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パネルディスカッション 1� 9：05～10：35

分層採皮創の管理と治療プロトコール
 司　　会：大慈弥 裕之（福岡大学医学部　形成外科）

 仲沢 弘明（日本大学医学部　形成外科）

PD1-1	 採皮創の管理と治療　当院のプロトコール
櫻井 敦（兵庫県立加古川医療センター　形成外科）

PD1-2	 大腿部分層採皮創に対するMinced	grafting-half-side	prospective	trial-
宮永 亨（名古屋大学　形成外科）

PD1-3	 分層採皮創への戻し植皮術（Skin	Grafting	Back	to	the	Donor	Site：SGBD）の	
10年間の経験から

上原 理恵（JA 長野厚生連　佐久総合病院佐久医療センター　形成外科）

PD1-4	 当科における分層採皮部の合併症を回避するための治療方針
政岡 浩輔（製鉄記念広畑病院　形成外科）

PD1-5	 採皮部の出血が創傷治癒に与える影響について
福岡 晃平（鳥取大学医学部附属病院　形成外科）

PD1-6	 当科における陰圧下での分創採皮創の管理と治療プロトコール
輪湖 雅彦（国立病院機構　神戸医療センター　形成外科）

招待講演� 10：45～11：45

 司　　会：清川 兼輔（久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科）

IL-1	 Detailed	vascular	anatomy	and	clinical	application	of	flaps	in	surgical	wound	
care

Hak Chang  （Department of Plastic and Reconstructive Surgery Research Institute of Plastic and 

Reconstructive Surgery （RIPRS） Seoul National University College of Medicine）

ランチョンセミナー 1� 12：00～13：00

 司　　会：橋本 一郎（徳島大学医学部　形成外科）

LS1-1	 Surgical	approach	in	conjunction	with	NPWT	for	the	treatment	of	Diabetic	
Foot	Infections

Carlo Caravaggi（University Vita - Salute San Raffaele, Milan, Italy）

 共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社

総会� 13：10～13：40

第1日目　7月5日（木）� 第 1 会場　ラフレさいたま　3F　櫻

第1日目
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一般口演 1� 13：50～14：50

人工物
 座　　長：武田 啓（北里大学医学部　形成外科・美容外科学）

OR01-1	 陰茎異物の8例
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）

OR01-2	 経皮的埋め込み電極感染に両坐骨部褥瘡感染を伴った一例
武田 幸大（三菱神戸病院　形成外科）

OR01-3	 手関節に生じた異物性肉芽腫の一例
吉村 希（九州中央病院　形成外科）

OR01-4	 炎症に気づき乳房エキスパンダーの入れ換えが奏功した1例
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）

OR01-5	 人工血管感染を伴う縦隔洞炎に対する我々の治療Strategy
栗山 元根（千葉大学医学部附属病院　形成美容外科／高知大学医学部附属病院　形成外科）

OR01-6	 脊椎固定術後のインプラント露出に対する治療の検討
中村 優（名古屋大学医学部附属病院　形成外科）

第 11 回日本創傷外科学会教育セミナー 2018� 15：10～16：50

シンポジウム 1� 17：00～18：15

重症四肢外傷における創傷外科医の役割
 司　　会：中塚 貴志（埼玉医科大学　形成外科）　　

 田中 克己（長崎大学医学部　形成外科学）

SY1-1	 早期の軟部組織再建と強固な内固定がGustilo-Anderson	3B,C 型骨折の	
理想的治療法である

藤岡 正樹（国立病院機構長崎医療センター　形成外科／臨床研究センター外科治療研究部　機能再建外科研究室）

SY1-2	 地方公立病院における重度四肢外傷治療
猪原 康司（鹿児島市立病院　形成外科）

SY1-3	 重症四肢外傷治療において形成外科はいかに関わるべきか	―創傷・再建外科医として―
田村 亮介（神戸大学大学院医学研究科　形成外科学／兵庫県立がんセンター　形成外科）

SY1-4	 当院における重症四肢外傷症例の検討
岩尾 敦彦（長崎大学附属病院　形成外科／同　外傷センター）

SY1-5	 重度四肢外傷における皮弁移植の役割について
上原 幸（大分大学医学部附属病院　形成外科）

第1日目
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ガイドラインシンポジウム 1� 9：05～10：35

急性創傷
 司　　会：松崎 恭一（国際医療福祉大学三田病院　形成外科）

ランチョンセミナー 2� 12：00～13：00

 司　　会：亀井 讓（名古屋大学大学院医学系研究科　総合医療専攻）

LS2-1	 人工真皮の開発がもたらした創傷治療の大変革
清川 兼輔（久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科学講座）

 共催：アルケア株式会社

一般口演 2� 13：50～14：50

再建 1
 座　　長：松田 健（新潟大学医学部　形成外科学教室）

OR02-1	 切断指皮膚を利用した再建の工夫
長田 篤祥（東京女子医科大学　形成外科）

OR02-2	 感染を伴った右手背軟部組織欠損に対し、二期的に機能再建を行った1例
楊井 哲（佐賀大学医学部　形成外科）

OR02-3	 右手デグロービング損傷に対して逆行性前腕皮弁で再建し良好な経過を得た1例
束野 哲志（国立病院機構熊本医療センター　形成外科）

OR02-4	 指 4本のデグロービング損傷に対する再接着治療
松岡 祐貴（八尾市立病院）

OR02-5	 血行再建後13日間良好な血流を認めたにも関わらず、	
血流障害を生じたデグロービング損傷の一例

萩原 恒太（東京都立広尾病院　形成外科）

OR02-6	 自傷行為による手関節部完全切断に対し再接着術を施行した1例
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）

第1日目　7月5日（木）� 第 2会場　ラフレさいたま　5F　桃

第1日目
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一般口演 3� 14：50～15：40

再建 2
 座　　長：木股 敬裕（岡山大学大学院医歯学総合研究科　形成外科）

OR03-1	 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（香川労災病院　形成外科）

OR03-2	 膝関節広範囲欠損に対して3つの有茎皮弁により再建し得た経験
苅部 綾香（順天堂大学医学部附属順天堂医院　形成外科）

OR03-3	 後脛骨動脈穿通枝皮弁の2症例
浅香 明紀（守口敬仁会病院　形成外科）

OR03-4	 下腿開放骨折における再建までのwound	bed	control
三浦 佑樹（香川県立中央病院　形成外科）

OR03-5	 皮膚軟部組織欠損を伴う下腿骨髄炎・感染性偽関節に対する	
Masquelet 法を用いた治療戦略

長谷川 泰子（神戸大学大学院医学研究科　形成外科学）

一般口演 4� 15：40～16：20

再建 3
 座　　長：大西 清（東邦大学医学部　形成外科学講座）

OR04-1	 上腹部腹壁欠損に対して血管柄付き大腿筋膜弁で腹壁再建を行った1例
大石 王（宮崎大学医学部　形成外科）

OR04-2	 当院における軟部悪性腫瘍切除後の下腹部再建症例の検証
徳元 秀樹（千葉県がんセンター　形成外科）

OR04-3	 当科の腹壁再建症例の検討
渋谷 陽一郎（筑波大学医学医療系　形成外科）

OR04-4	 正中腹壁瘢痕ヘルニアに対する重層修復術の有用性について
倉林 孝之（獨協医科大学埼玉医療センター　形成外科）

日本創傷外科学会専門医試験� 16：55～17：35

第1日目
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一般口演 5� 9：05～10：15

瘢痕ケロイド
 座　　長：元村 尚嗣（大阪市立大学大学院医学研究科　形成外科）

OR05-1	 非医療従事者による美容医療後瘢痕に基底細胞癌を生じた1症例
木村 広美（TMG あさか医療センター　形成外科）

OR05-2	 気管皮膚瘻・気管孔閉鎖後の瘢痕に対する広頚筋皮弁での閉鎖
佐藤 宗範（東京医科大学医学部　形成外科学分野）

OR05-3	 気管切開後瘢痕拘縮に対してPerifascial	areolar	tissue（PAT）を用いた治療経験
北辻 まき（静岡県立総合病院　形成外科）

OR05-4	 乳房手術時ドレーンをどこから出すか？
西岡 宏（信州大学医学部　形成再建外科学教室）

OR05-5	 胸郭形成術における瘢痕の位置と、視覚的印象の関係
永竿 智久（香川大学医学部　形成外科学講座）

OR05-6	 皮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）

OR05-7	 ケロイド／肥厚性瘢痕治療後の再発についての新しい統計学的検討
林 利彦（北海道大学医学部　形成外科）

ランチョンセミナー 3� 12：00～13：00

 司　　会：松浦愼太郎（東京慈恵会医科大学　形成外科学講座）

LS3-1	 末梢神経再建の今，未来　～日本の末梢神経治療はどこへ向かうのか？～
松井 裕帝（札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター）

共催：東洋紡株式会社／アルフレッサファーマ株式会社

一般口演 6� 13：50～15：00

陰圧閉鎖療法 1
 座　　長：水野 博司（順天堂大学医学部　形成外科）

OR06-1	 骨髄炎を伴った坐骨部褥瘡治療における間欠的洗浄機能付き陰圧閉鎖療法（NPWTi-d）の
経験

長尾 宗朝（東北大学病院　形成外科）

第1日目　7月5日（木）� 第 3会場　ホテルブリランテ武蔵野　2F　サファイア

第1日目
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OR06-2	 間歇型持続洗浄局所陰圧療法を併用して改善した静脈うっ滞性皮膚潰瘍の1例　
鈴木 健司（関西医科大学総合医療センター　形成外科）

OR06-3	 創内持続陰圧洗浄療法にて治癒した右手骨髄炎の症例
高木 美奈子（大阪みなと中央病院　形成外科）

OR06-4	 演題取り下げ

OR06-5	 臓器露出を認める感染創に対し持続陰圧洗浄療法およびVACベラフロ治療が	
有効であった二例

長坂 信司（徳島大学病院　形成外科）

OR06-6	 V.A.C.ULTA® 型陰圧維持管理装置を用いた創傷治療の経験
鈴木 大介（藤枝市立総合病院　形成外科）

OR06-7	 広範な皮膚壊死を伴うペースメーカー感染に対し、洗浄型NPWTを利用した治療経験
姉川 美奈（久留米大学　形成外科・顎顔面外科学講座）

一般口演 7� 15：00～16：00

陰圧閉鎖療法 2
 座　　長：鳥山 和宏（名古屋市立大学　形成外科）

OR07-1	 当科におけるNegative	Pressure	Wound	Therapy	with	Instillation	and	Dwelling
の使用経験

樫村 勉（日本大学医学部　形成外科学系形成外科学分野）

OR07-2	 当院におけるV.A.C.	ULTA型陰圧創傷治療システムの使用経験
谷口 智哉（兵庫県立加古川医療センター　形成外科）

OR07-3	 間欠的灌流治療併用陰圧閉鎖療法VAC	Ulta	（KCI）の使用経験
寺田 義之（鹿児島市立病院　形成外科）

OR07-4	 軟部腫瘍広範切除に対する皮弁再建術後のNPWT/NPWTi-d を用いた創傷管理の検討
市川 佑一（静岡がんセンター　再建・形成外科／順天堂医院　形成・再建外科）

OR07-5	 当科におけるV.A.C.veraflo 治療のパラメーター設定方法	―重力とコストを考慮して―
高須 啓之（兵庫県立西宮病院　形成外科）

OR07-6	 NPWTi は局所的か？（より効果的に設置するための実験的検討）
瀬渡 洋道（徳島県立中央病院　形成外科）

第1日目
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一般口演 8� 16：00～16：50

新しい治療法
 座　　長：横尾 和久（愛知医科大学　形成外科）

OR08-1	 電撃性紫斑病による左右上下肢の虚血性壊死の治療経験
渡邉 美佳（埼玉医科大学病院　形成外科・美容外科）

OR08-2	 先天性巨大色素性母斑に対する自家培養表皮を用いた治療
坂本 道治（京都大学大学院医学研究科　形成外科）

OR08-3	 経皮経括約筋的アプローチによる直腸膣瘻・直腸膀胱瘻の治療経験
木矢 孝一郎（大阪大学医学部　形成外科）

OR08-4	 リジェネラ®を併用して瘢痕性脱毛症を治療した経験
貝田 亘（島根県立中央病院　形成外科）

OR08-5	 先天異常における3層型3Dモデルを利用した外鼻形成手術
廣田 友香（大阪医科大学　形成外科）

第1日目

プ
ロ
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一般口演 9� 9：05～10：15

熱傷
 座　　長：櫻井 裕之（東京女子医科大学　形成外科）

OR09-1	 創内持続陰圧洗浄療法後に前外側大腿遊離皮弁で再建した膝関節部低温熱傷の1例
石田 創士（徳島大学病院　形成外科・美容外科）

OR09-2	 両下腿熱傷植皮術後骨露出に対しひらめ筋弁を用いて再建を行った1例
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　形成外科）

OR09-3	 溶融銅による熱傷の治療経験
中島 大智（日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科）

OR09-4	 当院で経験した凍傷に関する治療戦略について
稲福 直樹（京都第二赤十字病院　形成外科）

OR09-5	 石膏による手指低温熱傷の治療経験
池田 正起（釧路労災病院　形成外科）

OR09-6	 スプレー缶熱傷の治療経験
吉田 光徳（日本大学医学部　形成外科学系形成外科学分野）

OR09-7	 広範囲熱傷後の患者に対する頭部採皮における工夫
羽多野 隆治（大阪市立大学大学院医学研究科　形成外科学）

ランチョンセミナー 4� 12：00～13：00

足病治療における銀含有創傷被覆材のコストエフェクティブネス
 司　　会：島田 賢一（金沢医科大学　形成外科）

LS4-1　銀含有創傷被覆材が下肢潰瘍治療にもたらすパラダイムシフト
匂坂 正信（杏林大学医学部付属病院　形成外科）

LS4-2　銀含有創傷被覆材のコストエフェクティブネス
安田 聖人（熊本赤十字病院　形成外科）

 共催：コンバテック ジャパン株式会社

第1日目　7月5日（木）� 第 4会場　ホテルブリランテ武蔵野　2F　エメラルド（A）

第1日目
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一般口演 10� 13：50～15：00

褥瘡・難治性潰瘍 1
 座　　長：深水 秀一（浜松医科大学附属病院　形成外科）

OR10-1	 小児の足背部血管外漏出に対して穿刺ドレナージをおこなった一例
稲本 和也（福岡大学医学部　形成外科）

OR10-2	 レンバチニブ投与中に頚動脈に面する気管皮膚瘻を生じ大胸筋弁で被覆した1例
福永 豊（国立がん研究センター東病院　形成外科）

OR10-3	 有茎広背筋弁によって加療したエピルビシン血管外漏出による右肘部難治性潰瘍の	
治療経験

前田 拓（北海道大学　形成外科）

OR10-4	 骨膜外パラフィン充填術後50年目に皮下脱出を来たし摘出術を行った一例
野崎 愛（帯広厚生病院　形成外科）

OR10-5	 脳外科術後の人工骨露出に対し、人工骨と人工硬膜を温存して再建し得た1例
立津 朝成（鹿児島市立病院　形成外科）

OR10-6	 下咽頭再建術後に生じた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一例

河合 建一郎（兵庫医科大学　形成外科）

OR10-7	 下腿慢性骨髄炎に対する遊離広背筋弁充填術後に皮弁上に生じた静脈性潰瘍の1例
緒方 英之（千葉大学医学部　形成外科）

一般口演 11� 15：00～16：10

褥瘡・難治性潰瘍 2
 座　　長：横田 和典（広島大学病院　形成外科）

OR11-1	 関節拘縮により生じた褥瘡潰瘍に対する腱切離術の治療経験
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）

OR11-2	 高齢者の“生き倒れ褥瘡”の4例
片山 美里（市立奈良病院　再建形成外科）

OR11-3	 股関節腔に外側広筋筋弁を充填し治療した大転子部褥瘡の一例
新海 千裕（埼玉医科大学病院　形成外科）

OR11-4	 股関節処置を要した大転子部褥瘡の2例
明星 里沙（筑波大学医学医療系　形成外科）

OR11-5	 高齢者の顔面体幹腹側に発生した多発褥瘡について
笹尾 卓史（医誠会病院　形成外科）
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OR11-6	 病床マットレス519枚入れ替え後の褥瘡発生に関する検索
田村 聡（昭和大学横浜市北部病院　形成外科）

OR11-7	 放射線皮膚障害と変形性肘関節症を合併した肘部難治性皮膚潰瘍の1例
佐藤 秀吉（名古屋市立大学　形成外科）
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