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The only way to do great work is to love what you do.
You've got to ﬁnd what you love.
You have to trust that the dots will somehow connect in your future.

Stay Hungry, Stay Foolish.
words by Steve Jobs

絆
謹んでお見舞い、お祈りを申し上げます

平成23年3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震により、
亡くなられた皆様のご冥福をお祈り申し上げますと共に、

甚大な被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

私達も、微力ながら、復興へ向けての協力・支援を行って参りたいと思います。
一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

“La Catedral” Auguste Rodin 1908

同門会忘年会 （2011年12月10日 於 京王プラザホテル札幌）

教室員 （2012年1月24日 於 医学部学友会館「フラテ」）

巻頭言

同門会会長挨拶
『平成24年を迎えて』
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

平成24年、2012年を迎えました。

まりにも大きな差に、悲しくなってしまいます。こん

昨年は3月11日に東日本大震災という千年に一度と
いわれる大災害が発生いたしました。大震災でお亡く

な国、政府だから大本営発表がまかり通り、戦争に負
けてしまったのだとも考えてしまいます。

なりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとと

こんな政府のもとで医療を行っている我々は、本当

もに、被災され不安な状況の中で不自由な生活を余儀

に小さな小さな吹けば飛ぶような存在ですが、それで

なくされている方々、またその影響を受けている方々

も、その歩みを止めるわけにはいきません。昨年は、

に心よりお見舞い申し上げます。

北大形成外科は立派に第3回日本創傷外科学会を主催

また、巨大地震、大津波とともに福島第一原子力発
電所のメルトダウン、水素爆発事故が起こってしま

されました。教室員の皆様のご活躍とご努力に心から
敬意を表し、拍手を送りたいと思います。

い、ヒロシマ、ナガサキ、とともにフクシマが世界史

今年は6月に第28回日本皮膚悪性腫瘍学会を開催い

に名を刻む事態となってしまいました。早くも事故か

たします。大浦初代教授、杉原二代目教授により培わ

ら１年が経過しようとしていますが、依然として収束

れてきた北大形成外科の皮膚悪性腫瘍に対する力を山

の徴候は見られない状況が続いています。この事故に

本三代目教授の指導のもと、存分に発揮していただけ

関して、2月22日、米国の原子力規制委員会(NRC）か

るものと期待しております。

ら議事録や電話会談、メールのやりとりなどが公開さ

今年は辰年であります。辰は「漢書

律暦志」によ

れ、事故発生直後の緊迫したやりとりが生々しく伝え

ると、「動いて伸びる」「整う」を意味し、草木が盛

られています。ところが、当事者である日本国におい

んに成長し、形が整った状態を表すと解釈されるのだ

ては、事故直後につくられた政府の原子力災害対策本

そうです。

部の議事録が作成されていないことが明らかにされま

平成24年が、北海道大学形成外科が皮膚悪性腫瘍学

した。お粗末と言おうか、恥ずかしいと言おうか、情

会を開催することによって一層成長し、整った教室と

けないと言おうか、何ともやりきれない気持ちになっ

なる年となりますよう、心から祈っています。同門会

てしまいます。初動対応に失敗したため、意図的に作

諸兄、諸姉におかれましては、一層のご理解とご協力

成しなかったのか？あるいは、作成はしてあるが、混

を頂きますようお願い申し上げます。

乱ぶりを隠蔽するために作成しなかったことにしてし
まったのか？等々まで、推測してしまい、米国とのあ
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教授挨拶
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

2011年3月11日に発生した「東日本大震災」は有史

お招きしました。彼は、1993年から５年間、北大形

上未曾有の災害でした。同門会関係者も含まれてい

成外科に留学し医学博士を取得しました。その際、私

る、被害にあわれた皆様に心よりお見舞いを申し上げ

が直接に研究指導を担当し、それ以来お互いに連絡を

るとともに、犠牲になられた方々のご冥福とご遺族の

とりあう親友です。今では、彼は中国において昨年最

皆様に対し、深くお悔やみを申し上げます。また、こ

も多くの形成外科領域の英文論文を発表した、新進気

の事態に際し救援活動、診療活動、原発修復等、ご尽

鋭の若きリーダーとなりました。学術集会では、計

力されてきた方々に敬意を表するとともに、被災され

242 の演題が発表され、招待者を含む総参加者は687

た皆様の生活の一日も早い復興をお祈りします。我が

名になりました。改めて、会員の皆様のご協力に感謝

国が直面したこの大試練に如何に立ち向かうか、我々

申し上げるとともに、本学会の開催にあたりご助言、

は医療者・医学者としての英知を持って考え行動して

ご指導、そしてご協力を賜りました全ての方々に心よ

いきたいと存じます。

りお礼を申し上げます。

神は乗り越えられない試練など決して与えません。

とても喜ばしい出来事を２つご報告します。教室では
大学院生を中心とした基礎研究業績が順調に実を結ん

頑張ろう、日本！

でいます。その中で、大澤昌之先生が、第29回北海道
今年の最大のイベントは、７月に主催させて頂きま
した、第３回日本創傷外科学会総会・学術集会の開催
です。私自身初めて全国学会の会長の任を賜った、記
念すべき学会であります。日本創傷外科学会は、形成
外科医が創傷を治療する専門家であるということを広
く周知させ、さらに基礎・臨床医学より創傷治療を大
きく発展させるために設立され、将来の形成外科の道
標の一つになり得る重要な学会です。本会では、メイ
ンテーマを「傷を治すプロフェッショナル！〜きれい
に傷を治す、治りにくい傷を治す、それは形成外科に
課せられた使命〜」とし、３つのホールにて、講演な
らびに研究発表の場を設けました。ホール名は、北海
道の先住民族であるアイヌの言語より「ピリカ」・
「カムイ」・「フラテ」と命名しました。“美しい”と
いう意味を持つピリカホールでは、“きれいに傷を治
す” に関連したプログラムを、“神”という意味を持つ
カムイホールでは、神業のように“治りにくい傷を治
す”に関連したプログラムを、そして“仲間” という意
味を持つフラテホールでは、多くの会員による一般発
表を企画いたしました。海外からの招待講演として、
中国上海市の复旦大学形成外科教授 Fazhi Qi 先生を
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医学会賞を受賞されました。当教室からは初めての偉
業です。京都大学へ何度も出向いて行った共同研究
で、道のりが険しかっただけに喜びも一入でしょう。
もう一つは、医局対抗バスケットボール大会にて、我
が形成外科チームが見事優勝を果たしました。小山明
彦先生を中心として、塩谷隆太先生がエースらしい大
活躍をし、参加した教室員が一丸となって得た勝利で
す。私も“Phil Jackson”然としたスーツ姿の監督とし
て采配を振るいました。小山GMのこれまでの苦節を
顧みますと感慨深いものがあります。野球、サッカー
と並ぶ北大病院３大スポーツ大会で、形成外科チーム
が初めて頂きに君臨しました。Congratulations !
来年は、連続して全国学会を主催させて頂くことに
なりますが、第28回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会が
6月に札幌にて開催されます。日本皮膚悪性腫瘍学会
の設立以来、初めて形成外科学分野による学術大会で
す。その意義と重責を十分に感じながら、教室員なら
びに同門会員と共に、実り多い学会となるよう準備を
進めてまいりたいと存じます。何卒、皆様方の御指
導、御協力のほど宜しくお願い申し上げます。

北海道大学医学部形成外科学教室

同門会・教室年報 2011
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沿革
北海道大学医学部形成外科学教室：北大形成外科の歴史は、初代教授、現北海道大学名
誉教授である大浦武彦に始まる。大浦は、当時日本で唯一の形成外科診療科があった東京
警察病院の故大森清一先生のもとで形成外科を研修した後、1965（昭和40）年4月に北海
道大学医学部皮膚科学教室三浦祐晶教授のご配慮により、形成外科診療班をつくり、医学
部附属病院皮膚科で形成外科の診療を開始した。
1978（昭和53）年 6月には、その後の積極的な診療活動および当時の文部省、大蔵省
への働きかけにより、北海道大学医学部附属病院に形成外科診療科が新設され、大浦が北
海道大学医学部形成外科初代教授に選任された。教室定員は５であった。
1985（昭和60）年 5月には、北海道大学医学部形成外科同門会が設立され、初代会長
には濱本淳二が選出された。
1987（昭和62）年 4月には、北海道大学医学部附属病院形成外科における臨床・研究
両面 にわたる実績が認められ、北海道大学医学部に形成外科学講座が新設された。
1995（平成7）年 9月からは、当時助教授であった杉原平樹が２代教授に就任し、ま
た、同年12月より、新冨芳尚が２代同門会会長となった。
2005（平成17）年4月には、当時助教授であった山本有平が３代教授に就任し、また、
2007（平成19）年12月より、吉田哲憲が３代同門会会長となり、現在に至る。
この間、北海道大学医学部形成外科は同門ならびに教室員と共に、さらなる飛翔を遂げ
続けている。

教室開設年月日
1965（昭和40）年4月1日
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歴代教授

初代教授
在任

大 浦 武 彦

（1931年）

1978年6月16日〜1995年3月31日

２代教授
在任

杉 原 平 樹

（1941年）

1995年9月1日〜2005年3月31日

３代教授
在任

山 本 有 平

（1959年）

2005年4月1日〜

主な主催学会

1980年

1998年

国際熱傷学会・第1回アジア太平洋地区熱傷学会（会長：大浦武彦）

第16回日本頭蓋顎顔面外科学会（会長：杉原平樹）

第6回日本熱傷学会（会長：大浦武彦）

2000年

1986年

第43回日本形成外科学会総会・学術集会（会長：杉原平樹）

第29回日本形成外科学会総会・学術集会（会長：大浦武彦）

第7回日韓国際形成外科学会（会長：杉原平樹）

1991年

第6回日本褥瘡学会（会長：大浦武彦）

第14回日本美容外科学会（会長：大浦武彦）

2007年

第3回国際ティシューエキスパンションシンポジウム（会長：大浦武彦）

第30回日本美容外科学会（会長：新冨芳尚）

1993年

2009年

第11回日本頭蓋顎顔面外科学会（会長：大浦武彦）

日本下肢救済・足病学会創立学術集会（会長：大浦武彦）

1995年

2011年

第22回日本マクロサージャリー学会（会長：新冨芳尚）

日本創傷外科学会総会・学術集会（会長：山本有平）
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歴代同門会長

初代会長

濱 本 淳 二

２代会長

新 冨 芳 尚

３代会長

（1932年2009年）

（1943年）

在任1985年5月1日〜1995年11月30日

在任1995年12月1日〜2007年11月30日

吉 田 哲 憲

（1946年）
在任

2007年12月1日〜

役員・教員
北海道大学医学部形成外科同門会 役員
2011年12月31日現在

会

頭

山本有平

名誉会員

大浦武彦 ・ 杉原平樹

同門会役員
会

長

吉田哲憲

副会長

本田耕一 ・ 皆川英彦

幹

事

野平久仁彦 ・ 浅見謙二 ・ 本間賢一 ・ 木村

監

事

松本敏明 ・ 石川隆夫

中

川嶋邦裕 ・ 佐々木了 ・ 古川洋志 ・ 小山明彦
最高顧問

新冨芳尚

北海道大学医学部形成外科学教室 教員スタッフ
2011年12月31日現在

教

授

山本有平

講師・診療准教授

古川洋志

講師・診療准教授

小山明彦

助

教

舟山恵美

助

教

林

利彦
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