第14回 日本創傷外科学会総会・学術集会

（第１日目）

プログラム

第1日目 7月14日（木）第1会場（10階・ザ・ボールルーム2）
開会式

8:50 ～ 9:00

シンポジウム1

9:00 ～ 10:30

糖尿病性足潰瘍、その先にあるもの
再発予防、骨格等への予防的手術、靴や装具の限界、いつまで診ていくのか



司会：藤井 美樹（順天堂大学大学院医学研究科 再生医学／医学部 形成外科学講座）
綾部 忍（八尾徳洲会総合病院形成外科）



SY1-1 糖尿病性足潰瘍、その先にあるもの

藤井 美樹（順天堂大学大学院医学研究科 再生医学／医学部 形成外科学講座）

SY1-2 糖尿病性足潰瘍は地域で守る時代へ

木下 幹雄（医療法人社団心愛会 TOWN訪問診療所 形成外科）

SY1-3 運動器リハビリテーションとしての糖尿病性足潰瘍患者への支援
前重 伯壮（神戸大学大学院保健学研究科 リハビリテーション科学領域）

SY1-4 創傷治療における装具療法の現状
～サージカルオフローディングの介入による改善点～
山口 幸平（日本フットケアサービス株式会社）

SY1-5 切断で治療したCLTI症例における中期的予後の検討
門野 邦彦（五條病院 整形外科）

SY1-6 足の専門病院として糖尿病足潰瘍の先にあるもの
菊池 守（下北沢病院 足病総合センター）

会長講演


私と創傷

10:40 ～ 11:40
司会：清川 兼輔（久留米大学 形成外科・顎顔面外科）

寺師 浩人（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）

ランチョンセミナー 1
自家皮膚細胞を用いた新たな熱傷治療戦略



LS1
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11:50 ～ 12:50

司会：田中 克己（長崎大学病院 形成外科）

自家皮膚細胞スプレーを用いた新たな熱傷治療戦略
松村 一（東京医科大学 形成外科学分野）

共催：コスモテック株式会社

The 14th Annual Meeting of Japan Society for Surgical Wound Care

（第１日目）

13:00 ～ 13:30

学術奨励賞受賞者講演

13:30 ～ 13:45



司会：小川 令（日本医科大学付属病院 形成外科）

レーザースペックルフローグラフィーを使って下肢血流は評価できるのか
（皮膚潅流圧:SPPとの比較）
常川 主裕（信州大学医学部附属病院 形成外科）

最優秀論文者講演（英文）



13:45 ～ 14:15
司会：貴志 和生（慶應義塾大学医学部 形成外科）

Buried Patch Skin Grafting Under Granulation Flap for Impaired Wounds
withLocalandGeneralSevereComplications
細見 謙登（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 形成外科）

Incisional Negative Pressure Wound Therapy with Reinforcement of
SubcutaneousDrainage（Hybrid-iNPWT）:AnEffectiveTreatmentforLower
LimbDeglovingInjuryinElderlyPatients
北野 大希（神戸大学医学部附属病院 形成外科）

教育講演1


14:20 ～ 15:20
司会：多久嶋 亮彦（杏林大学医学部 形成外科）

顎骨壊死を知る

明石 昌也（神戸大学大学院医学研究科外科系講座 口腔外科学分野）

ガイドライン委員会企画


15:30 ～ 16:30
司会：鳥山 和宏（名古屋市立大学 形成外科）
橋本 一郎（徳島大学医学部 形成外科）



形成外科診療ガイドライン作成
−Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020を踏まえて−
小島原 典子（静岡社会健康医学大学院大学疫学領域）
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プログラム

総会

第14回 日本創傷外科学会総会・学術集会

（第１日目）

プログラム

第1日目 7月14日（木）第1会場（10階・ザ・ボールルーム2）
イブニングセミナー

16:40 ～ 17:40

最新の超音波デブリードマンを探求せよ！～医師が求める、解決したいデブリードマン最前線～
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司会：田中 里佳（順天堂大学大学院医学研究科再生医学／医学部形成外科講座）

ES-1

Let’sshare!新時代のデブリードマン

ES-2

デブリを止めるな！～超音波デブリドマンを使いこなしてキズを治す～

前川 武雄（自治医科大学 皮膚科学教室）

菊池 守（医療法人社団 青泉会 下北沢病院）

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

The 14th Annual Meeting of Japan Society for Surgical Wound Care

（第１日目）

シンポジウム2

9:00 ～ 10:30

NPWTの未来

司会：島田 賢一（金沢医科大学 形成外科）
榊原 俊介（神戸大学医学部附属病院 形成外科）



SY2-1 NPWTで術後SSIを予防せよ
−ciNPT 薬事承認から最新の保険適応拡大まで、我々の治療経験と合わせて−
山本 圭祐（富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 形成外科）

SY2-2 当院で施行したNPWT症例においての対応機種と使用期間の変化について
～症例経験からの課題～
長谷川 泰子（群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科講座・形成外科学講座）

SY2-3 重度感染創に対する創内持続陰圧洗浄療法を用いた新しい治療戦略
守永 圭吾（久留米大学 形成外科・顎顔面外科）

SY2-4 NPWTを用いた術後合併症予防戦略
～ NPWTの可能性と多様性から考えるこれからの医療

三浦 隆洋（北海道大学大学院医学研究院機能再生医学分野 形成外科学教室）

SY2-5 日本において在宅NPWTを普及させることは可能であるか？
松本 健吾（社会医療法人敬和会 大分岡病院 創傷ケアセンター）

ランチョンセミナー 2

11:50 ～ 12:50

日本国内でのNPWTのあゆみ、下肢創傷治癒を中心に



司会：大浦 紀彦（杏林大学医学部 形成外科）

LS2-1 下肢創傷治療におけるNPWTの貢献、日本での10年間

藤井 美樹（順天堂大学大学院医学部研究科再生学／医学部形成外科学講座）

LS2-2 NPWT、今日からこれは。

寺部 雄太（春日部中央総合病院 下肢救済センター）

最優秀論文者講演（和文）



共催：スリーエムジャパン株式会社

13:30 ～ 14:15
司会：元村 尚嗣（大阪市立大学 大学院医学研究科形成外科学）

手指開放性骨折に対する吸収性スレッドピンによる髄内固定とその適応について
三宅 ヨシカズ（大阪あべのリンパ浮腫クリニック）

創傷の感染制御にiSAP（intra-softtissueantibioticsperfusion）を用いた経験
桒水流 健二（神戸大学医学部附属病院 形成外科）

当院におけるクマ外傷9例の検討
齊藤 景（山梨県立中央病院）
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プログラム

第1日目 7月14日（木）第2会場（10階・ザ・ボールルーム3）

第14回 日本創傷外科学会総会・学術集会

（第１日目）

プログラム

第1日目 7月14日（木）第2会場（10階・ザ・ボールルーム3）
シンポジウム3
下腿・足関節開放性骨折、その先にあるもの



14:20 ～ 15:20
長期成績を改善させる初期治療とは

司会：髙木 信介（昭和大学医学部 形成外科学講座）
田中 克己（長崎大学 形成外科）



SY3-1 早期再建、早期リハビリへ −深部感染を回避するポイント−
伊師 森葉（東北大学大学院医学系研究科 形成外科学分野）

SY3-2 軟部組織に配慮したstagedsurgeryの実践
西村 怜（昭和大学藤が丘病院 形成外科）

SY3-3 早期の軟部組織再建がGAⅢBC型骨折の社会復帰を早める：FixafterFlapの提言
藤岡 正樹（国立病院機構 長崎医療センター 形成外科・臨床研究センター機能形態研究部）

SY3-4 下腿遠位・足関節開放性骨折：長期成績を改善させる軟部組織再建について
土田 芳彦（湘南鎌倉総合病院 外傷センター）

第15回日本創傷外科学会教育セミナー 2022


15:30 ～ 17:10

司会：朝村 真一（和歌山県立医科大学 形成外科学講座）
漆舘 聡志（弘前大学大学院 医学研究科形成外科学講座）



１．褥瘡の外科的治療

森岡康祐（鹿児島市立病院形成外科）

２．慢性創傷の発症メカニズムと治療

藤井美樹（順天堂大学大学院医学研究科再生医学・医学部形成外科学講座）

３．顔面外傷の治療

朝村真一（和歌山県立医科大学形成外科学講座）

４．四肢・体幹の創傷と治療

林明照（東邦大学医療センター佐倉病院形成外科）

５．瘢痕・ケロイドの治療

漆舘聡志（弘前大学大学院医学研究科形成外科学講座）

日本創傷外科学会専門医試験
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17:40 ～ 18:20

The 14th Annual Meeting of Japan Society for Surgical Wound Care

（第１日目）

シンポジウム4
放射線潰瘍、その先にあるもの



9:00 ～ 10:00
必ず皮弁で被覆するのか、植皮では再発しやすいのか



司会：舟山 恵美（北海道大学医学部 形成外科）
藤岡 正樹（国立病院機構 長崎医療センター 形成外科）

SY4-1

放射線潰瘍に対する当院での手術症例の検討

SY4-2

頭頸部、体幹部における放射線骨壊死の治療経験

SY4-3

放射線潰瘍における術後再発因子の検討

SY4-4

放射線照射部では、線維化の改善がリンパ管再生の“key”となる

SY4-5

放射線潰瘍の治療戦略
～皮弁・植皮と細胞外マトリックス製剤や真皮マイクログラフトの併用～

政岡浩輔（神戸大学大学院医学系研究科形成外科学）

～植皮は選択してもよいか～

森岡康祐（鹿児島市立病院形成外科）

新井美波（千葉大学医学部附属病院形成・美容外科）

林田健志（島根大学医学部附属病院形成外科）

上原幸（大分大学医学部附属病院形成外科）

一般演題1

顔面外傷・骨折



10:05 ～ 10:40
座長：諸富 公昭（近畿大学医学部 形成外科）

OR01-1 クマ外傷により顔面骨骨折、右眼球破裂、左大腿動脈断裂をきたした1例
大出 俊一（北見赤十字病院 形成外科／北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）

OR01-2 眼窩骨折における眼窩容積の検討
隅田 優介（新潟県立中央病院 形成外科）

OR01-3 当院における小児の外傷性涙小管損傷の検討
八木 献（山口大学医学部附属病院 形成外科）

OR01-4 眼窩骨折に対するRAPIDSORBの使用経験
諸富 公昭（近畿大学医学部 形成外科）

OR01-5 結局、コロナ禍で外傷はどれだけ減ったのか？
～国民福祉に寄与するために為すべきことを考える～
佐藤 誠（兵庫県立西宮病院 形成外科）
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プログラム

第1日目 7月14日（木）第3会場（9階・ローズマリー）

第14回 日本創傷外科学会総会・学術集会

（第１日目）

プログラム

第1日目 7月14日（木）第3会場（9階・ローズマリー）
ランチョンセミナー 3
人工真皮、その先にあるもの

11:50 ～ 12:50
司会：岡崎 睦（東京大学大学院医学系研究科 形成外科学分野）

LS3-1

人工真皮コラーゲンの機械的強度と生体吸収性の両立

LS3-2

瘢痕性脱毛症に対する植毛術

落合 博子（独立行政法人国立病院機構 東京医療センター形成外科）

金山 幸司（東京大学医学部附属病院 形成外科・美容外科）

一般演題2

共催：アルケア株式会社

褥瘡・難治性潰瘍1



13:30 ～ 14:15
座長：松﨑 恭一（国際医療福祉大学 成田病院形成外科）

OR02-1 肥満患者における四肢リンパ漏治療；リンパが先か静脈が先か
吉田 周平（広島大学 形成外科・リンパ浮腫センター）

OR02-2 局所陰圧閉鎖療法により治療した大腿部の外傷によるリンパ漏の2例
岡田 厚夫（山形県立新庄病院 形成外科）

OR02-3 末梢動脈限局の血管炎による足壊疽に対する集学的治療
綾部 忍（八尾徳洲会総合病院 形成外科）

OR02-4 帯状疱疹後に生じたTrigeminaltrophicsyndromeの一例
高尾 胤未（関西医科大学附属病院 形成外科）

OR02-5 簡便かつ低侵襲な治療：microdermisの注入が奏功した難治性潰瘍の治療経験
岡本 峻（日本大学医学部 形成外科学系形成外科学分野）

OR02-6 皮弁形成術後に仰臥位での周術期管理を行った背面部褥瘡の治療経験
久場 良吾（中部徳洲会病院 形成外科）
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14:20 ～ 15:20

膠原病性潰瘍、その先にあるもの




司会：田中 里佳（順天堂大学大学院医学研究科 再生医学／医学部 形成外科学講座）
辻 依子（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学分野足病医学部門）

SY5-1

高気圧酸素治療は膠原病性潰瘍の救世主となるか？

SY5-2

膠原病患者の足趾病変に対する当院における治療法について

SY5-3

神経ブロック治療を併用した膠原病合併CLTI治療

SY5-4

膠原病性虚血性潰瘍の治癒を目指す新たな細胞治療法の開発

芝岡 美枝（甲南医療センター 形成外科）

長谷川 泰子（群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科講座・形成外科学講座）

相原 有希子（筑波大学医学医療系 形成外科）

田中 里佳（順天堂大学大学院医学研究科 再生医学／医学部 形成外科学講座）

一般演題3

包括的高度慢性下肢虚血1



15:30 ～ 16:05
座長：相原 有希子（筑波大学附属病院 形成外科）

OR03-1 重症虚血肢の足部組織欠損に対し血管内治療と皮弁形成術を行い救肢した2例
森山 宇蘭（市立札幌病院 形成外科）

OR03-2 重症下肢虚血患者に対するSorbact®の使用経験
山尾 健（旭川医科大学病院 形成外科）

OR03-3 当院における大腿切断症例の検討

宮前 誠（福井大学医学部附属病院 形成外科）

OR03-4 切断を行った下肢難治性潰瘍症例の検討−消極的大切断をいかに減らすか−
高須 啓之（山口大学医学部附属病院 形成外科）

OR03-5 バージャー病患者に対する血行再建術により
重症下肢虚血肢の大切断を回避できた一例
金山 幸司（東京大学医学部附属病院 形成外科）
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プログラム

シンポジウム5

第14回 日本創傷外科学会総会・学術集会

（第１日目）

プログラム

第1日目 7月14日（木）第3会場（9階・ローズマリー）
一般演題4

包括的高度慢性下肢虚血2



16:05 ～ 16:40
座長：大浦 紀彦（杏林大学 医学部形成外科）

OR04-1 創傷治療中に患者を廃用にしないためのリハビリテーションについて
松本 健吾（社会医療法人敬和会 大分岡病院 創傷ケアセンター）

OR04-2 当院で経験したshaggyaortaを合併したCLTIに対する創傷治療について
鈴木 沙知（静岡赤十字病院 形成外科）

OR04-3 膠原病性潰瘍の創傷管理～膠原病内科との連携と高気圧酸素療法

村尾 尚規（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 形成外科／北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）

OR04-4 慢性虚血肢の下腿デバイス露出に対してEVT治療後の穿通枝皮弁を使用した経験
吉良 智恵（千葉労災病院 形成外科）

OR04-5 人工膝関節置換術後皮膚壊死の閉創に難渋した一例
中村 翔吾（東邦大学医療センター大森病院 形成外科）

一般演題5

外科的再建1



16:50 ～ 17:35
座長：髙木 信介（昭和大学医学部 形成外科学講座）

OR05-1 遠位茎背側中手骨皮弁を用いた指の軟部組織欠損に対する再建：
SystematicReview
新保慶輔（県立広島病院 形成外科）

OR05-2 手指指腹欠損におけるSecondtoepulpfreeflapの有用性
楠原廣久（近畿大学医学部 形成外科）

OR05-3 手指動静脈奇形の術後に指尖部壊死を認めた5例の検討
尾崎峰（杏林大学医学部 形成外科）

OR05-4 切断指再接着術における接合部への人工真皮の適用：
直接縫合に対するメリット・デメリット
権太浩一（東北医科薬科大学医学部 形成外科学）

OR05-5 手部腱露出創に対し前腕からのadipofascialturnoverflapによる
再建を行った2例
柏木圭介（高知赤十字病院 形成外科）

OR05-6 GustilotypeⅢB開放骨折後の足関節部難治性潰瘍に対し
足背皮弁を利用し治癒した一例
吉池遥南（兵庫医科大学 形成外科）
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一般演題6

褥瘡・難治性潰瘍2

9:00 ～ 9:45



座長：上村 哲司（佐賀大学 医学部形成外科）

OR06-1 放射線潰瘍

再発症例および異所性石灰化について

桑原 理充（奈良県立医科大学附属病院 形成外科）

OR06-2 乳癌術後約35年間にわたり治療に難渋した慢性放射線潰瘍の一症例
東本 究仁（大阪警察病院 形成外科）

OR06-3 重粒子線治療後に生じた難治性潰瘍2例に対する治療経験
正田 晃基（群馬大学医学部附属病院 形成外科）

OR06-4 放射線潰瘍における骨壊死・骨髄炎の合併と再建方法の検討
南 宗敬（東京医科歯科大学形成・再建外科学分野）

OR06-5 治療に難渋しているハルステッド術後放射線治療後の胸部放射線潰瘍の2例
岩本 佑麻（岐阜大学医学部附属病院 形成外科）

OR06-6 当院における放射線性潰瘍症例の動向
佐藤 秀吉（名古屋市立大学 形成外科）

一般演題7

褥瘡・難治性潰瘍3



9:45 ～ 10:30
座長：安倍 吉郎（徳島大学大学院医歯薬学研究部 形成外科学）

OR07-1 趾切断を要した母趾MTP関節部巨大痛風結節の一例
柏木 瞭一郎（神戸大学医学部附属病院 形成外科）

OR07-2 虚血を伴う膠原病性潰瘍に対する高気圧酸素療法
佐藤 智也（埼玉医科大学 形成外科）

OR07-3 非典型的な治療経過を辿った難治性皮膚潰瘍を有する膠原病患者3例
井野 康（久留米大学医療センター 足病変・皮膚潰瘍治療外来）

OR07-4 下腿に発生した皮膚潰瘍の遷延からカルシフィラキシスと診断された症例
原田 二郎（函館五稜郭病院 形成外科）

OR07-5 カルシフィラキシスの2例：3年を超える長期経過報告
菊池 二郎（相澤病院 形成外科）

OR07-6 難治性下肢潰瘍に対する当科での低侵襲治療
永峰 恵介（福島県立医科大学 形成外科学講座）
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ランチョンセミナー 4
WoundHygieneが開く



11:50 ～ 12:50

難治性創傷治癒の扉
司会：市岡 滋（埼玉医科大学 形成外科・美容外科）

LS4-1

銀イオンが紡ぐ創傷衛生の新時代

LS4-2

WoundHygieneの最新情報と実践

覚道奈津子（関西医科大学 形成外科学講座）

栗原健（埼玉医科大学 形成外科・美容外科）

一般演題8

共催：コンバテックジャパン株式会社

瘢痕・ケロイド



13:40 ～ 14:15
座長：清水 史明（大分大学医学部附属病院 形成外科）

OR08-1 顔面・頸部におけるケロイド発生分布および力学的要素の解析研究
張 萌雄（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

OR08-2 きずときずあとのクリニックにおけるリストカット瘢痕治療に対する手術加療の検討
村松 英之（医療法人社団CRS きずときずあとのクリニック 豊洲院）

OR08-3 剪除法術後瘢痕に対する加療について

村松 英之（医療法人社団CRS きずときずあとのクリニック 豊洲院）

OR08-4 瘢痕性下眼瞼外反に対するhorner筋-瞼板タッキングが有効であった一例
髙谷 健人（慶應義塾大学医学部 形成外科）

OR08-5 彫刻刀を用いた修正術が有効であったカリフラワー耳の2例
山崎 裕行（徳島大学病院 形成外科・美容外科）

スポンサードパネルディスカッション1
創傷治療におけるブタ小腸粘膜下組織の役割



14:20 ～ 16:00

司会：大浦 紀彦（杏林大学医学部付属病院 形成外科）

藤井 美樹（順天堂医院 足の疾患センター／順天堂大学医学部 形成外科学講座／
順天堂大学大学院医学研究科 再生医学）
綾部 忍（八尾徳洲会総合病院 形成外科）
緒方 英之（千葉大学医学部附属病院 形成外科）
辻本 賢樹（聖隷三方原病院 形成外科）
吉田 周平（広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター）
大浦 紀彦（杏林大学医学部付属病院 形成外科）
共催：クックメディカルジャパン合同会社
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その他1

15:50 ～ 16:25



座長：西本 聡（兵庫医科大学 形成外科）

OR09-1 小指総指伸筋腱の欠損を伴う小指伸筋腱皮下断裂の治療経験
浅田 佳奈（福井県立病院 形成外科／小松市民病院 形成外科）

OR09-2 切断四肢再接合術術後モニタリングにおける
スマートフォンを用いたサーモグラフィの有用性

和唐 純平（独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 形成外科）

OR09-3 乳児期の部分生検後に潰瘍を伴う増大を認めた
上腕PICH（partiallyinvolutingcongenitalhemangioma）の1例
石川 耕資（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）

OR09-4 当院におけるペット咬傷についての検討
渡邊英孝（佐賀大学医学部附属病院形成外科）

OR09-5 当院での皮膚粗鬆症に対する治療経験
中尾 仁美（近畿大学 形成外科）

一般演題10

その他2



16:25 ～ 17:00
座長：覚道 奈津子（関西医科大学 形成外科学講座）

OR10-1 眼瞼下垂症手術による「目の創傷」について
上村 和久（和歌山県立医科大学 形成外科）

OR10-2 分層採皮創に対する余剰植皮片移植の効果
福岡 晃平（鳥取大学医学部附属病院 形成外科）

OR10-3 遊離皮弁による舌再建術後に皮弁熱傷を受傷した一例
高月 陽介（信州大学医学部 形成再建外科学教室）

OR10-4 出血傾向により生じた皮下血腫の外科的治療と工夫
齋藤 順平（埼玉医科大学病院 形成外科・美容外科）

OR10-5 真皮縫合における縫合方法が皮膚血流に及ぼす影響
～レーザースペックル二次元血流画像化法による評価～
松村 一（東京医科大学 形成外科学分野）

35

プログラム

一般演題9

第14回 日本創傷外科学会総会・学術集会

（第１日目）

プログラム

第1日目 7月14日（木）第4会場（9階・ジャスミン）
一般演題11

医療材料



17:00~17:35
座長：武田 啓（北里大学医学部 形成外科・美容外科学）

OR11-1 マウス皮膚欠損モデルを用いたGenocel®とPelnac®の創傷治癒における比較
李 媛姣子（KyotoUniversity,GraduateSchoolofMedicine
DepartmentofPlasticandReconstructiveSurgery）

OR11-2 SORBACT®コンプレス使用症例における菌種による微生物結合性の違いについて
赤松 順（近森病院 形成外科）

OR11-3 下肢潰瘍に対するOASIS®細胞外マトリックスの使用経験
前岡 尚憲（福岡大学病院 形成外科）

OR11-4 OASIS®細胞外マトリックスによる潰瘍治療の経験
黒田 友集（石川県立中央病院 形成外科）

OR11-5 OASIS®細胞外マトリックスと陰圧閉鎖療法の併用による難治性創傷の治療経験
村上 英毅（川崎病院 形成外科）
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