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情報調査部長 竹之内辰也 

日頃より皮膚科診療の地域連携に際して多大なご

支援を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。この

度、当科の診療体制が変更となりましたので、ご挨

拶を兼ねまして皮膚科の紹介をさせて頂きます。 

当科の歴史は病院の開設当初に遡りますが、初代

部長の石田 啓先生（故人）から赤井 昭先生、追手

比佐子先生、勝海 薫先生へと引き継がれ、平成 10

年からは竹之内が部長を務めています。 

長らく新潟大学からの派遣医との 2名体制でありましたが、平成 21年に高塚純子医師が常勤

医として赴任し、固定の 2 名に加えて大学から週 1 回の外来および手術の応援を頂いてきまし

た。当科は皮膚腫瘍および皮膚外科領域に力を注いで診療を行っており、広く県内全域の先生方

からのご紹介を頂いています。お陰様を持ちまして、当科の外来新患数は内科に次いで 2番目に

多く、紹介患者数も内科、外科に次いで 3番目に多い診療科となっています。 

皮膚がんの年間症例数は私の赴任当初の 4～5倍にまでなっており、がん診療拠点病院の院内

がん登録全国集計では毎年皮膚がんの上位 10 施設に名を連ねています。しかしながら、平成

22 年から私が情報調査部長として電子カルテを含めた診療情報管理業務を併任するようになり、

皮膚科業務との完全な両立がかなり困難となってきました。そのため、この度は横山 晶院長を

はじめ関係各位のご尽力を賜り、本年 10月より新潟大学から 1名の常勤医派遣を頂く運びとな

りました。藤川大基医師は平成 19年に新潟大学を卒業後、当院での 2年間の臨床研修を経て新

潟大学皮膚科に入局し、伊藤雅章教授の下で研鑽を積んできました。がんセンターで医師として

の土台を築いた上で、生涯の仕事として皮膚科を選んでくれた訳ですので、かつての指導医であ

った私としても今回同僚として一緒に仕事ができることを非常に嬉しく思っています。 

今後益々、拠点病院の皮膚科として地域の皆様のお役に立てるよう、スタッフ一同努力してい

く所存です。引き続き、ご指導ご鞭撻の程を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 



形成外科のご紹介  

 

 

形成外科 坂村律生 

 

  このたび、横山晶院長先生をはじめ、関係各所のご尽力を賜り、常

勤形成外科専門医による診療を2013年10月より担当させていただ

くことになりました坂村律生と申します。 

   

主な診療内容は、関係各科と協力し、外科的治療の際に、（遊離）組

織移植術等の手技を用いて、頭頸部をはじめ、乳房、体幹、四肢等の

腫瘍切除後の組織欠損に対し、主に自己組織を用いて組織補填、被覆、

ボリュームや形態の回復を図ることです。用いる組織は、患者さんご

本人の、前腕部、腹部、太腿部や胸部の皮膚、脂肪、筋肉や、下腿の骨ならびに周囲の組織、肩

甲骨ならびに周囲の組織などです。組織移植の成功率は、100％とはなりませんが、100％に

近づける努力、また、組織採取部の犠牲も少なくすべく努力を重ねています。遊離組織移植に用

います手技を生かし、食道や肝臓の手術時に、ごくわずかの部分ではございますが手術のお手伝

いも行っております。 

また、人工物によるボリュームや形態の改善、特に乳房につ

きましては、従来からシリコンインプラントを用いて行われて

おりましたが、その一部に保険が適用となりました。予後の改

善には直接の関係はございませんが、乳腺外科と連携し少しで

も患者さんに喜んでいただけるよう自己組織、インプラントの

適応を考え診療してまいります。リンパ浮腫の外科的治療（リ

ンパ管静脈吻合など）につきましても、当院で行っていくこと

ができればと考えております。 

がんセンターではございますが、直接悪性腫瘍とは関係のな

い形成外科の対象疾患（眼瞼下垂をはじめ、顔面、体表の機能

異常、形態異常、整容面）につきましても診療いたしておりま

す。お悩みの方がいらっしゃいましたらご紹介いただけました 

ら幸いです。 

 

外来診療は毎週水曜日午前と木曜日午前に行っております。水曜日

は頭頸部外科外来を、木曜日は口腔外科外来をお借りしながらの診療

となり、患者さんにはご迷惑ご不便をおかけいたしますが、何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

                 



 

 

 

 

 

毎年 9月は「がん征圧月間」です。当院でも平成 25年 9月 14日（土） 

だいしホールにて、がんに対する知識を深めていただけるよう、がん予防や 

がん検診の重要性について「伝えたい“がんの検診と早期発見”」と題しまし 

て市民公開講座が開催されました。当日は多くの市民の皆様方からご参加を 

いただきました。 

講演・成澤林太郎 臨床部長（胃がん・大腸がん） 

・児玉 省二 臨床部長（婦人科がん、子宮がん） 

・田中 洋史 内科部長（肺がん） 

 

平成 25 年 10 月 6 日(日)がんセンターの１階ロビーにおいてボランティア

コンサートが開催され、入院患者さんを含む約 60 名の方が参加されました。

オカリナサークル「風」の皆様とゲストの榎本正一様による、唱歌メドレー、

四季の歌、曲当てクイズ等、オカリナとフルートによる演奏で優しい調べに

聞き入りました。 



月  火 水 木 金

４０１診  Ｄ 張　高明  Ａ 成澤　林太郎  Ｄ 廣瀬　貴之   Ｂ 小山　建一

４０２診  Ｃ 高山　亜美  Ｄ 今井　洋介  Ｃ 大倉　裕二  Ｄ 石黒　卓朗  Ｄ 今井　洋介

５０１診  Ｃ 大倉　裕二  Ｆ 谷　長行  Ｆ 谷　長行  Ｆ 谷　長行

５０２診
 Ａ 青柳(午前)
 Ａ 加藤(午後)

 Ｅ 大山  泰郎  Ａ 加藤　俊幸  Ｅ 大山  泰郎  Ｂ 阿部　徹哉

６０１診  Ｂ 横山　晶  Ａ本山/栗田（隔週）  Ｂ 阿部　徹哉  Ａ 栗田　聡  Ｂ 田中　洋史

６０２診  Ａ 本山　展隆  Ａ 船越　和博  Ａ 佐々木　俊哉  Ａ 船越　和博  Ｃ 高山　亜美

２０１診  Ｂ 田中　洋史  Ｂ 樋浦　徹  Ｂ 才田　優

 Ａ 成澤　林太郎  Ａ 青柳　智也  Ａ 船越　和博  Ａ 加藤　俊幸  Ａ 本山  展隆

 Ａ 佐々木　俊哉  Ｂ 小山　建一  Ｂ 田中　洋史  Ｂ 才田　優  Ａ 栗田　聡

 Ｂ 阿部　徹哉  Ｃ 大倉　裕二  Ｄ 今井　洋介  Ｃ 高山　亜美  Ｂ 樋浦　徹

 Ｆ 谷　長行  Ｄ 石黒　卓朗  Ｅ 大山　泰郎  Ｄ 廣瀬　貴之  Ｄ 張　高明

１　診 浅見　恵子 小川　淳 渡辺　輝浩 小川　淳

２　診 渡辺　輝浩

１　診 佐藤　信昭（乳腺） 梨本　篤（胃） 土屋 嘉昭（肝胆膵） 中川　悟（食道） 瀧井 康公（大腸）

２　診 金子　耕司（乳腺） 松木　淳（胃） 野村　達也（肝胆膵） 藪崎　裕 （胃） 丸山　聡（大腸）

３　診 利川　千絵（乳腺） 會澤/小松崎（交替） 神林　智寿子（乳腺） 番場/西垣（交替） 佐藤（洋）/福本（交替）

予防ｾﾝﾀｰ乳腺 金子/長谷川 佐藤　信昭 神林　智寿子 佐藤/神林（交替）

吉谷　克雄 青木　正 篠原　博彦 青木　正
 篠原（1,3,5週）
 吉谷（2,4週）

新　患 小林　宏人 畠野　宏史 守田　哲郎 有泉　高志 村井　丈寛

再　来 守田　哲郎 有泉　高志 村井　丈寛 畠野　宏史 小林　宏人

原山　尋実 二宮　格 原山　尋実 原山　尋実

１　診 宇塚　岳夫 宇塚　岳夫 宇塚　岳夫 宇塚　岳夫

２　診 高橋　英明 高橋　英明 高橋　英明 高橋　英明

１　診 児玉　省二 本間　滋 笹川　基 児玉　省二 本間　滋

２　診 笹川　基 菊池　朗 菊池　朗 菊池　朗 笹川　基

３　診 児玉　省二 本間　滋 本間　滋 児玉　省二

１　診 高塚　純子 藤川　大基 竹之内　辰也 藤川　大基 高塚　純子

２　診 藤川　大基 竹之内　辰也
藤川（1,3,5週）
 高塚（2,4週）

高塚　純子 竹之内　辰也

１　診 北村　康男
小林（1,3,5週）
 北村（2,4週）

斎藤　俊弘 斎藤　俊弘 北村　康男

２　診 小林　和博
山﨑（1,3,5週）
 斎藤（2,4週）

小林　和博 山﨑　裕幸 山﨑　裕幸

原　浩昭 原　浩昭 原　浩昭 原　浩昭 原　浩昭

１　診 佐藤　雄一郎 富樫　孝文  佐藤　雄一郎 佐藤　雄一郎

２　診 甲斐　竜太 甲斐　竜太  富樫　孝文 甲斐　竜太

１　診 杉田　公 杉田　公 杉田　公 松本　康男 松本　康男

２　診 松本　康男 松本　康男 松本　康男 杉田　公 杉田　公

３　診 金本　彩恵 金本　彩恵 金本　彩恵 金本　彩恵 金本　彩恵

  坂村　律生 坂村　律生  

齋藤　義之 齋藤　義之 齋藤　義之 齋藤　義之 齋藤　義之

午前のみ  午前／午後  午前／午後

※ 変更となる場合がございますので、事前にご確認ください。（電話：025-234-0011）

新潟県立がんセンター新潟病院　2013年（平成25年）10月外来診療予定表
10月1日現在

内
　
　
　
　
　
　
科

新　患

(2診体制)

＊新患は２名の医師が担当します。当日の担当医についてはお問い合わせください。

Ａ：消化器　　Ｂ：呼吸器　　Ｃ：循環器　　Ｄ：血液　　Ｅ：内分泌　　Ｆ：糖尿病

泌尿
器科

＊新患については紹介状が必要となりますので、あらかじめご了承願います。

小児
科

 浅見　恵子(～11:00)

 長期ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ外来

 　　　　　(11:00～)

外
　
科

＊乳腺外科については原則予約制となりますので、あらかじめご了承願います。

呼吸器外科

整形
外科

＊整形外科は完全紹介制となりますので、あらかじめご了承願います。

神 経 内 科

脳神経
外科

婦人
科

＊婦人科３診については原則予約制となりますので、あらかじめご了承願います。

皮膚
科

形 成 外 科

緩和ケア科
＊当院に受診中であり、主治医より紹介された方を対象としております。

歯科口腔外科
（日本歯科大学より） ＊当院に受診中であり、主治医より紹介された方を対象としております。

眼　　科

頭頚部
外科

放射線
治療科

＊木曜日の新患依頼は対応できない場合がございます。ご了承願います。

麻　酔　科 丸山　洋一　、　高田　俊和　、　冨田　美佐緒　（　月～金　予約可能　）

 

新潟県立がんセンター新潟病院 地域連携・相談支援センター（地域連携部門） 

ＴＥＬ：025-234-0011  FAX：025-234-0022  受付時間 月～金 8：30～17：00 

地域連携・相談支援センターを通して予約した場合、原則として予約日当日に行える検査 

ＣＴ、 腹部超音波、 ＭＲＩ、 食道・胃・十二指腸内視鏡、 PET-CT 

時間外の FAX については、平日夜は翌朝、金曜夜から日曜は月曜の朝にお返事申し上げます 


