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同門会忘年会 （20008年12月13日 於 札幌パークホテル）



教室員 （2009年2月3日 於 北海道大学病院 アトリウム）



　巻頭言

同門会会長挨拶

　 一昨年（平成19年）12月の同門会総会で新冨芳尚
先生の後任として同門会会長を仰せつかりました。私
にとりましては、大変な重責ですが、同門会員の諸先
生のご指導とご協力を頂きながら、職責を果たしてい
きたいと思いますので、どうぞ、宜しくお願い致しま
す。
　昨年（平成20年）は、ノーベル物理学賞が南部陽一
郎先生、小林誠先生、益川敏英先生の三氏に贈られ、
さらにノーベル化学賞が下村脩先生に贈られ、合計四
名の日本人がノーベル賞を受賞するという大変嬉しい
年でありました。
　しかし、政治的、経済的には、まことに不安定、無
責任な一年でありました。次々と首相が政権を投げ出
し、問題山積の日本国の政治は停滞し、議員はただひ
たすら選挙のことしか考えていないことが白日の下に
さらされました。そして、アメリカにおけるサブプラ
イムローンの破綻により生じた金融不安、経済不安が
一斉に世界に拡がりました。その影響は銀行や生命保
険会社のみでなく、自動車業界をはじめ各業界に及
び、経済そのものが大混乱に陥ってきています。すべ
ては金融マネーが実体にそぐわない投機を操作してき
た結果であり、この被害を受け、多くの労働者が解
雇、派遣切りにあっています。この経済・金融の混乱
が百年に一回のものであるならば、政治家は何として
もこの混乱により医療、介護、福祉、年金、教育など
が破綻をきたすことがないよう、必死にとりくんで欲
しいものであります。
　 医療界においては、日本の医療費が、対GDP費で
OECD30カ国中22番目、先進7カ国中最下位であると
いう事実や人口千人あたりの医師数がOECD30カ国中
27番目という事実があるにもかかわらず、政府は、医
療現場の実態を理解しようともせず、医療費亡国論に
基づいた医療費抑制政策と医師数抑制政策を推し進
め、医療を崩壊させています。私の勤務する公立病院
（自治体病院）にあっては、総務省より平成21年3月
までに公立病院改革プランの策定を指示されていま
す。そのプランの中には公立病院の果たすべき役割と
して不採算部門の医療を受け持つことや、3年以内に
黒字にするようなプラン作りを盛り込むよう要求され
ており、もし黒字化ができないのであれば、経営形態
を見直し、独立行政法人（非公務員型）への移行や民
間への移譲を計画せよとの指示が出ています。厚生労
働省は診療報酬を引き下げ、病院収支を悪化させてお

きながら、総務省は病院に黒字化を要求するのですか
ら、国としてどのような政策をとっているのか理解に
苦しむ所であります。
　同じような構図が独立法人化したとはいえ、北大病
院にも見て取れると思います。厚生労働省は大学病院
に対しても、教育・研究などはまったく無視し、一医
療機関としてしか見なさず、診療報酬という型に入れ
てきます。一方、文部科学省は大学病院に営業成績の
向上と人員の削減を求めてきていると思われますの
で、病院運営はさぞ、大変なことであろうと推測され
ます。しかも、医師数の問題にようやく気がついた国
は、今頃になって、医師の養成数を増加する方向にハ
ンドルを切り直しました。しかしながら、医師養成に
必要な教員を確保する予算処置を伴う政策が実施され
たとの情報は、まったく聞こえてきません。学生の数
だけ増やせば医師が増えるとでも思っているのでしょ
うか？大学の教員は教育だけではなく、臨床現場を担
い、しかも、大学病院ならではの研究も担っていま
す。この医学部と大学病院の現場を理解していないと
しか思えない政策決定がなされているのは誠に残念で
あります。この文科省や厚労省の認識不足について何
も書かないマスコミは何を考えているのでしょうか？
　 私は医学教育現場での疲弊と混乱を大変危惧してい
ます。大学病院が先進的、研究的医療を思う存分行う
ことができなければ、日本の医療の進歩がないことは
火を見るより明らかであります。
　北大形成外科が今後も収支などに惑わされることな
く、日本をリードする医療と研究をできるよう、同門
会としても応援していきたいと希望いたします。皆様
の絶大なるご協力を心よりお願い申し上げます。

吉田 哲憲
北海道大学医学部形成外科同門会 会長
札幌市病院事業管理者 市立札幌病院院長



教授挨拶

　この2008年は、私が教授に就任して first season が
過ぎ去り、second season を迎えた感がします。これ
までの教室体制を支えてくれた２名の同志が新たな舞
台へと旅立ち、そして新しい仲間がそれぞれの立場で
教室スタッフに参画したからです。佐々木了先生は、
札幌市内に６年ぶりに誕生した教育研修施設となる
KKR札幌医療センター斗南病院の形成外科初代科長と
なりました。今後は、血管奇形の治療を中心として、
大いに発展していかれることを期待しています。そし
て、関堂　充先生は国立大学法人筑波大学大学院人間
総合科学研究科形成外科学教授に就任されました。彼
は教室の初代General Managerとして、総務・広報・
財務等の教室運営業務に対し身を粉にして尽力されて
きました。さらに“私の後継～北大形成外科のマイク
ロサージャンの系譜を継ぐ者”として、他科再建手
術：チームサージャリーを一手に引き受けて躍進され
ました。今回の彼の教授就任には３つの大きな意義が
あると存じます。一つには、日本形成外科学会最年少
教授の一人として、形成外科学の発展と形成外科医の
育成という重要な責務を長期間請け負ったこと。一つ
には、当教室における多くの若い世代に大いなる夢を
与えた功績。一つには、北大形成外科同門会の諸先輩
方が築き上げてきた名門の力を誇示したことです。こ
れからも、一意専心の努力を重ねて、北大を凌駕する
ような素晴らしい教室を築いていただきたいと思って
います。
　一方、これからの教室運営を担う教員スタッフとし
ては、総務担当GMとして古川洋志講師、広報担当
GMとして小山明彦講師、財務担当AMとして堤田　新
講師を任命致しました。さらに、北大形成外科初の女
性教員スタッフが誕生しました。舟山恵美助教です。
診療・研究・教育におけるスタッフ業務に加え、教室
の女性形成外科医のメンターとして頑張ってくれるこ
とを期待します。
　昨年末から３か月にわたり、形成外科を紹介する医
療記事を北海道新聞に掲載させて頂きました。“なる
ほど！形成外科”と題したこの連載は、大きな反響を
呼び、北海道各地から多くの患者さんが病院に押し寄
せました。この広報活動が形成外科治療を必要とする
方々に大いに役立つこととなり、心より嬉しく感じて
います。記事の詳細に関しては、教室ホームページな
らびに本年報の教室年間活動：診療に掲載しておりま

すのでご一読いただければ幸甚です。
　また、今年はとてもとても久しぶりな幾つかのイベ
ントが私自身に訪れた、記憶に残る年になりました。
まずは、18年ぶりに“お受験”をしたことです。日本が
ん治療認定医機構が実施した第１回認定医試験を受
け、予想を超える大変さがありましたが、無事に合格
することができました。私がこの資格試験を受けた理
由や意義については、本年報の同門だよりに掲載して
おります。次に、私の形成外科医のキャリアにおいて
大きな転機となった海外留学の地である米国アラバマ
州立大学を16年ぶりに、妻と共に訪れる機会を得まし
た。かけがえのない恩師でありまた、私にとって父親
のような存在であるVasconez主任教授に招かれ、思
い出深い第２の母校で記念講演をさせて頂き、客員教
授の称号を拝しました。Vasconezファミリーや当時
の友人たちも集まってくれて、言葉では云えないくら
いに素晴らしい感動的な時間を過ごすことができまし
た。最後のアフェアーは、前述の米国留学から帰国し
て以来、物置の隅に仕舞っておいたキャディバッグか
らクラブを取り出したことです。やはり16年ぶりとな
る”Come back on playing golf !”です。２人の息子も
成長し、父親を週末の遊び相手として必要にすること
が少なくなったこと、そして多くの先輩や友人からお
誘いの言葉をいただいたことがゴルフ再開のきっかけ
となりました。温情あふれるハンディキャップのおか
げで、同門コンペの北大形成外科マスターズそして北
大形成外科オープンでは良い成績を上げることができ
ました。参加メンバーの皆様方にただただ感謝です。

山本  有平
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
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