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立体遊歩道にて４００ｍ
徒歩６分。

交通案内
［新幹線でお越しの方］

 
JR「新大阪駅」➡ ➡ ➡ ➡JR「大阪駅」 4分
地下鉄御堂筋線「新大阪駅」➡「梅田駅」 6分 乗り換え 

阪神電車「阪神梅田駅」　
➡「尼崎駅」 7～9分

［飛行機でお越しの方］
■ 大阪国際空港
 空港リムジンバス 

 
●大阪駅前（梅田）行き ➡ 　
　「大阪マルビル」または「ハービス大阪」下車 乗り換え 

阪神電車「阪神梅田駅」
➡「尼崎駅」　　  

 ●阪急西宮北口行き ➡「阪神甲子園」下車 乗り換え 阪神電車「甲子園駅」➡「尼崎駅」 

 
大阪モノレール「大阪空港駅」
➡「蛍池駅」　　　　　　  乗り換え 

阪急電車「蛍池駅」
➡「阪神梅田駅」  乗り換え 

阪神電車「阪神梅田駅」
➡「尼崎駅」　　

■ 関西国際空港
 空港リムジンバス　JR尼崎駅行き ➡「阪神尼崎」下車（南口着）

※「尼崎駅」にはJR「尼崎駅」と阪神電車「尼崎駅」がありますが、会場に近いのは阪神電車「尼崎駅」です。

会場へのアクセス
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8：55
9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

3F 鳳凰（北・中）
第1会場

3F 鳳凰（南）
第2会場

3F はくちょう
ポスター会場

2F  すいせん

12：30～13：30

理　事　会

2F  あやめ

17：45～18：45

参加者懇親会
「寄り道」

3F やまばと

16：00～17：00

小児形成外科
専門医試験

8：55～9：00　 開会の辞
9：00～9：35　一般演題 1

「乳房再建1」
座長：三鍋　俊春　　O-01～05

9：00～9：35　一般演題 3
「皮弁・マイクロ1」

座長：前川　二郎　　O-10～14

9：00～9：30
ポスター受付・貼付

ポ
ス
タ
ー
展
示

9：35～10：05　一般演題 2
「乳房再建2」

座長：梶川　明義　　O-06～09

9：35～10：10　一般演題 4
「皮弁・マイクロ2」

座長：橋本　一郎　　O-15～19

10：10～11：10

症例検討 1

司会：貴志　和生、木股　敬裕

C-1～4

10：15～10：50　一般演題 5
「熱傷・難治性潰瘍」
座長：寺師　浩人　　O-20～24

10：50～11：25　一般演題 6
「顔面」

座長：館　正弘　　O-25～2911：15～12：15

症例検討 2

司会：櫻井　裕之、横田　和典

C-5～8

11：30～12：05　一般演題 7
「アイデア1」

座長：大西　清　　O-30～34

12：30～13：30 形成外科領域講習
ランチョンセミナー1

私のマイクロサージャリーの
進化・深化

司会：久保　盾貴��　演者：橋川　和信
共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

12：30～13：30 形成外科領域講習

ランチョンセミナー2

糖尿病性足病変治療の進化
司会：西本　聡��　演者：綾部　忍

共催：科研製薬株式会社

13：40～13：55　会員報告

14：00～15：00 形成外科領域講習
特別講演

体内埋込型ブレイン・マシン・イン
ターフェース：電子回路内蔵頭部
ケーシングによる整容学的工夫

司会：垣淵　正男��　演者：平田　雅之
15：00～15：35　一般演題 8

「アイデア2」
座長：小川　令　　O-35～39

15：10～16：20

手術手技ビデオセッション 1

司会：岡崎　睦、関堂　充

V-1～4

15：35～16：05　一般演題 9
「先天異常」

座長：朝村　真一　　O-40～43

16：05～16：40　一般演題 10
「クラニオ・上下顎」

座長：三川　信之　　O-44～48
16：30～17：40

手術手技ビデオセッション 2

司会：上田　晃一、田中　克己

V-5～8

16：30～17：00
ポスター撤去16：40～17：10　一般演題 11

「腫瘍・母斑・血管腫」
座長：深水　秀一　　O-49～52

17：10～17：40　一般演題 12
「その他」

座長：水野　博司　　O-53～56
17：40～17：45　閉会の辞

2月10日土　都ホテルニューアルカイック
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プログラム
2月10日（土）　都ホテルニューアルカイック 3F

第1会場（鳳凰 北・中）

開会の辞　8：55～9：00

一般演題1　9：00～9：35

「乳房再建1」� 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）

O-01 軟骨移植を組み合わせた乳頭再建　2カ所固定と3カ所固定の比較
� 東京医科歯科大学 医学部 形成・再建外科学� 南　　宗敬

O-02 乳房インプラント患者に対し外来通院を主とした刺青と局所皮弁を用いた 
乳頭乳輪再建

� 明和病院 形成外科� 蔡　　顯真

O-03 K-cup（簡易計量カップ）を用いた乳房再建必要量の決定法
� 聖マリアンナ医科大学 形成外科� 武内　嵩幸

O-04 高圧蒸気滅菌によるブレスト・インプラントサイザーの容量変化について
� 東京共済病院� 高比　史代

O-05 ナトレルⓇ133ティッシュ・エキスパンダーの完全空気除去の工夫
� 京都府立医科大学 形成外科� 素輪　善弘

一般演題2　9：35～10：05

「乳房再建2」� 座長：梶川　明義（聖マリアンナ医科大学 形成外科）

O-06 乳房下溝形成術において除去された脂肪を利用した、 
滑らかなインプラントライン形成術

� 国際医療福祉大学病院 形成外科� 石井　直弘

O-07 SBIを用いた乳房再建術におけるデコルテの陥凹を予防するための新しい手術法 
―大胸筋弁充填術―

� 日本医科大学付属病院 形成外科・再建外科・美容外科、静岡がんセンター 再建・形成外科� 中尾　淳一

O-08 胸背動静脈を移植床血管として乳房再建を行う際の当院での手術手技
� 神鋼記念病院 形成外科� 奥村　　興
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一般演題5　10：15～10：50

「熱傷・難治性潰瘍」� 座長：寺師　浩人（神戸大学 形成外科）

O-20 骨露出を伴う下腿潰瘍に対する decorticationによる創閉鎖
� 東京医科大学 形成外科学分野� 草田理恵子

O-21 独自のデバイスで作成したmicroskin graftの使用経験
� 日本大学 医学部 形成外科学系形成外科学分野� 吉田　光徳

O-22 外来診療におけるハイドロサージェリーシステムの有効性
� 市立奈良病院� 片山　美里

O-23 肝動注リザーバー療法における合併症に対する当科での対応法について
� 明和病院 形成外科� 上田　美怜

O-24 自家3倍メッシュと人工真皮のサンドウィッチ法
� 新潟大学医歯学総合病院 形成・美容外科� 佐藤　眞帆

一般演題6　10：50～11：25

「顔面」� 座長：館　正弘（東北大学 形成外科）

O-25 耳部ケロイドの治療戦略
� 日本医科大学 形成外科� 加来知恵美

O-26 もみあげの再建法についての検討
� 千葉大学 医学部 形成外科� 三川　信之

O-27 外傷性前頭蓋底欠損に対してカスタムメイドチタンプレートを用いて 
眉毛下切開から硬性再建を行った1例

� 東京大学医学部附属病院 形成外科・美容外科� 森脇　裕太

O-28 眼窩下縁へのアプローチにおけるツッペルを用いた bloodless dissection

� 埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科� 森　　裕晃

O-29 島状側頭筋移行術と眼窩外側前頭骨膜弁による下眼瞼挙上術
� 東邦大学医療センター 大橋病院 形成外科� 平田　晶子
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P-12 強々弯針付き縫合糸の使用経験
� 新潟大学 形成外科� 親松　　宏

P-13 眼鏡のツルに装着するライトの自作とその有用性
� 大阪国際がんセンター 形成外科� 田島　宏樹

P-14 足底腱膜の露出を伴う難治性潰瘍の治療に難渋した2症例
� 大阪みなと中央病院 形成外科� 高木美奈子

P-15 頭皮手術における当科の工夫
� 大阪母子医療センター� 西村恵里子

P-16 自家組織乳房再建における乳房下溝形成： 
ノットフリー縫合デバイス（STRATAFIXⓇ）の有用性

� 大阪大学医学部附属病院 形成外科� 大谷　直矢

P-17 老人性内反症に対する当科の工夫
� 大阪急性期・総合医療センター� 西林　章光

P-18 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
� 福岡大学 医学部 形成外科学講座� 前岡　尚憲

懇親会会場（あやめ）

参加者懇親会「寄り道」　17：45～18：45



特別講演
第1会場　14：00～15：00

司会：垣淵 正男（兵庫医科大学 形成外科）



手術手技ビデオセッション1
第1会場　15：10～16：20

司会：岡崎 睦（東京大学 形成外科）
      関堂 充（筑波大学 形成外科）



手術手技ビデオセッション2
第1会場　16：30～17：40

司会：上田 晃一（大阪医科大学 形成外科）
      田中 克己（長崎大学 形成外科）    



症例検討1
第1会場　10：10～11：10

司会：貴志 和生（慶應義塾大学 形成外科）
      木股 敬裕（岡山大学 形成外科）    



症例検討2
第1会場　11：15～12：15

司会：櫻井 裕之（東京女子医科大学 形成外科）
      横田 和典（広島大学 形成外科）        



ランチョンセミナー1
第1会場　12：30～13：30

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

司会：久保 盾貴（大阪大学 形成外科）



ランチョンセミナー2
第2会場　12：30～13：30

共催：科研製薬株式会社

司会：西本 聡（兵庫医科大学 形成外科）



一 般 演 題
（口　演）



一 般 演 題
（ポスター）
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