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巻頭言

同門会会長挨拶 
瞼の父を目指して（1） 

野平  久仁彦 
北海道大学医学部形成外科同門会 会長

　今年もコロナによって台無しにされた日々が続きました。その中で同門会員の川副尚史先生はかねて
闘病中でしたが、2021年2月9日に44歳の若さでご逝去されました。心からご冥福をお祈りいたします。 

　さて私が蘇春堂形成外科に入職してから31年が経ちます。その間ひたすら臨床に打ち込んできまし
た。今でも年間1700例ほどの手術を行っています。これは好きなことを仕事にできているという幸運に
よると思います。1987年の米国留学から帰ってきて室蘭の日鋼記念病院で乳房再建に励んで3年で仕事が
一段落したとき、自分が次にやりたいことは何だろうかと考えました。米国では形成外科医になるため
には5年の外科研修のあとにさらに2年の形成外科の研修をします。多くの形成外科のレジデントの夢は
美容外科を開業することです。そのために厳しい修練を積むのです。形成外科の教授は日常的に乳房や顔
の美容外科手術を行なっており、レジデントはその助手をして美容外科を学びます。留学当時ブラジルか
らPsillakis先生が形成外科の教授としていらしたので、幸いにも米国流とブラジル流の美容外科を同時に
学ぶことができました。しかし、自分は日本人の美容外科をもっと学びたいと思い、私のマイクロの師
匠であり、すでに蘇春堂形成外科を開業していた新冨先生の門を叩いたのです。大浦教授にも快諾してい
ただき、38歳のときにスタート台に立ちました。 

　新冨先生はそのとき重瞼術を手術用顕微鏡下に行っていました。これが美容外科領域にマイクロサー
ジャリーを導入した嚆矢であると思います。入職してからしばらく乳房再建や乳房の美容手術も行ってい
ましたが、その後、癌研有明病院で日本の乳房再建をリードしていた矢島先生が満を持して当院に参加
することになりましたので、乳房関係の仕事はすべて彼に託し、私は顔と瞼の手術に注力することにし
ました。 

　国内外の学会の発表を見ていても未だに眼瞼の手術に顕微鏡を使わない人が多くいらっしゃるのには
驚きます。最初のうちは顕微鏡下の切開や剥離操作、縫合などは面倒に感じると思います。しかし眼瞼の
ように薄い層状の構造を持つ組織の扱いには顕微鏡が適していると思います。とくに外科医は50歳を過
ぎると老眼になり、細かな手術がおっくうになります。しかし顕微鏡下では非常によく見えますので、視
力の問題は一切なく、高齢になっても技術を進歩させることが可能ですし、質の高い手術ができます。そ
れが今でも数多くの瞼の手術ができる理由です。若い先生にはできるだけ早く顕微鏡下手術をスタート
させてください。今では初期投資も200万円台で可能です。一度慣れてしまうとそれは一生役に立ちます
ので、強くお勧めします。また顕微鏡にマウントしたビデオカメラで録画しておけば強力なプレゼンテー
ション素材として活用できます。もうひとつはCO2レーザーの利用です。これについては次回お話しした
いと思います。 

　私がまだ医局に属していた時、長い手術のあとには食事をしながら、先輩が手術の話をよくしてくれ
ました。こういう場合にはこうするんだとか、手術の前には起こり得ることをすべてイメージトレーニン
グしておき、術中の判断を早くして手術に遅滞がないようにするんだとか、まさに耳学問をいつもしてい
たのです。医局の中で臨床の権化のような、お兄さん役をする先生が今はいるのでしょうか。今回の題
は「瞼の母」をもじって「瞼の父」にしました。瞼の手術の奥深さをこれから毎回お伝えしていこうと
思います。

巻頭言
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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

　“光陰人を待たず”。北海道大学医学部形成外科の主任教授を拝命してより、１５年余を経て、締め括りの時期に差
し掛かりました。この間、一緒に頑張り、教室運営を共に支えてくれてきた教員スタッフ、大学院生、医員、専攻医
の皆、そして同門会ならびに教育研修病院の方々に、改めて感謝を申し上げたいと思います。 
　令和3年2月9日、極めて残念なことに、病気療養中でありました教室員川副尚史先生が、形成外科医としての志半
ばでご逝去されました。教室を代表し、心よりご冥福をお祈りいたします。 
　本年は、教室運営を担う教員スタッフにおいて大きな人事の動きはなく、円熟なる舟山恵美准教授・診療教授と大
澤昌之講師・診療准教授を中心に、新進気鋭なる前田　拓診療講師と石川耕資病院助教の布陣で、診療・研究・教育
業務に一意専心してきました。 
　大学院におきましては、伊藤梨里先生が卒業され、博士（医学）学位を取得しました。また、日本形成外科学会認
定専門医は、新たに、北條正洋先生、西尾卓哉先生が、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。 
　また、同門である、筑波大学形成外科 関堂　充教授におきましては、12月に、初の全国学会会長となる第48回日
本マイクロサージャリー学会学術集会を盛大に開催されました。本当におめでとうございます。同門にとりまして
は、1995年に新冨芳尚最高顧問が主催した第22回学術集会以来の誉でございます。 
　さて、日本プロ野球の地元球団である北海道日本ハムファイターズに新庄剛志新監督が誕生しました。“人がやら
ない事をやるのが好きな生き方、かっこいいチームを作りたい。” という彼の個性的でかつ明確なメッセージは、実
に衝撃的で、大いに共感します。私も、形成外科医になってからずっと、人がやった事が無い外科手術、論文執筆、
教室運営、学会開催、そして人の育て方を目指して来ました。そして、かっこいい教室を作りたいと邁進してきまし
た。私自身、どれだけ実現できたか、達成できたかは、まだわかりません。こういう事は、人様が決めることであ
り、周りからの評価によるところが大きいと存じます。日ハムには、是非今シーズン、ファンが納得する様な戦い方
をして、良い結果を残し、彼の斬新な考えと行動が認められ、日本全体において組織のトップの在り方を変えて行く
ことに繋がっていって欲しいと思います。 
　私は、これまでに、５つの全国学会を主催*させて頂きましたが、来年9月には、第45回日本美容外科学会総会・
第145回学術集会を開催させていただきます。本学会が、北海道大学形成外科教授としての最後の全国学会開催の勤
になります。今迄の学会主催経験と昨今のコロナ禍の暗い時代を経て、今思う境地として、前述のBIG BOSS SHIN-
JOの様に、“ポップで明るく楽しい学会～それでいて、地道に、一生懸命に！” の気持ちを持って、教室員、同門会
員、そして会員をはじめ学会に関連される全ての方々と共に、本総会・学術集会を心より満喫し、大盛会にいたした
く存じます。 
　皆様方のご指導、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

*主催学会一覧 
・2011年　第３回日本創傷外科学会総会・学術集会 

傷を治すプロフェッショナル 

～きれいに傷を治す、治りにくい傷を治す、それは形成外科に課せられた使命～ 

・2012年　第28回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 
The Cutting Edge in Skin Cancer－皮膚がん治療最先端－ 

・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 
想像を創造へ ～ 乳房再建 維新 ～ 

・2018年　第36回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 
形態、機能、 そして 美 

・2019年　第62回日本形成外科学会総会・学術集会 
Be ambitious !　～大志を抱いて
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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月には、杉原平樹が第2代教授に就任し、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、山本有平が第3代教授に就任した。 

　2007（平成19）年12月より、吉田哲憲が第3代同門会長となった。 

　2008（平成20）年7月には、関堂　充が筑波大学形成外科教授に割愛された。 

　2017（平成29）年12月には、小山明彦が福島県立医科大学形成外科教授に割愛された。 

　2019（令和元）年4月には、古川洋志が愛知医科大学形成外科教授に割愛された。同年12月より、 

野平久仁彦が第4代同門会長となり、現在に至る。 

　2021（令和3）年1月には、林　利彦が旭川医科大学形成外科教授に割愛された。 

　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



 

2

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-2020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 
2021年12月11日現在 　会　頭 山本有平 

　名誉会員 大浦武彦 
　同門会役員 
　　会　長 野平久仁彦 
　　副会長 木村　中 ・ 川嶋邦裕 ・ 佐々木了 
　　幹　事 國分一郎 ・ 竹野巨一 ・ 舟山恵美 ・ 堀内勝己 ・ 林　利彦 
　　監　事 松本敏明 ・ 浅見謙二 
　　最高顧問 新冨芳尚 
　　顧問 吉田哲憲 

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 
2021年12月31日現在 　教　授 山本有平 

　准教授・診療教授 舟山恵美 
　講　師・診療准教授 大澤昌之 
　助　教・診療講師 前田　拓 
　助　教 石川耕資

第４代会長　野平久仁彦 
（1953年-） 

在任　2019年12月15日～



主な主催全国学会
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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） 

1990年 
第8回日本臨床皮膚外科学会学術大会 （会長：松本敏明） 

1991年 
第14回日本美容外科学会総会・第54回学術集会 
 （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・第130回学術集会 
 （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） 

2022年 ～予定 
第45回日本美容外科学会総会・第145回学術集会 
 （会長：山本有平） 
第40回日本臨床皮膚外科学会学術大会 （会長：南本俊之） 

2023年 ～予定 
第11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：関堂　充）


