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材木座海岸「第 71 回鎌倉花火大会」
撮影者：院内案内係 内海 晶保

形成外科・美容外科
Shonan Kamakura
Plastic× Aeshetic

SURGERY

Doctor's

VOICE

ドクターから患者さんへ

形成外科・美容外科

高見
たかみ

佳宏

部長

よしひろ

Doctor's Profile
YOSHIHIRO TAKAMI
〔略

歴〕

1987年
1994年
2001年
2005年
2010年
2014年
2018年

2 SHONAN

札幌医科大学 大学院修了
米国イリノイ大学医学部
（シカゴ）
外科研究員
杏林大学医学部 形成外科、
熱傷センター 助教授
西部総合病院
（さいたま市）院長
日本医科大学 形成外科 准教授
東京労災病院 形成外科、
難治性創傷治療センター 部長
湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科 部長

Mail

〔専門資格等〕

上海交通大学医学院 客員教授
日本医科大学形成外科 非常勤講師
医学博士、形成外科学会専門医
皮膚科学会専門医
熱傷学会専門医
臨床皮膚外科学会専門医
乳房オンコプラスティックサージャリー学会責任医師

長らく当科を牽引されてきた山下理

絵部長の後を引き継いで、2018 年 3 月から勤
務しております。形成外科・美容外科は体表面
と体表に近い体の異常を治療する外科の一分
野であり、その治療範囲は皮膚や皮下・軟部
組織ばかりでなく、一部の骨組織にも及びます。
当科では生まれつきの異常や変形、顔面・
四肢の外傷・熱傷、皮膚・皮下・軟部組織の
あし え そ

じょくそう

趣味のドラム演奏はしばらくご無沙汰

形

▲

成外科・美容外科の高見佳宏です。

はんこん

腫瘍、ほくろ・あざ、足壊疽・褥 瘡、外傷後の変形や傷跡・瘢 痕、手術後の体の変形、美容外科など、幅広い
領域を治療対象としております。

01

チームワークで、 当院の形成外科・美容外科診療を
より充実させるべく努力して参ります。

現在当科は 4 名の常勤スタッフと数名の非常勤スタッフで、患者さんの満足と生活の質の向上を目指し、日々の
診療にあたっております。上田百蔵医師は足壊疽から乳がん後の乳房再建、
さらにはレーザー治療や美容外科まで、
当科に課せられた全てのニーズに対応しております。山本寛也医師は形成外科全般と重症壊疽患者さんの救命治
療に力を発揮しております。権知華医師は見かけ通りの優しい女医さんですが、その体力、気力、手術力には定
評があります。また学会でとても優秀な発表をしております。私、高見は、
「彼ら若いスタッフを引っ張って」と言い
たい所ですが、しばしば彼らに手を引いて頂きながら、形成外科全般、特に皮膚・軟部悪性腫瘍の診断と治療を
進めております。趣味のドラム演奏や旅行は当分ご無沙汰の状態です。

こうしんこうがいれつ

非常勤の医師の中で、山崎安晴医師は口腔外科が専門で、口唇口蓋裂や上下顎骨折治療の指導を頂いておりま
す。遠山哲彦医師は患者さんにとても優しい形成外科のオールラウンドプレーヤーです。当院での治療経験も豊富
です。杉本貴子医師は多種多様のレーザー機器を巧みに操って、あざやシミ、脱毛等の治療を進めております。
これからも医師、看護師、外来クラークのチームワークで、当院の形成外科・美容外科診療をより充実させるべ
く努力して参ります。

▲レーザー外来にて

SHONAN
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ばいようひふいしょく

形成外科に特徴的な治療 「培 養皮膚移植・ いんあつちりょう
レーザー治療・マイクロサージャリー・陰 圧治療」

02

形成外科・美容外科は外科の一分野ですので、一般的な外科手術が治療の中心です。しかし形
成外科に特有の治療方法もございます。例えば切手大ほどの皮膚を体外で細胞培養により増やして
移植する「培養皮膚移植」があり、重症熱傷の治療に用いられております。
先に触れましたレーザー治療は、種々のレーザー光照射により、赤、黒、青などの皮膚の色素異常
（あざ、シミ）を治療したり、皮膚のくすみや性状を改善したり、脱毛を促進したりするものです。
がんけんかすいしょう

眼瞼下垂症

シミ
（矢印）のレーザー治療

（上）手術前・
（下）手術後1ヵ月

（左）
治療前・
（右）
治療後1ヵ月
ゆうりひべん

手術用顕微鏡を用いたマイクロサージャリー（神経・血管の縫合や遊離皮弁移植など）も形
成外科の重要な治療手段です。また最近増加している足壊疽や慢性・難治性の皮膚潰瘍に対
そう ち ゆ

して、局所の血行と創治癒を促進する陰圧（大気圧よりも低い圧力）治療を行なっております。
いんあつちりょう

この陰圧治療には、密封した創部をポンプで吸引して創部に持続的な陰圧をかける方法と、
創のある足全体を密封した長靴の中に入れて、陰圧をかけたり通常の大気圧環境に戻したり
を反復する方法（間欠的陰圧治療）とがあります。

フィルムで
キズを保護

チューブで浸出液や
老廃物を吸引

フォーム材か医療用
スポンジをあてる
吸引により陰圧状態になる。

キズ（創）表面

▲ポンプで吸引して創部に持続的な陰圧を
かける方法

4 SHONAN

Mail

▲間欠的陰圧治療の実際

医師・看護師・外来クラークの
チームワークを大事に
温かい診療環境を
つくっています！

〈前列〉右から
山本 寛也 医師

権     
知華 医師
高見 佳宏 医師
上田 百蔵 医師

手術用顕微鏡と共に

▲

03

受 診される皆様へ

形成外科・美容外科外来の初診受付は毎週月〜金曜日の 7：30 〜 11：00、
土曜日は 7：30 〜 10：30 です。
外来の受付時間と担当医につきましては外来担当表をご確認ください。外来担当表は
当院１F のエントランスや病院のホームページなどでご覧頂けます。また短期入院（1 泊
2 日入院など）での手術も多数行なっております。

がんけんかすい

えき しゅう しょう

美容外科と美容的レーザー治療は自費診療となりますが、眼瞼下垂や腋臭 症 は健康保
険での治療です。対象疾患は、病院ホームページの形成外科・美容外科のページにより
詳しく記しておりますので、ご覧頂ければ幸いです。ご不明な点は、ご遠慮なく当院形成
外科受付までお尋ねください。

SHONAN
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2019

湘南鎌倉総合病院

新任医師のご紹介

Q.

新任医師の皆さんに質問です！

■診療科
■出身地

❶まず、ご自身の性格を教えてください。

■出身大学

❷医師になろうと思った、きっかけは何ですか。
❸休日の過ごし方を教えてください。
❹最後に、当院に入職を決めた理由は何ですか。

すのう

ゆうま

数納 祐馬

肝胆膵外科 医長
埼玉県 筑波大学

❶知識・技術の習得に前向きに取り組みます。
❷人の役に立つ仕事をしたいと思ったから。
❸ついつい病院に来てしまいます。
❹高度な技術を持つ当院外科チームで自分の技術を高めたいと

思ったから。

たなか

たかひろ

田中 貴大

脳神経外科 医長
埼玉県 日本医科大学

❶好きな言葉は「努力」です。
❷自分にしかできないことを追求したかったため。
❸大学院生としてネズミを用いた研究をしています。完全オフは

マイル修行かドラム。
❹いわゆる脳神経外科医ではなく、脳脊髄 末梢神経外科医に
なりたかったから。

ふくなが

ひさのり

福永 久典

放射線科 専攻医 ( 放射線腫瘍 )
神奈川県 横浜市立大学

❶努力家、負けず嫌い、感激家。
❷ブラックジャックに憧れていました。
❸スカッシュ、読書、映画、旅など。
❹恩師に誘って頂きました。
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第１回

湘南
救急フェスタ
開催しました！
救命救急センター センター長

山上 浩

救急外来を受診する前にできることは？
「病院救急車」って何？
子供から大人まで楽しみながら救急医療を学べる機会を作りたいとい
う気持ちで、6 月 23 日㈰に当院にて『第 1 回湘南 ER 救急フェスタ』を
開催しました。
当日は雨天にもかかわらず、140 名以上の方にご参加を頂き、クイズや
質問コーナー、体験型スタンプラリーなど全て
において大盛況でした。第 2 回は来年春頃を予

▲クイズで学ぶ救急医療

定しており、より地域の方のニーズにあった魅力
的なフェスタを目指して参ります。
血圧測定体験

▲

なりきり体験

▲

▲心臓マッサージ
AED 体験

▲ 119 番通報体験

救急車乗車体験

▲

次回も盛り上げていきますので
是非ご期待ください！
▲

診察器具体験

湘南

一同

SHONAN

Mail
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14：00～16：00

「自宅でできる体力維持、
回復のためのリハビリ」

9 月のがんサロンは第４回湘南鎌倉マンモサタデーの中で開催します。

院内コンサート
８月２４日㈯ 15：30～16：00
第16回

第４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！
講 演 ： 13 ： 00 〜 14 ： 00 本館３F 形成外科外来待合スペース
イベント ： 14 ： 00 〜 16 ： 00 別館２F 健康管理センター

乳腺外科 ・ 形成外科の医師 ・ 薬剤師による講演 ・ ピンクリボンクイズに挑戦！
がんサロンで語ろう！ ・ 企業展示

内容に関するお問い合わせは 医局秘書 山梨まで

医 療 法 人 沖 縄 徳洲会

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
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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

乳がんの知識パネル ・ 乳がんを発見しよう ・ 患者支援について

高見 佳宏

日時：9 月 21 日（土） 13：00 〜 16：00

形成外科・美容外科 部長

■出 演 ： 鎌倉市立深沢中学校 吹奏楽部
■会 場 ： 当院 1F エントランス
■曲 目 ： アルヴァマー序曲
Souvenir du Grand Ciel ～ 黎明への祈り
ディズニープリンセスメドレー

特集 形成外科・美容外科のご紹介

〈最初の３０分に〉 リハビリテーション科 理学療法士 副主任 奥田 耕司によるレクチャー付き
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〈定例〉 第３土曜日（祝日除く） 参加費無料・事前申込不要・自由参加
〈場所〉 ２F２１番 オンコロジーセンター待合室 〈対象〉 患者さんとそのご家族

SHONAN

がんサロン

がん体験者の語りの場です。
ふらっとお越しください！

