プログラム
月
日

2017 年 12 月 7 日（木）第 1 会場：4F 蘭玉

12

開会式

9:00 〜 9:10

7

シンポジウム 1

9:10 〜 10:40

神経再建術後に脳の可塑性はあるか？
座長：上田 和毅（寿泉堂綜合病院形成外科）
平田 仁（名古屋大学医学部手の外科）

S1-1

末梢神経障害により誘発される脳の可塑的変化
平田 仁（ひらた ひとし）

P67

名古屋大学医学部手の外科

S1-2

対側第７頸髄神経根移行術：機能回復と脳活動部位の変化
柿木 良介（かきのき きょうすけ）

P67

近畿大学医学部整形外科学教室

S1-3

局所麻酔下の腱移行術からみた脳の可塑性
森谷 浩治（もりや こうじ）

P68

一般財団法人新潟手の外科研究所

S1-4

神経再建術後に脳の可塑性はあるか？
～舌下神経－顔面神経クロスリンク型神経移植術の経験から考察する～
橋川 和信（はしかわ かずのぶ）

P68

神戸大学大学院医学研究科形成外科学

S1-5

顔面神経麻痺再建術後の笑いの経時的変化から見る脳の可塑性に関する検討
林 明照（はやし あきてる）

P69

東邦大学医療センター佐倉病院形成外科

S1-6

二重神経支配型遊離筋肉移植による笑いの再建と脳の可塑性：functional MRI による検討
成田 圭吾（なりた けいご）

P69

杏林大学医学部形成外科

招待講演

10:50 〜 11:50

台湾におけるマイクロサージャリーの発展
座長：中塚 貴志（埼玉医科大学形成外科）

History of Microsurgery in Taiwan, History of Mayo Clinic-Chang Gung
Combined Symposium, and History of Nerve Reconstruction in Taiwan
David C Chuang, MD (Taiwan)

P58

Department of Plastic Surgery, Chang Gung Memorial Hospital

21

プログラム
月
日

12

ランチョンセミナー 1

7

12:00 〜 13:00
座長：五谷 寛之（大阪掖済会病院手外科外傷マイクロサージャリーセンター）

LS1

デュプイトレン拘縮の up to date – 手術療法 vs 酵素注射療法
山本 美知郎（やまもと みちろう）

P97

名古屋大学個別化医療技術開発講座

共催：旭化成ファーマ株式会社

総会

13:10 〜 13:40

シンポジウム 2

13:40 〜 15:10

超薄皮弁（その定義と、種類）
座長：大西 清（東邦大学形成外科）

S2-1

血管解剖から見た超薄皮弁
今西 宣晶（いまにし のぶあき）

P70

慶應義塾大学医学部解剖学教室

S2-2

薄い皮弁の種類と実際
小川 令（おがわ れい）

P70

日本医科大学形成外科

S2-3

われわれが経験してきた薄皮弁の種類とその臨床応用例
齋藤 昌美（さいとう まさみ）

P71

福島県立医科大学形成外科

S2-4

四肢露出部における薄鼠径皮弁の適用
田中 克己（たなか かつみ）

P71

長崎大学医学部形成外科

S2-5

Pure skin perforator（PSP) をもちいた超薄皮弁の血行動態とその応用
成島 三長（なるしま みつなが）

P72

三重大学医学部形成外科

特別企画

15:20 〜 16:20

マイクロサージャリーをささえる町工場
共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

イブニングセミナー 1

17:00 〜 18:00
座長：田中 克己（長崎大学医学部形成外科）

ES1

3D ビデオ顕微鏡の未来と高精細高倍率顕微鏡との比較
濵田 裕一（はまだ ゆういち）

P102

福岡赤十字病院形成外科

共催：三鷹光器株式会社
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プログラム
月
日

2017 年 12 月 7 日（木）第 2 会場：3F 海峰

12

パネルディスカッション 1

9:10 〜 10:40

7

リンパ浮腫治療の標準化をめざして：適応、治療結果の定量評価
座長：前川 二郎（横浜市立大学医学部形成外科）

P1-1

下腿 / 全身体積比による下肢リンパ浮腫の定量的評価
- 健常成人女性の標準値の検討および LVA 術後評価 服部 泰典（はっとり やすのり）

P81

小郡第一総合病院整形外科

P1-2

リンパ浮腫非侵襲評価方法の確立と侵襲的定量評価方法の開発
秋田 新介（あきた しんすけ）

P81

千葉大学医学部形成外科

P1-3

ICG lymphography に基づくリンパ浮腫外科治療選択と我々の用いている治療効果
定量評価法
関 征央（せき ゆきお）

P82

聖マリアンナ医科大学形成外科

P1-4

生体インピーダンス法で定量化したリンパ管細静脈吻合（LVA）による体液量の減少効果
安永 能周（やすなが よしちか）

P82

信州大学医学部形成再建外科学教室

P1-5

リンパ浮腫治療における lymphatic surgical ladder
大西 文夫（おおにし ふみお）

P83

埼玉医科大学総合医療センター形成外科・美容外科

P1-6

リンパ管静脈吻合術を中心とした治療プロトコールの作成と標準化
矢吹 雄一郎（やぶき ゆういちろう）

P83

横浜市立大学医学部形成外科

ランチョンセミナー 2

12:00 〜 13:00
座長：亀井 譲 ( 名古屋大学医学部形成外科 )

LS2-1

整形外科領域における新しい超音波装置の有用性と展望
仲西 康顕（なかにし やすあき）

P97

奈良県立医科大学臨床研修センター

LS2-2

形成外科領域における新しい超音波装置の有用性と展望
白石 知大（しらいし ともひろ）

P98

杏林大学医学部形成外科

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

第 4 回 International Traveling Fellow 報告

13:40 〜 14:20

トラベリングフェロー報告会
座長：清川 兼輔（久留米大学医学部形成外科・顎顔面外科）
門田 英輝（かどた ひでき）
九州大学病院形成外科
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プログラム
月
日

久保 盾貴（くぼ たてき）

12

大阪大学医学部形成外科

7

山本 匠（やまもと たくみ）
国立国際医療研究センター病院形成外科

蜂須賀 裕己（はちすか ひろき）
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター整形外科

一般演題：再接着 1

14:40 〜 15:15
座長：高木 信介 ( 今給黎総合病院形成外科 )

O-001

切断足趾再接着術 5 症例 6 趾の検討
川井 啓太（かわい けいた）

P105

新東京病院形成外科・美容外科

O-002* 足関節下部切断再接着術の 1 例
小川 興（おがわ こう）

P105

大津赤十字病院形成外科

O-003* 耳介切断に対する再接着の 1 例
佐藤 智也（さとう ともや）

P105

埼玉医科大学医学部形成外科

O-004

指尖部切断再接着後の虚血に対する温浴マッサージの有用性
伊東 大（いとう ひろし）

P106

東京女子医科大学形成外科

O-005

手指再建における持続動脈注入抗血栓療法について
楠原 廣久（くすはら ひろひさ）

P106

近畿大学医学部形成外科

一般演題：再接着 2

15:15 〜 15:55
座長：森谷 浩治 ( 一般財団法人新潟手の外科研究所 )

O-006

玉井分類 zone3 から 4 における切断指の治療成績と外傷性 PIP 関節症の関連
矢野 公一（やの こういち）

P106

清恵会病院手外科マイクロサージャリーセンター

O-007* 指再接着術後に Charcot 関節をきたした 1 症例
小川 光（おがわ ひかる）

P107

溝口整形外科病院

O-008

切断指再接着における骨癒合と喫煙との関連について
鍜治 大祐（かじ だいすけ）
市立奈良病院四肢外傷センター
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P107

長谷川 健二郎（はせがわ けんじろう）

P107

7

川崎医科大学手外科・再建整形外科学

O-010* 多数指切断での Ectopic transplantation の有用性
吉田 周平（よしだ しゅうへい）

P108

広島大学病院国際リンパ浮腫治療センター

O-011

愛知県下における手指外傷救急搬送システム構築への取り組み
石井 久雄（いしい ひさお）

1,2

P108

1 名古屋大学医学部手の外科、2 名古屋大学医学部四肢外傷学寄附講座

一般演題：再接着 3

15:55 〜 16:35
座長：酒井 和裕 ( 健和会大手町病院整形外科 )

O-012

指尖部切断再接着に対する静脈移植の適応と手術手技
林 洸太（はやし こうた）

P108

小郡第一総合病院整形外科

O-013

切断指再接着における術後抗血栓療法の不必要性：非ランダム化比較試験
松末 武雄（まつすえ たけお）

P109

関西電力病院形成再建外科

O-014

日本における切断指再接着術の生着率に関するシステマティックレビュー
森谷 浩治（もりや こうじ）

P109

一般財団法人新潟手の外科研究所

O-015

手指末節部切断に対する再接着術と composite graft の治療成績
熊澤 憲一（くまざわ けんいち）

1,2

P109

1 北里大学医学部救命救急医学、2 北里大学医学部形成外科・美容外科学

O-016

指末節切断に対する composite graft の適応と治療成績
笹倉 英樹（ささくら ひでき）

P110

一宮西病院手の外科マイクロサージャリーセンター

イブニングセミナー 2

17:00 〜 18:00
座長：清川 兼輔 ( 久留米大学医学部形成外科・顎顔面外科 )

ES2

プログラム
月
日

12

O-009* 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

手外科における神経の諸問題
大井 宏之（おおい ひろゆき）

P101

聖隷浜松病院手外科・マイクロサージャリーセンター

共催：ニプロ株式会社

25

プログラム
月
日

2017 年 12 月 7 日（木）第 3 会場：2F ファウンテン

12

一般演題：血管 1

7

9:10 〜 9:45
座長：今西 宣晶 ( 慶應義塾大学医学部解剖学教室 )

O-017

当科における Vascular access トラブルに対する再建手術の治療経験
東盛 貴光（ひがしもり たかみつ）

P110

社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院形成外科

O-018

血管ブジーを用いた透析内シャント手術の検討
岡田 厚夫（おかだ あつお）

P110

山形県立新庄病院形成外科

O-019

静脈可視化装置 Stat Vein を用いた手指背側静脈解剖の検討
津村 卓哉（つむら たくや）

P111

倉敷中央病院整形外科

O-020

新しい画像診断装置 光超音波イメージングによる血管画像の特徴と描出能
今西 宣晶（いまにし のぶあき）

P111

慶應義塾大学医学部解剖学教室

一般演題：血管 2

9:45 〜 10:25
座長：成島 三長 ( 三重大学医学部形成外科 )

O-021* 骨に連続した膝窩動脈仮性瘤の一例
鈴木 彩子（すずき あやこ）

P111

獨協医科大学形成外科学

O-022

顕微鏡を用いた血管奇形・血管腫の治療経験
村井 信幸（むらい のぶゆき）

P112

神戸大学大学院医学研究科形成外科学

O-023

血管奇形に対する遊離皮弁移植の経験
藤原 洸平（ふじわら こうへい）

P112

長崎大学医学部形成外科

O-024

太→細の静脈端々吻合を回避する Large-to-small end-to-side anastomosis
景山 大輔（かげやま だいすけ）

P112

国立がん研究センター中央病院形成外科

O-025

遊離皮弁を用いた頭頚部癌再建における吻合部血管の動脈硬化についての検討
松谷 瞳（まつたに ひとみ）

P113

埼玉医科大学国際医療センター形成外科

一般演題：頭頸部 1

10:25 〜 11:05
座長：関堂 充 ( 筑波大学医学医療系形成外科 )

O-026

頭頸部再建手術における ( 外頸 ) 動脈端側吻合の有用性
田中 顕太郎（たなか けんたろう）
東京医科歯科大学大学院形成・再建外科学分野
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P113

12

頭頸部再建における移植床血管としての外頸動脈端端吻合の検討
多賀 麻里絵（たが まりえ）

P113

7

国立がん研究センター東病院形成外科

O-028

頭頸部 Double free flap における吻合血管としての腓骨動脈 distal runoff の有用性
福永 豊（ふくなが ゆたか）

P114

国立がん研究センター東病院形成外科

O-029

頭頸部再建の移植床動脈として頸横動脈を用いる際の工夫と注意点
明星 里沙（みょうじょう りさ）

P114

筑波大学医学医療系形成外科

O-030

頭頸部再建における遊離脂肪片を用いた血管吻合部修正の経験
八木 俊路朗（やぎ しゅんじろう）

P114

鳥取大学形成外科

一般演題：頭頸部 2

11:05 〜 11:50
座長：兵藤 伊久夫 ( 愛知県がんセンター中央病院頭頚部外科 )

O-031

頭頸部再建における遊離前外側大腿皮弁の鬱血に対する検討
佐々木 薫（ささき かおる）

P115

筑波大学医学医療系形成外科

O-032* 口腔内と頸部の欠損に対して前外側大腿皮弁と大腿筋膜張筋穿通枝皮弁の連合皮弁に
より再建した 1 例
齋藤 昌美（さいとう まさみ）

P115

福島県立医科大学形成外科

O-033

SIEV 付加腹直筋皮弁による頭頸部癌切除後再建症例の検討
日原 正勝（ひはら まさかつ）

P115

関西医科大学附属病院形成外科

O-034

舌亜・全摘再建後の中期嚥下機能評価
成田 央良（なりた ちかよし）

P116

愛知県がんセンター中央病院

O-035* 遊離肩甲皮弁への CAD/CAM 技術の導入
森田 大貴（もりた だいき）

1,2

P116

1 京都府立医科大学附属病院形成外科、2 昭和大学藤が丘病院形成外科

O-036

放射線治療歴または化学放射線治療歴が頭頸部再建手術に及ぼす影響の検討
外薗 優（ほかぞの ゆう）

P116

国立がん研究センター東病院形成外科

ランチョンセミナー 3

12:00 〜 13:00
座長：朝戸 裕貴 ( 獨協医科大学形成外科学 )

LS3

再建手術の合併症を陰圧閉鎖療法で克服する！
−瘻孔、リンパ漏、異物感染への応用−
門田 英輝（かどた ひでき）

プログラム
月
日

O-027

P98

九州大学病院形成外科

共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社
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プログラム
月
日

12

一般演題：頭頸部 3

7

13:40 〜 14:25
座長：井上 要二郎 ( 独立行政法人九州がんセンター形成外科 )

O-037

当院における下咽頭癌に対する遊離空腸再建術の方法と手術成績
田村 健（たむら たけし）

P117

琉球大学医学部附属病院形成外科

O-038

遊離空腸移植による下咽頭頚部食道再建における合併症の検討と対策
- 吻合部狭窄を減らすために 高木 尚之（たかぎ なおゆき）

P117

東北大学形成外科

O-039* 複数回再発をきたした中下咽頭癌に対する内胸動静脈をレシピエント血管とした
遊離結腸再建の経験
細井 龍（ほそい りゅう）

P117

がん研有明病院形成外科

O-040

食道癌の消化管再建における血管付加吻合に内胸動脈穿通枝を用いた 2 例
棚倉 健太（たなくら けんた）

P118

がん研有明病院形成外科

O-041

ICG 蛍光法による有茎腸管再建時の supercharge 法についての検討
清家 志円（せいけ しえん）

P118

大阪大学医学部形成外科

O-042

食道癌再建患者の予後と再建方法
梅澤 裕己（うめざわ ひろき）

P118

日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科

一般演題：頭頸部 4

14:25 〜 15:10
座長：櫻庭 実 ( 岩手医科大学医学部形成外科 )

O-043

血管吻合側に術後早期内頚静脈血栓症を発見し Edoxaban を使用した 2 例
北野 大希（きたの だいき）

P119

兵庫県立がんセンター形成外科

O-044* 下咽頭前壁及び頸部皮膚欠損に対し広背筋皮弁を二期的に用いて再建した 1 例
池村 光之介（いけむら こうのすけ）

P119

兵庫医科大学形成外科

O-045

高齢者における頭頸部再建症例の検討
小野田 聡（おのだ さとし）

P119

岡山大学病院形成再建外科学

O-046

頭頸部遊離皮弁再建術後に生じた術後せん妄危険因子の検討
牧口 貴哉（まきぐち たかや）

P120

群馬大学医学部附属病院形成外科

O-047

当科におけるマイクロサージャリーを用いた頭頚部再建症例の検討
塩川 一郎（しおかわ いちろう）
山梨大学医学部附属病院形成外科
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P120

12

当科の頭頸部遊離皮弁再建の現況と皮弁救済手術の検討
- 3 年間で 147 症例を経験して 島田 和樹（しまだ かずき）

P120

東京医科大学形成外科学分野

一般演題：頭頸部 5

15:10 〜 15:55
座長：寺尾 保信 ( がん・感染症センター都立駒込病院形成再建外科 )

O-049

再建プレートを用いた下顎再建における術後合併症の検討
浅野 悠（あさの ひさし）

P121

埼玉医科大学国際医療センター形成外科

O-050

下顎再建プレートと軟部組織移植による再建時の工夫～ No-Touch Technique の追試～
永松 将吾（ながまつ しょうご）

P121

広島大学病院形成外科

O-051

下顎区域切除後の液体窒素処理骨と遊離前外側大腿皮弁の併用による下顎再建の検討
市川 佑一（いちかわ ゆういち）

P121

静岡県立静岡がんセンター再建・形成外科

O-052* 再建プレート除去後、血管柄付き腓骨移植およびインプラント義歯を施行した 1 例
猪狩 紀子（いかり のりこ）

P122

長崎大学医学部形成外科

O-053

レジン補助プレート使用による下顎再建の評価
塗 隆志（ぬり たかし）

P122

大阪医科大学形成外科

O-054

遊離腓骨皮弁再建後の異所性骨化に関する検討
中村 亮太（なかむら りょうた）

P122

静岡県立静岡がんセンター再建・形成外科

一般演題：頭頸部 6

15:55 〜 16:35
座長：飯田 拓也 ( 東京大学医学部形成外科 )

O-055* 肋骨付き前鋸筋弁＋広背筋皮弁による頭蓋再建
岩永 紘征（いわなが ひろゆき）

P123

大阪医科大学形成外科

O-056* もやもや病手術歴のある外傷後頭皮頭蓋再建の経験
森岡 康祐（もりおか こうすけ）

P123

鹿児島市立病院形成外科

O-057* 頭蓋感染症例に対して二期的硬性再建を容易にする工夫を施した 1 症例
渡部 紫秀（わたなべ しほ）

P123

国立病院機構東京医療センター形成外科

O-058

頭頸部皮膚悪性腫瘍におけるマイクロサージャリーを用いた再建症例の検討
林 利彦（はやし としひこ）

1,2

プログラム
月
日

O-048

P124

1 北海道大学医学部形成外科、2 北海道大学歯学部口腔顎顔面外科
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7

プログラム
月
日

12

O-059

遊離耳介皮弁を用いた種々の再建
古屋 恵美（ふるや めぐみ）

7

O-060

遊離皮弁による口唇再建について
上原 幸（うえはら みゆき）
大分大学医学部附属病院形成外科

30

P124

三重大学医学部形成外科

P124

プログラム
月
日

2017 年 12 月 7 日（木）第 4 会場：2F オーチャード北

12

一般演題：上肢 1

9:10 〜 9:50
座長：太田 英之 ( 名古屋掖済会病院整形外科・リウマチ科 )

O-061

指尖部切断に用いた皮弁の治療成績
水島 秀幸（みずしま ひでゆき）

P125

堺市立総合医療センター

O-062* 指尖部全周性皮膚欠損に対する組み合わせ皮弁の 1 例
山本 博史（やまもと ひろし）

P125

神戸市立医療センター中央市民病院整形外科

O-063

指尖部切断に対する cross-finger flap 法による治療後の関節拘縮の要因に関する検討
比嘉 円（ひが まどか）

P125

名古屋掖済会病院整形外科・リウマチ科

O-064

指尖部損傷に対して施行した逆行性指動脈皮弁の術後合併症の検討
佐々木 淳（ささき じゅん）

P126

湘南鎌倉総合病院外傷センター

O-065

Innervated Digital Artery Perforator flap (IDAP flap) を用いて再建した
指尖部掌側皮膚欠損症例の検討
田中 祥貴（たなか よしたか）

P126

大阪掖済会病院手外科・外傷マイクロサージャリーセンター

一般演題：上肢 2

9:50 〜 10:30
座長：金谷 耕平（JR 札幌病院整形外科 )

O-066

Free-style pedicled perforator flap による指背再建
宇佐美 聡（うさみ さとし）

P126

東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外科病院

O-067

Dorsolateral finger flap を用いた後爪郭周辺の再建
大久保 ありさ（おおくぼ ありさ）

P127

四谷メディカルキューブ

O-068

指背側皮膚欠損に対する隣接指からの逆行性 adipofascial cross finger flap の経験
立松 尚衞（たてまつ なおえ）

P127

名古屋市立東部医療センター

O-069

腱付逆行性中手動脈皮弁を行った 2 例
加藤 次朗（かとう じろう）

P127

鈴鹿回生病院整形外科

O-070

肩甲骨付き遊離前鋸筋筋膜弁を用いて骨欠損を伴う手背再建を行った 2 例
北澤 健（きたざわ たけし）

P128

松波総合病院形成外科
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プログラム
月
日

12

一般演題：上肢 3

10:30 〜 11:10

7

座長：神田 俊浩 ( 聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター )

O-071* 内側足底皮弁を用いた外傷性指掌部皮膚欠損の治療経験
川西 洋平（かわにし ようへい）

P128

関西メディカル病院整形外科

O-072* medialis pedis flap を用いた複数指掌側皮膚・軟部組織欠損創の治療経験
台蔵 晴久（だいぞう はるひさ）

P128

厚生連高岡病院形成外科

O-073

Medialis pedis flap を用いた手指組織欠損の再建
神田 俊浩（かんだ としひろ）

P129

聖隷浜松病院手外科・マイクロサージャリーセンター

O-074* 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（あらい さとえ）

P129

川崎医科大学手外科再建整形外科学教室

O-075

手指骨髄炎及び感染性軟部組織欠損に対して有茎血管柄付き組織移植を用いた治療経験
山本 研（やまもと けん）

P129

石切生喜病院整形外科

一般演題：上肢 4

11:10 〜 11:50
座長：平瀬 雄一 ( 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-076* 外傷性 PIP 変形性関節症に対して足趾関節移植術と二期的創外固定併用関節授動術を
行った 1 例
久能 隼人（くのう はやと）

P130

亀田総合病院整形外科

O-077

中指への第 2 足趾からの血管柄付き２重関節移植の長期経過症例
浜田 佳孝（はまだ よしたか）

P130

北須磨病院整形外科

O-078* 外傷性橈尺骨癒合症に対して有茎橈側前腕脂肪筋膜弁を施行した１例
江尻 荘一（えじり そういち）

P130

福島県立医科大学地域整形外科支援講座

O-079

尺骨動脈穿通枝脂肪弁の小経験
石河 恵（いしこ めぐみ）

P131

淀川キリスト教病院整形外科

O-080* 屈筋腱・正中神経癒着の剥離後に二層性遊離側頭筋膜弁を用いて再癒着予防を行った 1 例
大野 健太郎（おおの けんたろう）

P131

札幌徳洲会病院形成外科

O-081* 非結核性抗酸菌感染症と思われる難治性滑膜炎に対する遊離側頭筋膜弁移植の 1 例
岩尾 敦彦（いわお あつひこ）
長崎大学医学部形成外科
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P131

プログラム
月
日

12

一般演題：上肢 5

13:40 〜 14:20
座長：坪川 直人 ( 一般財団法人新潟手の外科研究所 )

O-082

複数指欠損に対し同一血管柄を使用した第２足趾移植及び hemi-pulp flap による一期的
再建を行った１症例
宮島 佑介（みやしま ゆうすけ）

P132

清恵会病院整形外科

O-083

20 年経過した趾連合皮弁による再建例
長屋 裕之（ながや ひろゆき）

P132

長野赤十字病院形成外科

O-084

短茎による指尖移植と手の造形手術併用による短指及び PIP 関節欠損合併症例に対する
手指機能再建の１例
五谷 寛之（ごたに ひろゆき）

P132

大阪掖済会病院手外科外傷マイクロサージャリーセンター

O-085

母指化手術による低形成母指の再建
日高 典昭（ひだか のりあき）

P133

大阪市立総合医療センター整形外科

O-086

血管柄付き腓骨移植術後に骨延長を行った先天性尺骨偽関節の 1 例
林 悠太（はやし ゆうた）

P133

広島大学整形外科

一般演題：上肢 6

14:20 〜 15:00
座長：普天間 朝上 ( 琉球大学医学部整形外科 )

O-087* 正中尺骨神経麻痺を合併した前腕 abrasion injury に対する治療経験
木村 和正（きむら かずまさ）

P133

越谷誠和病院整形外科

O-088* 広範囲軟部組織欠損を伴う尺骨神経損傷に対し前骨間神経を移行した 1 例
小林 由香（こばやし ゆか）

P134

東海大学医学部外科学系整形外科学

O-089* 四肢すべてに波及した壊死性軟部組織感染症に対し両上肢に軟部組織再建を行なった 1 例
善家 雄吉（ぜんけ ゆうきち）

P134

産業医科大学整形外科

O-090* 術中アナフィラキシーショックを合併した手部再接合の経験
中後 貴江（なかご きえ）

P134

兵庫県災害医療センター整形外科

O-091* DVT/PE を併発した左前腕鈍的切断の１例 ～再接着から再建まで～
根本 仁（ねもと ひとし）

P135

昭和大学藤が丘病院形成外科

O-092* 肩甲胸郭解離による腕神経叢損傷、鎖骨下動脈損傷を合併した上腕不全切断の 1 例
頭川 峰志（ずかわ みねゆき）

P135

富山大学整形外科
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7

プログラム
月
日

12

O-093

上肢外傷性主幹動脈損傷症例の検討
稲本 和也（いなもと かずや）

7

P135

福岡大学医学部形成外科

一般演題：躯幹 1

15:05 〜 15:45
座長：青 雅一 ( 国立病院機構岩国医療センター形成再建外科 )

O-094

当科における腹壁再建例の検討
渋谷 陽一郎（しぶや よういちろう）

P136

筑波大学医学医療系形成外科

O-095

前外側大腿皮弁による悪性軟部腫瘍広範切除後腹壁再建 35 例の検討
加賀谷 優（かがや ゆう）

P136

国立がん研究センター中央病院形成外科

O-096

内臓癌の腹壁転移切除後の腹壁全層欠損に対する穿通枝皮弁による再建
青 雅一（あお まさかず）

P136

国立病院機構岩国医療センター形成再建外科

O-097* 診断に難渋した腹壁隆起性腫瘍に対して大腿筋膜張筋皮弁を用いて再建をした１例
末吉 遊（すえよし ゆう）

P137

近畿大学医学部付属病院形成外科

O-098

当科における悪性腫瘍切除後の腹壁再建について
元村 尚嗣（もとむら ひさし）

P137

大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学

一般演題：躯幹 2

15:45 〜 16:20
座長：元村 尚嗣 ( 大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学 )

O-099* 再建術後創治癒に難渋した皮膚筋炎の 1 例
佐々木 彩乃（ささき あやの）

P137

広島大学病院形成外科

O-100

遊離広背筋皮弁による骨盤半裁術後欠損の再建
田代 絢亮（たしろ けんすけ）

P138

国立がん研究センター中央病院形成外科

O-101* 上殿皮神経付き上殿動脈穿通枝皮弁（SGAP flap）にて再建した内腸骨動脈閉塞による
仙骨巨大皮膚欠損の 1 例
十九浦 礼子（つくうら れいこ）

P138

東京警察病院形成外科

O-102* 広背筋皮弁再建後の肩甲部肉腫再発に、大腿筋膜張筋皮弁と前外側大腿皮弁による連合
皮弁を用い再建した 1 例
本田 武史（ほんだ たけし）
がん研有明病院形成外科
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P138

12

胸骨骨髄炎に対する皮弁再建戦略
下元 麻梨子（しももと まりこ）

P139

7

日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科

一般演題：躯幹 3

16:20 〜 16:55
座長：高成 啓介 ( 名古屋大学医学部形成外科 )

O-104* 骨盤内臓全摘後に有茎前外側大腿皮弁を用いて会陰部再建を行った１例
有川 真生（ありかわ まさき）

P139

国立がん研究センター中央病院形成外科

O-105

感染した脊椎固定装具を遊離大網弁で救済した 2 例
中村 優（なかむら ゆたか）

P139

名古屋大学医学部形成外科

O-106* 人工血管置換術における大網被覆術後、横隔膜ヘルニアをきたした１例
佐藤 秀吉（さとう ひでよし）

P140

名古屋市立大学形成外科

O-107

肝胆膵悪性腫瘍切除時における肝動脈再建の検討
赤澤 聡（あかざわ さとし）

P140

静岡県立静岡がんセンター再建・形成外科

O-108

当院における腹腔動脈合併膵体尾部切除に対する左胃動脈再建の経験
神戸 未来（かんべ みき）

プログラム
月
日

O-103

P140

名古屋大学医学部形成外科
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プログラム
月
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2017 年 12 月 7 日（木）第 5 会場：2F オーチャード南

12

一般演題：下肢 1

7

9:10 〜 9:45
座長：村田 景一 ( 市立奈良病院四肢外傷センター )

O-109

Gustilo 分類 typeIII の下腿・足部開放骨折に対する早期軟部組織再建手術の治療成績
鈴木 啓介（すずき けいすけ）

P141

大阪市立総合医療センター救命救急部

O-110

重症下腿開放骨折 Gustilo3B に対する土田分類の検証
白川 哲也（しらかわ てつや）

P141

湘南鎌倉総合病院外傷センター

O-111* 両下腿重度開放骨折に対して両側同時 Fix and Flap を施行した 1 例
長谷川 真之（はせがわ まさゆき）

P141

湘南鎌倉総合病院外傷センター

O-112* 下腿 Gustilo 3c 開放骨折に Fix&Flap を施行し救肢した 1 例
筒井 完明（つつい さだあき）

P142

昭和大学整形外科学講座

O-113

同一下肢多重外傷の 2 例－はじめからこれが見えていれば－
工藤 俊哉（くどう としや）

P142

順天堂大学附属浦安病院外傷再建センター

一般演題：下肢 2

9:45 〜 10:25
座長：児玉 成人 ( 滋賀医科大学整形外科 )

O-114* 浅大腿動脈の再建を要した下腿の遊離広背筋皮弁移植の１例
植木 孝典（うえき たかのり）

P142

獨協医科大学形成外科学

O-115

膝複合靭帯損傷における膝窩動脈損傷
上里 涼子（うえさと りょうこ）

P143

弘前大学大学院医学研究科整形外科

O-116

Cross Limb Vascular Shunt は阻血肢に対する超早期再潅流を可能にする
畑下 智（はたした さとし）

P143

会津中央病院外傷再建センター／福島県立医科大学外傷再建学講座

O-117

損傷肢の fillet flap による機能再建の試み
川上 亮一（かわかみ りょういち）

P143

福島県立医科大学整形外科

O-118

歩行機能を考慮した run over injury に対する皮弁形成
建部 将広（たてべ まさひろ）
名古屋大学医学部手の外科
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P144

プログラム
月
日

12

一般演題：下肢 3

10:25 〜 11:05
座長：谷口 泰德 ( 有田市立病院和歌山手の外科研究所 )

O-119

足底悪性腫瘍切除後の再建に逆行性内側足底皮弁を用いた症例の検討
林田 健志（はやしだ けんじ）

P144

島根大学医学部附属病院形成外科

O-120

新鮮重度足部外傷に対する皮弁術
辻 英樹（つじ ひでき）

P144

札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

O-121* 足部皮膚剥脱創に対する前外側大腿皮弁を用いた荷重部再建の経験
依田 拓也（よだ たくや）

P145

新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院

O-122

踵荷重部の広範囲皮膚欠損を逆行性腓腹動脈皮弁で再建した２例
千田 博也（せんだ ひろや）

P145

名古屋市立東部医療センター

O-123

踵部再建における遊離肩甲皮弁の有用性
上野 千裕（うえの ちひろ）

P145

埼玉医科大学病院形成外科・美容外科

一般演題：下肢 4

11:05 〜 11:45
座長：黒川 正人 ( 熊本赤十字病院形成外科 )

O-124* 2 回の遊離皮弁を含む複数回の手術加療を経て治癒した基礎疾患を有する脛骨開放骨折
後感染症例の治療経験
高須 啓之（たかす ひろゆき）

P146

兵庫県立西宮病院形成外科

O-125* Cross-leg 法による遊離組織移植とバイパス手術により救肢した Buerger 病症例の
術後 6 年 9 ヵ月の長期経過報告
菊地 憲明（きくち のりあき）

P146

山形大学医学部附属病院形成外科

O-126

中膜摘除を併用した吻合困難な重度動脈硬化症例に対する遠位バイパス術の工夫
奈良 誠之（なら まさゆき）

P146

東京西徳洲会病院形成外科

O-127

下腿，足部への遊離皮弁移植後管理に役立つ簡便な複合型創外固定フレーム
大野 義幸（おおの よしゆき）

P147

岐阜市民病院形成外科

O-128

当科での四肢における遊離皮弁移植の検討
大崎 健夫（おおさき たけお）

P147

神戸大学大学院医学研究科形成外科学

O-129* 遊離皮弁による膝窩部潰瘍再建後に腓骨神経麻痺を生じた１例
宮内 律子（みやうち りつこ）

P147

山口県立総合医療センター形成外科
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7

プログラム
月
日

12

一般演題：その他 1

7

13:40 〜 14:15
座長：宮本 慎平 ( 国立がん研究センター中央病院形成外科 )

O-130

微小血管吻合における３D ビデオ手術用顕微鏡の使用経験
山内 大輔（やまうち だいすけ）

P148

久留米大学医学部形成外科・顎顔面外科

O-131

手術支援ロボットによるマイクロサージャリー導入に関する検討と展望
堂後 京子（どうご きょうこ）

P148

帝京大学医学部形成・口腔顎顔面外科

O-132

微小血管吻合器による静脈吻合にオクトパスを使用した経験
永田 亜矢子（ながた あやこ）

P148

愛知医科大学形成外科

O-133

ガングリップ型の新しいマイクロ用持針器の開発
安永 能周（やすなが よしちか）

P149

信州大学医学部形成再建外科学教室

一般演題：その他 2

14:15 〜 14:55
座長：冨田 興一 ( 大阪大学医学部形成外科 )

O-134

手羽先を用いたスーパーマイクロサージャリーのトレーニングモデル
林 洸太（はやし こうた）

P149

小郡第一総合病院整形外科

O-135

当院におけるマイクロサージャリートレーニング
真子 健介（まなこ けんすけ）

P149

国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター

O-136

関西医科大学総合医療センター外傷センター開設とマイクロ関連疾患受け入れの
現状についての検討
畔 熱行（くろ あつゆき）

P150

関西医科大学総合医療センター形成外科

O-137

当院外傷センターにおける遊離皮弁症例の検討
岩尾 敦彦（いわお あつひこ）

P150

長崎大学医学部形成外科

O-138

形成外科疾患データベースを用いた遊離組織移植、再接着例の検討
村上 隆一（むらかみ りゅういち）
日本形成外科学会データベース管理部会解析班
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P150

プログラム
月
日

12

一般演題：リンパ 1

15:05 〜 15:45
座長：鈴木 康俊 ( 獨協医科大学越谷病院形成外科 )

O-139

側端吻合をベースとした Multiplex LVA
森重 侑樹（もりしげ ゆうき）

P151

埼玉医科大学総合医療センター形成外科・美容外科

O-140

上肢続発性リンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合術の吻合方式における開存率の評価
鈴木 悠史（すずき ゆうし）

P151

東京歯科大学市川総合病院形成外科

O-141

上肢リンパ浮腫に対する新しい効果的 LVA、Dynamic-LVA
関 征央（せき ゆきお）

P151

聖マリアンナ医科大学形成外科

O-142

下肢続発性リンパ浮腫患者に対する腹壁形成と lymphatic microsurgery
秋田 新介（あきた しんすけ）

P152

千葉大学医学部形成外科

O-143

輸出リンパ管静脈吻合術による subclinical lymphedema 治療
布施 佑馬（ふせ ゆうま）

P152

国立国際医療研究センター病院形成外科

一般演題：リンパ 2

15:45 〜 16:20
座長：大河内 真之 ( 福島県立医科大学形成外科 )

O-144* 食道癌術後３日目にリピオドールリンパ管造影で加療した乳び胸の一例
望月 靖史（もちづき やすし）

P152

福島県立医科大学形成外科

O-145

術後難治性乳糜漏に対するリンパ管造影
中村 勇基（なかむら ゆうき）

P153

虎の門病院形成外科

O-146* 鼠径皮弁採取部のリンパ瘻に対しリンパ管静脈吻合で治療した 1 例
佐藤 俊介（さとう しゅんすけ）

P153

会津中央病院外傷再建センター

O-147* 腋窩部壊死性筋膜炎術後に急速に増悪した同側上肢リンパ浮腫に対して血管柄付リンパ
節移植術を行った１例
小川 晴生（おがわ はるお）

P153

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-148

骨軟部腫瘍切除後リンパ浮腫・リンパ漏に対する治療経験
棚倉 健太（たなくら けんた）

P154

がん研有明病院形成外科
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7

プログラム
月
日

12

一般演題：リンパ 3

7

16:20 〜 16:55
座長：長谷川 健二郎 ( 川崎医科大学手外科・再建整形外科学 )

O-149

リンパ管細静脈吻合術における lymphoscintigraphy, SPECT-CT, ICG 検査の最適化
森本 摩耶（もりもと まや）

P154

日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科

O-150

下肢リンパ浮腫による下肢形態異常の関連因子について
坂井 勇仁（さかい はやひと）

P154

東京都立墨東病院形成外科

O-151

四肢のプロポーションを評価する：Localized Lymphedema Index
布施 佑馬（ふせ ゆうま）

P155

国立国際医療研究センター病院形成外科

O-152

Lymphedema Quality of Life Score (LeQOLiS)
布施 佑馬（ふせ ゆうま）
国立国際医療研究センター病院形成外科
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P155

