
prs-hokudai.jp

北 海 道 大 学  医 学 部  形 成 外 科
同門会・教室年報 2015

ANNUAL REPORT 2015
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Graduate School of Medicine, The University of Hokkaido at Sapporo

【教室創立50周年記念特別号】





北海道大学 医学部 形成外科
同門会・教室年報 2015



同門会忘年会 （2015年12月12日 於 京王プラザホテル札幌）



教室員 （2016年2月23日 於 医学部学友会館「フラテ」）



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28年の新年をお迎えのことと存じます。
  昨年は大村智氏がノーベル生理学･医学賞に、梶田隆章氏がノーベル物理学賞に輝き、日本中が喜びに沸
きました。また、油井亀美也氏が国際宇宙ステーション（ISS)に長期滞在し、種子島から打ち上げられた
日本の宇宙ステーション補給機「こうのとり」をロボットアームで把持しISSにドッキングさせることに
成功するなど、日本人としての誇らしさを感じる年でもありました。
　 他方、世界では、イスラム過激派組織に関連したテロが多発し、400万人以上とも言われる大量のシリ
ア難民のEUへの流入、欧米における難民の排斥を求める極右政党の支持拡大など、混沌とした状況が生
み出されました。日本においても安保法制をめぐる議論の中で立憲主義が軽視され、解釈改憲の道を歩み
始めたことに大きな危機感がもたれています。
　 医療界におきましても、昨年4月に介護報酬が引き下げられ、本年度の診療報酬改定を前に、昨年の予
算編成の過程で診療報酬を全体で1.03％引き下げることが決定されました。本体部分は0.49％のプラスで
すが、今後の消費税増税により、未解決のままになっている医療機関が支払う控除対象外消費税がいよい
よ重くのしかかって参ります。政府は国際的にも最悪の水準にある借金（債務残高）を抱える日本の財政
健全化のために社会保障費の伸びの抑制を最も重要課題と捉えています。「三本の矢」の総括もせず、実
現の可能性の非常に疑わしい「新・三本の矢」を恥ずかしげもなく口にする政府のもと、今後の医療界の
行方は混沌としています。
　 　このように昨年は世界的にも、国内的にも、さらには医療界においても混沌とした1年でありました
が、北大形成外科にとりましては創立50周年という記念すべき年でありました。初代教授大浦武彦先生が
昭和40年（1965年）に皮膚科の中で形成外科の診療を開始してちょうど半世紀が経ったわけでありま
す。9月4日に京王プラザホテルで大浦武彦先生（初代）、杉原平樹先生（二代目）、山本有平先生(三代
目)とお三方の教授お揃いのもと、盛大な式典を行うことができました。これも同門会員、教室員の皆様
のおかげと改めて深く感謝申し上げます。
　今年は北大形成外科が次の50年に向けて新たな一歩を踏み出す年であります。同門会員、教室員にとっ
て、本年が確かな一歩を踏み出す年でありますよう、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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　今年の同門会・教室年報は、北海道大学医学部形成外科学教室創立 50 周年記念特別号です。
　2015年9月4日に、北海道大学医学部形成外科学教室創立 50 周年記念祝賀会を開催いたしました。我が教
室の創立記念日は、初代教授の大浦武彦先生が北海道大学医学部附属病院（現・北海道大学病院）において
形成外科診療を開始された、1965年4月1日であります。それから50年という区切りを迎え、創成期の多く
の先達がお元気な時に、記念祝賀会を執り行うことができるのは、とても喜ばしいことです。１年前より、
教室内に準備委員会を発足させ、半年前には、歴代教授、同門会最高幹部、同門会会長をお迎えし、“御前会
議”なるものを開いて、御重鎮方のお考えを伺いました。招待制とした案内状は、北海道大学、日本形成外科
学会、教育研修関連病院、同門会、教室関連の先生を中心に、200名を超える方々にお出しすることになり
ました。記念祝賀会の式次第についても、貴重なご意見を賜り、初代、２代、３代の“歴代教授揃い踏み”を
ご披露し、ご来賓挨拶は北海道大学より１名、日本形成外科学会より１名のみとさせて頂き、その意義をよ
り深いものにさせて頂きました。祝賀会に先立って特別講演会を行う場合もありますが、この度は、学術と
教育を主たる目的とする教室の存在意義を鑑みて、「半世紀の足跡：ACHIEVEMENT～We are proud of 
us」と称した記念講演を行いました。その内容構成は、１部：主催学会、２部：臨床・基礎研究論文～顔面
外科、再建外科、腫瘍外科、基礎研究、３部：北大形成外科教育・育成プログラムから成るものとしまし
た。これまでに、主催学会は全国学会を13回、国際学会を3回主催してきました。臨床・基礎研究論文は、
臨床分野英文論文195編、基礎分野英文論文61編を発表しており、最多掲載された英文雑誌は、形成外科領
域で最も高いIFを有す、PRS（米国形成外科学会誌）に44編でした。
　 さて、私は祝賀会で振舞われるお料理とお酒も、重要な主役の一人であると考えています。幸い、教室ス
タッフにも食通、酒通がおり、皆で試食飲会を数回行いました。全国からお越し頂く方々には、日本が世界
に誇る和食の素晴らしさを堪能して頂きたく、道産食材と道内蔵元の日本酒にこだわって準備しました。さ
らに、料理の器や盛り付け、そしてグラスや杯にまで、細かい注文を付けることとなり、ホテルの総料理長
の頭を大いに悩ます次第になってしまいました。記念祝賀会は盛況のうちに無事終了しました。ご多忙の
中、国内各地から多くの方々にご臨席賜り、北大形成外科が如何に深く愛されているかを実感することがで
き、深甚なる感謝の念で一杯です。
　 最後になりますが、この度の記念行事開催に際し、同門会、教育研修関連病院を始めとして多くの方々か
らご協力、ご支援を賜り、そのご厚情に心から感謝申し上げます。



 

 聖マリアンナ医科大学形成外科 梶川明義教授 来訪 099
 第6回北海道形成フォーラム”北の大地” 100
 病棟チーフ慰労会 & 秘書歓迎送別会 100
 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 101
 同門会忘年会 104
 仕事納め 105

 教室年間活動 【研究】 107
 北大形成外科カンファレンス 108
 Manifesto 2015 112
 業績一覧 114
 UHS English Literature PDF Library 120
 参加学会一覧 122
 研究費採択状況一覧 126
  北成賞 127

 教室年間活動 【教育】 129
 講義・試験 130
 臨床実習 131
 臨床研修プログラム 133
 研修医教育プログラム 134
 形成外科医育成 “グランドデザイン” 134
 北大形成外科アカデミー 135
 日本形成外科学会専門医取得者 139
 Subspecialty学会専門医取得者 140
 教育プログラム 141

 教室年間活動 【診療】 143
 北海道大学病院 144
 市立札幌病院 145
 KKR札幌医療センター 斗南病院 146
 時計台記念病院 148
 手稲渓仁会病院 149
 北海道がんセンター 150
 函館中央病院 150
 市立函館病院 152
 日鋼記念病院 152
 苫小牧日翔病院 153
 帯広厚生病院 154
 釧路労災病院 155
 旭川厚生病院 156
 北見赤十字病院 157
 北斗病院 158
 蘇春堂形成外科 159
 廣仁会 褥瘡・創傷治癒研究所 161

 教室年間活動 【レクリエーション】  163
 医局対抗バスケットボール大会 164
 The Party 165
 ゴルフコンペ「北大形成外科マスターズ」 166
 ママチャリ耐久リレー大会 167
 6時間リレーマラソン  168
 手術部忘年会 余興  169

 その他・一覧  171
 同門会構成員・教室スタッフ 172
 教育研修施設一覧 173
 認定施設・教育関連施設一覧 174
 A会員・名誉会員勤務施設一覧 175
 学会役員・委員一覧 177
 同門会規約・教室総則 178

 巻頭言
 同門会会長挨拶／吉田哲憲 [ i ]
 教授挨拶／山本有平 [ iii ]

 《特集》教室創立50周年
 沿革 002
 半世紀の足跡 003
 写真集 004
 主催学会 009
 業績 015

 記念祝賀会 029
 寄稿 037
  北大形成外科の創立から黎明期に向かって／大浦武彦 038
  北大形成外科創立50周年に想う／杉原平樹 042
 なつかしい教室草創期の想い出／新冨芳尚 043
 教室創立 50 周年に寄せて ～感謝～／山本有平 044

 在籍者名簿 045
 Acknowledgment 049

 ︎ 同門会・教室年報 
  歴代教授　歴代同門会会長　役員・教員 060

 同門だより 061
 骨太政策に入れてもらった“喜び”と“苦しみ”／大浦武彦 062
 師匠の教え（その四）／野平久仁彦 063
 2015年の木村 中／木村　中 066
 疲れました…  クラス変更を考えています。／川嶋邦裕 067
 “Wolf in sheep's clothing”／村住昌彦 068
 国際マイクロサージャリー学会に参加して／関堂　充 070
 二回目の人生／古川洋志 072
 研形成外科メモリアル病院のメモリー／小山明彦 073
 研修医時代の私的医局裏話／舟山恵美 075
 “頭頸部皮膚がん”に思うこと／林　利彦 078
 記憶／村尾尚規 079
 ごあいさつ／井原　望 080
 近況報告／齋藤　亮 081
 隣の芝生は青い／七戸龍司 082
 好きな言葉は「眼鏡」です。／塩谷隆太 083
 医師として10年目、形成外科医長として1年目／前田　拓 084
 Journal Check 2015／石川耕資 086
 第３の故郷：尾瀬／高橋周子 090
 28歳のチェックリスト ～マカオの空から中ジャンプ～
 ／草島英梨香 092
 新入教室員挨拶 094

 教室年譜2015 095
 年譜 096
 教育研修施設会議 097
 学位・専門医取得祝賀会＆送別・激励会 097
 北大CMF新年会 098
 スタートアップ イブニング 098
 同門会懇親会 099

CONTENTS


