
prs-hokudai.jp

北 海 道 大 学  医 学 部  形 成 外 科

同門会・教室年報 2013

ANNUAL REPORT 2013
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Graduate School of Medicine, The University of Hokkaido at Sapporo





北海道大学 医学部 形成外科
同門会・教室年報 2013



同門会忘年会 （2013年12月14日 於 京王プラザホテル札幌）



教室員 （2013年12月24日 於 医歯薬研究棟）



　 平成26年、明けましておめでとうございます。同門会の皆様にはお健やかに新年を迎えら
れたことと存じます。
　昨年は自民党の政権奪回、ねじれ国会の解消から始まりました。
安倍政権は日本を覆っている閉塞感からの脱出をめざし、三本の矢に象徴される経済成長政
策を実施しているところであります。その効果として円高の是正、株価の上昇、景気の回復傾
向など明るい兆しが見えて来ております。
　 ただ、一方では猛暑、大雨、土石流、竜巻などの異常気象による自然災害が全国で起こっ
ております。また、福島原発事故については、収束への見通しさえ立てられず、汚染水が日々
増加、漏出しております。さらに、北海道においてはJR北海道のレール検査データの改竄、
レール異常の放置、脱線事故、出火事故、運転士によるATS破壊などのトラブル、不祥事が相
次いでおります。
　 このような状況のなか、今年の4月からついに消費税増税が断行されます。医療機関におけ
る控除対象外消費税（損税）の問題は長年議論されていますが、未解決のままに推移してい
ます。
　 社会保険診療に消費税は課せられません。しかし、医療機関が患者さんのために購入する
医薬品や医療材料、給食材料、さらには医療機器や設備には消費税が課せられます。この消
費税を医療機関が支払っているわけであります。日本医師会は医療機関の控除対象外消費税
は社会保険診療報酬の2.2％と報告していますし、私立医科大学協会は2.5～2.7％の割合で損
税が発生していると発表しています。
　これに対し、国は控除対象外消費税分は診療報酬に上乗せしているとしています。平成元年
の消費税導入時には社会保険診療報酬を損税（控除対象外消費税）負担解消として0.76％ア
ップし、さらに平成9年に消費税率が0.3％から0.5％に引き上げられた際には0.77％アップし
て病院の控除対象外消費税負担に当てたと主張しています。これが上乗せ分だとしても、5％
の消費税に対して上乗せ分は1.53％で、上記の日医の2.2％、私立医科大学協会の2.5～2.7％
に遠く及びません。さらには、診療報酬改定で、マイナス改定、包括化、さらには項目その
ものの廃止などが行われた結果、上乗せ分が目減りしたり、挙げ句はどこへ行ってしまった
のかわからないのが現状であります。
　 今回の診療報酬改定では、すでに消費税が５％から８％に引き上げられることが決まって
いるにもかかわらず、診療報酬は0.1％の微増にとどまりました。この0.1％は日医の2.2％、
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　同門会会長挨拶
　『平成26年を迎えて』



私立医科大学協会の2.5～2.7％はおろか0.3％の消費税が導入された際、国が上乗せしたと言
い張っている0.76％と比べても遙かに小さな数字です。消費税引き上げが医療機関に重くの
しかかってまいります。このまま、消費税が10％に引き上げられた場合、さらに巨額な控除
対象外消費税（損税）が発生することになります。
　 本来、消費税は診療報酬に上乗せするものではありません。一般企業においては商品の仕
入れに当たって消費税を支払い（仮払消費税）、その商品を売った際に消費者から消費税
（仮受消費税）を受け取ります。この受け取った消費税と支払った消費税の差額を納税する
仕組みになっています。この仕組みを医療機関に当てはめますと、医療機関においては受け
取る消費税が０でありますから、支払った消費税の額だけ（-）の差額となりますので、この
額を国が医療機関へ還付するのが、真っ当なやり方であります。医療機関が支払った消費税
は国が還付すべきものです。医療機関が支払った消費税は規模、投資額などによって、医療機
関ごとに大きく異なりますが、個々の医療機関は購入伝票によって控除外消費税を正確に把
握しています。従って、正確に還付金を集計することに何の技術的問題もありません。
　輸出取引では消費税は免除されています。輸出品に関して国内ですでに課税された消費税は
還付されているのです。JETROで示している手続きと同じことを医療機関にさせれば良いだ
けで、還付できない理由はないのです。現在、医療機関が負担させられている控除対象外消
費税は早急に解決されなければなりません。
　また、本年はいよいよTPPが決着することになると思われます。医療界にあっては、薬剤の
特許の問題や国民皆保険の崩壊の危険性をはらんだ問題が関係しており、今後の動きが大変
気になります。
　われわれは、これらの問題をしっかりと意識した1年にしていかなければなりません。われ
われの同門会会員である勝沼栄明衆議院議員におかれましても、北海道からただ一人の医師
出身国会議員として活躍して欲しいと願っています。
　 最後になりましたが、昨年11月19日、同門会名誉会員、北大形成外科初代教授大浦武彦先
生のご令室憲子様がご逝去されました。北大形成外科が今日ありますのも創始者大浦武彦先
生と先生をしっかりとお支えし、私たち同門会員、教室員を暖かく見守って下さった憲子様
のお陰であります。ここに改めて、生前のご厚情、ご高誼に対して、深甚なる感謝を捧げると
ともに、哀悼の意を捧げ、安らかなご冥福をお祈りいたします。
　平成26年が皆様にとって良い年となりますよう祈念しております。

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 前院長



　 今年、当教室から意義深いプロモーションがございました。スタッフである林　 利彦先生
が、9月1日より北海道大学大学院歯学研究科准教授に昇任されました。形成外科は、口腔腫
瘍切除後の再建や唇顎口蓋裂治療など、歯科診療と多くのチーム医療を行っており、DDS＆

MDのダブルタイトルを持つ彼には、今後更なる歯科と医科の架け橋となる役割が期待されま
す。同時に、北海道大学病院客員臨床准教授にも採用され、腫瘍、再建、ケロイドを中心と
した形成外科診療ならびに研究も、当教室スタッフの一員として継続していきます。この人事
に応じて、村尾尚規先生が北海道大学病院助教に採用され、当教室の新スタッフとなりまし

た。大学院での研究歴や人脈を活かして、創傷治癒を筆頭とした多分野においての基礎的及
び臨床的研究を大いに発展させて下さい。さて、大学院におきましては、村尾先生と蕨　 雄
大先生が卒業され、博士（医学）学位を取得しました。日本形成外科学会認定専門医は、新

たに、高橋紀久子先生、安居　剛先生、前田　拓先生、野崎　愛先生の計４名が取得しまし
た。これから、各位の活躍を心から期待しています。
　 当教室の主な活動として、8月に第8回瘢痕・ケロイド治療研究会を主催いたしました。全

国から約100名の参加者を賜り、大学内の教室員を中心として運営し、盛会に終えることがで
きました。本研究会代表である日本医科大学百束教授を始め、関係各位のご協力に心から感
謝申し上げます。
　 さて、我が国における専門医制度は、現在大きな岐路を迎えております。厚生労働省や日

本専門医制評価・認定機構が進めている、“subspecialty”を有する基本領域専門医の今後の在
り方です。例えば、外科医の場合、基本領域となる日本外科学会認定専門医を取得後、若い

　教授挨拶

巻頭言



外科医達は消化器外科、呼吸器外科、あるいは心臓血管外科等の専門領域に進み、さらに数
年の研鑽を積むことになります。形成外科においても、若い形成外科医達が基本領域の日本
形成外科学会認定専門医を取得後に更なる研鑽を積む場となる教育研修制度を、日形会が、

そして先輩となる我々の世代がしっかりと提供することが極めて重要であります。それが構築
できなければ、5年後、10年後に“形成外科の質”の低下を招く危険性があります。それでは、
どのような領域の教育研修制度が必要なのでしょうか？　 その答えは、日形会が行っている
疾患data-base報告が道標となります。ここ数年において、皮膚腫瘍外科、創傷外科、骨折や

先・後天性障害を含めた顔面外科の領域の疾患に対する診療が、日常の形成外科診療の約
90%を占めているのが現状です。そのため、これらの領域に関した確固たる教育研修制度を
構築し、将来における“形成外科の質”の担保を目指した専門医を育成していかなければなり

ません。この高邁な計画に基づき、2010年より、皮膚腫瘍外科指導専門医、創傷外科専門
医、頭蓋顎顔面外科専門医の各制度がスタートしました。2013年4月1日現在、日形会から
2221名の形成外科専門医が認定されており、その中で、皮膚腫瘍外科指導専門医は612名、

創傷外科専門医は322名、頭蓋顎顔面外科専門医は107名を数えます。今後は、これらの２階
建ての専門医の数をさらに増やし、“形成外科の質”の向上を目指した教育研修制度を統括的
に見直して、その先にある日形会指導医制度へとさらに発展させていくことに尽力していき
たく存じます。

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
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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
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6回日本熱傷学会（会長：大浦武彦）
1986年
第29回日本形成外科学会総会・学術集会（会長：大浦武彦）
1991年
第14回日本美容外科学会（会長：大浦武彦）
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）
1993年
第11回日本頭蓋顎顔面外科学会（会長：大浦武彦）
1995年
第22回日本マクロサージャリー学会（会長：新冨芳尚）
1998年
第16回日本頭蓋顎顔面外科学会（会長：杉原平樹）

2000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7回日韓国際形成外科学会（会長：杉原平樹）
第6回日本褥瘡学会（会長：大浦武彦）
2007年
第30回日本美容外科学会（会長：新冨芳尚）
2009年
日本下肢救済・足病学会創立学術集会（会長：大浦武彦）
2011年
日本創傷外科学会総会・学術集会（会長：山本有平）
2012年
日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会（会長：山本有平）
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初代教授　大浦武彦
（1931年-）

在任　1978年6月16日～1995年3月31日

２代教授　杉原平樹
（1941年-）

在任　1995年9月1日～2005年3月31日　

３代教授　山本有平
（1959年-）

在任　2005年4月1日～

歴代教授

２代会長　新冨芳尚
（1943年-）

在任1995年12月1日～2007年11月30日　

３代会長　吉田哲憲
（1946年-）

在任　2007年12月1日～

初代会長　濱本淳二
（1932年-2009年）

在任1985年5月1日～1995年11月30日

歴代同門会長

北海道大学医学部形成外科同門会 役員
2013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 ・ 野平久仁彦
　　幹　事 浅見謙二 ・ 木村　中 ・ 川嶋邦裕 ・ 佐々木了
 國分一郎 ・ 竹野巨一 ・ 古川洋志 ・ 小山明彦
　　監　事 松本敏明 ・ 本間賢一
　　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
2013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
　客員臨床准教授  林　利彦
　助　教  村尾尚規
　


