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当教室は日本で最大規模の形成外科教室です。全
国各地で活躍している先輩方が多数います。 

出身大学に関係なく入局員を募集しています。 
他大学からの入局者も多く、ほぼすべての大学の出身者がいます。  

医局員：219名  同門会員：319名 

医学博士：190名 
日本形成外科学会専門医：209名 
美容外科学会専門医：12名 

以上のうち 

医局員・同門会員 



関連病院 

同門が300名を超える昭和大学では全国に  
約50の関連病院があります。 

＊東北 
福島︓大田西ノ内病院  
秋田︓秋田赤十字病院 ＊中部 

山梨︓山梨赤十字病院 
山梨県立中央病院 

静岡︓聖隷浜松病院 
 浜松赤十字病院   

沼津市立病院   
藤枝市立総合病院 

愛知︓ 西尾市民病院 

＊四国   
高知︓毛山病院 

東京： 
昭和大学江東豊洲病院 
東京労災病院      
東大和病院         
東京逓信病院      
北品川第三病院 
東京共済病院 

栃木： 上都賀総合病院 
茨城： 日立総合病院 
    ひたち医療センター 
群馬： 前橋赤十字病院 
          群馬小児医療センター     
    高崎総合医療センター 

神奈川：昭和大学藤が丘病院、昭和大学横浜市北部病院 
埼 玉： 新久喜総合病院、丸山記念病院、永井病院 
千 葉： 千葉県こども病院、船橋中央病院 
    千葉県救命救急医療センター 
    千葉大学医学部付属病院、習志野第一病院 

＊九州   
熊本︓ 荒尾市民病院 

 熊本機能病院   
福岡︓ 聖マリア病院    

 川崎病院 
     製鉄記念八幡病院   

 福岡新水巻病院 
 佐賀︓ 佐賀大学医学部付属病院 
 鹿児島︓今給黎総合病院 

 

*関東 



勤務病院：昭和大学藤が丘病院 

平成29年度新入局員 

小笹 俊彦 
出身大学：高知大学 
初期研修病院：昭和大学 

中原 真理 
出身大学：熊本大学 
初期研修病院：熊本大学病院 

勤務病院：昭和大学藤が丘病院 
 
頭からつま先まで、お年寄りから子供まで、形成外科
の多岐に富んだ分野に魅力を感じ、特に小児の先天異
常に興味があったため、口唇口蓋裂センターを有する
昭和大学に入局を決めました。 
全国各地に関連病院があり、多くの症例を経験できる
と思います。是非一度見学にいらして下さい。 
 

学生時代より形成外科志望であり、幅広い症例を全国の病院で学ぶチャ
ンスのあるこの医局を選択しました。 
是非一度見学に来てください。 



沖野 尚秀 
出身大学：昭和大学 
研修病院：昭和大学病院  

勤務病院：昭和大学藤が丘病院 
 
昭和大学の最大の魅力は、様々な先生の技術を学べることだと思います。 
多数の入局員、OBがいることで全国の病院で多彩な症例を経験、施行で
きます。 
一つの地域、病院で学ぶことだけでは得られない経験、技術を身につける
こともできます。同期も全国に沢山いて刺激になります。 
 
 
 
 
 
 

勤務病院：昭和大学藤が丘病院 
 
昭和大学形成外科は、様々な病態について豊富な症例数を
有しており、実践的な経験を積むことができると思います。 
また、全国に関連病院も多数あり、個人個人のキャリアプ
ランに合わせた研修環境が備わっています。 
専門医取得を目指すレジデントは時に協力し合い、また時
に切磋琢磨しつつ日々の診療に取り組んでおります。 
このメッセージを読んでいただいた皆さんと一緒に診療で
きる日を楽しみにしております。 
是非一度見学にお越しください。 

平成29年度新入局員 

渡辺 晃大 
出身大学：愛知医科大学 
初期研修病院：三井記念病院 



山田 浩之 
 
出身大学：山梨大学 
初期研修病院：東大和病院 

 
   

勤務病院：昭和大学病院 
 
学生時代にポリクリで形成外科の手術に魅了されてから、この
道を志そうと決意しました。昭和大学に入局を決めた理由は、
自分の出身校であっただけでなく、全国に多数の関連病院を持
ち、多くの症例を経験できることに魅力を感じたからです。 
上級医の先生方は教育熱心ですし、若手の先輩方は皆フレンド
リーなので、とてもアットホームな医局だと思います。ぜひ一
度見学にいらしてください！ 

平成29年度新入局員 



(時) 

日 

土 

金 

木 

水 

火 

月 

 8        9     10      11      12      13     14     15     16     17    

教授外来助手 病棟 教授回診 カンファレンス 

外勤日 

手術 

術前検査外来 外来手術 病棟 

処置外来(週替わり) 

休日 or 外勤日 

休日 or 外勤日 

＊外来手術は月〜金の午後に患者様の都合に合わせて予定されます。 

大学病院での週間業務 

手術 

手術 



専門医への道 



・口唇口蓋裂の統計学的研究 
・口唇裂初回形成術における boneless bone graftの研究 
・人工埋入物の組織学的研究 
・培養皮膚を用いたレーザー照射後の修復過程の研究 
・虚血再灌流障害における皮弁の研究 
・微小血管吻合における添加剤のおよぼす血流変化の研究 
・乳房再建後の乳房の左右対称性の計測  
Etc… 

大学院 

・入学試験は春季・秋季の年二回あり、入学希望者には簡単な英語の試験が課されます。 
 
・入学は任意ですが、最近の3年間の入局者の多くが入学しています。 
 
・卒業には4年次終了までに大学院での授業単位+学位論文が必要です。 
 
・必要な単位は大学での勤務中に取得することが可能です。 

研究内容 

入学・卒業について 



入院手術 外来手術 合計 

★先天異常 

 唇裂・口蓋裂 
 その他の先天異常 

318 
38 

7 
10 

325 
48 

★乳房再建 約200 

外傷 

 顔面骨骨折 
 その他の外傷 

22 
6 

1 
5 

23 
11 

腫瘍 

 良性腫瘍（レーザー治療を除く） 
 悪性腫瘍 

40 
9 

165 
9 

205 
18 

瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 9 15 24 

難治性潰瘍 7 2 9 

炎症・変性疾患 9 6 15 

美容（手術） 13 2 15 

2010年にブレスト
センターが開設され
てから、乳房再建の
件数も年々増えてき
ています 

唇顎口蓋裂は 
・全国の1割強 
・東京都の約半数 
の症例数を有して 
います 
 
 

2017年 昭和大学形成外科 手術件数 

＊2017年10月に講座が本院より藤が丘病院へ移転しましたため、手術症例数は大学病院の症例数を記載しております。 



業務風景 

カンファレンス 
(オペ前症例提示、デザイン等を検討) 教授回診 

手術室にて 



ハンズオンセミナー 

オグズ先生講演 
（現Uludag University教授） 

医局旅行 

医局行事の様子 他 

納涼会 
於 カレッタ汐留 



●マダガスカル共和国口唇口蓋裂協力 
  手術適応時期に治療を受けられなかった子供たちに治療を行います。  

●子どもに笑顔や 世界の医療団への参加 
  上記活動団体の一員となり、世界各国で治療を受けられない人たちに無償で医療を提供します。 

  
 

留学生、海外医療支援活動 

P-01 

U.S.A.、アルゼンチン、イタリア、
インドネシア、内モンゴル、エク
アドル、エジプト、オランダ、カ
ナダ、韓国、キプロス、コソボ、
スペイン、セルビア、タイ、台湾、
中国、トルコ、パキスタン、ハン
ガリー、フィリピン、ブラジル、
フランス、ベルギー、マダガスカ
ル、南アフリカ、メキシコ、ルー
マニア、イラク、ミヤンマー、ネ
パール 

留学生：151名 31ヶ国   

title Name job title department institution country
Professor Jean-Marie Servant Professor Plastic Surgery University of Paris France
Professor Mehmet Oguz Yenidunya Professor Plastic Surgery Uludag University Turkey

Professor
Dragos Pieptu

Professor Plastic Surgery
Vice Rector, Gr. T . Popa University of
Medicine and Pharmacy

Romania

Professor Alain Danino Professor Plastic Surgery Universite de Montreal Canada
Commandar piyoros preeyanont Commandar Plastic Surgery Royal Thai Naval Hospital Thailand
Professor Chaula SuKasah Professor Plastic Surgery University of Indonesia Indonesia

Professor
Raphael Sinna

Professor
Plastic reconstructive and
Aesthetic Surgery

University Hospital Amiens France

Professor Ali Teoman Tellioglu Professor Plastic Surgery Yildirim Beyazit University Turkey

Director
Radoje Simic

Director pediatric plastic surgeon
Institute for mother and child health care
of Serbia

Serbia

現在、母国で教授として活躍されている先生方 
（1973年以降） 

海外医療支援活動   



 当医局は入局の意思表示の時期、出身大学により、医局
員の処遇に差をつけることは一切ありません。これは当
医局の伝統であり、皆平等に研修していく環境作りに努
めます。 
 

 見学は随時受付しております。 
  詳細は 
  「当医局ホームページ→入局案内」を御覧ください。 

 

   http://showa-plasticsurgery.com/recruitment/ 

最後に 

http://www10.showa-u.ac.jp/%7Eprsurg/
http://showa-plasticsurgery.com/recruitment/
http://showa-plasticsurgery.com/recruitment/
http://showa-plasticsurgery.com/recruitment/
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