
矢野先生への追悼文（患者さん、諮問委員の先生、関係団体からのお悔やみです。 

分量が多くなってしまいましたが、矢野先生を偲んでお読み頂ければ幸いです。） 
   

21/1/3  橘田泉様 

 

いつもお世話になっています。12 月の痛みのチェック表をお送りします。 

 

矢野先生が亡くなられて，もうすぐ 1 か月になりますね。矢野先生には

10 年お世話になりました。10 月と 11 月に入院させていただいた時に

は，お元気そうでしたので，本当に残念です。 

 

入院中に矢野先生から SIY という言葉を教えていただきました。Search 

insight yourself の略だそうです。これは橘田さんが，メールに書いてく

ださっている「心と身体のコミュニケーションをとりながら」という言葉に通

じるものですね。 

私は日頃，心の支えに聖書を読んでいます。聖書の中に「喜びにあふれ

た心は良い薬になる」という短い言葉があります。できないことや残念な

ことばかり考えていると，内向きになってしまいますが，毎日の生活で喜

べることや，感謝できることを考えて，自分の体と向き合っていきたいと思

っています。今は，毎日家の前をノルディックで歩いています。 

この考え方は大切な人を亡くした時にも力になりました。私は両親を亡く

した時に，父や母との楽しい思い出や，教えられたことを思い出して，感

謝や喜びを感じるようにしました。そうすると，悲しみが温かな思い出に

変わっていくのを実感できました。 

 

これからも，富士温泉病院でのリハビリを継続していきたいと考えていま

すので，よろしくお願いいたします。 

 

橘田様もお疲れが出ていると思いますので，どうぞご自愛ください。 

 
 

21/1/3 

 

 矢野先生の訃報はとても残念です。 
ご冥福をお祈り申し上げます 

 

今年も大変お世話になりました。 

 

コロナ感染が拡大で暮らしの先が 

見えませんが、ノルディックウォーキング 

体操する事を継続して何とか今年を乗り越えて 

行きたいものです。 

股関節日記添付致します。宜しくお願い致します。 

 

21/1/2  橘田様、 
 

明けましておめでとうございます。 

ご丁寧な年賀状ありがとうございました。 今年もよろしくお願いします。 

矢野先生がいらっしゃらないのですが、股関節日記をつけ続けています。１２月

分を送付します。 

先生の教えを思い出しながら、股関節を保っていきたいと思います。 

何かありましたら、ご連絡宜しくお願い致します。 



 

 

21/1/2 

 

 矢野 英雄先生 
 
前回の診察の時「お疲れのようですけど、お元気ですか？」と 
お訊きしたら「何を言ってるんだ。私はまだまだ元気だよ」と 
おっしゃったではありませんか。 
 
こんなに早く亡くなられてしまうと分かっていたら、もっとお礼を 
言っておくべきだったと思っています。 
 
矢野先生は、何を言っても面白がって聞いてくださいました。 
「おう、そうか」「面白いな」「その調子で頑張れ」 
答えはすべて肯定形でした。 
診察の日は結構待たされますが、矢野先生にお会いできるのは楽しみ 
でした。もうお会いできないと思うと、涙が溢れます。 
大変お世話になりました。 
絶対直してやるぞと、元気を頂いていました。 
矢野先生、本当にありがとうございました。 
 

21/1/1 

 

 富士温泉病院 橘田様 

 

東京の〇〇 〇雄です。 

 

12 月 31 日までの関節症：歩数・痛みチェック表を送付致します. 

 

矢野先生の訃報に接し、やりきれない空虚感を感じています。 

コロナ禍の中の新年ですが、明けましておめでとうございますとは言えないやり

きれない気持ちです。 

 

12 月 15 日に高月整形で矢野先生のヒアルロン注射を受ける予約をしてあったの

ですが、10 日に 

高月整形から電話があり、矢野先生の死去の報を受け仰天しました。年齢から言

って働きすぎでは 

無いかと心配していました。11 月に注射を受けた時、元気がないような感じがし

ていましたが、まさか 

の展開です。心からお悔み申し上げます。 

 

これからどのように誰に股関節治療について相談していけばよいのかと不安な気

持ちでいっぱいです。 

温泉病院から離れる気持ちはないので、これからの温泉病院の体制がどのように

なっていくのだろうか。 

すべての患者さんの気持ちに寄り添って対応していただける事を望みます。 

 

12 月は 7 日と 21 日にリハビリに行き、1月 13 日から 29 日まで入院したいとい

う 

申込書を郵送で送り受理されました。希望欄に PT は天野先生、OT は當山先生に

受けたい旨を書かせていただいた。 

わがままは言いにくいが、今回は症状が悪化したこともあるのであえて効果を期

待したいためなんとか 



お願いしたいと思います。 

 

しかしながら今後、矢野先生の股関節外来、ヒアルロン注射が受けられないのが

残念です。 

 

1 月 12 日火曜日午後に三上先生の診察を受け、その日は常盤ホテルに宿泊し、次

の 13 日朝から入院の予定です。 

レントゲン写真を撮っていただくのですが、左股関節の悪化がどのようになって

いるのかが不安です。 

今回 17 日間といつもの短期入院より少し長いですが、三上先生や鍼、PT,OT の先

生のもとで身体を休めて 

しっかりリハビリを受けたいと思っています。ホームページで軽部俊二医師の事

がでていましたが、 

股関節外来が受けられるのか？ 

 

仕事も店舗異動して 4か月経ち、大分慣れてきた。基本的には専門職としてお薬

の相談係に特化し 

一日に 1時間半程度のレジ打ちがしんどい程度で、身体の負担は、依然いた店舗

に比べ軽くなりました。 

 

山梨に行けない分、高円寺の土居整形外科でリハビリ、近所の鍼灸接骨院に行き 

股関節や腰のケアをしてもらっています。12 月も週 2 回ペースで、鍼治療を受け

ました。 

 

今回入院時、抗体検査、PCR 検査も受けて問題なければ、股関節を受けられると

いう 

何とも先が見えない状態での入院です。今現在発熱もなく、のどの痛み、味覚嗅

覚異常は全く 

無いですが、無症状の感染者と言われてしまえばそれまでなので、そもそも入院

が出来るのか 

どうか？ 

 

いずれにしても 1 月の入院は大事な治療だと思っています。 

 

感染予防は万全にして今後も毎日注意して生活していきます。 

 

これから益々寒さが増し体調を崩しがちです。温泉病院の方々の健康を切に願い

ます。 

 

今後もご指導の程宜しくお願い致します。 

 

 

   

20/12/28 

 

 橘田様 
あまりにも急な矢野先生の訃報に本当に驚いてしまいました。 
病院の皆様はさぞお力落としの事と存じます。 
なかでも⻑らく先生のお側でいろいろと先生を⽀えられた橘田さんのお嘆
きとお悲しみは如何許りかとお察しいたします。 
私も関中で初めて診察していただいてからずっとお世話になりました。 
２年前には東大を紹介していただき左股関節の置換手術を受けその後も先
生に診ていただける安心で順調に過ごしておりました。 
９月の入退院後１０月に診ていただいたのが最後になってしまうとは思い
もよらぬ事でした。 



先生にご指導いただいた事かけてくださったお言葉その折のお優しいご様
子を思い出しています。 
只々心よりご冥福をお祈りいたすばかりです。 
 
１２月も OT,PT を予約させていただき通院のつもりでおりました。 
この所のコロナウィルス感染拡大の状況を考え伺えませんでした。 
今後ともそちらにお世話になりたいと考え１月の OT,PT も１２月キャン
セルの折に予約させていただきました。 
何卒よろしくお願いいたします。 
 
寒さも一段と厳しくなります。どうぞお体専一にお過ごしくださいますよ
うに。      〇〇 〇 
 
 

20/12/28  こんにちは✨ ❗ 
今年も残す所あとわずかになってしまいました。 
コロナに始まり、世界中がコロナに振り回された一年でしたが、個人的に
も会社を退職し、また先日は大切な矢野先生まで失い、忘れられない年に
なってしまいました。 
事務機器販売会社の営業をやっていた 30 代半ば過ぎ、変形性股関節症を
発症し、偶然巡りあった(1989 年)のが矢野先生でした。 
30 歳になった頃から痛み出し、いろんな病院で診察を受けましたが、ど
この病院でも『まだ若いので 60 歳前後まで痛みを我慢し、その後人工関
節の手術を受ける方法がベスト』と言われ、途方にくれていた時期でもあ
りました。そんな時、先天的に股関節に変形があり、痛みの症状が出始め
た女性が入社してきました。 
彼女の父親は厚生省(当時)の役人で、娘のために自分の情報網を使い探し
当てたのが矢野先生でした。 
そして彼女は矢野先生に診察していただき(関東中央病院)、RAO の手術を
受け元気に復職してきました。 
当時、冗談半分に彼女と交わした「君の手術を見届けた上で、私も手術を
受けようと思う」という会話をはっきり覚えています。 
手術を前に不安がっていた彼女を励ます意味もあったのですが、今思えば
ずいぶん失礼な言い方ですよね(笑) 。 
当時、矢野先生は国立リハ病院に勤務されながら、関東中央病院と三楽病
院でも診察されていることを知り、私は三楽病院で診察を受けることにな
りました。 
矢野先生に初めてお会いした時から、すっかり虜になってしまいました。
先日いただいた宮下先生の弔文にもあるように、当時の矢野先生は人工骨
を開発されており、私の体には今も人工骨(アパタイト)が入っておりま



す。また臼蓋回転骨切術(RAO)を積極的になさっている時期でもあり、矢
野先生から初めてその術式を聞いた時、神のお告げでもあるかのような厳
かな心持ちになりました。 
手術が成功すれば今まで通り仕事が出来るんだという安心感が何にも勝
り、すぐに手術をお願いしました。 
私が 68 歳までサラリーマン生活を続けられたのは、矢野先生の手術のお
陰であり、これまでの自分の人生の中で一人だけ感謝する人間を挙げろ、
と言われれば矢野先生を置いて他になく、私にとってのこの事実はこれか
ら先の人生に於いても変わることはないと思います。⻑くなってしまいま
したが、もう少し続けさせて下さい(笑) 。これから先は富士温泉病院
との関わりについてです。1989 年 11 月に右股関節、1998 年 6 月に左股
関節の手術を行いました。 
特に 1998 年の病院は国リハだったのですが、矢野先生が胃がんを発症
し、5 月に摘出手術をされた翌月だったのではっきり覚えています。 
手術のため 4 月下旬に入院したのですが、当然のことながら病院から詳し
い説明もなく一旦退院を指示され、 
１ヶ月後に再び入院し、無事手術を終えました。 
矢野先生の体調を考えれば、胃の摘出１ヶ月後の手術は正に神業であり、
臨床に一生を捧げられた矢野先生の面目躍如といったところではないでし
ょうか。RAO を積極的になさっていた矢野先生は、手術を受けた患者が
退院後、一定期間リハビリを兼ねて温泉病院を活用すべきとのお考えでし
た。 
私も最初に手術を受けた 3.5 ヶ月後の 1990 年 3 月に、矢野先生の患者だ
った二人の女性が既に入院されていた石和温泉病院を紹介されました。 
早速小〇 〇子さんに電話し、私も入院したい旨を伝えたところ、原因は
分かりませんが二人の女性と病院との間でもめており、プールが使えない
ので来ても意味がないよと言われ、電話帳で探し当てたのが富士温泉病院
で、取り敢えず入院手続きをしてしまいました。 
数日後矢野先生に連絡し、富士温泉病院まで来ていただき、中村院⻑に会
っていただき、今後矢野先生の患者すべてを受け入れていただく話がまと
まりました。 
今から丁度 30 年前の出来事ですが、当時の富士温泉病院は脳機能障害と
交通事故のリハビリの患者がほとんどで、PT に東保先生はいらしたので
すが、股関節症患者への接し方が分からず、私も納得できないことは嫌と
言うタイプだったので、PT 室での自主トレと水中ウォークの毎日でし
た。それでも毎日プールが使えたことと、ある一定期間入院させていただ
いたことで、それほど不満はありませんでした。 
その後、東保先生を中心に PT の先生方も変形性股関節症について勉強さ
れ、名実共に股関節症患者の受け入れ病院として有名になり、やがて矢野
先生が自ら転任されてきたことは、T さんもご存知の通りです。 



ただ、富士温泉病院に限ったことではないのでしょうが、最近 PT の先生
方が独立されるケースが増え、こうした現状に矢野先生も不安を感じてい
らっしゃると聞いたことがありますが、矢野先生がお亡くなりになられた
今、股関節症患者と富士温泉病院が今後どのように関わっていかれるの
か、富士温泉病院における矢野先生の患者第１号の私にとっても気掛かり
です。 
 

20/12/26 

 

 橘田様 
 

  先日の矢野先生の訃報に際し、とても痛ましく悲しく感じております。橘田

様におかれましたも、お力落としのこととお察し申し上げます。この先の治療に

ついても不安を感じております。１２月２８日から入院となりますので、痛みの

チェック表を送付致します。今後も治療をよろしくお願いいたします。 

 

       診察券番号２２…  小〇  〇子 

 

20/12/24  富士温泉病院 橘田泉様 
福島の〇〇 〇子です。 
  
ご無沙汰いたしております。 
  
兵庫県の〇〇 〇さんと  〇〇子さんから連絡を頂き、矢野先生の訃報

を伺いました… 
突然のことで、驚いております。 
ただただ先生のご冥福をお祈り申し上げます。 
  
体重も測るようにと助言いただき、 
プールに行った時に測るようにしていました。 
そのご報告もできずじまいでした。 
  
先生から言われていた痛みのない生活を工夫すること、 
そして体重に気を付けた食事をこれからは青一層気を付けて参りたいと

存じます。 
  
3 月の第 2 週と第 3 週の 2 週間程度メンテナンスに貴院に入院させてい

ただければと思っておりました。 
Y さんからは 15 日に病院からお電話いただいたと伺っております。 
  
矢野先生のヒアルロン注射は叶いませんが、 
リハビリに入院できればありがたいです。 
  
近く、お電話にてご相談できれば幸いに存じます。 
  
今後ともどうかよろしくお願いいたします。 
 

 

20/12/24  橘田泉様 

 



矢野英雄先生の突然のご逝去、ただ、ただ、驚き、胸を痛めております。 

 

先生は診察のたびに「自分で自分の痛みをしっかり管理しなきゃだめで

すよ。」とおっしゃってくださいました。 

そのお言葉を肝に銘じて、リハビリに励んでいきたいと思っております. 

矢野英雄先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

痛みのチェック表はこれまでどうり月初めにお送り致しますので、宜しくお

願い致します。 

         〇〇 〇〇子 

 

202/12/2

1 

 

 橘田様、 
メールありがとうございました。 

これからどうしたらよいかと途方に暮れています。 

矢野先生が天から見守ってくださっていると思い、今までのように股関節の様子

に気を付けて過ごしていこうと思っています。 

富士温泉病院には１２月１７日(木)にうかがい、PT と OT を受けました。４月の

股関節外来は無くなりましたと PT の先生からお聞きしました。 

矢野先生がいらっしゃらないので仕方がないとは思いますが、何らかの形で自分

の股関節の経過を定期的に診ていただける方法があればと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

橘田様も本当に辛い日々だと思いますが、くれぐれもご身体を大切になさってく

ださいませ。 

 

   〇〇   〇子 

 

 

20/12/20 

 

 15 日に PT に行ったときにお話聞きました 
2 日に先生の診察受けたばかりでした 
突然過ぎて 言葉も出ませんでした 
来年の股関節外来もないかもとも言われました 
先生にずっと見ていただきたかったです 
大事にしなさいと最後に言われた言葉を噛み締めて これからも大事にこ
の足と生きていきます 
これからどうなるのかわからないですが 
よろしくお願いします 
お悔やみ申し上げます 
〇〇 〇子 
 
 

20/12/20 

 

 富士温泉病院 橘田泉様 

    患者ＮＯ２２３…  〇〇 〇子 

メールありがとうございました。 

矢野先生の訃報、信じられない思いです。 

初めて外来に伺った時、体も痛かったけれど、心も折れていました。 

矢野先生には、心にも寄り添っていただき、今の生活を取り戻しました。 

介護で外来に伺えない期間が長くなった時、矢野先生にＳＯＳの気持ち

でメールをしましたら、返事を下さり、励ましてくださいました。 

 



12 月 3 日に外来で矢野先生の診察を受けることができた事、忘れませ

ん。 

股関節症と向き合うために、矢野先生が温泉病院に居てくださることが

私の羅針盤でした。 

心から信頼しておりましたし、感謝しております。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

痛みチェック表を管理してくださっていた橘田様にも感謝いたします。 

 

こんなにも早く、「股関節症患者一人立ちの日」が来るなんて、不安でい

っぱいです。 

 

新型コロナで温泉病院のリハビリシステムが変わっていたりして、以前と

は違うＰＴ・ＯＴ治療となっていました。 

それでも体は楽になるので伺いたい気持ちです。 

 

来年 3 月 3 日水曜日８時３０分から９時３０分に矢野先生の外来予約と、

ＰＴ・ＯＴ治療の予約をいれてあります。 

常磐ホテルも予約してあります。 

どのようにしたらいいでしょうか？ 

お時間のある時にお知らせくださいます様、お願い致します。 

 

悲しむ暇もなく、多くの患者様の対応でお忙しいことと思います。 

橘田様も、どうぞ、無理なさらずお過ごしください。 

 

20/12/19  ご連絡有難うございます。ご冥福をお祈りします。  
〇〇 〇子 

 

20/12/18 

 

 突然の矢野先生の訃報にただただ驚いております。まだまだお世話にな

ると疑っていませんでした。 
先生の手術に拠らない股関節の治療、生活指導をいただき、お世話にな

ってきました。 
私が６０位のとき池袋にありましたクリニックからお世話いただきました。

痛みのチェック表を考え出され 
手製の表を作って記録し受診の度に持参していました。 
１０年は大丈夫、１０年後にもう１０年大丈夫と励まされてきました。本当

に長い間お世話になりました。 
心よりご冥福をお祈り申し上げます。  合掌 
  

20/12/18 

 

 橘田さん 

お元気ですか？ 

入院中はあまりお会いすることも無かったけれどもいろいろとお世話にな

りました。 

少し痛みもやわらぎ日々どんな風に生活して行ったら良いか勉強になり

ました。 

突然の矢野先生の訃報でおどろきました。 

とにかく２１日月曜日予約がありますので伺います。 



宜しくお願い致します。 

 

20/12/19 

 

 富士温泉病院 
橘田 様 

 

先ほどはお電話を頂き、ありがとうございました。 

度々お手数をお掛けしまして申し訳ございませんでした。 

また、メールもいただいておりました。 

恐縮でございます。 

 

矢野先生におかれましては、大変残念でございます。 

橘田様はじめ、近しい方々におかれましてはご心痛のほどいかばかりかと存じま

す。 

 

私もお目にかかれるのを楽しみにしておりました。 

今後はご著書を参考に努力してまいります。 

 

橘田様、ご親身になってお話しを聞いて頂きありがとうございました。 

また診察再開されましたらご連絡いただけますと幸いです。 

 

どうぞお力を落とさず、また、ご自愛くださいませ。 

 

20/12/18 

 

12/16 

 

 残念でしたね。お悔やみ申し上げます。 
鹿児島 西園靖彦 
 
12 月 17 日には、来年の「第 10 回ノルディック・ウォーク学会 IN 鹿児島」の、

第 2 回打合せ会を開催するための準備をしていました。矢野先生に再確認しよう

と思っていましたのに。あまりにも急でしたね。先生の教えを参考に、第 10 回

大会を成功させるように頑張ります。西園靖彦 
 
 

20/12/18 

 

 

  富士温泉病院   橘田 泉様 
  
 メール読ませて頂きました。 
先日（14 日）リハビリに行き会計の時に訃報を知らされて突然の事と大変驚き

唖然で 
立ちすくんでしまいました。 
 直ぐにメールを出したかったのですが、慌ただしく又お辛くご落胆もいくばかり

と存じメール 
が出来ませんでした。これからも先生の教えを心に刻み穏やかなお顔を思い出

しながら 
過ごさせて頂きます。 
どうかお力を落とされませんようにご自愛くださいませ。 
心よりご冥福をお祈りいたします。 
  
                           ◯◯ さん 
 

20/12/18  橘田様 
 

丁寧なメールやお写真をありがとうございます。 

 

矢野先生が逝去されて 1 週間になりますが、まだ温泉病院に行けば 

先生にお会いできそうな気がして先生が亡くなられたことを受け止められませ

ん。 

 



思えば先生との最初の出会いは本屋でした。「変形性股関節症でゆくゆくは手

術」と言われショックを受けていた私に先生の本が「その股関節切らずに治せま

す」と本棚から語りかけていたのです。私は迷わずその本を手に取りました。 

 

それから、初診の時のことも忘れられません。私ひとりに 30 分もかけて 

レントゲンの詳しい説明、さらにこの病気との付き合い方について手書きのメモ

を書きながら話して下さいました。そして「保存できます」とおっしゃいまし

た。 

私が矢野先生のもとでリハビリしようと決心した瞬間でした。 

それから４年間くじけそうになった時は石和にリハビリに行き、最近なんとか痛

みなく歩けるようになってきました。少しずつ一歩ずつ本当に亀さんのようにゆ

っくりですが良くなっていることを感じています。 

 

先生との別れがこんなに早くきてしまったことは残念で仕方ありませんが、これ

からも先生に教えられた自己管理を続け最後まで自分の脚で歩いて行きたいと思

っています。 

 

矢野先生、本当にありがとうございました。これからもずっと高い所から私達を

見守っていてください。 

 

〇〇〇 〇子 

 

追伸 

橘田様のメールが嬉しく、矢野先生をよくご存知の方と先生の思い出を共有した

くて長々と書いてしまいました。 

 

20/12/18 

 

 富士温泉病院 橘田様 
 

矢野先生の訃報はあまりにも突然で未だに信じられないでいます。 

 

ご家族をはじめ病院のスタッフの方々のお悲しみはいかほどかと 

お察しします。 

 

先生は生涯現役でいらしたのですね。 

常に私たち患者に寄り添い励まして下さったと改めて感謝しています。 

そして、今年 1 月に入院したときにかけて下さったお言葉を思い出し 

かみしめています。 

 

矢野先生のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

橘田様 

2021 年度分の痛みのチェック表と共に先生の素敵な笑顔のお写真を 

お送り下さりありがとうございます。 

大切に致します。 

 

診察券番号 227…  〇〇 〇紀 

 

 

20/12/18 

 

 富士温泉病院 
橘田 様 

 

矢野先生、訃報のご連絡頂きましてありがとうございます。 

 



突然の事で驚いております。 

この度は、誠にご愁傷さまでございました。 

 

自分が、変形性股関節症で手術するか悩んでいるときに 

先生にお会いでき、初診で手術しなくても治せると言って頂いた事で、 

希望（勇気）を頂きました。 

 

今でも、本当に手術しなくて良かったと痛感しております。 

 

本当に先生には、お世話になり、ありがとうございました。 

 

心よりご冥福をお祈り申し上げます 

 

 埼玉県… ／ 〇 〇夫 

 

20/12/18 

 

 富士温泉病院 橘田 泉  様 

 

11 月 30 日 レントゲン ＣＴ 診察 12 月 2 日に注射。 矢野先生の診

察治療を受けられたのがせめてもの救いです。先生のご冥福を祈るとと

もに、病気？症状の治療、改善に努めていきますので、今後もご指南よ

ろしくお願いいたします。 

 

〇〇〇  〇 ＩＤ ９９９… 

20/12/18 

 

 橘田様 
 

 突然のことで、驚かれたことでしょう。大変ショックです。 

受付の深沢さんから亡くなられたことを聞きました。 

78 歳だったとのこと。義兄と同い年です。まだまだご活躍いただきたかったので 

残念です。 

 富士温泉病院は、矢野先生に負うところが大きいと思うので、心配です。 

私は自分で運転できる限り、リハに通うつもりです。股関節楽々日記はつけて

いますので、 

どなたか後を継ぐ先生ができましたらいつでもお送りします。 

〇〇 〇理 

 

20/12/17  橘田 泉様 
 
 突然の事で今でも信じられないのですが、初診時に矢野先生に 3 年かな
と言われて 11 月の入院後 3 年が過ぎ痛みも軽くなり内旋している左足
も少し開くようになった事を 14 日の診察の時に報告しようと思ってい
たので悲しく残念でなりません。入院時の矢野先生の笑顔が浮かび感謝の
気持ちでいっぱいです。 
 これからも矢野先生に教わった事を思い出し、保存的治療を続けます。 
 矢野先生と共に⻑くお仕事をされてきた橘田さんの悲しみは計り知れな
いと思います。体調を崩されませんようご自愛ください。 
                        〇〇 〇子 
 



20/12/17 

 

 橘田様 
 
突然の訃報にびっくりしております。 
先日 9 日に診察と注射をして頂きました。 
いつもとお変わりなくお元気でしたのに信じられません。 
先生には大変お世話になりました。 
もうお会い出来ないなんて悲しすぎます。 
春先に痛みが酷いのでもう手術を考えようと思いますって言ったら、「ま
だ、手術しなくて良い、まして今はコロナだから絶対ダメですよ！」って
止めて頂きました。その後減量できお陰様で痛みもずいぶん減りました。
先生に止めて頂いて本当に有り難かったです。 
先日、先生にこの事をお話し出来てお礼も言わせて頂きました。先生も良
かったと言って下さり、また入院する様に勧めてくださいました。 
いつも穏やかで優しかった先生、本当にありがとうございました  
ご冥福をお祈りいたします  
 
今後、病院ではもう入院治療はして頂けなるのでしょうか❓ 
 
 

20/12/17 

 

 富士温泉病院  橘田様 

メール頂いていました。 

ありがとうございます。 

まずは、矢野先生の訃報を頂いて驚いています。 

元気そうにされていたので、とても残念な事だと思います。 

何も出来ませんでしたが、心からお悔やみ申し上げます。 

また、今回もイルミネーションの奇麗な写真など送って頂いて、 

ありがとうございます。また、矢野先生の葬儀の写真も頂きました。 

ありがとうございます。その他にも、 

2021 年分の痛みチェック表も送って頂きました。 

本当にありがとうございました。 

以上よろしくお願いします。 

 

20/12/17 

 

 橘田泉様 
  



 矢野先生のお優しい笑顔の写真と祭壇の写真など 
 ありがとうございました。 
  先生の楽しそうな笑い声が聞こえてきそうです。 
  先生から教えて頂いたお言葉や教えを思い出しながら 
 自己管理をして保存療法を続けて行きたいと思っております。 
 先生が空から見守ってくださっていると思うと身が引き締まります。 
  
 橘田様も 
 お忙しい日々ですので 
 くれぐれもお体に気を付けてお過ごしくださいませ。 
  
                       〇〇 〇子 
  

20/12/17 

 

 橘田泉様 
 

メールありがとうございました。写真の添付に涙がこぼれました。 

写真の前で手を合わさせていただきました。 

改めてご冥福をお祈り申し上げます。 

 

今日は、久しぶりに山に行ってきました。 

先生の告別式が行われているだろうな、と思いつつ青空を見上げていました。 

こちら加古川では、「山登りはもうやめなさい」でしたが、矢野先生から山もプー

ルも OK をもらい、「でも体と相談しながらだよ。」 

「いいね」っと。ストレスからか突発性難聴になった私はどれだけ嬉しかったか！ 

最初の加古川での診察から三か月。 先生の言葉で救われました。 

二本のストックを持ち、コルセットを付けて 3 時間、ゆっくり歩くとあまり痛みもな

く帰ってきました。 

先生の言葉を忘れずに毎日の生活を大切にして過ごします。 

これから、2 月の入院に向けてホテルを予約しておきます。 

橘田様、お体に気を付けてよいお年をお迎えください。 

お忙しい中メールを頂き本当にありがとうございました。感謝。 

   〇〇 〇〇子 

 

20/12/16 

 

 

 橘田泉様 
 

メールを頂きありがとうございます。 

本当に恐縮です。 

先生が突然、天空に駆け上られ、ますますお忙しくなられたことと思います。 

今週からぐっと冷え込んできていますし、くれぐれもご自愛くださいませ。 

とりあえず、月末には股関節日記を送らせていただきます。 

二月にお会いできるのを心待ちにしております。 

「一期一会」に感謝。 

〇〇 〇〇子 

 

20/12/16 

 

  富士温泉病院皆様 
 

この度は矢野英雄先生の訃報に際し 大変驚いております 

心より哀悼の意を表します 

 

本来ならば 直接お悔やみの言葉を申し上げるところですが 



略儀ながらメールにて失礼致します 

心よりご冥福をお祈りいたします 

                   ‘職員一同 

             高月整形外科病院   大野.㈹ 

 

20/12/16 

 

 (一財)山梨整肢更生会  

富士温泉病院 

橘田 泉 先生 

 

平素より、大変お世話になっております。 

日本臨床バイオメカニクス学会の安藤です。 

 

先程は、お電話を頂戴致しましてありがとうございました、 

 

また、このたびは矢野先生のご逝去に際し、謹んで心よりお悔やみ申し上げると

ともに 

心からご冥福をお祈りいたします。 

 

退会手続きに関しましては、完了致しましたことご報告申し上げます。 

お世話になりましたこと、心より感謝致します。 

 

※このメールへのご返信は不要でございます 

 

・・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ 

 日本臨床バイオメカニクス学会事務局 

    担当 安藤 晃子 

  〒565-0871 吹田市山田丘 2-2 

  大阪大学大学院医学系研究科 

  器官制御外科学(整形外科)教室内 

  TEL: 06-6879-3552 FAX: 06-6879-3559 

  Mail: biomecha@ort.med.osaka-u.ac.jp 

・・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ 

 

20/12/15 

 

 

 富士温泉病院 橘田様 

 

お世話になっております。斎藤ホテルの井出です。 

下記、ご連絡を頂きまして誠にありがとうございます。 

 

矢野先生と一緒にお話をさせて頂いたり 

お食事を取らせていただいたり・・・ 

大変貴重な経験をさせて頂いたと、改めて強く感じております。 

 

心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

年末年始も近づき、お忙しいと思いますので 

橘田先生も御身体にはご自愛くださいませ。 

 

鹿教湯温泉 斎藤ホテル 井出 

 

20/12/15 

 

 富士温泉病院 橘田様方 大高様 

矢野先生の訃報をお受けしまして日本ウォーキング学会としても痛恨の



 極みであります。ウォーキング学会は長寿健康を第一に実践者と研究者

の融合型学会として宮下先生が創設された学会でありますが、故）矢野

先生におかれましては創設以来、学会員として多大なご厚情を賜りまし

た。 

ここに感謝の意とご冥福をお祈り申し上げます。 

日本ウォーキング学会 会長 柳本有二 

 

************************************* 

〒422-8529 静岡市駿河区大谷 836 番地 

静岡大学教育学部保健体育講座 

杉山康司研究室内 

日本ウォーキング学会事務局 杉山康司 

ゆうちょ銀行 普通 

口座名：日本ウォーキング学会 

口座番号：００１４０－４－６５８３２２ 

************************************* 

 

20/12/14 

 

 

 富士温泉病院 橘田様  
100 歳までウォーキング 事務局⻑ 大高様  
 
いつもお世話になりありがとうございます。 
ご葬儀のご案内大変恐れいります。 
突然のお別れに⾔葉がみつかりません。 
私どもは、唯々お世話になってばかりで 
思い浮かぶのは先生の笑顔ばかりです。 
16 日にお別れに参上いたしたく存じます。 
 
今後も引き続きメディカルノルディックウォーキング、 
水中ポールウォーキングを推奨いたしていく所存です。 
どうぞご教示よろしくお願い申し上げます。 
 
大方 孝 大方ことみ  
 

20/12/14 

 

 橘田さま 
 
先生のお写真。仕事中ですが涙が止まりません。 
一番つらいのは橘田さんなのに何も出来ずごめんなさい。 
ご縁が有って矢野先生のお手伝いが出来た事、誇りに思います。 
多分、矢野先生ご本人が一番こんなはずじゃあ無いと天国で思われていると思い

ます。 
橘田さんが元気に過ごされるのを先生は一番望まれているととても思います。 
 
告別式には参列させて頂きます。先生にお別れが出来る機会が持てて良かったで

す。 
 

大島三智子 
 



20/12/14 

 

 橘田様 
お早うございます。 

今回の矢野先生の訃報をお聞きし、ただただ驚きました。 

あまりに突然のことで言葉もありません。 

 

きっとお忙しくご自分のことは後回しにして患者さんの 

ことを優先していたのでしょうね。 

もっと長生きしてほしかったです。 

今は安らかに と願うばかりです。 

これから先のことを思うと不安なことばかりですが 

宜しくお願い致します。 

 

橘田様もお忙しいでしょうがお体ご自愛下さい。 

        〇〇 〇枝 

 

20/12/13 

 

 お世話になります。 

本当にお顔見られよかったです 

私も午年で、 

先生と同じだと聞いた時が水中ポールが完成した時でだと記憶していま

す 

なんとなく近く感じたのを覚えています、 

写真ありがとうございます。 

橘田さんこそお身体大切にしてください、 

 

私は通夜と告別式両方に行く予定しています。    木﨑秀臣 

 

20/12/12 

 

 

 橘田 様 
 富士温泉病院でお世話になりました患者の〇〇 です。 
 矢野先生が突然、お亡くなりになったと、矢野先生の大学の同級生からお聞きしました。 
本当にびっくりし、信じられなくてしばらくは茫然としておりました。ていねいにご診察していただ

き、アドバイスをいただき、 
これからもご指導をお願いしたいと思っておりました。とても残念です。 
先生のご冥福をお祈りしております。 
ご霊前にお花を差し上げたいと思いますが、先生のご自宅の住所を教えていただけますでしょう

か？ 
〇〇  〇 

 

20/12/12 

 

 橘田様 
 

今朝矢野先生の訃報を聞き、とても悲しく今日は 2016 年 11 月の 

初診以来先生からお聞きした言葉をひとつひとつ思い出していました。 

 

今年はコロナ感染拡大の為に余りリハビリに行けず先生にもお目にかかる 

機会が少なかったのが心残りです。 

 

最近痛みもなく歩けるようになってきたのもひとえに矢野先生をはじめ 

富士温泉病院でお世話になったリハビリの先生方のお蔭と感謝していま

す。 

 

心から矢野先生のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

〇〇〇 〇子 



 

20/12/12 

 

 橘田様（スタッフの皆様） 
 

お忙しいところ恐縮ですが、メールを送信させていただいています。 

ごめんなさい。 

いつもお世話になりありがとうございます。 

今月 12/16 ８月股関節外来以来の矢野先生に診て頂く日になっていました。 

矢野先生の受診が受けられなくなり、軽部先生に診て頂いていましたが、 

また、今回から、矢野先生に診て頂く事になり、 

嬉しくて、準備していました。 

 

しかし、昨日、病院から、矢野先生がお亡くなりに……。 

ビックリとショックで、気持ちが落ち着きません。 

橘田様は、先生のおそばにいらしたから、もっと信じられないことと思います。 

 

急遽 12/15 に三上先生に診て頂く事になりましたが、１２年間以上、 

矢野先生のご指示のもと、やっと、自分で管理できています。 

でも、これからは、どうしたらよいかわかりません。 

すみません。動揺しています。 

 

橘田様、お気持ち、そして、これからの寒さにお気をつけて下さいませ。 

大変な中、メール送信して、ごめんなさい。 

 

矢野先生、お悔やみ申し上げます。 

 

No.997…  〇〇 〇子 
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 富士温泉病院 橘田 泉 様 
 

このたびは矢野英雄先生の訃報に際し 大変驚いております 

心より哀悼の意を表します 

 

本来ならばお目にかかりお悔やみを申し上げたいところですが 

略儀ながらメールにて失礼いたします 

 

心よりご冥福をお祈りいたします 

 

 

矢野先生の写真を佐藤カメラマンより連絡がありました。 

帰社後だった為、私の PC に入っている写真と 

本の帯に使わせていただいた写真をお送りします。 

計 6 枚お送りさせていただきます。 

別の写真が必要であればご連絡お願いいたします。 

 

学会とかこれからだったのに、もう先生の活躍が見れなくなると思うと悲しく残念

です。 

 

お力落としのことと存じますが ご自愛ください 

 

**************************************************** 

一般社団法人 全日本ノルディック・ウォーク連盟 



事務局 池田 力 

〒540-0008 

大阪市中央区大手前 1 丁目 7 番 31 号 

OMM ビル地下 1 階 C-E 室 

TEL:06-6910-8558 FAX:06-6910-8620 

e-mail:c-ikeda@nordic-walk.jp 

**************************************************** 
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 富士温泉病院 
矢野英雄 先生 

橘田様 

 

今朝矢野先生がお亡くなりになりましたことを知りました。 
あまりに突然の事で、患者として何をどうしていいのかわかりません。 

悲しいはずですが、涙が途中で止まったまままばたきをしています。 

お世話になりましたご恩ははかり知れませんが、 

静かに矢野先生のご冥福をお祈りしたいと思います。 

 

橘田さんをはじめ病院の先生方にはくれぐれもご自愛くださいます様 

お祈りいたします。 

 

11 月のチェック表を添付いたしました。 

よろしくお願いします。 

 

〇〇 〇子 
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 来週の予約を入れておりまして 
キャンセルとなる連絡で 
矢野先生の訃報を知りました。  
もうショックでショックで 
涙があふれてとまりません。 
  
数年前からお世話になったばかりの新参者ですが 
矢野先生が作り上げてくださった 
保存療法のシステムのお陰で 
痛みに苦しむ生活から救っていただきました。 
  
直接お礼を申し上げることもできないまま 
お別れの日が来てしまい 
本当に残念で悲しくてなりません。 
  
私にとって最後となりました 9 月の診察で 
矢野先生から 
「絶対に手術をしてはいけないよ」と 
あたたかくやさしいお言葉をいただきました。 
そのお言葉がずっと頭の中でリフレインしています。 
  
今の厚生労働省の制度の中で、 
矢野先生無くしては、継続できなかったであろう 
今の環境、他のどこの病院でも受けられなくなっている医療を 
先生が守って来てくださったことに感謝しかありません。 



  
感謝の気持ちをお伝えすることもできなかったことに後悔の念でいっぱい

です。 
  
矢野先生 
本当にありがとうございました。 
先生のお陰で痛みから解放されています。 
このご恩は一生忘れません。 
  
橘田様 
いつもたいへんな痛みチェック表のグラフの作成や調整など 
矢野先生と共に支えてくださってありがとうございます。 
  
いてもたってもいられず 
メールをさせていただきました。 
  
感謝を込めて。。。 
  
２０２０，１２，１０                 〇〇 〇子 
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 橘田様、 
 

 本日、股関節症患者の小黒様より矢野先生の訃報をお聞きしました。 

まだ、信じられませんが、心から先生のご冥福をお祈り申し上げます。 

かなり動揺しています。今後どうなるのでしょうか。お忙しいところ恐縮です

が、お手すきの時に教えてくださいませ。 

 

富士温泉病院診察券番号：２２４…   〇〇 〇子 

 

 

  以下 大学教授  諮問員の先生方  学会    他 
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 橘田様 
 
今日、矢野先生のお通夜に行って参りました。 
たくさんのお花に囲まれて、本当に穏やかな、気持ちよく眠っていらっし
ゃるようなお顔でした。 
私たちが研究会でうかがった時も、よくソファで仮眠されていましたね。 
平部先生と⼾倉さんと、あと、東邦大学でご一緒しておりました城川先生
には会場でお目にかかりましたが、本当は橘田さんを始め病院の先生方が
一番お別れをされたかったこととお察し申し上げます。 
このあと自分にできることとしては、研究成果を世に出していくのが矢野
先生にはなにより喜んでいただけると思いますので、引き続き努力して参
ります。 
まずは、ご報告まで。 
 
------------------------ 



駒沢女子大学 藤城有美子 
y-fujishiro@komajo.ac.jp 
------------------------ 
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 橘田様 

 

ご連絡をいただきありがとうございました。 

藤城先生からお聞きして、信じられない気持ちでいます。 

コロナ禍で富士温泉病院にも伺えずにいましたが、つい先日立ち上がっ

た 100 歳までウォーキングの HP を拝見して勇気づけられていたところで

した。 

本当に残念です。 

 

平部正樹 

 

20/12/15 

 

 富士温泉病院 橘田様 
 
大高様からのご連絡をお送りいただき、有難うございました。 
先日、大高様からも 100 歳までウォーキングのほうの連絡としてご訃報
や式次第を頂戴しておりましたが、今回送っていただいた 1 つ目のお写真
は、今初めて拝見しました。 
マスクこそつけていらっしゃいますが、いつも研究会の度にお目にかかっ
ていた優しいお顔そのままで、今にも先生が橘田さんを呼ぶお声が聞こえ
てきそうな気が致します。 
できればお通夜に参列して⻑年の御礼とお別れを申し上げたかったのです
が、ご家族のご事情もあり家族葬で 30 名程度、と書かれていましたので
ご遠慮申し上げた方がいいのかと思っております。 
心残りではありますが。 
また少し状況が落ち着きましたら、偲ぶ会等でと願っております。 
 
------------------------ 
駒沢女子大学 藤城有美子 
y-fujishiro@komajo.ac.jp 
------------------------ 
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 橘田様 
 
ご連絡いただきありがとうございました。 
未だに信じられず現実を受け入れることができていません。橘田さんも前日まで一緒に

お仕事されていてたいへんショックなこととご心中お察しします。くれぐれもお身体壊され

ぬようご自愛ください。 
→井上様 
ノルディック・ウｵーク学会としても供花を出してはと思いますが、いかがでしょう。 



 
中澤公孝 
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 橘田泉様 

 

ご連絡ありがとうございます。 

 

お近くにいらした橘田さんが一番ショックを受けられていらっしゃることと

存じますが、私自身も あまりに突然のことで、受け入れられない状況に

おります。 

 

私にとっては、宮下先生と矢野先生が、心から尊敬する、そしてまだまだ

たくさんのことを学ばせていただきたい先生方です。 

矢野先生の熱意、行動力、経験、知識は、本当にすごいなあといつもい

つも思っておりました。またこのような先生に出会えて、お近くでお話を伺

うことができて、本当に幸せだなあといつもいつも思っておりました。 

 

私自身は 4 月から転勤しますが、コロナが落ち着いて、またノルディック

のイベントをしたり、お食事会をしたりできそうなときには、いつでも参上

させていただこうと思っておりました。 

 

通っている歯医者さんも人の体の回復能力を大切にして下さる方なので

すが、「顎関節は一度壊れると治らないと言われているんだけど、自分の

ところの患者さんは治るんですよ。だけど、多くの歯科医がなかなか受け

入れてくれないんです」とお話していたので、12 月 9 日に「100 歳までウ

ォーキングのホームページを見てください。股関節も改善するんです

よ！」と宣伝したばかりでした。 

 

矢野先生には安らかに旅立っていただきたい気持ちの一方で、まだまだ

いらしていただかないと困る方が本当にたくさんいらっしゃるのに（私を含

め）、、、と思うと、残念でなりません。。。 

 

コロナの調査は、矢野先生が最後まで気にかけてくださったことでしたの

で、ちゃんとやり遂げたいと思っております。 

橘田さんが落ち着かれたころで構いませんので、またよろしくお願いいた

します。 

 

お通夜、お葬式は、受講しなければならない講習会があり参列させてい

ただくことが難しい状況です。当日、少し離れた場所からになりますが、

矢野先生のご冥福を心よりお祈りいたしております。 

 

福崎千穂 
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 大高一夫事務局長 

星野元訓先生 

 

いつも大変お世話になっております。 



矢野英雄先生の突然の悲しいお知らせに驚いております。またお写真や

宮下先生の弔文もありがとうございました。 

 

家族葬ということで、慣れない形式に戸惑っておりましたが、星野様の情

報ありがとうございました。 

大変参考になりました。 

御礼まで。 

 

お写真は、矢野先生らしさが鮮明に表れていますね。 

 

心身障害児総合医療療育センター 

整肢療護園 副園長・医務部長 伊藤順一 拝 

 

20/12/14 

 

 

 100 歳までウォーキング諮問委員の皆様、大高事務局⻑ 
 
国リハの星野でございます。 
 
矢野先生の画像や宮下先生の弔文をお送りいただき、 
ありがとうございました。 
未だにお亡くなりなられたことが、信じられません。 
 
職場への連絡のために葬儀会社に確認したところ、 
追加で分かったことがありましたので、すでにご存じかもしれせんが、お
伝えさせていただきます。 
 
このコロナ禍を慮って「家族葬」とのことながら、 
ご親族様のお気持ちは、皆様にお見送りしていただきたいとのことで、 
通常の弔問、お香典、生花、盛籠等もお受けいただけることでした。 
(感染予防のため、受付は葬儀会社で、通夜ぶるまい等はなし) 
 
また、蜜状況をさけるため、弔問のお時間を⻑く取れるよう差配され、 
御尊顔を拝することもできるようにしてくださるとのことでした。 
 
■お通夜 12 月 16 日（水）午後 6 時〜（弔問は 4 時 30 分〜） 
 
■告別式 12 月 17 日（木）午前 10 時〜午前 11 時（弔問は８時〜） 
 
東大医学部整形外科同窓会では、 
「家族葬で執り行い、供花、香典等は謹んでご辞退される」 
とのご連絡が ML で回っているとのことでした。 
 
生花、盛籠は大高さんのメールにあった葬儀会社で 



取り扱うとのことでした。 
 
（株）アクセル社  ０１２０−０１１−９８０ 
        Fax ０４−２９６８ー５５４７ 
担当：水内 
 
取り急ぎ、ご連絡申し上げます。 
 
=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>
=<>=<>=<>= 
  星野 元訓 Motonori HOSHINO    
 
    国立障害者リハビリテーションセンター 
    学院 義肢装具学科 主任教官 
  併) 研究所 義肢装具技術研究部 
  併) 病院 リハビリテーション部 
     〒359-8555 埼⽟県所沢市並木４−１ＰＯ棟 
  TEL：04-2995-3100 内線 2650 PHS7208 
  E-mail ： hoshino-motonori@rehab.go.jp 
     URL : http://www.rehab.go.jp/College/japanese/yousei/po/ 
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 井上 wrote: 
橘田 様 
 
ご連絡ありがとうございました。 
連盟の木村本部⻑とも相談して、生花と弔電をお贈りすることにいたしま
した。コロナの関係で家族葬だとお聞きしましたので、こちらからご冥福
をお祈りすることといたします。 
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 橘田 泉 様 
 
平素よりお世話になっております。日本リハビリテーション医学会事務局 
硲です。 
下記ご連絡ありがとうございます。 
矢野 英雄 先生訃報のご連絡、誠にご連絡ありがとうございます。 
 
矢野 英雄 先生の突然の訃報に接し、事務局員一同、心より哀悼の意を表
します。 
  故人のご功績を偲び、ご冥福をお祈り申し上げます。 



 
本日、いただきましたご連絡にてご退会の手続をいたしましたが、本日ま
でに手配完了している 
郵送物などは後日届いてしまいます事がございます。 
何卒ご了承くださいませ。 
 
お忙しい中、ご共有いただきまして誠にありがとうございました。 
 
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 
**************************************************** 
公益社団法人日本リハビリテーション医学会事務局 
硲 由起子 HAZAMA YUKIKO 
公益社団法人日本リハビリテーション医学会 
〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-18-12 
内神田東誠ビル 2 階 
TEL:03-5280-9700 FAX:03-5280-9701 
office@jarm.or.jp 
***************************************************** 
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 同窓会会員 各位 

 

 

ご 訃 報 

 

 

矢野 英雄先生（昭和 45 年入局）におかれましては、 

令和 2 年 12 月 10 日（木）にご逝去されました。（行年 78 歳） 

ここに謹んでお知らせ申し上げます。 

 

なお、ご葬儀等は家族葬で執り行い、 

供花、香典等は謹んでご辞退されるとのことでございます。 

 

 

                                                  以上 

 

************************************** 

東京大学医学部整形外科同窓会 

tkyort-office@umin.ac.jp 

〒113-8655 

東京都文京区本郷 7-3-1 

TEL: 03-5800-8656 

FAX: 03-3818-4082 

************************************** 

 

 


