
　皆さん、こんにちは。観光祭も終わり、連日 TV では日田市の最高気温記録のニュースが取り上げられています。
皆さま、体調を崩されたりされていないでしょうか。夏に向けて今回も熱い五反田タイムズをお送りしたいと思
います。
　今回は整形外科特集です。2015 年 5 月に院長職を継承し、私がまず着手したのが整形外科分野の充実でした。
これまでは私と田中先生の 2 名体制の為、患者様が多い日などは非常に長くお待たせする事があったり、大学病
院でしか出来なかった複雑な手術症例などはお断りをする事もありました。しかし、2018 年度より徐々に DR
の数も増え（非常勤含む）、現在では 3 名体制での診療、また各分野のスペシャルなドクターを招聘し、より専
門性に特化した治療を行う事が出来るようになりました。特に人工関節分野ではナビゲーションシステムを利用
する事でより正確に行え、脊椎分野では経験豊富な DR による手術で、遠方まで行かなくても多くの患者様に満
足度の高い手術を受けて頂く事が可能となりました。
　診察時はどうぞご遠慮なくちょっとした身体の痛みや変化、困られている事があれば何なりとご相談ください。
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最新の五反田病院情報
ご自由にお持ち帰りください

五反田病院では昨年、456 件もの整形外科手術が
行われました。
手術室には最新機器を導入し、患者さんの苦痛を
最低限にできるような工夫がなされています。
また、手術へ向かう患者さんの不安を少しでも軽
減できるよう、ドクターからの丁寧な説明が行わ
れ、外来看護師、病棟看護師の連携のもと、全スタッ
フが協力して患者さんに接しています。手術後は
リハビリテーション科スタッフによるリハビリを
翌日より開始、栄養科からバランスの良い食事が
提供され、日常生活の援助を看護師が行います。
さらに、医療ソーシャルワーカーによる退院支援、
退院後の訪問看護など、全部門のスタッフが一丸
となって手術を受けられる患者さん一人ひとりを
支援しています。

整形外科  手術実績
　（2018.1.1 ～ 2018.12.31）
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　合計手術件数 456

　　腱鞘切開術
　　抜釘術
　　その他

　　脊椎手術

　　アキレス腱縫合術
　　手根管開放術

　　偽関節手術

　　腫瘍摘出術
　　創外固定術

　　頚骨高位骨切り術
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　　腱縫合術

43

　　人工膝関節置換術
　　人工股関節置換術
　　人工骨頭置換術

田中 邦彦  
【専門︓外傷】

五反田 清和
【専門︓膝・スポーツ整形】

カメラからの赤外線を利用して
人工関節の 3 次元的位置を計
測し、より正確に人工関節を膝
に設置する支援をリアルタイム
で行います。

人工膝関節が正確に設置されることで、人工関節の長期の安定
性や、患者さんの術後の満足度のが改善するとされています。
コンピューター技術を使用した最先端の医療機器で、日本でも
導入が進んでいます。

TKAナビゲーションシステム
OrthoMap precision knee navigation software

手術部最新機器レポート

TKA（人工膝関節置換術）の手術器械操作をより正確に行い、
手技上の誤差を軽減させることができる、イメージレス（CT
フリー）ナビゲーションシステムです。このシステムを使用す
ることで、患者さんにとってより安心・安全な TKA が施行で
きるようになりました。
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五反田 清和 田中 邦彦 

月 火 水 木 金 土

午前中
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午前中

14 時～

午前中
第１、第３金曜日（午前中）

第２土曜日（午前中）

第４火曜日（14 時～）

足

首・腰 膝

五反田病院整形外科ドクターズに、2019年 4月より
足関節専門の野口医師が加わり、ほぼ全身にわたって
整形外科専門医師が揃いました‼

※医師の都合により予定が変わる場合がございます。詳しい予定は受付まで。※★印は非常勤医師です。
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新 入 職 員 紹 介

骨をつくるために欠かせない主な栄養素は、①カルシウム（骨の材料）②ビタミンＤ（カルシウムの腸管か
らの吸収を助ける）③ビタミンＫ（体内に取り込んだカルシウムの骨沈着の際に必要）の３つ。カルシウム
は腸管からの吸収率があまりよくないため、ビタミンＤやビタミンＫなども併せて摂ることが健康的な骨
づくりの秘訣です。

乳製品 40％　＞　魚介類 35％　＞　野菜 19％

今回は、骨をつくるために必要な栄養素につ
いておはなしします‼それぞれの栄養素を効
果的に摂取し、健康な骨を作りましょう‼

カルシウムは、乳製品や小魚、水菜や木綿豆腐な
どに豊富です。これまでに、乳製品のカルシウム
は魚や野菜よりも吸収効率が高いことが国内の研
究で明らかにされています。

カルシウムの多い食品 ビタミン D の多い食品 ビタミン K の多い食品

・牛乳　　　　・サバ水煮缶

・ヨーグルト　・水菜

・木綿豆腐　　・小松菜

・シラス干し

・モロヘイヤ　　・春菊
・ツルムラサキ　・菜の花
・ほうれん草　　・小松菜

・納豆

・アンコウの肝　・サンマ

・シラス干し　　・ウナギの蒲焼

・イクラ　　　　・きくらげ

・サケ

K1

K2

■プラス「オイル」で吸収効率がアップ
食事で摂る際に意識したいことは、「ビタミンＤとビタミ
ンＫは油脂に溶け込むことで効率よく腸管から吸収され
る」という点です。炒め物や揚げ物にしたり、味噌汁の具
材が青菜なら、オイルをちょっと足したりする工夫で、ビ
タミンＤやビタミンＫの吸収率がかなり良くなります。カ
ロリーの過剰摂取はダメですが、油を目の敵にする必要は
ありません。質の良い適量の油は髪や肌のツヤにもつなが
るなど、美容にも良いのです。骨づくりのためには栄養バ
ランスの整った食事はもちろんのこと、「カルシウム＋ビ
タミンＤ＋ビタミンＫ＋油脂」を心掛けたいものです。 

役に立つ話梯 トレーナーのかけはし

かませ　　ちの

五反田 希和子
形成外科専門医

形成外科とは、身体に生じた組織の異常や変形、欠損、あるいは整容的な不満足に対して、あら
ゆる手法や特殊な技術を駆使し、機能のみならず形態的にもより正常に、より美しくすることに
よって、みなさまの生活の質 "Quality of Life" の向上に貢献する、外科系の専門領域です。 

巻き爪、褥瘡、お肌のトラブルや悩み、美容について…等々、形成外科に関するお困りごとはありませんか？
形成外科専門医の、五反田希和子先生による診察は、毎月第２、第４金曜日を予定しています。

受付窓口に予約表を設置しております。ご不明な点は受付窓口にお尋ねください。

みなさんからよく聞かれるのが、整形外科と形成外科はどう違うの
ですか？という質問です。
形成外科は整形外科とは全く違う診療科なのです。整形外科では、
体の土台となっている骨や関節、筋肉といった体の深い部分の運動
器に関する障害を主に治療しています。一方、形成外科は「体表外科」
とも言われ、その名の通り体の表面や浅い部分の形態異常に対する
治療を主に行っています。

整形外科とはどう違うのですか？

巻き爪
お肌のトラブル

気になるホクロ

「気になるな…」と思ったら

受診してみましょう‼

体の表面を見たり、触ったりした時に「気になる‼」と思っている
こと。それは形成外科で治療が可能なことが多くあります。

看護師 看護師 看護師 看護師

医療事務

理学療法士

理学療法士 理学療法士 理学療法士 理学療法士

作業療法士 理学療法士 理学療法士

放射線技師 放射線技師 栄養士

Reborn チーフトレーナーの梯（かけはし）です。皆様は運動をするなら食事の前と
後はどちらが良いと思いますか︖あくまで私の見解ですが、どちらとも言えません。
それは運動の目的によって違うからです。例えば、糖尿病などがあり、血糖値の上
昇を防ぐために運動をするのであれば、食後の血糖値が高くなるタイミングで運動
することにより、血中の糖を筋肉が取り込むので血糖値の上昇を防ぐことができま
す。しかし、運動の効果としてエネルギー源として脂肪ではなく、糖を多く使うの
で脂肪燃焼効果は多くは望めませんし、消化不良を引き起こす恐れがあります。
　逆に、空腹時の運動は脂肪燃焼効果が高まります。運動中に必要なエネルギーに
脂肪を多く使うからです。しかし、筋肉の増加を妨げたり、めまいを引き起こしたり、
体調を悪くすることが多いので過度な空腹時の運動はオススメ出来ません。
　満腹時、空腹時どちらにしてもメリット、デメリットがあります。どんな身体に
なりたいか、何が目的か、それによってトレーニング方法は変わります。Reborn で
は専門資格を持ったトレーナーが皆様のサポートを行いますので何でも聞いてくだ
さいね。

　昨年 11 月にオープンしてから約半年、徐々に多くの方に認知

され始めて、日々多くの会員の方達で賑わっています。

　これから、夏になり薄着になる機会が多くなります。ダイエッ

トや筋トレに興味をお持ちの皆様も多いのではないでしょうか。

　Reborn では、見学や体験などからいつでも受付けております

のでお気軽にお越しください。

　スタッフ一同、Reborn でお待ち致しております。４　　月、新入職員の皆さんが入職しました‼
　新卒者、経験者、合わせて 16 名の元気いっぱい
　の職員がそれぞれの部署で頑張っています。

メディカルフィットネスリボーンより

トレーナーが 1 対 1 で対応し、さまざまなストレッ
チ方法を駆使し、利用者のご要望に応じた施術を行
います。日頃の疲れを癒したい方、腰痛等の予防・
改善を行いたい方、スポーツ傷害の予防・改善を行
いたい方におすすめです︕

疲労回復、腰痛等の予防・改善、
スポーツ傷害予防・改善　など

200030分 円
Reborn3F ストレッチスペースにて行います。
また、前後の測定で変化がなければ全額返金致します‼

効果

完全予約制

O²（酸素）カプセル 60 分付き‼


