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巻頭言

　同門会会長挨拶
　

　 平成27年、明けましておめでとうございます。同門会の皆様におかれましては、お健やか
に良い年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

　 昨年は診療報酬の改定と消費税の５％から８％への引き上げが行われました。診療報酬の
改定率は全体でプラス0.1%となっておりますが、消費税率引き上げにより実質改定率は全体

でマイナス1.26%と厳しいものでありました。さらに、国の政策誘導お得意の「２階にあげ
て梯子を外す」パターンで、急性期病床の要件が厳格化され、現状の36万床の「７対１病
床」のうち３割（９万床）が維持できなると予測されています。また、在宅医療に対する診

療報酬が引き下げられ、加えて今年度は介護報酬の引き下げが確実となっております。この
ように私たちを取り巻く医療環境は一層厳しさを増しています。

　 昨年暮れには消費税の10％への引き上げを延期することの可否を問うという名目で予期せ
ぬ突然の衆議院解散、総選挙が行われました。大義なき解散総選挙という批判のなか、自民
党、公明党の政権与党が圧勝しました。同門会員の勝沼栄明先生には、平成25年の巻頭言で

初当選への祝福と期待を述べさせていただきましたが、なんと僅か2年で解散、失職という大
変な事態に追い込まれたことと推察いたします。ただ、今回の選挙では急遽宮城県から立候

補され、見事当選を果たされました。聞くところによりますと既に石巻市民となられ、地に
足のついた活動をされているようであります。ただ、前述のように医療環境は大変厳しい状
況にあり、TPPのために政策,展望なしの農協改革を強引に行った政府は、次に医療制度改革
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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

と称して「国民皆保険に基づく日本の良質な医療システム」の改悪に手をつけてくることは
疑う余地がありません。勝沼議員におかれましては、TPPのためとか経済第一という立場か
らではなく、日本国民に良い医療を提供するという視点から、医療をよく理解している議員

として、しっかりと活動していただけますよう、心より望んでいます。

　今年は9月に第３回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会が山本有平会長のもと
北大形成外科の主催で行われます。乳房インプラントが保険適応となり、「乳腺外科医と形
成外科医が連携して乳癌患者さんの根治性と整容性を両立させる」ことを目指した本学会の

重要性はさらに増してゆくものと思われます。第3回の乳房オンコプラスティックサージャ
リー学会総会が有意義な学会となりますよう期待するとともに、同門会の皆様のご協力を宜

しくお願いいたします。
　また、2015年（平成27年）は、初代教授大浦武彦先生が北海道大学医学部で形成外科診療
を始めて50年という記念すべき年であります。同門会の諸先生とともにこの50年を振り返

り、今後の北海道大学医学部形成外科の発展を祈って50周年記念式典に臨みたいと思ってい
ます。多くの先生のご参加とご協力をお願いいたします。

　 平成27年が皆様にとって良い年となりますよう、そして北大形成外科にとって記憶に残る
素晴らしい年となりますよう祈念しております。



　 北海道大学医学部形成外科同門会・教室年報も本号で節目の10冊目となります。これまで、本冊子
の作成にご協力を賜った皆さま方に心からお礼を申し上げます。特に、日々多忙の中、献身的に編集
作業に尽力されてきた、編集委員長／アートディレクターである小山明彦先生を筆頭としたスタッフ
各位に感謝いたします。
　本年も、当教室において大きなプロモーションがございました。10月1日付けで、古川洋志先生が北
海道大学大学院医学研究科准教授に、そして舟山恵美先生が北海道大学大学院医学研究科講師に、そ
れぞれ昇任されました。この人事により、我が教室の教員は、教授１名、准教授２名、講師２名、助
教１名となり、これまでの教室史におきましても最も充実した布陣となりました。古川先生には、教
室の研究、診療、教育、管理運営の全ての面で益々業績を積み上げ、来たるべき大勝負に向けて良い
準備をして下さい。舟山先生には、我が国の臨床医学分野においては極めて少ない女性教員リーダー
の一人として、確固たる自信と自負を持って邁進して下さい。
　 さて、大学院におきましては、池田正起先生が卒業され、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、蕨　 雄大先生、川副尚史先生、本田　 進先生の計３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。
　 私の道内における公的活動として、本年は他診療科と連携した新たな２つの勉強会を主催いたしま
した。8月に開催したV.A.C. Summit 北海道では、形成外科領域から発信した創傷治療における陰圧
閉鎖療法を、胸部外科、腹部外科、整形外科、救急科等の幅広い領域において、正しくそして有益に
活用して頂き、その有効性を伝えていくことを目標としました。そして11月には、北海道乳房再建研
究会 2014を開催しました。昨年7月に、乳房再建用ティッシュ・エキスパンダー（皮膚拡張器）と乳
房インプラント（シリコンゲル充填人工乳房）を用いた手術が、健康保険に収載されたことにより、
乳房再建を希望される患者が急増しています。これからは、北海道全域の診療機関において、患者の
ニーズに応じた多くの乳房再建が行われていく時代になるでしょう。本研究会では、乳房再建が安全
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　教授挨拶
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にそして良質に行われていくために、全道の乳腺外科医と形成外科医が一堂に会して、互いの治療分
野の理解を深めて、良き連携を培っていくことを目標としました。これらの勉強会の開催に際し、各
協賛企業を始めとした関係各位のご協力に心から感謝申し上げます。
　 学会活動におきましては、2010年4月1日に日本創傷外科学会会誌「創傷」を創刊以来、6年間にわ
たり努めてきました初代編集委員長を辞すことになりました。本年報の“同門だより”に、私の編集委
員長としての思いについて綴っておりますので、ご一読頂けますと幸甚です。さて、この度、私が会
長として北海道大学医学部形成外科学教室が全国学会を主催させて頂く３度目の機会を賜りました。
2015年 9月に第3回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会を札幌にて開催致します。オンコ
プラスティックサージャリーとは、癌の根治性を高めるために行う切除術と身体の整容性を高めるた
めに行う再建術の融合を追求する概念を持った外科手術です。これまで、顔面の皮膚癌治療において
は、形成外科医あるいは一部の皮膚外科医が、癌切除後に整容性を重んじた植皮術や局所皮弁術を用
い、オンコプラスティックスキンサージャリーを行ってきました。近年、乳癌治療においても、癌切
除後に変形や喪失した乳房の整容的再建の要望が高まり、乳腺外科医と形成外科医が協力して行う、
乳房オンコプラスティックサージャリーへの注目が益々集まっております。第3回学会では、「想像を
創造へ～乳房再建 維新」というテーマを掲げ、教室員一同、実り多い学術集会となるよう準備を進め
ておりますので、何卒ご高配のほど宜しくお願い申し上げます。
　 最後になりますが、来年は北海道大学医学部形成外科学教室創立50周年という記念の年となりま
す。1965年に北海道大学医学部附属病院にて形成外科診療を開始して以来、半世紀が経過しました。
5月より実行組織委員会を立ち上げ、現在、50周年にふさわしい記念事業を鋭意計画しておりますの
で、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。

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回日本熱傷学会総会・学術集会（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総会（会長：大浦武彦）
第3回国際ティシューエキスパンジョンシンポジウム
 （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学術集会
 （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）
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（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
2014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
2014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　


