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一般演題（ポスター）

P-01� 小児における金属製フォークによる眼窩内刺創の一例
海透 修子（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 形成外科）

P-02� 陳旧性鼻骨骨折における患者3Dデータを活用した治療アプローチ
光野 乃祐（大阪医科薬科大学 形成外科）

P-03� 抜去困難を伴った歯ブラシによる頬粘膜損傷の1例
竹内 優（川崎医科大学附属病院 形成外科）

P-04� 幼児頬骨骨折に対し観血的整復固定術を行った1例
村上 方美（東京女子医科大学八千代医療センター 形成外科）

P-05� ソニックウェルドRx®システム2を使用した頬骨骨折術後に下眼瞼内反を生じた症例
辰田 紗世（昭和大学病院・附属東病院 形成外科）

P-06� 顔面骨骨折手術の約6年後にチタン製プレートが露出し，抜去に至った1例
奥野 友孝（加古川中央市民病院 形成外科）

P-07� 神経線維腫症1型の熱傷患者、全身のびまん性神経線維腫の存在、
Donor�はどうする？
戸島 康晴（福岡新水巻病院 形成外科）

P-08� てんかん発作中に受傷した顔面熱傷に対して複数の局所皮弁や
植皮術を組み合わせた再建を行った1例
伊原 淳（SUBARU健康保険組合 太田記念病院 形成外科）

P-09� 全身熱傷を伴う四肢深達性熱傷への陰圧閉鎖療法
−ハイドロコロイドによる乏正常皮膚部のシーリング−
大島 純弥（筑波大学医学医療系 形成外科）

P-10� 熱傷による前頭骨露出創に対し、
外板への小孔作成と薄層化により創閉鎖を得られた一例
諏訪 健志（順天堂大学医学部付属浦安病院 形成外科）

P-11� 難治性潰瘍として経過観察をされていた疣状癌の2例
春名 奈津紀（国立病院機構 姫路医療センター 形成外科）

P-12� 糖尿病を合併した両下腿壊疽性膿皮症の治療経験
加古 絢子（関西医科大学附属病院 形成外科）

P-13� 糖尿病性踵骨骨髄炎に対するPTB装具の有用性
庄司 真美（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）

P-14� 項部難治性潰瘍の創傷治癒遅延を契機に発見されたネフローゼ症候群の一例
八田 文月（京都府立医科大学 形成外科）

P-15� 放射線照射後膀胱膣瘻に対して薄筋弁を工夫して移行した治療経験
北條 正洋（北海道大学大学院医学研究院 形成外科学教室）

P-16� 外傷による下腿切断術後、腓骨断端から7cmもの骨伸長を認めた一例
福場 美千子（帝京大学医学部 形成・口腔顎顔面外科学講座 形成外科）

P-17� 足趾ヘアーターニケット症候群の1例
樋貝 詩乃（自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児形成外科）

P-18� 足趾切断を繰り返し、原疾患の確定診断に至らぬまま下腿切断となった30代女性の1例
美原 留奈（亀田総合病院 形成外科）
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P-19� 露出した人工物を除去せず外科的再建および周術期管理で治癒に至った一例
下野 綾乃（慶應義塾大学病院 形成外科学教室）

P-20� 進行性両側下腿壊疽性膿皮症に対し、
プレドニゾロン併用アダリムマブ使用下に自家分層植皮術で治療した1例
久保村 憲（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）

P-21� シャント部仮性動脈瘤切除後植皮の3例
千明 信一（独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 形成外科）

P-22� 難治性潰瘍を伴う下腿蜂窩織炎を呈した下腿腱黄色腫の一例
横山 卓司（高知大学医学部附属病院 形成外科）

P-23� 皮下膿瘍を伴う前頸部蜂窩織炎後に皮膚欠損をきたし、
大胸筋皮弁による再建を要した一例
山城 憲二郎（医療法人 明和病院 形成外科）

P-24� 頭側からの回転前進皮弁が奏功した毛巣洞の2例
澤村 尚（城山病院 形成外科）

P-25� Desert�foot症例における断端形成術の工夫
北野 豊明（新須磨病院�形成外科 創傷治療センター）

P-26� 臍部にinclusion�cystを生じた腹部瘢痕拘縮の1例
土居 華子（長崎大学病院 形成外科）

P-27� マスク着用が原因と疑われる慢性に進行した耳介の裂の1例
野村 紘史（社会医療法人敬愛会 中頭病院 形成外科）

P-28� 放射線照射の範囲に発生した化膿性汗腺炎による陰部巨大ケロイドの治療例
竹村 朋子（金沢医科大学 形成外科）

P-29� 凍傷後瘢痕から発生した隆起性皮膚線維肉腫の治療経験
秋山 豪（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

P-30� ケロイド動物モデルの可能性と将来
金子 繭子（日本医科大学武蔵小杉病院 形成外科）

P-31� 腋窩熱傷瘢痕拘縮に対して、
opposite�running�Y-V�plastyで拘縮解除を行った1例
小室 明人（金沢大学 形成外科）

P-32� ペースメーカー感染に対しリードを大胸筋に貫通させ
同側前胸部皮下にジェネレーターを入換し救済した3例
浅野 隆之（同愛記念病院 形成外科）

P-33� 背部に広範な壊死性軟部組織感染症を生じた1例
青山 尚椰（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 形成外科）

P-34� 術前には同定し得なかった眼窩内木片異物により眼球突出を生じた1例
大関 亮介（JA長野厚生連 北信総合病院 形成外科・美容外科）

P-35� Mycobacterium�fortuitum感染による腹部難治性潰瘍に対する治療経験
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）

P-36� 既往のない外国人若年女性に発症した原発性胸骨骨髄炎の1例
野間口 磨篤（東京女子医科大学 形成外科）
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P-37� 自らに負わせる作為症により二次性気腹症を呈した胸腹部壊死性筋膜炎の1例
谷口 佳代子（磐田市立総合病院 形成外科）

P-38� 広範囲の頭蓋露出を来した頭部壊死性筋膜炎の一例
木村 健作（北播磨総合医療センター 形成外科）

P-39� フルニエ症候群の患者に対し、適切な患者管理及び外科的加療を行い
良好な結果を得た1例
黒川 優太（湘南鎌倉総合病院�形成外科 美容外科）

P-40� Perifascial�areolar�tissue（PAT）付き外腹斜筋腱膜で
再建した中指終止伸筋腱断裂の1例
平山 貴浩（自衛隊那覇病院／防衛医科大学校病院 形成外科）

P-41� 手背に潰瘍を伴うメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の治療経験
河本 遥（県立広島病院 形成外科）

P-42� 両手の多数指切断に対して異所性再接着を用いて母指を再建した1例
松葉 啓文（兵庫県立はりま姫路総合医療センター 形成外科）

P-43� 上顎洞癌切除術および放射線照射後の閉瞼不全に対して、
下眼瞼を逆行性顔面動脈皮弁を用いて再建した1例
助川 裕和（JA長野厚生連 北信総合病院 形成外科・美容外科）

P-44� 男性陰部象皮症に対する一期的外科手術
山本 匠（国際医療研究センター 形成外科）

P-45� 同一部位を複数回受傷した母指指尖部損傷の1症例
大木 琴美（博慈会記念総合病院 形成外科）

P-46� 悪性軟部腫瘍との鑑別に難渋し広背筋皮弁再建を行った
Chronic�Expanding�Hematomaの1例
出嶋 哲也（新須磨病院 形成外科）

P-47� 乳房再建後遅発性血腫に対して上腹壁動脈穿通枝皮弁（SEAP�flap）を
用いて再建した1例
兵藤 伊久夫（産業医科大学病院 形成外科）

P-48� 散弾銃による胸壁損傷の一例
阿瀬井 千奈都（神戸赤十字病院 形成外科）

P-49� 骨露出創に植皮する
藤岡 正樹（国立病院機構 長崎医療センター 形成外科・創傷センター・臨床研究センター機能形態研究部）

P-50� 脛腓骨骨幹部開放骨折に対して逆行性腓腹皮弁により創閉鎖を行った経験
玉城 秀行（浦添総合病院 形成外科）

P-51� 母趾背側皮膚欠損創を趾動脈穿通枝皮弁により再建した1例
櫻井 裕基（昭和大学病院 形成外科）

P-52� 往診からみる創傷外科の需要
村井 信幸（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）

P-53� V.A.C.ULTAに注水口排水口乖離とフィブラストスプレー注入装置を加えた工夫
丹代 功（旭川赤十字病院 形成外科）
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P-54� NPWTのコンタクトレイヤーとしてのDACCコーティングドレッシング材の有用性
中村 英玄（国立病院機構 高崎総合医療センター 形成外科）

P-55� 坐骨部褥瘡への予防的陰圧閉鎖療法の使用経験
関山 琢也（東京西徳洲会病院 形成外科）

P-56� bFGFを吸着させた人工真皮によるサンドウィッチ法後に
自家培養表皮移植を行った熱傷の1例
井上 真一（島根県立中央病院 形成外科）

P-57� NPWTi-dを用いた創内大量洗浄法
西條 優作（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

P-58� 低血圧患者に対するNPWT使用の留意点
林 俊子（PL病院 形成外科）

P-59� OASIS®の適応創傷を考える～薄い形状を生かした使用方法～
児玉 卓也（城本クリニック福岡院）

P-60� 分層植皮術の周術期管理におけるSorbact®コンプレスの使用経験
萩原 昂（新潟県立中央病院 形成外科）

P-61� 熱傷潰瘍に対するSorbactコンプレスの使用経験
内田 達也（岡山大学病院 形成再建外科）

P-62� 熱傷創に対するSorbact®の使用経験
藤岡 菜月（成田赤十字病院 形成外科）

P-63� 乳房人工物の感染に対し持続陰圧洗浄を行った3例
中江 星子（東京共済病院 形成外科）

P-64� 乳輪下膿瘍を伴う陥没乳頭に対する�Seton法と酒井法による修正の追試と応用
高原 英作（新垣形成外科）

P-65� 指のchronic�expanding�hematomaの1例
早川 将史（愛知医科大学病院 形成外科）

P-66� 小児の右第1趾に生じた皮膚瘻孔の一例
初岡 佑一（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

P-67� 治療に難渋した（させてしまった）肩鎖関節ガングリオンの1例
清家 卓也（徳島赤十字病院 形成外科）

P-68� 肺癌放射線治療後に背部皮下に巨大な腫瘤状血腫を形成した1例
坂井 香（鳥取県立中央病院 形成外科）

P-69� 下眼瞼形成術中の皮膚損傷により生じた眼瞼外反に対して
対側下眼瞼皮膚を用いて修正を行った一例
向井 桜子（日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科）

P-70� 眼症状を合併した刺青sarcoidosisの治療経験
神戸 未来（名古屋大学医学部附属病院 形成外科）

P-71� 糖尿病性足壊疽の治療経過中に脾膿瘍を併発した稀な1例
和田 剛佳（自治医科大学附属さいたま医療センター 形成外科）

一般演題（ポスター）


