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プログラム

第1会場　（301）

開会の辞　 8：55 〜 9：00

症例検討

ビデオシンポジウム 1
「小児」

9：00 〜 10：00

10：05 〜 11：05

V-1

V-2

V-3

片側唇裂初回手術

小耳症手術における肋軟骨採取

当施設の口蓋形成術　―口蓋裂幅の広い症例に対する Furlow 法の工夫―

大久保 文雄

加藤　慎二

安村　和則

C-3 食道癌術後に食道肺瘻を認めた一例
角田　祐衣横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科

昭和大学藤が丘病院　形成外科

C-1 臀部から両側腰背部に及ぶ巨大なびまん性神経線維腫の 1 例
三木　亭人横浜市立大学医学部　形成外科

札幌医科大学　形成外科

C-2 両眼角解離と鼻孔からの腫瘍脱出を伴った巨大 teratoma が疑われる一例
金﨑　茉耶神奈川県立こども医療センター　形成外科

神奈川県立こども医療センター　形成外科

C-4 膠原病患者（SLE）の蜂窩織炎治療に難渋した１例
平野　成彦近畿大学医学部　形成外科

座長：

座長：

松田　　健
諸富　公昭

金子　　剛
三川　信之　

（新潟大学大学院医歯学総合研究科　形成・再建外科学）
（近畿大学医学部　形成外科）

（国立成育医療研究センター　形成外科）

（千葉大学医学部　形成外科）
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「我々の経験に基づく顔面骨治療の手技と工夫」

ビデオシンポジウム 2

ランチョンセミナー 1

会員報告

特別講演

11：10 〜 12：10

12：20 〜 13：20

13：25 〜 13：40

13：40 〜 14：40

V-4

LS1-1

V-5

LS1-2

V-6

中咽頭再建における遊離前外側大腿皮弁と Gehanno 法・舌根縫い上げ法を
用いた手術手技

救命救急・災害医療センターにおける顔面多発骨折治療
～自験例からみた治療の工夫～

グレートジャーニーと健康と医療

上肢軟部悪性腫瘍切除後再建：取るに足る再建のために

顔面骨骨折および先天性顔面形態異常の治療における工夫と応用

LVA 抵抗性リンパ浮腫に対する治療戦略

中川　雅裕

熊澤　憲一

関野　吉晴

倉元 有木子

三川　信之

佐久間　恒

静岡県立静岡がんセンター　再建・形成外科

北里大学医学部　形成外科・美容外科学 / 北里大学病院　救命救急・災害医療センター

探検家・医師・武蔵野美術大学　教授

がん研有明病院　形成外科

千葉大学医学部　形成外科

横浜市立市民病院　形成外科

座長：

司会：

司会：

木股　敬裕

清川　兼輔

前川　二郎

櫻庭　　実
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　形成再建外科）

（久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科）

（横浜市立大学医学部　形成外科学）

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

（岩手医科大学医学部　形成外科）
「再建マイクロ」
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パネルディスカッション 14：50 〜 15：50

PD1-1

PD3

PD1-2

PD2

Latham 型 Pin retention system を用いた術前顎口蓋矯正装置

神奈川県立こども医療センター歯科における口蓋プレートを用いた手術前早期治療

中間顎の突出に対する術前顎矯正治療に用いる固定式デバイス
(Latham 装置 ) の詳細

外科医が知っておきたい術前顎矯正治療の理論と手技

赤松　　正

佐々木 康成

村松　裕之

佐藤　友紀

東海大学医学部外科学系　形成外科学

神奈川県立こども医療センター　歯科

医療法人社団晋和会市川矯正歯科医院

一般財団法人日本矯正歯科研究所

座長：小林　眞司（神奈川県立こども医療センター　形成外科）

ビデオシンポジウム 3 16：00 〜 17：00

V-7

V-8

V-9

遊離下腹部皮弁による乳房再建　～まずは安全安心に、そして美しく～

われわれのインプラントによる乳房再建
Our breast reconstruction using TE and SBI

脂肪注入による乳房再建

髙木　誠司

梶川　明義

佐武　利彦

福岡大学　形成外科

聖マリアンナ医科大学　形成外科

横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科

座長：大慈弥 裕之
梶川　明義

（福岡大学　形成外科）

（聖マリアンナ医科大学　形成外科）

閉会の辞 17：00 〜 17：10

「唇顎口蓋裂手術に役立つ術前顎矯正治療の実際」

「ブレスト」
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第2会場　（302）

一般演題１

教育講演

「創傷・NPWT」

9：00 〜 9：49

9：55 〜 10：40

O-01

O-02

O-05

O-03

O-06

O-04

O-07

下肢巨大血腫形成に対する OASIS® 細胞外マトリックスの使用経験

眼瞼形成手術
－形成外科医 vs 眼科医 × 整容 vs 機能－

われわれの考案した Degloving Injury の一期的治療のアイデア

人工肛門造設術後感染による腹部広範皮膚潰瘍に対して人工肛門部を含めた
陰圧閉鎖療法を行った一例

手指 DIP 関節に生じた化膿性関節炎・骨髄炎に対して持続洗浄を併用した
局所陰圧閉鎖療法を施行した 2 例

縫合創陰圧閉鎖療法とペンローズドレーンの併用

局所洗浄を可能にした新しい閉鎖式創内持続陰圧洗浄療法

仙骨部滑液胞炎に対する PRP（多血小板血漿）療法の経験

長尾　宗朝

村上　正洋

小浦場 祥夫

堀口　雅敏

柳下　幹男

木村　知己

右田　　尚

増田　智紀

東北大学医学部　形成外科

日本医科大学武蔵小杉病院　眼科　眼形成外科

さっぽろキズケア・アンチエイジング研究所

時正会佐々総合病院　形成外科

金沢医科大学　形成外科

川崎医科大学　形成外科学

久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科

浜松医科大学附属病院　形成外科

座長：

司会：

寺師　浩人

小久保 健一

（神戸大学大学院医学研究科　形成外科学）

（藤沢湘南台病院　形成外科）



18 第 24 回日本形成外科手術手技学会

スポンサードシンポジウム１ 10：40 〜 12：10

SS1-1

SS1-2

SS1-3

ピコ秒アレキサンドライトレーザーを用いた刺青・アートメイクの除去
～理論から治療の実際、残された課題～

刺青に対する皮膚剥削術 684 例の経験から

3 波長ピコ秒パルス幅レーザーを用いた刺青除去

土屋　沙緒

境　　隆博

加藤 晴之輔

京都女性医師美容外科・美容皮膚科 すなおクリニック

六本木境クリニック

共催：キュテラ株式会社／サイノシュアー株式会社

ルーチェ東京美容クリニック

ランチョンセミナー 2 12：20 〜 13：20

LS2-1

LS2-2

解剖学的加齢変化に対する注入治療の有用性 ～最近のトレンドをふまえて～

たるみ・しわ治療～ HIFU ウルトラフォーマーⅢとヒアルロン酸やボツリヌス
トキシン A 注入との併用療法の提案～

岩城　佳津美

下島　久美子

いわきクリニック　形成外科・皮フ科

KUMIKO CLINIC  

司会：石川　浩一（クロスクリニック銀座）

共催：アラガン・ジャパン株式会社／株式会社 INFIX ・株式会社 CLASSYS JAPAN

一般演題 2

「その他」

13：58 〜 14：40

O-08

O-09

O-10

O-11

足根管症候群における鏡視下脛骨神経剥離術

ヘバーデン結節に対する DIP 関節固定術中軟骨処理の有無による関節癒合の状況

３次元実体３層モデルを用いた左眼窩内アミロイドーシスの一例

千葉大学における新鮮遺体を用いた手術手技のトレーニング

渡邊　英孝

菅野　百合

梅田　千鶴

三川　信之

佐賀大学医学部附属病院　形成外科

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

大阪医科大学　形成外科

千葉大学医学部　形成外科

座長：武田　　啓（北里大学医学部　形成外科・美容外科学）

座長：朝戸　裕貴
宮田　成章

（獨協医科大学　形成外科・美容外科）
（みやた形成外科・皮ふクリニック）
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共催：マーベラスメディカル株式会社／メトラス株式会社

共催：株式会社エムエムアンドニーク

スポンサードシンポジウム 2

スポンサードシンポジウム 3

14：50 〜 15：50

16：00 〜 17：00

SS2-1

SS3-1

SS2-2

SS3-2

Volume Replenishment No More — the need to move towards 
biostimulation

CO2 レーザーを用いた眼形成手術～眼瞼下垂を中心に～

下眼瞼周囲の若返りを目的とした自家脂肪移植（脂肪注入）について

CO2 レーザーを用いた眼瞼手術の新しい展開

Tingsong Lim

宮田　信之

水谷　和則

野平 久仁彦

Medical Director of Clique Clinic

岡田眼科

銀座みゆき通り美容外科

蘇春堂形成外科

座長：

座長：

山本　有平

上田　晃一

（北海道大学大学院医学研究院　機能再生医学分野　形成外科学教室）

（大阪医科大学　形成外科）

O-12

O-60

マイクロサージャリーおよび形成外科領域での手術支援ロボット導入に
関する検討と展望

上臀皮神経付き SGAP 皮弁を用いた仙骨部欠損の１例

堂後　京子

磯崎　祐希

帝京大学医学部　形成・口腔顎顔面外科

東京大学医学部　形成外科
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第3会場　（313+314）

一般演題 3

一般演題 4

「先天異常・その他」

「マイクロ」

9：00 〜 9：35

9：35 〜 10：17

O-13

O-18

O-14

O-19

O-17

O-22

O-23

O-15

O-20

O-16

O-21

低出生体重児へのリンパ管細静脈吻合術の経験

輸出リンパ管吻合の有用性と輸出リンパ管の同定

裂手症手術の一工夫

ICG リンパ管造影の diffuse pattern area における LVA

過度の内眼角形成術を戻す修正手術（古川法）の工夫

VITOM® ３D 体外視鏡と 3D モニターを用いた新しいマイクロサージャリーの経験

当院にて遊離腹直筋皮弁による頭頸部再建後に対側深下腹壁動脈穿通枝皮弁による
二次修正術を施行した経験

両側唇裂の術式を用いて口唇形成術をおこなった正中唇裂の一症例

Multiple リンパ管静脈吻合のためのライン生産システム

頭部手術において紐ゴムを用いた毛髪のまとめ方の一工夫

Multisite LVA における 4K3D ビデオ技術搭載手術用顕微鏡システム ORBEYE®

の使用経験

林田　健志

秋田　新介

藤原　雅雄

関　　征央

石原　信浩

市川　佑一

神戸　未来

花井　　潮

吉田　周平

石田　泰久

北口　陽平

島根大学医学部附属病院　形成外科

千葉大学医学部　形成外科

浜松医科大学医学部附属病院

聖マリアンナ医科大学　形成外科

郡山タウン形成外科クリニック／青森タウン形成外科クリニック

順天堂大学医学部　形成外科

名古屋大学医学部　形成外科

東海大学医学部外科学系　形成外科学

広島大学病院　国際リンパ浮腫センター

神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター　形成外科

岡山大学医学部　形成再建外科　

座長：

座長：

赤松　　正

亀井　　譲

（東海大学医学部外科学系　形成外科学）

（名古屋大学医学部 形成外科）
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一般演題 5

一般演題 6

「顔面Ⅰ」

「顔面Ⅱ」

10：17 〜 10：59

10：59 〜 11：41

O-24

O-30

O-25

O-31

O-26

O-28

O-27

O-29

眼窩壁骨折の診断と手術の実際 ～後遺症を残さないよう心がけている事～

多発顔面骨骨折手術における待機的輪状甲状間膜切開の有用性

顔面骨骨折手術における術中 CT 評価施行症例の検討

両側顔面神経麻痺の下口唇外反に対するハンモック状筋膜移植術

顎骨骨折におけるハイブリッド MMF プレートを用いた顎間固定の工夫

鼻骨骨折整復におけるポータブルエコー（Venue40®）の有用性

鼻骨骨折外固定におけるサーマルギプス®の使用経験

“Ping-pong fracture” の手術例に対する後方視的検討

片山　美里

熊澤　憲一

竹下　絵里

平田　晶子

角田 洋太郎

高山　桃子

荻野　晶弘

玉田　一敬

市立奈良病院　再建形成外科

北里大学医学部　形成外科・美容外科学／北里大学病院　救命救急・災害医療センター

東海大学医学部外科学系　形成外科学

東邦大学医療センター大橋病院　形成外科

東海大学医学部外科学系　形成外科学

東邦大学医療センター大森病院　形成外科

東邦大学医療センター大森病院　形成外科

東京都立小児総合医療センター　形成外科

座長：

座長：

宮脇　剛司

門松 香一

（東京慈恵会医科大学　形成外科）

（昭和大学藤が丘病院　形成外科）

O-32

O-33

O-34

O-35

顔面神経麻痺後遺症患者に対する眉毛挙上と両側上眼瞼形成併用法の中期成績

upper postauricular fascia( 仮称 ) を用いた前頭筋吊り上げ術

上眼瞼陥凹変形に対する眼瞼下垂手術時の眼窩脂肪の repositioning の工夫

涙道閉塞に対する真の吻合による涙嚢鼻腔吻合術

植村　法子

上野　一樹

吉龍　澄子

柳澤　大輔

東京医科歯科大学大学院　形成・再建外科学分野

和歌山県立医科大学　形成外科

独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター　形成外科

信州大学医学部　形成再建外科学
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一般演題 7

「アイデアⅠ」

11：41 〜 12：16

O-36

O-37

O-38

O-39

O-40

鼻篩骨骨折整復時の工夫

眼窩上縁周囲骨折への眉毛内アプローチ

小耳症における全ステンレススチール製彫刻刀使用の試み

アンカー付き縫合デバイスを用いた頭部皮膚欠損創の新しい閉創方法

瘢痕性脱毛症に対する植毛術の検討

植木　孝典

西　　建剛

妹尾　貴矢

細見　謙登

豊田　佑美

さいたま赤十字病院　形成外科

長崎労災病院　形成外科

岡山大学　形成外科

信州大学医学部　形成再建外科学

兵庫医科大学　形成外科

座長：磯貝　典孝（近畿大学医学部　形成外科）

一般演題 8

「アイデアⅡ」

13：40 〜 14：15

O-41

O-42

O-43

O-44

O-45

植皮片採取の 1 工夫

単純 X 線マーキング撮影法によるスキンステープラーの除去

術後ドレッシングにおける綿花シートの有用性

Needle Scar Dissection 法 ( 仮称 ) によるケロイド・肥厚性瘢痕の治療効果

腋臭症手術（皮弁法）での術野展開の小工夫

手塚　崇文

島田　和樹

見目　和崇

冨士森 英之

小倉　明人

千葉大学医学部　形成外科

東京医科大学　形成外科学

宝塚市立病院　形成外科

冨士森形成外科医院

製鉄記念広畑病院

座長：小川　　令（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）
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一般演題 9

「アイデアⅢ」

14：15 〜 14：50

O-46

O-47

O-48

O-49

O-50

３Ｄモデルと拡張現実デバイスを用いた遠隔医療における手術シミュレーション

視野の暗い対向型手術用顕微鏡に対する LED 側斜補助照明の増灯効果

GoPro を用いた形成外科手術撮影 ー安価で簡便なビデオ撮影ー

サーモグラフィーと ICG を併用した組織血流評価の検討

神経導管（conduit）- 神経縫合におけるループ針の有用性

木野　紘美

渡辺　克益

島田　賢一

葉石　慎也

楠原　廣久

大阪医科大学附属病院　形成外科

春山記念病院　形成外科

金沢医科大学医学部　形成外科

長崎大学病院　形成外科

近畿大学医学部　形成外科

座長：大西　　清（東邦大学　形成外科）

一般演題 10

「皮弁・再建」

14：50 〜 15：25

O-51

O-52

O-53

O-54

O-55

前胸部正中部の広範全層欠損に対する硬性再建の工夫
：より使い慣れた材料を用いて

胸骨骨髄炎に対する Turn-over 型大胸筋弁の有用性

前腕の扁平上皮癌に対し前外側大腿皮弁を用いて再建を行った 1 例

遊離皮弁採取部の植皮の工夫

単純縫縮では創縁に過剰な緊張がかかる円形皮膚欠損再建における
“OV flap” の有用性

津下　　到

栗山　元根

喜多村勇大朗

新保　慶輔

小野　真平

京都大学大学院医学研究科　形成外科学

千葉大学医学部附属病院　形成外科

東京大学医学部　形成外科

県立広島病院　形成外科

日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科

座長：関堂　　充（筑波大学大学院人間総合研究科　臨床医学系形成外科）
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一般演題 11

「乳房」

15：25 〜 15：53

O-56

O-57

O-58

O-59

綿花で術中作成したサイザーによる、適正な乳房インプラント突出度の決定
～迷った時の道標

3 次元的な nipple-areola tattooing の工夫

乳房再建術後圧迫用のチュービコット装着の工夫

乳輪下膿瘍に対する Seton 法の治療経験

和の創傷処置を学ぶためのハンズオンセミナー
～感染管理から NPWT まで～

石井　直弘

素輪　善弘

小泉　沙織

台蔵　晴久

国際医療福祉大学病院　形成外科

京都府立医科大学　形成外科

埼玉医科大学総合医療センター　形成外科・美容外科

厚生連高岡病院　形成外科

座長：三鍋　俊春（埼玉医科大学総合医療センター　形成外科・美容外科）

第 1 回日本リンパ外科研究会 14：45 〜 15：55

ハンズオン会場　（413）

ハンズオンセミナー

理事会

9：30 〜 11：30

日本形成外科学会小児形成外科分野指導医認定試験 16：30 〜 17：00

12：20 〜 13：20

共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社

１．開会の挨拶
２．パネルディスカッション：リンパ外科に必要な画像診断

３．閉会の挨拶：今後のテーマと次回研究会について

１）術前画像診断と手術適応
　：画像診断からみる LVA、リンパ節移植、脂肪吸引の適応。 
　　LVA ではどこを吻合するのか。
２）術後評価
　：評価の結果、次はどうするか。
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ポスター会場　（315）

ポスター発表 1

ポスター発表 2

16：00 〜 16：25

16：00 〜 16：25

座長：杠　　俊介（信州大学医学部　形成再建外科学）

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

乳房葉状腫瘍に対する乳房インプラントを用いた再建

乳房再建の移植床血管として肩甲回旋動静脈を用いた 1 例

フィルムドレッシングを用いて遊離皮弁による乳房再建術後
モニタリングを視覚化する工夫

後骨間動脈穿通枝皮弁を用いた spare parts surgery による
1 期的指尖部再建の経験

病的肥満症の余剰皮膚に対して腋窩有毛部切除を含む
extended brachioplasty を施行した 1 例

木原　雅志

北野　豊明

堀　　弘憲

亀井　　航

林　　昌伸

八尾市立病院　形成外科

神鋼記念病院　形成外科

横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科

東京女子医科大学　形成外科

仙台医療センター　形成外科

P-06

P-07

腹腔鏡下尿膜管摘出術に付加した臍形成術の経験

リンパ管細静脈吻合術における逆スキー針付き縫合糸の使用経験

峯田　一秀

鈴木　愛弓

徳島大学医学部　形成外科

埼玉医科大学総合医療センター　形成外科・美容外科

座長：元村　尚嗣（大阪市立大学大学院医学研究科　形成外科）

P-08

P-09

P-10

JuggerKnotTM を使用した顔面組織つり上げの経験

痔瘻により難治性となった臀部膿皮症の治療に対する人工肛門の有用性

Components Separation technique 法で腹壁閉鎖した肝脱出を伴なう
巨大臍帯ヘルニアの 1 例

安田　聖人

溝渕　貴俊

横井　公一

熊本赤十字病院　形成外科

宮崎大学医学部附属病院　形成外科

獨協医科大学　形成外科学
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ポスター会場　（315）

ポスター発表 3 16：00 〜 16：30

座長：牧口　貴哉（群馬大学医学部附属病院　形成外科）

P-11

P-12

V.A.C.UltaTM と筋皮弁による骨髄炎の治療経験

外耳道難治性潰瘍に対する Perifascial Areolar Tissue (PAT) 移植の経験

吉田　光徳

佐藤　秀吉

日本大学医学部　形成外科学系　形成外科学分野

名古屋市立大学医学部　形成外科

P-13

P-14

P-15

P-16

当院で経験した骨露出創に対する PAT 移植の検討

先天性色素脱失症に対する VERSAJETTM による表皮剥離法の経験

急性四肢主幹動脈閉塞時の Transient arterial bypass の有用性

内視鏡下鼻内副鼻腔手術（ESS）を併用した眼窩下壁・内側壁骨折の 1 例

今川 孝太郎

藤原　　修

藤岡　正樹

岩上　明憲

東海大学医学部外科学系　形成外科学

国立病院機構災害医療センター　形成外科

国立病院機構長崎医療センター　形成外科

獨協医科大学　形成外科・美容外科


