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巻頭言

同門会会長挨拶

吉田  哲憲
北海道大学医学部形成外科同門会 会長

　同門会会員ならびにご家族の皆様には、お健やかに平成29年の新年をお迎えのことと存じます。
　昨年は大隅良典氏が、平成27年の大村智氏に続きノーベル生理学・医学賞に輝くという大変喜ばしい年
でありました。
　一方、世界の動きを見ますと、アメリカで選出されたトランプ大統領と彼を支持する国民に代表される
ように「保護主義」「排他主義」の流れが顕著となり、自由貿易や世界のグローバル化にとどまらず、
「人権保護」にも暗雲が立ちこめてきました。この流れが世界的な武力衝突に発展しないように祈るばか
りであります。われわれ医師も世界情勢、日本国内の情勢に関心を持ち、かつて日本が経験した最悪の事
態に再び陥ることがないよう、意識していかなければならないと感じています。
　医療界におきましては、昨年4月の診療報酬改定から約1年が経過し、大学病院や地域医療支援病院など
の大病院では、在院日数短縮に新患数が追いつかない状況となり、大幅な減収になっています。このた
め、今後は病棟の閉鎖やダウンサイジングを検討する病院が出てくると予測されています。さらに高額な
薬剤（例えば、われわれの関係する領域ではオプジーボに代表される免疫チェックポイント薬）の登場等
により、平成27年度の医療費は41兆円と過去最高を更新し、消費税増税の延期とあいまって国の財政を
大きく圧迫しております。このような状況の中で行われる次回の診療報酬改定が厳しいものになることは
想像に難くありません。さらに、国の誘導で始められたDPCも、調整係数が2018年改定で廃止される予
定であり、また、各病院が懸命に取り組んでいる後発医薬品への切り替えもかなり進んだことから、厚労
省得意のハシゴ外しで、後発医薬品係数が整理されてしまうことも予測されています。このような厳しい
医療環境の下で、病院にはこれまで以上のコストカットが必要となり、そこで勤務する医師にとっては、
いっそう厳しい労働環境となることが危惧されます。
　 また、新専門医制度は各方面からの批判にさらされた結果、専門医機構の役員は総退任し、2017年度
からの全面実施が見送られることとなりました。そうして、新しい役員体制のもと、2016年12月に専門
医制度新整備指針が発表されました。しかし、その新指針をみますと、専門医機構のそもそもの目的であ
った専門医の「質」の確保が怪しくなっています。各学会に任せていたのでは専門医の「質」の確保は困
難であるという理由で、専門医機構が創設されたはずでありますが、新指針では専門医になるための経験
目標に「地域医療」が加わっています。卒後2年間の臨床研修制度では地域医療が必修とされています
が、その結果（アウトカム）はどうであったのかの総括もないまま、専門医の研修にさらに地域医療を必
須化させる意義はどこにあるのか大いに疑問であります。どうも、専門医育成と医師偏在をからめた「後
期専門研修制度」なるものを大学病院などの指定された病院で行うよう義務化しようとしているのではな
いかと思えてしまいます。これから専門医をとろうとする医師はこの制度で人生が大きく左右されます。
今後の成り行きが心配されるところです。
　このように日本の医療界の情勢は難しい状況で推移していますが、このような時こそ、北大形成外科同
門会は教室と密に連携し、医療体制の変化に対応し、若手医師の研修に協力していかなければなりませ
ん。
　 北大形成外科は、2018年には日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会、2019年には日本形成外科学会総会・
学術集会を主催いたします。山本教授はじめ教室の先生達は忙しくなることと思いますが、大変名誉なこ
とであり、成功裡に行われるものと確信しております。同門会員の皆様におかれましては、一層のご理解
とご協力を是非、宜しくお願い申しあげます。同門会員、教室員にとって、本年が実り多き年であります
よう、祈念しております。
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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
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　 “光陰矢の如し”。北海道大学大学院医学研究科形成外科学分野の主任教授を拝命してより、あっという間

に１０年余を経て、折り返し地点を過ぎました。この間、一緒に頑張り、教室運営を共に支えてくれてきた

教員スタッフ、若手の医員研修医の皆、そして同門会ならびに教育研修病院の方々に、改めて感謝を申し上

げたいと思います。

　 本年は、当教室において大きな人事の動きはなく、熟成した“大人の布陣”で、研究、診療、教育活動に邁

進してきました。大学院におきましては、塩谷隆太先生、安居 剛先生が卒業され、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、高橋周子先生が取得しました。これから、各位の活躍

を心から期待しています。

　 私の学会活動におきましては、日本形成外科学会財務担当常任理事として、長年の懸案事項であった会員

年会費の値上げを、細川理事長と共に断行し、大きな恨み？を買いました。４月の評議員会におきまして、

約20枚のスライドを用いて行った、日形会財務提言に関しての異例なる大演説は、昨日のことのように思い

出されます。一方、同時期に、私は日本美容外科学会財務委員長も務めており、これまでの豊満気味な財務

体質を洗い直し、会員年会費の値下げも敢行いたしました。これで、日本美容外科学会において、数年前か

ら着手していた、定款細則等の会則検討から始まった数々の改革も、事務局との業務委託契約見直しを終

え、財務面を総仕上げとして一段落した感がしました。ところが、ホッとしたのもつかの間、１１月には、

数年来、その活動が停滞傾向と言われてきた、日本頭蓋顎顔面外科学会の理事長を仰せつかることとなりま

した。大きな学会の理事長を務めるのは、初めての経験ですが、役員、代議員の皆様からのご助言を賜り、

多様な学会運営を展開していきたく存じます。私の所信表明を、本年報の同門便りに掲載いたしましたの

で、ご一読頂けましたら幸いです。

　 最後になりますが、2018年は第36回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会、そして、いよいよ、2019年は第

62回日本形成外科学会総会・学術集会が、札幌にて開催することが決定しました。今後とも皆様方の大いな

る御指導、御協力を賜れば幸甚に存じます。
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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第2代教授に就任し、また、同年12月よ
り、新冨芳尚が第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第3代教授に就任し、また、2007（平成
19）年12月より、吉田哲憲が第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。

教室創立年月日：1965（昭和40）年４月１日

主な主催学会
1980年
第1回国際熱傷学会アジア太平洋地区会議 （会長：大浦武彦）
第6回日本熱傷学会総会 （会長：大浦武彦）
1986年
第29回日本形成外科学会学術集会 （会長：大浦武彦）
1991年
第14回日本美容外科学会総会 （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学術集会 （会長：大浦武彦）
1995年
第22回日本マイ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学術集会 （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）
2004年
第7回日韓国際形成外科学会 （会長：杉原平樹）
第6回日本褥瘡学会学術集会 （会長：大浦武彦）

2007年
第30回日本美容外科学会総会・第100回学術集会
 （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
第3回日本創傷外科学会総会・学術集会 （会長：山本有平）
2012年
第28回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 （会長：山本有平）
2015年
第3回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会
 （会長：山本有平）
2018年
第36回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 （会長：山本有平）
 ～予定
2019年
第62回日本形成外科学会総会・学術集会 （会長：山本有平）

～予定



初代教授　大浦武彦
（1931年-）

在任　1978年6月16日～1995年3月31日

第２代教授　杉原平樹
（1941年-）

在任　1995年9月1日～2005年3月31日

第３代教授　山本有平
（1959年-）

在任　2005年4月1日～

歴 代 教 授

第２代会長　新冨芳尚
（1943年-）

在任1995年12月1日～2007年11月30日

第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

歴代同門会会長

北海道大学医学部形成外科同門会 役員
2016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 野平久仁彦 ・ 木村　中
　　幹　事 浅見謙二 ・ 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
2016年12月31日現在　教　授 山本有平

　准教授・診療教授 古川洋志
　講師・診療准教授 小山明彦
　講　師 舟山恵美
　客員臨床准教授 林　利彦
　助　教 村尾尚規
　医　員 七戸龍司


