□ 学会発表
発表者

演題名

学会名

日時

場所

吉田 龍一、山本 直人、丸山 英里、長野 寿人
西嶌 暁生、瀧川 恵美、柳林
聰

胸骨骨髄炎治療における陰圧閉鎖療法の有用性

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）

山本 直人、吉田 龍一、柳林
聰、西嶌 暁生
丸山 英里、長野 寿人、瀧川 恵美

重圧下肢虚血におけるEndovascular therapy後の遊離皮弁移植の効果

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）

瀧川 恵美、山本 直人、丸山 英里、西嶌 暁生、
吉田 龍一、柳林
聰

PRPによる円形脱毛症治療

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）

西嶌 暁生、吉田 龍一、浜田 和昌、柳林
丸山 恵里、瀧川 恵美、山本 直人、

救肢と栄養 ～外科医の視点から～

第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会

2017.02.23-24

岡山シンフォニーホール

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、
柳林
聡、瀧川 恵美、長野 寿人、細山田広人、
西嶌 順子、関堂
充、

重症下肢虚血対するマゴットセラピー ～形成外科医の立場から～

第10回筑波大学形成外科同門会

2017.03.11-13

つくば臨床検査教育・研究センター

吉田 龍一、山本 直人、丸山 英里、長野 寿人
西嶌 暁生、瀧川 恵美、柳林
聡

血管吻合付加上方茎腹直筋皮弁（supercharged VRAM ) で再建した胸骨骨髄炎症例の検討

第60回日本形成外科学会総会・学術集会

2017.04.12-14

大阪国際会議場

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

切断指ホットラインの運用から見えた形成外科医による手外科診療発展の可能性

第60回日本形成外科学会総会・学術集会

2017.04.12-14

大阪国際会議場

長野 寿人、柳林
聡、瀧川 恵美、吉田 龍一
西嶌 暁生、丸山 英里、細山田広人、西嶌 順子
山本 直人、三上 太郎、八巻
隆

肛門部巨大尖圭コンロジーマの1例

第60回日本形成外科学会総会・学術集会

2017.04.12-14

大阪国際会議場

山本 直人、吉田 龍一、西嶌 暁生、丸山 英里
長野 寿人、柳林
聡、瀧川 恵美、朴澤 耕治

血管内治療と遊離皮弁による重症下肢虚血の救済治療とその意義

第60回日本形成外科学会総会・学術集会

2017.04.12-14

大阪国際会議場

吉田 龍一、山本 直人、瀧川 恵美、西嶌 暁生
丸山 英里、長野 寿人、柳林
聡

当院での胸骨骨髄炎に対する治療戦略

第1回常磐形成外科研究会

2017.05.20

三井カンファレンスセンター柏の葉

瀧川 恵美、山本 直人、吉田 龍一、柳林

Platelet Rich Plasma (PRP) による禿髪治療

第1回常磐形成外科研究会

2017.05.20

三井カンファレンスセンター柏の葉

柳林
聡、山本 直人、吉田 龍一、瀧川 恵美
西嶌 暁生、丸山 英里、長野 寿人

Arterialized venous Flap による手指再建

第1回常磐形成外科研究会

2017.05.20

三井カンファレンスセンター柏の葉

吉田 龍一、山本 直人、西嶌 暁生、長野 寿人
丸山 英里、瀧川 恵美、柳林
聡

重症下肢虚血症例の入院期間に影響を及ぼす要因の検討 ～大切断症例の検討～

第9回日本下肢救済・足病学会学術集会

2017.05.26-27

福岡国際会議場

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、
柳林
聡、瀧川 恵美、長野 寿人、丸山 英里、
西嶌 順子、関堂 充

マゴットセラピー ～形成外科医の立場から～

第9回日本下肢救済・足病学会学術集会

2017.05.26-27

福岡国際会議場

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、
柳林
聡、瀧川 恵美、長野 寿人、丸山 英里、
西嶌 順子

シンポジウム
「下肢救済のあの手この手 マゴットの生かし方」、マゴットセラピーの有用性～形成外科医の立場から

第9回日本下肢救済・足病学会学術集会

2017.05.26-27

福岡国際会議場

西嶌 暁生、山本 直人、柳林
瀧川 恵美、川井 啓太、関堂

聡、吉田 龍一、
充

切断指術後の周術期管理に関するヒト臨床研究

第11回茨城形成外科研究会

2017.06.02

つくば国際会議場

山本 直人、吉田 龍一、柳林
西嶌 暁生、丸山 英里、関堂

聡、瀧川 恵美、
充、清澤 智晴

いわゆるＥＶＴ firstでの血行再建と患肢温存への取り組み ～ＥＶＴと遊離皮弁による下肢救済について～

第9回日本創傷外科学会学術総会・学術集会

2017.07.06-07

長良川国際会議場

西嶌 暁生、山本 直人、吉田 龍一、朴澤 耕治、
柳林
聡、瀧川 恵美、長野 寿人、細山田広人、
関堂
充、西嶌 順子

重症下肢虚血対するマゴットセラピー ～形成外科医の立場から～

第9回日本創傷外科学会学術総会・学術集会

2017.07.06-07

長良川国際会議場

吉田 龍一、山本 直人、西嶌 暁生、長野 寿人
丸山 英里、瀧川 恵美、柳林
聡

デブリードマン術後右室壁損傷による大出血を来たしたが救済し得た縦隔炎の1例

第9回日本創傷外科学会学術総会・学術集会

2017.07.06-07

長良川国際会議場

瀧川 恵美、山本 直人

フラグミン・プロタミンマイクロパーティクル添加PRPによる脱毛症治療

第40回日本美容外科学会総会

2017.09.28-29

京王プラザホテル札幌

Takikawa M、Yamamoto N、Yoshida R、Maruyama
E、Shirai T、Kawai K、Kuba R、Yanagibayashi S

The long-term effect to platelet-rich plasma containing drug delivery system chronic alopecia areata
:a case reprt(117words)

第10回国際毛髪研究学会

2017.10.31-11.03 国立京都国際会議場

聡、

聡

西嶌 暁生、嘉糖 洋陸、青沼 宏佳、吉田 拓磨、
大塚沙緒里、吉田 龍一、西嶌 順子、山本 直人

ヒト検体を用いたマゴットセラピーによる肉芽形成に関する探索的研究

第5回マゴットセラピー症例検討会

2017.12.01

東京慈恵会医科大学講堂

山本 直人、吉田 龍一、柳林
聡、白井 隆之
川井 啓太、丸山 英里、久場 良吾、瀧川 恵美、
関堂
充

EVT後の重症虚血肢へのFree flap -Reconstructive ladderを越えて血管床増加を図る-

第44回日本マイクロサージャリー学会学術集会

2017.12.07-08

シーガイヤコンベンションセンター

川井 啓太、柳林
聡、久場 良吾、丸山 英理、
白井 隆之、吉田 龍一、瀧川 恵美、山本 直人

切断足趾最接着術5症例6趾の検討

第44回日本マイクロサージャリー学会学術集会

2017.12.07-08

シーガイヤコンベンションセンター

柳林
聡、久場 良吾、丸山 英里、川井 啓太、
白井 隆之、吉田 隆一、瀧川 恵美、山本 直人

手指組織欠損再建における静脈皮弁に適した血行動態とは？

第44回日本マイクロサージャリー学会学術集会

2017.12.07-08

シーガイヤコンベンションセンター

□ 講演会、その他
発表者

演題名

講演会名

日時

場所

山本 直人

産婦人科手術に役立つ形成外科的縫合手技 - 真皮縫合を中心とした確実な創閉鎖法のpointと創閉鎖法の実
際-

千葉県周産期セミナー
「形成外科医から学ぶ！患者さんに喜ばれる創閉鎖法」

2017.04.06

オークラ千葉ホテル

瀧川 恵美

マイクロ注射針「パスキン（3本針）」を使用したPRPの育毛治療への臨床応用

第33回日本皮膚科医会総会臨床学術大会モーニングセミナー

2017.04.23

ＡＮＡクラウンプラザ神戸

吉田 龍一

治療困難な症例

Contents of Exellence Program

2017.06.06-07

京王プラザホテル札幌

