
－ 43 －

一般演題　口演

第 01 群 11 月 12 日（木）　10：10 ～ 10：52　第３会場

「口唇口蓋裂 1」

 座長：昭和大学藤が丘病院　形成外科 門松　香一
Ｏ01-1	 片側唇裂における鼻翼位置の検討

 慶應義塾大学医学部　形成外科 坂本　好昭

Ｏ01-2	 不全唇裂における鼻孔形態の定量解析
 京都大学　大学院　医学研究科　形成外科学 勝部　元紀

Ｏ01-3	 三次元的構造の獲得に有効な口唇裂手術における口輪筋再建の一法
 大阪市立大学　大学院医学研究科　形成外科学 藤川平四朗

Ｏ01-4	 口唇外鼻修正術における耳鼻咽喉科との共同手術
 埼玉医科大学　形成外科・美容外科 時岡　一幸

Ｏ01-5	 口唇口蓋裂患者の鼻閉改善手術　- 耳鼻咽喉科との共同手術 -
 岩手医科大学　医学部　形成外科 本多　孝之

Ｏ01-6	 高度な変形を伴った高齢者口唇裂術後修正の検討高度な変形を伴った 
高齢者口唇裂術後修正の検討

 昭和大学医学部形成外科学講座 宮部　真以

第 02 群 11 月 12 日（木）　11：02 ～ 11：44　第３会場

「口唇口蓋裂 2」

 座長：東北大学医学部　形成外科 今井　啓道
Ｏ02-1	 当院における先天性下口唇瘻孔の治療経験

 千葉県こども病院　形成外科 石垣　達也

Ｏ02-2	 当施設における two-flap palatoplasty を行った口蓋裂症例の短期的成績： 
諸外国との比較

 長野県立こども病院　形成外科 矢口貴一郎

Ｏ02-3	 口蓋裂に対する顕微鏡下手術の有用性に関して
 長崎大学病院　形成外科 今村　禎伸

Ｏ02-4	 片側性軟口蓋形成不全症の 1 例
 関西医科大学　形成外科学講座 益岡　　弘

Ｏ02-5	 口唇裂口蓋裂患者の顎裂部骨移植術における Scarpa 筋膜の使用経験
 徳島大学病院　形成外科・美容外科 石田　創士

Ｏ02-6	 顎裂部一次骨移植のドナーとしての下鼻甲介の有用性
 ふれあい横浜ホスピタル　形成美容外科 鳥飼　勝行
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第 03 群 11 月 12 日（木）　15：00 ～ 15：42　第３会場

「顎顔面」

 座長：福岡大学医学部　形成外科学 髙木　誠司
Ｏ03-1	 乾癬性関節炎に伴う顎関節強直症に対して内固定型骨延長器を用いて外科的治療を 

行った１例
 杏林大学　医学部　形成外科 草間　　峻

Ｏ03-2	 MTF 性同一性障害者に対する顔面女性化手術の検討　~ 下顎骨形成の重要性 ~
 杏林大学　医学部　形成外科 大島　直也

Ｏ03-3	 演題取下げ

Ｏ03-4	 下顎枝矢状分割術の固定法の変遷とナイロン糸による固定法
 関西医科大学　形成外科 楠本　健司

Ｏ03-5	 下顎後退に対する顎外科矯正手術が上気道へ与える影響の 3D での評価
 東京警察病院　形成外科 播摩　光宣

Ｏ03-6	 歯科矯正後の Treacher Collins 症候群に対する呼吸状態および顔貌改善目的の 
オトガイ延長術

 千葉大学　医学部　形成外科 三川　信之

Ｏ03-7	 真性浅側頭動脈瘤の１例
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　形成外科 岩本　承豪

第 04 群 11 月 12 日（木）　10：10 ～ 10：52　第４会場

「腫瘍・再建 1」

 座長：東邦大学医療センター大森病院　形成外科 荻野　晶弘
Ｏ04-1	 前外側大腿皮弁挙上におけるサーモグラフィーを利用した術前穿通枝同定と実際

 京都府立医科大学　形成外科 森田　大貴

Ｏ04-2	 口腔がん切除後の再建に利用した尺側前腕皮弁採取部の整容的評価
 島根大学　医学部附属病院 山川　　翔

Ｏ04-3	 再建舌における移植皮弁色調変化の定量化の試み
 独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　形成外科 永塚　大樹

Ｏ04-4	 Submental artery flap による再建症例の血行支配領域の検討
 独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　 岡　　愛子

Ｏ04-5	 経口蓋アプローチ手術後の鼻咽腔閉鎖機能不全：症例報告と文献的考察
 国立成育医療研究センター　形成外科 彦坂　　信

Ｏ04-6	 口腔癌再建術後における皮弁委縮のリスク因子についての検討
 群馬大学　医学部附属病院　形成外科 中村　英玄
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第 05 群 11 月 12 日（木）　11：02 ～ 11：37　第４会場

「腫瘍・再建 2」

 座長：東京女子医科大学　形成外科 櫻井　裕之
Ｏ05-1	 粉瘤様の外観を呈した頭部 Primary dermal melanoma の治療経験

 北海道大学　大学院医学研究院　形成外科学教室 草島英梨香

Ｏ05-2	 薬物療法および強度変調放射線照射による集学的治療が奏功した頭皮原発血管肉腫の 
治療経験

 北海道大学　形成外科 前田　　拓

Ｏ05-3	 前頭洞腺様嚢胞癌切除後の頭蓋底再建に前外側大腿皮弁が有用であった 1 例
 山形大学医学部附属病院　形成外科 岩上　明憲

Ｏ05-4	 paraganglioma 切除後に一時的に遊離脂肪を移植し、二期的に遊離前外側大腿皮弁で 
被覆した一例

 東京女子医科大学東医療センター　形成外科 石川　昂央

Ｏ05-5	 漿膜筋層付き大網弁を用いて術中の切除範囲拡大に対応した顎関節軟骨芽細胞腫の１例
 名古屋大学　医学部　形成外科 神戸　未来

第 06 群 11 月 12 日（木）　11：47 ～ 12：36　第４会場

「腫瘍・再建 3」

 座長：筑波大学大学院医学医療系　形成外科 関堂　　充
Ｏ06-1	 下顎正中に対するダブルバレル腓骨皮弁術の 3 例

 京都大学大学院医学研究科　形成外科学 津下　　到

Ｏ06-2	 当院における下顎再建プレートを用いた下顎再建法の検討
 横浜市立大学　医学部　形成外科 池田　浩明

Ｏ06-3	 皮弁採取部の整容面に配慮した前腕皮弁による頭頚部再建の経験
 那須赤十字病院　形成外科 高山　昌賢

Ｏ06-4	 ２つの遊離皮弁を用いた頭頸部再建の経験
 名古屋大学　医学部　形成外科 高橋ひとみ

Ｏ06-5	 頭頚部手術における二層性口蓋再建は術後合併症減少に寄与する
 東海大学　医学部　外科学系　形成外科 根本　　仁

Ｏ06-6	 遊離空腸再建後に難治性の気管食道瘻と頸部開放創を生じた強皮症の 1 例
 久留米大学　医学部　形成外科・顎顔面外科 右田　　尚

Ｏ06-7	 下顎放射線性骨壊死に対する遊離腓骨皮弁移植術後の遅発性合併症
 神戸大学大学院医学研究科　形成外科学 田村　亮介
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第 07 群 11 月 12 日（木）　15：00 ～ 15：21　第４会場

「顔面神経麻痺」

 座長：杏林大学医学部　形成外科・美容外科 多久嶋亮彦
Ｏ07-1	 顔面神経麻痺治療でのボツリヌス毒素の種々の利用法

 東京歯科大学市川総合病院　形成外科 田中　一郎

Ｏ07-2	 小児・後期高齢者の顔面神経麻痺に対する 1 期的薄層前鋸筋移植の治療経験
 東京歯科大学市川総合病院　形成外科 佐久間　恒

Ｏ07-3	 血管柄付き神経移植による顔面神経再建
 札幌医科大学　形成外科 浜本　有祐

第 08 群 11 月 12 日（木）　10：10 ～ 10：59　第５会場

「顔面骨骨折 1」

 座長：熊本赤十字病院　形成外科 黒川　正人
Ｏ08-1	 当科における頬骨骨折の術式の選択と固定性の検討

 日本大学　医学部　形成外科学系形成外科学分野 樫村　　勉

Ｏ08-2	 頬骨骨折手術における術中 CBCT 評価施行症例の比較検討
 東海大学　外科学系形成外科 竹下　絵里

Ｏ08-3	 頬骨骨折に使用した PLLA-PGA 吸収性プレートによる異物肉芽腫の治療経験
 日本大学　医学部　形成外科 吉田　光徳

Ｏ08-4	 顔面骨骨折に対する超音波溶解吸収性プレート（ソニックウェルドＲｘシステム）の 
使用経験

 独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター　形成外科 田崎　愛理

Ｏ08-5	 顔面骨骨折整復固定時のドリル破折症例と当院の対応
 戸田中央総合病院　形成外科 清水　　梓

Ｏ08-6	 医工連携による顔面骨 3D モデルを使用した眼窩骨折、頬骨骨折手術
 東京女子医科大学東医療センター　形成外科 金　　智優

Ｏ08-7	 ハイブリッド手術室における顔面骨術中 CT 評価の有用性
 東邦大学医療センター大橋病院　形成外科 花田　隼登

第 09 群 11 月 12 日（木）　11：09 ～ 11：51　第５会場

「顔面骨骨折 2」

 座長：佐賀大学医学部　形成外科 上村　哲司
Ｏ09-1	 眼窩上壁骨折に伴って発症した眼窩骨膜下血腫の一例

 東京医科大学病院　形成外科学分野 荒木祐太郎

Ｏ09-2	 眼窩骨折に対する u-HA/PLLA 複合体プレートを使用した眼窩底再建術の後方視的検討
 東京医科歯科大学　形成・再建外科学分野 村上　響一



－ 47 －

Ｏ09-3	 当院で経験した稀な眼窩壁骨折の２例
 長野市民病院 横山俊一郎

Ｏ09-4	 眼窩底骨折で，術前ヘスチャートの健側上方視の overaction が大きいほど， 
術後複視が残りやすい

 信州大学　医学部　形成再建外科 中嶋　優太

Ｏ09-5	 CT 所見が乏しい眼窩骨折への手術治療についての考察―自験例 2 例の経験から―
 近畿大学医学部形成外科 西脇　　仁

Ｏ09-6	 陳旧性眼窩骨折に対するカスタムメイドチタンプレートの使用経験
 東京大学　形成外科・美容外科 宮國　青海

第 10 群 11 月 12 日（木）　12：01 ～ 12：50　第５会場

「顔面骨骨折 3」

 座長：大分県厚生連鶴見病院　形成外科 矢野　浩規
Ｏ10-1	 鼻骨骨折局所麻酔整復の適応

 聖マリアンナ医科大学　形成外科学教室 沖野　照仁

Ｏ10-2	 鼻骨骨折の手術適応に対する、CT を用いた客観的評価基準の検討
 東京大学医学部附属病院　形成外科 吉井　健吾

Ｏ10-3	 当科における顔面多発骨折の検討～吸収性プレートと Kirshner ワイヤーを併用した 
ハイブリッド固定法の有用性

 筑波大学　医学医療系　形成外科 明星　里沙

Ｏ10-4	 口蓋骨骨折後の高狭口蓋変形に対する肋軟骨チップ移植の有用性
 千葉大学　医学部　形成外科 中谷　　元

Ｏ10-5	 顔面多発骨折症例の検討
 神戸赤十字病院　兵庫県災害医療センター　形成外科　創傷治療センター 葛原奈津美

Ｏ10-6	 穿通性頭部外傷における形成外科医の役割
 慶應義塾大学　医学部　形成外科 松原　　舞

Ｏ10-7	 前頭骨貫通外傷後の頭蓋骨欠損の一再建例
 帝京大学　形成外科 福山　漱辰

第 11 群 11 月 12 日（木）　15：00 ～ 15：28　第５会場

「先天異常」

 座長：長野県立こども病院　形成外科 野口　昌彦
Ｏ11-1	 Hemifacial microsomia 患者に対するチーム医療（外科手術について）の実態調査

 東京歯科大学　歯科矯正学講座 坂本　輝雄

Ｏ11-2	 顔面軟部組織欠損を伴う疾患に対する脂肪注入術の有用性
 慶應義塾大学　医学部　形成外科 鎌田　将史
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Ｏ11-3	 成人の翼状頸に対して手術を行った経験
 神戸大学医学部附属病院　美容外科 武川　　力

Ｏ11-4	 幼児期にティッシュエキスパンダーによる頭皮再建を行った先天性皮膚欠損症の 1 例
 山形大学医学部附属病院　形成外科 岩上　明憲

第 12 群 11 月 13 日（金）　13：40 ～ 14：29　第３会場

「クラニオ」

 座長：市立奈良病院　形成外科 久徳　茂雄
Ｏ12-1	 One-piece Front-Orbital Advancement を安全に行うための小工夫 

- Eyebrow safety key window の設置
 東京女子医科大学　形成外科 長谷川祐基

Ｏ12-2	 Apert 症候群患児における Le FortIII ＋ II 型骨切り延長術による中顔面形成時の工夫
 長野県立こども病院　形成外科 野口　昌彦

Ｏ12-3	 Crouzon 症候群に対する Le Fort III 型骨切り術後に肺動脈塞栓症を認め、救命し得た一例
 大阪市立総合医療センター　形成外科 松井　千明

Ｏ12-4	 Lefort3 型骨切延長術術後に片眼失明を発症した一例
 大阪市立総合医療センター 小島　空翔

Ｏ12-5	 頭と顔のかたち外来に紹介された後頭部斜頭に対し早期癒合と診断し、 
鏡視下 suturectomy を行なった１症例

 佐賀大学　医学部　附属病院　形成外科 渡邊　英孝

Ｏ12-6	 北海道大学病院形成外科における「赤ちゃんの頭の形外来」開設後の経過と現状
 北海道大学　大学院医学研究院　形成外科学教室 大澤　昌之

Ｏ12-7	 当院における、頭位性斜頭に対するヘルメット治療の報告
 岡山大学病院　小児頭蓋顔面形成センター　形成外科 妹尾　貴矢

第 13 群 11 月 13 日（金）　14：39 ～ 15：14　第３会場

「その他」

 座長：横浜市立大学医学部　形成外科 前川　二郎
Ｏ13-1	 舌根まで含めた舌静脈奇形の部分切除の経験

 愛知医科大学　形成外科 寺澤　菜摘

Ｏ13-2	 歯肉癌マーキング時の墨汁注入による頬部皮膚刺青様変化の治療経験
 東京医科歯科大学大学院　形成・再建外科学分野 植村　法子

Ｏ13-3	 口唇の静脈奇形に対して行った 15 手術の検討
 大阪大学　形成外科 清家　志円

Ｏ13-4	 歯性原発の重症壊死性軟部組織感染症の経験
 福島県立医科大学　形成外科 永峰　恵介
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Ｏ13-5	 頭頸部に発生した結節性筋膜炎の 2 例
 群馬大学　医学部附属病院　形成外科 正田　晃基

第 14 群 11 月 13 日（金）　8：37 ～ 9：26　第４会場

「腫瘍・再建 4」

 座長：兵庫医科大学　形成外科学講座 垣淵　正男
Ｏ14-1	 尋常性皮膚発育異常症による上眼瞼有棘細胞癌に対して眼輪筋皮弁が有効であった１例

 北海道大学　形成外科 前田　　拓

Ｏ14-2	 眼球結膜の部分切除を施行した眼瞼基底細胞癌の 1 例
 神戸大学大学院　医学研究科　形成外科学 大崎　健夫

Ｏ14-3	 上下眼瞼、頬部皮膚悪性腫瘍に対し、modified malar flap incisional approach で 
再建を行った症例の検討

 大阪市立大学医学部附属病院　形成外科 菱川　美紀

Ｏ14-4	 長期にわたる診療を行った眼窩 Ewing 肉腫の 1 例
 東京都立小児総合医療センター　形成外科 石川　里穂

Ｏ14-5	 局所皮弁で再建された比較的若年者の顔面悪性腫瘍、修正に難渋した一例
 獨協医科大学　形成外科学 藤澤　大輔

Ｏ14-6	 鼻腔癌手術による外鼻・上顎・上口唇欠損に対して姑息的に上口唇のみを再建した一例
 群馬大学医学部付属病院形成外科 平井　優樹

Ｏ14-7	 下口唇全幅・全層欠損に対して片側 nasolabial flap で再建した 1 例
 名古屋市立大学医学部　形成外科 佐藤　秀吉

第 15 群 11 月 13 日（金）　9：36 ～ 10：18　第４会場

「腫瘍・再建 5」

 座長：岩手医科大学医学部　形成外科 櫻庭　　実
Ｏ15-1	 演題取下げ

Ｏ15-2	 側頭頭頂筋膜を用いた外耳道癌切除後の再建
 大阪大学　医学部　形成外科 鹿野　雄介

Ｏ15-3	 若年女性の耳垂部に皮膚浸潤を来した腺様嚢胞癌の治療経験
 順天堂大学医学部附属　浦安病院　形成外科・再建外科 野尻　　岳

Ｏ15-4	 二期的手術で局所完全切除と顔面神経温存の両立が可能であった耳下腺浸潤基底細胞癌
の一例 

 徳島大学病院　形成外科 水口　誠人

Ｏ15-5	 耳下腺浅葉摘出術後に生じた肥厚性瘢痕に対して醜状改善のため遊離皮弁術を行った１例
 神戸赤十字病院・兵庫県災害医療センター　形成外科・創傷治療センター 小川　晴生
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Ｏ15-6	 幼少期に行った前額正中皮弁茎部に骨性隆起を生じた１成人例
 信州大学付属病院形成外科 相阪　哲也

Ｏ15-7	 化学療法後に生じた鼻咽腔狭窄に対し両側 facial artery musculomucosal flap による 
咽頭形成を行った一例

 東京都済生会中央病院　形成外科 西紋　まり

第 16 群 11 月 13 日（金）　10：35 ～ 11：10　第４会場

「腫瘍・再建 6」

 座長：長崎大学医学部　形成外科学教室 田中　克己
Ｏ16-1	 難治性唾液漏に対するボツリヌストキシン治療の経験

 東京歯科大学市川総合病院　形成外科 田中　一郎

Ｏ16-2	 Cranial　Fasciitis の１例
 東京女子医科大学八千代医療センター　形成外科 細井　聡士

Ｏ16-3	 口蓋の潰瘍を伴う乳児血管腫に対するプロプラノロール内服による診断的治療の経験
 北海道大学　大学院医学研究院　形成外科学教室 石川　耕資

Ｏ16-4	 悪性所見を呈し診療方針の決定に苦慮した Neurofibromatosis type 1 の一例
 東京都立小児総合医療センター　形成外科 梅林佳緒里

Ｏ16-5	 小児病院における顔面皮膚皮下腫瘍の疫学的検討
 東京都立小児総合医療センター　形成外科 大滝真梨香

第 17 群 11 月 13 日（金）　13：40 ～ 14：29　第４会場

「耳・鼻」

 座長：岩手医科大学医学部　形成外科 本多　孝之
Ｏ17-1	 鼻に移植された肋軟骨の弯曲はどの程度か？

 新潟大学大学院医歯学総合研究科　形成・再建外科学分野 植木　春香

Ｏ17-2	 外鼻再建におけるエステティックサブユニットに関する一考察
 弘前大学　形成外科 漆舘　聡志

Ｏ17-3	 日本人成人男女の Nostril sil の形態
 信州大学　医学部　形成再建外科 永井　史緒

Ｏ17-4	 鼻中隔外鼻形成術の耳鼻咽喉科との合同手術における診療報酬に関する検討
 東京慈恵会医科大学　形成外科学講座 森山　　壮

Ｏ17-5	 Romberg 病による外鼻変形に対する外鼻修正術の経験
 藤田医科大学病院　形成外科 犬飼　麻妃

Ｏ17-6	 小耳症に合併する諸症状に対し我々が行っている形成術
 札幌医科大学　医学部　形成外科 四ッ柳高敏

Ｏ17-7	 小耳症の耳介挙上術におけるメッシュ植皮術の適用
 獨協医科大学　形成外科 片岡　美紗
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第 18 群 11 月 13 日（金）　8：37 ～ 9：26　第５会場

「眼瞼 1」

 座長：沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　形成外科 石田　有宏
Ｏ18-1	 深い上眼瞼溝を伴う眼瞼下垂に対して PTFE シートによる前頭筋吊り上げ術と 

真皮脂肪移植を併用した 2 例
 藤沢湘南台病院　形成外科 小久保健一

Ｏ18-2	 腱膜性眼瞼下垂症手術前後の眉毛位置変化の検討
 独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　形成外科 落合　博子

Ｏ18-3	 退行性眼瞼下垂症における挙筋機能の影響：術前および術後結果への関与
 福岡大学病院　形成外科 吉村　　希

Ｏ18-4	 両側眼瞼写真と片側眼瞼写真との間の眼瞼下垂評価の違い
 千葉大学　医学部　形成外科 秋田　新介

Ｏ18-5	 眼輪筋・前頭筋連合筋弁を利用した眼瞼下垂手術 21 例
 慶應義塾大学　形成外科 鎌田　将史

Ｏ18-6	 拡大眉毛下皮膚切除術に追加する眼輪筋タッキングの検討
 福岡大学　医学部　形成外科 西　　建剛

Ｏ18-7	 眼窩底骨折に外傷性腱膜性眼瞼下垂症を併発した 1 例
 愛媛県立中央病院　形成外科 田中　克弥

第 19 群 11 月 13 日（金）　9：36 ～ 10：11　第５会場

「眼瞼 2」

 座長：東京歯科大学市川総合病院　形成外科 田中　一郎
Ｏ19-1	 当施設における下眼瞼再建例の検討

 金沢医科大学　形成外科 木下　史也

Ｏ19-2	 「下眼瞼ファースト」の可能性
 国際医療福祉大学　三田病院　形成外科 大原　博敏

Ｏ19-3	 Hotz 変法とは？　～瞼板の分層切除について～
 済生会横浜市南部病院 長西　裕樹

Ｏ19-4	 2 週で皮弁茎切離しを行った modified Hughes Flap による下眼瞼全層欠損再建の 1 例
 東邦大学医療センター　佐倉病院　形成外科 松原　　舞

Ｏ19-5	 下眼瞼変形に対して Mustarde 変法により組織増大術を施行した 2 例
 杏林大学　医学部　形成外科 比嘉　憲彦



－ 52 －

第 20 群 11 月 13 日（金）　10：21 ～ 10：56　第５会場

「眼瞼 3」

 座長：東京医科大学　形成外科学分野 松村　　一
Ｏ20-1	 ポスター発表に移動

Ｏ20-2	 慢性進行性外眼筋麻痺（CPEO）に発症した眼球突出の治療経験
 帝京大学　医学部　形成・口腔顎顔面外科 堂後　京子

Ｏ20-3	 外眼角部に発生した骨成分を伴う複合分離腫の 1 症例
 東京女子医科大学病院　形成外科 村上　方美

Ｏ20-4	 Meige 症候群による開瞼困難に対する外科治療経験
 鳥取大学　医学部　附属病院　形成外科 陶山　淑子

Ｏ20-5	 涙腺多形腺腫再発に対してクレーンライン法を用いて腫瘍摘出した一例
 昭和大学　藤が丘病院　形成外科 中嶋ひかり

Ｏ20-6	 涙小管走行異常を伴う内眼角過誤腫の治療経験
 東京都立小児総合医療センター　形成外科 青木麻利江

第 21 群 11 月 13 日（金）　13：40 ～ 14：29　第５会場

「外傷・瘢痕・美容」

 座長：埼玉医科大学総合医療センター　形成外科・美容外科 三鍋　俊春
Ｏ21-1	 スマホの自撮り写真のゆがみの検討

 慶應義塾大学　医学部　形成外科 梶中　　快

Ｏ21-2	 前額部形態についての考察
 長崎大学　形成外科 樫山　和也

Ｏ21-3	 外後頭隆起突出の治療経験
 千葉大学　医学部　形成外科 西岡　　嶺

Ｏ21-4	 術後の眼症状からみた Swinging Eyelid approach の有用性について
 和歌山県立医科大学　医学部　形成外科 上村　和久

Ｏ21-5	 ベーチェット病患者の右口角瘢痕化病変に対し舌弁を用いた一例
 千葉大学　医学部　附属病院　形成外科 渡邊　陽平

Ｏ21-6	 顔面神経不全麻痺動的再建術後の頬部陥凹変形に対して脂肪注入術を施行した一例
 東邦大学医療センター佐倉病院 松浦　直樹

Ｏ21-7	 Depressed tracheal scar の 2 治療例
 徳島赤十字病院　形成外科 清家　卓也
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第 22 群 11 月 13 日（金）　14：39 ～ 15：14　第５会場

「人工素材・シミュレーション」

 座長：東京都立小児総合医療センター　形成外科 玉田　一敬
Ｏ22-1	 ディープラーニングを用いた正方形セファログラムに対する特徴点自動プロッティング

 兵庫医科大学　形成外科 西本　　聡

Ｏ22-2	 欠損を再建する人工骨の素材の物性に応じて、再外傷時に発生する骨折のパターンは 
変化する

 香川大学医学部　形成外科・美容外科学講座 Wu LInXuan

Ｏ22-3	 頭蓋欠損を金属プレートを用いて再建することは、再外傷時にかえって骨折を 
重篤化させる場合がある

 山王病院　形成外科 畑野　麻子

Ｏ22-4	 頬骨骨折に対する 3D シミュレーションの活用
 藤田医科大学　形成外科 森川　脩介

Ｏ22-5	 前頭蓋底を遊離皮弁で再建した後の複雑な頭蓋骨欠損に対するポリエチレン人工頭蓋骨
による頭蓋形成術

 岐阜大学　医学部附属病院　形成外科 加藤　久和
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一般演題　ポスター

第 01 群

「クラニオ」

Ｐ01-1	 鼻前頭髄膜脳瘤を合併した Apert 症候群の中顔面形成例
 北里大学　医学部　形成外科・美容外科学 杉本　佳香

第 02 群

「顎顔面」

Ｐ02-1	 下顎骨内動静脈奇形に対する塞栓術と硬化療法の併用により良好な止血を得た 2 例
 信州大学　医学部　形成再建外科学教室 若林　奈央

第 03 群

「顔面骨骨折」

Ｐ03-1	 下顎骨開放骨折による区域欠損に対して硬性再建を行わなかった 1 例
 昭和大学　医学部　形成外科学講座 簑原　沙和

Ｐ03-2	 術後に外眼筋麻痺を認めた missing rectus sign を伴う線状型眼窩底骨折の 2 例
 筑波大学　医学医療系　形成外科 小泉　　恵

Ｐ03-3	 COVID19 流行による外出自粛が形成外科診療に及ぼす影響―顔面骨骨折は減ったのか？
 埼玉医科大学総合医療センター　形成外科 田中　俊一

第 04 群

「顔面神経麻痺」

Ｐ04-1	 顔面神経麻痺に対する translational animal model の開発 - 羊咬筋神経の解剖
 東京女子医科大学　形成外科 新美　陽介

第 05 群

「眼瞼、眼窩、涙道」

Ｐ05-1	 ナビゲーションシステムを併用した顕微鏡下での眼窩減圧術の一例
 藤沢市民病院　形成外科 藤井　晶子

Ｐ05-2	 甲状腺眼症における眼窩減圧術の術後合併症の検討
 兵庫医科大学　形成外科 石瀬　久子

Ｐ05-3	 眼窩内多発血管炎性肉芽腫症に対する眼窩減圧術と眼窩底再建の経験
 昭和大学　医学部　形成外科 黒木　知明

Ｐ05-4	 網膜芽細胞腫治療後の眼瞼変形を対側の遷延鼻唇溝皮弁で再建した一例
 国際医療福祉大学成田病院形成外科 親泊　咲江



－ 55 －

第 06 群

「口唇口蓋裂、顔面裂」

Ｐ06-1	 顎裂部骨移植術の術前に一時的に裂縁の歯の移動（矯正治療）を施行した 3 例
 大分岡病院マキシロフェイシャルユニット（形成外科） 古川　雅英

第 07 群

「腫瘍・再建」

Ｐ07-1	 眼瞼・眼窩から頭蓋内に増大した増殖性外毛根鞘性嚢腫症例の治療経験
 高槻赤十字病院　形成外科 田辺　敦子

Ｐ07-2	 脂腺癌切除後上眼瞼全層欠損に対して myotarsocutaneous flap を用いて再建した 1 例
 筑波大学 大島　純弥

Ｐ07-3	 動脈硬化が発生誘因と疑われた頭部血管肉腫
 洛和会音羽病院　形成外科 井上　唯史

Ｐ07-4	 骨格筋量減少が口腔癌皮弁再建患者の予後へ及ぼす影響
 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 山口　高広

Ｐ07-5	 頬粘膜癌切除後の頬部全層欠損に対する遊離腹直筋皮弁と分層植皮による再建
 東海大学　医学部　外科学系　形成外科 今川孝太郎

第 08 群

「先天異常」

Ｐ08-1	 小児顔面リンパ管静脈奇形の急性増悪に対してステロイド全身投与が有効であった 1 例
 筑波大学　医学医療系　形成外科 佐々木正浩

Ｐ08-2	 Hemifacial microsomia type l 患者に対し 2 分割 Le Fort l 型骨切り術と下顎枝矢状分割術を
施行した１症例

 昭和大学歯学部　歯科矯正学講座 長濱　　諒

第 09 群

「外傷・瘢痕・美容」

Ｐ09-1	 性同一性障害者にヘアライン女性化手術を施行した一例
 クラウンクリニック銀座院 金山　幸司
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第 10 群

「その他」

Ｐ10-1	 骨格性下顎前突症患者における歯の移動に伴う下顎 symphysis の形態変化の検討
 昭和大学　歯学部　歯科矯正学講座 宮澤　　平

Ｐ10-2	 Novel Hydroxyapatite fiber material for regeneration of critical defects on rabbit calvaria 
bone

 東京医科歯科大学　インプラント口腔再生医学分野 王　　方碩


