
８：３０～８：３５ 開会の挨拶 会長：平野 明喜

第１会場

８：３５～９：２０ 【一般演題１】 乳房・その他
座長：寺尾 保信（東京都立駒込病院 形成外科）

０１ 女性化乳房症における乳房縮小術のアプローチ法の検討（５分）
にしひら ともかず

福岡大学 医学部 形成外科 西平 智和

０２ 人工物による乳房再建・乳房増大術における術中止血の小工夫（３分）
ほそ や ゆう こ

岩手医科大学 形成外科 細谷 優子

０３ 乳房再建における内視鏡下対側乳房 augmentation（５分）
まえ だ たく ま

癌研有明病院 形成外科 前田 拓摩

０４ 遊離皮弁による両側乳房再建症例の検討（５分）
とみ た しょういち

東京慈恵会医科大学附属柏病院 形成外科 冨田 祥一

０５ 後大腿皮弁と大殿筋皮弁による双葉皮弁で再建した坐骨部褥瘡の経験（３分）
おか だ まさし

清恵会病院 形成外科 岡田 雅

０６ フルニエ壊疽後の陰嚢欠損に対し薄筋皮弁を用いた陰嚢再建を行った一例（３分）
まつもと だいすけ

総合病院国保旭中央病院 形成外科 松本 大輔

０７ 耳介複合組織移植とドミノ型皮弁移植による鼻翼再建術（３分）
おかざき むつみ

東京医科歯科大学 形成外科 岡崎 睦

９：２０～１０：１０ 【主題１】 私のこだわりの道具
座長：菊池 雄二（東京女子医科大学 形成外科）

Ｄ－０１ 上下顎骨切りにおける我々のこだわりの道具（４分）
えんどう よし え

長崎大学 形成外科 遠藤 淑恵

Ｄ－０２ １０Ｇ血管内留置針を用いた眼瞼下垂症に対する筋膜移植法（４分）
いちの せ あきひろ

神戸大学大学院医学研究科 形成外科学 一瀬 晃洋

Ｄ－０３ テッシュエキスパンダー法の合併症対策‐モニタリングリザーバードーム‐（４分）
いそ の のぶ お

日本大学医学部 形成外科 磯野 伸雄

Ｄ－０４ シリコンガーゼを使用した陰圧閉鎖療法の経験（４分）
み うら たかゆき

東北大学病院 形成外科 三浦 孝行
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Ｄ－０５ Nasal Bone-Clip を用いた鼻骨骨折の新しい固定法（４分）
こ さか まさあき

福岡山王病院 形成外科 小坂 正明

Ｄ－０６ 植皮術、皮弁移植におけるリング状のスーチャーホルダーの有用性（４分）
あんらく くにあき

松江赤十字病院 形成外科 安楽 邦明

Ｄ－０７ 漏斗胸手術（Nuss 法）における新たなスタビライザーの試作（４分）
きく ち ゆう じ

東京女子医科大学 形成外科 菊池 雄二

Ｄ－０８ リンパ管細静脈吻合術におけるリンパ管同定・吻合時の工夫（４分）
はま だ ゆういち

大分三愛メディカルセンター 形成外科 浜田 裕一

１０：１０～１１：０５ 【主題２】 私のこだわりの方法１
座長：上村 哲司（佐賀大学医学部 形成外科）

Ｍ－０１ Supermicrosurgery におけるUntied Stay Suture 法による

Zone�指尖部切断再接着術・リンパ管静脈吻合術（４分）
は せ がわけん じ ろう

岡山大学 医学部 形成再建外科 長谷川健二郎

Ｍ－０２ λ型吻合を用いたリンパ管細静脈吻合（LVA）（４分）
やまもと たくみ

東京大学医学部 形成外科・美容外科 山本 匠

Ｍ－０３ イソギンチャク型タイオーバー固定法（４分）
みやもと えい こ

順天堂大学医学部附属順天堂医院 形成外科 宮本 英子

Ｍ－０４ 巻き爪の治療プロトコール～評価・保存治療・手術（ジグザグ爪床皮弁）～（４分）
こ さか まさあき

福岡山王病院 形成外科 小坂 正明

Ｍ－０５ 鼻涙管造影の新たな展開―全涙道造影法の開発―（４分）
こ さか まさあき

福岡山王病院 形成外科 小坂 正明

Ｍ－０６ 小耳症における耳介挙上と外耳道形成合同手術後の頭部脱毛に対するわれわれの工夫（４分）
わたなべ み き こ

獨協医科大学 形成外科 渡�未来子

Ｍ－０７ 異物埋入患者の超音波検査の有効性と限界（４分）
き また さだひと

池友会新小文字病院 形成外科 木股 完仁

Ｍ－０８ 減張創に対する経時的縫縮法（４分）
しま だ けんいち

金沢医科大学 形成外科 島田 賢一

Ｍ－０９ Slip knot の形成外科領域での使用～結紮法と結束強度についての検討～（４分）
たま だ いっけい

東京都立清瀬小児病院 形成外科 玉田 一敬
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Ｍ－１２ サージカルワイヤーを用いた Le Fort I 型骨切り・移動術における

簡便な３次元固定位置決め方法：Multi-Pivot-Wiring Technique の有用性（４分）
わたなべ よりかつ

東京警察病院 形成外科・美容外科 渡辺 頼勝

Ｍ－１３ 経結膜切開法のコツ‐経結膜切開法での術野展開は本当に狭いのか‐（４分）
いし だ くにひろ

沖縄県立中部病院 形成外科 石田 有宏

Ｍ－１４ 頭蓋骨縫合早期癒合症に対する前額部テンプレートを用いた

supra-orbital bar 作成（４分）
ふじもと たく や

大阪市立総合医療センター 形成外科 藤本 卓也

Ｍ－１５ 菲薄化した皮膚の縫合時の一工夫（４分）
やす だ ひろし

産業医科大学病院 形成外科 安田 浩

Ｍ－１６ 粉瘤摘出の私のこだわり（くり抜き・注入・翻転による方法）（４分）
まえ だ たけ し

宇治武田病院 形成外科 前田 健志

Ｍ－１７ もみあげを採皮部とした全層植皮による眉毛・生え際の再建法（４分）
まつ だ けん

大阪大学 形成外科 松田 健

１４：２０～１５：５０ 【シンポジウム２】
皮弁移植術－手技の再考－ 各種腫瘍再建に用いられる代表的皮弁

司会：中塚 貴志（埼玉医科大学 形成外科）
山本 有平（北海道大学医学部 形成外科）

ＳⅡ－１ 遊離前腕皮弁を用いる頭頸部再建術の手術手技（６分）
はしかわ かずのぶ

神戸大学大学院医学研究科 形成外科学 橋川 和信

ＳⅡ－２ 前外側大腿皮弁による頭頚部再建 手技の再考（６分）
さくら ば みのる

国立がんセンター東病院 形成再建外科 櫻庭 実

ＳⅡ－３ 腹直筋皮弁による頭頚部再建（６分）
ひょうどう い く お

愛知県がんセンター 中央病院 形成外科 兵藤伊久夫

ＳⅡ－４ DIEP flap による乳房再建（６分）
たけいし めいせい

慈恵医大柏病院 形成外科 武石 明精

ＳⅡ－５ 広背筋皮弁による乳房再建（６分）
や の けん じ

大阪大学医学部 形成外科 矢野 健二

ＳⅡ－６ 腹直筋皮弁による乳房再建（６分）
あさ と ひろたか

獨協医科大学 形成外科 朝戸 裕貴
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ＳⅡ－７ 前外側大腿皮弁による骨軟部腫瘍の再建（６分）
は せ がわけん じ ろう

岡山大学 医学部 形成再建外科 長谷川健二郎

ＳⅡ－８ 広背筋皮弁を用いた骨軟部腫瘍の再建（６分）
さわいずみ まさゆき

癌研有明病院 形成外科 澤泉 雅之

第２会場

８：３５～９：２５ 【一般演題２】 頭頸部再建
座長：橋本 一郎（徳島大学医学部 形成外科）

０８ 外耳道癌切除後の再建において閉創時に残存耳介の位置を決定するための一工夫（５分）
た なかけん た ろう

東京医科歯科大学 形成外科 田中顕太郎

０９ Recipient Bed Preparation を念頭においた耳下腺癌切除後の顔面神経即時再建（５分）
もとむら ひさ し

大阪市立大学大学院医学研究科 形成外科学 元村 尚嗣

１０ Finger Function を考慮した舌半側切除後再建（５分）
さるかわ しゅん じ

自治医科大学 形成外科 去川 俊二

１１ Fascia Bow Traction 法（仮題）による頬粘膜癌術後の

顔面神経下顎縁枝麻痺の再建の工夫（５分）
よしたつ すみ こ

独立行政法人 大阪医療センター 形成外科 吉龍 澄子

１２ 広背筋皮弁手術における血管茎の捻転を予防するための小工夫（３分）
おくむら こう

神鋼病院 形成外科 奥村 興

１３ 腹直筋皮弁に対する super-drainage や super-charge の必要性について（５分）
こ が のりゆき

久留米大学 形成外科・顎顔面外科 古賀 憲幸

１４ Angular branch を茎とした肩甲骨弁によるユニークな骨再建（３分）
ふじおか まさ き

国立病院機構長崎医療センター 形成外科 藤岡 正樹

９：２５～１０：２０ 【一般演題３】 手の外科・遊離皮弁
座長：柏 克彦（岩手医科大学 形成外科）

１５ 舟状骨骨折に対する局所麻酔下小切開法（５分）
とり や べ そうはち

東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座形成外科学分野 鳥谷部荘八

１６ 指尖部に対する VY advancement flap の工夫（５分）
か とう つよ し

岡崎市民病院 形成外科 加藤 剛志
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１７ 腹部有茎皮弁移植術による手、指尖部再建術後の安定した上肢固定方法（５分）
さか い くに お

南川整形外科病院 手の外科・外傷センター 酒井 邦夫

１８ 欠損指に対するwrap-around flap transplantation による再建（３分）
はら ひさ こ

東京大学医学部附属病院 形成外科・美容外科 原 尚子

１９（演題取り下げ）

２０ 肋骨付き広背筋皮弁を用いた外傷性上肢骨軟部組織欠損の再建の１例（３分）
あいはら とおる

埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科 相原 徹

２１ 遊離胃漿膜付き大網弁による気管支瘻の治療（３分）
や ぎ しゅん じ ろう

名古屋大学 形成外科 八木俊路朗

２２ 手術用顕微鏡下 ICG蛍光観察用キセノン光源装置を用いたリンパ管静脈吻合術の経験

（５分）
ふじさわ だいすけ

獨協医科大学 形成外科 藤澤 大輔

１０：２０～１１：１５ 【一般演題４】 硬化療法・先天異常
座長：緒方 寿夫（慶應義塾大学医学部 形成外科）

２３ 当院におけるエタノール硬化療法の実際（５分）
ゆ げ としひこ

松江赤十字病院 形成外科 弓削 俊彦

２４ synovial cyst に対する多血小板血漿（PRP）注入治療（５分）
み やけ よ し か ず

医誠会病院 形成外科美容外科 三宅ヨシカズ

２５ AVMの治療手技選択‐斗南病院における治療戦略‐（５分）
なが お むねとも

KKR 斗南病院 血管腫・血管奇形センター 長尾 宗朝

２６ 唇裂初回手術における余剰皮膚性赤唇の温存と二期的有効利用（５分）
りきまる ひであき

久留米大学 形成外科・顎顔面外科 力丸 英明

２７ 顎裂部骨移植術の骨欠損部に対する３D－CTを用いた解析（５分）
おおたに かずひろ

大阪医科大学 形成外科 大谷 一弘

２８ 顎裂部骨移植術における一工夫（５分）
と さ やすよし

昭和大学医学部 形成外科 土佐 泰祥

２９ 小耳症の外耳道形成共同手術における術後外耳道狭窄防止の工夫（３分）
お の むら ま い

獨協医科大学 形成外科 尾野村麻以
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３０ 当院における臍ヘルニア手術での一工夫（３分）
はしぐち よし こ

宮崎江南病院 形成外科 橋口 叔子

１１：１５～１２：１５ 【一般演題５】 頭蓋顎顔面外科
座長：力丸 英明（久留米大学 形成外科顎顔面外科）

３１ 前頭骨骨折に対して吸収性メッシュプレート及び pericranial flap を利用して

整復を試みた一例（３分）
お ざきゆう じ ろう

関西医科大学附属滝井病院 形成外科 尾崎裕次郎

３２ MCDO法におけるハープーン固定に関する工夫（３分）
おお ば そうすけ

大阪医科大学 形成外科 大場 創介

３３ 無歯顎下顎骨骨折に対し義歯を介した顎間固定で治療した２例（３分）
ます だ か な

国立病院機構長崎医療センター 形成外科 増田 佳奈

３４ 犬咬傷による尾側１／３耳介欠損に対する１期的再建の１例（３分）
たか だ ご ろう

獨協医科大学病院 形成外科学教室 �田 悟朗

３５ 顔面皮膚腫瘍切除後の再建における上眼瞼皮膚の利用（５分）
お ぐら あ さ こ

藤沢市民病院 形成外科 小倉亜紗子

３６ 眉毛下切開除皺術で出来ること（５分）
つれみず はな え

冨士森形成外科 連水 英衣

３７ ゼルフィルムを用いた三重瞼の治療（５分）
たかやま まさよし

慶應大学病院 形成外科 高山 昌賢

３８ 義眼陥凹症例に対する３ステップアプローチ（５分）
みながわ ともひろ

旭川厚生病院 形成外科 皆川 知広

３９ 頭皮の楔状切開による瘢痕性脱毛の防止（５分）
もりもと あつ し

徳島大学医学部 形成外科 森本 篤志

１２：３０～１３：３０ 【ランチョンセミナー２】
座長：山下 俊一（長崎大学大学院 医歯薬総合研究科 科長）

「救命救急における bFGF製剤の臨床的意義」

大阪市立総合医療センター 救命救急センター 副部長 宮市 功典

協賛：長崎 bFGF研究会

科研製薬株式会社
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１３：４０～１４：３５ 【一般演題６】 創傷治癒・その関連
座長：小川 令（日本医科大学 形成外科）

４０ ケロイド手術の新しい縫合法～筋膜縫合法～（５分）
あかいし さと し

日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科 赤石 諭史

４１ 初期型ポケットと遅延型ポケットの被蓋を有効に再建に使う工夫（５分）
いし い のぶあき

会津中央病院 形成外科 石井 暢明

４２ Tissue Expander における λ切開の効用（５分）
はら まい

大阪医科大学 形成外科 原 舞

４３ Tissue Expander を用いたリストカット瘢痕の治療（３分）
み くら あや こ

大阪医科大学 形成外科 三倉 文子

４４ 超早期手術後に自家培養表皮移植を併用した広範囲熱傷の一例（３分）
ひ はら まさかつ

関西医科大学附属枚方病院 形成外科 日原 正勝

４５ 縦隔炎に対する創内持続陰圧洗浄療法の一工夫（５分）
さかきばら しゅんすけ

神戸大学大学院医学研究科 形成外科学 榊原 俊介

４６“クリオネ法”による臀部再建（５分）
しみ ず る か

慶應義塾大学 形成外科 清水 瑠加

４７ 陰茎部遊離植皮術におけるHanging Tree 法の応用（３分）
ぬり たか し

大阪医科大学 形成外科 塗 隆志

１４：３５～１５：４０ 【一般演題７】 工 夫
座長：寺師 浩人（神戸大学医学部 形成外科）

４８ ポリ袋と紙コップを用いた、簡便な術中撮影システム（仮称Bag and Cup method）

（３分）
さい が あつおみ

聖マリア病院 形成外科 雑賀 厚臣

４９ X線透視下に２つのリングを重ね合わせて、頚部に迷入した針を摘出した１例（３分）
ふじたか じゅんぺい

大阪赤十字病院 形成外科 藤高 淳平

５０ ウーンドリトラクターを用いた採骨手術の経験（５分）
かどひら みつひろ

金沢医科大学 形成外科 門平 充弘

５１ 非対称的 spindle shaped excision（５分）
は せ がわあき こ

福島県立医科大学 形成外科 長谷川晶子
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５２ 安全な一期的エクスパンダー挿入（５分）
ふじ た かずとし

癌研有明病院 形成外科 藤田 和敏

５３ 当院におけるNeedle dissection の活用法（５分）
くさ か じゅん こ

冨士森形成外科 日下 淳子

５４ 当科におけるHarmonic focus の使用経験（５分）
せい け たく や

徳島大学医学部 形成外科 清家 卓也

５５ 縫合糸をどう選択するか～合成吸収性縫合糸の特性についての検証～（５分）
むら お なお き

北海道大学医学部 形成外科 村尾 尚規

５６ CRPS type２に対する皮弁移植術（３分）
きく ち かず き

東京大学医学部 形成外科・美容外科 菊池 和希

５７ 陰部リンパ浮腫に対する LVA（３分）
おおしま あずさ

東京大学医学部 形成外科・美容外科 大島 梓
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