
一般口演



8：30～9：10 surgical site infection

座長：埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科 三鍋 俊春

OR-1-1 Surgical Site Infection発症後の治療期間と我々の治療戦略

東京医科大学病院 形成外科 井田夕紀子

OR-1-2 当院での感染合併型難治性潰瘍治療の検討

福井赤十字病院 神野 千鶴

OR-1-3 帝王切開術後の手術部位感染に対する治療上の問題点について

国立病院機構岡山医療センター 形成外科 末延 耕作

OR-1-4 胸骨骨髄炎の治療アルゴリズムに対する検討

熊本赤十字病院 形成外科 渡邊 英孝

OR-1-5 壊死性筋膜炎７症例の検討

静岡済生会総合病院 形成外科 尹 琇暎

9：10～9：50 感染

座長：昭和大学 形成外科 吉本 信也

OR-2-1 重傷下肢虚血における人工血管感染に対する治療経験

岡山医療センター 形成外科 高田 温行

OR-2-2 慢性創傷における深在性 candida感染症の２例

神戸大学 形成外科学 本庄 桂子

OR-2-3 Klebsiella pneumoniaeによる頸部体幹の半身に及ぶ広範囲壊死性筋膜炎の１例

信州大学 形成再建外科 柴 將人

OR-2-4 広範な蜂窩織炎様皮疹を呈した全身型クリプトコッカス症

倉敷中央病院 形成外科 中谷 浩子

OR-2-5 内因性嫌気性菌フゾバクテリウムによる全身多発膿瘍の１例

北里大学 形成外科・美容外科 熊澤 憲一

9：50～10：30 下肢創傷１

座長：岡山大学 形成再建外科 木股 敬裕

OR-3-1 コンパートメント症候群後の難治性下腿潰瘍に対し創内持続陰圧洗浄療法とmaggot療法

を併用した１例

久留米大学 形成外科・顎顔面外科 植木 翔也

OR-3-2 受傷後二週間を経過してから治療を開始し、二つ折り右遊離腓骨皮弁にて再建した左下腿

開放骨折の一例

埼玉医科大学 国際医療センター 形成外科 横川 秀樹

OR-3-3 下肢開放性骨折の遊離皮弁再建において blind loop techniqueを用いた１症例

香川大学 形成外科 小田 敦司

OR-3-4 リンパ漏を伴う下肢難治性慢性創傷に対する LVA

大分三愛メディカルセンター 形成外科 浜田 裕一
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OR-3-5 大伏在静脈採取手術後に生じたリンパ漏を伴う下腿難治性潰瘍に対するリンパ管機能検査

結果に応じた治療計画

千葉大学 形成外科 秋田 新介

10：30～11：10 下肢創傷２

座長：兵庫医科大学 形成外科 垣淵 正男

OR-4-1 当院における糖尿病性足病変患者の統計

福岡徳洲会病院 形成外科 今泉 敏史

OR-4-2 チーム医療による難治性足潰瘍の治療成績の検討

国立病院機構九州医療センター 形成外科 井野 康

OR-4-3 重症下肢虚血に対する下肢大切断症例の検討

獨協医科大学 形成外科 梅川 浩平

OR-4-4 当センターにおける下肢大切断症例の検討

時計台記念病院 形成外科・創傷治療センター 内山 英祐

OR-4-5 壊死の局在に着目した壊死性筋膜炎の分類と治療

高砂市民病院 形成外科 小熊 孝

13：20～14：00 基礎研究

座長：信州大学 形成外科 松尾 清

OR-5-1 家兎を用いた肋軟骨採取後の軟骨膜温存軟骨再生過程の組織学的検討

金沢医科大学 形成外科 小室 明人

OR-5-2 抗生剤含有リン酸カルシウム骨ペースト―ラットを用いた感染予防効果の検討―

東京医療センター 形成外科 落合 博子

OR-5-3 感染創における大網および筋弁の抗感染作用

名古屋大学 形成外科 鳥山 和宏

OR-5-4 ヒト真皮線維芽細胞の分化能評価

大阪医療センター 形成外科 吉龍 澄子

OR-5-5 血清由来Nanoparticleの創傷治癒への影響

兵庫医科大学 形成外科 河合建一郎

14：00～14：40 瘢痕・ケロイド

座長：東海大学 形成外科 宮坂 宗男

OR-6-1 幅広い瘢痕拘縮に対する新しいＺ形成術

札幌医科大学 形成外科 山下 建

OR-6-2 気管切開後の瘢痕拘縮に対する治療経験

近畿大学 形成外科 諸富 公昭

OR-6-3 外傷性瘢痕に対する当科でのフラクショナル炭酸ガスレーザー治療

東京女子医科大学 形成外科 長田 篤祥
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OR-6-4 ULTRA Pulse 炭酸ガスレーザーを用いた熱傷後肥厚性瘢痕の治療経験

関西医科大学 形成外科 吉原 正宣

OR-6-5 形成外科医即ち皮弁術が golden standardというわけではありません。形成外科医だからこ

その単純縫縮の決断

豊見城中央病院 形成外科 顎顔面外科 美容外科 峯 龍太郎

15：40～16：20 再建

座長：香川大学 形成外科 田中 嘉雄

OR-7-1 外傷性顔面神経麻痺に対する一治療例

福島県立医科大学 形成外科 桑田 知幸

OR-7-2 再建術に於ける二次修正術の重要性

沖縄県立中部病院 形成外科 石田 有宏

OR-7-3 当科における有茎前外側大腿皮弁を用いた再建の検討

岩手医科大学 形成外科 工藤 信

OR-7-4 浅頚動脈穿通枝皮弁（SCAP flap）による創傷再建の検討

北村山公立病院 形成外科 天海 恵子

OR-7-5 冠動脈バイパス術後に発症した胸骨骨髄炎に対する治療法の選択

藤田保健衛生大学 形成外科 大杉 育子
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9：00～9：40 褥瘡・難治性潰瘍１

座長：東京医科歯科大学 形成外科 岡崎 睦

OR-8-1 当院手術室における小児褥瘡発生の現状と問題点

順天堂大学 形成外科 古元 将和

OR-8-2 粒子線治療に伴う難治性皮膚潰瘍の治療戦略

明和病院 形成外科 芝岡 美枝

OR-8-3 褥瘡から発症した非クロストリジウム性ガス壊疽症例の分析

北海道大学 形成外科 村尾 尚規

OR-8-4 関節リウマチ患者に生じた皮膚潰瘍の治療

医誠会病院形成・美容外科 創傷治療センター 仲野 雅之

OR-8-5 先天性赤芽球性ポルフィリン症皮膚病変20年の経過

長崎大学 形成外科 矢野 浩規

9：40～10：20 褥瘡・難治性潰瘍２

座長：東京女子医科大学 形成外科 櫻井 裕之

OR-9-1 術中 ICG蛍光造影法を用いた足病変の局所評価

その１ デブリドマンの範囲の決定

佐賀大学 形成外科 信太 薫

OR-9-2 褥瘡・下腿潰瘍に対する多血小板血漿療法の臨床経験

東邦大学医療センター 大橋病院 形成外科 平田 晶子

OR-9-3 難治性皮膚潰瘍に対する多血小板血漿療法の経験

京都第一赤十字病院 形成外科 藤村 大樹

OR-9-4 足趾潰瘍・壊死病変の痛みに対する治療

八尾市立病院 形成外科 三宅ヨシカズ

OR-9-5 糖尿病性潰瘍と末梢動脈疾患患者に対するフットウェアの留意点

～装具外来の経験を経て～

順天堂大学 形成外科 田中 里佳

10：20～11：00 褥瘡・難治性潰瘍３

座長：大阪市立大学 形成外科 原田 輝一

OR-10-1 Claw toeに対する手術方法

市立小野市民病院 形成外科 藤井 美樹

OR-10-2 重症下肢虚血の足趾断端形成における皮膚切開の工夫

神戸大学 形成外科 櫻井沙由理

OR-10-3 創傷再建における穿通枝の利用について

日本医科大学 形成外科 石井 暢明

OR-10-4 坐骨部褥瘡に慢性骨髄炎を合併した脊損患者への再建手術の検討

大分大学 形成外科 清水 史明
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OR-10-5 虚血肢の難治性下腿潰瘍に対してバイパス手術後に二期的に遊離組織移植術を行う際の

吻合血管の選択

東京医科歯科大学 形成外科 田中顕太郎

11：00～11：40 褥瘡・難治性潰瘍４

座長：東北大学 形成外科 館 正弘

OR-11-1 開頭術後の頭部難治性潰瘍

藤田保健衛生大学 形成外科 井上 義一

OR-11-2 開頭術後創傷治癒遅延に対する形成外科的再建手術

東京都立広尾病院 形成外科 内野秀太郎

OR-11-3 粘液貯留性疾患に対する人工真皮による治療

福島県立医科大学 形成外科 梶川 明義

OR-11-4 Perifascial Areolar Tissue(PAT)graftの様々な使用法とその有用性について

順天堂大学 形成外科 林 礼人

OR-11-5 皮下ポケット内にグラニューフォームを挿入しVACシステムを用いて効果的に創治癒を

得た症例

帝京大学 形成外科 上原 恵理

13：40～14：20 新鮮創傷

座長：大阪医科大学 形成外科 上田 晃一

OR-12-1 bFGF製剤（フィブラストスプレー）を用いた四肢剥脱創治療の工夫

東京女子医科大学八千代医療センター 形成外科 松峯 元

OR-12-2 アルギン酸塩被覆材を併用した網状植皮術の試み

長野赤十字病院 形成外科 柳澤 大輔

OR-12-3 爪下血腫後の開窓部の移動を指標とした、爪の伸び方の予測

慧明会 貞松病院 形成外科 田中 直樹

OR-12-4 小児エプロン熱傷の受傷機転と臨床像

東京女子医科大学東医療センター 形成外科 長谷川祐基

OR-12-5 熊による顔面外傷の治療経験

福井大学 形成外科 安田 聖人

14：20～15：00 熱傷

座長：日本大学 形成外科 仲沢 弘明

OR-13-1 手・足部特殊熱傷に対する皮弁移植を中心とした当科の取り組み

旭川厚生病院 形成外科 七戸 龍司

OR-13-2 乳幼児深達性２度熱傷に対するトラフェルミン製剤の多施設研究―有効性と安全性に関

する検討―

東京女子医科大学 東医療センター 形成外科 森田 尚樹
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OR-13-3 顔面深達性二度熱傷に対する bFGF製剤の有用性について

苫小牧日翔病院 形成外科 吉田 哲也

OR-13-4 遊離皮弁移植術を用いた熱傷後再建例の検討

東京女子医科大学 形成外科 猪原 康司

OR-13-5 当院における医原性熱傷症例の検討

岐阜県立多治見病院 形成外科 風戸 孝夫

15：00～15：40 手技・その他１

座長：名古屋大学 形成外科 亀井 譲

OR-14-1 遊離空腸移植後のリーク部検索における ICG蛍光造影の有用性

岩手医科大学 形成外科 長尾 宗朝

OR-14-2 遊離空腸移植における空腸粘膜障害と再生過程に関する検討

日本大学 形成外科 樫村 勉

OR-14-3 リンパ浮腫の診断・評価における超音波エラストグラフィ法の応用

筑波メディカルセンター病院 乳腺科 佐々木京子

OR-14-4 瘻孔閉鎖に対する我々の戦略 ～直腸癌術後に生じた直腸膣瘻を例として～

大阪大学 形成外科 金澤 成行

OR-14-5 乳房再建における Tissue Expander使用上の小工夫

癌研有明病院 形成外科 矢島 和宜

15：40～16：20 手技・その他２

座長：杏林大学 形成外科 多久嶋亮彦

OR-15-1 新しい治療法―CGF（Concentrated Growth Factors）療法―

今給黎総合病院 形成外科 高木 信介

OR-15-2 bFGF徐放性人工真皮を用いた一期的植皮術の検討

京都大学 形成外科 森本 尚樹

OR-15-3 V.A.C.ATS 治療システムと人工真皮を併用した治療経験

前橋赤十字病院 形成外科・美容外科 小野寺剛慧

OR-15-4 旧日本軍衛生史料にみる戦時下の創傷治療

防衛医科大学校 形成外科 山本 直人

OR-15-5 創傷管理の研修医教育における形成外科医の役割

健和会 大手町病院 形成外科 石井 義輝
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