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WEB配信会場

役 員 会　7：00～8：00

評議員会　8：00～8：45

開会の辞　8：55～9：00

一般演題Ⅰ　9：00～9：35

座長：三浦 佑樹（香川労災病院 形成外科）

01 イノシシ咬創による右尺骨動脈および尺骨神経の完全断裂の1例
［ 5分 ］	 ○	山中 健生、清家 卓也、佐々木 健介

徳島赤十字病院 形成外科

02 抜去困難を伴った歯ブラシによる頬粘膜損傷の1例
［ 5分 ］	 ○	竹内 優1）、新井 理恵1）、大森 啓史1）、鈴木 良典2）、戎谷 昭吾1）、	

山下 修二1）

1）川崎医科大学附属病院、2）川崎医科大学 総合医療センター

03 指先部欠損の再建法に関する文献的考察
［ 5分 ］	 ○	森中 彩香、木村 知巳、新井 理恵、有安 拓巳、山下 修二

川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科

04 犬咬創で顔面下半分を欠損し、治療に難渋した1例
［ 5分 ］	 ○	太田 茂男、田中 萌実

三豊総合病院 形成外科

05 動脈のみ吻合した再接着指をNPWTにて救済した1例
［ 5分 ］	 ○	大石 正雄、桑原 郁、横木 阿沙子、永瀬 久仁、池野屋 慎太郎

松江赤十字病院 形成外科

一般演題Ⅱ　9：40～10：15

座長：井上 真一（島根県立中央病院 形成外科）

06 顔面非対称を伴う顎変形症の治療戦略
［ 5分 ］	 ○	内木 敏雄1）、宮本 純平1）、宮本 博子1）、藤岡 弓朗2）、藤田 明日香2）、	

鶴田 仁史3）、山田 哲郎4）

1）宮本形成外科、2）広島大学病院 形成外科、3）広島中央矯正歯科、4）やまだ矯正歯科

プログラム
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07 当院における位置的頭蓋変形に対するヘルメット治療の現状とその効果
［ 5分 ］	 ○	長谷川 雄大、妹尾 貴矢、木股 敬裕

岡山大学病院 形成外科

08 軽度小耳症の早期治療例
［ 5分 ］	 ○	秋田 梨恵

広島市立広島市民病院

09 前頭洞前壁骨折整復　～鼻腔からのアプローチ法～
［ 5分 ］	 ○	梅田 竜之介1）、陶山 淑子1）、福岡 晃平1）、森田 真紀1）、木村 悠花1）、	

生田 健人1）、八木 俊路朗1）、小山 哲史2）、中村 陽祐2）

1）鳥取大学医学部附属病院 形成外科、 
2）鳥取大学 医学部 感覚運動医学講座 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

10 再利用した移植骨で義眼台・眼窩形成・隆鼻術を行った 
顔面多発外傷後変形の1例［ 5分 ］

	 ○	永松 将吾1）、佐々木 彩乃1）、藤岡 弓朗1）、藤田 明日香1）、光嶋 勲2）

1）広島大学病院 形成外科、2）広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター

一般演題Ⅲ　10：20～10：55

座長：大石 正雄（松江赤十字病院 形成外科）

11 腎移植後の患者の四肢外傷に対する治療経験
［ 5分 ］	 ○	生島 健太、五石 圭一、原田 浩史

高知医療センター

12 CLTIに対するOASISⓇ細胞外マトリックスの使用経験
［ 5分 ］	 ○	金尾 友香理、徳岡 晋太郎、小山 絵里圭、鈴木 良典

川崎医科大学 総合医療センター

13 PAT移植と植皮を同時に行ったCLTIの5例
［ 5分 ］	 ○	徳岡 晋太郎、金尾 友香里、小山 絵里圭、鈴木 良典

川崎医科大学 総合医療センター

14 原因不明の足関節変形を疑う下肢難治性皮膚潰瘍の1例
［ 5分 ］	 ○	阿古目 健志、庄野 佳孝

松山赤十字病院

15 当院におけるカテーテル治療を行った重症下肢虚血患者の足病変治療の検討
［ 5分 ］	 ○	佐々木 健介、清家 卓也、山中 健生

徳島赤十字病院 形成外科
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一般演題Ⅳ　11：00～11：35

座長：川浪 和子（愛媛県立中央病院 形成外科）

16 仙尾部に生じた滑液包炎の2例
［ 5分 ］	 ○	毛山 剛1）、毛山 章1）、宮下 宝樹1）、玉田 伸二2）

1）医療法人薫風会 毛山病院 形成外科、2）徳島皮フ科クリニック

17 眼窩内に発生したまれな眼窩下神経由来の神経鞘腫の一例
［ 5分 ］	 ○	小原 慎一1）、安積 昌吾1）、宮森 和詞1）、永廣 楓2）

1）岡山済生会総合病院、2）岡山大学病院

18 成人の涙道由来嚢胞の1例
［ 5分 ］	 ○	川本 幸司、古谷 春乃、高野 英実、青 雅一

岩国医療センター 形成再建外科

19 肩部母斑の分割切除を行った1例
［ 5分 ］	 ○	福岡 晃平、陶山 淑子、森田 真紀、木村 悠花、生田 健人、梅田 竜之介、	

中垣 真琴、田邊 雅琴、八木 俊路朗
鳥取大学医学部附属病院 形成外科

20 陰茎縫線嚢腫の4例
［ 5分 ］	 ○	岡山 直靖

岡山形成外科

第10回中国・四国形成外科施設間研究報告会　11：40～12：00

座長：安倍 吉郎（徳島大学 形成外科）

下眼瞼欠損再建手術における術後変形に関する実態調査 
および内容についての全例前向き調査

○	安倍 吉郎1）、峯田 一秀1）、山下 雄太郎1）、玉井 求宜2）、	
戸澤 麻美3）、八木 俊路朗4）、池野屋 慎太郎5）、高津 州雄6）、	
中川 宏治7）、橋本 一郎1）

1）徳島大学 大学院医歯薬学研究部 形成外科学分野、 
2）香川大学 医学部附属病院 形成外科・美容外科、 
3）愛媛大学 医学部附属病院 形成外科、 
4）鳥取大学 医学部附属病院 形成外科、 
5）松江赤十字病院 形成外科、 
6）高松市立みんなの病院 形成外科、 
7）高知赤十字病院 形成外科
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教育講演　12：05～13：05

座長：林田 健志（島根大学医学部附属病院 形成外科）

下肢切断後の義足とリハビリテーションの基礎知識

酒井 康生  島根大学医学部リハビリテーション 医学講座

総　　会　13：10～13：40

一般演題Ⅴ　13：45～14：20

座長：天野 信行（山口県立総合医療センター 形成外科）

21 近年疾患概念が確立された稀なCutaneous melanocytoma with  
CRTC1-TRIM11 fusion（CMCT）の1例［ 5分 ］

	 ○	中山 盛皓、山下 昌宏
独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター

22 巨大子宮筋腫に合併した臍部皮下腫瘍の一例　
［ 5分 ］	 ○	横木 阿沙子、池野屋 慎太郎、大石 正雄、桑原 都、榊原 倫子、渡辺 雅子

松江赤十字病院

23 妊婦の腹壁皮下腫瘤として発見された異所性脱落膜の1例
［ 5分 ］	 ○	松井 雪子

松江市立病院 形成外科

24 深在性エリテマトーデス（LEP）に類似した皮下病変の一例
［ 5分 ］	 ○	貝田 亘1）、松本 紘子1）、増田 敦1）、井上 真一1）、山下 弘鈴2）

1）島根県立中央病院 形成外科、2）倉敷中央病院 形成外科

25 毛巣洞に対して天蓋除去を行った2例
［ 5分 ］	 ○	安藤 穂南、岡本 かよ、安井 史明

住友別子病院
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一般演題Ⅵ　14：25～15：00

座長：吉田 周平（広島大学国際リンパ浮腫センター）

26 演題取り下げ

27 当院での悪性黒色腫治療における現状
［ 5分 ］	 ○	浅野 遥奈、松本 麻由、船木 杏奈、川野 貴大、泉本 真美子、眞田 紗代子、

戸澤 麻美、森 秀樹、中岡 啓喜
愛媛大学医学部附属病院 形成外科

28 顔面基底細胞癌切除後の皮膚欠損に対して 
人工真皮貼付後に上皮化を待った1例［ 5分 ］

	 ○	石野 憲太郎、中川 浩志、川浪 和子、岡田 將誉、土居 未歩
愛媛県立中央病院 形成外科

29 下口唇のほぼ全欠損に対し赤唇部を両側頬粘膜弁で再建した 
下口唇有棘細胞癌の1例［ 5分 ］

	 ○	中川 舞、松村 辰彦、松尾 伸二
四国こどもとおとなの医療センター

30 鼠径ヘルニアの術後に発生したデスモイド型線維腫の1例
［ 5分 ］	 ○	河瀬 弘代1）、赤松 順1）、杉田 直哉1）、北村 龍彦1）、上田 晃一2）

1）社会医療法人近森会 近森病院、2）大阪医科薬科大学

一般演題Ⅶ　15：05～15：40

座長：鈴木 良典（川崎医科大学総合医療センター 形成外科）

31 4種の移植材料を用いて耳介再建を行った16歳皮膚悪性黒色腫の1例
［ 5分 ］	 ○	高須 啓之

山口大学医学部附属病院 形成外科

32 悪性軟部腫瘍の不適切切除後、追加広範切除後に皮弁による 
再建を要した症例の検討［ 5分 ］

	 ○	永廣 楓、渡邊 敏之、渡部 紫秀
岡山大学病院 形成外科
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33 遠隔転移を疑うmicrocystic adnexal carcinomaの一例
［ 5分 ］	 ○	姫島 知樹、井上 晴太、山下 弘鈴、佐野 弾、長尾 由理、野田 和男、	

青木 久尚
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

34 皮膚悪性腫瘍再建法の整容的比較検討
［ 5分 ］	 ○	亀山 和稔、向井 裕子、小松 星児

岡山ろうさい病院 形成外科

35 眼窩内に再発を繰り返した基底細胞癌の1例
［ 5分 ］	 ○	中浜 都、髙須 啓之、八木 献、田口 沙和、小野 菜生

山口大学医学部附属病院 形成外科

一般演題Ⅷ　15：45～16：20

座長：陶山 淑子（鳥取大学医学部附属病院 形成外科）

36 リンパ浮腫治療における T細胞の変化： 
リンパ管吻合術はリンパ浮腫患者の免疫能を改善させるか［ 5分 ］

	 ○	今井 洋文1）、川瀬 孝和2）、目瀬 藤四郎1）、盧 率智1）、吉田 周平1）、	
一戸 辰夫3）、光嶋 勲1）

1）広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター、2）藤田医科大学 国際再生医療センター、 
3）広島大学 原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科研究分野

37 頚椎後方固定術後の離開創に対して異物除去を行わず 
僧帽筋皮弁による再建を施行した一例［ 5分 ］

	 ○	井上 拓人、山下 雄太郎、生島 健太、坂東 真由、山﨑 裕行、長坂 信司、	
峯田 一秀、安倍 吉郎、橋本 一郎
徳島大学病院

38 原発性皮膚リンパ腫病変に対し鼠径皮弁による再建を行った1例
［ 5分 ］	 ○	宮内 律子1）、天野 信行1）、諸岡 真1）、小橋 啓太1）、黒木 大地1）、	

村上 隆一2）

1）山口県立総合医療センター 形成外科、2）長崎原爆病院

39 形態と機能を両立する陰嚢再建
［ 5分 ］	 ○	須田 翔太、山川 翔、林田 健志

島根大学医学部附属病院 形成外科

40 顔面 synkinesis：マイクロ手技を用いた整容再建56例の分析
［ 5分 ］	 ○	光嶋 勲

広島大学 医学部 形成外科国際リンパ浮腫治療センター
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一般演題Ⅸ　16：25～17：00

座長：清家 卓也（徳島赤十字病院 形成外科）

41 シロリムス内服治療が奏功した Klippel-Trenaunay-Weber症候の1例
［ 5分 ］	 ○	森 秀樹、浅野 遥奈、眞田 紗代子、戸澤 麻美、松本 麻由、舟木 杏奈、	

川野 貴大、中岡 啓喜
愛媛大学医学部附属病院

42 極めてまれな随伴症状を認めた真の正中唇裂の一例
［ 5分 ］	 ○	田中 浩史郎1）、黒木 知明1）、横山 卓司1）、高平 得榮1）、安崎 恵理1）、	

三川 信之2）

1）高知大学 医学部 形成外科、2）千葉大学 医学部 形成外科

43 高齢の漏斗胸患者に対する胸郭形成術後に、COVID-19肺炎を発症した1例
［ 5分 ］	 ○	赤池 澪、永竿 智久、木暮 鉄邦、玉井 求宜、三柳 友樹、高橋 宥貴、	

細川 敦司、岡本 希
香川大学 医学部 形成外科・美容外科

44 漏斗胸において、胸壁上部の変形を修正するための、当科における考え方
［ 5分 ］	 ○	細川 敦司、永竿 智久、木暮 鉄邦、玉井 求宜、三柳 友樹、高橋 宥貴、	

赤池 澪、岡本 希
香川大学 医学部 形成外科・美容外科

閉会の辞　17：00～17：05


