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追　悼

北海道大学医学部形成外科同門会　名誉会員
故 　濱 本 淳 二  先 生

平成21年8月7日逝
享年77歳

  昭和53年～昭和59年　北海道大学形成外科助教授（初代）
  昭和60年～　北海道大学形成外科同門会会長（初代）

ご生前のご功績を偲び、同門会員一同、心からご冥福をお祈りいたします。

さっぽろ雪まつり会場内 救急センターにて



同門会忘年会 （2009年12月12日 於 ルネッサンスサッポロホテル）



教室員 （2010年3月 於 医歯薬総合研究棟）



同門会会長挨拶

新政権の下での平成22年を迎えて

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年８月の総選挙で、「日本の医療に希望を作る」
をキャッチフレーズとした民主党が圧倒的に勝利し、
政権交代が行われました。平成22年は、新政権の下で
迎える初のお正月であります。
　 政権が代わり、いよいよ、民主党のマニフェストで
述べられていたことが、（診療報酬１点11円は無理で
あろうと思ってはいましたが・・・）予算に反映され
るのではないかと、半信半疑ながらも期待していまし
たが、事業仕分け人が医療分野に参入したり、財政副
大臣が医療費引き下げ発言をするなど、怪しい気配と
なり、結局、診療報酬はわずか、0.19％（実質は
0.03％との指摘もある）の引き上げで終わるようであ
ります。選挙前のマニフェストと政権交代後に示され
る医療政策との大きなギャップに戸惑っているのは私
だけではないと思います。「コンクリートから人
へ」、「命が大切」はどこへいったのでしょうか？そ
れでも、医療費引き下げ一辺倒であった小泉政権より
はまだまし、と見て今後の政策に期待するしかないよ
うであります。
　 さて、日本の医療の状況を世界と比較してみます
と、日本の総医療費はOECDの「ヘルスデータ2009」
によると、国内総生産（GDP）比8.1%で、加盟30カ
国中、21位であり、OECD平均の8.9%を下回ってい
ます。米国はずば抜けて高く16 .0%、フランス
(11.0%）、スイス（10.8%）、ドイツ（10.4%）の順
となっています。
　 一方、人口千人あたりの医師数（2006年）は2.1人
で、OECD平均の3.1人をはるかに下回り、OECD加盟
30カ国中、27位であります。このことをようやく政府
も認め、医学部の定員数を増やすこととなり、北大に
おいても医学部入学定員が増加されると聞いていま
す。しかし、ここで問題とされなければならないの

が、教育する側の問題であります。マスコミは指摘し
てくれませんが、増員した学生に十分な教育を行うた
めには、医学部の教官の増員が絶対に必要であること
は自明の理であります。大学病院には教育、研究、医
療の3つの役割が課せられているにもかかわらず、大
学病院の人件費は切り詰められており、医師の待遇は
酷いものであります。特に、独法化されてからはさら
に、厳しくなったと聞いています。
　 日本の医療はWHOによると、依然として世界一の
水準を保っています。この医療水準の原動力は何と
言っても、高度医療、研究的医療を担う大学病院であ
り、これを支えているのが、大学の教官である医師で
あります。既に過酷な処遇のもとにある教官に、さら
に学生教育の負荷を増すことは大学病院崩壊さらには
日本の医療崩壊を押し進めるものであります。
　 新政権が、医療人の持っていた「医療崩壊を食い止
め、国民に質の高い医療を提供する」という政策に対
する期待を裏切り、不信感、失望、諦観のみを与える
ことがないように切に希望し、日本の医療の牽引者で
ある大学病院とそれに連なる同門会各位にとって良い
一年となるように願っています。

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

　巻頭言



教授挨拶

I.
　 時は移ろい過ぎます。本教室の創成にあたり、初代
助教授そして同門会会長としてご尽力された浜本淳二
先生が、2009年8月7日に享年77歳にてご逝去されま
した。私も研修医の時代に、函館中央病院にて大変お
世話になった大先輩です。心よりご冥福をお祈りいた
します。
　この度、本教室の皮膚腫瘍に関する基礎及び臨床研
究のリーダーであった堤田　 新先生が、埼玉医科大学
国際医療センターの皮膚腫瘍科講師として赴任されま
した。これまで彼と私は、皮膚腫瘍の治療に特化した
形成外科医の必要性について多くのことを語らい合っ
てきました。その過程で、彼は日本人として初めてシ
ドニー大学メラノーマユニットへの留学を果たし、そ
して日本から多くの皮膚悪性腫瘍領域における英文論
文を発信してきました。このような国際的な活躍が評
判となり、また日本皮膚悪性腫瘍学会での精力的な活
動による幅広い人脈もあって、今回の割愛に至りまし
た。これは、彼の皮膚腫瘍外科医としての夢の実現に
向けた第１歩です。将来に向けて、埼玉医大皮膚腫瘍
科と北大形成外科が協力し、新たな皮膚腫瘍治療法の
開発、そして全国からの多くの若い皮膚腫瘍外科医の
育成を行う“梁山泊”となることを目指して共に頑張っ
ていきたいと思います。後継の新スタッフとして、林　
利彦助教が加わりました。大いに頑張ってくれること
を期待しております。
　 2009年も、教室員は海外に勇躍しキャリアアップ
に邁進しています。齋藤　亮医師と齋藤　典子医師が
イタリア・ミラノのヨーロッパがんセンター（IEO: 
Instituto Europeo di Oncologia ）頭頚科•形成外科
に所属し、Chiesa教授、Calabrese助教授もとで研鑽
を重ねています。来年には帰学し、北大形成外科の頭
頚部再建、乳房再建に新たな風を吹かしてくれること
でしょう。さらに、内山英祐医師が田仲北野田病院血
管外科に国内留学し、近年増加している下肢•足潰瘍
に対するdistal bypass手技の習熟を目指しています。
中村隆先生に師事し、形成外科の新しい治療分野の開
拓に向けて精進して下さい。
　私が教室を主宰するにあたり、いくつかの将来計画
を立てました。そのうちの一つに、大学病院における

美容外科診療の運営、自由診療部門の設立がありま
す。いろいろな準備を進め、ようやく2009年5月13日
より、北海道大学病院にて整容・美容外科診療を開始
いたしました。早いもので、私が教授•診療科長に就
任してから５年を要しました。また、新冨芳尚最高顧
問が蘇春堂にて美容外科診療を開始されてから、四半
世紀を経た25年目という記念の年でもあります。感慨
深いものがあります。整容・美容外科開設までの経緯
や詳細につきましては、本年報の“同門便り”に掲載し
ます。また、日本形成外科学会学術集会のセミナーや
各地の講演会にても、「北海道大学における整容・美
容外科診療～大学病院の果たす役割」として皆様にご
報告して行きたく存じます。
　 “教育”に関しても、これまで抱いていた目標の一つ
が叶いました。それは、皮膚腫瘍に関連した教科書の
執筆•編集です。同門の皆様をはじめ、全国から多く
の分担執筆者のご協力を頂き、2009年4月22日に、文
光堂から形成外科診療プラクティスシリーズ「形成外
科医に必要な皮膚腫瘍の診断と治療」を刊行いたしま
した。本書は、形成外科の診療分野および臨床研究に
おいて、極めて大きな比重を占めている皮膚腫瘍学の
集大成の一つとして結実したものです。これまでご尽
力されてきた先達たちに心より感謝申し上げて、本書
を捧げたいと存じます。

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



II.
　今年の巻頭言は少々長くなりましたが、私が関わっ
ている学会活動についてお話しいたします。日本に形
成外科が登場してから半世紀以上を過ぎているにもか
かわらず、一般市民の中には、 “形成外科って何？”と
問われる方が現在でも多くおられます。形成外科医が
日々診療を行っている疾患分野を、国民全体にもっと
わかりやすく知っていただくことが、これからの形成
外科にとって極めて重要な命題です。そして、それが
日本国民全体の医療レベルの向上、質の高い治療を受
ける権利の向上に繋がっていくことと信じています。
そのために、まず日常診療において最も患者数の多い
疾患分野を対象とし、形成外科専門医の subspecialty 
として２階建ての指導医制度と診療ガイドライン作成
という将来計画が始まりました。最初に取り上げた領
域は、「創傷」、「頭蓋顎顔面外科～顔面骨骨折」、
「皮膚腫瘍」の３つです。「創傷」においては、日本
創傷外科学会を発足させ、それが母体となって創傷外
科指導医を認定していき、「頭蓋顎顔面外科～顔面骨
骨折」においては、日本頭蓋顎顔面外科学会が基盤と
なり、顔面の損傷や発育不全を扱う頭蓋顎顔面外科指
導医を認定していき、「皮膚腫瘍」においては、日本
形成外科学会の中に特定領域指導医制度を立ち上げ、
皮膚腫瘍外科指導医を認定していく構想です。将来像
として、全国の病院の診療科案内コーナーでは、

“形成外科専門医”
～創傷外科指導医；擦り傷、切り傷、やけど、床ず
れ、傷跡を治します～
～頭蓋顎顔面外科指導医；顔の怪我、骨折、変形を治
します～
～皮膚腫瘍外科指導医；皮膚のできものやあざを治し
ます～

という掲示がされ、また外来には各疾患の診療ガイド
ラインが備えられることにより、患者さんの形成外科
に対する理解が大いに深まることになるでしょう。形
成外科に関連した複数の学会を横断的に包括するこの
ミッションは、日本形成外科学会が基本領域の学会と
して認定されている現状を支えていくものであり、今
後は、唇顎口蓋裂、頭頸部再建、乳房再建、眼瞼下
垂、美容外科などの疾患分野においても推進させてい
くことが望まれます。
　最近は学会における使命感や責任感の重さを日々痛
感するようになりました。多くの優れた委員の仲間と
ともに、日形会理事１期目は、専門医試験問題作成委
員長として、問題集の大改訂を施行し、日形会理事２
期目となった今年は、新しく編成された渉外・広報委
員長として、日形会ホームページのリニューアルに挑
戦しております。また、日形会専門医統括会議のメン
バーとして、日形会特定領域指導専門医制度の発足に
参加し、最初の事業として皮膚腫瘍外科指導専門医認
定委員長としての基盤業務を仰せつかっております。
さらに、日本創傷外科学会では、学会会誌「創傷」の
編集委員長として、形成外科領域では初めての試みと
なる電子ジャーナルとして発刊への準備に奔走してい
ます。これからも、形成外科学の発展のために先輩、
同輩、後輩の多くの方々の御指導、御協力を賜れば幸
甚です。
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