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特集１～形成外科ってどんな科？

学園ひろば春号 2018.5.1発行

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、皆さんの生活の質 "Quality 
of Life(QOL)" の向上に貢献する、外科
系の専門領域です。
聞いたことはあるけれど、どんな病気
を治すのか、良く分からないという方
が多いと思います。

当院形成外科では、形成外科医が治し
ている病気を、もっとわかりやすく
知っていただきたいと願っています。
是非、この機会にこの特集を最後まで
読んで頂き、形成外科に対するご理解
を少しでも深めて頂けたら幸いです。
形成外科で治療を受けた方々が、笑顔
で再び社会生活に復帰していく姿を見
ることが、形成外科を専門とする私達
の最高の喜びです。

では、これから具体的に形成外科の疾
患について述べたいと思います。

外傷とは、外力(機械的、物理的、化学
的)により生じた組織・臓器の損傷(け
が)をさします。
日常生活で最も多く遭遇する、外力に
より生じた皮膚、軟部組織損傷(いわゆ
る創傷)は、受傷の原因と受傷時の創部
状態から、切創(切りきず)/擦過傷(す
りきず)/ 裂挫創(皮膚が裂けたきず)/
刺創(刺しきず)/咬傷(咬みきず) に分け
られます。
創をきれいに治すためには初期の治療
がとても大切です。四肢では皮膚欠損
の再建手術、切断指の再接合術など、
緊急手術を要する治療も行っています。

①外傷

引用：日本形成外科学会
http://www.jsprs.or.jp/general/disease/trauma/

受傷時：切開して洗浄した

②熱傷(やけど)

『やけど』とは、皮膚に高温が作用し
たために起こる傷害をさします。
高温の液体や固体が一定時間以上接す
ると生じるもので、火炎・爆発などで
生じる場合もあります。

動物咬傷

引用：一般社団法人 日本形成外科学会 http://www.jsprs.or.jp/

3週間後：感染兆候を示し
ている
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露出部である「顔」はとてもケガを受
けやすい部位です。一方、「顔」は他
人から見られる部位であり、機能のみ
ならず整容的な治療も望まれます。
形成外科では、顔面という特殊部位を
扱う専門家として、機能と整容性を両
立した治療を目指しています。
最も多い顔面骨骨折は鼻骨(鼻)と頬骨
(ほおぼね)です。
治療は、骨折でずれた骨を元の位置に
戻し固定するために手術が行われます。
傷はあまり目立ちません。
受傷後2週間を超えると骨が変形して
固まってしまうことがあるので、早め
の受診、診断が必要です。

また、低温やけどと呼ばれる、比較的
低い温度(44～60度)で生じるやけども
あります。この他、特殊なやけどとし
て、薬品(酸、アルカリ溶液など)によ
る化学熱傷、電流(家庭電源、落雷な
ど)による電撃傷などがあります。
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引用：日本形成外科学会 http://www.jsprs.or.jp/general/disease/trauma/trauma_02.html

③顔面骨骨折及び顔面軟部組織損傷

Ⅲ度熱傷 左：あんかによるやけど 右：プレスによるやけど

初期治療を不適切に行うと 浅いやけ
どでもきずが上手く治らなかったり、
手術が必要になったりします。
早い段階での形成外科受診が重要です。

原因としては、やかんやポットの湯、
コーヒーやお茶、てんぷら油、カップ
麺、味噌汁など高温液体によるもの、
次いでストーブやアイロンなど熱性固
体の接触によるものが多く見られます。
最近では、電気炊飯器やポットの水蒸
気の噴出口やファンヒータの吹き出し
口に触れてしまう幼児の熱傷が増えて
います。湯気は熱湯以上に温度が高い
ので短時間で簡単にやけどとなります。

やけどは初期治療が重要で、浅いやけ
どには軟膏治療、深いやけどには他の
ところから皮膚を移植すること(植皮)
などが必要になってきます。

引用：日本形成外科学会
http://www.jsprs.or.jp/general/disease/trauma/trauma_02.html

約2週間で治癒するやけど（浅いⅡ度熱傷）

引用：日本形成外科学会
http://www.jsprs.or.jp/general/disease/facial_fractures/

顔面骨骨折が生じやすい部分
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傷あとと言っても成熟した瘢痕から難
治性のケロイドまで病態は様々です。
手術、内服治療、外用治療などの治療
法から病態に合わせ、最良の方法をご
提案します。

顔面の異常(唇顎口蓋裂、顔面裂)、手
足の異常(多指(趾)症、合指(趾)症)、耳
の異常(小耳症、埋没耳)、体幹の異常
(漏斗胸、臍突出症・臍ヘルニア、陥没
乳頭)などの治療を行っています。
疾患やその状態により適切な治療のタ
イミングは異なりますのでまずはご相
談下さい。
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引用：日本形成外科学会 http://www.jsprs.or.jp/general/disease/nevus/

⑥傷あと（瘢痕・瘢痕拘縮・肥厚性瘢
痕・ケロイド）

④先天異常

⑤皮膚、軟部組織の腫瘍

良性、悪性の皮膚、軟部腫瘍の治療を
行います。

治療はできものを摘出する手術にな
りますが、病変の切除だけでなく、
切除後の機能、外観に留意した再建
手術も行います。
また、外来で出来るものから入院治療
を要するものまでその種類によって変
わってきます。小さな腫瘍では局所麻
酔で「日帰り」で行えるものがほとん
どです。

⑦眼瞼（眼瞼下垂、眼瞼内反）

眼瞼下垂症とは上まぶたが十分に上が
らない状態のことです。
このうち、加齢や外力(白内障手術後、
コンタクトレンズ長期装用、アトピー
で頻繁にまぶたをこするなど)によって、
上まぶたを上げるのに重要な役割を果
たす眼瞼挙筋腱膜が薄くなったりする
ことで起こるものを腱膜性眼瞼下垂症
と呼び、特に加齢によって起こるもの
は老人性眼瞼下垂症とも呼びます。
両眼に起こることが多く、物が見えに
くくなるほか、上まぶたを上げる手助
けをするべく眉毛を上げてしまうこと
によって、おでこにしわが生じたり、
頭痛・肩こり・自律神経失調症状(不眠、
うつ、便秘など)が起こったりすること
もあります。
形成外科では眼瞼下垂の手術でものが
見えにくい症状の改善を行っています。

粉瘤(皮膚の成分が袋を作る腫瘍)

引用：日本形成外科学会
http://www.jsprs.or.jp/general/disease/trauma/trauma_02.html

肥厚性瘢痕
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乳房再建とは、乳がんの治療によって
失われた乳房の形態を手術によりでき
るだけ元の形に復元することです。
ここ10年の間に、乳がんの手術方法が
進歩し、私達形成外科医はできる限り
左右対称の乳房を再建することが可能
になってきました。乳がん手術が終
わった後に、乳房再建の話を聞いてみ
たい場合にはぜひ相談して下さい。
また手術前でも再建の相談にのること
は可能です。
ひとりで思い悩まずぜひご相談下さい。

●乳房の再建方法について

乳房再建の方法には大きく分けて、
①人工乳房による再建
②自家組織による再建
があります。

この方法は特定の人工乳房を用いる場
合に健康保険が適用されます。
組織拡張器(エキスパンダー)を併用す
る場合と併用しない場合があります。
併用する場合にはシリコン製の風船の
ようなものを胸の筋肉の下に留置し、
徐々に皮膚皮下組織を乳房の形に膨ら
ませて人工乳房に入れ替えます。
組織拡張器と入れ替える人工乳房は、

引用：日本形成外科学会
http://www.jsprs.or.jp/general/di
sease/malignancy/

図1：人工乳房による再建

●治療により期待される結果
近年では、再建方法が進歩してより美
しい乳房が再建できるようになってき
ました。
その結果、乳房切除による喪失感や日
常生活の不都合が解消されます。精神
的苦痛から開放されることによるQOL
の向上が期待できます。
乳房再建には言葉では伝えきれない精
神面での大きな効果があります。

①人工乳房による再建 (図1)

②自家組織による再建 (次ページ図2・3)

シリコンバッグが多く用いられます。
手術は2回になりますが、他の部位に
傷がつかないというメリットがありま
す。その反面、破損などで将来的に入
れ替えが必要になることもあります。

患者さん自身の身体の皮下脂肪の豊富
な部分を胸に移植する方法です。
自家組織の移植法としては、
1.腹部の皮下脂肪を利用する腹直筋皮
弁術 (次ページ図2)
2.背中やわき腹の皮下脂肪を利用する
広背筋皮弁術 (次ページ図3)
の2つが代表的な方法です。
他の場所に傷がつくという問題点はあ
りますが、より自然に近い乳房ができ、
手術が一回で可能というメリットがあ
ります。
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赤澤俊文形成外科医長プロフィール
(あかざわとしふみ)

日本形成外科学会専門医
乳房再建用エキスパンダー/インプラント責任医師
身体障害者指定医（肢体不自由）

●取得専門医・認定医など

●出身大学 岐阜大学

●略歴
2007年
2007年
2009年
20１0年
2011年
2012年
2013年
2015年
2016年
2016年
2017年
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引用：日本形成外科学会 http://www.jsprs.or.jp/general/disease/malignancy/

図3：背中やわき腹の皮下脂肪を利用する広背筋皮弁術

当院形成外科スタッフ。中央が赤澤医長。

月 火 水 木 金 土

AM ○ ○ ○ ○ ○

PM ○ ○

形成外科外来日程表

引用：日本形成外科学会 http://www.jsprs.or.jp/general/disease/malignancy/

図2：腹部の皮下脂肪を利用する腹直筋皮弁術

岐阜大学医学部医学科卒業
総合病院聖隷三方原病院臨床研修医
いわき市立総合磐城共立病院
筑波大学附属病院医員
水戸済生会総合病院医員
茨城県立中央病院医員
筑波大学附属病院医員
鳥取県立中央病院副医長
国立病院機構水戸医療センター医師
いわき市立総合磐城共立病院医長
筑波学園病院形成外科医長

3月
4月
4月
4月
5月
4月
7月
4月
2月
10月
4月



一般財団法人筑波麓仁会

筑波学園病院診療部に10名の常勤医師が4月から新たに加わりました。診療科はそれぞ
れ違いますが、皆、患者さんの声に耳を傾けて、精一杯努力していく所存です。

外科 倉橋果南消化器内科 永瀬将臣

腎臓内科 本村鉄平リウマチ膠原病内科 深谷進司

整形外科 北島祐二

耳鼻咽喉科 岡野康仁 産婦人科 蒲田郁眼科 織田公貴

歯科口腔外科 内田文彦

よろしく
お願いします！

腎臓内科 松永宇広

4月からの勤務医師紹介

学園ひろば春号 2018.5.1発行
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特集２～花粉症をやわらげよう！

春の風物詩ともなっている花粉症。ス
ギやヒノキのピークはそろそろ過ぎる
かと思いますが、イネ科の花粉はこれ
からがピークであり、症状を持つ方に
はまだまだマスクが手放せませんね。
なんとかしたいこの症状ですが、根本

的には体質に関わるもののため、いわ
ゆる「完治」はせず症状緩和しかない
のが現状です。
でもきちんとした治療と日常生活での
注意を行えば、かなりの効果が見込め
ますのでご安心下さい。

②減感作療法又はアレルゲン免疫療法

抗原をごく少量注射することから始め、
次第に量を増やして、体の免疫力を高
める治療法。最近では投与方法が異な
る舌下免疫療法も選択肢の一つとして

普及しつつありますが、いずれも即効
性に欠け、数年に渡り治療を継続しな
ければ十分な効果は期待できないとこ
ろがあります。

①薬物による対症療法

最も一般的な治療で、症状やその重症
度に応じて行います。当院でも主にこ
ちらを行います。
後述の減感作療法(又はアレルゲン免疫
療法)とは異なり根本治療ではありませ
んが、即効性があり実用的です。
くしゃみ・鼻水に効果があるもの、鼻
づまりに効果があるものがあり、また

飲み薬や点鼻薬もあるために症状とそ
の程度に応じて使い分けています。
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③外科手術

一年中薬が手放せず、しかもすっきり
しない重症の方や薬が飲めない事情が
ある方(妊娠・授乳等)がいらっしゃい
ますが、そのような方には手術をお勧
めします。
よくクリニック等で行われているレー
ザー手術は簡便ですが効果が短期間で
あることが多いため、当院では鼻づま

りに対しては鼻内の形態を改善する目
的で鼻中隔矯正術や粘膜下下鼻甲介骨
切除術を、またくしゃみ・鼻水に対し
ては後鼻神経切断術(後鼻神経は鼻腔の
後方に出口があり、ここから鼻の粘膜
にくしゃみ・鼻水の分泌を刺激する神
経です。)を内視鏡手術で実施していま
す。

④食事による体質改善

正しい食事により腸内環境を整え免疫
機能を改善することにより、アレルゲ
ン(花粉)への抗原体反応を抑えていき
ます。即効性は期待できませんが、既
述の緩和方法と併用していくことで、
徐々に効果を上げていきます。
具体的には、
・ヨーグルト等……乳酸菌により善玉
菌を増やす。

・ごぼう、レンコン等……善玉菌のエ
サの食物繊維・オリゴ糖を増やし善玉
菌を活性化させる。
・脂質・アルコールを控える……悪玉
菌を増やさないようにする。
などの食生活改善を行います。
今回は花粉症緩和レシピも紹介します
ので、ぜひ参考にして下さい。

ごぼう・にんじんを千切
り。ごぼうは水にさらし
ておく。

炒め油をひいたフライ
パンに鷹の爪を入れ
て辛みを出したら取り
出し、ごぼうとにんじ
んを加えて炒める。

だし汁を加えたら、酒、
みりん、さとう、醤油で
味付けし、煮汁がなく
なったらゴマ油をかけ
て照りを出し、いりごま
をふる。

①

②

③

なじみがあり過ぎて「え、
この料理に花粉症緩和の
効果が？」と思うかも。
侮るなかれ、ごぼうの食
物繊維含有量は、花粉症
緩和素材の代表で同じ根
菜のレンコンよりも上。
ごぼうの豊富な食物繊維
で、善玉菌活性化→腸内
環境改善→免疫機能改善

→花粉症緩和を図っていき
ましょう！

ごぼう……160g
にんじん……60g
いりごま……大さじ1
鷹の爪……1本

ゴマ油……小さじ1
炒め油、みりん……大さじ1
さとう……小さじ1
だし汁……50ml
酒……大さじ1
醤油……大さじ1強
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第1回市民公開講座『自分の体を知ろ
う！ 健康寿命をのばそう！』が2月17
日(土)に開催されました。
初回にも関わらずたくさんの方に受講頂
きましたこと、改めて御礼申し上げます。
今回のテーマは、筋肉等の機能低下によ
り歩行等が困難になったり寝たきりにな
る状態「ロコモティブシンドローム(以
下ロコモ)」への対策です。

今回の公開講座では、脊椎・脊髄の専
門医である坂根リハビリテーション科
部長の講演、栄養士による栄養講義に
加え、ご自分がロコモがどうかの簡単
なチェックやロコモ防止の体操、個別
相談など、座学・実践の両面からロコ
モについて学びました。
参加者の方からは「次回もぜひ参加し
たい」との声が頂けました。

ロコモティブシンドローム予防のための市民公開講座開催

財団ニュース・お知らせ
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リハビリテーション科指導でのロコモ予防体操

リウマチ膠原病内科に新しい専門医が配属となりました

月 火 水 木 金 土

AM ○ ○ ○ ○

PM ○

リウマチ膠原病内科外来日程表

予約
センター

平日 9時～16時
土曜 9時～12時

予約受付時間：

日本リウマチ学会リウマチ専門
医・指導医、日本内科学会総合
内科専門医、日本消化器病学会
認定消化器病専門医、日本肝臓
学会認定肝臓専門医 等

●取得専門医・認定医など

●役職 リウマチ膠原病内科医長

●名前 深谷 進司(ふかや しんじ)4月からリウマチ膠原病内科に深谷進司
先生が配属となりました。
リウマチ専門医として北海道で20年近
くリウマチ・膠原病の診療に携わってき
たキャリアのある先生です。
以下にメッセージを頂きました。
「千葉県流山市出身です。北海道大学に
進学し札幌や帯広で勤務していましたが、
自然と都市が調和したつくば市が気にい
り戻ってきました。これから地域に根差
して貢献していきたいと思います。診察
ではわかりやすい説明を心掛け、筑波大
学附属病院や当院各診療科との連携も適
切に行います。宜しくお願いします! 」
新たなスタートとなったリウマチ膠原病
内科をぜひ受診して下さい。
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筑波学園看護専門学校3年生が看護師国家試験に全員合格

3月26日(月)、第107回(2017年度)看護
師国家試験の合格発表が行われました。
当校12回生(3年生)も校内に集い、あ
る人は自分のスマートフォンで、ある
人は図書室のパソコンで、ある人は教
務室で教職員と一緒に……と、それぞ
れ14時になったと同時に一斉に厚生労
働省の合格発表サイトにアクセスし、

合格を喜び合う筑波学園看護専門学校の12回生(3年生)

自分達の受験番号を確認……
……見事32名が全員合格！！ しかも
3年連続全員合格の快挙です。学校中
が歓喜の渦に包まれました。
この4月から早速それぞれの医療現場
で実践に励んでいます。
合格おめでとうございます。そして、
頑張って下さい！！

坂根医師が2018年サンウルブズチームドクターに選出

当院の坂根正孝リハビリテーション科
部長が、ラグビーチーム『ヒト・コ
ミュニケーションズ サンウルブズ』
(以下サンウルブズ)の2018年チームド
クターに昨年から引き続き選出されま
した。
サンウルブズは、ラグビーの国際大会
「スーパーラグビー」に、2016年から

参加している日本チームです。
今年は、日本国内開催となる2019年ラ
グビーワールドカップがいよいよ来年
に迫ったことを見据え、日本代表との
連携も強化され、非常に注目度が上
がっています。
坂根医師は主にサンウルブズ側をメイ
ンとして担当します。

診察中の坂根リハビリテーション科部長 南アフリカ共和国、ダーバンでの試合前 (画像提供：©JSRA)
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※当日予約のみ
8：00から受付(平日・土曜共)

平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

筑波学園看護専門学校入学式の取材でのこと。来賓祝辞の中で「看護
師は、弱った方が無条件に頼れる存在にならなければならない。」との

言葉がありました。家族には大丈夫だという姿を見せなければならない
から言えない悩みを、看護師さんに聞いてもらい気が楽になった…私も
経験があります。心のケアができて初めて一人前。新入生がそんな看
護師になれるよう心から期待した入学式でした。

地域連携だより 第２回～ 医療法人根本クリニック

【発行】 一般財団法人
筑波麓仁会 筑波学園病院

〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355(代) FAX. 029-836-1918

【関連施設】
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援セン
ターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そ
よかぜ

訪問看護ステーションそ
よかぜ
筑波学園病院訪問リハビ
リテーション
ポプラ保育所
筑波学園看護専門学校

【交通アクセス】

●つくばエクスプレスつくば駅か
ら→つくバス約15分。谷田部車
庫下車

●つくばエクスプレスみどりの駅
から→関東鉄道バス約10分。谷
田部庫または筑波学園病院前下車

●JR常磐線牛久駅から→ 関東鉄
道バス約30分。谷田部車庫下車

●関東鉄道常総線水海道駅から
→関東鉄道バス約30分。筑波学
園病院前下車

公共交通機関

自動車
■常磐自動車道谷田部インターから
→約5分

【診療科】
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～外来診療について～

泌尿器科・外科・内科・皮膚科

【診療時間】

【連絡先】つくば市鬼ヶ窪1108

日祝日・木曜・土曜午後

TEL:029-847-0550 FAX:029-847-0551

【休診日】

9:00～12:00 15:00～18:00
※土曜の午前は9:00～13:30

私は平成3年8月に内科、泌尿器科

を主な診療科として地元の鬼ケ窪で開

業しました。

開業までは筑波学園病院に勤務してお

り、その後も患者さんの紹介や、先年他

界した父を看取って頂いたりと、本当に

お世話になっています。

開業医は患者さんにとって、アクセスが

良いというメリットの反面、筑波学園病

院をはじめとした地域の病院にお願い

しなければならない事も多々あります

ので、その節は宜しくお願い致します。

今後も「謙虚に真

摯に」をモットーに

地域の皆様の診療

に取り組んで参り

ます。 院長 根本眞一


