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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30年の新年をお迎えのことと存じます。
　昨年は小山明彦先生と古川洋志先生のお二人が教授に就任されるという嬉しいニュースがありました。小
山先生は母校の福島県立医科大学の教授に選任され、昨年12月に着任されました。古川先生は愛知医科大学
形成外科の教授として今年の4月に赴任されると伺っております。お二人とも平成3年（1991年）に入局さ
れていますが、お二人の御努力とともに研鑽の環境を整えていただいた初代大浦武彦教授、二代目杉原平樹
教授、三代目山本有平教授に心からの敬意を表するものであります。また、同門会として大変誇らしく思っ
ております。お二人の新教授の今後の益々のご活躍を同門会の皆様とともにお祈りいたします。
　一方、世情に眼を転じますと、米国トランプ大統領就任式以降もトランプ騒動は一向に収まりをみせず、
北朝鮮のミサイル発射と核実験の加速に加え、韓国における政権交代が相まって日本を取り巻く緊張状態は
さらに高まっております。そうしたなか、日本では子育て世代への投資拡大に向けた消費税の使い道を見直
すための国難突破と称する解散が行われました。その結果、自民党が大勝し、政権を監視しなければならな
い野党は「希望の党」の誕生ととも分裂してしまい、今後の政権の暴走が大いに心配される状況に陥ってし
まいました。経済状況はいざなぎ景気を上回る景気上昇の持続、株式市場の高値更新、大手企業の史上最高
の黒字決算報告と景気の良い話題が提供されてくるのですが、世の中の人々が景気の良さを実感していると
は思えません。日常診療に従事している立場から見ますと、むしろ、格差の拡大がどんどん進んでいるよう
に思われます。
　また、この選挙の謳い文句として「働き方改革」という言葉が随分と飛び交っていましたが、果たして医
療界にどのような変化がおこるのか？注目されるところです。医師には医師法19条で応召義務が課せられて
いることを根拠に、当直明けの通常勤務という「特殊な勤務形態」が当たり前のように行われてきたことは
周知の事実であります。これは医療者、特に医師の暗黙の了解による医師の献身に支えられたシステムであ
りました。医療の現場では研修医、専攻医、非常勤医は労働基準法に則って働いているでしょうか？札幌医
大病院、神戸大病院など19の特定機能病院や杏林大学、北里大学に対する労働基準監督署による過重労働に
対する是正勧告が出されています。医療機関が建築費、医療機器、薬剤等の購入に際して支払っている消費
税がそのまま医療機関の持ち出しとなっている所謂消費税損税の問題さえ解決する気のない政府がパンドラ
の箱を開けてこの医師の過重労働の問題に正面から取り組むとは思えませんが、「生産性革命」「働きかた
改革」「人づくり革命」と叫んで解散、総選挙を行ったことをゆめゆめ忘却の彼方に押しやることのないよ
う願っています。
　昨年の漢字は「北」ということでしたが、個人的には昨年の文字は『ぎ』であったと感じています。すな
わち、森友、加計、自衛隊南スーダン日報問題などを考慮すると、「偽」、「疑」、「欺」とすべきであっ
た思います。さらには今年が決して、「戯」となってしまわないように望んでおります。
　 北大形成外科は、本年は10月11、12日に第36回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会を主催いたします。ま
た、2019年5月には第62回日本形成外科学会総会・学術集会を開催いたします。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、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「真」、「正」な平成30年を健康にすごされますよう、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 　
機能再生医学分野 形成外科学教室 教授
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　この2017年は、私が教授に就任して、いよいよ新たなthird seasonが始まりました。当教室の名General 
Managerとして、また、診療面における頭蓋顎顔面外科領域と腫瘍・再建外科領域の素晴らしいリーダーと
して、長い間、比肩なき活躍、尽力をしていただいた、小山明彦先生と古川洋志先生が、それぞれ新天地に
向かうことになりました。私にとってかけがえのないスタッフであり、また友でもある、この２人の船出を
心から祝福いたしたいと存じます。
　 小山明彦先生は、12月1日付で、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ま
した。見事に、故郷に錦を飾る凱旋であります。私から彼へのエールは、続・巻頭言に掲載いたしましたの
で、ご一読頂けましたら幸いです。小山教授には、今後も北海道大学病院 客員臨床教授として、本教室の
研究、診療にご助力いただきたいと存じます。次に、古川洋志先生は、2018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予定です。貴大学より真摯な要請があり、それに応じる形となります。古
川教授にも、今後とも北海道大学病院 客員臨床教授として、本教室の研究、診療にご助力いただきたいと
存じます。
　彼らの教授就任は、10年前に国立大学法人筑波大学大学院人間総合科学研究科形成外科学教授に就任され
た、関堂 充教授以来です。その際にも、申しましたが、彼らの教授就任には、3つの大きな意義があると存
じます。一つには、日本形成外科学会次世代の教授の一人として、形成外科学の発展と形成外科医の育成と
いう重要な責務を請け負ったこと。一つには、当教室における多くの若い世代に大いなる夢を与えた功績。
一つには、北大形成外科同門会の諸先輩方が築き上げてきた名門の力を誇示したことです。これからも、一
意専心の努力を重ねて、北大を凌駕するような素晴らしい教室を築いていただきたいと思っています。
　 一方、これからの教室運営を担う教員スタッフですが、舟山恵美講師・診療准教授が、新たなGMとして
頑張っていただきます。大いに頼りにしております。林 利彦歯学部准教授には、同門会、北海道形成外科
地方会の担当、村尾尚規助教・診療講師と新たに教員スタッフに加わった大澤昌之助教には、assistant 
GMとして、診療・研究・教育業務に幅広く頑張ってくれることを期待します。
　大学院におきましては、大野健太郎先生、岩嵜大輔先生が卒業され、博士（医学）学位を取得しました。
これから、各位の活躍を心から期待しています。日本形成外科学会認定専門医は、残念ながら新たに取得さ
れた先生はおられませんでした。
　私の学会活動におきましては、日本頭蓋顎顔面外科学会の理事長として、奔走した１年間でした。本学会
を活性化させ、日本中の形成外科医から注目を浴びる、先進的な学会に変貌していく為に、各委員会と共に
幾つかの改革を行ってきました。その内容につきましては、本年報の同門だよりに掲載いたしましたので、
ご一読下さい。
　 最後になりますが、2018年は、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た、日本頭蓋顎顔面外科学会の第36回学術集会を開催いたします。そして、いよ
いよ、新たな年号となる2019年には、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。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。



続・巻頭言

祝　小山明彦新教授　～　“輝いた目と潤んだ眼”

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 　
機能再生医学分野 形成外科学教室 教授

　この度、2017年12月1日付で、当教室小山明彦先生が、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 充教授に続く、2人目の教授誕生です。
　北海道大学医学部形成外科学教室にて、小山明彦先生と共に過ごした日々を振り返りますと、教室ホーム
ページや同門会・教室年報を共に作り上げ、バスケットボール大会での初優勝、そしてゴルフ、ワイン、レ
ストラン等、仕事だけに留まらず、とても多くの楽しい時間を共有して来ました。
　彼の教授就任に際し、今、私にとって、2つの忘れられない瞬間が思い起こされます。
　まずは、2007年11月に、彼と舟山恵美先生が留学していたフランス・パリ大学を表敬訪問した際、ブルゴ
ーニュ地方のロマネ・コンティワイン畑を一緒に観光に行くTGV車中にての出来事です。彼と面談し、“北大
形成外科の顎顔面外科を今後10年間、君に任せたい。好きなようにやってくれ。”と私が告げた時のことで
す。彼は、私の目をしっかりと見つめて、“わかりました、お任せ下さい。”と即答しました。その時の、彼
の目はとても輝いていました。いみじくも、その時から丁度10年を経て、彼は北大を巣立つのです。
　次に、彼が今回の教授選に出ることを相談に来た時の事です。母校である福島医大の形成外科教授になる
事は、震災からの復興を目指す故郷への恩返しとなります。また、医療教育人として、医育機関の教授にな
る事は誉であり、大きな目標でもあります。そのチャンスが巡って来たのです。一方、彼のメインワークで
ある頭蓋顎顔面外科診療は、歯学部、耳鼻科、脳外科等が参加するチーム医療が必須であり、彼は北海道大
学病院で、Cranio-Maxillo-Facial Unitを一生懸命に育て上げて来ました。その大変な努力を私は知ってい
ます。彼の今後の臨床研究を考えるなら、このまま北大で仕事をさらに発展させ、世界に発信して行く選択
肢もあり、一緒に相談する機会を重ねて来ました。彼は大いに悩んだ事と思います。2017年2月、教授室に
彼が来て、今回の決断を私に伝えに来た時の彼の眼は、少しばかり涙で潤んでいました。そして、彼は男の
本懐を遂げたのです。
　教授というものは、教室内で“裸の王様”になる危険性が、いつも潜んでいます。そのような時に、小山明
彦先生は、私の部屋を訪れてきて、教室内で今何が起こっているのか、若い教室員は何を考えているのか
を、言葉を選びながら、私にしっかりと伝えてくれました。本当に感謝しております。
　最後に、今の私の心境を申し上げます。25年前、北大形成外科が、類稀なる資質を備えた小山明彦という
形成外科を志す医学徒を預かり、多くの同門会員、教室員の協力の下、素晴らしい形成外科医、指導者とな
って、故郷の福島にお返しするという感が極まります。そして、同時に、これから、小山明彦教授と共に日
本の形成外科をさらに発展させて行くという、もう一つの物語りが始まる高揚感に満ちています。

　心より“おめでとう”と言わせて下さい。
　　　　　小山明彦先生に、そして、彼を支えてきた舟山恵美先生に！
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2018年2月3日　小山明彦 教授就任記念祝賀会にて
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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
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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）
 ～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



3

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
2017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

北海道大学大学院医学研究院形成外科学教室 教員スタッフ
2017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 舟山恵美
　准教授（歯学研究院）・客員臨床准教授 林　利彦
　助　教・診療講師 村尾尚規
　助　教 大澤昌之
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