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一般口演

7月6日（木）
第1会場

■ 一般演題1／10：15〜10：57  

「NPWT 1」
座長：多久嶋亮彦 （杏林大学　形成外科）

 

OR01-1 褥瘡に対してNPWTを併用した植皮術を行ってみて
 中部ろうさい病院　形成外科　加藤　友紀

OR01-2 当科における陰圧閉鎖療法の応用について
 神戸大学　医学部　大学院　医学研究科　形成外科学　高須　啓之

OR01-3 SNAP陰圧閉鎖療法システムのこれまでの使用経験
 徳島大学病院　形成外科　毛山　　剛

OR01-4 膿胸手術におけるNPWTの経験
 小牧市民病院　形成外科　堀　　直博

OR01-5 当科におけるOpen abdomen managementの経験
 大坂市立大学大学院医学研究科形成外科学　出口　綾香

OR01-6 小孔付フォームによる陰圧閉鎖固定中の皮膚および創面の血流測定
 信州大学　医学部　形成再建外科学教室　細見　謙登

■ 一般演題2／14：40〜15：15  

「NPWT 2」
座長：安田　　浩 （産業医科大学　形成外科）

 

OR02-1  心臓血管外科手術時のvascular accessに伴う鼠径部リンパ漏に対して局所陰圧
閉鎖療法を用いて治療した2症例

 山梨県立中央病院　赤嶺　周亮

OR02-2  局所皮弁の合併症予防を目的とした新しい創部管理法 　〜closed incision 
Negative Pressure Wound Therapy〜

 東京慈恵会医科大学　形成外科学講座　吉田　拓磨

OR02-3 腔内に連続する開口の小さな漏斗状の皮膚瘻への局所陰圧閉鎖療法の経験
 がん研究会有明病院　倉元有木子

OR02-4 Modified Extended NPWT Closureによる創閉鎖の経験
 千葉大学　医学部　形成・美容外科　山路　佳久

OR02-5 分層採皮創に対する陰圧閉鎖療法の検討
 彦根市立病院　形成外科　伊藤　文人
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第2会場

■ 一般演題3／9：05〜9：47  

「乳房」 
座長：山本　有平 （北海道大学　形成外科）

 

OR03-1 遊離皮弁による乳房再建術後10日目に吻合部破綻をきたした1例
 東京医科歯科大学　形成・再建外科学　森　　弘樹

OR03-2 乳頭乳輪温存乳房全切除およびエキスパンダー挿入時のアプローチ（皮膚切開）
 名古屋市立大学　形成外科　内堀　貴文

OR03-3 放射線照射例に対して乳房インプラントによる再建を試みた症例の検討
 浜松医科大学　医学部　附属病院　形成外科　瀬野尾　歩

OR03-4 抗血栓療法患者にティッシュ・エキスパンダーを用いた乳房再建を試みた経験
 森之宮病院　形成外科　藤原　貴史

OR03-5 抗凝固薬内服開始後に生じた豊胸用乳房インプラント下の血腫形成の一例
 がん・感染症センター　都立駒込病院　形成再建外科　藤井海和子　

OR03-6 乳輪下膿瘍を伴う重度の陥没乳頭に対し乳頭形成を行った1例
 佐賀大学　医学部　形成外科　森川　　綾

■ 一般演題4／15：10〜15：52  

「再建（頭頸部1）」
座長：朝戸　裕貴 （獨協医科大学　形成外科）

 

OR04-1 当院における頭頸部癌術後の瘻孔に対する陰圧閉鎖療法の工夫
 日本医科大学　付属病院　形成外科・再建外科・美容外科　梅澤　裕己

OR04-2  遊離空腸移植及び放射線治療後に難治性瘻孔を合併し、分節型複数茎遊離空腸移植
による再再建を行った症例

 大阪府立成人病センター　形成外科　田島　宏樹

OR04-3 遊離腓骨皮弁による下顎再建術後プレート露出症例の検討
 埼玉医科大学国際医療センター　形成外科　横川　秀樹

OR04-4  摘出困難なプレート下に死腔を伴う頭部皮膚潰瘍の一治療症例遊離大網移植による
充填とNPWTによる植皮の固定

 東京都立広尾病院　形成外科　森田　尚樹

OR04-5 体外茎有茎大胸筋皮弁による頭頸部再建
 大阪府立成人病センター　形成外科　栗田　智之

OR04-6 陳旧性顔面神経麻痺に対する広背筋採取後の漿液腫発生に関するリスク因子解析
 杏林大学　医学部   形成外科　浅野　　悠
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■ 一般演題5／15：52〜16：34  

「再建（頭頸部2）」
座長：岡崎　睦 （東京医科歯科大学　形成外科）

 

OR05-1 下咽頭癌術後に生じた遅発性胃管気管瘻の1例
 公立昭和病院　形成外科　谷川　昭子

OR05-2 採皮創における上皮化遷延因子〜頭頸部再建患者における検討〜
 東京慈恵会医科大学附属病院　形成外科　兒玉　浩希

OR05-3 下眼瞼全層欠損に対してLeone-Hand法（上眼瞼瞼板結膜遊離移植法）を施行した3例
 筑波大学附属病院　形成外科　佐々木正浩

OR05-4 眼瞼部悪性腫瘍の5例の治療経験
 市立奈良病院　再建形成外科　浅香　明紀

OR05-5 後耳介皮弁を用いた外耳道癌切除後の再建
 兵庫医科大学　形成外科　石瀬　久子

OR05-6 頸椎前方固定後に生じた食道瘻孔に対する閉鎖術
 岡山大学病院頭頸部がんセンター　形成再建外科　松本　　洋

■ 一般演題6／16：34〜17：02  

「再建（体幹）」
座長：梶川　明義 （聖マリアンナ医科大学　形成外科）

 

OR06-1 浅外陰部動脈VY進展皮弁と殿溝VY進展皮弁により恥骨外陰部欠損再建を行った1例
 東邦大学医療センター佐倉病院　形成外科　山田佳緒里

OR06-2 薄筋弁により再建した直腸膣瘻の3例
 札幌道都病院　形成外科　池田佳奈枝

OR06-3 人工真皮および分層植皮術による臀部慢性膿皮症の治療経験
 新潟大学医歯学総合病院　形成・美容外科　佐藤　眞帆

OR06-4 シートベルト外傷に起因する広範囲腹壁全層欠損の治療経験
 鹿児島市立病院　形成外科　森岡　康祐
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第3会場

■ 一般演題7／9：05〜9：40  

「感染（重症感染症）」
座長：古川　洋志 （北海道大学　形成外科）

 

OR07-1 上肢の劇症型溶連菌感染症に対し、患肢温存し救命しえた小児の1例
 千葉大学医学部附属病院　形成・美容外科　安田紗緒里

OR07-2 腸腰筋膿瘍から発生したガス壊疽の1例
 徳島赤十字病院　形成外科　清家　卓也

OR07-3 背部壊死性筋膜炎の5例
 苫小牧日翔病院　形成外科　吉田　哲也

OR07-4 慢性皮膚潰瘍に合併したMRSA腎炎の2例
 北里大学病院　形成外科・美容外科　岩川さおり

OR07-5 肝臓が露出した手術部位感染症に対する局所陰圧閉鎖療法の経験
 がん研有明病院　形成外科　倉元有木子

■ 一般演題8／9：40〜10：15  

「感染（疫学）」
座長：島田　賢一 （金沢医科大学　形成外科）

 

OR08-1 形成外科外来日帰り手術で抗生剤は必要か？
 市立奈良病院　形成外科　大谷　一弘

OR08-2 POT法を用いたMRSA院内伝播の解析と感染対策
 福井大学　医学部附属病院　形成外科　峯岸　芳樹

OR08-3 頭頸部再建後の頸部SSIと原発巣切除断端
 東京慈恵会医科大学附属病院　形成外科学講座　牧野陽二郎

OR08-4 当院における5年間の尿膜管遺残症の細菌学的考察
 JA長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　形成外科　上原　理恵

OR08-5 四肢体幹部リンパ管静脈奇形患者における蜂窩織炎とリンパ球分画の推移について
 杏林大学　医学部　形成外科　岩科　裕己



45

■ 一般演題9／10：15〜10：50

「感染（その他）」 
座長：垣淵　正男 （兵庫医科大学　形成外科）

 

OR09-1 当科での開頭術後感染に対する治療方針について
 近畿大学　医学部　形成外科　諸富　公昭

OR09-2 NPWTが有用であった化膿性胸鎖関節炎の経験
 宝塚市立病院　形成外科　中山　真紀

OR09-3 化膿性骨髄炎に対する排膿散及湯の有用性と適応についての検討
 筑波大学　医学医療系　形成外科　佐々木　薫

OR09-4  脛骨慢性骨髄炎に対して有茎腓骨弁による再建と創内持続陰圧洗浄療法（IW-
CONPIT）により治癒し得た1例

 宮崎大学　形成外科　大石　　王

OR09-5 デブリードマン術後右室壁損傷による大出血を来たしたが救命し得た縦隔炎の1例
 新東京病院　形成外科　吉田　龍一

■ 一般演題10／13：40〜14：29  

「熱傷」
座長：仲沢　弘明 （日本大学　形成外科）

 

OR10-1 当院における低温熱傷の検討
 山形県立中央病院　形成外科　齋藤　八十

OR10-2 高齢者の熱傷治療
 市立宇和島病院　形成外科　野澤　竜太

OR10-3 下肢熱圧損傷に対する熱傷深度診断と治療
 手稲渓仁会病院　形成外科　七戸　龍司

OR10-4 爆損傷（blast injury）による外傷性異物の治療経験
 日本大学　医学部　形成外科学系形成外科学分野　堀米　迪生

OR10-5 セメントによるアルカリ性化学熱傷の症例
 市立東大阪医療センター　石原　崇圭

OR10-6 フッ化水素酸による手指化学熱傷の1例
 製鉄記念広畑病院　形成外科　吉武　　優

OR10-7 水酸化ナトリウム含有洗浄液による化学損傷から陰茎包皮の瘢痕拘縮を来した1例
 群馬大学医学部附属病院　形成外科　辻本　賢樹
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■ 一般演題11／14：29〜15：18 

「褥瘡・難治性潰瘍（四肢他）」
座長：上村　哲司 （佐賀大学　形成外科）

 

OR11-1 下肢静脈性潰瘍に対する遊離皮弁移植と植皮法との成績の比較検討
 地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院　舘　　一史

OR11-2 コレステロール塞栓症による下腿難治性潰瘍の2症例
 帝京大学　医学部　形成外科　岡田　美穂

OR11-3 補助循環法後に形成外科的な介入が必要となった2症例
 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　大里　健作

OR11-4 表層異物感染に伴う頭皮難治性潰瘍拡大の1例
 東京女子医科大学　形成外科　長田　篤祥

OR11-5 遊離皮弁により治療し得た皮膚石灰沈着症を伴う頭部難治性潰瘍の1例
 筑波大学　医学医療系　形成外科　赤澤　俊文

OR11-6  若年性皮膚筋炎患者における多発性増殖性石灰沈着症の治療経験　　　　　　　　 
－パルス洗浄装置の応用－

 北海道大学　医学部　形成外科　藤田　宗純

OR11-7 近位型カルシフィラキシスに対するチオ硫酸ナトリウムの使用経験
 宝塚市立病院　形成外科　上野 一樹

■ 一般演題12／15：18〜16：07 

「重症下肢虚血 1」
座長：深水　秀一 （浜松医科大学　形成外科）

 

OR12-1  糖尿病性腎症による透析患者の足の創傷をカテーテルと小切断で治療後に歩行可能
になった症例の転帰

 国際医療福祉大学三田病院　形成外科　松崎　恭一

OR12-2 下肢切断を行った重症下肢虚血患者の予後に関する准高齢者と高齢者の比較
 聖隷三方原病院　形成外科　平井　優樹

OR12-3 足壊疽に対する小切断手術における創治癒遅延のリスクファクター
 鳥取大学医学部附属病院　形成外科　福岡　晃平

OR12-4 AID conceptに基づいたCLI治療
 八尾徳洲会総合病院　形成外科・創傷ケアセンター　綾部　　忍

OR12-5 四肢潰瘍治療における皮膚灌流圧測定の有用性について
 長崎大学病院　形成外科　大石　正雄

OR12-6 皮膚還流圧（SPP）と経皮的酸素分圧（TcPO2）の透析による影響の比較検討
 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院　形成外科　東盛　貴光

OR12-7 重症下肢虚血におけるマゴットセラピー　〜形成外科医の立場から
 新東京病院　形成外科　西嶌　暁生
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■ 一般演題13／16：07〜16：56

「重症下肢虚血 2」
座長：元村　尚嗣 （大阪市立大学　形成外科）

 

OR13-1 組織欠損の点数化による足壊疽のデブリードマンの評価
 岡崎市民病院　形成外科　加藤　剛志

OR13-2 高気圧酸素療法による難治性下肢潰瘍の予後改善効果
 日本医科大学付属病院　形成外科　佐野　仁美

OR13-3  虚血肢血流改善の試み：体外式陰圧吸引療法External Negative Pressure 
Dressing ：ENPD　　

 湘南鎌倉総合病院　形成外科　美容外科　近藤　謙司

OR13-4 CLI患者の治療の限界（股関節離断に至った1例）
 池友会　新小文字病院　形成外科　木股　完仁

OR13-5 バージャー病に伴う足潰瘍に対する高気圧酸素療法の治療経験
 亀田総合病院　形成外科　田邉　裕美

OR13-6 佐賀大学下肢救済カンファレンスにおける栄養評価
 佐賀大学　医学部附属病院　形成外科　川野　啓成

OR13-7 CLIにおける下肢血管と移植組織血管のネットワーク形成および相互作用
 東京医科歯科大学大学院　形成・再建外科学分野　田中顕太郎
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7月7日（金）
第1会場

■ 一般演題14／10：15〜10：57  

「感染（人工物）」
座長：橋本　一郎 （徳島大学　形成外科）

 

OR14-1  広背筋弁と大胸筋弁を組み合わせて広範な胸部大動脈人工血管置換後感染を
救済した1例

 信州大学　医学部　形成再建外科学教室　安永　能周

OR14-2 ペースメーカー関連感染における水圧ナイフとNPWTを利用した治療例
 旭川赤十字病院　形成外科　丹代　　功

OR14-3  放射線照射既往のある乳房再建インプラントMRSA感染を持続陰圧洗浄で制御した
1例

 千葉大学形成外科　窪田　吉孝

OR14-4  下肢の著しい浮腫を伴う肥満患者における膝人工関節感染後の再置換手術に
腓腹筋弁を使用した1例

 愛知医科大学病院　茂利　真美

OR14-5 植え込み型心臓デバイス（CIEDシステム）感染に対する治療戦略
 横浜市立大学　医学部　形成外科　鍵本慎太郎

OR14-6 補助人工心臓に関連した難治性創傷に対する治療法の検討
 大阪大学　医学部　形成外科　野守美千子

■ 一般演題15／16：25〜17：07 

「新しい治療 」
座長：清家　志円 （大阪大学　形成外科）

 

OR15-1 ヒト羊膜同種移植片（ EpiFix ）を用いた糖尿病性足潰瘍における創治癒効果の研究
 福岡大学　医学部　形成外科　大山　拓人

OR15-2  腹部皮弁挙上後の腹壁欠損におけるノットフリー縫合デバイス（STRATAFIX®）の
使用経験と有用性について

 大阪大学　医学部　形成外科　安田　祥子

OR15-3 腱移行術におけるソフトアンカーシステムの有用性
 東京西徳洲会病院　形成外科　寺部　雄太

OR15-4 耳介後面から採取する軟骨を含まない複合組織の移植
 西神戸医療センター　形成外科　小熊　　孝

OR15-5 リサイクル植皮の経験
 島根県立中央病院　形成外科　貝田　　亘

OR15-6  膝上切開法によるLVAで治癒が得られた重症下肢リンパ浮腫に伴う両側下腿広範囲
リンパ漏の一例

 聖マリアンナ医科大学　形成外科　関　　征央
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第2会場

■ 一般演題16／10：15〜10：50 

「新鮮創傷」
座長：黒川　正人 （熊本赤十字病院　形成外科）

 

OR16-1 四肢剥脱創に対するキルティング縫合の有用性
 浜松医科大学　形成外科　水上　高秀

OR16-2 術中ICG蛍光造影評価が有用であった外傷外科治療の2例
 三重大学医学部附属病院　古屋　恵美

OR16-3 2度目の陰茎切断に対して再接着術を行った1例
 杏林大学　医学部　形成外科　藤木　政英

OR16-4 当院における労災外傷症例の検討
 六甲アイランド甲南病院　形成・美容外科　芝岡　美枝

OR16-5 血管奇形病変からの出血に対する治療法の検討
 杏林大学　医学部　形成外科　尾崎　　峰

■ 一般演題17／13：20〜13：55 

「再建（下肢・その他）」
座長：鳥山　和宏 （名古屋市立大学　形成外科）

 

OR17-1 膝部皮膚欠損に対する内/外側上膝動脈穿通枝皮弁の検討
 埼玉医科大学病院　形成外科・美容外科　宮崎　春野

OR17-2 頭部・下腿足部皮膚欠損に対する双茎皮弁の経験
 仙台市立病院　形成外科　小坂　和弘

OR17-3 遊離腹直筋皮弁術後24年で皮弁壊死を認めた1例
 九州中央病院　形成外科　井上　真衣

OR17-4 外側大腿回旋動脈下行枝をvascular graftとして用いた2例
 川崎医科大学　形成外科学教室　戎谷　昭吾

OR17-5  感染性胸部下行大動脈瘤破裂の1救命例　前鋸筋・広背筋連合皮弁による人工血管
被覆の経験

 京都第二赤十字病院　形成外科　武田　孝輔
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■ 一般演題18／14：00〜14：49 

「頭部・顔面外傷 1」
座長：上田　晃一 （大阪医科大学　形成外科）

 

OR18-1 Growing skull fractureに対する頭蓋再建術式の選択
 東京都立小児総合医療センター　形成外科　長谷川祐基

OR18-2 新鮮顔面骨骨折治療におけるRED systemの有用性
 長崎大学　医学部　形成外科　矢野　浩規

OR18-3 衝撃を受ける部位に応じた前頭骨骨折パターンの究明
 香川大学　医学部　形成外科学講座　永竿　智久

OR18-4 頬骨骨折におけるソニックウェルドRxシステムの有用性
 東名厚木病院　形成外科　河内　　司

OR18-5 競艇事故による頭蓋顔面外傷に対する治療経験
 大阪医科大学　医学部　形成外科　廣田　友香　

OR18-6 Swinging eyelid approachにおける適応症例の検討
 和歌山県立医科大学　医学部　形成外科　和田　仁孝

OR18-7 当院における頬骨骨折に対する固定法の検討
 藤田保健衛生大学　医学部　形成外科　大西　智子

■ 一般演題19／14：49〜15：31 

「頭部・顔面外傷 2」
座長：小室　裕造 （帝京大学　形成外科）

 

OR19-1 CT所見が明瞭ではない閉鎖型眼窩骨折に対して手術を施行した2例
 岐阜県総合医療センター　形成外科　小野　昌史

OR19-2 内側直筋が絞扼した眼窩内側壁骨折の稀な一例
 新東京病院　形成外科　美容外科　長野　寿人

OR19-3 長期経過を経てシリコンシートにより異物反応を生じた眼窩壁骨折の2例
 北海道大学　形成外科　伊藤　梨里

OR19-4 二輪車外傷によるブローアウト骨折の経験
 埼玉医科大学　総合医療センター　形成外科　中山　大輔

OR19-5 外傷後球後出血による急激な視力低下に対して発症8時間後の減圧術が著効した1例
 日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科　森本　摩耶

OR19-6 眼窩壁骨折における手術適応についての検討
 福井赤十字病院　形成外科　吉見　育馬
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■ 一般演題20／15：36〜16：04 

「頭部・顔面外傷 3」
座長：三川　信之 （千葉大学　形成外科）

 

OR20-1 外傷性鼻涙管閉塞に対する涙嚢鼻腔吻合術の工夫
 北海道大学　医学部　形成外科　石川　耕資

OR20-2 鼻中隔前端の湾曲による鼻閉に対するseptal batten graftの有効性と限界
 岐阜大学　医学部附属病院　形成外科　加藤　久和

OR20-3 顔面多発骨折におけるオトガイ下挿管の有用性
 東名厚木病院　形成外科　大島　直也

OR20-4 顔面外傷primaryからscar治療まで
 湘南鎌倉総合病院　形成外科　美容外科　山下　理絵

■ 一般演題21／16：04〜16：53 

「その他」
座長：加藤　久和 （岐阜大学　形成外科）

 

OR21-1 広範囲に生じたビスホスホネート系薬剤関連顎骨壊死（BRONJ）の治療経験
 北海道大学　医学部　形成外科　石川　耕資

OR21-2 広範な先天性頭皮頭蓋骨欠損症例の口蓋形成術時における頭部固定の工夫
 北海道大学　医学部　形成外科　前田　　拓

OR21-3 減張縫合で植皮片を救済し得た1症例
 慶應義塾大学医学部　形成外科学教室　酒井　成貴　

OR21-4 オープントリートメントにおける創閉鎖までの日数：近似曲線による予測
 慧明会　貞松病院　形成外科　田中　直樹

OR21-5 耳垂に生じた筋線維芽細胞肉腫（myofibroblastic sarcoma）の1例
 福岡大学医学部　形成外科　渕上　淳太

OR21-6 尿膜管遺残に臍ヘルニアを合併した1例
 東名厚木病院　形成外科　大塲　　純

OR21-7 腹腔鏡下手術後に、大網ヘルニアを来した一例
 聖マリアンナ医科大学　医学部　形成外科　武内　嵩幸
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第3会場

■ 一般演題22／8：55〜9：44 

「褥瘡・難治性潰瘍（体幹）」
座長：大浦　紀彦 （杏林大学　形成外科）

 

OR22-1 慢性膿皮症切除後の植皮片の生着過程の検討
 北海道大学　医学部　形成外科　村尾　尚規

OR22-2 慢性膿皮症に対して戻し植皮を行った経験
 横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科　奥山　智輝

OR22-3 毛巣洞手術に対する局所陰圧閉鎖療法の応用
 東邦大学　医療センター大森病院　形成外科　中道　美保

OR22-4 放射線潰瘍8例の治療経験
 名古屋第一赤十字病院　形成外科　林　　祐司

OR22-5 術後難治性髄液漏に対し鎮静下の体位・ドレーン管理で治癒を認めた1例
 東京都立小児総合医療センター　形成外科　繼　　　渉

OR22-6 二分脊椎患者の小児期に生じた褥瘡の管理
 福岡市立こども病院　形成外科　塚本　　歩

OR22-7 在宅療養患者の褥瘡再建手術における地域医療連携を考える　
 トヨタ記念病院　形成外科　岡本　泰岳

■ 一般演題23／9：44〜10：19 

「四肢・爪の創傷（皮弁）」
座長：松田　　健 （新潟大学　形成・再建外科）

 

OR23-1 指側方に作成した皮弁を用いた爪周囲に生じた指粘液嚢腫の治療
 福島県立医科大学　形成外科　大河内真之

OR23-2 Thenar perforator flapによる第1指間形成術
 横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科　小池　智之

OR23-3 両側複数指指尖部欠損に対する足内側皮弁による再建の経験
 東京女子医科大学　形成外科　亀井　　航

OR23-4 足背部からの皮弁採取による術後合併症の検討
 関西電力病院　形成再建外科　松本　紘子

OR23-5 踵部再建に遠位茎腓腹皮弁を行った2例
 久留米大学形成外科・顎顔面外科　右田　　尚
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■ 一般演題24／10：19〜10：54 

「四肢・爪の創傷（足・爪）」
座長：松村　　一 （東京医科大学　形成外科）

 

OR24-1 足の再建には足の皮膚が良い〜NPWTとfillet flapの併用による糖尿病足の治療〜
 八尾徳洲会総合病院　形成外科・創傷ケアセンター　綾部　　忍

OR24-2 異なる治療経過をたどった糖尿病性Charcot関節の2例
 大阪府済生会野江病院　國枝　桜子

OR24-3 急性下肢虚血により下腿前方コンパートメントの筋壊死を生じた一例
 三田市民病院　形成外科　小泉 郷士

OR24-4  足底潰瘍に対しnegative pressure wound therapyとtotal contact castを
併用して治療を行った1例

 中京病院　樋口 慎一

OR24-5 年に2回の施術により、疼痛コントロール可能な巻き爪ワイヤー治療法
 聖マリアンナ医科大学　医学部附属病院　菅谷 文人

■一般演題25／13：20〜14：09 

「四肢・爪の創傷（手）」
座長：田中　克己 （長崎大学　形成外科）

 

OR25-1 Brent法にて再接着した切断指の萎縮への対応
 松寿会共和病院　形成外科　北山　稔大

OR25-2 手指外傷における持続動脈注入療法の有用性
 近畿大学医学部　形成外科　楠原　廣久

OR25-3 犬咬傷による基節骨開放骨折の1例
 川崎病院　形成外科　後村　大祐

OR25-4 外傷性両側母指欠損に対して両側示指母指化を行った1例
 筑波大学医学医療系　形成外科　佐々木　薫

OR25-5 当院における手指化膿性腱鞘炎に対する治療成績の検討
 金沢医科大学　形成外科　柳下 幹男

OR25-6 perifascial areolar tissueを用いた手指皮膚欠損創の新たな治療戦略
 金沢医科大学　形成外科　山下　明子

OR25-7 当科における上肢major amputationの検討
 仙台医療センター形成外科・手外科　鳥谷部荘八
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■ 一般演題26／14：14〜15：03 

「瘢痕・ケロイド」
座長：横尾　和久 （愛知医科大学　形成外科）

 

OR26-1 前腕リストカットに対する植皮による治療経験
 新潟大学医歯学総合病院　形成・美容外科　渡邉　玲子

OR26-2 浅側頭筋膜弁と肋軟骨移植により再建した耳介熱傷瘢痕拘縮の一例
 愛知医科大学　形成外科　永田亜矢子

OR26-3 気管切開後瘢痕に対するPerifascial areolar tissue（PAT）の有用性について
 近畿大学　医学部　形成外科学教室　平野　成彦

OR26-4  熱傷後頚部瘢痕拘縮に対して、人工真皮インテグラ®とSpecial skin grafting を
併用した1例

 獨協医科大学　形成外科学　高田　悟朗

OR26-5 エコーで評価するケロイドの治療経過
 京都大学医学研究科　形成外科　綾　　梨乃

OR26-6 マルチビーム走査電子顕微鏡を用いたケロイド組織全体像の解析
 慶應義塾大学　形成外科　荒牧　典子

OR26-7 sulforaphaneはケロイド線維芽細胞の細胞増殖およびコラーゲン産生を抑制する
 京都府立医科大学　医学部　形成外科　河原崎彩子

■ 一般演題27／15：03〜15：38 

「持続洗浄」
座長：力丸　英明 （久留米大学　形成外科・顎顔面外科）

 

OR27-1  RENASYS式IW-CONPIT：局所陰圧閉鎖療法用デバイスを用いた創内持続陰圧
洗浄療法への応用

 久留米大学　医学部　形成外科・顎顔面外科　山内　大輔

OR27-2 RENASYS創傷治療システムを用いた 新しい持続陰圧洗浄療法
 東京医科大学病院　形成外科　小宮　貴子

OR27-3 腹部壊死性筋膜炎後潰瘍に持続灌流陰圧閉鎖療法（NPWT）を施行した1例
 金沢医科大学　医学部　形成外科　川村　　亮

OR27-4 当院での腹部SSI治療の現状と対策
 徳島県立中央病院　形成外科　岡部　　寛

OR27-5  腸瘻を伴う腹部SSI創に対してopen abdomenとNPWT irrigationにて創管理を
行った1例

 金沢医科大学　医学部　形成外科　島田　賢一
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■ 一般演題28／15：43〜16：53 

「基礎研究」
座長：前川　二郎 （横浜市立大学　形成外科）

 

OR28-1 培養脂肪組織由来幹細胞移植を用いた再生医療の取組み
 琉球大学医学部附属病院　久場　良吾

OR28-2 micro dermal graftの培養表皮生着促進効果に関する検討
 日本大学医学部　形成外科　副島　一孝

OR28-3  破骨細胞形成抑制環状ペプチド（W9ペプチド）によるヒト脂肪幹細胞の骨分化作用
について

 大阪医科大学　形成外科　大槻　祐喜

OR28-4 胎児皮膚創傷治癒におけるFGFR1、FGFR2の発現
 慶應義塾大学　薬学部　薬学科　松丸 ののか

OR28-5  Proline-Hydroxy Proline（Pro-Hyp）腹腔内投与によるマウス腹壁切開後の創傷
治癒促進効果

 福岡大学　薬学部　医薬品情報学教室　木村　公彦

OR28-6 医療用ウジ療法における血管内皮細胞増殖因子の役割
 東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科　鈴木みなみ

OR28-7 当科での簡易的熱傷マウス作製法
 浜松医科大学　医学部　附属病院　松下　友樹

OR28-8 超音波を用いた慢性創傷の定量評価の試み
 千葉大学医学部　形成外科　秋田　新介

OR28-9 肉芽組織の細胞増殖を阻害する因子：Ki67免疫染色と重回帰分析による検討
 埼玉医科大学　医学部　形成外科　佐藤　智也

OR28-10 ヒツジ熱傷モデルにおける培養表皮移植研究
 東京女子医科大学　形成外科　猪原　康司


