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巻頭言
会長挨拶
従来の同門会会報が本年度から刷新され、このものが
その第1号になります。
本来であれば前年暮れの同門会総会で会長を辞するつ
もりでおりましたが、山本有平三代目教授の新体制がス
タートしてまだ1年も経っていないため、基礎固めがで
きるまでもう一期続行していただきたいとのことで会長
を引き受けました。
私にいかほどのことが出来るか分かりませんが、教室
と同門のよりよい発展のために全力を尽くしたいと思っ
ております。残り一期、皆様の絶大なるご協力を心より
お願い申し上げます。

新冨 芳尚

北海道大学医学部形成外科同門会 会長
蘇春堂形成外科 理事長

姉歯耐震強度偽装問題と美容外科
せっかくの休日をほぼ5時間、姉歯耐震強度偽装問題

のような広告を医師たる者がよく恥ずかしげもなくでき

の証人喚問を見ることに費やしてしまいました。この日

るよなぁ〜という驚きの方がはるかに強いです。美容外

詰問されたのは木村建設の木村社長とその東京支社長そ

科を目指してくる若者に問うても「どうしてこの広告が

して総研の内河所長の三人でした。結局真相は得られず

悪いのですか、たくさんの患者を集めるのに効果がある

終いだったのですが木村社長と内河所長に共通している

のだから良いではないですか。医師が金を求めて何が悪

姿を垣間見ることができ興味が湧いてきたからです。二

いのでしょうか。云々」それどころかはっきりと美容外

人とも大きな組織のリーダーという立場にいるわけです

科のチェーン店の裕福な医師を成功者として憧憬する始

が、この二人にはまるで責任者としての自覚がないので

末です。若者だけではなく、指導者にもこのような人が

す。一切が自分のあずかり知らないところでなされた出

少なくありません。医を志す者がこうまで変わってし

来事で長としては何も知らなかった。だから責任のとり

まったのです。医師としての品位という言葉も死語とな

ようがないと言いたげな返答に終始していました。長た

りそうです。驚きというより大いなる悲しみと寂寞感を

る者少なくとも「私が知らなかったこととは言え、長と

覚えずにはいられません。もう一度いいますが、医の世

して大きな責任を感じております。誠に申し訳ございま

界がここまで落ちているのですから、他の業界で何が起

せんでした。深く深くお詫び申し上げます。云々」程度

ころうともはや驚きません。

は述べるのがトップにいる者としての常識だと思うので

11月11日日本頭蓋顎顔面外科総会において徳島大学形

すが。なぜこうしてここに唐突に姉歯問題を取り上げた

成外科教授中西会長より美容外科についての講演を依頼

のか、それは今の日本における美容外科の社会的立場が

され、その折以下のことを述べて講演を終わりました。

この事件の背景によく似ているからです。この背景に

「・・・今、日本の美容外科界は医師の免許を持った商

立って考えますと、このような建設業界のまやかしは、

人であふれている。これを正すには今ここにいる教授を

さほど私にとっては驚くにあたらない出来事でありまし

はじめ日本の指導者たる立場にいるあなた方自身が自ら

た。今回のように表に出なかったとしても近々起きるで

質の高い本物の美容外科を学ぶしかない。しかし、それ

あろうことが推測できていたからであります。なぜなら

を教えられる場はこの日本には殆どない。海外に行って

既にして人としての生き方がわれわれの医学の世界でさ

学ぶことも必要になるだろう。そのようにしてあなた方

え、かなりまっとうではなくなっているからです。もし

が自ら学びそれを若者に自信を持って教えられるように

医学の世界がまっとうでなくなってしまえば他の分野は

なった時にはじめて日本に真の美容外科が誕生したこと

推して知るべしです。目茶苦茶な世になっていくのは当

になるのであろう。時間はかかるがこれより他道はな

然です。今、私どもに一番身近な美容外科を見ますとよ

い。皆さんに期待したい」と。

く分かります。例えば広告の一つみても巷のチラシ広告
の方がましに見えるような下品な見出しと写真のオンパ
レードです。これらの内容を疑いもなく信じ込む人々の
あまりの多さに驚きを覚えますが、それより何より、こ
1
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教授挨拶

この度、2005年4月1日より、北海道大学大学院医学
研究科・医学部高次診断治療学専攻機能再生医学講座形
成外科学分野を担当することになりました。形成外科
は、1965年に北海道大学医学部附属病院（現・北海道大
学病院）皮膚科に診療班として誕生し、1978年に形成外
科診療科が新設され（国立大学では２番目）、大浦武彦
先生が初代教授に選出されました。その後、1987年に北
海道大学医学部に形成外科学講座が開設され、1995年に
は杉原平樹先生が２代目教授に就任されております。私
は、1984年に北海道大学医学部を卒業後、北海道大学医

山本 有平

学部形成外科学教室の一員となり、これまで大浦先生、

北海道大学医学部形成外科学教室 代表
北海道大学大学院医学研究科・医学部
機能再生医学講座 形成外科学分野 教授

杉原先生より厳しいご指導を受け、“北大形成スピリッ
ト”をたたきこまれ、形成外科医としての研鑽を磨いてま
いりました。
これまで基礎研究分野におきましては、皮膚微小循環
動態に関する基礎的研究、悪性黒色腫の増殖・転移・浸

野と病理部の共同研究であるLymph Node Mappingの

潤に関する遺伝子解析、ケロイド発生制御機構の分子生

臨床的意義の解明や腫瘍内科学分野の御協力の下、テー

物学的解明、先天性発育不全疾患のゲノム解析等、形成

ラーメイド化学療法および癌ワクチン・細胞治療による

外科学分野の臨床治療に寄与し得る基礎研究体系を確立

腫瘍免疫療法の開発にも参画する予定です。四肢慢性リ

してきました。今後も、これまでの研究業績を基にし、

ンパ浮腫の治療では、予防的リンパ再建外科や脈管再生

各関連分野及び施設との共同研究を一層推し進め、国際

医療の臨床応用等の新たな方向性を考えています。歯学

的評価に値する有意義な研究体系の発展に努めていきた

部と共同した唇顎口蓋裂症例に対する頭蓋顎顔面外科治

く存じます。さらに、次世代の医療に貢献するべく、再

療やレーザー治療・硬化療法の分野では、これまでの治

生医療のフロンティアを開拓し、その臨床応用実現のた

療成績を厳密に分析、評価し、オリジナリティー溢れる

めのTranslational Researchを積極的に展開していく所

独創的なアルゴリズムを構築し、世界に発信したいと考

存です。骨髄血幹細胞移植による脈管新生誘導を利用し

えています。

た循環不全起因性潰瘍や慢性リンパ浮腫の治療、培養毛

北海道大学が凛然とした素晴らしい未来予想図を描

母細胞やメラニン新生抑制遺伝子等を利用したTissue

き、そこに集う若者が大きな夢と希望をもてるよう、

Engineering・バイオ臓器再生医療、自家培養軟骨によ

我々教室員一同は、伝統の重みを知りかつ変革の勇気を

る顔面硬組織再建等に着手していきたいと考えていま

もって邁進していきたく存じます。これからも、皆様の

す。

ご指導、ご支援を宜しくお願いいたします。

また、臨床研究分野におきましては、自家複合組織移

尚、私の略歴、研究分野および学術論文に関しまして

植および微小血行再建による機能的・整容的再建外科を

は、北海道大学医学部形成外科学教室のホームページ

メインワークの一つとし、頭頚部再建、消化管再建、乳

（http://www.med.hokudai.ac.jp/~plast-w/）を御覧頂けま

房再建、移植治療等において、多くの新しい再建方法お

すと幸甚でございます。

よび優れた治療成績を報告してきました。今後は、これ

最後になりますが、本年より新たな試みとして同門

まで培ってきた経験を生かし、確立してきたチーム医療

会・教室年報を発刊させて頂きました。教室員の活動状

のさらなる充実に加え、各診療科の御協力を得て、顔面

況を同門の皆様にお伝えし、これから益々同門会と教室

神経麻痺治療、難治性潰瘍再建外科治療、機能的小耳症

が協力を深め、形成外科学の発展ならびに形成外科診療

外科治療、泌尿生殖器再建外科治療等、新たな分野にお

の普及に寄与していきたく存じます。

けるチーム医療の構築と発展に貢献していきたいと考え
ています。皮膚軟部組織悪性腫瘍の領域では、核医学分
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