□ 学会発表
発表者

演題名

学会名

日時

場所

Nishijima A、Yamamoto N、Yoshida R、Hozawa K
Yanagibayashi S、Takikawa M、Kouno R、Nakamura
S、Sekido M、Gosho M

Comparison of the risk for coronary artery disease in patients with critical limb ischemia undergoing
surgicalmanagement with major and mon-major amputation:a retrospective cohort study

The 13th Japan-Korea Congress of Plastic
and Reconstructive Suegery

2016.05.15-17

ANAクラウンプラザホテル金沢

Nishijima A、Yanagibayashi S、Yamamoto N
Yoshida R、Hayasaka R

Blood flow measurement in digital replantation using a non-contact laser tissue blood flow
measurement device

The3rd Meeting of APFSRM

2016.06.02-05

China Nathional Convenshion Center

Nishijima A、Yamamoto N、Yanagibayashi S
Yoshida R、Takikawa M、Sekido M、Gosho M

The effect of smoking on necrosis rate in digital replantation and revascularization with prostaglandin

Plastic Surgery The Meeting

2016.09.23-28

JW Marriott Los Angeles

山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、西嶌 暁生
河野 李枝、瀧川 恵美、丸山 英里、柳林
聡
中村
淳

当科で行っている重症下肢虚血肢の救済治療戦略

第34回日本臨床皮膚外科学会学術集会

2016.03.05-06

ホテル阪急エキスポパーク

吉田 龍一、山本 直人、丸山 英里、河野 李枝、
西嶌 暁生、瀧川 恵美、柳林
聡、

肩甲骨下甲骨下筋内脂肪腫の一例

第34回日本臨床皮膚外科学会学術集会

2016.03.05-06

ホテル阪急エキスポパーク

山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、柳林
西嶌 暁生、早坂 李枝、瀧川 恵美、中村

Endovascular therapy （EVT) を行った血管への遊離皮弁移植と下肢救済

第59回日本形成外科学会総会・学術集会

2016.04.13-15

福岡国際会議場

柳林
聡、河野 李枝、吉田 龍一、瀧川 恵美
山本 直人、

手指外傷骨固定不良例に対するロッキングプレートによる2期的骨固定の有用性

第59回日本形成外科学会総会・学術集会

2016.04.13-15

福岡国際会議場

吉田 龍一、山本 直人、河野 李枝、西嶌 暁生
瀧川 恵美、柳林
聡、

胸骨骨髄炎治療における抗血小板薬・抗疑固薬の影響

第59回日本形成外科学会総会・学術集会

2016.04.13-15

福岡国際会議場

西嶌 暁生、山本 直人、柳林
聡、丸山 英里、
河野 李枝、吉田 龍一、五所 正彦

喫煙が切断指術後の生着率に及ぼす影響 ～受傷機転毎の検討～

第59回日本形成外科学会総会・学術集会

2016.04.13-15

福岡国際会議場

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、
河野 李枝、瀧川 恵美、柳林
聡、中村
淳

外科的介入を行ったCLI患者（Rutheford5.6)と冠動脈疾患の危険性

第59回日本形成外科学会総会・学術集会

2016.04.13-15

福岡国際会議場

柳林
聡、河野 李枝、吉田 龍一、瀧川 恵美、
山本 直人

当院での複数指切断症例の検討

第59回日本手外科学会学術集会

2016.04.21-22

広島国際会議場

河野 李枝、柳林
聡、丸山 英里、西嶌 暁生、
吉田 龍一、瀧川 恵美、山本 直人

切断指再接合術後の鬱血対策としての医用ヒルの有用性

第59回日本手外科学会学術集会

2016.04.21-22

広島国際会議場

河野 李枝、山本 直人、柳林
聡、西嶌 暁生、
吉田 龍一、丸山 英里、瀧川 恵美

当院に搬送された重度手外傷の治療経過について

千葉県救急医療研究会

2016.04.23

アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張ホール（千葉）

山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、西嶌 暁生
河野 李枝、柳林
聡、瀧川 恵美、中村
淳

Endovascular therapy （EVT) と遊離皮弁移植による下肢救済と術後の血行動態

第8回日本下肢救済・足病学会学術集会

2016.05.27-28

虎ノ門ヒルズフォーラム

瀧川 恵美、山本 直人、丸山 英里、早坂 李枝
西嶌 暁生、吉田 龍一、柳林
聰

多血小板血漿が奏功した円形脱毛症の２例

第16回日本抗加齢医学会総会

2016.06.10-12

パシフィコ横浜会議センター

丸山 英里、山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治
柳林
聡、早坂 李枝、西嶌 暁生、瀧川 恵美
中村
淳

重症下肢虚血（CLI)患者に発生した陰茎壊死症例

第8回日本創傷外科学会総会・学術集会

2016.07.21-22

ホテルメトロポリタン東京池袋

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、河野 李枝
瀧川 恵美、丸山 英里、朴澤 耕治、柳林
聡

重症下肢虚血に対するMaggot Dedridement Therapy

第8回日本創傷外科学会総会・学術集会

2016.07.21-22

ホテルメトロポリタン東京池袋

聡
淳

山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、河野 李枝
西嶌 暁生、丸山 英里、瀧川 恵美、柳林
聡
中村 淳

重症下肢虚血におけるEndovascular therapy(EVT)後の遊離皮弁移植と術後の血行動態について

第8回日本創傷外科学会総会・学術集会

2016.07.21-22

ホテルメトロポリタン東京池袋

PRP療法の円形脱毛症への応用

第39回日本美容外科学会学術総会

2016.10.23-25

みやこメッセ（京都）

当科での遊離皮弁移植による下肢壊疽の再建

第43回日本マイクロサージャリー学会

2016.11.17-18

リーガロイヤル広島

山本 直人、吉田 龍一、柳林
聡、瀧川 恵美
西嶌 暁生、早坂 李枝、丸山 英里

切断指ホットラインの運用とチームとしての成績向上への取り組み

第43回日本マイクロサージャリー学会

2016.11.17-18

リーガロイヤル広島

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、早坂 李枝
瀧川 恵美、丸山 英里、細山田広人、西嶌 順子
柳林
聡

切断指再接合術後の喫煙者に対するProstaglandin EI の効用

第43回日本マイクロサージャリー学会

2016.11.17-18

リーガロイヤル広島

西嶌 暁生、柳林
聡、吉田 龍一、早坂 李枝、
瀧川 恵美、丸山 英里、細山田広人、西嶌 順子
山本 直人

Laser Doppler Flowmentry による切断再接合術後の鬱血と虚血の識別法

第43回日本マイクロサージャリー学会

2016.11.17-18

リーガロイヤル広島

早坂 李枝、山本 直人、柳林
聡、吉田 龍一
西嶌 暁生、丸山 英里、瀧川 恵美

末節部切断指再接合術後の鬱血対策

第43回日本マイクロサージャリー学会

2016.11.17-18

リーガロイヤル広島

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治
柳林
聡、瀧川 恵美、丸山 英里、細山田広人、
西嶌 順子、石井 裕梨

Maggot TherapyにおけるDressingの注意点

第4回日本マゴットセラピー症例検討会

2016.12.03

京都大学理学研究科2号館

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治
柳林
聡、瀧川 恵美、丸山 英里、細山田広人、
西嶌 順子

Maggot Therapyと形成外科

第4回日本マゴットセラピー症例検討会

2016.12.03

京都大学理学研究科2号館

瀧川 恵美、山本 直人、丸山 英里、早坂 李枝

山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、柳林
西嶌 暁生、早坂 李枝

聡

□ 講演会、その他
発表者

演題名

講演会名

日時

場所

山本 直人

「皮膚縫合の理論と手技｣

第2回誠馨会初期臨床研修医合同研修会教育セミナー

2016.08.28

医療法人社団誠馨会 新東京病院講堂

山本 直人

｢産婦人科手術に役立つ形成外科的縫合手技｣

第2回千葉県東葛飾地区周産期セミナー

2016.09.30

ザ・クレストホテル柏

西嶌 暁生

「Maggot Therapy」

山口病院 院内講演会

2016.11.22

医療法人社団 育生會 山口病院

□ 座長
座長

演題名

講演会名

日時

場所

山本 直人

爲政大幾「変革期を迎えた皮膚メラノーマに対薬物療法」

第35回日本臨床皮膚外科学会総会・学術集会

2017.01.20-21

台北國責大飯店、アンバサダーホテル台北
（台湾台北市）

柳林

「複雑性を有する手外科症例の治療経験」 -デュプイトラン拘縮に関する酵素注射療法を含めて-

常磐手外科セミナー

2016.07.20

ザ・クレストホテル柏

聰

