第 10 回日本創傷外科学会総会・学術集会

第 2 日目 7 月 6 日（金）

第 1 会場

ラフレさいたま

プログラム

シンポジウム 2

3F

櫻

9：00～10：30

NPWT の次の課題は何か
司

会：細川 亙（大阪みなと中央病院）
島田 賢一（金沢医科大学

第2日目

SY2-1

小耳症肋軟骨移植後フレーム露出に対する NPWT の有用性
佐々木 薫（筑波大学医学医療系

SY2-2

形成外科）

頭頸部癌術後の瘻孔、リンパ漏に対する NPWT の可能性
門田 英輝（九州大学病院

SY2-3

形成外科）

感染創に対する間欠的洗浄 NPWT の限界とその対策
中道 美保（東邦大学医療センター大森病院

SY2-4

NPWT の次の課題

整容性を考慮した NPWT
台蔵 晴久（厚生連高岡病院

SY2-6

形成外科）

～頭頸部領域への適用～

榊原 俊介（兵庫県立がんセンター

SY2-5

形成外科）

形成外科／神戸大学大学院医学研究科

形成外科学）

～コットンフィラーの有用性について～

形成外科）

感染創における NPWTi-d 治療の有効性
草島 英梨香（北海道大学医学研究院

形成外科学教室）

パネルディスカッション 2

10：40～11：40

下肢の血行評価と難治性潰瘍の治療予後判定
司

会：館 正弘（東北大学医学系研究科
寺師 浩人（神戸大学医学部

PD2-1

SPP を併用した WIfI 分類
木村 知己（川崎医科大学

PD2-2

形成外科学教室）

足趾難治性潰瘍に対するインドシアニングリーン蛍光造影による血流評価と
足趾切断創の予後予測
形成外科学教室）

足部の動脈脈波形 Doppler waveform pattern による CLI 治療予後判定
山本 直人（自治医科大学さいたま医療センター

PD2-4

形成外科学教室）

―下肢潰瘍における治療予後判定の有用性の検討―

村尾 尚規（北海道大学大学院医学研究院

PD2-3

形成外科）

形成外科）

PAD を合併する糖尿病性足潰瘍の治療予後について ―病態別分類（神戸分類）を用いて―
森脇 綾（神戸大学大学院医学研究科

形成外科学）
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ランチョンセミナー 5

12：05～13：05



司

会：山本 有平（北海道大学大学院医学研究院

LS5-1

上村 哲司（佐賀大学医学部附属病院 形成外科）

LS5-2

髙橋 長弘（戸畑共立病院 形成外科）


共催：ケーシーアイ株式会社

学術論文賞受賞講演

13：20～13：45



原

形成外科学教室）

司

会：貴志 和生（慶應義塾大学医学部

形成外科学）

著 褥瘡を有する脊髄損傷患者への生活環境整備、日常生活指導への取り組み
落合 美奈（中部ろうさい病院

形成外科）

症例報告 基礎疾患のない健常人に発症した A 群β溶連菌による下肢壊死性筋膜炎の 3 例
山津 幸恵（市立札幌病院

形成外科）

一般口演 12

13：50～14：50

医療材料（人工真皮、創傷被覆剤等）


座

長：鈴木 康俊（獨協医科大学埼玉医療センター

形成外科）

OR12-1 ブタ小腸粘膜下組織凍結乾燥コラーゲンシート；OASIS 細胞外マトリックス® の
使用経験
山下 雄太郎（杏林大学医学部付属病院

形成外科・美容外科）

OR12-2 脆弱部位でのドレーピングが必要とされる NPWT 施行症例への工夫
森田 尚樹（東京都立広尾病院

形成外科）

OR12-3 micro dermis 人工真皮内減圧浸透法
副島 一孝（日本大学医学部

形成外科）

OR12-4 皮膚腫瘍切除後欠損に対する人工真皮移植単独再建において治癒日数に影響する因子
権太 浩一（東北医科薬科大学医学部

形成外科）

OR12-5 強々弯縫合針付き縫合糸の臨床使用経験
親松 宏（新潟大学医歯学総合病院

形成・美容外科）

OR12-6 陳旧性顔面神経麻痺に対する遊離広背筋移植における背部漿液腫の予防：
ネオベールナノ® の影響
中山 大輔（杏林大学医学部

形成外科・美容外科）
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プログラム

NPWTi-d は創傷治療をどう変えるか ～臨床経験に基づく Knack ＆ Pitfalls ～

第2日目

第 10 回日本創傷外科学会総会・学術集会

シンポジウム 3

14：50～16：05

プログラム

創傷外科臨床の視点に立脚した基礎研究


司



SY3-1
SY3-2

胼胝潰瘍予防の観点からみた皮膚硬度の定量化：遺伝性早老症患者と健常者の比較
形成外科）

荷重計測システム F- スキャン II から診た足底潰瘍の基礎研究
渡邊 英孝（佐賀大学医学部附属病院

SY3-3

形成外科）

近赤外線分光法を用いたケロイド組織の血行動態測定
中尾 淳一（静岡がんセンター

SY3-5

形成外科）

羊膜由来間葉系幹細胞のケロイド治療への応用
伊藤 梨里（北海道大学医学部

SY3-4

形成外科）

貴志 和生（慶應義塾大学医学部

窪田 吉孝（千葉大学

第2日目

会：磯貝 典孝（近畿大学医学部

再建・形成外科）

ケロイド新治療薬開発に向けたケロイド患者と健常人の真皮における
遺伝子発現プロファイル解析
土佐 眞美子（日本医科大学付属病院

形成外科・美容外科）
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第 2 日目 7 月 6 日（金）

第 2 会場

ラフレさいたま

桃

9：00～10：30

感染創


司

会：髙木 誠司（福岡大学医学部

形成外科）

第2日目

一般口演 13

10：40～11：50

再建 4


座

長：橋川 和信（神戸大学医学部附属病院

形成外科）

OR13-1 顔面劇症型 A 群溶血性連鎖球菌感染症後に生じた閉瞼障害に対し前額正中皮弁を用いて
治療した 1 例
島田 加奈（滋賀医科大学附属病院

形成外科）

OR13-2 上下眼瞼全欠損に対して再建を行った 2 例
今井 裕季子（筑波大学医学医療系

形成外科）

OR13-3 大口蓋動脈を茎とした島状粘骨膜弁を用いた、軟口蓋腫瘍切除後口腔鼻腔瘻孔の治療経験
大澤 昌之（北海道大学大学院医学研究院

形成外科学教室）

OR13-4 術後気管支断端瘻に筋皮弁を直接縫着し閉鎖しえた 2 例
～ Dermal Pledget Technique ～
佐々木 彩乃（広島大学病院

形成外科）

OR13-5 頭頸部再建術後感染創に対し NPWTi-d を行った 2 例
北野 大希（兵庫県立がんセンター

形成外科／神戸大学大学院医学研究科

形成外科学）

OR13-6 下顎骨放射線骨壊死に対する血管柄付き骨移植による再建症例の検討
石川 耕資（北海道大学大学院医学研究院

形成外科学教室）

OR13-7 骨露出部に分層植皮を行った後、放射線照射を施行した症例の長期経過報告
大島 梓（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 6

12：05～13：05



LS6-1

司

会：宮脇 剛司（東京慈恵会医科大学

形成外科学講座）

乳幼児への早期母斑治療の効果（移植方法の工夫および術後管理）
林 稔（前橋赤十字病院


プログラム

ガイドラインシンポジウム 2

5F

形成・美容外科）

共催：株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
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一般口演 14
プログラム
第2日目

13：20～14：10

再建 5


座

長：垣淵 正男（兵庫医科大学

形成外科）

OR14-1 骨盤内臓全摘術における腹直筋皮弁充填の有用性についての考察
塗 隆志（大阪医科大学

形成外科）

OR14-2 外陰部再建における臀溝皮弁についての検討
杉本 佳陽（京都府立医科大学

形成外科）

OR14-3 治療に難渋した直腸膣瘻の 1 例
横山 明子（横浜市立みなと赤十字病院

―anogenital distance に注目して―

形成外科）

OR14-4 当院における尿膜管遺残症に対する腹腔鏡下尿膜管摘出術および臍形成術の検討
堂後 京子（帝京大学医学部

形成口腔顎顔面外科）

OR14-5 比較的大きな円形皮膚欠損再建における Bear-hand flap の有用性
小野 真平（日本医科大学

形成外科）

一般口演 15

14：10～14：50

再建 6


座

長：梶川 明義（聖マリアンナ医科大学

形成外科学教室）

OR15-1 当院の乳房一次再建術における乳房皮膚壊死の予防策の現状
神戸 未来（名古屋大学医学部

形成外科）

OR15-2 乳頭温存乳房切除後の乳頭壊死に対する乳頭再建
高田 女里（聖マリアンナ医科大学

形成外科）

OR15-3 広背筋皮弁による乳房再建時に術中術後の持続壁吸引が有用であった症例の検討
大槻 祐喜（大阪医科大学

形成外科）

OR15-4 Nipple Sparing Mastectomy（NSM）後の乳房 1 次再建における合併症の検討
佐々木 正浩（筑波大学医学医療系

形成外科）

34

The 10th Annual Meeting of Japan Society for Surgical Wound Care

一般口演 16

14：50～15：40



座

長：岡崎 睦（東京大学大学院医学系研究科

形成外科学分野）

OR16-1 Delayed incision procedure により胸骨正中切開に伴う合併症を予防し得た 1 例
鳥山 和宏（名古屋市立大学

形成外科）

OR16-2 胸腹部大動脈瘤手術後の巨大 incisional bulge の治療経験
加藤 久和（岐阜大学医学部附属病院

形成外科）

OR16-3 死腔充填を行わずに閉鎖し得た有瘻性膿胸の 1 例
秋田 梨恵（福井赤十字病院

プログラム

再建 7

形成外科）

OR16-4 同種心移植後に生じた縦隔炎・胸骨離開に対して再建を行った 3 例
服部 貴続（東京大学医学部附属病院

形成外科・美容外科）

OR16-5 気管支塞栓術および筋膜パッチを併用した筋皮弁充填術による有瘻性膿胸の治療経験
高木 美佳（東京女子医科大学八千代医療センタ―

形成外科）
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第2日目

第 10 回日本創傷外科学会総会・学術集会

第 2 日目 7 月 6 日（金）
プログラム
第2日目

第 3 会場

ホテルブリランテ武蔵野

一般口演 17

2F

サファイア
9：00～9：50

感染 1


座

長：小室 裕造（帝京大学医学部

形成外科）

OR17-1 頭蓋形成術における合併症の検討
須永 中（自治医科大学とちぎ子ども医療センター

小児形成外科）

OR17-2 有瘻性膿胸に対する再建術後の長期経過
内堀 貴文（名古屋大学

形成外科）

OR17-3 大胸筋皮弁採取部の肋軟骨炎治療に難渋した 1 症例
木内 智喜（静岡県立静岡がんセンター

再建・形成外科）

OR17-4 当院における開心術後の創離開、ワイヤー露出、縦隔炎、胸骨骨髄炎に対する治療
梶田 智（兵庫県立姫路循環器病センター

形成外科）

OR17-5 当科における心臓血管外科手術後胸骨骨髄炎症例の検討
上田 吉生（近畿大学医学部奈良病院

形成外科美容外科）

一般口演 18

9：50～11：00

感染 2


座

長：安田 浩（産業医科大学病院

形成外科）

OR18-1 A 群溶連菌迅速診断キットにより早期手術が可能であった劇症型壊死性筋膜炎の一例
津下 到（京都大学大学院医学研究科

形成外科学）

OR18-2 広背筋で再建を行った頸部硬膜外膿瘍を合併した壊死性筋膜炎の 1 例
津田 智子（昭和大学藤が丘病院

形成外科）

OR18-3 背部脂肪腫摘出術後に発症した壊死性軟部組織感染症の経験
前井 遥（千葉大学医学部

形成外科）

OR18-4 壊死性筋膜炎等の重症軟部組織感染症に対して陰圧閉鎖療法を使用した 4 例の治療経験
櫻井 裕基（新久喜総合病院）

OR18-5 直腸癌穿通によるフルニエ壊疽の一例
松本 大輔（国家公務員共済組合連合会

浜の町病院

形成外科）

OR18-6 クラッシュ症候群に合併した壊死性軟部組織感染症の治療経験
見目 和崇（宝塚市立病院

形成外科）
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OR18-7 腎移植後に発症した壊死性軟部組織感染症の 2 例
長谷川 祐基（東京女子医科大学

形成外科）

11：00～11：50

基礎研究


座

長：吉村 浩太郎（自治医科大学

形成外科）

OR19-1 温度応答性培養皿を用いた高機能培養表皮シートと人工真皮を用いた皮膚全層欠損再建法
の確立
松峯 元（東京女子医科大学

形成外科学教室）

OR19-2 デブリードマン効果の高い新規医療用ウジ系統の分子的基盤の探索
吉田 拓磨（東京慈恵会医科大学

形成外科学講座／同

熱帯医学講座）

OR19-3 炎症回路によるケロイドの慢性炎症誘導に関する検討
藤田 宗純（北海道大学医学部

形成外科／斗南病院

形成外科）

OR19-4 Platelet-rich plasma（PRP）はシュワン細胞を介して神経再生を促進させる
素輪 善弘（京都府立医科大学

形成外科）

OR19-5 持続洗浄付 NPWT において温水で洗浄したときの潰瘍部の組織温度の変化
木股 完仁（医療法人財団池友会

新小文字病院）

ランチョンセミナー 7

12：05～13：05



司

LS7-1

会：市岡 滋（埼玉医科大学病院

形成外科）

目立たない傷あとにするためのベストプラクティス ―閉創手技から術後ケアまで―
小川 令（日本医科大学

形成外科）



共催：ニチバン株式会社

一般口演 20

13：20～14：10

陰圧閉鎖療法 3


座

長：松村 一（東京医科大学

OR20-1 急性大動脈解離による急性下肢虚血後に生じた下腿横紋筋融解症に対し
局所陰圧閉鎖療法を施行した 1 例
北辻 まき（静岡県立総合病院 形成外科）

OR20-2 膿胸開窓術後 7 ヶ月で持続陰圧閉鎖療法を併用し創閉鎖を得られた 1 例
鈴木 沙知（静岡赤十字病院

形成外科）

OR20-3 NPWT を併用した植皮術脱落例の報告
加藤 友紀（中部ろうさい病院

形成外科）

37

プログラム

一般口演 19

形成外科）

第2日目

第 10 回日本創傷外科学会総会・学術集会

OR20-4 鼠径部リンパ漏に対する高圧陰圧閉鎖療法の使用経験
村上 英毅（神戸大学大学院医学研究科

プログラム
第2日目

形成外科学）

OR20-5 NPWT を臀部・会陰部に適用するための工夫
梅澤 和也（山梨県立中央病院）

一般口演 21

14：10～15：00

陰圧閉鎖療法 4


座

長：木村 中（函館厚生院函館中央病院

形成外科）

OR21-1 毛巣洞術後管理に NPWT を使用した症例の検討
内田 龍志（船橋市立医療センター

形成外科／熊谷外科病院

形成外科）

OR21-2 NPWT を用いた分層植皮片固定法の検討
黒田 友集（富山県立中央病院

形成外科／金沢医科大学

形成外科学教室）

OR21-3 頭頚部癌術後に生じた瘻孔に施行した局所陰圧閉鎖療法の検討
浅野 悠（埼玉医科大学国際医療センター

形成外科）

OR21-4 局所陰圧閉鎖療法（NPWT）における間欠モードの経験と可能性
相原 有希子（筑波大学医学医療系

形成外科）

OR21-5 他診療科にてすでに局所陰圧閉鎖療法が行われた後に創管理目的に形成外科に紹介された
症例の検討
峯岸 芳樹（福井大学医学部附属病院

形成外科）

一般口演 22

15：00～15：50

重症下肢虚血


座

長：黒川 正人（熊本赤十字病院

形成外科）

OR22-1 MTP 関節切除を行った Ischemic DFO（糖尿病性足骨髄炎）の 3 例
杉田 直哉（近森病院

形成外科）

OR22-2 当院での重症虚血肢に対する大切断術後周術期合併症と中期成績
森重 侑樹（杏林大学

形成外科）

OR22-3 重症下肢虚血を有する血液透析患者の栄養スクリーニング法についての検討
栗原 茉那（杏林大学病院

形成外科）

OR22-4 北海道 胆振・日高地方での下肢慢性創傷の治療における地域連携、及び当科の患者背景、
治療結果について
川副 尚史（苫小牧日翔病院

形成外科）

OR22-5 岩手県内の糖尿病性足病変の診療実態調査について
東 修智（岩手医科大学

形成外科）
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第 2 日目 7 月 6 日（金）

第 4 会場

ホテルブリランテ武蔵野

2F

エメラルド（A）
9：00～10：00

褥瘡・難治性潰瘍 3


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2日目

OR23-1 久留米大学病院における PAT 移植術の治療経過の検討
山内 大輔（久留米大学医学部

形成外科・顎顔面外科）

OR23-2 高気圧酸素療法が行われた難治性潰瘍 35 例の検討
～継続・中止を検討するタイミングに関する分析～
江尻 浩隆（城陽江尻病院

形成外科）

OR23-3 頭部難治性潰瘍の病態と治療法の分析
田中 顕太郎（東京医科歯科大学大学院

形成・再建外科学分野）

OR23-4 難治性足潰瘍における Wagner 分類での Grade による保存的治癒率の変化
福場 美千子（帝京大学医学部

形成・口腔顎顔面外科）

OR23-5 嫌気性菌感染を伴う糖尿病性足病変の検討
中屋敷 典久（トヨタ記念病院

形成外科／土岐市立総合病院

OR23-6 創傷専門訪問診療所の可能性

形成外科）

在宅での外科的処置はどこまで可能か

木下 幹雄（TOWN 訪問診療所）

一般口演 24

10：00～10：50

褥瘡・難治性潰瘍 4


座

長：三川 信之（千葉大学医学部

形成外科）

OR24-1 リドカイン・プロピトカイン配合クリーム外用で処置時の疼痛を軽減できた
右下腿難治性潰瘍の 1 例
牛尾 茂子（仙台形成外科クリニック泉中央）

OR24-2 難治性側腹部潰瘍から敗血症性ショックをきたしミュンヒハウゼン症候群が疑われた 1 例
簑原 沙和（昭和会

今給黎総合病院

形成外科）

OR24-3 Werner 症候群患者の診療において形成外科が果たす役割
緒方 英之（千葉大学医学部

形成外科）

OR24-4 形成外科で介入した大動脈置換術後 Seroma の 2 例
吉田 龍一（新東京病院

形成外科）

OR24-5 心臓カテーテル治療後に生じた放射線潰瘍 4 例の治療経験
新井 美波（成田赤十字病院

形成外科）
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プログラム

一般口演 23

第 10 回日本創傷外科学会総会・学術集会

一般口演 25
プログラム
第2日目

10：50～11：50

感染 3


座

長：前川 二郎（横浜市立大学医学部

形成外科学）

OR25-1 当院における猫咬創の検討
土居 華子（JCHO

宮崎江南病院）

OR25-2 巨大卵巣嚢腫に併発した下肢重症蜂窩織炎
武田 紘司（公益財団法人 田附興風会 医学研究所

北野病院

形成外科）

OR25-3 当院における蜂窩織炎の治療戦略
―リンパ浮腫患者で蜂窩織炎を発症し、緊急入院になった症例―
盧 率智（東京大学医学部附属病院

形成外科）

OR25-4 リンパ管静脈吻合による創傷外科療法
吉田 周平（広島大学国際リンパ浮腫センター）

OR25-5 当科で仙骨部毛巣洞に対する手術を行った症例に関する検討
大沼 眞廣（函館五稜郭病院

形成外科）

OR25-6 臀部慢性膿皮症 42 例の外科治療
池田 佳奈枝（札幌道都病院

形成外科）

ランチョンセミナー 8

12：05～13：05



司

LS8-1

会：関堂 充（筑波大学大学院医学医療系

形成外科）

乳房再建の Surgical Tips：明日から使える、私が常用する小技全集
石井 直弘（国際医療福祉大学病院

形成外科）



共催：科研製薬株式会社

一般口演 26

13：20～14：20

顔面外傷・骨折


座

長：上田 晃一（大阪医科大学病院

OR26-1 眼窩上壁骨折により眼瞼下垂・眼球運動障害をきたした 1 例
戎谷 昭吾（川崎医科大学

形成外科学教室）

OR26-2 軽微な外傷後の眼窩内血腫の 1 例
清水 崇史（山梨県立中央病院）

OR26-3 外傷を契機とする頭蓋骨内血管腫に対して頭蓋骨分層移植を施行した 1 症例
野村 紘史（中頭病院

形成外科）
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形成外科）
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OR26-4 シューレース併用陰圧閉鎖療法と浅側頭動脈島状皮弁により再建した
外傷性前頭部皮膚欠損の 1 例
小坂 健太朗（今給黎総合病院

形成外科）

プログラム

OR26-5 人工骨による前頭部頭蓋形成後 1 年で破損のため硬膜外膿瘍を来した反省症例
矢野 浩規（長崎大学医学部

形成外科）

OR26-6 鼻骨骨折整復術術中の超音波診断用カプラ・エコーパッド N の使用経験
鈴木 翔太郎（福岡大学病院

第2日目

形成外科）

一般口演 27

14：20～15：10

その他


座

長：古川 洋志（愛知医科大学

形成外科）

OR27-1 分層植皮が漿液上で長期に浮遊生存を続け生着した一例
藤原 修（独立行政法人国立病院機構

災害医療センター）

OR27-2 Hair-thread tourniquet syndrome の 4 例
東 晃史（福岡徳洲会病院

形成外科）

OR27-3 手外傷の鎮痛を目的とした、静脈留置針を利用した手根管部正中神経ブロックの経験
岡田 厚夫（山形県立新庄病院

形成外科）

OR27-4 創傷外科領域における形成外科「浸透度」の地域差：データベースから読み解く
佐藤 誠（聖隷三方原病院

形成外科）

OR27-5 クリニックとしての創傷治癒と瘢痕治療への取り組み
村松 英之（きずときずあとのクリニック

豊洲院）
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