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巻頭言
同門会会長挨拶
『平成25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
市立札幌病院 形成外科

平成25年が幕を開けました。同門会の皆様におかれ

多くのことを教えていただきました。大浦先生のも

ましては、心新たに新年を迎えられたことと存じま

と、浜本先生、有賀先生、杉原先生、新冨先生、土田

す。

先生と一緒に皮膚科のなかでの形成外科ということ

昨年は教室、同門会にとって最も大きな行事であり

で、大変忙しくはありましたが、家庭的な雰囲気で頑

ました第29回日本皮膚悪性腫瘍学会が山本有平教授会

張っていたときのことが大変懐かしく思い出されま

長のもと、北大形成外科の主催で行われ、大成功のう

す。土田先生は早くから皮弁、特に頭頸部腫瘍で繁用

ちに終えることができましたことを大変嬉しく思って

され始めたDP皮弁に興味を持たれ、Xeを用いたDP皮

おります。平成23年の創傷外科学会に続き、2年連続

弁の血流やdelayによる血流動態の変化に関する研究

の全国学会で、教室員の皆様は大変ご苦労されたこと

成果は世界的にも高い評価を得ておりました。昭和49

と思いますが、この二つの学会を見事に開催、運営さ

年には頭頸部腫瘍に対するさらなる研鑽を目的に癌研

れたことは北大形成外科学教室の力を全国に示したも

付属病院（現在のがん研有明病院）頭頸科に移られ、

のであり、皆様の努力に心から敬意を表する次第であ

その後、埼玉医大形成外科などで皮膚悪性腫瘍の治療

ります。また、多大なるご支援をいただいた同門会会

を中心に活躍されておられました。ここに、衷心より

員の皆様に厚く御礼申し上げます。

哀悼の意を捧げるとともに、ご冥福をお祈り申し上げ

さて、本年の北大形成外科同門会・教室年報の発刊

ます。

に当たり、二つのニュースを会員の皆様とともに共有

最後に、勝沼議員のところでも触れましたが、昨年

したいと思います。

12月の衆議院選挙で自民党が大勝し、政権が再び交代

一つは嬉しいお知らせです。同門会会員である勝沼

いたしました。民主党政権の稚拙とも思われる政権運

栄明先生が昨年12月に行われた衆議院選挙で当選の栄

営のもたらした結果であり、当然の帰結と言うことが

に浴することができました。先生が北大形成外科の教

できましょう。ただし、こと医療に関しては自民党政

室員として形成外科の診療を行いつつも、ご自身の大

権が崩壊させてしまった医療を持ち直したことは評価

きな希望である政治への参加の思いを果たすため、い

に値するものと考えています。ようやく、病院が息を

ったん医師生活から離れ、様々な努力を重ねてきた結

つけるようになってきた中での政権交代です。次期診

果勝ち取った国会議員の席であり、大いに祝福いたす

療報酬改定は自民党政権のもとでマイナス改定となる

ところであります。北大形成外科学教室からは初めて

ことでしょう。再び、医療に携わるものにとっては厳

の国会議員の誕生であり、現在北海道から医師出身の

しい時代になることと思いますが、自民党を選んでし

国会議員が一人もいない現状を考えますと、まさに快

まったのですから、もう後戻りはできません。決して

挙であり今後の先生の活躍に期待するところ、まこと

小泉・竹中時代に戻ることがないよう、医療界は目を

に大なるものがあります。

光らせていなければなりません。大学病院の運営も厳

もう一つは大変悲しいお知らせです。平成25年1月2

しくなることが予測されます。勝沼議員にも頑張って

日、同門会員の土田幸英先生がご逝去されました。先

いただきたいと希望していますが、同門会の皆様にお

生は昭和43年の北大医学部卒業で、新冨芳尚同門会最

かれましても、診療さえしていればよいという時代で

高顧問とご同期であります。卒後、消化器外科の研修

はなくなってきていることを意識していただきたいと

をされたあと、昭和45年に大浦先生の門をたたき、形

思います。

成外科の勉強を始められた当教室創設期の大功労者で

平成25年が皆様にとって良い年となりますよう祈念

あります。私は昭和46年の卒業ですが、土田先生には

しております。
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巻頭言

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

形成外科は、あざや熱傷痕に対する植皮術さらに兎

そのような意味で、この２年間に、我が北大形成外科

唇や耳変形に対する形成術を行う外科医として誕生

が、日本創傷外科学会そして日本皮膚悪性腫瘍学会の

し、その後、皮弁そしてマイクロサージャリーを駆使

学術集会・大会を主催する機会を得た意義は、極めて

する再建外科としてのidentityを確立してきました。

大きく、ご支援、ご協力を賜った方々に心より感謝を

そして、今、誕生後半世紀以上を経て、将来において

申し上げたいと存じます。この幸運な、素晴らしい経

形成外科が基本領域の診療科としてsurviveしていくた

験を糧として、これからは、形成外科の未来に向け

めに一つの岐路を迎えています。それが、２階建ての

た“subspecialty”を、さらなる高い極みに推していけ

専門医制度、 つまり“subspecialty”の構築です。日本

るように、北大形成外科は尽力して行きたいと思いま

形成外科学会は、他学会に先駆けて、疾患data-base

す。次なる歩みとしては、日本美容外科学会や日本頭

制度を稼働させ、2010年代前半、我が国において形

蓋顎顔面外科学会の改革、そして日本乳房オンコプラ

成外科医は、どのような疾患を主として治療する診療

スティックサージャリー学会への参画等が挙げられま

科であるのかが判明しました。ご存知のように、皮膚

す。これからのneo voyage を前にして、さらに身が

腫瘍外科そして創傷外科の領域が、日常診療において

引き締まる思いであります。

約75%を占めており、その２つの分野が、現在の形成

さて、これからは、北大形成外科の今年の主な活動

外科医が日本国民の厚生福祉医療において、“量的”に

をご報告します。前述しましたように、6月に第28回

最も貢献していくべき道標になっています。言い換え

日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会を主催いたしました。

ますと、我が国において基本領域の診療科として存在

日本皮膚悪性腫瘍学会の設立以来、初めて形成外科学

す る 形 成 外 科 医 に と って、 ２ つ の “ m a j o r な

分野が会長の任を賜った、記念すべき学会でありま

subspecialty”は、皮膚腫瘍外科と創傷外科でありま

す。メインテーマを「The Cutting Edge in Skin

す。その屋台骨があってこそ、その上に、先達の形成

Cancer ̶皮膚がん治療最先端̶」として、皮膚悪性

外科医達がこれまで汗と涙で培ってきた匠の技術を要

腫瘍およびリンフォーマの集学的治療を中心とした多

する、“頭蓋顎顔面外科”、“微小血管再建外科”、そし

くの新企画、幅広い分野からの教育的プログラムを設

て“美容外科”といった、“distinctive な

けました。“Cutting Edge”という言葉には、その意味

subspecialty”がその価値を発揮していくと考えます。

通り“先端の診療・研究”と共に、皮膚腫瘍治療におい
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て極めて重要である外科的切除の幹となる“メスの刃

がん研究センター皮膚腫瘍科にて研鑽を積んでいま

先”への熱い思いを込めました。学術大会では、計

す。どれだけ、スケールアップして帰学されるか楽し

333 の演題が発表され、招待者を含む総参加者は750

みです。日本形成外科学会認定専門医は、岩嵜大輔先

名になりました。会期中には、“形成外科を代表し

生、塩谷隆太先生、藤田宗純先生、山尾

て、多くの皮膚科の先生を迎える〜運営に失敗は許さ

４名が取得しました。これから、本教室の成長エンジ

れない！”という緊張感が高揚し、会長挨拶において

ンとして活躍されることを期待しています。スタッ

初めて流暢に口が回らなくなり、また最終日には、私

フ、院生を中心とした、ここ数年にわたる研究活動が

の体調を心配してくれた教室員達の計らいで、会場ホ

結実し、2012年は当教室より多くの英文論文が発表

テルの一室にて点滴をしてもらいました。このような

さ れ ま し た 。 と て も 誇 ら し い こ と で す。 こ の

生涯思い出に残る経験をさせて頂き、改めて、教室

motivationを堅持し、さらなる邁進を目指して行きた

員、同門会員の皆様のご協力に感謝申し上げるととも

く存じます。

健先生の計

に、本学会の開催にあたりご助言、ご指導、そしてご

最後になりますが、暮れも差し迫り、素晴らしいニ

協力を賜りました全ての方々に心よりお礼を申し上げ

ュースが届きました。12月16日に行われた第46回衆

ます。

院選におきまして、当教室に長年籍を置いていた、同

さて、今年も大学スタッフに大きな移動はありませ

門会員の勝沼栄明先生が見事当選されました。政治家

んでしたが、その中で、高橋紀久子先生が北海道大学

を志して３年余にて、男子の本懐を果たすことがで

病院の医療人養成・地域医療支援プロジェクトによ

き、心より祝福申し上げます。良き政治活動に邁進さ

り、３年任期付き助教に採用されました。国内留学に

れることを祈念し、大きなエールを送りたいと存じま

関しては、大芦孝平先生が大学院を卒業して博士（医

す。

学）学位を取得され、４月より２年間の予定で、国立

北海道大学医学部形成外科学教室
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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

主な主催学会
1980年

2000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43回日本形成外科学会総会・学術集会（会長：杉原平樹）

第6回日本熱傷学会（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）

1986年

第6回日本褥瘡学会（会長：大浦武彦）

第29回日本形成外科学会総会・学術集会（会長：大浦武彦）

2007年

1991年

第30回日本美容外科学会（会長：新冨芳尚）

第14回日本美容外科学会（会長：大浦武彦）

2009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）

日本下肢救済・足病学会創立学術集会（会長：大浦武彦）

1993年

2011年

第11回日本頭蓋顎顔面外科学会（会長：大浦武彦）

日本創傷外科学会総会・学術集会（会長：山本有平）

1995年

2012年

第22回日本マクロサージャリー学会（会長：新冨芳尚）

日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会（会長：山本有平）

1998年
第16回日本頭蓋顎顔面外科学会（会長：杉原平樹）

1

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

３代教授

（1941年）
1995年9月1日〜2005年3月31日

山本有平

（1959年）
在任 2005年4月1日〜

歴代同門会長

初代会長

濱本淳二

２代会長

新冨芳尚

（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

３代会長
在任

2007年12月1日〜

北海道大学医学部形成外科同門会 役員
会 頭
名誉会員
同門会役員
会 長
副会長
幹 事

2012年12月31日現在

山本有平
大浦武彦 ・ 杉原平樹

吉田哲憲
本田耕一 ・ 皆川英彦
野平久仁彦 ・ 浅見謙二 ・ 本間賢一 ・ 木村
古川洋志 ・ 小山明彦
監 事
松本敏明 ・ 石川隆夫
最高顧問 新冨芳尚

中 ・ 川嶋邦裕 ・ 佐々木了

北海道大学医学部形成外科学教室 教員スタッフ
教 授
講師・診療准教授
講師・診療准教授
助 教
助 教
助 教（北大病院医療人養成・地域医療支プロジェクト）
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吉田哲憲

（1946年）

2012年12月31日現在

山本有平
古川洋志
小山明彦
舟山恵美
林 利彦
高橋紀久子（函館中央病院勤務）

