第 2 回 常磐形成外科研究会 プログラム
第 2 回 常磐形成外科研究会当番世話人
筑波大学医学医療系 形成外科 関堂 充
拝啓
先生方に於かれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、第 2 回常磐形成外科研究会を下記の要領にて開催することとなりましたので、ご案内申し
上げます。
特別講演と致しまして、福島県立医科大学 形成外科学講座 教授 小山明彦先生より 1６時３０分から
ご講演頂きます。
ご多忙中とは存じますが、万障繰り合わせの上ご参加賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
記

日
場

時 ： 平成 30 年 5 月 26 日（土）
所 ： 三井ガーデンホテル柏の葉
千葉県柏市若柴１７８番地４
TEL 04-7133-4650
FAX

14 時 30 分～
２F カンファレンスセンターROOM１・２
柏の葉キャンパス１４８街区２
04-7133-4652

一般演題ご発表の先生方へ
・発表時間は 5 分、質疑応答は 3 分です。
・発表の方法はマルチメディアプロジェクター使用によるプレゼンテーションとします。
・発表内容をメディア（CD-R、USB、メモリースティック）に保存してお持ち下さい。
・使用できるソフトは Windows:Power Point のみと致します。
※Mac ご使用の先生におかれましては、ご自身の PC にてご発表をお願い致します。

尚、研究会終了後、情報交換の場をご用意致しております。奮ってご参加ください。
お手数ではございますが、同封のお申込み用紙にて、
ご返信いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
主催： 常磐形成外科研究会
共催： 科研製薬株式会社・スミス・アンド・ネフュー株式会社

【14：30～15：20】
[一般演題１]

座長 筑波大学医学医療系

形成外科 佐々木正浩

先生

１：銀含有創傷被覆・保護材の使用により手術を回避した難治性静脈うっ滞性潰瘍の 3 例
筑波大学医学医療系 形成外科
沢田

歩、相原有希子、大島 純弥、渋谷陽一郎、佐々木正浩、佐々木薫、関堂

充

２：名戸ケ谷病院におけるリンパ浮腫治療の現状について
名戸ヶ谷病院 形成外科
菊池 和希
３：有床診療所における形成外科の役割とその有用性
医療法人社団匡仁会 梶田医院
梶田 匡史
４：胸壁顆粒細胞腫の 1 例
新東京病院 形成外科・美容外科 1)
自治医大さいたま医療センター 形成外科 2)
丸山 英里 1)、吉田 龍一 1)、林
柳林

功 1)、川井

啓太 1)、白井 隆之 1)、瀧川 恵美 1)、

聡 1)、山本 直人 2)

５：頬骨骨折術後に嫌気性菌感染を呈した１例
東京慈恵会医科大学附属柏病院 形成外科
川端 優也、森山

壮、兒玉 浩希、坂井 玲織、永井 啓太、牧野陽二郎

６：乳頭乳輪温存乳房切除後の追加切除症例の検討
筑波大学医学医療系 形成外科
埴原 弘直、佐々木正浩、相原有希子、大島 純弥、沢田
関堂

歩、渋谷陽一郎、佐々木薫、

充

【15：30～16：20】
[一般演題２]

座長 筑波大学医学医療系

１：乳管内に進展したボーエン病の一例
茨城県立中央病院 形成外科 1)
筑波大学医学医療系 形成外科 2)
大脇 倫子 1)、佐々木正浩 2)、玉田 崇和 1)

形成外科 相原有希子

先生

２：頭頸部再建における移植床血管としての外頸動脈本幹端端吻合の検討
国立がん研究センター東病院

形成外科 1)

国立がん研究センター中央病院 形成外科 2)
多賀麻里絵 1) 、大島

梓 1)、外薗

優 1) 、福永

豊 1) 、宮本 慎平 1)、

東野 琢也 2)
３：DIP 関節に生じた関節内遊離体の 1 例
新東京病院 形成外科・美容外科 1)
自治医大さいたま医療センター 形成外科 2)
白井 隆之 1)、柳林

聡 1)、林

功 1)、丸山

英里 1)、川井 啓太 1)、瀧川 恵美 1)、

吉田 龍一 1)、山本 直人 2)
４：前外側大腿皮弁を用いた頬部再建において外側大腿回旋動脈横行枝を吻合した 1 例
独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 1)
筑波大学医学医療系 形成外科 2)
阿部加代子 1）
、佐々木薫 2）
、佐々木正浩 2）、渋谷陽一郎 2）
、相原有希子 2）
、
関堂

充 2）

５：前外側大腿皮弁採取部の皮弁による創閉鎖の検討
東京慈恵会医科大学附属柏病院 形成外科
兒玉 浩希、永井

啓太、坂井 玲織、川端 優也、森山

壮、牧野陽二郎

６：当科で経験した ischemic fasciitis の一例
水戸済生会総合病院 形成外科
泉 日輝、藤田

悠気、芳賀 康史

【16：30～17：30】

特別講演
座長 筑波大学医学医療系 形成外科 教授 関堂 充 先生

『口唇・口蓋裂および小耳症治療におけるこれまでの取り組みと展望』
演者

福島県立医科大学

形成外科学講座

教授 小山 明彦

先生

～会場までのアクセス～

★お車でお越しの方（柏の葉ゲートスクエア駐車場 250 台 2 時間まで無料 以降 30 分毎 200 円）
常磐自動車道「柏 IC」

国道 16 号千葉方面出口より約２㎞

★電車でお越しの方
つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅西口徒歩２分
★バスでお越しの方
柏駅西口柏 09 系統
柏駅西口西柏 02 系統

柏の葉キャンパス行き
柏の葉キャンパス行き

