉しく思って
おりました。しばらくご無沙汰しておりましたが、
ある日突然先生から連絡を頂き、一緒に
nagomi会を盛り上げて行かないか！とのお

誘いを受けました。大変嬉しく思いましたし、何
より松田先生の「医療とスポーツと食を通じ
て、地域の方々を健康にするという思いを何と
しても成し遂げたい」という言葉に感銘を受
け、nagomi会に加わる決意をしたのです。
　まだ入職して日が浅いのですが、nagomi
会のスタッフはクレドを良く理解し、日々患者
様、会員様に誠実に真摯に向き合っていると
私には感じられます。これからも地域の皆様や
nagomi会の事業を支えて下さる関係各位に
はご指導を頂きながら、「患者様にやさしくレ
ベルの高い医療を提供する」ことに尽力して
参りますので、宜しくお願い申し上げます。
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でとうございます。現在のnagomi会の発展は
松田先生のすばらしいリーダーシップと並々な
らぬ努力があってのことと存じます。私とまつク
リの出会いは2014年、当時勤務していた堀江
病院で初めて松田先生にお会いし、2015年か
ら手外科専門外来の機会をいただいたことが
始まりです。まつクリの賑やかさや遠方からも集
まる患者様の数の多さに大変驚いたものです。
その後nagomi会は地域の健康寿命の延伸・
活性化を目指し、「医療」と「スポーツ」と「食」の
融合をコンセプトにした新たな施設を立ち上
げることとなり、2017年10月に健康スポーツク

リニックが開院しました。
　高齢社会が進む現在、健康寿命の延伸が必
要とされる中、整形外科医にはこれまでの疾患・
外傷の治療だけでなく、健康維持の予防医学も
求められています。開院2年半が経ち、徐々に地
域に認知され、メディカルフィットネスfineも含
めて多くの方が利用されています。しかし地域
の健康寿命の延伸には10年20年と長く関わっ
て初めて貢献できるもので、健スポはまだその
スタートを切ったばかりです。運動器疾患の予
防と治療で地域貢献できるよう長きにわたり努
力を重ねたいと思います。今後とも皆様の御指
導と御鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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Shibusawa Kazuyuki

　nagomi会創立10周年おめでとうござい
ます。この記念すべきタイミングに仲間に加え
て頂くことになりまして、誠に光栄に感じてお
ります。
　松田先生とは、以前同じクリニックの医師と
理学療法士として、5年間一緒に治療に携わっ
ておりました。松田先生は湘南鎌倉人工関節
センターに移られ、その後地元に戻り、まつだ
整形外科クリニックを開設され、患者様から
大変良い評判であることを聞き、嬉しく思って
おりました。しばらくご無沙汰しておりましたが、
ある日突然先生から連絡を頂き、一緒に
nagomi会を盛り上げて行かないか！とのお

誘いを受けました。大変嬉しく思いましたし、何
より松田先生の「医療とスポーツと食を通じ
て、地域の方々を健康にするという思いを何と
しても成し遂げたい」という言葉に感銘を受
け、nagomi会に加わる決意をしたのです。
　まだ入職して日が浅いのですが、nagomi
会のスタッフはクレドを良く理解し、日々患者
様、会員様に誠実に真摯に向き合っていると
私には感じられます。これからも地域の皆様や
nagomi会の事業を支えて下さる関係各位に
はご指導を頂きながら、「患者様にやさしくレ
ベルの高い医療を提供する」ことに尽力して
参りますので、宜しくお願い申し上げます。
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　この度は、松田芳和先生ならびに関係スタッフの皆様
方に於かれましても益々のご清栄のこととお慶び申し上
げます。
　この度はまつだ整形外科クリニック様の10周年、心よ
りお祝いを申し上げます。
　2010年5月、聖天様のおひざ元とも呼べる妻沼の地
にご開業された日の事を昨日のように思い出します。
　松田先生も、クリニックの運営は初めてのことで、今日
に至るまで沢山の困難がおありだったと思いますが、伝
え聞く先生は常に優しく朗らかで、私たちも働く上で大変
救われました。
　あの日から10年。今では健康スポーツクリニックもご
開業され、「再生医療」や「地域医療への貢献」、「医療と
スポーツと食の融合」を始め魅力的なコンテンツを次々

と確立なさり、「患者さまに優しいクリニックであること」
「患者さまにレベルの高い医療を提供すること」という、
松田先生の方針に御賛同されて集まったスタッフの皆
様も、当時の10倍以上と伺いました。
　そうして集まったスタッフの「One team（強い結束）」
と、松田先生の同じ目線に立ってお話をしてくださるその
誠実なお人柄に惹かれて、地域の方のみならず全国より
患者様が押し寄せる大人気のクリニックとなられたのだ
と思います。
　私達も、今後の松田先生の素晴らしい「RUN」に必死
でついていけるようにこれからも全力で頑張る所存です。
今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
　末筆ながら、より一層のご発展、ご活躍をお祈り申し
上げます。

祝
辞

医療法人社団 nagomi会　 　　 congratulatory speech10th 医療法人社団 nagomi会　 　　 congratulatory speech10th

　この度は医療法人社団nagomi会の設立及び、まつだ
整形外科クリニックの開業 満10周年 おめでとうござい
ます。大変嬉しく、心からお祝い申し上げます。
　12年前、松田様のご自宅に初めて伺った際に開業の
夢、理想、理念を拝聴しました。
　当時から明確な目標と理念を持たれており、私自身身
の引き締まる思いをした事を思い出します。
　埼玉県は人口に対して日本一の医療過疎地ではあり
ますが、この熊谷市においての整形外科領域は全国平
均値以上の過密地帯でした。そんな熊谷市で候補地探
しをして、将来性、拡張性も含め12ヶ所から3候補地に絞
り、現在の1900平米の妻沼の土地が選定されました。
　土地を購入という条件で、開業時には法人設立が優

位と判断し実行。融資にも優位な立場となる為、関係諸
官庁＆金融機関との交渉等松田夫人(マネージャー様)
にも積極的に行動して頂き、また、愛娘様が『パパのせん
もんはココ！』と現在使用されているロゴマークを作成、
ご家族全員で作り上げた【まつクリ】です。
　開業3年目には拡張計画がスタートし、設計上の動線
問題、駐車場の土地問題など、熟考を重ねて現在の形と
なりました。
　開業5年目には次なるステップが進行し始め、それが
医療とスポーツと食の融合計画です。3年前に開業したこ
の施設にも携わる事が出来たことは、私自身仕事冥利に
尽きるというものです。医療法人社団nagomi会の更なる
発展と理念の追求、実行を楽しみにお待ちしております。

祝
辞

　松田芳和先生、そしてnagomi会スタッフの皆様、こ
の度は誠におめでとうございます。まつだ整形外科クリ
ニック様の開院10周年に際し、心からお祝い申し上げ
ます。
　10年を経ても尚、益々の発展を遂げようとする松田先
生ならびにnagomi会の皆様の姿には、大きな勇気を頂
いております。私も日々の事業に邁進する中で、10年の
重みと長さをひしひしと感じております。テクノロジーの
進化と共に、社会の変化のスピードは、この10年間でさ
らに加速したように思います。この変化の激しい時代に
おいて、10年もの間、組織を発展させ続けることの難し
さも比例して加速しているように思います。
　このような環境において、時事刻 と々自らが変化しな

がら発展を遂げるnagomi会の皆様は、まさにダーウィ
ンの「唯一生き残るのは変化できる者である」を体現す
る最強の組織であると確信しております。私自身も松田
先生をはじめ皆様の変化を恐れない姿を目の当たりに
して、勇気を頂くと同時に、共に発展をする機会を頂け
たことに心から感謝しております。
　これから先の10年も、恐らく想像も出来ない社会の変
化が訪れると思いますが、常に最適な形に進化しなが
ら、共に発展していくことが出来れば心より嬉しく思って
おります。10年後が楽しみです。
　本当にこの度は誠におめでとうございます。

　この度は医療法人社団nagomi会まつだ整形外科ク
リニックが開院10周年を迎えられましたことを、心よりお
祝い申し上げます。
　院長の松田芳和先生とは、まだ開院前で湘南鎌倉人
工関節センターに勤務されている時から親しくさせてい
ただいております。初めてお会いした際に、東京駅近く
の居酒屋で二人ともフラフラになるまでお酒を飲み交
わしたことを懐かしく思い出します。
　開院当時は5名のスタッフでしたが、今では50名を
超すまでになり、その間、「メディカルフィットネスｆｉｎｅ」、

「cａｆｅ ｍａｔｓｕｂｏｋｋｕｒｉ」等を次 と々開設され、その勢い
はとどまるところを知りません。この10年間の松田先生
を象徴的な言葉で表すとすれば、「Chal lenge ＆

Advance」（挑戦と前進）であると感じております。
　毎年、納涼会と忘年会にご招待いただき、スタッフの
皆様にもお会いしますが、皆、生き生きとしており、やる気
に満ちて働いていることが容易に想像できるところです。
　これからも、日本の医療業界を牽引するフロントラン
ナーとして、医療法人社団nagomi会まつだ整形外科ク
リニック及び関係者の皆様のますますのご発展を心より
願っております。

　ご開院10周年おめでとうございます。心よりお祝い申し上
げます。
　｢まつクリ｣には、「医療とスポーツと食の融合」を通して、
地域社会の健康と活性化に貢献しようとする松田先生の熱
い理念に惹かれた皆さんが集まっておられることを常に感
じております。ご開院以来、基盤となる整形外科医療の枠か
ら、健康スポーツクリニック、メディカルフィットネス、再生医
療と次々に新しい分野に目を向け、いずれの取り組みにお
いても大きな成果を上げて来られました。お会いするスタッ
フの皆さんが、目を輝かせて常に前向きな姿勢で職務に取
り組んでおられる様子には、常々感服しております。松田先
生は、今般の城西大学客員教授ご就任を機に、後進を育て
るべく教育の場にも夢を膨らませておられますが、未来に向

けての展望がどんどん広がって行く様は、まさに「夢を実現し
ようとする人」の姿です。納涼会や忘年会でお会いする様々
な業界の皆さんも、松田先生の常に新しいことに挑戦する
馬力と、常人にはない卓越した視点に惹かれて集まった
方 と々思います。私同様、皆さん各様に将来のまつクリの進
化を楽しみにされています。松田先生がまつクリに託された
理念が、今後着実に定着して行けば、地域社会のみならず
日本の医療に対する概念を新しいものに変える力となるの
ではないでしょうか。そして、その思いが、教育活動を通じて
しっかりと後進に引き継がれて行くことを期待しております。
　今後とも、「まつクリ」ブランドの発展と、そこで奮闘される
スタッフの皆様のご活躍を祈念して、お祝いの言葉とさせて
いただきます。

Ogawa Kazuya
ジンマー・バイオメット合同会社
職務執行者 会長兼社長 小川 一弥

　医療法人社団nagomi会まつだ整形外科クリニック開
院10周年心よりお祝い申し上げます。
　2010年（平成22年）5月に当地で開業され開院式に
招待して頂き当クリニックでの開催でした。私が1996年

（平成8年）の開業ですので14年程前に開業しておりま
す。開業前から鮫島先生や八須さんとの関係で松田先
生と親しくさせて頂いており先生の所の納涼会や忘年会
にも参加して乾杯の音頭をとらせて頂いたりしました。
　最初少ない職員からスタートし2017年（平成29年）
には健康スポーツクリニックを開院され今では50人の
大所帯です。これもひとえに松田先生御夫妻の人徳によ
るものと考えます。
　また医師会活動にも積極的に参加され熊谷さくらマ

ラソン医療支援走や埼玉県ラクビー協会メディカル委
員として活動され昨年のラクビーワールドカップではメ
ディカルドクターとしても活躍されておりその記事を埼
玉県医師会誌に投稿されております。
　今後もお忙しい日々をお過ごしのことと推察致します
が20周年・30周年目指して益々のご繫栄を祈念してお
ります。健康にはくれぐれもご留意して下さい。

医療法人杏樹会
池田内科眼科クリニック 理事長 Ikeda Motoaki池田 基昭 みらい総合法律事務所

代表パートナー Tanihara Makoto谷原 　誠

セルソース株式会社
代表取締役社長 CEO Tsumamoto Masato裙本 理人

株式会社ドリーム
代表取締役 Nakata Takuya中田 卓也株式会社HACHISU企画

代表取締役社長 Hachisu Kazuo八須 和夫
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スポーツと食の融合」を始め魅力的なコンテンツを次々

と確立なさり、「患者さまに優しいクリニックであること」
「患者さまにレベルの高い医療を提供すること」という、
松田先生の方針に御賛同されて集まったスタッフの皆
様も、当時の10倍以上と伺いました。
　そうして集まったスタッフの「One team（強い結束）」
と、松田先生の同じ目線に立ってお話をしてくださるその
誠実なお人柄に惹かれて、地域の方のみならず全国より
患者様が押し寄せる大人気のクリニックとなられたのだ
と思います。
　私達も、今後の松田先生の素晴らしい「RUN」に必死
でついていけるようにこれからも全力で頑張る所存です。
今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
　末筆ながら、より一層のご発展、ご活躍をお祈り申し
上げます。

祝
辞
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整形外科クリニックの開業 満10周年 おめでとうござい
ます。大変嬉しく、心からお祝い申し上げます。
　12年前、松田様のご自宅に初めて伺った際に開業の
夢、理想、理念を拝聴しました。
　当時から明確な目標と理念を持たれており、私自身身
の引き締まる思いをした事を思い出します。
　埼玉県は人口に対して日本一の医療過疎地ではあり
ますが、この熊谷市においての整形外科領域は全国平
均値以上の過密地帯でした。そんな熊谷市で候補地探
しをして、将来性、拡張性も含め12ヶ所から3候補地に絞
り、現在の1900平米の妻沼の土地が選定されました。
　土地を購入という条件で、開業時には法人設立が優

位と判断し実行。融資にも優位な立場となる為、関係諸
官庁＆金融機関との交渉等松田夫人(マネージャー様)
にも積極的に行動して頂き、また、愛娘様が『パパのせん
もんはココ！』と現在使用されているロゴマークを作成、
ご家族全員で作り上げた【まつクリ】です。
　開業3年目には拡張計画がスタートし、設計上の動線
問題、駐車場の土地問題など、熟考を重ねて現在の形と
なりました。
　開業5年目には次なるステップが進行し始め、それが
医療とスポーツと食の融合計画です。3年前に開業したこ
の施設にも携わる事が出来たことは、私自身仕事冥利に
尽きるというものです。医療法人社団nagomi会の更なる
発展と理念の追求、実行を楽しみにお待ちしております。
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ます。
　10年を経ても尚、益々の発展を遂げようとする松田先
生ならびにnagomi会の皆様の姿には、大きな勇気を頂
いております。私も日々の事業に邁進する中で、10年の
重みと長さをひしひしと感じております。テクノロジーの
進化と共に、社会の変化のスピードは、この10年間でさ
らに加速したように思います。この変化の激しい時代に
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がら発展を遂げるnagomi会の皆様は、まさにダーウィ
ンの「唯一生き残るのは変化できる者である」を体現す
る最強の組織であると確信しております。私自身も松田
先生をはじめ皆様の変化を恐れない姿を目の当たりに
して、勇気を頂くと同時に、共に発展をする機会を頂け
たことに心から感謝しております。
　これから先の10年も、恐らく想像も出来ない社会の変
化が訪れると思いますが、常に最適な形に進化しなが
ら、共に発展していくことが出来れば心より嬉しく思って
おります。10年後が楽しみです。
　本当にこの度は誠におめでとうございます。

　この度は医療法人社団nagomi会まつだ整形外科ク
リニックが開院10周年を迎えられましたことを、心よりお
祝い申し上げます。
　院長の松田芳和先生とは、まだ開院前で湘南鎌倉人
工関節センターに勤務されている時から親しくさせてい
ただいております。初めてお会いした際に、東京駅近く
の居酒屋で二人ともフラフラになるまでお酒を飲み交
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　開院当時は5名のスタッフでしたが、今では50名を
超すまでになり、その間、「メディカルフィットネスｆｉｎｅ」、

「cａｆｅ ｍａｔｓｕｂｏｋｋｕｒｉ」等を次 と々開設され、その勢い
はとどまるところを知りません。この10年間の松田先生
を象徴的な言葉で表すとすれば、「Chal lenge ＆

Advance」（挑戦と前進）であると感じております。
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Ogawa Kazuya
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職務執行者 会長兼社長 小川 一弥

　医療法人社団nagomi会まつだ整形外科クリニック開
院10周年心よりお祝い申し上げます。
　2010年（平成22年）5月に当地で開業され開院式に
招待して頂き当クリニックでの開催でした。私が1996年

（平成8年）の開業ですので14年程前に開業しておりま
す。開業前から鮫島先生や八須さんとの関係で松田先
生と親しくさせて頂いており先生の所の納涼会や忘年会
にも参加して乾杯の音頭をとらせて頂いたりしました。
　最初少ない職員からスタートし2017年（平成29年）
には健康スポーツクリニックを開院され今では50人の
大所帯です。これもひとえに松田先生御夫妻の人徳によ
るものと考えます。
　また医師会活動にも積極的に参加され熊谷さくらマ

ラソン医療支援走や埼玉県ラクビー協会メディカル委
員として活動され昨年のラクビーワールドカップではメ
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医療法人杏樹会
池田内科眼科クリニック 理事長 Ikeda Motoaki池田 基昭 みらい総合法律事務所

代表パートナー Tanihara Makoto谷原 　誠

セルソース株式会社
代表取締役社長 CEO Tsumamoto Masato裙本 理人

株式会社ドリーム
代表取締役 Nakata Takuya中田 卓也株式会社HACHISU企画

代表取締役社長 Hachisu Kazuo八須 和夫
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心地よい水の刺激
で、全身をマッサー
ジします。特徴は
「水」の流体特性を応
用し、浮遊感に包ま

れながら手技療法と同様の力強く心地よい
「マッサージ」と「指圧」を作り出します。水圧を利
用し、「さする」「こねる」「もむ」「おす」「たたく」「な
でる」「のばす」といった多彩なパターンで、頭か
らつま先まで全身をマッサージします。さらに、
柔軟性も期待できるマッサージ機能も付いて
ます。全身マッサージで心地よい水の刺激です。

症状や体格に合わ
せた適切な重さで
牽引する、首と腰の
牽引が一体化した
最新の治療器です。
アームとベルトで
しっかりと身体を
支え、シートは体に

優しくフィットするため、快適な状況で治療を受
けられます。牽引中に両下もものマッサージが
同時に行われるため、リラックスして心地よく
眠ってしまう患者さまも多くおられます。
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　まつだ整形外科クリニックは、2010年5月に埼
玉県熊谷市弥藤吾（旧妻沼町）の地に誕生しまし
た。医療法人社団nagomi会松田芳和理事長の思い
をカタチにした最初の建物です。
　ここ旧妻沼町には、日本三大聖天様の1つとして
知られる妻沼聖天山があり、夫婦の縁はもちろんの
こと、家内安全・商売繁盛・厄除け開運などあらゆる
良縁を結んでいただける寺院が存在、2012年には
国宝としての指定を受けています。
　まつだ整形外科クリニックの開院にあたり2つの
大きな柱があります。
　ひとつは、患者様に優しいクリニックであること、
もうひとつが、患者様にレベルの高い医療を提供す

ることです。
　診察室や処置室、リハビリ室への入室はすべて
自動ドアとし、さらに患者様への貸し出し用の傘ま
で用意しています。
　また、患者様にレベルの高い医療を提供するた
め、開院当初よりレントゲンはもちろんのこと、骨密度
測定装置、ＭＲＩも完備し、整形外科で必要な検査が
すべて出来る環境を整えて開業を迎えました。
　開業にあたりたくさんの方々のご協力を賜り完成
した「まつだ整形外科クリニック」が、地域医療への
貢献と地域社会の活性化を目指し、5名のスタッフ
と一緒に松田芳和の使命を未来へと繋ぐ第一歩を
踏み出しました。

2010年5月 開院

まつだ整形外科クリニック
医療法人社団nagomi会

1.5テスラのMRIを完備しています。
レントゲンでは評価できない靭帯、筋肉や軟骨
など、整形外科疾患の診断には必要不可欠な評
価を可能としました。

腰椎と大腿骨で測定し、正確な評価、診断をす
ることにより、適切な診断、治療が可能となりま
す。最も正確で信頼できる測定装置がこのDXA
法です。

3次元から患部をとらえ、立体的な電流のうね
りが生体深部を広範囲に刺激する最新治療器
です。従来の3極吸引導子を6極にすることで、
3Dの治療モードを２部位同時に使用すること
が可能です。

外からの光を取り入れています。木を使って温
かみを出しています。最前席は高さのあるイス
を用意いたしました。足腰の弱い方でも楽に
立ったり座ったりできます。

MRI ES5000高度骨密度検査DXA

牽引治療器 ウォーターマッサージベッド

医療法人社団 nagomi会歩みnagomi-GROUP HISTORY

待合室
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　健康スポーツクリニックは、2017年10月に開院しまし
た。日々多くの患者様と身近に接する中でずっと思い描い
ていた「医療」を中心として、身体を動かす「スポーツ（メ
ディカルフィットネスfine）」と、身体の源となる「食

（cafe matsubokkuri）」を融合させた施設がついに誕生
しました。
　健康スポーツクリニック特徴の１つとして、澁澤院長の
専門分野を活かした上肢の日帰り手術があります。超音波
を用いた伝達麻酔による安全性・麻酔の確実性により入
院が必要な手術も日帰り手術で行うことを可能としていま
す。日帰り手術には、入院準備が不要であること、患者様及
びご家族の方に入院に対するストレスがないこと、そして
入院費用がないので治療費が抑えられるといったメリット

があります。
　そしてもう１つの特徴が内科医の管理のもと、生活習慣
病の予防と治療にも力を入れていることです。この取り組
みと密接に関わってくるのが医療法第42条施設のメディ
カルフィットネスfineで、特徴の１つは健康保険を適用して
利用できる運動施設であることです。健康寿命の延伸を図
るには運動（スポーツ）は、欠かすことのできない１つです。
　さらに併設されているcafe matsubokkuriでは、fine利
用者へのプロテインスムージーの提供や、栄養を考えた
食事メニューでお客様の健康をサポートしていきます。
　松田芳和の使命を果たすために、全国から注目される
施設がついに走り出しました。

2017年10月 開院

健康スポーツクリニック

　整形外科とは、運動器疾患の症状を改善させ機
能を回復させる機能外科であります。そこには医師
だけの力では到底成立せず、ナースや診療放射線
技師など多くの部署の協力が必要です。中でもとり
わけ治療に重要な役割を担うのが「PT: Physical 
Therapist」理学療法士です。当院では医師が診断
してある程度の治療方針を決定し、PTにバトンパ
スを行い復帰までの責務を担うという一連の流れ
が確立されています。開院当初はPT募集を掲げま
したがなかなか人材に恵まれませんでした。そのた
め、PT不在の状態で開院し、自宅で出来るホーム
エクササイズなどを診療中に指導しておりました。
口コミでクリニックの存在が知られるようになり、ま
た開業時から提携先病院（堀江病院）での手術を

継続することにより、術後のPTが可能であることも
周知され徐々にPTスタッフが集まるようになってき
ました。以前よりPTの重要性を強く認識していたた
め、開院2年目に運動器Iの基準を満たすべく理学
療法室を増築することとなりました。工事にあたり、
いきいき薬局様にご理解をいただき現在の場所に
移転していただくなど大工事となりましたが、竹並建
設(株)様にご尽力いただき、休診することもなく無事
に行うことができました。
　2020年4月現在、まつだ整形外科クリニックでは
PT6名、健康スポーツクリニックでは5名のPTが活
躍しています。今後もnagomi会にPTは欠かせませ
ん。ますます一致団結して多くの患者さんの治療にレ
ベルの高い医療を提供すべく尽力していきます。

医療法人社団 nagomi会歩みnagomi-GROUP HISTORY
医療法人社団 nagomi会歩みnagomi-GROUP HISTORY

まつだ整形外科クリニック理学療法棟 増設

完成時 理学療法士スタッフ

リハビリ室

手術室 リハビリ室

カフェまつぼっくり

2013年11月 増設

メディカルフィットネス fine
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メディカルフィットネス fine

　『医療』×『スポーツ』×『食』を通じて健康寿命の延伸に貢献
するというコンセプトのもと、『運動』の要素を担うのがメディカ
ルフィットネスfineです。厚生労働大臣認定の運動型健康増進
施設であり、一般会員だけでなく、生活習慣病を有する方は「メ
ディカル会員」として生活習慣病の予防・改善を目的に利用して
いただくことができます。サーキットトレーニングやエアロバイ
ク、トレッドミルを使用しての有酸素運動、さらにはマシンエクサ
サイズ、スタジオプログラム、理学療法士やトレーナーによる
パーソナルトレーニングなど、多岐にわたる運動メニューを通し
て、安全に楽しく、そして効果的に運動を継続していただくことが
当施設の目標です。

　cafe matsubokkuriは健康スポーツクリニックとメディカル
フィットネスfineに併設し、「食」を通してお客様に「より良い健
康」をサポートしております。
　食材は国産のものにこだわっており、特にお米は熊谷市にあ
る埼玉県農業技術研究センターで開発された埼玉県のブラン
ド米「彩のきずな」を使用、さらに岩手県産の雑穀をブレンドして
提供しております。ちなみに「彩のきずな」は観測史上最も暑い夏
の高温障害を生きぬいた“奇跡の一株”から誕生したお米なの
です。
　当店では、メディカルフィットネスfineを利用している方向け
に飲みやすいオリジナルプロテインスムージーや、季節の旬な
野菜を使用したスムージー、医師監修のもと考案された健康を
サポートする「Dr.スムージー」を提供しております。また、お食事
メニューは、テイクアウトできるサンドイッチや週替わりのラン
チBOX、店内のみとなる低カロリーな減塩ランチ、運動後に最
適な疲労回復ランチをご用意しております。どなたでもご利用で
きますので、お気軽にお越しくださいませ。

2017年10月 開業

カフェまつぼっくり

松田芳和院長監修の
Ｄr.スムージー

2017年10月 開店

［ トマト酢ムージー ］

トマト

健康寿命の延伸にはこの一杯を

BCAA
（アミノ酸）

黒酢
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医療法人社団 nagomi会
nagomi-GROUP HISTORY

はじまり
▶まつだ整形外科クリニック完成まで◀

着工～基礎工事

▶健康スポーツクリニック完成まで◀

木工事

設備・内装・サイン

▼

完　成
▼ ▼

▼

▼

▼

着工～基礎工事

完　成

設備・内装・サイン

鉄骨・外壁工事
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医療法人社団 nagomi会
nagomi-GROUP HISTORY

　nagomi会の信念は今後もぶれることなく不変です。
１）患者さんに温かみのあるレベルの高い医療を提
供すること。

２）医療とスポーツと食を融合させ、疾病の予防に尽
力し、健康寿命の延伸に寄与すること。

３）スポーツを通じて社会貢献および地域社会の活性
化に寄与すること。

これらの3点は、今後もnagomi会の未来を語るうえで
欠かせません。

　現在、日本の医療モデルには限界が来ていると確
信しています。膨大し続けている医療費は2018年で
約43兆円、2025年には50兆円を超えるとも予測さ
れています。周知のとおり、少子高齢化が背景にあり、
高齢者一人を支える現役世代の数は1965年で9.1
人、2012年で2.4人、2025年には1.2人になると言
われています。医療費のカットが進めば、人件費に打
撃を与え、必要な設備投資もできず適切な医療を提
供することが出来なくなってしまいます。このような現
状の中で上記3点の目標を実現していくために、
nagomi会として、覚悟と責任を持って変革・改革に
取り組む必要があります。私は次の3項目について実
現・実行していきます。

１）nagomi会の7つのクレドを深く理解し、最強の接遇
を実行。また、スタッフ個々が医療人のプロ意識、向
上心を持って貪欲に知識、技術の獲得に精進する。

２）医療とスポーツと食を融合させた独自のドックや
検診などを生み出し、横展開していく。nagomi会プ
ロデュースの新たな自由診療を一つの柱としてい
く。過程と結果をしっかり出し可視化していくことで、
疾病予防の健康寿命の延伸に寄与する。

３）老若男女、レベルを問わず、地元のあらゆるスポー
ツ競技団体やコミュニティーとタイアップして、その
活動を可能な限りメディカルの立場でサポートす
る。地域レベルでのスポーツが活性化し、人が集ま
りコミュニティーが生まれることで地域社会は活性
化していく。その中心的な役割を今後担っていく。

　現在の医療を取り巻く環境は極めて流動的で厳し
いと言わざるを得ません。地球温暖化により10年に一
度、50年に一度の自然災害レベルが全国各地で毎
年のように起こっています。この原稿を書いている現
在、新型コロナ肺炎がパンデミックと宣言され、日本
国内でも増加が続いており、収束の目途が立っていま
せん。今後も予期せぬ困難が生じることを避けること
は出来ないでしょう。
　nagomi会を今後いかなる逆境にも耐えるべき、臨
機応変に対応できる柔軟性と力強さを兼ね備えた組
織にしていきます。先人の皆さんが築き上げた日本の
誇る国民皆保険だけに頼ることなく、再生医療やドッ
ク、検診を中心とした自由診療に徐々にシフトしていく
ことで、フレキシブルでよりレベルの高い医療を提供し
ていきたいと考えています。
　One teamで前進していくnagomi会の5年後、10
年後が私自身楽しみです。

これから医療法人社団 nagomi会
nagomi-GROUP HISTORY

いま
「医療」×「スポーツ」×「食」 － 健康寿命の延伸 －

nagomiメディカルカップ　中学生硬式野球大会

ランニングクリニック

熊谷さくらマラソン医療支援

BCリーグ武蔵ヒートベアーズ
チームドクター

メディカルパートナー

ARUKAS熊谷
メディカルパートナー

熊谷高校ラグビー部
チームドクター

体幹ドック／メタボドック／ひざドック
背骨ドック／脳ドック／カラダチェック

整形外科健診

籠原卓球親睦大会 ラグビー祭り

アスリートサポート

地域イベントとの交流

cafe matsubokkuri健康食

入谷式インソール

再生医療

予　防

公開講座

「医療」と「スポーツ」と「食」の融合

富山医科薬科大学（現富山大学）ヨット部主将 当時の松田理事長（右側）
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医療法人社団 nagomi会　 　　 chronology10th
2010
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media
04月02日
04月08日
　　　　　
04月24日
04月24日
　　 25日
05月01日
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

06月14日
　　　　　
08月30日
11月27日
 　　　　
12月11日
　　　　　

01月19日
04月09日
04月30日
　　　　
05月21日
05月21日
　　　　　
07月30日
11月19日
　　　　　

01月14日
　　　　　
03月11日
　　　　

04月01日

04月08日
04月21日

05月10日
08月26日

01月25日　
　　　
02月15日　
03月15日　
　　　

03月23日
04月15日
05月01日
10月05日

医療法人社団nagomi会　設立
まつだ整形外科クリニック　開設許可
まつだ整形外科クリニック　地鎮祭
市民公開講座「ひざの健康講座」　開催（太田市浜町勤労会館）
まつだ整形外科クリニック　内覧会

まつだ整形外科クリニック　開院
　医師1名　マネージャー1名　看護師１名　医療事務２名
　リハビリ助手1名　放射線技師1名
　　　 診療時間 　　 月   　火   　水   　木   　金   　土   　日

　   9:00～12:00　　〇   　〇   　休   　〇   　〇   　〇   　休

　 15:00～19:00　　〇   　〇   　休   　〇   　〇   14:00まで　休    祝日：休

まつクリ便りNo,1　発行
　整形外科・まつクリを知っていただくことを目的にスタート
まつクリ携帯サイト　開設
第1回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
　「膝のお話し」松田芳和 院長
第2回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
　「脳の病気についてのお話し」金三雄 先生

内科・脳神経外科外来　開設
脊椎外来　開設
第3回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
　「膝のお話し」松田芳和 院長
肩専門外来　開設
第4回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
　「肩のお話し」山本宜幸 先生
第5回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
第6回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）

第7回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
　「健康寿命を延ばす腰痛講座」川口善治 先生
市民公開講座　開催（太田市学習文化センター）
　「中高年のひざ関節の痛みと最先端治療
　　～小さな切開で筋肉を切らずに行う人工関節手術～」松田芳和 院長
まつクリ初の理学療法士　採用

まつクリ院長通信No,1　発行
市民公開講座　開催（深谷市市民文化会館）
　「中高年のひざ関節の痛みと最先端治療
　　～小さな切開で筋肉を切らずに行う人工関節手術～」松田芳和 院長
まつクリ便りNo,10　発行（まつクリ便り 最終発行）
まつだ整形外科クリニック理学療法棟増築工事完了

第8回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
　「あなたの骨は大丈夫??」松田芳和 院長
第9回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
第10回まつクリ会　開催（まつだ整形外科クリニック待合室）
　「知って得する頭の健康診断」診療放射線技師 松崎伸弘
　「骨粗鬆症予防の運動療法・生活動作」理学療法士 長山将吾
第24回熊谷さくらマラソンにまつだ整形外科クリニック　初参加
祝50号　まつクリ院長通信No,50　発行
まつだ整形外科クリニック土曜日午後診療　開始
市民公開講座　開催（足利市民会館）
　「中高年の膝関節の痛みと最先端治療」松田芳和 院長
　「変形性膝関節症のセルフケア」理学療法士 長山将吾

2010年（平成22年）

20112011年（平成23年）

20122012年（平成24年）

20132013年（平成25年）

20142014年（平成26年）

美的-12月号特集ページ「コリ＆むく
み、スッキリ解消！秘密のテクニック」の
中で「コリ・痛み・むくみを、自分で乗り
切るセルフケア術」についてコメントが
掲載されました。

サンデー毎日-8月夏季合併号、特集
ページ「整形外科大特集」の中で「人工
関節置換術を医療提供するクリニック」
として掲載されました。

埼北よみうり新聞-8月12日（796号）、
「膝関節痛の最先端医療」の講演会の模
様が掲載。
上毛新聞-10月17日（8面）、「ひざの部
分置換術」のコメントが掲載されました。
ビジネスジャーナル-11月25日、まつ
だ整形外科クリニック紹介されました。

毎日新聞社 毎日ムック-2月5日、「後悔
しない病院選び 整形外科読本」の特殊
ページを監修しました。

読売新聞社 2月4日発売、「病院の実力
2013総合編」に掲載されました。

テレビ東京放送3月13日、　Letters ～
感謝の手紙～ 松田院長出演
BSジャパン放送3月15日、 Letters ～
感謝の手紙～ 松田院長出演
ぎょうけい新聞社 
8月発売、「明日の
医療を支える頼れ
るドクター」に掲載
されました。

毎日新聞社9月30日発売、「病院最前線
2015」に掲載されました。
Ortho community2014に掲載されま
した。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

新聞・雑誌・学会講演など
メディア活動について
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医療法人社団 nagomi会　 　　 chronology10th
2015

2016

2017

05

media
04月11日
04月14日
04月18日
05月01日
05月09日
05月12日
11月01日

05月24日

01月15日
02月01日
04月10日
04月12日
05月26日
09月23日
　　 24日  
10月01日
10月02日

02月06日
05月01日
08月03日
10月10日
11月11日

02月19日

05月01日
05月28日

11月04日

11月12日

02月02日
　  ･03日

04月01日
05月01日

肩・肘専門外来　開設
手の外科専門外来　開設
スポーツ専門外来　開設
祝 開院5周年　まつだ整形外科クリニック
まつだ整形外科クリニック開院5周年記念式典
祝100号　まつクリ院長通信No,100　発行
骨ドック スタート

祝150号　まつクリ院長通信No,150　発行

健康スポーツクリニック　地鎮祭
株式会社トータルヘルスサポート　設立
まつだ整形外科クリニックに常勤医として澁澤一行先生が着任
まつだ整形外科クリニック水曜日診療　開始
頭痛外来　開設
健康スポーツクリニック　内覧会　

健康スポーツクリニック　澁澤一行 院長　就任
健康スポーツクリニック　開院
メディカルフィットネスfine　開業
cafe matsubokkuri　開店

健スポ通信No,1　発行
一般社団法人健康スポーツ研究会　設立
再生医療等提供計画　受理（関東信越厚生局）
運動型健康増進施設　認定（厚生労働大臣）
市民公開講座「ひざの健康と再生医療」
　－手術だけじゃない最先端の治療－ （熊谷市立文化センター）

日本人工関節学会で講演「再生医療について」（松田芳和 院長）

cafe matsubokkuri　Dr.スムージー販売　開始
第1回公開講座　開催（一般社団法人健康スポーツ研究会主催）
　「スポーツ障害における再生医療の役割」健康スポーツクリニック
　澁澤一行 院長
　「プロアスリートとして生きる」セルソース㈱所属　神野大地 選手
　「アスリートの故障を防ぐ食事」管理栄養士　安西仁美 先生
第2回公開講座　開催（一般社団法人健康スポーツ研究会主催）
　「膝のスポーツ障害」富山大学附属病院　下条竜一 先生
　「速く走るために」～動作改善で誰でも速くなる～
　プロスプリントコーチ　伊藤友広 氏 / 秋本真吾 氏
　「腸を鍛える食生活」～強いカラダは胃腸から～
　管理栄養士　萩野祐子 先生
ワンコイン栄養相談室　開始

第1回中学生硬式野球大会nagomiメディカルカップ　開催
　（一般社団法人健康スポーツ研究会　主催）
　優勝：熊谷リトルシニアチーム
松田芳和 院長　城西大学客員教授　就任
祝 開院10周年　まつだ整形外科クリニック
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20182018年（平成30年）

20192019年（平成31年）

20192019年（令和１年）

20202020年（令和２年）

ランナーズ5月号、「痛みとうまくつ
きあうための日常生活の姿勢」に
ついての取材コメントが掲載されま
した。
ランナーズ6月号、理学療法士藤田
が取材を受け、「ランナーズマイス
ター(中級)を取得したことで多角
的な治療プランを提案できるよう
になった」という内容が掲載されま
した。
ランナーズ7月号、「背伸びの効果」
についての取材コメントが掲載さ
れました。

ランナーズ1月号、「まつだ整形外
科クリニックの挑戦」というテーマ
が掲載されました。
BS-NHK10月6日、「ラン×スマ ～
街の風になれ～」に出演しました。
BS-TBS10月7日、「ひざの痛み解
決スペシャル 最新再生医療にかけ
る医師たち」に出演しました。
10月21日開催、「第10回 人工関
節を語る若手研究会」で会長を務
めました。

2月15日･16日、「第49回 日本人
工関節学会」で再生医療について
講演しました。
埼玉新聞社3月9日、医療支援走に
ついての取り組みが掲載されまし
た。

THE ANSWERのコラム9月24日
「半月板損傷=手術」じゃない“第3
の治療”再生医療でスポーツ界の常
識はかわるかがyahooニュースト
ピックスに掲載。

埼玉新聞2月4日、「第１回中学生硬
式野球大会nagomiメディカルカッ
プ」の開催が掲載されました。
2月28日松田院長著書

「現役サブスリーラン
ナー100人の悩みを解
決 走る医師団が答える
ランニングケア」を
出版。
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

新聞・雑誌・学会講演など
メディア活動について
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