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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31年をお迎えのことと存じます。 

　昨年は、9月6日に北海道胆振東部地震が発生し、今まで経験したことのない大きな揺れに驚かされました。それとともに、直後に起
こった長時間に及ぶ北海道全域の発送電システムの全系崩壊（ブラックアウト）とそれに伴う断水、連絡網の遮断などの大混乱、医
療、生活全般の機能麻痺に襲われ、大災害時の対策と心構えの必要性を再認識することとなりました。 

　北大形成外科同門会においては、同門会会員である森弘樹先生が東京医科歯科大学形成・再建外科の主任教授に就任され、忘年会に
合わせて森先生の教授就任祝賀会が開催されたことを大変嬉しく思っています。また、山本有平会長のもとに開催された第36回日本頭
蓋顎顔面外科学会学術集会が成功裡に終わりましたことを誇らしく思いますとともに、教室員の皆様の頑張りと同門会の皆様のご支援
に心からの敬意と感謝を表させていただきます。 

　医療界では、昨年4月に診療報酬・介護報酬の同時改定が行われました。診療報酬改定率は本体0.55%のプラス改定となりました
が、薬価・医療材料がマイナス1.74%と引き下げられたため、実質1.19%のマイナス改定となりました。 

　そうして、今年の10月にはいよいよ消費税が10%に引き上げられます。病院や医院が支払っている医薬品や医療材料、医療器械等に
課せられている消費税が10%になるわけですから、医療機関にとっては大打撃であります。厚生労働省は消費税引き上げに対して、今
回もまた、消費税上昇分を診療報酬で補てんする方策を進めています。実際には、入院料や初・再診料を薬価、医療材料価格の消費税
上昇分だけあげることで対応しようしています。しかも、この消費税アップ分の補てんが過剰とならないよう慎重に調査、検討してい
るとのことです。しかし、このようなやり方は控除対象外消費税の抜本的解決策にはなりません。この上乗せ分の計算には医療機器は
含まれていません。CT、MRI、PET、放射線治療装置（リニアック、サイバーナイフ等）、手術支援ロボット「ダヴィンチ」等など、
億単位となる医療機器については医療機関の支払った消費税は払いっぱなしとなります。また、次回の診療報酬改定で今回行われるで
あろう消費税アップ分の補てんはどこに行ったのかまったくわからなくなってしまいます。消費税の導入以来、医療機関はこの還付さ
れない消費税に苦しんできました。平成26年の同門会誌のこの欄でも書きましたが、JETROで行っている輸出取引に対する消費税の
還付と同じ手続きを医療機関に対して行えば、医療機関が支払った消費税を還付することができるのです。また、政府は今回の消費税
10%へのアップに伴い、5％のポイント還元を行うと言っています。医療機関が担わされている控除対象外消費税に対する還元もやる
気になればできるのです。医療に関係するすべての団体の頑張りを強く期待しています。 

　また、昨年から目玉政策として打ち出された「働き方改革」でありますが、案の定、医師の長時間労働についてはまったく進展がみ
られておりません。それどころか、医師については5年後の2014年4月から、時間外労働の上限時間を（A）原則、年960時間（≒週20
時間）・月100時間（例外あり）とし、（B）地域医療確保暫定特例水準（救急医療、周産期医療、へき地医療、高度専門的治療など
を提供する病院）では、年1,900～2,000時間（≒週40時間、月160時間）・月100時間（例外あり）とする案などが示されています。
一般労働者においては、2019年4月の改正労働基準法により、時間外労働の上限時間は年360時間・月45時間とされ、過労死ラインは
2～6月平均で月80時間とされます。こうして比べてみると、医師と一般労働者の時間外労働に対する上限時間のあまりの違いに驚かさ
れます。折しも、東京医大の女子受験生差別入試の原因として医師の過酷な働き方が大きな問題となっている時に、過労死ラインを遙
かに超える長時間労働の現状を追認する「働き方改革」など論外であります。 

　医師の時間外労働、長時間労働については、平成22年（2010年）12月に大阪高裁が県立奈良病院産科をめぐる訴訟で、当直は労働
時間と認定したことから大きく取り上げらました。しかし、それ以前にも平成16年の大阪高裁における関西医大研修医の過労死認定
や、東大病院に対する労基法違反時間外労働に対する8回にわたる是正勧告などが行われており、2017年までで、全国85の特定機能病
院（≒大学病院）のうち、7割超の64病院が長時間労働や時間外手当未払いの労基法違反で是正勧告を受けていると言われております。
小生が院長を勤めていた病院も厳しい労基署の指摘、指導を受けていました。2016年に長時間勤務抑制と時間外勤務未払い賃金支払
いの勧告を受け、改善を試みた聖路加国際病院は経済的のみならず医師の自己研鑽、研修の上でも大きなダメージを受けているといい
ます。このように勤務医の長時間労働、過重労働が問題となって優に10年以上が経過しているにも拘わらず、何らの改善もなされませ
んでした。ただ、時間外手当を支給するようにと勧告するのみで、正確な労働可能医師数の把握、医師法19条応召義務の見直し、医師
の適正配置・分布に対する政策と予算処置などの必要な対策をとってきませんでした。挙げ句の果てに、今までの長時間労働に対する
労基署の指導、勧告と逆行する「現状追認」とは！。国の無策、愚策を嘆かざるを得ません。さらに事ここに至っても、厚労省は「問
題のある病院に関与して、長時間労働の是正、勤務環境の改善をお願いする」と言っているようですが、長時間勤務に対する抜本的対
策がとられなければ解決はおぼつきません。医師に対する改正労働基準法施行までの猶予期間は5年しかありません。医師だけが「働
き方改革」、「改正労働基準法」から置き去りにされ、放置されたままとならないよう、願っています。 

　北大形成外科は、本年5月15、16、17日に第62回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
には大変忙しい年になることと思いますが、同門会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。同門会員の皆様が平成31年と新元号元年を健康に過ごされますよう、心より祈念しております。
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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院・医学部 　 

形成外科学教室 教授
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　昨年12月に、小山明彦先生が公立大学法人福島県立医科大学医学部形成外科学講座教授に就任されたのに続いて、古川洋志先生が、
本年4月1日付で、学校法人愛知医科大学形成外科特任教授に就任されました。そして、その6か月後の10月1日に、我が同門会の一員
である、森　弘樹先生が、国立大学法人東京医科歯科大学形成・再建外科学分野主任教授に就任されました。森先生は、1996年7月よ
り2年間、北海道大形成外科に国内留学され、臨床の研鑽を積まれ、東京医科歯科大学に帰学後も、交流を深めてきた仲間でありま
す。このような、同門からの教授輩出ラッシュは、北海道大学形成外科同門会の歴史と伝統の賜物であり、至上なる大きな喜びを感じ
ます。この多くの同門の絆を生かして、これからの日本形成外科学会の益々の発展に向け、さらに尽力して行く決意を新たにしており
ます。 

　さて、大学院におきましては、佐藤千草先生、藤田宗純先生、前田　拓先生が卒業され、博士（医学）学位を取得しました。佐藤先
生は、在学中の妊娠、出産を経て、長年の努力が結実した学位獲得です。藤田先生の学位基礎論文は、非常に評価が高く、日本創傷治
癒学会において研究奨励賞を受賞しました。前田先生は、在学中に２編以上の英文学術論文が掲載され、当教室では初めて3年間の短
縮修了を成し遂げました。彼は、卒業後4月より、教室運営を担う教員スタッフに助教として加わり、舟山恵美診療教授、林　利彦臨
床教授の指導を仰ぎながら、診療・研究・教育・管理運営業務に日々奮闘しております。また、日本形成外科学会認定専門医は、新た
に、杉井政澄先生と伊藤梨里先生が取得しました。次世代における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、日本頭蓋顎顔面外科学会理事長として、学会機関誌の英文ジャーナル化を目指した活動を筆頭とし
て、嵐のようなそして極めて充実した２年間を無事に終えることができました。私のようなイケイケの理事長について来て頂き、そし
て大いに支えて頂いた学会役員、各委員会委員に心より感謝申し上げます。そして、再び大きな使命が訪れ、7月より、日本創傷外科
学会の理事長を仰せつかることとなりました。これまでの日本頭蓋顎顔面外科学会理事長の経験を生かし、将来に向けて意義ある学会
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。 

　さて、これまで大浦武彦初代教授が第11回学術集会を、杉原平樹２代教授が第16回学術集会を主催され、我が教室にとって縁の深い
日本頭蓋顎顔面外科学会の第36回学術集会を10月11～12日に主催いたしました。本学会理事長と学術集会会長の任を、同時に拝命す
る栄誉を賜わり、その感謝の意を表したく、「私の顔面外科史～形態、機能、美」と題した理事長・会長講演を行いました。振り返る
にはまだ少し早いかもしれませんが、私が形成外科医、再建外科医、そして美容外科医として生きてきた30年余に於いて、最も印象に
残る外科手術業績について、講演させて頂きました。生涯忘れることのない良き思い出になりました。学術集会は大いなる成功を収め
る事ができ、ここにご助言、ご指導、そしてご支援を賜りました全ての方々に心よりお礼を申し上げます。 

　そして、いよいよ、新たな年号となる来年5月15～17日には、第62回日本形成外科学会総会・学術集会を主催いたします。メインテ
ーマを、本学基本精神の象徴的な言葉である、「Be ambitious ～大志を抱いて」と定め、広報資料・媒体には、北海道大学大学文書
館の承認を得て、新渡戸稲造先生の書ならびに名著「武士道」の表紙を引用させていただきました。また、2019年は、北海道大学医
学部創立100周年という節目の年となり、この記念すべき年に、このような機会をお与え頂き、役員ならびに会員の皆様に心より感謝
申し上げます。 

　この度の学術集会では、５つの特別企画を予定しています。特別企画１では、「蝦夷地」と呼ばれていたこの地が、維新後の太政官
布告によって「北海道」と命名されてから151年目、その新たな一歩を踏み出す意味で、北海道近世の歴史や先人の偉業を振り返り、
さらに、北海道に縁のあるスポーツや芸術などの文化について、多方面より紹介いたしたく存じます。また、我が国を取り巻く厳しい
政治、経済、安全保障環境について、その方面の専門家の方々による講演を含め、計16名の素晴らしい講演者をお招きいたします。特
別企画２では、「関連領域学会～沿革＆コアシンポジウム」と題して、基本領域の診療科である形成外科にとりまして、重要な関連領
域学会の中から賛同を得た14学会にご協力頂き、各学会の沿革、これまでの活動、今後の展望についてのご紹介や、専門領域における
先端分野、学術トピック等の発表をお願いしております。本企画は、若い日本形成外科学会会員を中心として、各関連学会への理解を
深める、有意義な機会になることと存じます。特別企画３では、日本の形成外科の現在から将来の姿を、「教育」「広報」「制度」
「社会・経済」「診療・技術」の5つの視点から見据える、全24のラウンド テーブル ディスカッションを企画致しました。特別企画４
は、学術フォーラム「遠友学舎～北大同門アカデミア～」です。北大同門より６名のコーディネーターを指名させて頂き、各々の専門
領域に関連した学術プログラムを企画致します。それぞれのプログラムは3時間を予定しています。コーディネーターが熟考を重ねた、
教育的かつ先進的な内容にご期待下さい！そして、特別企画５では、「PRS HOKKAIDO 2019」と題した、international sessionで
す。日本形成外科学会国際委員会に労をとって頂き、海外より30名以上の指定演者を招き、さらに海外、国内から多くのfree paperを
募ります。会期中3日間を通して、同一会場にて行い、会場内では、全て英語を公用語とした発表・質疑応答を行います。 

　このように、メインテーマ「Be ambitious ～大志を抱いて」というフロンティア精神に基づき、これからの総会・学術集会の新た
な方向性を模索する、多様性に満ちた3日間の試みを考えております。是非とも、第62回日本形成外科学会総会・学術集会の成功に向
けて、学会員、教室・同門会員の皆様方より、更なるご指導、ご協力を賜りますと幸甚に存じます。



続・巻頭言

北大形成外科学教室～北海道医療新聞 第2232号より（一部改変） 

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院・医学部 　 

形成外科学教室 教授

　2018年（平成30年）7月6日、北海道医療新聞 第2232号に、北大形成外科学教室の紹介記事が掲載され
ました。私が、記者よりインタビューを受け、その内容をまとめられたものです。 

　“北大形成外科学教室（山本有平教授）は、形成外科分野の全般にわたって先進的な医療を展開。道内外
の関連病院と連携して地域医療に貢献する一方、教授をはじめとする優秀な人材を輩出し、国内の形成外科
の発展にも寄与している。近年は、各種再生医療など最新の研究も手がけており、臨床、基礎研究、教育、
学会活動の各分野で国内をリードしている。” 

【幅広い臨床分野で高度な医療を展開】 
　同教室は、1965年に北大病院皮膚科の診療班を基礎として開設し、78年には国立大としては２番目に形
成外科診療科が新設され、大浦武彦氏が初代教授に就任した。87年に形成外科学講座に改組され、95年に
は杉原平樹氏が２代目教授に、2005年4月に現在の山本教授が就いた。 
　臨床面では、頭蓋顎顔面外科分野で唇裂・口蓋裂や小耳症、瞼や頭部も含め先天性の形態発育不全に対
し、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科、脳神経外科等とチームを組み、集学的な治療を行っている。 
　各種身体の悪性腫瘍に対しては、腫瘍切除後の再建外科を担当。耳鼻咽喉科や歯科口腔外科などと連携
し、顔周辺では副鼻腔がんや歯肉がん、舌がんなどの術後再建を実施。ここ数年ニーズが増している、乳が
ん切除後の乳房再建も担当している。消化器系では肝臓がんやすい臓がんなどで、血管もがんに侵され合併
切除されたケースでの血行再建をマイクロサージャリーで行っている。 
　こうしたマイクロサージャリー技術は、移植外科との連携のもと、各種移植手術における難しい症例に対
しても血管吻合等でも応用している。 
　近年、生活習慣病等が進行し、糖尿病や閉塞性動脈硬化症や末梢血管疾患による下肢潰瘍、長期療養によ
る褥瘡などの増加により、注目されているのが、創傷外科領域。外科が専門分化してきた中で、創傷治療を
行う一般外科が少なくなり、形成外科が担うケースが増えているのが現状だ。同教室では、血行再建などで
下肢切断などを防いでいる。 
　さらに、道民の大きなニーズを受け、北海道の基幹病院に先駆けて、高齢者を対象とした整容・美容外科
を開設し、抗加齢医療の外科部門を担っている。 

【全国学会や研究で新たな局面を創造】 
　こうした臨床面での幅広く先進的な活動実績は、全国規模の学会活動という一つの成果につながってい
る。日本形成外科学会が主導となって10年前に日本創傷外科が設立された際、同教室から山本教授が代表理
事に就任。さらに2011年7月には札幌市で開かれた第３回全国学会を主宰した。 
　日本乳癌学会と日本形成外科学会が共同で、乳房再建手術の技術的な発展、普及啓発を目的に12年3月に
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会を発足した際には、設立理事の１人として山本教授が活
躍。15年には、第３回全国学会を札幌で開催している。 
　同教室が皮膚科から独立した経緯もあって、12年には形成外科として初めての主催となる日本皮膚悪性腫
瘍学会を札幌市で行っており、皮膚腫瘍外科分野では、道内でパイオニア的な役割を担っている。 

[ iii ]



 

[ iv ]

　形成外科領域では長い歴史をもつ日本頭蓋顎顔面外科学会には、同教室の歴代教授が会長に就任し、学
会活動の活性化に貢献。今年の10月11日から２日間、京王プラザホテルで開かれる第36回全国学会の主幹
を同教室が務める。 
　19年5月15日からは、国内の形成外科の集大成である第62回日本形成外科学会総会・学術集会を札幌市
で開催する予定だ。19年は北大医学部の創立100周年でもあり、山本教授は「記念すべき年に、大役を果た
せて光栄」と話す。 
　臨床と同様、研究面も形成外科のさまざまな領域をカバー。毎年６～８人の大学院生が在籍しており、創
傷治療では傷の治り方のメカニズムを、悪性黒色腫では転移の仕組みやリンパ節における免疫機能の解明を
目指している。 
　顔面神経麻痺をテーマに神経再生の方法について、分子生物学的な面から基礎研究を実施。他科との共同
で、羊膜由来の幹細胞を用いた脂肪細胞や顔面神経の再生、創傷治療への応用等について研究を進めてい
る。 
　同教室は最後の砦としての機能のほか、小児の唇裂・口蓋裂等、長期間にわたってフォローを必要とする
治療など、一般的な医療機関では対応が難しい部分を担っている。山本教授は、大学病院の機能は、高度先
進的な医療を生み出す施設であり、「次の局面を生み出す、チャレンジングな存在でなければならない」と
力を込める。 

【学人としての研究も重要な使命】～山本教授インタビュー 
　今年から始まった専門医制度では、専攻医の大都市集中という実情が顕著となった。しかし、そうした
中で、当教室は形成外科分野では症例数、連携病院数などは全国有数の規模となっている。形成外科のニー
ズは年々増しており、将来、さまざまな領域で活躍できる道が整いつつなる。これまでも数多くの優秀な人
材を輩出してきた。08年に関堂充講師が筑波大教授に就任。
17年12月に小山明彦講師が福島県立医大の教授に就いたほ
か、今年の4月に古川洋志准教授が愛知医大の特任教授に選
ばれた。 
　これからも全国で活躍できる人材育成を続けていくので、
興味のある方はぜひ当教室に来てもらいたい。 
　私は、研修医に医師には２つの使命があると伝えている。
一つは、高度先進的医療や、質の高い標準医療を提供し、さ
まざまな人に貢献すること。 
　もう一つは、形成外科は診療科であり学問でもあることを
理解し、学人として基礎と臨床の両方の研究をしっかり進め
ることだと研修医に話している。 
　しかし、普段の業務の中では研究時間をつくることは難し
い。研究の場として最適なのは大学院だ。難しい手術も経験
でき、学会発表や論文執筆もできる。当教室では、６割が大
学院に進学している。これは形成外科領域では珍しいこと
で、今後40年以上医師として働く中で、大学院の期間は10分
の一に過ぎない。そのわずかな期間を費やして使命を果たし
てもらいたい。 
　専門医としての専門性は、肩書ではなく、症例経験や技
術、知識であり、それは学会や論文ではじめて認められるも
のだ。数ある専門領域の中で迷うことがあるなら、まずは大
学に戻る事も一つの方法だと考える。大学院の４年間は学位
だけでなく、バックボーンとなる専門性を見極め、最初の一
歩を踏み出す機会となるだろう。当教室では、そうした学生
を継続して支援していく。 
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 沿革  History
　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） 
2014年 
第32回日本臨床皮膚外科学会学術大会 （会長：木村　中） 
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） 
2017年 
第40回日本美容外科学会総会 （会長：野平久仁彦） 
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） 
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
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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

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 
2018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 川嶋邦裕 ・ 佐々木了 ・ 國分一郎 ・竹野巨一 
 舟山恵美 ・ 林　利彦 
　　監　事 松本敏明 ・ 浅見謙二 
　　最高顧問 新冨芳尚 

北海道大学大学院医学研究院形成外科学教室 教員スタッフ 
2018年12月31日現在 　教　授 山本有平 

　准教授・診療教授 舟山恵美 
　准教授（歯学研究院）・客員臨床教授 林　利彦 
　助　教・診療講師 村尾尚規 
　助　教 大澤昌之 
　助　教 前田　拓



記念祝賀会 
と　き：2月3日（土）　午後7時00分～ 
ところ：京王プラザホテル札幌 
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祝賀会次第 
・司会：事務局長　村尾尚規 

・お祝いの辞：北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室 教授　山本有平　先生 
　　　　　　　北海道大学医学部形成外科 同門会 会長　吉田哲憲　先生 
　　　　　　　日本形成外科学会 理事長 中塚貴志　先生 

・祝　杯：　　北海道大学医学部形成外科 同門会 最高顧問　新冨芳尚　先生 

・祝　宴 

・喜びの辞：　北海道大学医学部形成外科学教室 初代教授　大浦武彦　先生 
　　　　　　　北海道大学医学部形成外科学教室 二代教授　杉原平樹　先生 
　　　　　　　北海道大学大学院歯学研究院 歯科矯正学教室 教授　飯田順一郎　先生 

・激励の辞：　筑波大学大学院医学医療系 形成外科 教授　関堂　充　先生 
　　　　　　　福島県立医科大学 形成外科学講座 講師　齋藤昌美　先生 
　　　　　　　北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室 准教授　古川洋志　先生 

・花束贈呈：　北海道大学医学部形成外科 同門会　堀内勝己　先生 

・お礼の言葉：福島県立医科大学 形成外科学講座 教授　小山明彦　先生

 福島県立医科大学形成外科学講座 小山明彦 教授就任

　小山明彦先生が福島県立医科大学形成外科学
講座 第２代教授に就任され、その就任記念祝賀
会が盛大に執り行われました。

新冨芳尚 同門会最高顧問吉田哲憲 同門会会長

山本有平 教授

大浦武彦 名誉教授 杉原平樹 名誉教授 関堂 充 先生

古川洋志 先生

日形会理事長 
中塚貴志 先生

飯田順一郎 先生

齋藤昌美 先生 堀内勝己 先生

同期の先生方と
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同世代の他大学形成外科の教授の方々と 北大耳鼻咽喉科・頭頸部外科 新教授 本間明宏 先生と



祝賀会 
と　き：12月8日（土）　午後7時00分～ 
ところ：京王プラザホテル札幌 
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 東京医科歯科大学形成・再建外科学分野 森　弘樹 主任教授就任

　森　弘樹先生が東京医科歯科大学形成・
再建外科学分野 第３代主任教授に就任され、
その就任記念祝賀会が盛大に執り行われま
した。 
　北海道大学医学部形成外科同門会忘年会
が併せて開催されました。

新冨芳尚 同門会最高顧問大浦武彦 名誉教授 杉原平樹 名誉教授 関堂 充 先生 小山明彦 先生 古川洋志 先生吉田哲憲 同門会会長

森 弘樹先生 東京医科歯科大学 形成・再建外科学分野 主任教授就任祝賀会 
ならびに　平成30年北海道大学医学部形成外科同門会忘年会　式次第 

・司会：村尾尚規 

・お祝いの辞：同門会会頭 北海道大学 医学部 形成外科 教授 山本有平　先生 
　　　　　　　同門会会長 市立札幌病院 形成外科 吉田哲憲　先生 

・お祝いの辞：北海道大学形成外科 初代教授 名誉教授 大浦武彦　先生 
　　　　　　　北海道大学形成外科 二代教授 名誉教授 杉原平樹　先生 

・祝　杯：同門会最高顧問 医療法人社団 蘇春堂形成外科 理事長 新冨芳尚　先生 

・ご挨拶：東京医科歯科大学 形成・再建外科学分野 主任教授 森 弘樹　先生 

・お祝いの辞：筑波大学 形成外科 教授 関堂 充　先生 
　　　　　　　福島県立医科大学 形成外科 教授 小山明彦　先生 
　　　　　　　愛知医科大学 形成外科 特任教授 古川洋志　先生 

・来賓ご挨拶：社会医療法人母恋 理事長 有賀 正　先生 
　　　　　　　医療法人社団元生会 理事長 森山 領　先生 
　　　　　　　市立釧路総合病院 副院長 長谷川直人　先生

山本有平 教授


