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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、お健やかに令和２年をお迎えのことと存じます。 
　昨年は北大形成外科が主催する第62回日本形成外科学会総会・学術集会が5月15、16、17日
の会期で行われ、大成功に終わりましたことを会員の皆様とともに心から喜び合いたいと思い
ます。また、この素晴らしい学会を準備し、完遂された山本教授はじめ教室員の皆様のご苦労
に深甚なる敬意と感謝を表させていただきます。 
　さて、昨年5月から令和という新元号となり、あたかも美しく調和のとれた新しい時代を迎え
たかのごとき雰囲気を作り出そうとしているようですが、現実には単に元号の呼称が変わった
だけで、むしろ「無い無い尽くし」の深い霧に覆われた政治の動きが大変気になるこの頃で
す。 
　医療の分野では、医師の働き方改革に対する方針が示され、2024年からスタートすることと
なりました。医師の時間外労働時間の上限は原則「年間960時間（≒週20時間）」とし、地域
医療確保の暫定特例水準や集中的技能向上水準に該当する場合、特例として「年間1860時間
（≒週36時間）」まで認められるとしています。しかし、この規制の影響を大きく受けるであ
ろう勤務医に対する調査結果では3000人中55%の医師が時間外労働の規制を遵守するのは難し
いと回答しています。勤務医不足や医師の過大な業務量、さらには時を問わず、患者さんの容
体に応じた対応が必要であること等に対する解決策を示さず、時間外労働の上限を規制するだ
けでは、救急や夜間の時間外診療が不可能になってしまうことが危惧されます。 
　また、今年の４月には診療報酬の改定が行われますが、平成28年、30年に行われたマイナス
改定に続き、今回もマイナスと厳しい改定となっています。さらに、昨年の消費税増税におい
ても医療費は非課税のまま置き去りにされており、消費税は医療機関の運営に大きな負担とな
っていきます。 
　このような厳しい医療情勢の中、北大形成外科同門の皆様が形成外科診療、研究に十分な力
を発揮していけるよう、一層緊密な連携が必要であると思っています。私は令和元年12月の同
門会総会において同門会長を辞するお許しをいただきました。平成19年から12年間、皆様のご
協力のおかげで、大過なく会長職をつとめることができました。心より厚く御礼申しあげま
す。今後は同門会の一会員として、北海道大学医学部形成外科、形成外科同門会の発展をお祈
りしております。 
　令和2年が同門会の皆様方にとって良い年となりますよう、御祈念申しあげまして、御挨拶と
御礼とさせていただきます。
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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 主任教授

[ ii ]

　昨年より、学校法人愛知医科大学形成外科特任教授を拝命されていた古川洋志先生が、本年4
月1日付で主任教授に就任されました。この度の人事により、筑波大学形成外科 関堂　充教
授、福島医科大学形成外科 小山明彦教授、東京医科歯科大学形成外科 森　弘樹教授に続く、
４人目の教授が北海道大学形成外科同門より誕生しました。これらの誇らしい事例は、至上な
る喜びを感じると共に、これからの日本形成外科学会の発展に大きな責任を持つものと、固い
決意を新たにしております。 
　さて、大学院におきましては、石川耕資先生が卒業され、博士（医学）学位を取得しまし
た。石川先生は、在学中に２編以上の英文学術論文が掲載され、当教室では前年の前田　拓先
生に続く3年間の短縮修了を成し遂げました。彼の有言実行による見事な結果と感心していま
す。また、日本形成外科学会認定専門医は、新たに、三浦隆洋先生、小田陽一郎先生、草島英
梨香先生が、立派な成績で取得しました。これからの各位の活躍を大いに期待しています。 
　私の学会活動におきましては、昨年より日本創傷外科学会理事長として、国内における形成
外科領域として初の試みとなる英文学会機関誌：IJSWC (International Journal of Surgical 
Wound Care) の発刊に向けて邁進して来ました。Executive advisor 亀井　譲教授とEditor in 
Chief 貴志和生教授と共に、本年11月に論文投稿の受付を開始し、2020年 春にVol.1, No.1 を
電子ジャーナルとして会員の皆様にお届け致したく存じます。“君も歴史に名を馳せろ！”のキ
ャッチフレーズと共に、日本創傷外科学会のプレゼンスを国外に示して行きたく存じます。 
　新しい元号：令和となった本年5月15～17日に、京王プラザホテル札幌、ロイトン札幌にお
いて、メインテーマとして本学基本精神の象徴的な言葉である、「Be ambitious !～大志を抱
いて」を掲げ、第62回日本形成外科学会総会・学術集会を開催致しました。北海道大学として
日形会総会を主催しますのは、1986年に大浦武彦初代教授が主催した第29回、2000年に杉原
平樹２代教授が主催した第43回以来、3回目となり、我が教室にとりまして大いなる誉でござ
います。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。 
　結びに、同門会におきまして大きな変革がありました。2007年12月より、第３代同門会会長
として、我々をご指導して頂いた吉田哲憲先生が、同門会顧問になられました。長い間、誠に
有難うございました。新会長に、野平久仁彦先生が推挙され、副会長は木村　中先生、川嶋邦
裕先生、佐々木了先生の３人体制に若返りました。新冨芳尚最高顧問と共に、これからも、北
日本の形成外科診療ならびに教室の発展の為に、益々のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいた
します。



続・巻頭言

祝　古川洋志新教授　～“かけがえのない素晴らしい刻” 

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 主任教授

　この度、2019年4月1日付で、当教室で育った古川洋志先生が、学校法人愛知医科大学形成外
科教授に就任いたしました。 

　私が主任教授として教室を主宰してから、筑波大学形成外科関堂　充教授そして福島医科大
学形成外科小山明彦教授に続く、３人目の教授誕生です。また、前年には、同門の一員であ
る、森　弘樹先生が、東京医科歯科大学形成外科主任教授に就任されております。 

　私が専門とする臨床分野である再建外科において、古川洋志先生は、筑波大学の関堂教授と
共に私の愛弟子と言えます。これまで、教室のカンファレンス、大学病院の手術室、全国の学
会等において、教室員の中でも、最も長い時間を一緒に過ごして来ました。それは、私の人生
において、かけがえのない素晴らしい刻でした。 

　2004年10月、彼は、留学先の米国テキサス大学MD Anderson癌センターから帰学しまし
た。当時の形成外科領域は、血流研究や穿通枝皮弁が全盛期でしたが、私は、来るべき次の時
流を見据えて、彼と共に、教室の研究の大きなテーマに、“神経とリンパ”を掲げました。具体
的には、基礎研究は顔面神経、臨床研究はリンパ浮腫です。その後、彼は学会で次第に頭角を
表し、多くの優れた業績を重ね、私は先輩として、指導者として、彼の学人としての成長を見
るのがとても嬉しく、誇らしかった事が思い出されます。 

　これまで、 “腫瘍再建の古川”と“顎顔面の小山”という２枚看板が、GM（医局長）として、
北海道大学医学部形成外科学教室を長く立派に支えてきてくれました。その彼らが、日形会に
おける次世代の教授候補へと成長し、幾多の試練に打ち勝ち、見事に大願を成就してくれた事
に、教室の主宰者として、そして人生における親友として心よりお祝いを申し上げます。これ
からは、関堂教授、小山教授、森教授、そして古川教授、４人の同門のリーダーが力を合わせ
て、次世代の形成外科を背負って行って欲しいと祈念いたします。 

　結びに、彼が教授になるために大いに尽くされて来た奥様が、ご病気により彼の教授就任の
前年に早世され、彼の晴れ姿を見ることができなかった事が唯一の心残りです。ご冥福をお祈
りいたします。
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2019年4月20日　古川洋志 教授就任祝賀会にて
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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） 
2021年 
第48回日本マイクロサージャリー学会学術集会  
 （会長：関堂　充） 
 ～予定　 
2022年 
第45回日本美容外科学会総会 （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～2019年12月14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 
2019年12月14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 
2019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 
　講　師・診療准教授 村尾尚規 
　助　教・診療講師 大澤昌之 
　助　教 前田　拓



就任祝賀会 
と　き：4月20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 常務理事 亀井　譲　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 
　　　　　　　愛知医科大学形成外科 二代教授 横尾和久　先生 

・激励の辞：　久留米大学 形成外科・顎顔面外科 教授 清川兼輔　先生 
　　　　　　　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 教授 小山明彦　先生 
　　　　　　　東京医科歯科大学 形成・再建外科学分野 教授 森　弘樹　先生 

・花束贈呈：　北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室 診療教授 舟山恵美　先生 

・お礼の言葉：愛知医科大学形成外科 教授 古川洋志　先生

 学校法人愛知医科大学形成外科 古川洋志 教授就任

　古川洋志先生が愛知医科大学形成外科 第３代
教授に就任され、その就任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 大浦武彦 名誉教授 杉原平樹 名誉教授 関堂 充 先生亀井 譲 先生 清川兼輔 先生

小山明彦 先生 森 弘樹 先生

横尾和久 先生

北大形成外科教室員に囲まれて
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ご親族と

舟山恵美 先生


