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Recovery

一般口演

【４月 11 日（水）】

第 2 会 場

一般口演01 13:10 ～ 14:10 座長：黒川　正人（熊本赤十字病院形成外科）

縦隔洞炎
O-001	 心臓血管外科術後の縦郭内のクリティカルな感染に対する死腔部位と手術侵襲を考慮した

治療の選択法
金城　勇人（信州大学医学部附属病院形成再建外科）

O-002	 当院における縦隔消化管瘻孔の治療に対する形成外科の関わり
田村　亮介（神戸大学大学院医学研究科形成外科学）

O-003	 心臓血管術後縦隔洞炎に対する治療方針
荻野　晶弘（東邦大学　医療センター大森病院　形成外科）

O-004	 胸骨骨髄炎に対する治療戦略
梅澤　裕己（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

O-005	 心臓血管術後縦隔洞炎に対するリカバリー	－自家組織の効率よい使用方法を目指して－
原田　浩史（高知医療センター　形成外科）

O-006	 開胸術後縦隔炎・胸骨骨髄炎の治療戦略
大澤　昌之（北海道大学　医学研究院　形成外科、手稲渓仁会病院　形成外科）

O-007	 心臓血管外科術後縦隔洞炎に対するわれわれの治療方針に関する検討　ー低侵襲なリカバ
リーを目指してー
渡邊　英孝（佐賀大学医学部附属病院　形成外科）

第 3 会 場

一般口演02 10:10 ～ 11:00 座長：中川　雅裕（静岡県立 静岡がんセンター再建・形成外科）

頭頸部１
O-008	 80歳以上の高齢者における遊離皮弁を用いた頭頸部再建症例の検討　

小野田　聡（岡山大学病院形成再建外科）

O-009	 頭頸部癌手術後の嚥下障害リスク解析　－ビッグデータによる多面的因子の解析－
牧野陽二郎（東京慈恵会医科大学　形成外科学講座）

O-010	 遊離皮弁による頭頸部再建術後の早期理学療法の効用
櫻庭　　実（岩手医科大学　形成外科）

O-011	 当施設で行った頭頚部再建における術後合併症の検討
岡　　愛子（国立病院機構　東京医療センター　形成外科）

O-012	 頭頸部再建におけるアルブミン値と術後合併症発生率の検討
権　　知華（日本医科大学付属病院　形成外科　再建外科　美容外科）

O-013	 再建術後の口腔・咽頭皮膚瘻のリカバリー　術後のQOLに及ぼす形成外科の役割
藤井海和子（がん・感染症センター　都立駒込病院　形成再建外科）
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第 4 会 場

一般口演03 9:00 ～ 10:00 座長：秋月　種高（東京警察病院形成外科・美容外科）

顎顔面（外傷を含む）１
O-014	 眼窩周囲への衝撃負荷と骨折の広がり～視神経管骨折との関連性について

畑野　麻子（川崎市立川崎病院　形成外科）

O-015	 当院における眼窩壁骨折及び頬骨骨折の術後における眼窩容積差と眼球陥凹についての検
討
鈴木翔太郎（福岡大学　形成外科）

O-016	 眼窩骨折整復術での眼窩実体モデルの有用性－院内作成できるモデルと工夫－
岡部　　寛（徳島県立中央病院　形成外科）

O-017	 ３Dプリンターを利用した眼窩骨折治療
諸富　公昭（近畿大学　医学部　形成外科）

O-018	 眼窩骨折の整復に吸収性プレート（ラクトソーブ）を使用した際の眼窩の変形について
八木　　献（地方独立行政法人　加古川市民病院機構　加古川中央市民病院）

O-019	 眼窩形態の解析研究　～内壁と下壁のなす角と距離の関係～
大崎　健夫（神戸大学大学院　医学研究科　形成外科学）

O-020	 眼窩骨折に対して使用したシリコンシートを摘出した症例の検討
神山　圭史（大垣市民病院　形成外科）

一般口演04 10:00 ～ 10:50 

 座長：矢野　浩規（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科形成再建外科学分野（長崎大学病院形成外科））

顎顔面（外傷を含む）２
O-021	 眼窩骨折に対して使用した各種骨補填材料の中・長期成績検討

神山　圭史（大垣市民病院　形成外科）

O-022	 顎骨骨折手術における顎間固定と頤下挿管について
小川　晴生（神戸赤十字病院・兵庫県災害医療センター　形成外科・創傷治療センター）

O-023	 低侵襲経耳下腺アプローチによる下顎関節突起骨折の治療
山本　　彩（昭和大学藤が丘病院形成外科）

O-024	 骨延長器を用いた下顎骨関節突起骨折に対する動的牽引療法のピットフォール
林　　昌伸（東北大学医学部形成外科）

O-025	 顎間固定におけるスクリュー刺入部の安全領域についての検討
西脇　　仁（近畿大学医学部附属病院　形成外科）

O-026	 顎顔面外傷による上下顎骨折患者に対する矯正歯科治療について
鶴田　仁史（広島中央矯正歯科）

一般口演05 13:10 ～ 14:10 座長：漆舘　聡志（弘前大学医学部形成外科）

皮弁１
O-027	 女性外陰部皮膚癌治療における皮弁の検討

藤原　雅雄（浜松医科大学　医学部附属病院　形成外科）

O-028	 眉毛上下の２つの三角弁を付着させたModified	Rintala	flap	による鼻背・鼻尖部欠損の再建
田中　一郎（東京歯科大学　市川総合病院　形成外科）
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O-029	 Skin-splitting	conceptの考案と様々な手技の展開
石井　暢明（日本医科大学　千葉北総病院　形成外科）

O-030	 iLoFT法　局所皮弁の術中デザイン変更法
加藤　　基（埼玉県立小児医療センター　形成外科）

O-031	 上口唇縁の部分欠損に対し残存口輪筋の下方移動と上口唇鼻翼挙筋移行を用いた機能的再
建の1例
桑原　理充（奈良県立医科大学附属病院　形成外科）

O-032	 当科における局所皮弁を用いた口唇再建の治療戦略と工夫
漆舘　聡志（弘前大学　形成外科）

O-033	 “Ginko	flap	technique”を用いて分割切除術を行ったこれまでの症例の検討
進来　　塁（大分市医師会立アルメイダ病院 形成外科）

一般口演06 14:10 ～ 15:10 座長：林　　明照（東邦大学医療センター佐倉病院形成外科）

皮弁２
O-034	 胸背肋間動脈交通穿通枝と肋間動脈を含めた下位肋骨付き広背筋皮弁による胸壁再建

今泉　　督（沖縄県立中部病院　形成外科）

O-035	 肋骨付き前鋸筋弁における血行解剖（第2報）
松本　　洋（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　形成再建外科学）

O-036	 大胸筋皮弁は安全性の高いリカバリー皮弁か？
宮崎　英隆（和歌山県立医科大学形成外科学講座）

O-037	 有茎皮弁	vs	遊離皮弁　背部再建ではどちらが有用か？
駒越　　翔（岡山大学病院　形成外科）

O-038	 耳下腺浅葉切除術に対する広頚筋弁移植術の長期的な有用性の考察
上森　友樹（順天堂大学　医学部附属　浦安病院　形成外科）

O-039	 傍脊柱筋筋弁を用いた脊髄髄膜瘤閉鎖法の有用性
加持　秀明（静岡県立こども病院　形成外科）

O-040	 上殿動脈穿通枝皮弁、背側肋間動脈穿通枝皮弁による脊髄髄膜瘤切除後の再建
宮下　佳代（九州大学病院　形成外科）

一般口演07 15:10 ～ 16:00 座長：飯田　拓也（東京大学大学院 医学系研究科形成外科学分野）

皮弁３
O-041	 遊離皮弁を用いた再建手術術後に生じた皮弁血流不全症例の検討

外薗　　優（国立がん研究センター東病院　形成外科）

O-042	 PDEの血流評価によって血行再建を行った有茎結腸の食道再建
島田　和樹（東京医科大学病院　形成外科学分野）

O-043	 組織酸素飽和度測定における近赤外線分光法と可視分光法の比較に関する検討
山本　有祐（上尾中央総合病院　形成外科、上尾中央総合病院　耳鼻いんこう科）

O-044	 DIEP	flapによる乳房再建術後モニタリングにNIRO	200NXを使用した場合の測定値の評
価
田中　真美（愛知医科大学　形成外科）

O-045	 CGMデバイスを用いた遊離皮弁モニタリングの経験
北辻　まき（静岡県立総合病院　形成外科）
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O-046	 当院における5年間の遊離皮弁移植の検討
舘　　一史（地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院　形成外科）

一般口演08 16:00 ～ 16:50 座長：成島　三長（三重大学医学部附属病院形成外科）

皮弁４
O-047	 Pedicled	intercostal	artery	perforator	flapの知覚回復に関する解剖学的研究と臨床応用

渡邊　敏之（岡山大学病院形成外科）

O-048	 腓腹筋穿通枝皮弁における血管解剖の解析
戎谷　昭吾（川崎医科大学　形成外科学）

O-049	 頭頚部再建に用いた薄皮弁の薄層化についての検討
阪場　貴夫（福島県立医科大学　形成外科）

O-050	 浅腸骨回旋動脈を茎とした腸骨移植
吉松　英彦（がん研有明病院）

O-051	 腰動脈穿通枝を用いた双葉皮弁による広範囲腰部組織欠損の再建
吉澤　秀和（順天堂大学医学部附属浦安病院　形成外科・再建外科）

O-052	 遊離前外側大腿皮弁でのアキレス腱再建強度確保・血管茎圧迫を避けるための工夫
木下　雅人（岡山大学病院　形成再建外科）

第 5 会 場

一般口演09 10:10 ～ 11:00 座長：淺野　裕子（亀田総合病院乳腺センター乳房再建外科）

乳房１
O-053	 乳房再建における正確なティッシューエキスパンダー（TE）挿入位置決定法：Multiple	Dot	

Plot法
五来　克也（帝京大学医学部附属溝口病院）

O-054	 インプラントを用いた乳房再建における下垂乳房の下着装着時の乳房形態再現方法
桐田　美帆（埼玉県立がんセンター、上尾中央総合病院）

O-055	 インプラント乳房再建を伴う乳癌手術における切除範囲のあり方
松谷　崇弘（康生会 武田病院 乳腺外科・形成外科）

O-056	 シリコンインプラントを用いた乳房一次再建における我々の工夫ー溢水法による切除検体
の容積測定についてー
水村　奈央（山梨大学　医学部　付属病院　形成外科）

O-057	 広背筋皮弁皮島を再建乳房後面に配置した、インプラント併用の大きな下垂乳房再建
石井　直弘（国際医療福祉大学病院　形成外科）

O-058	 乳房温存療法後の変形に対するインプラント用いた二次一期再建	中期報告
矢加部　文（ナグモクリニック）

一般口演10 14:40 ～ 15:40 座長：朝村　真一（和歌山県立医科大学形成外科講座）

眼瞼１
O-059	 ミュラー筋タック法による眉毛位置の変化

小久保健一（藤沢湘南台病院　形成外科）

O-060	 表面筋電計（myotrace400®）を用いた腱膜性眼瞼下垂症術前術後の前頭筋筋活動の定量分析
増田えりか（今給黎総合病院）
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O-061	 加齢性眼瞼下垂症における頭痛、肩こりの改善：眉毛下皮膚切除術と挙筋短縮術の比較
山道　光作（福岡山王病院　形成外科、福岡大学　医学部　形成外科）

O-062	 眉毛下皮膚切除560例の経験
境　　隆博（六本木境クリニック）

O-063	 眼瞼下垂症の瞼裂左右差に対する再手術時期に関する検討
大守　　誠（淀川キリスト教病院）

O-064	 片側腱膜性眼瞼下垂症に対する挙筋前転術の治療成績
菅　　浩隆（杏林大学　医学部　形成外科）

O-065	 眼瞼下垂症患者に対する満足度調査
佐藤　大介（杏林大学　形成外科）

一般口演11 15:40 ～ 16:40 座長：野平久仁彦（医療法人社団蘇春堂形成外科）

眼瞼２
O-066	 ミュラー筋切除による眼瞼痙攣手術の経験

新垣　　実（（医）新美会　新垣形成外科）
O-067	 下眼瞼ミュラー筋が原因の失行型眼瞼痙攣の診断方法

金子　　愛（浜松医科大学附属病院形成外科）

O-068	 先天性眼瞼下垂症に対する眼瞼挙筋前転術の治療効果の検討
稲本　和也（福岡大学　医学部　形成外科）

O-069	 当科における先天性眼瞼下垂片側症例に対する前頭筋吊り上げ術の数値的評価と中期経過
升岡　　健（大阪市立総合医療センター　形成外科）

O-070	 先天性眼瞼下垂に対する大腿筋膜移植による吊り上げ術後の修正術の検討
池村光之介（兵庫医科大学　形成外科）

O-071	 顔面神経不全麻痺患者の眼瞼下垂症手術の治療法の検討
木股　完仁（池友会　新小文字病院　形成外科）

O-072	 両側同時進行眼瞼下垂手術の効果～手術時間短縮を求めて～
大原　博敏（独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院）

第 6 会 場

一般口演12 9:00 ～ 10:00 座長：久徳　茂雄（市立奈良病院再建形成外科）

クラニオ１
O-073	 相同モデルを用いた日本人健常乳児の頭蓋形態の解析

桑原　広輔（国立成育医療研究センター　感覚器・形態外科部　形成外科、日本医科大学　形成外科・再建外科・美容外
科）

O-074	 岡山大学小児頭蓋顔面形成センターにおける頭蓋骨早期癒合症の治療アルゴリズム
徳山英二郎（岡山大学小児頭蓋顔面形成センター　形成外科）

O-075	 頭蓋縫合早期癒合症に対する超音波スクリーニング法の確立の試み
岡本　豊子（大阪医科大学附属病院　形成外科）

O-076	 頭蓋縫合早期癒合症に対する内視鏡補助下縫合切除術と形状誘導ヘルメット療法：当セン
ターでの最近の傾向
彦坂　　信（国立成育医療研究センター　形成外科）
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O-077	 当院での「頭のかたち外来」と二次的な波及効果
髙木　誠司（福岡大学　医学部　形成外科）

O-078	 頭蓋骨縫合早期癒合症において後頭蓋骨延長術に前頭蓋形成術を併用した症例の検討
千田　大貴（順天堂大学　形成外科）

O-079	 Coronal	band	syndrome	―近年	様々に報告されている病態―
久徳　茂雄（市立奈良病院　再建形成外科）

一般口演13 10:00 ～ 11:00 座長：永竿　智久（香川大学医学部附属病院形成外科・美容外科）

クラニオ２
O-080	 上気道狭窄に対するオトガイ水平骨切り術の有用性

廣田　友香（大阪医科大学　医学部　形成外科）

O-081	 症候性狭頭症の上顎低形成に起因する閉塞性睡眠時無呼吸	―Crouzon症候群とApert症候群
の比較検討―
三川　信之（千葉大学　医学部　形成外科）

O-082	 Le	Fort	3	型骨切りにおける、眼窩内の離断パターンと、視神経管損傷の関係の解明
エズス　ニヤス（香川大学　医学部　形成外科学講座）

O-083	 症候性頭蓋骨縫合早期癒合症例の中顔面骨延長術後に生じた中顔面位置後退に対する人工
骨を用いた形成
野口　昌彦（長野県立こども病院形成外科）

O-084	 診断・年齢・術式から見たFOA後の頭蓋底の骨形成の相違
坂本　好昭（慶應義塾大学医学部　形成外科）

O-085	 顔面非対称における頬骨骨切り術の有用性
今村　禎伸（長崎大学　形成外科）

O-086	 小児病院における頭蓋骨リカバリー手術
玉田　一敬（東京都立小児総合医療センター　形成外科）

A 会 場

一般口演14 9:00 ～ 10:00 座長：安田　　浩（産業医科大学病院形成外科）

血管腫・血管奇形１
O-087	 乳児血管腫に対してプロプラノロール内服療法に加え、手術療法を併用した症例の検討

榎本　　格（神戸大学大学院　医学研究科　形成外科学）

O-088	 当科における過去５年間の乳児血管腫に対する治療戦略
衣川　　慧（産業医科大学病院　形成外科）

O-089	 乳児血管腫プロプラノロール内服療法120例の検討―とくに早期治療の有用性について
佐々木　了（国家公務員共済組合連合会　斗南病院　形成外科 / 血管腫・脈管奇形センター）

O-090	 当院におけるいちご状血管腫の治療
長谷川佳子（横浜栄共済病院　形成外科、横浜市立大学附属病院　市民総合医療センター　形成外科）

O-091	 ヘマンジオルシロップにおける使用前・増量時検査の必要性に対する検討　ー乳児血管腫26
例をもとにー
豊原　瑛理（日本医科大学武蔵小杉病院　形成外科、日本医科大学　形成外科・美容外科・再建外科）

一
般
口
演
プ
ロ
グ
ラ
ム

－ 76 －



Recovery

O-092	 乳児血管腫の後期投与について
荒牧　典子（慶應義塾大学　形成外科）

O-093	 MRIを用いて評価したプロプラノロール療法による乳児血管腫の縮小変化
門平　充弘（金沢医科大学　形成外科）

一般口演15 10:00 ～ 10:50 座長：佐々木　了（国家公務員共済組合連合会 斗南病院形成外科）

血管腫・血管奇形２
O-094	 過去1年で経験した動静脈奇形の治療戦略

秋田　定伯（福岡大学医学部　形成外科　創傷再生学講座）

O-095	 当院で行われた血管奇形の塞栓後切除症例の検討
駒越　　翔（岡山大学病院　形成外科）

O-096	 血管奇形切除術の出血量と手術時間の検討
岩科　裕己（杏林大学　医学部　形成外科）

O-097	 血管奇形切除術におけるLigasureTM血管シーリングシステムの使用経験
高梨　　遼（杏林大学　医学部　形成外科）

O-098	 足部動静脈奇形による難治性潰瘍の治療経験
丸口　勇人（神戸大学大学院　医学研究科　形成外科学）

O-099	 手指部に生じた静脈奇形に対する手術療法の検討
石椛　寛芳（国立病院機構姫路医療センター形成外科）

一般口演16 13:10 ～ 14:10 座長：秋田　定伯（福岡大学形成外科学・創傷再生学講座）

血管腫・血管奇形３
O-100	 硬化療法耐性の静脈奇形に対する病変内照射法による治療経験

和田　仁孝（和歌山県立医科大学　形成外科）

O-101	 術前診断で血管性病変が疑われた症例の経験
瀬野　彩香（神戸大学大学院医学研究科　形成外科学）

O-102	 慶應義塾大学病院における血管奇形に対するチーム医療の現状―気道内静脈奇形に対する
治療経験から
荒牧　典子（慶應義塾大学　形成外科）

O-103	 背部巨大静脈奇形切除術におけるベッセルシーリングシステム（リガシュア）の有用性につ
いて
岩科　裕己（杏林大学　医学部　形成外科）

O-104	 頭蓋骨膜洞（Sinus	Pericranii）の多様性に関する検討
尾崎　　峰（杏林大学　医学部　形成外科）

O-105	 四肢の小児リンパ管腫に対する外科的治療の経験　
太田　智之（岡山大学病院　形成外科）

O-106	 リンパ管奇形に対する越婢加朮湯の有用性
牛尾　茂子（仙台形成外科クリニック泉中央）
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一般口演17 14:10 ～ 15:10 座長：土佐　泰祥（昭和大学　形成外科）

口唇裂・口蓋裂１
O-107	 Anatomical	subunit変法による口唇形成術の短期成績

須永　　中（自治医科大学　とちぎ子ども医療センター　小児形成外科）

O-108	 口唇裂手術における最終アプローチ（人中形成）
角谷　徳芳（昭和大学藤が丘病院形成外科）

O-109	 片側唇裂初回手術の術中計測に基づく患側人中稜延長法の検討
岡部　圭介（慶應義塾大学　医学部　形成外科）

O-110	 三次元カメラのデータを用いた三次元唇裂外鼻弾性モデルの作成
上田　晃一（大阪医科大学形成外科）

O-111	 ３Ｄカメラを用いた唇裂患者の顔面計測：体位による手術デザインの変化
津田　智子（昭和大学形成外科）

O-112	 片側口唇裂児の口唇突出時の鼻翼変形に関する検討
益岡　　弘（関西医科大学　形成外科学講座）

O-113	 Nasolabial	angleの年齢変化からみた両側完全唇顎口蓋裂患者の外鼻の特徴
土屋　　彩（信州大学　医学部　形成再建外科学教室）

一般口演18 15:10 ～ 16:10 座長：山下　昌信（金沢医科大学形成外科）

口唇裂・口蓋裂２
O-114	 成人期以降に受診した口唇裂患者の検討

岸邊　美幸（金沢医科大学　形成外科）

O-115	 唇裂鼻３次元計測と上顎歯槽形態との関連－片側例の検討－
村上　尚来（昭和大学　医学部　形成外科学教室）

O-116	 就学前に行う顎裂骨移植に関する臨床的検討
矢口貴一郎（長野県立こども病院　形成外科）

O-117	 ファーラー変法を施行された片側性口唇口蓋裂のセファログラム所見
時岡　一幸（埼玉医科大学　形成外科・美容外科）

O-118	 小口蓋神経温存の口蓋形成術
岸本　英明（京都大学医学部付属病院　形成外科）

O-119	 当施設における粘膜下口蓋裂の臨床的検討
石垣　達也（千葉県こども病院　形成外科）

O-120	 マダガスカル口唇口蓋裂医療協力における社会的背景の影響と理解―インタビュー調査に
よる―
土佐　泰祥（昭和大学 医学部 形成外科学）
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B 会 場

一般口演19 9:00 ～ 10:00 座長：林　　利彦（北海道大学歯学研究科口腔顎顔面外科）

腫瘍１
O-121	 関東労災病院における隆起性皮膚線維肉腫15例の検討

川口　千絵（関東労災病院　形成外科）

O-122	 当科におけるボーエン病症例の検討
上田　美怜（明和病院　形成外科）

O-123	 当科における進行期乳房外Paget病に対する化学療法の検討
泉本真美子（愛媛大学　医学部　附属病院　形成外科）

O-124	 当科でのリンパ節生検における合併症の検討
最上真理子（都立多摩総合医療センター　形成外科）

O-125	 メラノーマのリンパ節転移・肺転移をリンパ流の変化から捉える～マウス動物モデルを用
いて～
前田　　拓（北海道大学　医学部　形成外科）

O-126	 鼠径部領域をリンパ節郭清範囲にもつ皮膚がんの骨盤内リンパ流の再考～皮膚癌に特化し
たリンパ流の観点から
前田　　拓（北海道大学　医学部　形成外科）

O-127	 頭頚部皮膚悪性腫瘍における浅頚リンパ節の重要性について
林　　利彦（北海道大学　医学部　形成外科、北海道大学　歯学部　口腔顎顔面外科）

一般口演20 10:00 ～ 11:00 座長：西本　　聡（兵庫医科大学形成外科）

腫瘍２
O-128	 インターネットで収集した皮膚腫瘍画像のパーソナルコンピューターによる機械学習

西本　　聡（兵庫医科大学　医学部　形成外科）

O-129	 当科における基底細胞癌の臨床統計
長坂　信司（徳島大学　医学部　形成外科）

O-130	 表在部位に発生した子宮内膜症の7例
今泉　りさ（東邦大学　形成外科）

O-131	 90歳以上の皮膚悪性腫瘍手術患者に求められる治療計画
細見　謙登（長野赤十字病院　形成外科）

O-132	 外科的切除を行った良性対称性脂肪腫症（Madelung	disease）の3例		 	
―頸部リンパ節郭清の手技を用いて―
福田　太郎（順天堂大学医学部附属浦安病院　形成外科・再建外科）

O-133	 神経線維腫症I型の巨大腫瘍切除時の出血コントロール法―周辺皮膚結紮とArgon	Beam	
Coagulator（ABC）の併用―
吉原　糸美（昭和大学藤が丘病院　形成外科）

O-134	 当科における神経鞘腫症例の検討　～特に超音波検査について～
柏木　慎也（北里大学　医学部　形成外科・美容外科学、北里大学メディカルセンター）
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一般口演21 13:10 ～ 14:00 座長：竹内　正樹（東京女子医科大学八千代医療センター）

顎顔面（外傷を含む）３
O-135	 ロジスティック回帰分析を用いた小児における顔面骨骨折の臨床統計検討

藤澤　　興（埼玉医科大学総合医療センター　形成外科・美容外科）

O-136	 形成外科領域における遠隔指導の試み―ヘッドマウント型拡張現実デバイスとSkypeを
用いて―
光野　乃祐（大阪医科大学　医学部　形成外科）

O-137	 立位および仰臥位の顔貌の変化－年齢による変化－
西岡　　宏（信州大学　医学部　形成再建外科学教室）

O-138	 当院における眼窩植皮の工夫と検討
柴田　知義（がん研有明病院　形成外科）

O-139	 佐賀大学における18歳以下の眼窩底骨折の検討
楊井　　哲（佐賀大学医学部附属病院　形成外科）

O-140	 当グループにおける骨切り手術1574件のレビュー
宮崎　邦夫（湘南美容クリニック　新宿本院）

一般口演22 14:00 ～ 14:50 

 座長：野口　昌彦（地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立こども病院形成外科）

母斑
O-141	 巨大色素性母斑に対する培養表皮移植７例の検討

竹丸　雅志（慶應義塾大学　形成外科）

O-142	 当院における脂腺母斑から発生した二次性腫瘍の検討
竹内　三佳（奈良県立医科大学付属病院　形成外科）

O-143	 自家培養表皮移植による巨大色素性母斑の治療経験
鳥山　和宏（名古屋市立大学　医学部　形成外科）

O-144	 巨大色素性母斑に対する乳児期からの分割切除とtissue	expanderを用いた治療
島内　香江（千葉大学　医学部　形成外科）

O-145	 手術とレーザーを組み合わせたことで治療が効果的に施行できたと考えられる先天性色素
性母斑症例について
葛西健一郎（葛西形成外科）

O-146	 巨大色素性母斑に対するCO2レーザー照射方法（チェッカーフラッグ法）の注意点につい
て
末延　耕作（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター）

一般口演23 14:50 ～ 15:50 座長：秋元　正宇（日本医科大学千葉北総病院形成外科）

アイデア・新素材・3D モデル
O-147	 拡張現実デバイスHololensで簡易ナビゲーションを行う為の工夫　―体表3点を基準と

した手動位置合わせ法―
光野　乃祐（大阪医科大学　医学部　形成外科）

O-148	 ナビゲーションシステム支援下に行った顔面骨形成手術の経験
内堀　貴文（名古屋大学　形成外科）

O-149	 顔面軟部組織における3次元スキャナとCTの精度の比較
矢持　　良（京都府立医科大学　形成外科）

一
般
口
演
プ
ロ
グ
ラ
ム

－ 80 －



Recovery

O-150	 ３Dビデオ手術用顕微鏡KestrelView	IIの使用経験
浜田　裕一（福岡赤十字病院　形成外科）

O-151	 広背筋皮弁採取部位において新しい細径ポリグリコール酸不織布を用いた試み
伊谷　善仁（近畿大学　医学部　形成外科）

O-152	 顔面外傷、顔面熱傷における新しいチューブ固定法
一ノ橋紘平（近畿大学　医学部附属病院　救命救急センター）

O-153	 無縫合全層植皮術の経験
堀切　　将（福島県立医科大学 医学部 形成外科）

【４月 12 日（木）】

第 4 会 場

一般口演24 9:00 ～ 10:00 座長：河野　太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）

レーザー
O-154	 ピコ秒レーザー（PicoWay・PicoSure）による刺青の治療

葛西健一郎（葛西形成外科）

O-155	 当施設におけるピコレーザーを用いたシミ治療について
黄　　聖琥（KO CLINIC）

O-156	 当科におけるレーザー治療の戦略
笹原資太郎（千葉大学　医学部　形成美容外科）

O-157	 小児の顔面毛細血管奇形の色素レーザー治療における全身麻酔下での治療効果の検討
王丸　陽光（形成外科　王丸クリニック、久留米大学形成外科・顎顔面外科）

O-158	 小児レーザー治療時の麻酔の選択：適応と有害事象
山下　理絵（湘南鎌倉総合病院形成外科美容外科、湘南藤沢形成外科クリニック R）

O-159	 レーザー治療患者に対するオフミーティングを主催し理解し得たこと
西堀　公治（西堀形成外科）

O-160	 形成外科レーザー診療に関するインターネット治療相談の現状
松本　敏明（札幌スキンケアクリニック）

一般口演25 10:00 ～ 11:00 座長：井砂　　司（東京女子医科大学東医療センター形成外科）

創傷管理
O-161	 心臓ペーシングデバイス関連手術についての当科の治療方針

重原　良平（福井大学医学部附属病院　形成外科）

O-162	 糖尿病性難治性潰瘍にヒト羊膜同種移植片（	EpiFix）を用いた創傷治癒効果の研究
大山　拓人（福岡大学　医学部　形成外科）

O-163	 悪性軟部腫瘍切除後の植皮の検討
花田麻須大（九州大学病院　形成外科、九州大学　整形外科）

O-164	 当院における分層植皮術の方法と特徴　－頭皮分層植皮術の有用性－
皐月　玲子（三田市民病院　形成外科）

O-165	 植皮の固定にワイヤーフレームを用い良好な治療アウトカムを得た小児手指熱傷瘢痕拘縮
の2例
小野　真平（日本医科大学　形成外科）
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O-166	 培養表皮生着過程に基づいた臨床応用
林　　　稔（前橋赤十字病院　形成・美容外科）

O-167	 広範囲熱傷におけるMicroskin	Autograft（細片播種植皮法）と自家培養表皮の併用
伊藤　悠介（愛知医科大学　形成外科）

一般口演26 11:00 ～ 12:00 座長：大浦　紀彦（杏林大学医学部付属病院形成外科・美容外科）

NPWT
O-168	 口腔・咽頭皮膚瘻に対する陰圧閉鎖療法の有用性

稲富　裕佑（九州大学病院　形成外科）

O-169	 鼠径部リンパ漏に対し局所陰圧閉鎖療法を用いた治療経過
浅野　　悠（埼玉医科大学国際医療センター 形成外科）

O-170	 感染性創傷に陰圧閉鎖療法を開始する適切なタイミングについて
松本　健吾（社会医療法人　敬和会　大分岡病院　創傷ケアセンター）

O-171	 当院における間欠的自動洗浄機能付き陰圧閉鎖療法の使用経験
竹内　千洋（熊本赤十字病院）

O-172	 Critical	Colonizationに対するV.A.C.	VeraFloTM	Therapy
藤井　美樹（北播磨総合医療センター形成外科・重症虚血肢センター）

O-173	 感染創に対する間欠的洗浄NPWTの有用性
中道　美保（東邦大学　医療センター大森病院　形成外科）

O-174	 周期的自動洗浄液自動注入機能付きNPWTの使用経験
松永　洋明（杏林大学　医学部　形成外科）

一般口演27 14:10 ～ 15:10 座長：兵藤伊久夫（愛知県がんセンター中央病院形成外科部）

頭頸部２
O-175	 口腔腫瘍切除後一次再建におけるSSI危険因子の検討～皮弁の検討を含めて～

牧口　貴哉（群馬大学医学部附属病院　形成外科）

O-176	 舌亜全摘以上の長期Speech,嚥下機能評価
岸　　慶太（東京慈恵会医科大学　形成外科学講座）

O-177	 中咽頭癌再建後の構音機能は経時的に改善が期待できるのか？
兒玉　浩希（東京慈恵会医科大学　形成外科学講座）

O-178	 舌再建術後における口腔期障害についての検討―VF評価によりみえてくること―
高木　尚之（東北大学　形成外科）

O-179	 Free	Medial	Sural	Artery	Perforator	Flapによる舌再建
曽束　洋平（兵庫医科大学　形成外科）

O-180	 深大腿動脈穿通枝（PAP）皮弁の頭頚部再建における利用
飯田　拓也（東京大学　形成外科）

O-181	 再発食道癌salvage手術術後合併症に対するリカバリー手術の検討
羽多野隆治（大阪市立大学大学院医学研究科　形成外科学）
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一般口演28 15:10 ～ 16:10 座長：久保　盾貴（大阪大学医学部形成外科）

頭頸部３
O-182	 当科における複数血管吻合による遊離空腸再建

清家　志円（大阪大学　形成外科学）

O-183	 遊離空腸移植術後の動脈血栓症例の検討
多賀麻里絵（国立がん研究センター　東病院　形成外科）

O-184	 遊離皮弁を用いた頭頸部癌再建における吻合部血管の動脈硬化と術後合併症についての検
討
松谷　　瞳（埼玉医科大学国際医療センター形成外科）

O-185	 皮弁内２系統の静脈吻合を行った頭頸部癌切除後遊離組織移植症例の検討
日原　正勝（関西医科大学附属病院　形成外科）

O-186	 頸部郭清術後に遊離皮弁の吻合血管とした内頸静脈の開存状況：遊離空腸弁とその他の遊
離皮弁との比較検討
安江　祐二（岐阜大学　形成外科）

O-187	 遊離皮弁による頭頚部再建術後の内頚静脈血栓症に対するリカバリー
津下　　到（京都大学　医学部附属病院　形成外科）

O-188	 頭頸部再建における遅発性静脈血栓の検討
佐々木正浩（筑波大学　医学医療系　形成外科）

一般口演29 16:10 ～ 17:00 座長：八木俊路朗（鳥取大学医学部附属病院形成外科）

頭頸部４
O-189	 自家処理骨を用いた上顎全摘術後再建

赤澤　　聡（静岡県立静岡がんセンター再建・形成外科）

O-190	 下顎再建における当院の取り組み；3Dシミュレーションと歯科診療科を含めた集学的治療
高地　　崇（東北大学病院　形成外科）

O-191	 遊離腓骨皮弁による下顎再建における仕口手法による骨固定法の検討
山路　佳久（千葉大学　医学部　形成外科）

O-192	 下顎再建：下顎プレート再建症例と軟性再建症例の比較
東野　琢也（国立がん研究センター　東病院　形成外科）

O-193	 下顎再建プレート露出予防のための筋体による被覆の必要性の検討
杉山　成史（岡山大学病院）

O-194	 放射線骨壊死に対する血管柄付き骨移植による下顎再建症例の検討
石川　耕資（北海道大学　医学部　形成外科）
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第 6 会 場

一般口演30 9:00 ～ 10:00 座長：松田　　健（新潟大学医学部形成外科教室）

顔面神経麻痺
O-195	 顔面神経麻痺後遺症の瞼裂狭小に対する瞼裂幅の影響

植村　法子（東京医科歯科大学大学院　形成・再建外科学分野）

O-196	 ハイスピードカメラ撮影で解析した陳旧性顔面神経麻痺患者におけるBell現象
今井　和也（東京大学大学院　医学系研究科　形成外科学分野）

O-197	 二重神経支配型遊離筋肉移植による笑いの再建後の脳活動部位：functional	MRIによる検
討
木村武一郎（杏林大学　医学部　形成外科）

O-198	 咬筋神経移行による表情筋の機能回復と一期的遊離広背筋移植を併用した笑いの再建
成田　圭吾（杏林大学　医学部　形成外科）

O-199	 島状側頭筋移行術と下眼瞼挙上同時手術における下方茎眼窩外側骨膜弁移行術
王子　富登（東邦大学医療センター佐倉病院　形成外科）

O-200	 高齢者陳旧性顔面神経麻痺に対するOrthodromic	Temporal	Flap法　―下眼瞼に対する
側頭筋移行を併用して－
林　　礼人（順天堂大学医学部附属浦安病院　形成外科・再建外科）

O-201	 健側顔面神経-麻痺側咬筋神経を用いたネットワーク型広背筋	
-前鋸筋連合筋弁による一期的動的再建術
松峯　　元（東京女子医科大学　医学部　形成外科）

一般口演31 10:00 ～ 11:00 座長：難波祐三郎（岡山大学病院形成外科ジェンダーセンター）

躯幹・外陰部１
O-202	 外陰再建17例の検討：皮弁選択のアルゴリズムと感染・創離開を回避する工夫

安永　能周（信州大学　医学部　形成再建外科学教室）

O-203	 当院における女性外陰部悪性腫瘍切除後の再建についての検討
山崎　裕行（徳島大学病院　形成外科・美容外科）

O-204	 陰核肥大9例に対して施行した陰核背面正中切開による陰核形成術
牧　　昌利（横浜総合病院　形成外科、東京慈恵会医科大学　形成外科学講座）

O-205	 MTF性同一性障害者に対する性別適合手術における尿閉発生の危険因子の検討
大島　直也（山梨大学　医学部付属病院　形成外科）

O-206	 当科におけるMTFSRSについて　－手術成績と術式の変遷と工夫－
苅部　　淳（山梨大学医学部附属病院　形成外科）

O-207	 FTM乳房切除術アルゴリズムの変更と術後血腫の検討
難波祐三郎（岡山大学病院　ジェンダーセンター）

O-208	 ジェンダー難民問題と対策
難波祐三郎（岡山大学病院　ジェンダーセンター）

一般口演32 11:00 ～ 12:00 座長：菊池　雄二（日本大学医学部形成外科学系形成外科学分野）

躯幹・外陰部２
O-209	 Nuss法漏斗胸手術における良好な形態を得るための工夫ー第２肋間挿入症例の検討ー

堀米　迪生（日本大学医学部　形成外科学系形成外科学分野）
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O-210	 肋骨・肋軟骨境界部の位置に関する解剖学研究
工藤　博雄（香川大学　医学部　形成外科）

O-211	 Nuss法術後のバー挿入肋間の拡大は形成した胸郭形態に影響する
野口　昌彦（長野県立こども病院形成外科）

O-212	 当院における漏斗胸手術の統計学的検討
渕上　淳太（福岡大学病院　形成外科）

O-213	 Nuss法におけるバー抜去後の仮骨形成－３D-CTによる検討－
浜島　昭人（群馬県立小児医療センター　形成外科）

O-214	 肋軟骨に対するscoringを行うことにより肋骨弓の鳩胸変形は軽減しうる
永竿　智久（香川大学　医学部　形成外科学講座）

O-215	 Barを用いた鳩胸手術（Nuss変法）症例の検討（第15報）―挿入時における乳輪切開の有用
性―
菊池　雄二（日本大学　医学部　形成外科系形成外科学分野、東京女子医科大学　形成外科）

一般口演33 14:10 ～ 15:00 

 座長：安倍　吉郎（徳島大学医学部感覚運動系病態医学講座形成外科学分野）

躯幹・外陰部３
O-216	 Ravitch法術後の漏斗胸再発2例に対するcross	bar法の経験

山本　眞弓（川崎医科大学　小児外科）

O-217	 漏斗胸術後疼痛の遷延に影響する因子の検討
今井裕季子（筑波大学　医学医療系　形成外科）

O-218	 尿道下裂術後の合併症とそのリカバリーについて
岸　　陽子（獨協医科大学　越谷病院）

O-219	 分娩外傷後の肛門括約筋形成術における内陰部動脈穿通枝皮弁の有用性
田邉　裕美（亀田総合病院　形成外科）

O-220	 腹腔鏡下手術による摘除術を行った尿膜管遺残症の治療経験
藤原　英紀（上尾中央総合病院 　形成外科）

O-221	 腹腔鏡下尿膜管摘出術後の一次的臍形成術の経験
佐藤　秀吉（名古屋市立大学　形成外科）

一般口演34 15:00 ～ 16:00 座長：菊池　　守（医療法人社団青泉会下北沢病院）

下肢難治性潰瘍１
O-222	 重症下肢虚血患者におけるEVT後のSPPの時間的変化

中江　星子（昭和大学　藤が丘病院　形成外科）

O-223	 遊離皮弁による下肢救済手術における血管エコーの活用　―レシピエント動脈の“開存の
質”評価―
山本　直人（新東京病院　形成外科）

O-224	 遊離皮弁による下肢救済手術での血管エコーの活用	
―Flow-throw型遊離皮弁血管柄の動脈分枝部の術前確認―
吉田　龍一（新東京病院　形成外科）

O-225	 重症虚血肢（CLI）患者における術中出血量に影響を及ぼす因子の検討
川井　啓太（新東京病院　形成外科・美容外科）
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O-226	 下肢大切断危機からのリカバリー　遠位バイパス手術と遊離筋皮弁のハイブリッド治療
堀内　勝己（市立札幌病院　下肢救済センター、市立札幌病院　形成外科）

O-227	 人工真皮を用いた下肢難治性潰瘍の治療経験
浅見　　崇（鹿児島市立病院　形成外科）

O-228	 当院で手術を施行した重症下肢虚血肢温存症例
浅香　明紀（守口敬仁会病院　形成外科）

一般口演35 16:00 ～ 17:00 座長：大島　秀男（国立病院機構熊本医療センター形成外科）

下肢難治性潰瘍２
O-229	 医療資源量から見た糖尿病足患者の特徴

野田　良博（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

O-230	 CLIに対するdistal	bypass術における石灰化した中膜摘除を用いた顕微鏡下の血管吻合法
匂坂　正信（杏林大学医学部　形成外科）

O-231	 足部糖尿病性神経障害に対する鏡視下神経剥離術
上村　哲司（佐賀大学　医学部　形成外科）

O-232	 糖尿病足潰瘍に対する予防手術の検討
宗元　碩哲（社会医療法人　敬和会　大分岡病院　形成外科）

O-233	 重症下肢虚血患者における日常生活動作の評価とその有用性
鬼塚彩由美（東京西徳洲会病院）

O-234	 重症下肢虚血に対するADL維持を目的とする早期リハビリテーション介入の取り組み
富樫　真二（山形愛心会　庄内余目病院）

O-235	 当院における下腿・大腿切断症例の検討～特に歩行機能維持予測因子について～
西尾　祐美（新須磨病院　形成外科　創傷治療センター）

A 会 場

一般口演36 9:00 ～ 10:00 座長：岩平　佳子（医療法人社団ブレストサージャリークリニック）

乳房２
O-236	 乳房再建初心者におけるTE挿入時のIMF形成に関する検討

後藤　　文（岩手医科大学　医学部　形成外科）

O-237	 IMF切開線のコントロール要因
古賀　康史（昭和大学　形成外科）

O-238	 NSM症例におけるIMF-NAC	relationship ～位置関係に応じたIMF位置の設定～
藤本　裕樹（昭和大学　形成外科）

O-239	 （取り下げ）
O-240	 当院における一次TE挿入を前提とした乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘術時の皮切位置の工夫

小室　明人（金沢大学　形成外科）

O-241	 人工物を用いた一次二期乳房再建における上胸部組織拡張量と乳頭偏位の関係
藤原　貴史（森之宮病院　形成外科）

O-242	 NSMにおけるNACの固定と位置の調節方法
清水　　調（神奈川県立がんセンター）

一
般
口
演
プ
ロ
グ
ラ
ム

－ 86 －



Recovery

一般口演37 10:00 ～ 11:00 座長：矢野　健二（大阪ブレストクリニック）

乳房３
O-243	 一次エキスパンダー挿入におけるドレーン留置期間に影響を及ぼす因子の検討

鈴木　愛弓（埼玉医科大学　総合医療センター　形成外科・美容外科）

O-244	 TEを用いた乳房一次再建におけるドレーン量に影響する因子の検討
細谷　優子（岩手医科大学　形成外科学講座）

O-245	 当科での乳房1次再建におけるティッシュエキスパンダー挿入術後ドレナージの検討
塩川　一郎（山梨大学医学部附属病院　形成外科）

O-246	 乳房エキスパンダー周囲漿液腫・膿瘍の穿刺吸引における18G鈍針の有用性
加賀谷　優（国立がん研究センター中央病院　形成外科）

O-247	 乳房再建後被膜拘縮による再手術例の検討
ド・ケルコフ　麻衣子（ブレストサージャリークリニック）

O-248	 第9凝固因子由来上皮成長因子（EGF-F9）による被膜形成の抑制効果についての検討
樫村　　勉（日本大学　医学部　形成外科学系形成外科分野）

O-249	 SBIの容量と生体内における折り目の発生率の検討
岩永　洋平（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

一般口演38 11:00 ～ 12:00 座長：矢島　和宜（医療法人社団蘇春堂形成外科）

乳房４
O-250	 初回外来診察時間内で簡便にできる自家組織皮弁採取量予測

素輪　善弘（京都府立医科大学　形成外科）

O-251	 「乳房上面の簡便な写真撮影法」を用いた検討～患者の想いを認識・理解するツールとして
の有用性～
永松　将吾（広島大学病院　形成外科）

O-252	 「乳房上面の簡便な写真撮影法」を用いた検討～下着を含めた患者満足度～
佐々木彩乃（広島大学病院　形成外科）

O-253	 レーザー距離計を用いた二次乳房再建における術前乳房計測の試み
上田　吉生（近畿大学医学部奈良病院形成外科美容外科）

O-254	 プロジェクションマッピングを用いた乳房再建術中支援システム
柳沼ひかる（東京電機大学大学院　理工学研究科）

O-255	 乳腺濃度に着目した術後補助療法に伴う対側乳房萎縮
石井　直弘（国際医療福祉大学病院　形成外科）

O-256	 Interlocking	Goretex	sutureを用いた乳房縮小術の合併症と問題点
窪田　吉孝（千葉大学　形成外科）

一般口演39 14:10 ～ 15:10 座長：髙木　誠司（福岡大学医学部形成外科）

乳房５
O-257	 TRAM	flapにおける下腹壁動脈の臨床解剖：第1報　下腹壁動脈本幹の臨床解剖

武石　明精（一般社団法人乳房再建研究所）

O-258	 TRAM	flapにおける下腹壁動脈の臨床解剖：第２報　下腹壁動脈と穿通枝の関係
武石　明精（一般社団法人乳房再建研究所）
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O-259	 Free	TRAM	flapの術中ICG造影におけるphase分類と造影範囲分類
武石　明精（一般社団法人乳房再建研究所）

O-260	 MS	II	TRAM	flapによる乳房再建におけるProximal	Medial	Branchの有用性
中村　亮太（静岡県立静岡がんセンター　再建・形成外科）

O-261	 乳房再建におけるSIEA	flapの問題点と可能性
奥村　　興（神鋼記念病院　形成外科）

O-262	 両側異時性乳癌に対するDIEP	flapによる両側同時再建の経験
小林　沙彩（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

O-263	 橈側皮静脈を用いた遊離腹部皮弁による乳房再建での工夫
徳元　秀樹（千葉県がんセンター形成外科）

一般口演40 15:10 ～ 16:10 座長：武石　明精（南大和病院かながわ乳房再建センター）

乳房６
O-264	 有茎広背筋皮弁による大きい乳房の再建症例の検討

横山　明子（横浜市立みなと赤十字病院　形成外科）

O-265	 拡大広背筋皮弁での乳房再建	―皮弁配置と乳房形態―
森　　弘樹（東京医科歯科大学　形成・再建外科学）

O-266	 同時脂肪移植付加広背筋皮弁による乳房再建
草野　太郎（昭和大学　形成外科）

O-267	 上殿動脈穿通枝皮弁による乳房再建－皮弁のデザインと手術手技の改良－
佐武　利彦（横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科）

O-268	 穿通枝皮弁を用いた乳房再建後のモニタリングに関する工夫
奥山　智輝（横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科）

O-269	 初回乳房温存術施行後の全摘症例に対して自家組織再建を行った症例の検討
奥村　誠子（愛知県がんセンター中央病院　形成外科）

O-270	 乳房再建における乳頭乳輪再建に関する考察
江草　　豪（がん・感染症センター　都立駒込病院　形成再建外科）

一般口演41 16:10 ～ 17:00 座長：森　　弘樹（東京医科歯科大学形成・再建外科学）

乳房７
O-271	 NDBオープンデータから見えてくるもの　―例えばあの一般論は本当なのか？―

棚倉　健太（がん研有明病院　形成外科）

O-272	 高齢者の乳房再建の安全性に関する検討
赤石　　渉（がん・感染症センター　都立駒込病院）

O-273	 当科でのシリコン乳房インプラント抜去についての検討
平位　恵梨（神戸大学大学院　医学研究科　形成外科学）

O-274	 BREAST-Qを用いた当院における乳房再建の満足度調査
高田　女里（聖マリアンナ医科大学　形成外科）

O-275	 （取り下げ）
O-276	 （取り下げ）
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B 会 場

一般口演42 9:00 ～ 9:50 座長：福本　恵三（埼玉手外科研究所）

手，足先天異常
O-277	 中手骨型母指多指症の治療と問題点

明星　里沙（筑波大学　医学医療系　形成外科）

O-278	 軸後性多合趾症に対する整容性を追求した内側余剰趾切除術後の足趾についての形態学的
検討
石川　耕資（北海道大学　医学部　形成外科）

O-279	 多合趾症に対する基節骨骨切り術による骨軸矯正
石河　利広（大津赤十字病院　形成外科）

O-280	 小趾列多趾症における外転変形遷延と隣接趾内反の関連についての検討　～第2報～
佐々木　薫（筑波大学医学医療系形成外科）

O-281	 第4趾短縮症に対する創内固定型延長器の使用とその問題点
村井　信幸（神戸大学大学院医学研究科　形成外科学）

O-282	 四肢の先天異常における術後入院期間と手術成績との関連性
横山　貴之（埼玉県立小児医療センター　形成外科）

一般口演43 9:50 ～ 10:40 座長：石川　浩三（日本赤十字社大津赤十字病院）

手（外傷・その他）１
O-283	 切断指や手指開放骨折における新しい骨固定法の試み　～吸収性スレッドピンを髄内釘と

して用いる～
柳林　　聡（新東京病院　形成外科）

O-284	 切断指再接着後の生着・不生着に関わる因子の検討
柳下　幹男（金沢医科大学　形成外科）

O-285	 切断指再接着術後壊死症例に対する残存微小骨延長の治療経験
東盛　貴光（社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院　形成外科）

O-286	 切断指におけるpocket　principle　～その適応について～
佐藤　精一（社会医療法人　敬和会　大分岡病院）

O-287	 指神経欠損に対し神経再生誘導チューブを用いた神経再建症例の検討
長谷川雅弘（東京女子医科大学　形成外科）

O-288	 重症小児手外傷と切断指ホットラインの利用状況について
白井　隆之（新東京病院　形成外科　美容外科）

一般口演44 10:40 ～ 11:30 座長：楠原　廣久（近畿大学医学部形成外科）

手（外傷・その他）２
O-289	 当院におけるwide	awake	hand	surgeryの有用性と適応

古賀はる香（四谷メディカルキューブ　手の外科マイクロサージャリーセンター）

O-290	 カラードプラ超音波で行う逆行性指動脈皮弁における連合枝の術前検査の有用性
久場　良吾（新東京病院）

O-291	 Mucous	cyst切除後の指背部再建方法についての検討
大久保ありさ（四谷メディカルキューブ　手の外科・マイクロサージャリーセンター）
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O-292	 当科におけるDupuytren拘縮に対する酵素注射療法
鳥谷部荘八（仙台医療センター形成外科・手外科）

O-293	 Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法
荒田　　順（国立病院機構　京都医療センター　形成外科）

O-294	 Wrap	around	flap挙上後の皮弁採取部位の再建について
天羽　健一（仙台医療センター　形成外科・手外科）

一般口演45 14:10 ～ 15:10 座長：門松　香一（昭和大学形成外科）

難治性潰瘍１
O-295	 難治性潰瘍に対する銀含有被覆材の使用経験

奈良　慎平（会津中央病院　形成外科、日本医科大学形成外科・再建外科・美容外科）

O-296	 人工肛門閉鎖部ヘルニアとSSI予防を目的としたNPWT併用人工肛門閉鎖術の試み
安村　恒央（愛知医科大学　形成外科）

O-297	 腹腔鏡下術後の臍窩部瘢痕に生じた埋没嚢胞に感染を繰り返した7症例
石田　泰久（神戸大学　医学部附属　国際がん医療・研究センター）

O-298	 腹壁瘢痕ヘルニア治療後の人工物による合併症に対する腹直筋前鞘翻転と腹直筋弁による
腹壁再建
陶山　淑子（鳥取大学　医学部　附属病院　形成外科）

O-299	 内陰部動脈穿通枝皮弁による坐骨部褥瘡の再建
佐藤　弘樹（埼玉医科大学病院　形成外科）

O-300	 下殿動脈穿通枝皮弁による坐骨部褥瘡の再建
宮崎　春野（埼玉医科大学病院　形成外科・美容外科）

O-301	 PAT（perifascial	areolar	tissue）移植を用いた難治性皮膚潰瘍治療の検討
井野　　康（久留米大学医療センター　足病変・皮膚潰瘍治療外来）

一般口演46 15:10 ～ 16:15 座長：藤岡　正樹（独立行政国立病院機構長崎医療センター形成外科）

難治性潰瘍２
O-302	 超音波デブリードマンとNPWT	i-dを組み合わせた治療が奏効した難治性潰瘍の経験

栗原　　健（埼玉医科大学病院　形成外科）

O-303	 開頭術後の治らない創についての治療の現状
石瀬　久子（兵庫医科大学　形成外科）

O-304	 難治性潰瘍患者における亜鉛測定と亜鉛製剤投与の有用性について
平田　怜子（大垣市民病院）

O-305	 難治性潰瘍に対する漢方の使用経験
佐藤　知穂（埼玉医科大学　医学部　東洋医学科、千葉大学　医学部　形成外科）

O-306	 血管塞栓療法後の合併症に対するリカバリー戦略
上塘　彩子（前橋赤十字病院　形成外科）

O-307	 Werner症候群（早老症）に伴う皮膚硬化により生じる骨露出に対する再建戦略
石浦　良平（三重大学病院　形成外科）

O-308	 臀部慢性膿皮症の手術方法の選択
森　　裕晃（埼玉医科大学総合医療センター）

O-309	 心臓血管手術後胸骨骨髄炎に対する治療戦略	―NPWTによって再建術は変化したか―
大浦　紀彦（杏林大学　医学部　形成外科）
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【４月 13 日（金）】

第 4 会 場

一般口演47 14:20 ～ 15:10 座長：小山　明彦（公立大学法人福島県立医科大学附属病院形成外科）

耳１
O-310	 耳介の深達性熱傷に対する耳介軟骨と肋軟骨を併用した新しい再建術

四ッ柳高敏（札幌医科大学　形成外科）

O-311	 Small	concha	type小耳症に対する再建術式の確立
四ッ柳高敏（札幌医科大学　形成外科）

O-312	 小耳症における非定型的遺残耳垂をどのように利用するか
須貝明日香（札幌医科大学　形成外科）

O-313	 小耳症耳介再建術における、エキスパンダー使用中の合併症に関しての考察
渡辺あずさ（埼玉県立小児医療センター　形成外科）

O-314	 小耳症に対する肋軟骨移植術後の耳輪変形について
権田　綾子（札幌医科大学　形成外科）

O-315	 小耳症手術後合併症である環軸椎回旋位固定に対するリカバリー
高田　悟朗（獨協医科大学　形成外科学）

一般口演48 15:10 ～ 15:50 座長：加藤　久和（岐阜大学医学部附属病院形成外科）

耳２
O-316	 埋没耳矯正治療における歯科用シリコーン印象材の使用経験

古屋　恵美（三重大学医学部附属病院　形成外科）

O-317	 耳介後面からの皮下茎皮弁を用いた埋没耳形成術
引網　梨奈（市立岸和田市民病院）

O-318	 レスラーイヤーに対する知覚を考慮した外耳道再建
宮野竜太朗（聖マリアンナ医科大学形成外科）

O-319	 耳甲介窩軟骨hinge	flapによる耳垂再建
菱田　健作（大雄会第一病院　形成外科）

O-320	 耳垂裂に対する口唇裂手術をもとにした耳垂形成術
横山俊一郎（信州大学　医学部　形成再建外科学教室）

第 5 会 場

一般口演49 9:00 ～ 10:00 座長：青木　　律（グリーンウッドスキンクリニック立川）

美容（非手術、抗加齢）１
O-321	 外貌の自己受容度は先天性、後天性疾患によって変わるか？	

－メイクアップ前後のVASの変化からの考察－
かづきれいこ（REIKO KAZKI、日本医科大学　形成外科）

O-322	 新しいスレッドリフト：ヤングスリフト®の有用性
犬飼　麻妃（藤田保健衛生大学　形成外科、表参道スキンクリニック）
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O-323	 吸収性特殊形状糸による鼻尖形成術（MISKO）の治療経験
清水　祐紀（プレシャスクリニック自由が丘、昭和大学病院形成外科）

O-324	 マイクロファイバーによる体腔内レーザー照射（エンドリフト）を用いたたるみ治療の経験
清水　祐紀（プレシャスクリニック自由が丘）

O-325	 フリーソフトImageJを用いた高密度焦点式超音波治療の眼瞼周囲における効果の定量的
評価
福田　康裕（湘南美容外科クリニック）

O-326	 HIFU高密度焦点式超音波を用いた痩身治療の経験―経時変化と組織像を踏まえた効果の
検証―
西川　雄希（スマイルクリニック）

O-327	 刺青に対する皮膚剥削術641例の経験
境　　隆博（六本木境クリニック）

一般口演50 10:00 ～ 11:00 座長：清水　祐紀（プレシャスクリニック自由が丘）

美容（非手術、抗加齢）２
O-328	 顔面の老化に対する整容のリカバリー（非観血）―シミ・シワに対する集学的複合治療―

菱田　康男（銀座 HAL クリニック）

O-329	 ピコ秒レーザーによる美肌治療（ノーダウンタイム）は肝斑を増悪させる
葛西健一郎（葛西形成外科）

O-330	 超高分解能MR頭皮イメージングを用いた毛髪数定量評価システム
鈴木　志歩（東京電機大学　理工学部　理工学科　電子機械工学系）

O-331	 PRP局所注射による男性型脱毛症患者の頭皮の厚みと毛量の変化
小山　太郎（医療法人社団ウェルエイジング　メンズヘルスクリニック東京）

O-332	 －196℃で凍結保存した脂肪を使ったSerial　Injection治療：瘢痕治療、肥沃化、瘢痕改、
若返りなどへの応用
大橋　昌敬（ザ・クリニック　東京）

O-333	 HIV関連顔面脂肪萎縮症の病態および治療法に関する研究
増子　貴宣（自治医科大学　医学部　形成外科、東京大学　医学部　形成外科）

O-334	 VYCOSSTM	:	革新的な皮膚充填材テクノロジー
Bernardin Aude（アラガン社　フランス　プランジー）

一般口演51 11:00 ～ 12:00 座長：倉片　　優（クリニカ市ヶ谷）

美容（手術）１
O-335	 経結膜的眼窩脂肪移動術を基本とした下眼瞼形成術の術後合併症について

百澤　　明（山梨大学　医学部　附属病院　形成外科）

O-336	 重瞼術後のトラブルと時間経過
田中　宏典（ヴェリテクリニック名古屋院）

O-337	 フェイスリフト術後の耳介変形に対する当科の工夫
岩山　隆憲（神戸大学医学部附属病院美容外科）

O-338	 乳房バック除去と同時に行う脂肪注入術におけるわれわれの工夫
望月　香奈（共立美容外科、帝京大学病院　形成口腔顎顔面外科）

O-339	 当院におけるリサーフェイシング法を用いた脂肪吸引術での肥満からのリカバリー
斉藤貴和子（水の森美容外科　銀座院）
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O-340	 当院の下顎角形成術の変遷ついて
木村幸志伊（東京美容外科）

O-341	 3次元シミュレーションを駆使したサージェリーファースによる美容上下顎骨切	立ち上げ
10例の検討
山口　憲昭（湘南メディカル記念病院）

一般口演52 13:20 ～ 14:10 座長：広比　利次（リッツ美容外科）

美容（手術）２
O-342	 鼻の修正例から考える自然と不自然の境界線

室　　孝明（ビスポーククリニック）

O-343	 鼻中隔延長後に鼻柱が長いと訴えた症例の検討
藤本　雅史（ヴェリテクリニック）

O-344	 Refinement	rhinoplasty（整鼻術）としての鼻尖形成法
小野　准平（東京美容外科）

O-345	 鼻尖のspindle切除で、正面の丸みは改善できるのか
大橋菜都子（ヴェリテクリニック）

O-346	 鼻翼挙上術における鼻翼基部の処理法
八杉　　悠（ヴェリテクリニック）

O-347	 鼻尖形成術後に生じたピンチノーズ変形に対する修正手術の経験
永井　宏治（リッツ美容外科　東京院）

第 6 会 場

一般口演53 9:00 ～ 10:00 座長：鳥山　和宏（名古屋市立大学形成外科）

脳外科術後のリカバリー
O-348	 脳外科手術後に生じた人工骨感染、頭皮欠損例のリカバリー症例の検討

鈴木　健司（関西医科大学総合医療センター　形成外科）

O-349	 脳外科開頭術後の難治性潰瘍・瘻孔に対する形成外科的再建手術
亀井　　航（東京女子医科大学　形成外科）

O-350	 脳神経外科術後の頭部難治性潰瘍に対するリカバリー～治療アルゴリズムを用いて
前田　　拓（北海道大学　医学部　形成外科）

O-351	 脳外科術後の合併症に対する再建の検討
森　　秀樹（愛媛大学　医学部附属病院　形成外科）

O-352	 脳外科術後に生じた硬膜外膿瘍および頭蓋骨欠損に対するリカバリー
森岡　康祐（鹿児島市立病院　形成外科）

O-353	 頭蓋内手術後の重症合併症に対する遊離皮弁移植
吉本　　浩（長崎大学　医学部　形成外科）

O-354	 脳外科手術後の硬膜外膿瘍・骨欠損に対する治療例の検討
本多　孝之（岩手医科大学　医学部　形成外科学講座）

一
般
口
演
プ
ロ
グ
ラ
ム

－ 93 －



The 61st Annual Meeting of Japan Society of  
Plastic and Reconstructive Surgery

一般口演54 10:00 ～ 11:00 座長：佐野　仁美（日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科）

ケロイド・瘢痕 1
O-355	 ケロイドの手術療法、術後放射線療法による治療成績の検討

大島　秀男（国立病院機構　熊本医療センター　形成外科）

O-356	 耳垂ケロイドに対する楔状切除および術後放射線治療8Gy１回照射の有効性の検討
加来知恵美（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

O-357	 前胸部ケロイドにおける筋膜減張縫合に関するジオメトリック解析とアウトカム77例の
検討
山本　寛也（日本医科大学　形成外科・再建外科・美容外科）

O-358	 耳介軟骨部ケロイドに対するくり抜き法および術後放射線治療の有効性の検討
松永　宜子（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

O-359	 他院にて再陥没、瘢痕となった陥没乳頭の整容的修正術
酒井　成身（新宿美容外科・歯科）

O-360	 Needle	Scar	Dissection法	（仮称）	によるケロイド・肥厚性瘢痕の治療効果
冨士森英之（冨士森形成外科医院）

O-361	 頭部毛髪部における瘢痕性脱毛の治療　瘢痕症例のリカバリー
坂本　有孝（アイランドタワークリニック）

一般口演55 11:00 ～ 11:50 座長：内藤　素子（山手皮フ・形成外科クリニック）

ケロイド・瘢痕２
O-362	 ケロイド・肥厚性瘢痕に対する副腎皮質ホルモンテープ剤の有用性

栄　　由貴（日本医科大学形成外科）

O-363	 膚硬度計を用いたケロイドの硬さの評価
加来知恵美（日本医科大学　形成外科）

O-364	 ケロイド治療におけるエラストグラフィーの有用性とその実際
宗内　　巌（大阪府済生会中津病院　形成外科）

O-365	 ケロイドの若年発症に対する統計学的観察
野一色千景（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

O-366	 有毛部ざ瘡ケロイドにおける脱毛の有用性に関する検討
張　　萌雄（日本医科大学付属病院　形成外科再建外科美容外科）

O-367	 異常瘢痕（ケロイド・肥厚性瘢痕）発生のリスクファクター解析ー胸部正中切開術後の患者
を対象にー
杉本　貴子（日本医科大学　形成外科　再建外科　美容外科）

一般口演56 13:20 ～ 14:10 座長：森本　尚樹（関西医科大学附属病院形成外科）

その他１
O-368	 産業医科大学病院形成外科における初診患者に対する形成外科の認知度調査

安田　　浩（産業医科大学病院　形成外科）

O-369	 形成外科の「浸透度」地域格差を考える　―「意識高い県」は形成外科にかかりやすい？―
佐藤　　誠（聖隷三方原病院　形成外科）

O-370	 当院におけるドクターヘリ運航と形成外科診療の関係性
野尻　　岳（順天堂大学医学部附属静岡病院　形成外科）
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Recovery

O-371	 高齢者の全麻四肢体表面手術症例における術後合併症のリスク因子の検討
福井季代子（独立行政法人　国立病院機構　長崎医療センター　形成外科）

O-372	 当科における小児手術症例の集計
吉野健太郎（北九州総合病院　形成外科）

O-373	 緩和医療における形成外科の役割
中島　順子（新潟大学　医歯学総合病院　形成外科）

一般口演57 14:10 ～ 15:10 座長：深水　秀一（浜松医科大学医学部附属病院形成外科）

その他２
O-374	 低温メスPlasma	Bladeを用いた皮膚切開における止血力および適応力の検討

素輪　善弘（京都府立医科大学　形成外科）

O-375	 蛍光灯およびLED照明下における写真撮影時のフリッカーに対する比較検討
清水　寛章（東京医科歯科大学　形成・再建外科学）

O-376	 Suture	anchor	system（Caraji）を用いた眉毛挙上術の検討
齋藤百合子（弘前大学　形成外科）

O-377	 形成外科局所麻酔手術におけるデクスメデトミジン投与の有用性に関する検討
熊切　將宜（独立行政法人国立病院機構　京都医療センター　形成外科）

O-378	 病的肥満減量後に対する余剰皮膚切除術の合併症の検討
遊佐　　優（東北大学　形成外科）

O-379	 壊死性筋膜炎におけるRisk	Factorの検討
金崎　茉耶（聖路加国際病院　形成外科）

O-380	 頭蓋骨欠損に対する吸収性ハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体の有用性の検討
坂本　好昭（慶應義塾大学医学部　形成外科）

A 会 場

一般口演58 9:00 ～ 10:00 座長：小宮　貴子（東京医科大学病院形成外科）

乳房８
O-381	 指接着型Tissue	oximeterを用いた乳腺全摘術後創縁壊死の予測

中尾　淳一（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

O-382	 シリコンプレストインプラント（SBI）周囲の段差に対する同時脂肪移植とその評価方法の
工夫
大槻　祐喜（大阪医科大学形成外科）

O-383	 肋間神経ブロックを用いた乳房手術
白石　知大（杏林大学　医学部　形成外科）

O-384	 局所麻酔下で行うSBI入れ替え手術の検討
幸地茉莉子（昭和大学　形成外科）

O-385	 乳房再建におけるPECS＋TTPブロックの有用性および将来性の検討
宇都宮裕己（昭和大学　医学部　形成外科学講座）

O-386	 Tissue	Expanderを用いた乳房再建における急性期疼痛に関連する因子解析
堀　とも子（京都府立医科大学　形成外科）
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O-387	 乳房再建術後「胸帯」の開発への取り組み　第四報
下山　真実（昭和大学　形成外科）

一般口演59 10:00 ～ 11:00 座長：山川　知巳（埼玉医科大学総合医療センター形成外科）

乳房９
O-388	 腹部皮弁を用いた乳房再建後の臍の形態・位置変化に対する検討

萩原　理生（東京医科歯科大学大学院　形成・再建外科学分野）

O-389	 ネオベールシートを用いた一次二期乳房再建術の安全性についての検討
渡部　聡子（岡山大学病院　形成外科）

O-390	 広背筋皮弁採取後の漿液腫に対する予防方法の検討
田島　宏樹（大阪国際がんセンター　形成外科）

O-391	 豊胸術後乳癌に対する一次一期乳房再建手術症例20例の検討
山口　　悟（ナグモクリニック名古屋）

O-392	 当院における末期乳癌、再発乳癌の手術を通して、手術適応の意義について考える
江副　京理（札幌道都病院　形成外科）

O-393	 Stage３以上の乳癌患者に対する乳房一次再建の検討
谷口浩一郎（がん・感染症センター　都立駒込病院　形成再建外科）

O-394	 胸部および腋窩への皮膚浸潤をきたした進行乳癌に対する再建方法の検討
大槻　祐喜（大阪医科大学　形成外科）

一般口演60 11:00 ～ 12:00 座長：宮脇　剛司（東京慈恵会医科大学形成外科）

鼻
O-395	 3D-CT所見による鼻骨骨折の細分類

吉川　哲哉（新潟中央病院　形成外科）

O-396	 当院における外鼻形成術前・術後の機能性の検討
嶋本　　涼（九州大学病院　形成外科）

O-397	 Rhinoplastyにおける術前術後評価としてのMRIの有用性について
齋藤　隆文（聖路加国際病院　形成外科）

O-398	 当科における斜鼻変形の治療　～ Rhinoplasty	and	Septoplasty ～
中尾　　崇（東京女子医科大学東医療センター　形成外科）

O-399	 安静時と強制吸気時のCT撮影による鼻弁狭窄の客観的評価
積山　真也（東京慈恵会医科大学　形成外科学講座）

O-400	 斜鼻を伴う鼻中隔弯曲症の病態に基づく対応法
積山　真也（東京慈恵会医科大学　形成外科学講座）

O-401	 肋骨移植を用いた鼻中隔軟骨吊り上げ法	-鼻中隔軟骨の形態や位置の異常に対する工夫-
宮脇　剛司（東京慈恵会医科大学　形成外科学講座）

一般口演61 13:20 ～ 14:20 座長：權太　浩一（東北医科薬科大学形成外科）

眼瞼３
O-402	 退行性眼瞼下垂症手術と視機能評価

白川　裕二（和歌山県立医科大学　形成外科）
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Recovery

O-403	 コンタクト長期使用者における腱膜性眼瞼下垂のエコー所見からわかったこと
青井　則之（帝京大学　医学部　形成・口腔顎顔面外科）

O-404	 ピーク位置比を用いた上眼瞼形態の簡単な解析法
山下　明子（金沢医科大学　形成外科）

O-405	 若年性下眼瞼内反症にたいする治療戦略
根本　　仁（昭和大学　藤が丘病院　形成外科）

O-406	 下眼瞼睫毛内反症修正におけるskin	redraping法による内眼角形成術併用の有用性
山本　崇弘（帝京大学医学部付属病院）

O-407	 柿崎法を行った退行性下眼瞼内反症患者の検討　～再発、上眼瞼下垂および眼瞼痙攣との
関連性～
小松　星児（岡山ろうさい病院　形成外科）

O-408	 下眼瞼下垂・麻痺性兎眼・収縮義眼床に対するLong	Fascia	Suspension
権太　浩一（帝京大学 医学部附属溝口病院 形成外科）

B 会 場

一般口演62 9:00 ～ 10:00 座長：横田　和典（広島大学病院形成外科）

下腿・足（外傷・その他）
O-409	 大伏在静脈不全に対するエコーガイド下フォーム硬化療法のみによる下肢静脈瘤治療の中

期成績
八巻　　隆（東京女子医科大学　形成外科）

O-410	 当院における下肢静脈瘤に対するレーザー治療経験
木村　広美（朝霞台中央総合病院（平成 30 年 1 月 1 日より TMG あさか医療センターに改称予定）　形成外科）

O-411	 当院における下腿開放骨折に対する治療経験
川上　善久（福岡大学　医学部　形成外科）

O-412	 病態に応じたclaw	toeの手術療法
新保　慶輔（県立広島病院　形成外科）

O-413	 内反小趾に対する遠位中足骨骨切術の経験
岡本　年弘（浜松赤十字病院　形成外科）

O-414	 爪床・爪母を温存した新しい陥入爪手術について
塩之谷　香（塩之谷整形外科）

O-415	 巻き爪の原因と患者教育の重要性
武内　嵩幸（聖マリアンナ医科大学病院　形成外科）

一般口演63 10:00 ～ 11:05 座長：古川　洋志（北海道大学大学院医学研究科・医学部形成外科）

リンパ浮腫１
O-416	 婦人科がん切除後のリンパ嚢胞合併リンパ浮腫に対するリカバリー

成島　三長（三重大学医学部　形成外科）

O-417	 当科の上下肢続発性リンパ浮腫患者の検討（外陰部リンパ漏・リンパ小胞に対する外科治
療を含めて）
伊藤　梨里（北海道大学　医学部　形成外科）
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O-418	 婦人科癌術後の陰部リンパ浮腫に迫る　－病態から治療まで－
原　　尚子（埼玉県　済生会　川口総合病院　リンパ外科・再建外科、JR 東京総合病院　リンパ外科・再建外科）

O-419	 リンパ管細静脈吻合（LVA）の効果は患側と健側の体液量の差に相関する
安永　能周（信州大学　医学部　形成再建外科学教室）

O-420	 慢性リンパ浮腫患者の反復性蜂窩織炎に対する抗生物質の長期低用量内服の有用性
角田　祐衣（横浜市立大学　医学部　形成外科）

O-421	 超高周波超音波によるリンパ管のさらなる「見える化」とリンパ浮腫重症度評価への応用
林　　明辰（総合病院　国保旭中央病院　形成外科、亀田総合病院　乳腺科）

O-422	 リンパ浮腫におけるICG蛍光画像鮮明化の工夫		
―コントラスト制限付適応ヒストグラム平均化を用いた画像処理―
御任　大輔（静岡がんセンター　再建・形成外科）

O-423	 リンパ浮腫に対するリカバリー　―形成外科医が牽引するリンパ浮腫治療チーム―
塗　　隆志（大阪医科大学　形成外科）

一般口演64 11:05 ～ 12:10 座長：高成　啓介（名古屋大学形成外科）

リンパ浮腫２
O-424	 脂肪由来間葉系幹細胞のエクソソームによるリンパ管新生作用の検討

田代　絢亮（国立がん研究センター中央病院形成外科、国立がん研究センター研究所分子細胞治療研究分野）

O-425	 下肢リンパ浮腫慢性進行例に対する脂肪吸引を併用したHomans法の検討
山田　　潔（岡山大学病院　形成再建外科）

O-426	 リンパ浮腫関連痛をいかに料理するか。
三原　　誠（JR 東京総合病院 リンパ外科・再建外科センター）

O-427	 リンパ浮腫手術におけるラップ吻合法の経験
堀　　直博（小牧市民病院　形成外科）

O-428	 下肢リンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合術の吻合部位別開存率の比較
鈴木　悠史（東京歯科大学市川総合病院　形成外科）

O-429	 リンパ流再建のための小児リンパ外科　Flow	Oriented	Surgical	Strategy	（FOSS法）
加藤　　基（埼玉県立小児医療センター　形成外科）

O-430	 全身性リンパ管低形成症に対する多角的アプローチ
原　　尚子（埼玉県　済生会　川口総合病院　リンパ外科・再建外科、JR 東京総合病院　リンパ外科・再建外科）

O-431	 鼠径部・大腿内側軟部肉腫切除に対する再建術と術後リンパ漏・リンパ浮腫
田代　絢亮（国立がん研究センター　中央病院　形成外科）
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一般ポスター

【４月 12 日（木）】

ポ ス タ ー 会 場

一般ポスター 01  9:00 ～ 9:40 座長：清水　雄介（琉球大学医学部附属病院形成外科）

クラニオ、顎顔面
P-001	 症候群性頭蓋（骨）縫合早期癒合症に対する遺伝子型と表現型の比較検討

津本　惇平（大阪市立総合医療センター 形成外科）

P-002	 当院での長頭，短頭に対するMCDO法の経験と問題点
塚本　　歩（福岡市立こども病院　形成外科）

P-003	 後頭蓋拡大の骨切りに吸収性プレートを併用したMercedes	Benz	Pattern	
Craniosynostosisの症例
志藤　宏計（大阪市立総合医療センター　形成外科）

P-004	 Mid	Sagittal	Vector	Analysisによる正常小児頭蓋形態の定量データを元に延長量の設定を
行ったMCDO-Tの経験
妹尾　貴矢（岡山大学病院　小児頭蓋顔面形成センター　形成再建外科）

P-005	 重症Deformational	Plagiocephalyにおける背景リスク因子
高松　亜子（国立成育医療研究センター形成外科）

P-006	 Oto-palato-digital	syndrome	type	Iの治療経験
草島英梨香（北海道大学　医学部　形成外科）

P-007	 精神疾患を有する自殺企図による顔面骨骨折症例18例の検討
森田未沙子（神戸赤十字病院・兵庫県災害医療センター　形成外科・創傷治療センター）

P-008	 眼窩底骨折にロッキングプレート・スクリューを用いた症例
沢辺　一馬（美杉会　男山病院）

一般ポスター 02  9:40 ～ 10:20 座長：宇田　宏一（自治医科大学外科学講座形成外科学部門）

顎顔面
P-009	 顎矯正手術を施行することが躊躇われた顎変形症患者に対する治療について

鶴田　仁史（広島中央矯正歯科）

P-010	 輪郭形態を考慮して行った下顎骨単独手術による顎変形症治療
兵頭　徹也（北里大学　医学部　形成外科・美容外科学）

P-011	 据置型X線透視診断装置を用いた顔面骨骨折治療における有用性について
黒田　友集（富山県立中央病院　形成外科）

P-012	 側頭下窩に迷入した外傷性異物の1例
山田真由香（横須賀市立市民病院　形成外科）

P-013	 外傷後の球後出血により視力障害を生じた１例
宮辺　健太（昭和大学　藤が丘病院　形成外科）

P-014	 チームアプローチの奏効した耳介側頭部剥脱創の一例
北畑　伶奈（東京都立小児総合医療センター）

P-015	 当院における超音波検査を併用して整復を行った顔面骨骨折症例
一氏　俊世（ＪＡ神奈川厚生連　相模原協同病院　形成外科）

P-016	 中顔面骨骨折に対しIMFスクリューを用いて連結したハロー型骨延長器の使用経験
松本　　茂（順天堂大学医学部附属静岡病院　形成外科、順天堂大学医学部　形成外科学講座）
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一般ポスター 03  10:20 ～ 11:00 座長：舟山　恵美（北海道大学大学院医学研究科・医学部形成外科）

鼻・耳・その他
P-017	 左鼻翼部に生じた基底細胞癌切除後の再建にmodified	AFN	flapとadvancement	flapを

用いた1例
佐藤瑠美子（順天堂大学医学部附属静岡病院　形成外科）

P-018	 自己免疫疾患に伴い鼻変形を生じた3例
手塚　崇文（千葉大学　医学部　形成外科）

P-019	 鼻中隔外鼻形成術（OSRP）術後の患者満足度調査
森山　　壮（東京慈恵会医科大学　形成外科）

P-020	 早期手術により肋軟骨移植術を回避できた耳甲介型小耳症
夏目　沙里（広島市立広島市民病院　形成外科）

P-021	 外傷性耳輪欠損に対して、bipedicle	flapを用いて一期的に再建した1症例
伊吾田慎一（東戸塚記念病院　形成外科）

P-022	 小手術における予防的経口抗菌薬投与の検討
福嶋　正則（市立四日市病院　形成外科）

P-023	 当院形成外科で手術キャンセルとなった症例の検討
佐々木愛子（横浜栄共済病院　形成外科）

P-024	 超高齢者の形成外科手術における術後合併症に関する検討
平井　優樹（聖隷三方原病院　形成外科）

一般ポスター 04  11:00 ～ 11:40 座長：吉本　　浩（長崎大学医学部形成外科）

その他
P-025	 形成外科医にとって整容性向上のためのオプションとしての刺青

栗原　茉那（杏林大学　医学部　形成外科）

P-026	 局所麻酔下手術における低濃度大量局所浸潤麻酔50例の検討
西　　建剛（長崎労災病院　形成外科）

P-027	 日本形成外科学会専門医試験eラーニング教材の作成およびスマホアプリ化による活用の
試み
梶田　大樹（慶應義塾大学　医学部　形成外科）

P-028	 手外科におけるモーションキャプチャ利用の可能性
西村　礼司（富士市立中央病院　形成外科）

P-029	 高度救命救急センターにおける形成外科症例
森松　康行（神戸赤十字病院・兵庫県災害医療センター　形成外科・創傷治療センター）

P-030	 縫合術練習キットの考案　～認知科学的裏付けと可能性～
西関　　修（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）

P-031	 皮膚トレパンを用いたデブリードマンの工夫
荻野　浩希（関東労災病院　形成外科）

P-032	 臍炎に対する手術症例の検討
西尾　優志（高砂市民病院形成外科）
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一般ポスター 05  14:10 ～ 14:50 座長：田崎　幸博（北九州市立八幡病院形成外科）

口唇裂・口蓋裂
P-033	 鼻部正中の異常骨架橋を呈したOculoauticulofrontnasal	syndromeの1例

伊藤　梨里（北海道大学　医学部　形成外科）

P-034	 歯槽骨膜形成術を併用した口蓋形成術施行後の顎裂部骨形成評価
荻野　秀一（広島市立広島市民病院　形成外科）

P-035	 NoordhoffのLateral	Lip	Triangular	Vermilion	Flapに準じた赤唇形成術の術後変形に対す
る修正
本庄　省五（岩手県立磐井病院　形成外科）

P-036	 耳介から鼻柱への複合組織移植を行った唇裂鼻変形の２例
石川　心介（北里大学　医学部　形成外科・美容外科学）

P-037	 当院における口唇口蓋裂初診患者の実態調査
山内真紀子（藤田保健衛生大学　形成外科）

P-038	 V-shaped	mini	flap	methodを用いた痕跡唇裂の治療経験
飯田　直成（湘南藤沢徳洲会病院　形成外科）

P-039	 Simpson-Golabi-Behmel	症候群の治療経験
倉地　　功（都立大塚病院　形成外科）

P-040	 Central	defect-control	pharyngeal	flap	surgery	based	on	nasoendoscopic	findings:	
Maximizing	speech	outcomes	and	limiting	complications
Rong-Min Baek（Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Seoul National University）

一般ポスター 06  14:50 ～ 15:30 座長：野村　　正（神戸大学医学部附属病院形成外科）

血管腫・血管奇形
P-041	 当院における乳児血管腫症例の検討

森田　耕輔（大阪警察病院）

P-042	 乳児血管腫と表面温度についての検討
木暮　鉄邦（香川大学　医学部　形成外科）

P-043	 Klippei-Trenaunay症候群に合併したstreptococcal	toxic	shock	syndromeの治療経験
仲宗根美佳（神戸大学大学院医学研究科　形成外科学）

P-044	 胸髄出血後に手根管症候群を発症した上肢Klippel-Trenaunay症候群の一例
久保村　憲（日本医科大学　千葉北総病院　形成外科）

P-045	 臀部巨大静脈奇形の治療経験
浦邊亮太朗（福井大学　医学部　附属病院　形成外科）

P-046	 上腕三頭筋内に発生した動静脈奇形の1例
山本　真魚（土浦協同病院　形成外科）

P-047	 塞栓療法と硬化療法が奏功した足底部動静脈奇形の1例
柚崎　一輝（慶應義塾大学　形成外科）

P-048	 妊娠を契機に増大した示指動静脈奇形の治療経験
藤巻　　弘（東京女子医科大学　八千代医療センター　形成外科）
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一般ポスター 07  15:30 ～ 16:10 座長：山下　　建（札幌医科大学形成外科）

眼瞼
P-049	 眼窩内の皮膚皺が顕著だった若年者眼瞼皮膚弛緩症の1例

長野　寿人（防衛医科大学校病院　形成外科）

P-050	 瞼板結膜横転弁法による下眼瞼後葉再建
鳥海　正博（さいたま市立病院　形成外科）

P-051	 眼瞼疾患に対する眼輪筋皮弁を用いた再建法の有用性
北　愛里紗（札幌医科大学）

P-052	 睫毛乱生に対する新しい手術法：乱生睫毛列切除＋Hotz変法＋紐状植皮
長西　裕樹（済生会横浜市南部病院　形成外科）

P-053	 保存羊膜による眼球・眼瞼結膜欠損再建を併用した下眼瞼悪性腫瘍患者に対する再建の経
験
北村　理絵（順天堂大学医学部属附属順天堂医院　形成外科）

P-054	 上眼瞼コロボーマの治療経験
鎌田　将史（慶應義塾大学　医学部　形成外科学教室）

P-055	 耳甲介艇複合組織移植を用いた義眼床形成
菱川　美紀（信州大学医学部付属病院形成外科）

P-056	 北海道大学病院（眼科、形成外科）における眼瞼悪性腫瘍の臨床的特徴を調査する。
石嶋　　漢（北海道大学　大学院医学研究院　眼科学教室）

一般ポスター 08  16:10 ～ 16:50 座長：島倉　康人（北里研究所病院 形成・美容外科）

美容
P-057	 自家真皮線維芽細胞移植による顔面皮膚の整容的効果

平　　広之（東海大学　医学部付属八王子病院）

P-058	 抗凝固薬は注入治療の内出血に影響するのか
瀧川　恵美（新東京病院　形成外科美容外科）

P-059	 吸収性埋没糸による難治性の鼻尖部陥没変形に対し手術的治療を行った4例の検討
市川　広太（東海大学　形成外科）

P-060	 腋臭症、腋窩多汗症手術症例に行ったミラドライ治療経験
鴫原　　康（桂仁会クリニック、秋葉原フロンティアクリニック）

P-061	 ロボット支援植毛術の治療成績と有効性の検討
金山　幸司（ルーチェクリニック銀座院）

P-062	 植毛手術後のショックロスについての検討
齋藤　昌美（福島県立医科大学　形成外科、親和クリニック新宿）

P-063	 ペプチド化育毛剤注射によるAGA治療の経験
西川　雄希（スマイルクリニック）

P-064	 早期女性型脱毛症のglobal	photographによる分類評価法
金子　章子（ボナディアクリニック）

一般ポスター 09  9:00 ～ 9:40 座長：山脇　聖子（日本赤十字社福井赤十字病院形成外科）

皮弁
P-065	 Dancing	Girl	Flapによる指間形成術の検討

岡本　貴子（神戸市立西神戸医療センター　形成外科）
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P-066	 硬口蓋動脈を茎とした島状粘骨膜弁による軟口蓋腫瘍切除後口腔鼻腔瘻孔の治療経験
大澤　昌之（北海道大学　医学研究院　形成外科学教室）

P-067	 双葉皮弁として各種穿通枝皮弁を用いた経験
有沢　宏貴（大雄会第一病院　形成外科）

P-068	 膝関節周囲悪性軟部腫瘍に対する腓腹筋皮弁の経験
植村　享裕（独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター）

P-069	 悪性リンパ腫治療後の上咽頭狭窄に対し、facial	artery	musculomucosal	flapによる咽頭
形成を行った一例
渡部　紫秀（国立病院機構　東京医療センター　形成外科）

P-070	 prefabricated	induced	expanded	cervicofacial	flapで顔面皮膚を再建した2例
親松　　宏（新潟大学　形成外科）

P-071	 分割皮島大胸筋皮弁による食道再建の一例
宮本　　大（昭和大学　藤ヶ丘病院　形成外科）

P-072	 LightVisionを用いた前外側大腿皮弁挙上の工夫
吉田　行貴（高知大学　医学部　付属病院　形成外科）

一般ポスター 10  9:40 ～ 10:20 座長：冨田　興一（大阪大学医学部形成外科）

乳房
P-073	 胸部熱傷瘢痕による非対称な形態の乳房に対する人工物を用いた乳房再建の1例

下元麻梨子（日本医科大学付属病院　形成外科　再建外科　美容外科）

P-074	 インプラント挿入後7年を経過して感染を起こした乳房再建症例の経験
内山美津希（順天堂大学　医学部　形成外科）

P-075	 乳房インプラントによる乳房再建時に同時健側乳房吊り上げ術を行う意義について
蔡　　顯真（明和病院　形成外科）

P-076	 乳輪乳頭再建にいたらない乳房全摘後インプラント再建患者の検討
醍醐　佳代（横浜栄共済病院　形成外科）

P-077	 乳房再建中止症例の検討
江口　智明（虎の門病院　形成外科）

P-078	 当院におけるGID-FTMTSに対する乳房切除の検討
森田　　愛（福岡大学　医学部　形成外科学教室）

P-079	 既存のインプラントを利用し2期的に修正した自家脂肪移植併用インプラントによる乳房
再建の1例
古川えりか（富山西総合病院　形成外科）

P-080	 シリコンブレストインプラント再建での整容面からの検討
山下　昌宏（四国がんセンター　形成外科）

一般ポスター 11  10:20 ～ 11:00 座長：八巻　　隆（東京女子医科大学形成外科）

その他（感染）
P-081	 肩関節部壊死性筋膜炎の２例

十九浦礼子（東京警察病院）

P-082	 後頚部から後頭部にかけて生じた壊死性軟部組織感染症の治療経験
樫山　和也（豊見城中央病院　形成外科・顎顔面外科・美容外科・美容皮膚科）
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P-083	 肺癌術後右胸部に発症し繰り返しデブリードマンを要した若年性壊死性筋膜炎の1例
西田　　倫（慶應義塾大学　医学部　形成外科）

P-084	 異なる治療戦略を選択し，良好な転帰を辿った壊死性軟部組織感染症の2例
増澤　佑哉（慶應義塾大学医学部　救急医学、那須赤十字病院　形成外科）

P-085	 市中感染型MRSAが起因菌となった極めて稀な腰部壊死性筋膜炎の一例
伊藤　智之（順天堂大学　医学部　形成外科）

P-086	 広範囲に壊死性筋膜炎をきたした劇症型溶連菌感染症の一救命例
中村友季恵（埼玉メディカルセンター　形成外科）

P-087	 関節リウマチ患者の足潰瘍より全身多発膿瘍を生じた一例
木村　倫子（松江赤十字病院　形成外科）

P-088	 脳神経外科手術後40年後に再建し、細菌性髄膜炎を併発した硬膜外膿瘍の1例
加藤　愛子（国立病院機構　別府医療センター　形成外科）

一般ポスター 12  11:00 ～ 11:40 座長：吉龍　澄子（独立行政法人 国立病院機構大阪医療センター形成外科）

頭頸部
P-089	 食道再建における血管吻合付加有茎空腸移植20例の検討

前田　周作（大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学）

P-090	 遊離空腸移植術における術中組織酸素飽和度測定の有用性の検討
矢野　晶子（高知大学　医学部　附属病院　形成外科）

P-091	 術中 ICGを用いた遊離空腸再建術の検討
芳賀　祥子（横浜市立大学医学部　形成外科）

P-092	 遊離空腸全壊死後の再再建後に生じた難治性食道皮膚瘻の治療経験	
～持続陰圧閉鎖療法を利用したリカバリー
前田　　拓（北海道大学　医学部　形成外科）

P-093	 食道癌術後胃管気管瘻に対し遊離広背筋皮弁及び有茎空腸吻合により再建した1例
藤井　香綸（東京女子医科大学　形成外科）

P-094	 空腸移植後の腸間膜リンパ節切除によって狭窄型虚血性小腸炎となった空腸組織の病理組
織学的な変化について
濱畑　淳盛（埼玉県立がんセンター）

P-095	 舌弁を用い口腔皮膚瘻を閉鎖し得た下歯肉癌の一例
藤岡　弓朗（広島大学病院　形成外科）

P-096	 頭頸部再建における静脈の折れ曲がりと吸引ドレーンの関係
柳澤　大輔（信州大学　医学部　形成再建外科学教室）

一般ポスター 13  14:10 ～ 14:50 座長：中岡　啓喜（愛媛大学医学部附属病院形成外科）

マイクロ・リンパ浮腫
P-097	 微少血管吻合における水平マットレス縫合を使用したback	wall	technique

池田　果林（東京女子医科大学　東医療センター　形成外科）

P-098	 遊離皮弁術後うっ血に対し皮弁内の静脈へ抗凝固薬を持続投与した一例
久保　和之（埼玉県立がんセンター　乳腺外科）

P-099	 同一の移植床血管を用いて3度の遊離皮弁移植を行った一例
曽根　　至（岩手医科大学　医学部　形成外科学講座）
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P-100	 腹腔動脈閉塞症例の膵頭十二指腸切除術における術前ステント留置と術中バイパス術によ
るW血行再建の経験
高須　啓之（兵庫県立西宮病院）

P-101	 下腹部手術歴のある遊離腹直筋皮弁による乳房再建症例における深下腹壁動静脈の損傷に
対する検討
成田　央良（愛知県がんセンター　中央病院　形成外科）

P-102	 当院の下肢リンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合術施行症例の検討
森川　　綾（佐賀大学　医学部　形成外科）

P-103	 当院でのリンパ浮腫外来開設と現況
長田　篤祥（東京女子医科大学形成外科）

P-104	 薬剤血管外漏出に対する治療
井上　唯史（洛和会 音羽病院 形成外科）

一般ポスター 14  14:50 ～ 15:30 座長：義本　裕次（公益財団法人天理よろづ相談所病院形成外科）

躯幹・外陰部
P-105	 胸骨正中切開・心臓手術後の胸郭変形に対し、Ravitch変法を用いた2例

三輪　志織（沖縄県立南部医療センター　こども医療センター　形成外科）

P-106	 Nuss法バー抜去困難症例の検討から
星野ゆうき（長野県立こども病院形成外科）

P-107	 内視鏡下尿膜管摘出後に臍を再建した3例
坂井　　香（鳥取県立中央病院　形成外科）

P-108	 腹壁瘢痕ヘルニア術後の呼吸機能変化
長屋　裕之（長野赤十字病院）

P-109	 肛門周囲に達する殿部慢性膿皮症の術後排便管理におけるフレキシシールTMの有用性
五島　幹太（豊川市民病院　形成外科）

P-110	 大腿筋膜移植と臀部皮弁を用いた広範囲骨盤底欠損に対する再建
中村　勇基（国家公務員共済組合連合会　虎の門病院）

P-111	 薄筋皮弁による骨盤底再建の経験
奥村　慶之（日本赤十字社和歌山医療センター　形成外科）

P-112	 ピンホール大の直腸膣瘻に対する治療戦略-陰部大腿皮弁による膣壁再建-
権　　知華（日本医科大学付属病院　形成外科　再建外科　美容外科）

一般ポスター 15  15:30 ～ 16:10 座長：大安　剛裕（独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）宮崎江南病院）

手・足・四肢（外傷、その他）１
P-113	 手、前腕圧挫傷後の手関節撓屈変形に対し長掌筋腱移行術を行い矯正した１例

青木　伸峰（防衛医科大学校病院　形成外科）

P-114	 手背部軟部肉腫切除後組織欠損に対する逆行性尺側前腕皮弁による再建の一例
齋藤　孝祐（独立行政法人　国立病院機構　北海道がんセンター）

P-115	 固有指動脈背側枝を動脈吻合に用いた右母指完全切断再接着術の1例
長谷川健二郎（川崎医科大学　手外科・再建整形外科学教室）

P-116	 右中指デグロービング損傷に対して足背皮弁で再建を行った1例
新井　理恵（川崎医科大学　手外科・再建整形外科学教室）

一
般
ポ
ス
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム

－ 105 －



The 61st Annual Meeting of Japan Society of  
Plastic and Reconstructive Surgery

P-117	 左手背ヒートプレス損傷に対して大腿筋膜で腱移植を行うと同時に前外側大腿皮弁を用い
て創閉鎖した一例
信太　　薫（新久喜総合病院形成外科）

P-118	 尺側指切除を行った母指多指症の１例
伊師　森葉（仙台医療センター形成外科・手外科）

P-119	 当院における指に用いた人工神経の症例についての検討
仲野　孝史（松寿会　共和病院　形成外科）

P-120	 手部犬咬創後Capnocytophaga	spp.感染により治療に難渋した症例
蕨　　雄大（国家公務員共済組合連合会　斗南病院　形成外科　血管腫・脈管奇形センター）

一般ポスター 16  16:10 ～ 16:45 座長：森岡　康祐（鹿児島市立病院形成外科）

手・足・四肢（外傷、その他）２
P-121	 出生時における趾完全切断に対しfree	composite	graftを行い救趾し得た1例

苅部　綾香（順天堂大学　医学部　形成外科）

P-122	 再発した弯曲爪に対する新たな矯正の試み
香西　達一（日本医科大学　千葉北総病院　形成外科）

P-123	 新生児における末梢穿刺中心静脈カテーテル（PICC）抜去困難の治療経験
冨塚　陽介（JCHO　船橋中央病院　形成外科）

P-124	 下腿交叉皮弁における両下腿連結固定方法の工夫
安田　祥子（堺市立総合医療センター　形成外科）

P-125	 前外側大腿皮弁と大腿筋膜張筋のキメラ皮弁によるアキレス腱再建を行った一例
安藤　淳史（岩手医科大学医学部形成外科学講座）

P-126	 潰瘍性大腸炎患者に生じたMorel-Lavallee	lesionの治療経験
足立　英子（横須賀市立市民病院　形成外科）

P-127	 上肢骨幹部偽関節に対して血管柄付き大腿骨内顆移植により治療した2例
石井　義剛（新松戸中央総合病院、東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院）

一般ポスター 17  9:00 ～ 9:40 座長：陶山　淑子（鳥取大学医学部附属病院形成外科）

難治性潰瘍（その他）
P-128	 抗がん剤血管外漏出による右上肢難治性潰瘍の治療経験

前田　　拓（北海道大学　医学部　形成外科、旭川厚生病院形成外科）

P-129	 治療に難渋した胸部放射線潰瘍の1例
萬木　　聡（奈良県立医科大学　形成外科）

P-130	 冠状切開による合併症：前額部皮膚壊死の２症例
政岡　浩輔（製鉄記念広畑病院　形成外科）

P-131	 頭部皮膚潰瘍に対するBipedicle	flap法を用いた治療法
山城憲二郎（神戸大学　大学院　医学研究科　形成外科）

P-132	 広範囲硬膜下膿瘍・脳膿瘍を救命し得た一例
宮森　悠希（慶應義塾大学　医学部　形成外科学教室）

P-133	 胸骨切開を要した甲状腺術後に発生した混合型縦隔炎の一例
北野　大希（兵庫県立がんセンター　形成外科）

P-134	 新生児細菌性髄膜炎による片側側頭骨壊死、広範囲頭皮壊死の治療経験
小野　昌史（岐阜県総合医療センター　形成外科）
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P-135	 重症上肢虚血による血行再建困難例に対する脊髄刺激療法が有用であった症例
寺部　雄太（東京西徳洲会病院　形成外科）

一般ポスター 18  9:40 ～ 10:20 座長：井野　　康（久留米大学医療センター足病変・皮膚潰瘍治療外来）

下肢難治性潰瘍
P-136	 重症虚血肢下腿切断における内側・外側皮弁による創閉鎖

伊原　　淳（国際医療福祉大学　三田病院　形成外科）

P-137	 虚血肢に対するＩＣＧ蛍光造影法を用いた血流評価と歩行機能
増本　和之（佐賀県医療センター　好生館　形成外科）

P-138	 下腿・足部開放創への穿通枝皮弁術における術前・術中カラードプラエコーの有用性
北村　卓也（沖縄県立北部病院）

P-139	 難治性足潰瘍の手術時に行うLaser	Speckle	Flowgraphyの使用経験
徳岡晋太郎（川崎医大総合医療センター形成外科）

P-140	 ヨードホルムガーゼを併用した陰圧閉鎖療法の検討
伊藤　靖浩（昭和大学　医学部　医学科）

P-141	 重症下肢虚血患者における血行再建後の高気圧酸素療法の有用性についての検討
中村　英玄（群馬大学　医学部付属病院　形成外科）

P-142	 下肢慢性創傷患者における術後早期リハビリ開始を目的とした固定具の工夫
緒方　英之（千葉大学医学部附属病院　形成外科）

P-143	 レーザースペックルフローグラフィーと血管造影所見を比較した3症例
大澤沙由理（神戸大学　大学院医学研究科　形成外科学）

一般ポスター 19  10:20 ～ 10:55 座長：岸邊　美幸（金沢医科大学形成外科）

NPWT
P-144	 持続洗浄型局所陰圧療法の有用性ー腹壁瘢痕ヘルニア根治術後に露出した大型メッシュを

部分温存できた症例
有馬　樹里（神栖済生会病院、日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

P-145	 心臓血管術後縦郭洞炎に対し持続陰圧洗浄療法を用いた２例
岩瀬わかな（関東労災病院　形成外科）

P-146	 胸骨骨髄炎・縦隔炎に対してV.A.C.ULTAの使用
瀬崎　伸一（小倉記念病院　形成外科）

P-147	 局所陰圧閉鎖療法における感染・疼痛対策～抗菌性ポリウレタンフォーム（メピレックス
Ag）を用いて～
桑水流健二（兵庫県立加古川医療センター　形成外科）

P-148	 V.A.C.Ulta治療システムの使用経験と今後への課題
森永　絵理（福岡大学病院　形成外科）

P-149	 V.A.C.ULTAを用いた陰圧閉鎖・	間欠的洗浄併用療法が著効した脛骨慢性骨髄炎の一例
内田源太郎（独立行政法人地域医療機能推進機構　東京高輪病院　形成外科）

P-150	 皮弁壊死を生じた脛骨開放骨折に対しV.A.Cベラフロ治療・PAT移植による再建を行った1
例
藤井　達哉（佐賀県医療センター　好生館　形成外科）

一
般
ポ
ス
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム

－ 107 －



The 61st Annual Meeting of Japan Society of  
Plastic and Reconstructive Surgery

一般ポスター 20  10:55 ～ 11:30 座長：高橋　長弘（社会医療法人共愛会 戸畑共立病院形成外科）

褥瘡
P-151	 坐骨骨髄炎を伴う難治性臀部褥瘡に対してV.A.C.UltaⓇを使用した１例

藤田　純美（焼津市立総合病院　形成外科）

P-152	 栄養補助飲料使用時の褥瘡患者の血中アルギニン濃度とbFGF濃度の検討
高橋　　元（牛久愛和総合病院　形成外科）

P-153	 当院での褥瘡22症例の検討
南　　史歩（東名厚木病院　形成外科）

P-154	 CT画像による褥瘡ポケットの評価法
石澤　恵里（独立行政法人国立病院機構　災害医療センター　形成外科）

P-155	 人工物が露出した高齢者の褥瘡に対して手術を施行した3例
池田佳奈枝（札幌道都病院　形成外科）

P-156	 大内転筋内膿瘍にて敗血症性ショックに至り、緊急デブリドマンとなった感染性坐骨褥瘡
の一例
十九浦礼子（東京警察病院）

P-157	 上肢の痙縮、関節拘縮に対するZ形成を併用した腱切離術による褥瘡治療の経験
見目　和崇（宝塚市立病院　形成外科）

一般ポスター 21  14:10 ～ 14:50 座長：根本　　充（北里大学病院形成外科・美容外科）

熱傷・アイデア
P-158	 Scald	Burn	80％ TBSAの2歳女児を18歳まで長期フォローした経験

堀　　弘憲（済生会横浜市南部病院　形成外科）

P-159	 広範囲熱傷に対する自家培養表皮移植のドレッシングでの工夫
辻本　賢樹（群馬大学医学部附属病院　形成外科）

P-160	 練炭を用いた自殺企図による遠赤外線熱傷（仮称）の治療経験
竹田　昌平（日本大学医学部形成外科系形成外科学分野）

P-161	 光音響イメージングを用いた血管系腫瘍の観測
東　　隆一（防衛医科大学校形成外科）

P-162	 テーピングによる皮膚伸展法
恩田　慶子（聖マリアンナ医科大学病院）

P-163	 術野で簡単に作製できる乳頭支持装置
松延　武彦（日立総合病院 形成外科）

P-164	 耳下腺腫瘍術後におけるネオベールの使用経験と検討
桑原　征宏（防衛医科大学校　形成外科）

P-165	 頭部び漫性神経線維腫の分割切除術中の止血に吸収性組織補強材を用いたボルスター固定
が有効であった1例
望月　靖史（福島県立医科大学　形成外科）

一般ポスター 22  14:50 ～ 15:30 座長：鈴木　健司（関西医科大学総合医療センター形成外科）

腫瘍ほか１
P-166	 歯牙喪失後、下顎骨に発生したCementifying	fibroma（セメント質形成性線維腫）の一例

藏薗　侑人（聖マリアンナ医科大学　形成外科学）
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P-167	 胸鎖関節部に生じた異所性唾液腺瘻の一症例
加藤　安声（東京都立小児総合医療センター　形成外科）

P-168	 木村病とIgG4関連疾患の特徴を併せ持つ症例に関する検討
吉本　　聖（徳島大学　医学部　形成外科）

P-169	 術前に額部血管腫と診断されたIgG4関連皮膚疾患の1例
赤澤　俊文（筑波学園病院　形成外科）

P-170	 深部切除範囲に難渋した乳房下縁アポクリン腺癌の一例
藪野　雄大（日本医科大学多摩永山病院　形成外科）

P-171	 当科で経験したアポクリン腺癌の4例
宮田　梨世（奈良県立医科大学附属病院　形成外科）

P-172	 女性外陰部乳房外パジェット病の切除断端陽性例の検討
鴻池奈津子（北里大学　医学部　形成外科・美容外科）

P-173	 血管肉腫進行例に対する外科的治療の検討
青木　恵美（鹿児島医療センター　皮膚腫瘍科・皮膚科）

一般ポスター 23  15:30 ～ 16:10 座長：副島　一孝（日本大学医学部形成外科学系形成外科学分野）

腫瘍ほか２
P-174	 ニボルマブの副作用と考えられた顔面神経麻痺の経験

小田陽一郎（北海道大学　医学部　形成外科）

P-175	 顔面神経麻痺のない悪性耳下腺腫瘍の治療戦略
戸島　康晴（福岡新水巻病院　形成外科）

P-176	 顔面に生じたCD34陰性の隆起性皮膚線維肉腫の一例
河野　　暉（佐野厚生総合病院　形成外科）

P-177	 左上腕部皮膚皮下腫瘍として発症したRosai-Dorfman病の1例
大滝真梨香（慶應義塾大学　形成外科）

P-178	 稀な腓腹筋内ガングリオンの1例
張　　萌雄（日本医科大学付属病院　形成外科再建外科美容外科）

P-179	 副鼻腔内に発生した巨大骨腫の治療経験
石井　龍之（東邦大学医療センター佐倉病院　形成外科）

P-180	 当院で治療を行った皮膚付属器癌の検討
井上　牧子（亀田総合病院　形成外科）

P-181	 皮膚悪性腫瘍切除における肉眼的水平マージンと組織学的水平マージンの比較検討
田中隆太郎（太田西ノ内病院　形成・美容外科）

一般ポスター 24  16:10 ～ 16:50 座長：橋本　裕之（大分市医師会立アルメイダ病院形成外科）

腫瘍ほか３
P-182	 顔面皮膚悪性腫瘍の治療戦略＜人工真皮、二次治癒の可能性＞

加藤　達也（佐野厚生総合病院　形成外科）

P-183	 培養表皮移植後、早期に再発した神経皮膚黒色症の1例
繼　　　渉（慶應義塾大学病院　形成外科）

P-184	 （取り下げ）
P-185	 センチネルリンパ節生検およびリンパ節郭清を含めたメルケル細胞癌の集学的治療戦略

七戸　龍司（手稲渓仁会病院　形成外科）
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P-186	 リンパ節結核の2例
山城　利文（防衛医科大学校　形成外科）

P-187	 当科で経験した外陰部悪性黒色腫の2例
北川　敬之（神戸大学大学院医学研究科　形成外科学）

P-188	 疣贅状表皮発育異常症の姉妹例
曽川亜紀子（小松市民病院形成外科）

P-189	 頭部に多発したNuchal-type	fibromaの1例
松田　佳歩（別府医療センター　形成外科）
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Eポスター

Eポスター 01
美容
EP-01	 ヒアルロン酸の注入療法による直後から凹凸しにくい簡易的な額の輪郭形成の効果

武内　　大（品川スキンクリニック新潟院）

EP-02	 ヒアルロン酸の注入療法による直後から凹凸しにくい簡易的な手の甲の若返り治療の効果
武内　　大（品川スキンクリニック新潟院）

Eポスター 02
その他
EP-03	 口腔内からの血行感染による頭皮下巨大膿瘍を発症した大理石骨病患者の治療経験

水藤　元武（長野県　飯田市立病院　形成外科）

EP-04	 頚部先天性皮膚拘縮を呈した気管支原性嚢胞の１例
青木麻利江（東京都立小児総合医療センター）

EP-05	 テープ療法のテープ誤飲による食道狭窄増悪の1例
藤原　敏宏（日生病院　形成再建外科）

EP-06	 頸部脂肪腫切除後に副神経麻痺を生じた1例
林　　知子（淀川キリスト教病院）

EP-07	 皮下埋め込み式避妊器具「ノルプラント」を摘出した一例
梅田　　龍（関東労災病院　形成外科）

EP-08	 一般病院における皮膚外科手術の可能性
帆足　俊彦（日本医科大学　皮膚科）

EP-09	 女性化乳房に対する乳腺除去術直後より左上肢全麻痺を呈した１例
上村　沙紀（大阪府済生会中津病院　形成外科）

Eポスター 03
マイクロサージャリー
EP-10	 重症心機能低下患者に対して周術期大動脈内バルーンパンピング留置下に遊離空腸移植術

を施行した一例
時吉　貴宏（兵庫県立淡路医療センター）

Eポスター 04
下肢難治性潰瘍
EP-11	 当院で重症虚血肢、糖尿病性足壊疽に対し施行した植皮術の検討

森重　侑樹（埼玉医科大学総合医療センター　形成外科・美容外科）

EP-12	 PADを伴う膝周囲の難治性潰瘍に対し自家静脈移植と遊離広背筋移植の同時再建を行っ
た１例
齋藤　典子（市立札幌病院　形成外科）

EP-13	 消化管穿孔をきたしたBlue	toe	syndromeの1例
玉城　秀行（北播磨総合医療センター形成外科・重症虚血肢センター）
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Eポスター 05
乳房
EP-14	 下腹部からの遊離皮弁による乳房再建における閉鎖動脈の利用

溝渕　貴俊（東京女子医科大学　形成外科）

EP-15	 自家組織とTE、SBIによる再建乳房の温度変化の検討
友近　真世（聖マリアンナ医科大学　形成外科）

EP-16	 人工物を使用した豊胸患者における胸部熱傷に対し植皮術を行った2例の経験
風戸　孝夫（名古屋第二赤十字病院　形成外科）

EP-17	 腋窩部副乳に発生した線維腺腫の1症例
魚谷雄一朗（横浜市立市民病院　形成外科）

EP-18	 腹部皮弁乳房再建の筋体温存側に後発した腹壁膨隆の一例―CTとBMIの検討
海野　早織（豊岡第一病院　形成美容外科）

EP-19	 DIEP	flapによる乳房再建術後にtoxic	shock	syndromeを生じた1例
岩田　友宏（東京女子医科大学　形成外科）

EP-20	 Poland症候群に対しAllergan社ティッシューエキスパンダー及びブレスト・インプラン
トで形成術を行った一例
坂　いづみ（豊岡第一病院　形成美容外科）

EP-21	 一次乳房再建術が患者満足度・HRQOLに与える影響
雑賀　美帆（岡山大学病院　形成外科）

EP-22	 固定力に頼らない乳房下溝再建法
原岡　剛一（社会医療法人生長会　府中病院　形成外科）

Eポスター 06
頭頸部
EP-23	 1歳児の上顎再建

矢澤　真樹（慶應義塾大学　医学部　形成外科）

EP-24	 頭頸部悪性腫瘍手術の際に発見された稀な総総頸動脈の分岐の1例
中村加奈恵（日本医科大学付属病院　形成外科）

EP-25	 下顎部前進皮弁と粘膜弁で再建した下口唇有棘細胞がんの経験
安田　聖人（佐賀大学　形成外科）

Eポスター 07
躯幹・外陰部
EP-26	 乳児開胸手術術後の胸骨変形による右心系の圧排・狭窄に対して胸骨挙上術を施行した２

例
森下　　剛（あいち小児保健医療総合センター　形成外科）

EP-27	 食道癌術後膿胸による開窓術後に対する創閉鎖術の経験
今川孝太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）

EP-28	 腹壁浸潤を来した横行結腸癌に対して、筋膜付きALTを用いて腹壁再建を行った１例
清水　和輝（神戸掖済会病院　外科）
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Eポスター 08
血管腫・血管奇形
EP-29	 巨大舌・下顎部リンパ管奇形の一例

佐原　玄太（東北大学　医学部　形成外科）

EP-30	 右肩甲部に発生した成人のリンパ管奇形の1例
秋山　　豪（日本医科大学附属病院　形成外科　再建外科　美容外科）

EP-31	 当科で乳児血管腫に対しプロプラノロール内服療法を行った10例の検討
江藤　綾乃（水戸赤十字病院　形成外科）

Eポスター 09
腫瘍ほか
EP-32	 大陰唇に発生した巨大な懸垂性線維腫の一例

得能　香菜（自衛隊阪神病院、市立伊丹病院）

EP-33	 Infantile	Digital	Fibromatosisにステロイド局注療法を行った1例
岩本　昌熙（愛知医科大学病院　形成外科）

EP-34	 臀部に発生した類表皮嚢腫のまれな1例
佐官　俊一（東京都立　広尾病院　形成外科）

EP-35	 下顎部に発生したspindle	cell	lipoma（紡錐形細胞脂肪腫、SCL）の一例
渡邊　義輝（市立四日市病院　形成外科）

EP-36	 比較的稀有な巨大痛風結節の一例
平野　由美（牛久愛和総合病院）

EP-37	 インスリン由来アミロイドーシス（インスリンボール）に対する整容面を配慮した低侵襲手
術
冨田　壮一（大阪府済生会中津病院　形成外科）

EP-38	 右耳前部皮下結節の切除生検を契機に診断に至った頭部血管肉腫の1例
飯田　千絵（慶應義塾大学　形成外科）

EP-39	 家族性アミロイドポリニューロパチーによる顔面神経麻痺に対して静的再建術を施行した
一例
下村実貴子（北里大学病院　形成外科・美容外科）

EP-40	 皮下から筋層まで広範に浸潤した、症状に乏しい結核性類上皮肉芽腫の1例
深井　孝郎（白岡中央総合病院　形成外科）

EP-41	 小児に生じた前胸部隆起性皮膚線維肉腫の1例
加藤　秀輝（豊川市民病院）

EP-42	 大きな血腫を伴う大腿部軟部肉腫の１例
齋藤　　亮（北海道がんセンター　形成外科）

EP-43	 両側腓腹筋腫脹を契機に発見された筋サルコイドーシスの一例
竹内　誠也（昭和大学藤が丘病院　形成外科）

EP-44	 東大和病院形成外科におけるエクリン螺旋腺腫症例についての検討
黒田　正義（東大和病院　形成外科）

EP-45	 線状脂腺母斑症候群の1例
渡辺　太朗（埼玉県立小児医療センタ－）
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EP-46	 Anomalous	articulationの1例
宇賀神叶美（北里大学病院　形成外科・美容外科、横須賀共済病院　形成外科）

EP-47	 皮膚悪性腫瘍切除時のマーキングにおける二重線法（仮称）の有用性
久保　　諭（防衛医科大学校病院形成外科）

EP-48	 ティッシュ・エキスパンダー法のみで全切除した巨大色素性母斑の長期経過
岩川さおり（北里大学医学部形成外科・美容外科学）

EP-49	 先天性疾患を疑った小児巨大仙骨前類表皮嚢胞の1例
櫻井　裕基（新久喜総合病院）

EP-50	 異所性唾液腺の増生を伴った正中頚裂の1例
寺邑　千尋（亀田総合病院　形成外科）

EP-51	 外陰部に発生したaggressive	angiomyxomaの1例とcellular	angiofibromaの1例
末澤　絵美（公益財団法人　東京都保健医療公社　豊島病院　形成外科）

EP-52	 右膝に再発したatypical	fibroxanthomaに対し外科的治療を施した１例
森田　大貴（昭和大学藤が丘病院　形成外科）

EP-53	 神輿ダコ様外観を呈した脂肪腫の治療経験
武田　　慶（東邦大学　医療センター大森病院　形成外科）

EP-54	 当院における腹壁デスモイド腫瘍の検討
木村　千寿（愛媛大学　医学部　附属病院　形成外科）

EP-55	 手指に生じたSuperficial	acral	fibromyxomaの１例
頌彦　　尚（昭和大学藤が丘病院　形成外科）

Eポスター 10
眼瞼
EP-56	 IgG4関連眼疾患準確信群となった両側眼窩腫瘍の1例

林　　雅裕（公立昭和病院　形成外科）

EP-57	 Basal	cell	carcinoma	with	matrical	differentiationの１例
鈴木　茉友（国立病院機構　京都医療センター　形成外科）

EP-58	 耳甲介艇複合組織移植を用いた義眼床形成
菱川　美紀（信州大学医学部付属病院形成外科）

Eポスター 11
口唇裂・口蓋裂
EP-59	 偽の正中唇裂に対して肋軟骨を用いた鼻形成術を行った1例

平山　泰樹（淀川キリスト教病院　形成外科）
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