
東京医科大学形成外科学分野

歴史

東京医科大学の形成外科の歴史は， 1963 

年に，後に初代主任教授になる，当時整形外科

講師の牧野惟男先生が，米国の形成外科教室に

留学する乙とかう始まります。留学先は夕、ーマ

トームで有名な Padgett教授が初代教授で，

当時は 2代田の Robinson教授の力ンサス大

学でした。帰国後に整形外科教室の中で形成外

科診療を始め，1972年に整形外科と皮膚科

の混合チームで診療科が誕生， 1975年には

正式芯講座となりました。

牧野先生の一番弟子であった(卒業後に最初

から形成外科に所属した教室員の第一号)渡辺
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克益先生が 1993年に 2代田の主任教授とな

ります。現在は，牧野教授の最後のころの教室

員であった松村が 2014年に3代田の主任教

授となっ現在の体制となっています。

l聞大学の特徴

形成外科に限らす東京医科大学の一番の特徴

は，大学本院の所在地ではないでしょうか。西

新宿の高層ビル群，東京都庁に隣接して東京医

科大学病院と教育研究棟があります。地下鉄丸

の内線西新宿駅からは雨に濡れないで来られま

す。また，2019年 7月には同じ敷地内に地

上 19階地下 3階の新病院が開院します。

呂 J 2017年ア月 1日にハイアットリージ.工ンシー東京で行われた同門会
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同門 2019年フ月間院予定の新大学病院完成予想図

教室の特徴

一番の特徴は.1聞かれた」教室で「夕、イパー

シティJを実践していることでしょうか。現役

教室員は 2017年 4月現在で 31名(教室

08 58名)です。この約半数が東京医科大学

以外の出身です。それと同時に約半数が女性で

もあります。したがって，初代の教室のような

厳格な感じは芯く(初代教授は海軍兵学校出身

でもあります).規律や上下関係はありますが，

非常にフラットな組織で，若い先生の意見があ

ふれている教室です。新人の声も常に主任教授

のところまで届く教室です。

女性教室員にはもちろん，結婚，妊娠出産，

育児というライフイベントがあります。その

時々の状態に合わせて教室でサポート体制を充

実させています。子育てをしながら常勤医に復

帰して活躍している女性医師も多いです。女性

だけではなく，男性医師のライフイベン卜にも
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対応し，現在まで 2名の男性医師が育児休暇

を短期間ですが取得しています。

臨床の特徴

初代主任教授が整形外科出身であったこと，

さらに救命救急センター長を併任していたこと

もあり， 一般の形成外科疾患以外に外傷(四肢

や顔面)や熱傷も扱う形成外科という特徴があ

ります。 2代田の時代には，マイクロサージャ

リーを得意としていたとともあり，頭頚部再建

外科が大きな分野と して扱うよう になり まし

た。現在の体制は，一般形成外科，外傷-熱傷，

頭頚部再建に乳房再建が加わった状況です。現

在の主任教授の専門分野が創傷治癒-再生医療

ということもあり，癒痕やケロイド，手術部位

感染，難治性j貴虜に対する形成外科的な治療な

ども診療疾患に含まれております。

新宿の本院では，現在は 3診療グループ制
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社会人大学院 (4年間)

学
位
取
得

留学

初期研修 11各マ種
43専

IR門互医
JE聖

|の得
研
讃

皮膚腫蕩外科

再建外科
マイク口

顎顔面外科

創傷外科

手外科

熱傷

美容外科

東京医科大学および関連病院にて，
形成外科研修，専門医取得準備

23 教室員が取得している資格

を取っておりますが，各グループにおいての疾

患による分担はなく，すべてを担当します。グ

ループ長より上級医の supervisorは専門性で

分化しています。乳房再建，頭頚部再建が形成

外科の一般形成外科疾患から特化しています。

院内音診療科にも開かれており，口腔外科と

は唇裂口蓋裂センターを設立し，小児科，耳鼻

科，産科とともに，総合的な治療を行っていま

す。脳神経外科からは頭蓋形成の症停IJ.婦人科

からは外陰部再建の症例，皮膚科かうは各種の

皮弁再建外科から胸壁再建 2 腹壁再建の症例

が多く紹介されてきます。このように，東京医

科大学では，幅広い疾患領域を扱い，その中で

専門性の高い治療を行っています。

研究の特徴

東京医科大学では，臨床研究とともに基礎研

究も積極的に行っています。しかしながら，研

究内容は基礎研究に留まるのではなく，臨床成

績のさらなる改善を目的とした臨床直結型の基
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礎研究を目指しています。現在の体制となって

からは，多くの外部研究資金を得ることができ

ています。今年度は文科省科研費基盤 Cを2

件，萌芽研究 1件，基盤 Sの分担を 1件，厚

労省受託研究を 1件と多くの研究助成を得て

研究しています。 3名の社会人大学院生が，こ

れらの研究ブロジ、工ク卜にも参加しています。

さらに，西新宿の大学病院キャンパス内に形

成外科の研究スペース，共同研究スペース，動

物実験センターがあり，一通りの研究環境が

揃っています。

専門医教育

入局後 4年間の形成外科研修の後に専門試

験を受験します。通常，この内の 2年間は新

宿の本院で研修を行います。乙れ以外の期間は，

東京医科大学八王子医療センター (東京都八王

子市).東京医科大学茨城医療センタ- (茨城

県稲敷郡).立正佼成会附属佼成病院(東京都

杉並区).船橋市立医療センター (千葉県船橋
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図4 2017年ア月 28日に行われた新宿 3大学懇親会

市)，春山記念病院(東京都新宿区)，深省赤十

字病院(埼玉県深谷市)などでの研修になりま

す。したがって，研修はすべて東京都，千葉県，

茨城県，埼玉県で，遠方の出張はありません。

入局 1年目より専門医の指導のもと簡単

な手術かう執刀してもういます。難しい手術で

も，部分的な執万をすることで力量を上げても

らい，研修終了時には，形成外科の基本的な手

術を執刀してもらえるように教育しています。

特に手術手技の取得に関しては，とれまでは「見

て覚えるjということが多かったと思いますが，

それではなか芯か難しいのが現状ですので，手

術のプロセスを細かく細分化して， 1つ 1つ

のプロセスに対して，なぜそうするのか， しな

いと何が起とるのかを工クセルに書き出して，

手技の習得を支援するフロジ、工ク トを行ってい

ます。はじめての手術でもそれを予習してから

手術に参加するととで，習得の効率を上げてい

ます。

専門医の取得は非常にスムーズに進んでお

形成外科 圃60巻 11号 20げ 年 11月

。研修 4年を終えた後には速やかに受験し

ています。主任教授の松村は長く専門医認定委

員会委員を務めましたので，受験資格などには

精通しています。

111 I専門医取得後の

キャリアフラン

専門医取得後は，形成外科医としてのキャリ

アアップを目指して.より専門性の高い分野の

専門医を目指す形となります。また，グローパ

ルな活躍を目指す教室員，海外での経験を積み

たい教室員には，留学も良い選択であると考え，

教室もパックアップしています。留学の時期と

しては，専門医取得後を推奨しています。とれ

までに，教室からは米国の力ンサス大学，南ア

ラパマ大学，ワシントン大学に留学しています。

学位に関しては積極的に取得してもらってい

ます。学位取得方法は 2つあります。従来通

りの研究論文を提出して取得する場合と.大学
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院に進んで取得する方法です。前者には研究歴

(年数)が必要です。大学院は，社会人大学院

に入学する場合が多いです。これですと夕方

からの講義などと研究論文の評価で単位を取

得，通常 4年間で学位取得ができます。

現在， 3名の大学院生がいますが，4年生の

1人は，すでに学位論文も publish済みで，

今年度卒業と同時に学位取得の予定です。

教育関連の病院に勤務する教室員では，日本

形成外科学会専門医 (12名)，皮膚腫虜外科

専門医 (3名)，顎顔面外科学会専門医(1名)，

創傷外科専門医 (3名)，手外科学会専門医 (4

名)，熱傷学会専門医 (4名)，社会医学系専門

医協会指導医(1名)，組織移植学会認定医(1 

名)，インフェクションコントロールドクター

( 1名)，米国外科学会フ工口一 (1名)などが

あります。また教室 08では，これらに加えて，

美容外科学会専門医皮膚科学会専門医なども

取得しています。

秘話~新宿 3大学懇親会

2010年のとある会合の後，慶慮義塾大学
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の貴志先生，東京女子医科大学の樫井先生と松

村の 3人で神楽坂の居酒屋にて二次会をしま

・した。この時， i新宿区の中という非常に近い

3大学であるものの，若い先生たちの交流は少

ないね」という話が出ました。これが始まりで，

新宿 3大学懇親会が企画され， 201 1年か5

慶応，女子医東医の順番で懇親会を行うよう

になっています。港区青山のレストラン(慶麿

担当)，新宿区河田町のパーティールーム(女

子医大担当)，新宿区四谷 4丁目のイタリアン

レストラン(東京医大担当)，新宿区の一軒家

黛し切り(慶応担当)，新宿区四谷 2丁目のレ

ストラン(女子医大担当)，そして 2017年は，

7月に，東京医大担当で新宿区代々木のイタリ

アンレストランを黛し切って.第 6回目とな

る納涼会を行いました。

3大学では，臨床症例や手術内容なども少し

ずつ遣いがありますが， 3大学の若手が交流す

ることで，それぞれの大学が切薩琢磨し成長し

ていけるのだと考えています。来年からは新専

門医制度も始まりますので，その中で人事交流

の可能性も考えたいと思っています。

[文責松村 一]
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