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開催概要 
 

 

開催日： 2014年12月21日（日曜日） 

会場： 大阪大学中之島センター （大阪市北区中之島4-3-53） 

   第一会場 10階 佐治敬三メモリアルホール 

   第二会場 7階703号室（テレビ中継のみ） 

会長： 細川 亙 （大阪大学医学部 形成外科学講座 教授） 

事務局： 大阪大学 医学部 形成外科学 内 

   事務局長 久保盾貴 

   〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2-C11 

   電話：06-6879-6056 Fax：06-6879-6059 

   電子メール：108kansai@psurg.med.osaka-u.ac.jp 

 

主なプログラム： 

  ●一般演題口演 49題 （9セッション） 

  ●特別講演  「韓国形成外科の発展と美容形成の現状」 

      Seoul National University College of Medicine： Hak Chang（張 学） 

  ●ランチョンセミナー 「下肢静脈瘤の治療 最近の20年を振り返って」 

      坂田血管外科クリニック 院長: 坂田 雅宏（さかた まさひろ） 

  ●商業展示  8社 

 

関連会議等： 

  ●評議員会 （12:15-13:15）  

    大阪大学中之島センター 9階 交流サロン 

  ●総合懇親会（17：00頃～） 

    大阪大学中之島センター 9階 交流サロン 







企業展示・ドリンクコーナー 

第一会場 

クローク 

参加 

受付 



第二会場 

（テレビ中継のみ） 



総合懇親会 会場 



託児施設のごあんない 

 
(本託児施設の設置には大阪大学男女共同参画推進オフィスの補助を受けております) 

利用をご希望の方は、第108回関西形成外科学会学術集

会ホームページ 

http://www.psurg.med.osaka-u.ac.jp/108kansai.html 

にあります「託児利用規約」を必ずお読みになり、理解・

同意の上、お申込みください。 

開設日時 2014年 12月 21日（日）  8：30 ～ 17：00 （予定） 

託児人数 5名程度 

対象年齢 生後3ヵ月～小学校6年生まで 

場所 
大阪大学中之島センター 内 
※セキュリティ確保のため、お申込者のみにご案内します。 

委託先 
(株)アルファコーポレーション 
公益社団法人 全国保育サービス協会（ACSA）正会員 

料金 無料  

申込方法 

E-mail 
 以下の項目をメールにお書き添えの上、お申込みください。 
 お申込みの確認メールとともに 「託児申込書」をお送りします。 
 「託児申込書」はご記入の上、当日託児室までお持ちください。 
  
 ■メールアドレス：yoyaku@alpha-co.com 
 ■サブジェクト  ：「第108回関西形成外科学会学術集会 託児室予約」 
   1) 保護者氏名(よみがな)・所属・連絡先(携帯電話番号含む) 
   2) 託児希望日時 
   3) 子どもの人数・年齢・名前(よみがな)・性別 
   4) 託児上の注意点(アレルギーなど) 
  
電話での受付は 03-5772-1222（平日 9：30～17：30） 

申込締切 
2014年 12月 12日（金） 
※定員になり次第、締め切らせていただきますのでお早目にお申込みください。 

保険 

不測の事故に対応するために、アルファコーポレーションが保険に加入しており、保

険適用範囲で補償いたします。第108回関西形成外科学会学術集会及び第108回

関西形成外科学会学術集会運営事務局は事故の責任は負わないことを申し添え

ます。 

http://www.psurg.med.osaka-u.ac.jp/108kansai.html


【参加者の皆様へ】 

●参加登録 

10階「総合受付」にて8：30から行います。 

受付にて参加費6000円（総合懇親会費1000円含む）と引き換えに参加証をお受け取り下さい。参

加証には所属・氏名を記入して会場内では必ずご着用下さい。（保安上、着用されていない方に

声をお掛けすることがあります。） 

 

●クローク 

10Ｆ「総合受付」そばのクロークをご利用ください。利用時間は8:30～ 17:00 です。総合懇親会開

始前に終了いたしますのでご注意ください。なお、数に限りがございます。 

 

●総合懇親会 

17：00頃から9階「交流サロン」にて行います。 

 

 

 

 

【座長の先生方へ】 

担当セッション開始の10分前までに、次座長席にお着き下さい。 

セッションの進行方法はお任せ致しますが、発表4分 質疑応答2分 であれば遅延のない進行を得

られる予定です。 



【発表の準備について】 

●発表は事前送付データ（動画や音声を含む場合・Macintoshの場合は持参PCも可）によるPCプレゼ

ンテーションといたします。 

 

●上映環境 

上映環境はWindows７+ PowerPoint 2007 です。発表データは、Windows版PowerPoint 形式（拡張

子.pptまたは.pptx）でご準備下さい。 

（Macintoshでのプレゼンテーションをご希望の先生は端末をご持参下さい） 

上映は解像度XGA（1024×768ピクセル）で行われます。（持参PCを使用される場合、解像度をXGA

に合わせてからレイアウトをご確認ください。） 

  

●フォント 

文字化け・レイアウト崩れを防ぐため、特殊なフォントは使用せずにWindowsに標準搭載されている

フォントのみをご利用下さい。 

 
推奨フォント 

 

 

 

 

●動画・音声について（重要） 

上映トラブルの多くは動画再生で起こります。発表に動画や音声をご利用になる場合は、再生確認

済みのPCを持参される事をお勧めします。 

 

プロジェクターのコネクター形状は、D-Sub Mini 15Pinです。それ以外のコネクター

や電源コードはご持参くさだい。 

  

 

 

●送付先 

発表データはCD-Rディスク・USBフラッシュメモリ・

SDカードなどで右記までご送付下さい。 

（USBフラッシュメモリ・SDカードなどの返送が必

要な場合は返信用封筒を同封して下さい） 

（動画・音声を含む場合はその旨を明記して下さ

い） 

持参PCを用いる場合は、締切日までに学会事務局までご連絡下さい。 

 

 

 

【発表当日の流れ】 

●発表時間が近づきましたら次演者席でお待ち下さい。（上映用PCをご持参になる場合はスクリーン

セーバーおよび省電力設定を解除して演者席そばのスタッフにお渡し下さい。） 

 

●発表中のスライドの操作は演台上のマウス・キーボード・または持参したPCをご利用下さい。 

 

●有意義な討論が行えるよう、発表時間（一般演題：4分）を守って座長・司会の先生方にご協力下さ

い。 

和文 
MS明朝・MSP明朝 
MSゴシック・MSPゴシック 

英文 
Arial 
Century 
Times New Roman 

【演者の先生方へ】  

〒565-0871 吹田市山田丘2-2-C11 

大阪大学 医学部 形成外科 内 

第108回 関西形成外科学会学術集会 事務局 

12月12日（金曜日）必着 



8:30～   受付開始 

8:55～9:00  開会の辞 

 

9:00～9:36  第1群 座長：河合建一郎（兵庫医科大学） 

1. 耳前部に耳輪様の形態を呈した耳介奇形の治療経験 

地域医療機能推進機構（JCHO) 大阪病院 形成外科 北原和子 

2. 腹腔鏡下切除術をおこなった尿膜管遺残症の２例 

守口敬任会病院 形成外科 藤森靖 

3. 閉経後の女性における陰唇癒合の二症例 

大阪労災病院 形成外科 西村恵里子 

4. Coccygeal padの4例 

関西医科大学 附属枚方病院 形成外科 小関梨奈 

5. 臍ヘルニアを併存する白線ヘルニアの1例 

PL病院 形成外科 林いづみ 

6. 扁桃腺摘出術後鼻咽腔狭窄の一例 

兵庫県立こども病院 形成外科 進来塁 

 

9:37～10:13 第2群 座長：大谷一弘（大阪医科大学） 

7. 被膜を有した下腹部の隆起性皮膚線維腫の1例 

近畿中央病院 形成外科 妻野知子 

8. 上眼瞼の1/2の全層欠損に対して外眼角側方から局所皮弁を用いて再建を行った1例 

住友病院 形成外科 畑真貴 

9. 口輪筋皮弁と鼻唇溝皮弁を組み合わせて再建した鼻翼部基底細胞癌の一例 

多根総合病院 形成外科 中西新 

10. 顔面に生じた多発アポクリン汗嚢腫の一例 

神戸大学 医学部 形成外科 北川敬之 

11. 線維肉腫様変化を伴った巨大隆起性皮膚線維肉腫の一例 

淀川キリスト教病院 形成外科 松嶋祐子 

12. DLEの皮疹に生じた下口唇Verrucous carcinomaの１例 

日本赤十字社和歌山医療センター 形成外科部 池田浩子 

 

10:14～10:44 第3群 座長：河合勝也(京都大学） 
13. 頭頂骨に生じた巨大骨軟骨腫の1例 

大阪府済生会吹田病院 形成外科 當内竜馬 

14. 後頭部に発生し頭蓋骨縫合線を通じて頭蓋内浸潤を認めた悪性黒色腫の一例 

奈良県立医科大学 形成外科 萬木聡 

15. 頭蓋骨腫瘍摘出後の陥凹変形に対しハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体を用いて再建を行った

 1例 

天理よろづ相談所病院 形成外科 萩原佳奈子 

16. 緊急手術により著明に視力が回復した眼窩blow-in骨折の一例 

京都府立医科大学 形成外科 恋水諄源 

17. 肩甲骨・肋骨付き遊離広背筋弁で再建を行った上顎癌の1例 

大阪市立大学 大学院 医学研究科 形成外科学 松本后代 

 

休憩 

プログラム  



10:55～11:25 第4群 座長：沼尻敏明（京都府立医科大学） 

18. 乳腺悪性腫瘍術後前胸部皮膚欠損に対する腹部回転皮弁 

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院  形成外科 武田紘司 

19. 当院における過去１年間の乳房再建について 

市立奈良病院 再建形成外科 古林玄 

20. 乳房温存術後変形に修正術を行い、整容的に満足な結果を得られた二例 

独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 形成外科 杉原真梨子 

21. イミキモド外用にて著効を認めた陰部Paget病の１例 

りんくう総合医療センター 形成外科 前田大介 

22. 当院におけるセンチネルリンパ節生検の工夫 

大阪府立急性期・総合医療センター 形成外科 田島宏樹 

 

11:26～12:02 第5群 座長：橋川和信（神戸大学） 
23. 下肢の血管奇形に対して血管内レーザー焼灼術を施行した1例 

大阪警察病院 形成再建外科・美容外科 西林涼子 

24. 電気メスは容易に血管茎を焼灼する 

大阪府立成人病センター 形成外科 高原厚子 

25. 肝斑に対する低出力Q-switched Nd:YAGレーザー治療（レーザートーニング）の危険性 

葛西形成外科 葛西健一郎 

26. 形成外科領域における超音波エコーの利用について 

医誠会病院 白澤保子 

27. 動脈内カニューレ抜去後に生じた仮性動脈瘤の一例 

市立池田病院 形成外科 宮崎裕子 

28. 大腿部仮性動脈瘤の1例 

和歌山県立医科大学 整形外科 形成再建外科診療班 神藤一紀 

 

12:15～13:15 ランチョンセミナー 
「下肢静脈瘤の治療 最近の20年を振り返って」 

演者：坂田 雅宏（坂田血管外科クリニック） 
司会：久保盾貴（大阪大学） 

共催：株式会社インテグラル 

 

休憩 
 

13:25～13:55 第6群 座長：元村尚嗣（大阪市立大学） 
29. 甲状腺眼症に対する眼窩減圧術におけるナビゲーションシステムの応用 

兵庫医科大学 医学部 形成外科 齋藤拓也 

30. 鼻骨骨折術中超音波検査における接触媒体の工夫 

大阪医科大学 医学部 形成外科 重村友香 

31. 下顎再建において骨切りテンプレートの工夫を行った1例 

京都大学医学部付属病院 形成外科 髙橋夏子 

32. 歯科インプラント埋入のためのCT画像を用いた移植腓骨の形態評価 

神戸大学大学院 医学研究科 口腔外科学 明石昌也 

33. 斜めに入る瘢痕に対する手術法 

    冨士森形成外科 外岡真紀 



13:56～14:26 第7群 座長：楠原廣久（近畿大学） 
34. 植皮を用いない合趾症手術の新たな試み 

兵庫県立姫路循環器病センター 形成外科 梶田智 

35. 先天性の両側性の前腕回旋障害に対して橈骨回転骨切りにより機能的前腕肢位を獲得した1例 

京都大学 医学部 形成外科 丸川雄大 

36. 乳幼児の外科的治療した手指掌側深達性熱傷の長期経過観察例の検討 

京都第二赤十字病院 形成外科 奥田良三 

37. 屈筋腱鞘滑膜への石灰沈着による手根管症候群の1例 

和歌山県立医科大学 整形外科 形成再建外科診療班 奥あや 

38. 確定診断に紆余曲折した手指悪性黒色腫の１例 

大阪府済生会中津病院 形成外科 仲野孝史 

 

14:30～15:30 特別講演 
「韓国形成外科の発展と美容形成の現状」 

演者：Hak Chang（Seoul National University College of Medicine） 
司会：細川亙（大阪大学） 

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ 

 

休憩 
 

15:40～16:10 第8群 座長：桑原理充（奈良県立医科大学） 

39. 著名な貧血を呈したGiant drematofibromaの一例 

市立ひらかた病院  形成外科 前田尚吾 

40. 脛骨神経切断により救肢しえたCLIの１例 

北播磨総合医療センター 形成外科 西尾優志 

41. 下肢末梢動脈疾患（PAD）と脳血管障害 

新須磨病院 形成外科・創傷治療センター 長谷川泰子 

42. 透析患者に重篤な消化管出血をきたした重症下肢病変の2症例の経験 

清恵会病院 形成外科 高橋猛 

43. 下肢血管造影検査後に手指壊疽を起こしたBuerger病の1例 

神戸大学医学部附属病院 形成外科 木谷慶太郎 

 

16:11～16:47 第9群 座長：日原正勝（関西医科大学） 

44. 難治性消化管皮膚瘻に対する治療経験 

大阪市立総合医療センター 形成外科 石瀬久子 

45. 大腿骨人工骨頭置換術後感染により創治癒に難渋した1例 

市立伊丹病院 形成外科 中村和人 

46. 化膿性股関節炎に対し腹直筋皮弁移植で下肢温存に成功した１例 

加古川東市民病院 形成外科 前田翔 

47. 外傷後下腿皮下血腫形成を生じ皮膚壊死を来たした3症例 

森本病院 形成外科 安形省吾 

48. 広範囲に及ぶ難治性漿液腫に対して局所陰圧閉鎖療法が奏功した1例 

大阪府済生会中津病院 形成外科 冨田壮一 

49. 治療に難渋した肘頭部滑液嚢腫の2例 

三菱神戸病院 木村健作 

 

16:47～ 次回学術集会のお知らせ 

   閉会の辞 

17:00頃～ 総合懇親会 



発表抄録 



特別講演 

「韓国形成外科の発展と美容形成の現状」 
Seoul National University College of Medicine： Hak Chang（張 学） 

Societies:  

1991 Member of Japanese Society of Plas-

tic and Reconstructive Surgery 

2002 Member of Japanese Society of Plas-

tic and Aesthetic Surgery 

2002 Member of Korean Society of Plastic 

and Reconstructive Surgery 

Member of Korean Society of Aesthetic 

Plastic Surgery, 

Member of Korean Society of Microsurgery, 

Member  of  Korean  Cleft  palate  –

Craniofacial Association, 

2005 Member of Korean Society of Head 

and Neck Oncology 

Member of Korean Wound Healing Society  

2007 Member  of  Japanese  Society  of 

Wound Healing Society 

Member of Korean Skull Base Society 

  演者は日本生まれながら高等教育はソウルで受け韓国医師免許を取得後日本へ戻り、1990年からは形

成外科医として大学病院にて研修を始め1998年に形成外科専門医（当時は認定医）を取得しています。そ

の後韓国へ移り韓国形成外科専門医を取得してからは2002年から今に至るまで 主に再建形成外科医とし

て韓国の大学病院にて勤務中です。韓国の形成外科ならびに美容形成の発展の模様を日本と比較しつつ

解説し、今日韓流ともに世界の注目をあびている美容形成の背景とその実態に迫りたいと思います。また

形成外科研修当時美容診療に対する教育が禁忌（？）とされていた日本において美容手術を横目で少しず

つ覚えた経験と、大学病院でもかなり頻繁に美容手術を行っている韓国での現状を述べます。本講演は美

容に関する国民的な考え方や体制が異なる日韓両国での大学病院勤務を経験した形成外科医の立場か

らみた観点として参考にしていただき、今後両国のさらなる美容形成分野の発展に少しでもお役に立てれ

ば幸いです。 

演者略歴 

Education: 

1989 Graduated from College of Medicine, Seoul National University, 

Seoul, Korea 

2001 Medical doctor degree from Department of Plastic and Recon-

structive Surgery, Keio University, Tokyo, Japan 

 

Professional Background (Recent) 

2000 Jun - 2001 Aug  Clinical Fellow, Kyorin University Plastic Sur-

gery Tokyo, Japan 

2001 Sep - 2002 Feb Research Fellow, Seoul National University Hos

-pital Clinical Research Institute 

2002 Mar - 2005 Feb Assistant Professor, Department of Plastic 

Surgery Ulsan University School of Medicine, Asan Medical Center 

2005 Mar – 2010 Sep Associate Professor, Department of Plastic and 

Reconstructive Surgery Seoul National University College of Medicine  

2010 Oct – present Professor, Department of Plastic and Recon-

structive Surgery Seoul National University College of Medicine 

 

License and Certification:   

1989 Feb Korean medical practicioner licence 

1990 Jun Japanese medical practicioner licence 

1998 Apr Japanese Plastic Surgery Board 

2002 Feb Korean Plastic Surgery Board 



ランチョンセミナー 

「下肢静脈瘤の治療 最近の20年を振り返って」 
坂田血管外科クリニック 院長: 坂田 雅宏（さかた まさひろ） 

演者略歴 

昭和62年 神戸大学医学部卒

業 

昭和62年 神戸大学第2外科

入局 

平成8年9月1日～平成16年8月

31日 神戸労災病院勤務  

平成16年9月1日～平成21年6

月30日  住友病院 心臓血管

外科勤務 

平成21年9月1日 坂田血管外

科クリニック 開院 現在に至る 

 

2002年静脈学会 YIAP受賞 

下腿潰瘍を伴う重症下肢静脈

瘤に対する低侵襲手術 

 

医学博士 

近畿下肢静脈瘤研究会世話人 

大阪血管外科同好会世話人 

静脈学会評議員 

脈管学会評議員 

外科学会認定医 

脈管専門医 

   おそらく人間は、直立歩行を始めて以来下肢静脈瘤に悩まされ、記録に

残っている下肢静脈瘤の治療の開始は、4000年も前に坂上ります。下腿

筋ポンプで、重力に抗して血液を心臓まで返す必要があり、下腿の皮膚

が柔らかいと言う重力スーツの欠陥が静脈瘤の原因で皮下の静脈を充分

にサポートできないことが原因です。静脈瘤の分類では、美容上問題とな

る蜘蛛の巣型のごく細いものから、下腿潰瘍をきたすような、伏在静脈型

のものまであります。伏在静脈型は、むくみ だるさ こむら返りや、下腿

の皮膚症状をきたすため、その治療は美容上の問題ではなく、治療の必

要な疾患として考えることが大切です。 

  立位では、下腿筋ポンプより絞り出された血液は、深部静脈を通り心臓

に返ります。表在静脈は皮膚の血液を貯めるリザーバーの役目をし、下

腿筋が対側の筋肉より伸展されたときに穿通枝を介して筋肉に吸い込ま

れます。静脈瘤の病態として、伏在静脈弁の閉鎖不全が起こり、表在静脈

のリザーバーの機能か失われ、逆流を起こします。静脈の逆流が増える

に従い、下腿筋ポンプの効率が悪くなり、だるさ むくみ こむら返りの症

状が現れ、さらに悪化すると、皮膚症状が出現します。 

  静脈瘤の治療のあたり、超音波検査により、逆流の始まりから、その経

路を調べ手術の計画をたてます。表面より見える静脈瘤はさほど重要で

なく、隠れている部位が重要で、表面より見える静脈瘤を手掛かりに、治

療の為の地図を作ることが重要です。 

   93年に、硬化療法が保険収載され、それまでのストリッピング治療より、

静脈結紮術の日帰り手術が始まりました。手術の低侵襲化において意味

がありましたが、再発率の高さより、10年後再度、ストリッピング術が見直

さ れ、日 帰 り ス ト リ ッ ピ ン グ 行 わ れ る よ う に な り ま し た。2010 年

980nmLASERが保険収載されましたが、術後の疼痛の点では満足できる

ものではありませんでした。本年、1470nm+2ring radial fiber Radiofre-

quency(RF)の保険治療が開始されました。術後の疼痛が少なく、ストリッピ

ングを上回る成績となってきています。 

  今後、血管内治療は、急速に普及するものと思います。治療を考える上

で、どの治療がベストかと考えがちですが、ベストの治療は、静脈結紮か

ら血管内治療をすべて習熟したうえで、患者に合った治療法を選択するこ

とでしょう。すべてに共通することは、静脈の逆流点とその経路を術前に

調べ、治療計画を立てることが重要と考えています。



第1群 演題番号1 

耳前部に耳輪様の形態を呈した耳介奇形の治療経験 

 

○北原 和子(きたはら かずこ)・松下 哲也・中林 洋平 

地域医療機能推進機構（JCHO) 大阪病院 形成外科 

 

症例は5歳、女児。生下時より、左耳介前方に典型的な副耳とは異なる奇形があり、成長とともに

目立つようになった。本来の耳珠の存在する部位に、軟骨成分を有する小さな耳輪様の複雑な形態

を呈する変形を認めた。本症例に対して、機能面を考慮した耳珠の再建を行い、良好な耳介形態を

得たため、その詳細を報告する。 

第1群 演題番号2 

腹腔鏡下切除術をおこなった尿膜管遺残症の２例 

 

○藤森 靖(ふじもり やすし)(1)・小田 敦司(1)・高山 昇一(2)・岡 博史(2) 

(1)守口敬任会病院 形成外科・(2)守口敬任会病院 外科 

 

尿膜管遺残症は、胎生初期に形成された尿膜管が嚢胞や瘻孔となった状態で残存する疾患である。

臍炎を契機に診断されることが多く、保存的治療のみでは多くの場合再燃する。尿膜管癌の合併の

可能性もあり、臍部から膀胱頂部までの切除が望ましいとされる。従来は瘻孔上の皮膚を切開し、

尿膜管を摘出する開腹手術が一般的であり、下腹部に長い瘢痕を残すこともあった。近年、外科分

野において腹腔鏡手術が広くおこなわれるようになり、尿膜管遺残症に対する腹腔鏡下切除術の報

告も散見されるようになった。今回、臍部膿瘍にて発症した尿膜管遺残症に対し、外科と共観のも

と腹腔鏡下に切除した２症例を経験した。本術式は、低侵襲で整容性にも優れ、鏡視下に確認する

ことで過不足なく遺残尿膜管を切除することができる。瘢痕はかなり小さいものとなり有用な術式

であると考えられたため、若干の文献的考察を加え報告する。 



第1群 演題番号3 

閉経後の女性における陰唇癒合の二症例 

 

○西村 恵里子(にしむら えりこ)・中川 達裕・小野田 素大・北村 奈都子・大郷 真理子 

大阪労災病院 形成外科 

 

陰唇癒合は小児科領域においては比較的診察機会の多い疾患であるが、成人患者においては比較的

まれであり報告も少ない。今回当科で閉経後女性の後天性陰唇癒合の二症例を経験したので報告す

る。いずれの症例も局所感染や炎症性疾患などの既往はなく、初診時の主訴は外尿道口の狭窄によ

る排尿障害であった。肥満と大陰唇の組織余剰が著しく、密着と湿潤環境によってびらんを形成

し、瘢痕癒着が進行したものと推測された。腰椎麻酔下にて癒着の解除と大陰唇の減量を行い、並

行して局所の管理指導を徹底することによって良好な結果が得られている。 

第1群 演題番号4 

Coccygeal padの4例 

 

○小関 梨奈(こせき りな)(1)・覚道 奈津子(1)・井口 有子(1)・勝部 元紀(2) 

森本 尚樹(1)・光井 俊人(1)・山内 崇史(1)・楠本 健司(1) 

(1)関西医科大学 附属枚方病院 形成外科・(2)京都大学 形成外科 

 

Coccygeal padは仙骨から尾骨移行部を中心とした軽度の角化を伴う皮膚隆起性病変で、組織学的

には軽度の角質肥厚と真皮膠原繊維の増生肥厚が特徴である。また尾骨の前方への屈曲変形を伴う

例が多いことから屈曲部での反復刺激が原因とされたり、尾骨変形を伴わない症例もあるため未だ

原因は先天性か二次性か明らかでない。治療は隆起肥厚部分の単純切除のみや切除に加え尾骨削骨

を行った報告などがあり、その手術方法は確立されていない。本邦における報告例はこれまで約75

例で、比較的稀な病態と考えられる。今回、当施設において典型例と思われる4例のCoccygeal 

padの治療を経験した。内訳は男性3例女性1例、年齢は15歳～22歳で、全例で尾骨の前方屈曲変形

を認めた。治療は隆起肥厚部の減量に加え仙骨尾骨移行突出部の骨削除、あるいは尾骨切除を行

い、現時点で全例再発を認めていない。若干の文献的考察を加え報告する。 



第1群 演題番号5 

臍ヘルニアを併存する白線ヘルニアの1例 

 

○林 いづみ(はやし いづみ) 

PL病院 形成外科 

 

症例は6歳、女児。生下時より臍部の突出と、その頭側である腹壁正中に皮下腫瘤を認めた。症状

が改善しないため、治療を希望された。 

CTでは臍のやや頭側に腹直筋の解離を認め、臍ヘルニアと白線ヘルニアの併存と診断した。これに

対し同時に手術を行った。術中所見では臍ヘルニアと別にヘルニア嚢が存在した。両側の白線を縫

合し閉鎖した。術後5か月の時点ではヘルニアの再燃はなく、経過良好である。 

白線ヘルニアは腹壁正中にヘルニアを生じるものであり、本邦での報告は少なく、比較的稀な疾患

である。特に形成外科領域ではほとんど報告が見られない。今回臍ヘルニアを併存する白線ヘルニ

アの症例を経験したので、若干の文献的考察を加え、報告する。 

第1群 演題番号6 

扁桃腺摘出術後鼻咽腔狭窄の一例 

 

○進来 塁(すずき るい)・大山  知樹・森本  萌恵 

兵庫県立こども病院 形成外科 

 

【はじめに】Sleep apnea syndromeに対して口蓋及び咽頭扁桃摘出後に鼻咽腔狭窄を生じた1例

を経験したので報告する。【症例】症例は7歳男児。自閉症の合併あり。1歳時と3歳時に耳鼻科に

て両側咽頭、口蓋扁桃摘出術が施行された。４歳時より鼾、睡眠時酸素濃度の増悪を認め、保存的

加療とされていたが改善を認めず、当科紹介となった。右側口蓋咽頭弓から咽頭後壁にかけての拘

縮・癒着による著しい鼻咽腔狭窄を認めたため、拘縮解除術及び頬粘膜筋弁、口蓋粘膜移植での再

建術を施行した。睡眠障害は改善したが、術後２ヶ月頃より再狭窄を来し、現在経過観察中であ

る。【考察】耳鼻科領域にて扁桃摘出術はcommon operationであるが、術後鼻咽腔狭窄を来す症

例は極めて稀である。治療法は様々であり、今回我々は頬粘膜筋弁及び口蓋粘膜移植による狭窄解

除術を行い、寛解を得たが再狭窄を来しつつあり治療に難渋している。 



第2群 演題番号7 

被膜を有した下腹部の隆起性皮膚線維腫の1例 

 

○妻野 知子(つまの ともこ)(1)・樽谷 勝仁(2) 

(1)近畿中央病院 形成外科・(2)近畿中央病院 皮膚科 

 

61歳女性、半年で9㎝ほどに増大した下腹部正中の皮下腫瘤。腫瘍は弾性硬、表面に毛細血管拡張

を伴う境界明瞭で可動性良好な皮膚腫瘍であった。診断を兼ねて腫瘍の摘出を行ったところ、肉眼

的に境界明瞭な充実性腫瘤であり、組織学的にはCD34強陽性の腫瘍細胞が花むしろ様に増殖して

おり、DFSPと診断した。その後、創縁より3cm離して皮下脂肪および筋膜を含めた追加切除を

行った。追加切除された標本には腫瘍細胞は認めなかった。DFSPは不十分な切除では再発をきたし

やすく、その切除範囲については様々な報告がある。また被膜様構造を有するDFSPの本邦報告例は

過去に3例のみと報告が少ない。今回の腫瘍は比較的大きいものの、ある程度の切除範囲を確保し

ても単純閉創が可能であったが、十分な切除範囲が確保されない症例では、被膜を有する症例に限

り切除範囲の縮小が可能ではないか文献的考察を交え報告する。 

第2群 演題番号8 

上眼瞼の1/2の全層欠損に対して 

外眼角側方から局所皮弁を用いて再建を行った1例 

 

○畑 真貴(はた まき)・金本 侑子・高木 正 

住友病院 形成外科 

 

 上眼瞼の全層欠損では、欠損範囲が狭い場合は縫縮が可能であるが、上眼瞼1/4を越える欠損で

は皮弁・植皮などによる再建が必要となる。 

 今回我々は、上眼瞼1/2の全層欠損に対して外眼角側方からの局所皮弁を用いて再建を行った。

症例は54歳男性。脂腺癌の切除により生じた上眼瞼1/2の全層欠損に対し、外眼角側方にZ形成を

作成。外眼角靱帯は切断し、結膜側では外眼角部で垂直方向に減張切開を加えることで、皮弁の水

平方向の可動性を得た。減張切開により生じた結膜欠損には口蓋粘膜を移植した。術後2年が経過

するが、整容的にも、開閉瞼にも問題なく、また腫瘍の再発も認めていない。 

 この方法は、一般的に用いられるswitch flapなどと比較し、一期的に再建が可能であり、下眼瞼

に傷を付けなくて済むという利点がある。機能的・整容的にも満足のゆく結果が得られ、再建方法

の一つとして有用と思われたため報告する。 



第2群 演題番号9 

口輪筋皮弁と鼻唇溝皮弁を組み合わせて再建した鼻翼部基底細胞癌の一例 

 

○中西 新(なかにし あらた)・若見 暁樹 

多根総合病院 形成外科 

 

鼻翼部周囲の悪性腫瘍切除後の組織欠損は、周囲のaethetic unitを考慮しつつ立体的形態を損なわ

ないよう再建する必要がある。また周囲組織との色調・質感の違和感が生じないことも重要であ

る。今回我々は、鼻翼外側に生じたBCCの切除後欠損に対して、口輪筋皮弁と鼻唇溝皮弁を組み合

わせて再建し、良好な結果を得たので報告する。 

【症例】79歳、男性。左鼻翼に表層の糜爛を伴う黒色調の丘疹を主訴に来院、生検にて基底細胞癌

と診断した。5mmマージンで切除術を施行し、生じた皮膚欠損に対して、口輪筋皮弁で鼻翼unitの

形成、鼻唇溝皮弁にて鼻翼外側の再建を施行した。【結果】術後2年の経過にて腫瘍の再発は認め

ない。再建部の形態・色調・質感ともに良好である。【考察】鼻翼と鼻唇溝をまたぐ皮膚欠損は、

立体的な形態の形成を要する。欠損近傍から2つの皮弁を挙上することで、立体的かつ色調・質感

にも優れた再建が可能である。 

第2群 演題番号10 

顔面に生じた多発アポクリン汗嚢腫の一例 

 

○北川 敬之(きたがわ ひろし)(1)・寺師 浩人(1)・尾藤 利憲(2) 

(1)神戸大学 医学部 形成外科・(2)びとう皮膚科クリニック 

 

症例は51歳、女性。初診約5年前から両眼瞼に小丘疹出現、徐々に拡大した。入浴など体が温まる

と病変部隆起を認め視野を遮るため近医受診、皮膚生検でアポクリン汗嚢腫と診断され手術目的に

当科紹介受診された。顔面、特に下眼瞼を中心に径2㎜までの常色丘疹が多発していた。MRIでは皮

下に1-2mm程度のT2高信号結節が多数集族性に分布していた。下眼瞼の腫瘍減量術を行い、症状

軽快し現在経過観察中である。 

アポクリン汗嚢腫はアポクリン腺由来の嚢胞性疾患で一般に性差はなく、中年成人に多い。臨床的

には様々な色調を呈する皮下結節で通常単発、多発例はまれ、発症部位は顔面、特に眼周囲が多

く、頭部、四肢、躯幹と続く。治療は摘出術が一般的で、多発例に対し炭酸ガスレーザー、

1450nm ダイオードレーザーによる治療が有効という報告もある。 

アポクリン汗嚢腫の多発例はまれであり、若干の文献的考察を加え報告した。 



第2群 演題番号11 

線維肉腫様変化を伴った巨大隆起性皮膚線維肉腫の一例 

 

○松嶋 祐子(まつしま ゆうこ)(1)・八杉 悠(2)・狛  雄一朗(3) 

(1)淀川キリスト教病院 形成外科・(2)川崎病院 形成外科 

(3)神戸大学 大学院 医学研究科 病理学講座 病理学分野 

 

隆起性皮膚線維肉腫(dermatofibrosarcoma protuberans：以下DFSP)は、皮下組織に発生する中

間悪性群に属する線維組織球性腫瘍である。中でも、線維肉腫様変化を伴うDFSP

(fibrosarcomatous variant of DFSP：以下FS-DFSP)は、局所再発率や遠隔転移率も高いとされ

る。今回我々は巨大なFS-DFSPの1例を経験したので報告する。 

 61歳、男性。背部の巨大腫瘤を主訴に当科を受診した。項部～背部にかけて、16×10cm大の表

面に潰瘍を形成した紅褐色の腫瘤を認めた。単純MRIで境界明瞭、分葉状で内部は不均一な造影効

果を認めた。悪性軟部腫瘍を疑い肉眼的腫瘍縁から2cmのマージンをとり、深部は僧帽筋筋膜を含

め腫瘍を切除した。断端陰性を確認後、二期的に植皮術を行った。術後6ヶ月現在、再発や転移は

認めていない。 

第2群 演題番号12 

DLEの皮疹に生じた下口唇Verrucous carcinomaの１例 

 

○池田 浩子(いけだ ひろこ)(1)・奥村 慶之(1)・井上 真一(1)・辻岡 馨(2) 

(1)日本赤十字社和歌山医療センター 形成外科部・(2)日本赤十字社和歌山医療センター 皮膚科部 

 

Verrucous carcinoma(以下VC)は、臨床上緩徐に増大する疣贅状または乳頭状の腫瘍で皮膚扁平上

皮癌の一亜型と考えられている。組織学的には細胞異型は軽度で真皮への浸潤傾向は乏しく、全身

への転移をきたすことが少ないなど比較的予後良好な疾患とされている。一方、円板状エリテマ

トーデス(以下DLE)は、頭部・顔面などの日光暴露部位に好発し、境界明瞭で落屑、毛孔開大を伴

う円形の紅色局面を特徴とする疾患である。教科書的には、DLEを慢性的に繰り返すことで皮膚扁

平上皮癌を生じるとされるが、実際の報告例は少ない。今回われわれは、DLEの皮疹からVCを生じ

たと考えられた一症例を経験した。腫瘍は下口唇の半分以上を占拠していたが、外科的に全切除し

下口唇再建を行い良好な結果を得た。若干の文献的考察を加えて報告する。 



第3群 演題番号13 

頭頂骨に生じた巨大骨軟骨腫の1例 

 

○當内 竜馬(とううち りょうま) 

大阪府済生会吹田病院 形成外科 

 

骨軟骨腫は長幹骨骨端部周囲や扁平骨に発生する良性の軟骨性骨腫瘍で、外骨腫とも呼ばれる。頭

蓋部での頻度は前頭骨が最も多く（約60％）、次に頭頂骨で10％～14％くらいである。症例は51

歳、女性。20歳頃から左頭頂部に硬い腫瘤を自覚、徐々に増大するも放置。2013.5月に既往の腎

臓病の転院に伴い、当院腎臓内科から紹介受診。単純レントゲン及び頭部CT検査から左頭頂骨にφ

60mm・厚さ15mmの骨軟骨腫が疑われ、全身麻酔下に剥削術を施行した。術後1年で明らかな再

発はなく、経過良好である。頭蓋部としては比較的巨大な骨軟骨腫を経験したので、若干の文献的

考察を踏まえ報告する。 

第3群 演題番号14 

後頭部に発生し頭蓋骨縫合線を通じて頭蓋内浸潤を認めた悪性黒色腫の一例 

 

○萬木 聡(ゆるぎ さとし)・桑原  理充・谷口 晃・山中 祐次・佐々木 智賀子・中西 崇詞 

奈良県立医科大学 形成外科 

 

症例は43歳男性。後頭部の皮下腫瘤を主訴に他院皮膚科受診。一部生検標本の病理検査で

metastatic melanomaが疑われたため当院紹介受診された。骨膜上で全摘生検したところ皮下に

melanomaの腫瘍巣があり深部断端陽性であった。頭蓋骨を含めた拡大切除施行したが、ラムダ縫

合に沿ってさらに深部への浸潤が疑われたため、再度硬膜、脳実質の追加切除したところ硬膜、脳

実質には腫瘍細胞の明らかな浸潤はなかった。欠損に対しては広背筋皮弁による再建を施行し、術

後化学療法施行し経過観察中である。もともと他院皮膚科で皮下腫瘍と診断されていたことより、

当初は原発不明の転移性melanomaまたはprimary dermal melanomaを疑っていたが、最終的に

は後頭部皮膚原発のmelanomaと診断した。頭蓋骨縫合を通じた腫瘍の頭蓋内浸潤は、報告例が少

なく若干の考察を加えて報告する。 



第3群 演題番号15 

頭蓋骨腫瘍摘出後の陥凹変形に対しハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体を

用いて再建を行った1例 

 

○萩原 佳奈子(はぎはら かなこ)・本間 幸恵・義本 裕次 

天理よろづ相談所病院 形成外科 

 

【症例】51歳女性。数年前から増大する右前頭部腫瘤を主訴に来院した。頭部CTで前頭骨外骨腫と

考え、摘出した。術中、前頭部の陥凹を再建するためにハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体

を補填した。術後、顔面の形態は良好で、CTでも前頭骨の明らかな陥凹変形を認めなかった。 

【考察】ハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体は自家骨に類似した構造を持った人工骨で、埋

植することにより、破骨細胞による骨吸収・骨芽細胞による骨新生を経て、リモデリングされる性

質をもつ。従来は主に整形外科領域で、脊椎骨欠損部などの補填にたびたび使われてきた。顎顔面

領域では現在あまり使われていないが、頭蓋顔面骨の補填材料として有用であることが示唆され

た。 

第3群 演題番号16 

緊急手術により著明に視力が回復した眼窩blow-in骨折の一例 

 

○恋水 諄源(こいみず じゅんげん)・秋田 梨恵・中村 寛子・五影 志津 

吾妻 隆久・素輪 善弘・沼尻 敏明・西野 健一 

京都府立医科大学 形成外科 

 

 症例は14歳男性。農耕用トラクターを運転中に車ごと4m転落し、右顔面を強打した。前医へ救

急搬送され、右頬骨骨折・右眼窩骨折と診断されて当院へ転送された。右眼視力は光覚弁まで低下

していた。CTで右頬骨粉砕骨折・右眼窩底骨折と、右眼窩外側壁のblow-in骨折を認めた。眼窩内

で視神経が骨片に圧迫され、屈曲していた。眼科と合同で、緊急に骨折整復術を施行した。頬骨骨

折を整復し、骨折で縮小した眼窩容積を回復して、眼窩内の遊離骨片を除去し、視神経の圧迫を解

除した。術後ステロイドパルス療法（ソルメドロール1000mg×3日）を予定したが、術後２日目に

右眼視力が1.0と受傷前同様まで回復し、中止した。 

 眼窩blow-in骨折は報告例も少なく、明確な手術適応基準はない。本例では、受傷時からの視力

低下と、それに直結しうる視神経圧迫所見があり、緊急手術適応と判断し、良好な結果を得た。 



第3群 演題番号17 

肩甲骨・肋骨付き遊離広背筋弁で再建を行った上顎癌の1例 

 

○松本 后代(まつもと きみよ)・元村 尚嗣・羽多野 隆治・藤川 平四朗・坂原 大亮・梶原 大資・上野 真理恵 

大阪市立大学 大学院 医学研究科 形成外科学 

 

上顎癌術後は、顔面の形態・捕食・構音機能の再建が必要となり、高等な手技が必要とされる。最

近ではdental rehabilitationの重要性が述べられた報告が増えており口蓋の再建や硬性再建につい

て着目されてきているが、いまだ確立された方法はない。今回我々は、50歳、男性、鼻腔癌（low 

grade adenocarcinoma）に対する根治術（右上顎骨亜全摘、左部分切除術）術後に、肩甲骨・肋

骨付き遊離広背筋弁による再建術を行った。zygomaticomaxillary buttressは肩甲骨下角で硬性再

建を行い、pterygomaxillary buttressは肋骨で再建した。鼻腔のライニングおよび口蓋部は広背筋

筋体のみを用いて再建した。支柱となる硬性再建を行った上で、口蓋部をシンプルに筋体のみ閉鎖

することにより良好な口蓋アーチの形態および瘢痕粘膜による生理的な質の再建が可能であった。 

第4群 演題番号18 

乳腺悪性腫瘍術後前胸部皮膚欠損に対する腹部回転皮弁 

 

○武田 紘司(たけだ こうじ)・森田 耕輔・石川 奈美子・鈴木 義久 

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院  形成外科 

 

【目的】 

乳腺悪性腫瘍切除に伴う皮膚欠損に対し腹部回転皮弁による治療を経験したので報告する 

【方法】 

症例は59歳女性、以前より左乳房に腫瘤を自覚していた。急速増大し、腫瘍より出血してきたた

め、当院乳腺外科受診。皮膚浸潤を認め、手術により大きな皮膚欠損を生じる可能性があり、再建

依頼のため形成外科紹介受診。皮膚を含み乳腺を全切除、腹部回転皮弁にて再建した。 

【成績】 

皮弁壊死など術後合併症は認めない 

【結論】 

巨大な皮膚欠損を生じた乳腺悪性腫瘍手術に対し、腹部からの回転皮弁は血流もよく簡便で有用な

再建方法と考える。 



第4群 演題番号19 

当院における過去１年間の乳房再建について 

 

○古林 玄(ふるばやし げん)(1)・久徳 茂雄(1)・大谷 一弘(1)・小山 拡史(2)・今西 清一(2) 

(1)市立奈良病院 再建形成外科・(2)市立奈良病院 乳腺外科 

 

当科は、奈良県北部３５０床の公立病院で、平成２５年４月より再建形成外科を開設した。昨年１

０月より乳腺科と乳がん治療チームを組織、インプラント実施施設認定として同時再建再建を積極

的に行ってきた(以前は切除・再建は分離治療となっていた)。 

昨年１０月から今日まで２１件の乳房再建を行っており、同時再建は１１件、二期的再建は９件、

その他1例であった。 

今回、再建例の統計的検討と、当院での再建手術の実際について紹介する。 

第4群 演題番号20 

乳房温存術後変形に修正術を行い、整容的に満足な結果を得られた二例 

 

○杉原 真梨子(すぎはら まりこ)(1)・吉龍  澄子(1)・増田 慎三(2) 

(1)独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 形成外科 ・(2)同 乳腺外科 

 

近年、乳癌に対して乳房温存術を行う割合が増加しているが、整容的に満足な結果とならない場合

がある。今回、乳房温存術後に当科で二期的に修正術を行った二例を経験した。症例１；42才女

性、右C領域の乳癌。乳房温存術後に瘢痕拘縮による乳房変形を来たした。組織拡張器を用いて瘢

痕を切除、拘縮を解除し、広背筋穿通枝皮弁を皮下乳腺欠損部に充填した。症例２；56才女性、右

AC領域の乳癌。乳房温存術後に、創部の瘢痕拘縮と、健側乳房の下垂のため、術後左右の乳房が高

度な非対称となった。患側乳房の瘢痕切除、及び健側乳房吊り上げ術を施行した。二例とも、左右

乳房の対称性が改善され、整容的に良好な結果が得られ、患者の満足度も高かった。 

乳癌の手術では、癌の治療だけでなく整容的にも患者の満足する結果となるよう、初期から乳腺外

科医と形成外科医が協力することが重要であると考える。症例とともに若干の文献的考察を加えて

報告する。 



第4群 演題番号21 

イミキモド外用にて著効を認めた陰部Paget病の１例 

 

○前田 大介(まえだ だいすけ)・服部 亮 

りんくう総合医療センター 形成外科 

 

症例は72歳、女性。当院泌尿器科で膀胱癌の治療中に、陰部に掻痒感を伴った紅斑を主訴に当科受

診となった。両側大陰唇から肛門周囲にいたる紅斑を認め、生検にて陰部Paget病と診断した。免

疫組織化学染色でcytokeratin7、20が陽性、GCDFP-15が陰性で、尿路上皮癌に由来する続発性

Paget病の可能性も考えられた。膀胱癌に対してBCG療法を行い、Paget病に対しては患者が手術療

法よりも保存的加療を希望され、自費診療でのイミキモド外用を開始した。週3回の外用を行い、

開始後8週間で紅斑は改善し、組織学的にもPaget細胞は消失した。イミキモドはイミダゾロン系の

新規化合物で、細胞表面のtoll-like receptor 7を介してインターフェロンなどのサイトカインを誘

導し、腫瘍やウイルスの自然免疫、細胞性免疫反応を増強すると考えられている。本症例につき、

文献的考察をふまえて報告する。 

第4群 演題番号22 

当院におけるセンチネルリンパ節生検の工夫 

 

○田島 宏樹(たしま ひろき)・藤川 昌和・門脇 未来・長山 裕美 

大阪府立急性期・総合医療センター 形成外科 

 

【目的】皮膚悪性腫瘍においてリンパ節転移の有無は重要な予後因子である。センチネルリンパ節

の同定法には色素法、RI法、ICG法など複数の方法がある。そこで当科でのSN生検の比較検討を行

い若干の知見を得たので報告する。【方法】症例は2008年から2014年までに当院でSN生検を行っ

た皮膚悪性腫瘍患者43症例。男性29名、女性14名。色素法単独が12例、色素法RI法併用が14例、

ICG・RI法併用が17例。【結果】色素法RI法併用、ICG・RI法併用は全例でSNを同定した。色素法

単独において5例でリンパ節の染色ができず、RI色素法併用では原病巣とSNの位置が離れている症

例で色素法の検出率が低かった。【考察】SN同定精度を安定させるには複数の方法を併用すること

が勧められている。頭頚部などの深在リンパ流等はICG法でも可視化できない症例も存在するた

め、RI法の併用は望ましいと考えられた。 



第5群 演題番号23 

下肢の血管奇形に対して血管内レーザー焼灼術を施行した1例 

 

○西林 涼子(にしばやし りょうこ)・前田  求・日笠 壽・渕上 淳太・山内 菜津美 

大阪警察病院 形成再建外科・美容外科 

 

 症例は27歳女性。生下時より右膝周囲に血管奇形を認めており、18歳時に局所切除術を施行され

た。21歳時に患部の疼痛を主訴に受診、右膝を中心に大伏在静脈につながる毛細血管静脈奇形を認

めた。数回の硬化療法や局所切除術にて一旦は改善がみられるも再発し、24歳時に血管内レーザー

焼灼術および硬化療法を施行した。以後は症状の再発を認めておらず、整容的にも満足を得られて

いる。 

 今までこのような症例に対してはストリッピング術による原因血管の抜去や病変部の局所切除術

が広く行われていたが、特に本症例のような若年女性に対しては術後の整容性の面からも血管内

レーザー焼灼術の良い適応と考えられた。血管内レーザー焼灼術は国内でも保険収載され静脈瘤に

対する使用は普及しつつあるが、血管奇形患者に対する国内での使用報告は渉猟しえなかった。血

管奇形患者に対する使用経験について、文献的考察を併せて報告する。 

第5群 演題番号24 

電気メスは容易に血管茎を焼灼する 

 

○高原 厚子(たかはら あつこ)・栗田 智之 

大阪府立成人病センター 形成外科 

 

電気メスは高周波電流を身体に流し、その電流による発熱を利用して生体組織を切開・凝固する手

術用ME機器である。大きさを持った抵抗体の発熱は、単位断面積当たりの電流、すなわち電流密度

で考える。単位面積当たりの発熱量は、電流密度の２乗に比例する。したがって、断面積の小さい

範囲を電流が流れたとき、発熱量は大きくなる。穿通枝皮弁の挙上中など、極めて小さい断面積で

皮弁と身体が繋がった状態になる状況がある。このような状態で、皮弁を身体に十分接触させずに

皮弁側に電気メスを使用すると、メス先から流れた電流が、小さい断面積を集中的に流れてダメー

ジを加えてしまう。我々はこのような点に常々配慮しているが、他科の手術等において注意がなさ

れていない場面に遭遇する。このような状況を回避することが、皮弁挙上中の注意事項として重要

である。穿通枝皮弁の穿通枝が焼灼される動画を供覧し、文献的考察を加えて報告する。 



第5群 演題番号25 

肝斑に対する低出力Q-switched Nd:YAGレーザー治療 

（レーザートーニング）の危険性 

 

○葛西 健一郎(かさい けんいちろう) 

葛西形成外科 

 

近年、肝斑に対する低出力Q-switched Nd:YAGレーザー治療（いわゆるレーザートーニング）が

有効であるという報告が散見され、本邦でも実施する施設が増加傾向にある。しかし、同法を受け

た結果肝斑が増悪したと言う患者が相当数見られる。これまでに演者の施設に相談に来た、増悪患

者14名の臨床像・ダーモスコピー像を分析した。演者の観察した増悪患者の臨床像は2パターンあ

り、まだら状（樹枝状）に肝斑の色素増強が起こるものと、肝斑のみならず散在する老人斑も含め

て一様に色素増強が生じているものがあった。同法は、その作用機序がはっきりしないうえに、肝

斑の長期予後を改善するというエビデンスは出ていない。また、かなりの数の症状増悪患者が出て

いる事は間違いない。同法の作用機序が科学的に証明され、安全に施行するためのプロトコルが確

立するまで、一般医療機関での施術を中止（凍結）することが望ましい。 

第5群 演題番号26 

形成外科領域における超音波エコーの利用について 

 

○白澤 保子(しらさわ やすこ)(1)・仲野 雅之(1)・福田 智(1)・楠本 健司(2) 

(1)医誠会病院・(2)関西医科大学附属枚方病院 形成外科 

 

超音波エコー検査は形成外科診療において広く利用されるようになってきている。簡便に使用で

き、被爆等の副作用もないことやCTやMRIで撮影が難しい小さい病変も多方向から繰り返し観察で

きることが利点である。また術前診断の一助として用いられているだけでなく、術中補助としても

使われている。リアルタイムでの把握が可能であることや、小型化が進んでいることもその理由で

ある。形成外科領域では手術部位や整容面からアプローチが限られ、狭い術野での操作やブライン

ドでの操作を求められることも多く術者の経験や感覚に頼らざるを得ないことも多いが、術中エ

コー使用により客観的に評価が可能となる。 

我々の施設でも超音波エコーを用い、悪性・良性腫瘍、DTI、軟部組織感染症、顔面骨骨折（頰骨

弓骨折や鼻骨骨折の整復術中評価）などの診察に使用しており、それらの症例について検討した。 



第5群 演題番号27 

動脈内カニューレ抜去後に生じた仮性動脈瘤の一例 

 

○宮崎 裕子(みやざき ゆうこ)・福田 健児 

市立池田病院 形成外科 

 

症例は７１歳男性。既往歴に１型糖尿病あり。意識障害にて当院救急搬送となり、CO2ナルコーシ

ス認め、挿管、人工呼吸器装着にてICU入院となった。その際に右橈骨動脈に経皮的動脈内カ

ニューレを挿入し、３日間で抜去。その後、同部位に血管炎併発と刺入部の潰瘍化認め、軟膏処置

にて経過観察されていたが、潰瘍部より動脈性の出血認めるようになった。エコー検査施行にて仮

性動脈瘤形成あり、中枢側をTRバンドにて圧迫行うも縮小せず、当科紹介。動脈瘤摘出術予定する

も、手術２日前に大出血を認め、緊急で仮性動脈瘤摘出術施行。術後経過良好であり、潰瘍も上皮

化認め退院となった。仮性動脈瘤は一般的に外傷後に生じることが多いが、今回我々は動脈内カ

ニューレ挿入後に発生した仮性動脈瘤の１例を経験したので文献的考察を交え、報告する。 

第5群 演題番号28 

大腿部仮性動脈瘤の1例 

 

○神藤 一紀(しんとう かずのり)・谷口 泰徳・浅井 宣樹・吉田 宗人 

和歌山県立医科大学 整形外科 形成再建外科診療班 

 

【目的】今回我々は稀な大腿部仮性動脈瘤の１例を経験したので報告する。【症例】79歳男性。既

往歴：慢性腎不全，腹部大動脈瘤などがあった。現病歴：犬の散歩中に誘因なく，突然に右大腿内

側部痛が出現した。近医にて皮下血腫の診断で保存的加療が行われたが，徐々に増大してきたた

め，発症より８ヶ月後に当科を受診した。現症：右大腿内側に腫瘤を認めた。血液検査では貧血が

あった。画像所見：CTでは同部に造影効果を受けないlow density areaを認めた。右大腿部血腫と

診断された。治療経過：初診より３週で血腫摘出術を施行した。腫瘤は被膜でおおわれ，内部はデ

ブリスを伴う血腫であった。術後の病理組織学的検査では血腫ないしbrusal cyst様病変との所見で

あった。【考察】今回の症例はこれらの所見より右大腿部仮性動脈瘤と診断された。手術加療にて

良好な成績が得られたため，文献的考察を加えて報告する。 



第6群 演題番号29 

甲状腺眼症に対する眼窩減圧術におけるナビゲーションシステムの応用 

 

○齋藤 拓也(さいとう たくや)・西本 聡・河合 建一郎・藤原 敏宏 

曽束 洋平・藤田 和敏・木下 将人・垣淵 正男 

兵庫医科大学 医学部 形成外科 

 

ステロイドパルス療法などの内科的治療が奏効しない甲状腺眼症に対して、眼窩減圧術が行われる

場合がある。 

特に、視神経の圧迫による視力低下に対する減圧には、眼窩内側壁深部の骨除去が必要であるが、

その際に視神経の障害や硬膜損傷の可能性がある。 

Brainlab社のナビゲーションシステムは骨構造を可視化し、ポインターで指し示した位置をCT画像

とリンクさせ検出することができるシステムで、脳神経外科、耳鼻咽喉科、整形外科領域などで使

用されている。 

このナビゲーションシステムは、甲状腺眼症の減圧術における骨除去の範囲を術中に確認する際に

有用であり、また頭蓋底損傷による髄液漏、視神経損傷などの合併症のリスクを軽減することがで

きると考えた。 

今回、甲状腺眼症に対する減圧術においてナビゲーションシステムを利用したので報告する。 

第6群 演題番号30 

鼻骨骨折術中超音波検査における接触媒体の工夫 

 

○重村 友香(しげむら ゆか)(1)・上田 晃一(1)・妹尾 貴也(1)・赤松 順(2)・杉田 直哉(2) 

(1)大阪医科大学 医学部 形成外科・(2)近森病院 形成外科 

 

鼻骨骨折整復術における術中超音波検査は有用であるが、鼻は顔面から突出した特有な3次元形態

を有しているためプローベを接触させて骨折の全体像をうまく描出させることは困難である。その

解決策として接触媒体（カップリング材）の有効利用が報告されている。超音波のシグナルは接触

媒体を通過する過程で減衰するが、その減衰量(dB)は物質特有の減衰係数(dB/cm・MHz)と周波数

(MHz)に依存する。そこで様々な物質の減衰係数を調べた結果、最小の減衰係数を有する物質は水

であった。そこで水を接触媒体として利用する方法を考案し、倫理審査を経た後臨床応用した。基

本操作のプローベ方向を水平断・矢状断・両側斜位の4方向として評価した。驚くほど鮮明な画像

が得られ、100例以上に及ぶ症例に応用し非常に有用であったので報告する。 



第6群 演題番号31 

下顎再建において骨切りテンプレートの工夫を行った1例 

 

○髙橋 夏子(たかはし なつこ)・山脇 聖子・岸本 英明・江野尻 竜樹・吉川 勝宇・鈴木 茂彦 

京都大学医学部付属病院 形成外科 

 

下顎再建において下顎欠損域に合わせた加工の自由度、皮弁の血行安定性、体位変換不要などの利

点から血管柄付腓骨皮弁がよく用いられる。下顎広域欠損の症例や腫瘍浸潤により元の下顎形態が

把握困難な症例において、良好な下顎形態の再建は容易ではない。当施設の下顎再建症例において

骨切り数の多い症例ほど術中腓骨加工に要する時間が長い傾向を認め、手技の煩雑さが示唆され

た。今回我々は両下顎体部に及ぶ巨大なエナメル上皮腫に対し、術前のCT画像から作製した下顎及

び腓骨の3Dモデルを用いて再建後の下顎形態や腓骨骨切り線をシミュレーションし、骨整形用テン

プレートを作成した。実物モデルを鋳型として作成することで、腓骨骨切り位置を頭尾側へ自由に

移動させ、実際に生じた骨欠損や穿通枝の位置等による腓骨の骨切り範囲変更に対応可能とした。

加工手技の簡易化が可能で、手近な素材で作成可能であることから有用な方法と考えられる。 

第6群 演題番号32 

歯科インプラント埋入のためのCT画像を用いた移植腓骨の形態評価 

 

○明石 昌也(あかし まさや)(1)・橋川 和信(2)・榊原 晶子(1)・楠元 順哉(3) 

(1)神戸大学大学院 医学研究科 口腔外科学・(2)神戸大学大学院 医学研究科 形成外科学 

(3)神戸大学大学院 医学研究科 形成外科・口腔外科学 

 

近年再建顎骨に対する歯科インプラントの応用が普及化しつつある反面，多くの課題もいまだ残さ

れている．通常のインプラント埋入と同様，移植骨弁へのインプラント埋入を行う場合埋入骨の術

前評価は重要である．本研究は2010年から2014年に神戸大学病院口腔外科・形成外科で，下顎骨

区域切除後などに遊離腓骨皮弁移植を施行した19症例の術後CT画像をもとに，実際に下顎に移植さ

れた腓骨の①高径を計測，②形態を評価し，インプラント埋入という観点から検討した．移植腓骨

の高径は平均14.3 mm（11–21 mm）で，長径8.5–10 mmのインプラント体が埋入可能であると

考えられた．腓骨断面形態は，頂点を有するapex typeと有さないnon-apex typeに分類するのが

有用であると考えられた． 



第6群 演題番号33 

斜めに入る瘢痕に対する手術法 

 

○外岡 真紀(とのおか まき)・冨士森 良輔・冨士森 英之 

冨士森形成外科 

 

【目的】四肢の長軸に斜めに入る瘢痕で、肥厚性瘢痕や拘縮を伴っている症例に対し、適切なデザ

イン法の検討を行った。 

【方法】一般に瘢痕拘縮に対してはZ形成術が多く行われる。しかしこの方法は拘縮を伴う瘢痕の

長軸に対して直角に皮膚が引き寄せられるため、新しく拘縮をおこす事がある。よって四肢の長軸

に直角に皮膚を引き寄せて、斜めの瘢痕の拘縮を解除する必要がある。この目的に適応するデザイ

ン（Bürrowの三角を基礎とするもの）について検討した。 

【成績】上記デザインにより、術後縫合創は四肢の長軸に平行（矢状方向）の部分と直角（水平方

向）の部分とに構成され、術後は２次障害もなく、再拘縮も防止された。 

【結論】四肢の長軸に斜めに入る拘縮を伴う瘢痕の修正手術は、しばしば術後に再拘縮や肥厚を伴

う事がある。我々はBürrowの作図を基本としたデザインのもと、修正術を行うことにより満足すべ

き結果を得た。 

第7群 演題番号34 

植皮を用いない合趾症手術の新たな試み 

 

○梶田 智(かじた さとる)(1)・橋本 裕之(2)・松田 佳歩(2) 

(1)兵庫県立姫路循環器病センター 形成外科・(2)大分市医師会立アルメイダ病院 形成外科 

 

合趾症に対する手術には植皮を用いる方法と植皮を用いない方法がある。植皮を用いない方法で

は、趾間以外からの皮弁を用いる方法と趾間の皮弁のみを用いる方法がある。整容面を改善する手

術では、採皮部や皮弁挙上部の犠牲をできるかぎり少なくすることが必要であるが、植皮を用いる

方法では採皮部の瘢痕の問題があり、趾間以外からの皮弁を用いる方法でも趾間以外に及ぶ瘢痕の

問題がある。今回、われわれは合趾症の症例に対して、趾間の皮弁のみを用いる新たな方法を考案

し手術を行った。手術では皮膚欠損を生じることなく趾間の皮弁のみで趾間を形成することがで

き、術後の整容面でも満足する結果を得ることができた。今回われわれが経験した新たな合趾症手

術に対して、若干の考察を加えて報告する。 



第7群 演題番号35 

先天性の両側性の前腕回旋障害に対して 

橈骨回転骨切りにより機能的前腕肢位を獲得した1例 

 

○丸川 雄大(まるかわ ゆうだい)(1)・齊藤 晋(1)・澤井 誠司(2)・髙橋 夏子(1)・鈴木 茂彦(1) 

(1)京都大学 医学部 形成外科・(2)医療法人松寿会 共和病院 形成外科 

 

先天性橈尺骨癒合症は比較的まれな疾患であるが、骨癒合を伴わない先天性の前腕回旋障害はこれ

までに国内外で数例の報告を散見するのみである。病態についても不明な点が多く、有効な治療法

も確立されていない。 

症例は20歳女性。幼少時より掌が空に向かない、洗顔がしにくいなどの症状を自覚。初診時では両

側とも回外0°、回内80°であり、前腕骨の変形治癒は認めなかった。両側示指MP関節の伸展拘縮を

合併していた。CTから作成した３D模型では上腕二頭筋結節レベルでの橈尺骨の近接が認められた

ため、シネMRIで精査すると回旋による前腕骨の干渉が認められた。手術は橈骨近位１/3で骨切り

を行い、創外固定器を装着し、可動域が回外方向へシフトするように橈骨遠位を回転させて、再建

プレートで固定した。術後12か月経過し回外55°回内60°と機能的可動域が獲得され患者は満足し

た。左前腕も同様の治療を行い経過観察中である。 

第7群 演題番号36 

乳幼児の外科的治療した手指掌側深達性熱傷の長期経過観察例の検討 

 

○奥田 良三(おくだ りょうぞう)(1)・貴島 賢二(1)・武田 孝輔(1)・上野 千裕(1)・吾妻 隆久(2)・五影 志津(2) 

(1)京都第二赤十字病院 形成外科・(2)京都府立医科大学 形成外科 

 

 手指掌側の熱傷は、乳幼児において高度瘢痕拘縮を生じやすい。治療方針としては、保存的治療

後瘢痕が落ち着くまで経過観察して必要に応じて外科的治療を施行することが一般的である。また

成長に応じて外科的治療を追加し、長期に観察しなければならないが、以後の学業や親の転勤等で

経過観察ができないことも多い。今回、私達は1980年以降2歳以下で手指掌側の深達性熱傷で外科

的治療し、10年以上経過観察できた21例についていつ頃足底の皮膚に置き換えるべきかも含め

retorospectiveに検討したので報告する。 



第7群 演題番号37 

屈筋腱鞘滑膜への石灰沈着による手根管症候群の1例 

 

○奥 あや(おく あや)・谷口 泰徳・山中 学・浅井 宣樹・吉田 宗人 

和歌山県立医科大学 整形外科 形成再建外科診療班 

 

【はじめに】今回われわれは屈筋腱鞘滑膜への石灰沈着によって手根管症候群を発症した稀な1例

を経験したので報告する。【症例】74歳、男性。半年前から左手掌に痺れを自覚し、他院にて手根

管症候群と診断され当科受診となった。単純レントゲン、CTでは手根管内、屈筋腱に沿った石灰沈

着像が確認された。TFCCや膝関節半月板にも石灰沈着を認めた。手根管内の石灰沈着による手根

管症候群と診断し手術を行った。手根管内には滑膜が増生し、滑膜内や腱周囲には著明な石灰沈着

を認め、可及的に切除を行った。術後2日で痺れは消失し、術後2週間で手関節の偽痛風発作がみら

れたがステロイド関節注射にて改善した。【考察】手根管症候群は良性腫瘍や石灰沈着などの手根

管内占拠性病変が原因となり発生する場合がある。今回の症例ではCPPD結晶沈着症が背景とな

り、手根管内にピロリン酸カルシウムが沈着することで手根管症候群が起こったと考えられた。 

第7群 演題番号38 

確定診断に紆余曲折した手指悪性黒色腫の１例 

 

○仲野 孝史(なかの たかし)・冨田 壮一・宗内 巌 

大阪府済生会中津病院 形成外科 

 

悪性黒色腫は、皮膚悪性腫瘍の中でも特に生命予後への配慮を要する疾患であるが、その確定診断

は時に判断が難しいことがあるとされる。今回、ダーモスコピー：基底細胞癌の疑い→中央部のパ

ンチ生検：no malignancy→全切除：悪性黒色腫（thickness 13mm：Clark’s Level Ⅲ）と、各段

階で異なる診断結果となる症例に遭遇した。患者様には180度異なる説明が必要となり、結果とし

て多大な心痛を与えることとなった。症例は61歳の女性で、右環指基節部背側に径11mmの病変を

認めた。確定診断がなされた後は、全身的精査（PET等）→追加切除（辺縁：2cm、底部：伸筋腱

腱鞘を含めて）+センチネルリンパ節生検→腋窩リンパ節郭清+ combined methodによる再建

（遊離浅側頭筋膜弁+腹部からの全層植皮）を行った。我々にとって苦い経験であったが、示唆深

い症例と考えたため、今回報告する。 



第8群 演題番号39 

著名な貧血を呈したGiant drematofibromaの一例 

 

○前田 尚吾(まえだ しょうご)(1)・杉本 彰(2)・黒川 晃夫( 2) 

(1)市立ひらかた病院  形成外科・(2)市立ひらかた病院  皮膚科 

 

 Dermatofibromaは一般に四肢伸側に好発する直径数mm～数cm程度の単発性の硬い良性腫瘍で

ある。しかしながら直径5cm以上のものはGiant Dermatofibroma と分類され、しばしば悪性腫瘍

との鑑別を要する。 今回われわれは診断に難渋したGiant Dermatofibromaの1例を経験したので

報告する。 

 症例は33歳、女性。約3年前より右大腿外側に母指等大の腫瘤が出現した。その後大きくなった

が放置していた。腫瘍からの出血による著明な貧血により意識消失を認め、当院に救急搬送され

た。初診時、右大腿に直径4.5cm、長さ12cm 有茎性の腫瘍と、著明な貧血（Hb : 3.1）を認め

た。悪性腫瘍を疑い全身麻酔下で1cmマージンをとり切除し、病理結果を待って二期的に鼠径部よ

り植皮術を行った。臨床所見では悪性腫瘍を疑い、病理組織像でも鑑別が困難なまれな症例であっ

た。 

第8群 演題番号40 

脛骨神経切断により救肢しえたCLIの１例 

 

○西尾 優志(にしお まさし)・藤井 美樹・江草 豪 

北播磨総合医療センター 形成外科 

 

76歳、男性。未治療の糖尿病患者。急激に悪化した両側CLIで、左側は感染を伴っていた。入院7日

目に左下肢のdistal bypassとデブリドマンを施行したが、その後も再閉塞、EVT、デブリドマンを

繰り返し、最終的にリスフラン関節離断となった。その間に右足部痛の悪化を認め、distal bypass

を施行するも効果不十分であった。内服や交換神経ブロックでもコントロール不能であり、血流改

善にも乏しくbelow kneeでの切断しかないと思われた時に、脛骨神経ブロックを試したところ数時

間の疼痛緩和が得られた。通常であれば神経遮断術を試みるところであるが、血流状態から少なく

ともTMAより高位での切断になると判断し、脛骨神経切断術を施行した。その結果、疼痛の軽減と

共に血流も改善し、TMA切断施行可能となった。疼痛コントロールは、救肢を左右する重要な要素

である。若干の文献的考察を加えて報告する。 



第8群 演題番号41 

下肢末梢動脈疾患（PAD）と脳血管障害 

 

○長谷川 泰子(はせがわ やすこ)(1)・辻 依子(1)・北野 育郎(2)・渋谷 淳(1) 

(1)新須磨病院 形成外科・創傷治療センター・(2)新須磨病院 外科・創傷治療センター 

 

動脈硬化は全身性に進行するため、PAD患者の多くは冠動脈疾患や脳血管疾患を合併することはす

でに指摘されている。脳血管疾患の合併は冠動脈疾患の次に多い。当院では入院を要したPAD患者

に対し頭頚部MRI・MRA検査を施行し脳神経外科医の診察を受けている。当院創傷治療センター

で、PAD患者に合併する脳血管障害の頻度を検討した。対象は2013年1月から2014年7月までの脳

外科を受診した42例とした。方法は後ろ向きに脳血管障害の合併の有無および治療の有無について

調査した。結果はMRI検査にて陳旧性脳梗塞を27例に認めた。MRA検査にて32例に頭頚部の主要

動脈の狭窄を認めた。そのうち頚動脈ステント治療を1例、バイパス術を1例施行した。 

PAD患者の脳血管障害のスクリーニングは重要であり、下肢の治療後も定期的な脳血管の評価を行

うことが良いと考える。 

第8群 演題番号42 

透析患者に重篤な消化管出血をきたした重症下肢病変の2症例の経験 

 

○高橋 猛(たかはし たけし)(1)・上田 晃一(2)・岡田 雅(2)・大槻 祐喜(1) 

(1)清恵会病院 形成外科・(2)大阪医科大学 形成外科 

 

当院では透析施設を持っており、透析患者の重症下肢病変を診察する機会が多い。我々は、

NSAIDsの長期服用による重篤な消化管出血をきたした2症例を経験した。【症例1】36歳女性。14

歳時に膵炎発症より1型糖尿病。32歳より維持透析、右下腿切断。左下肢糖尿病性壊疽にて紹介受

診。保存的加療中であった入院後16日に重篤な消化管出血を発症。【症例2】77歳男性。75歳より

維持透析。右下肢のPADにて紹介受診。入院後13日にF-Pバイパス術（抗凝固薬を開始）、42日に

右足趾切断、70日に重篤な消化管出血を発症。【結語】重症下肢病変を合併する透析患者は抗凝固

薬の使用や腎性貧血の合併も多く、NSAIDs潰瘍による消化管出血をきたすと重篤化し易い。2症例

を経験後、慢性疼痛にCOX-2選択的阻害剤の使用、出血リスク患者にメシル酸ナファモスタット透

析を併用するなどの工夫により、以降の発症は認めない。 



第8群 演題番号43 

下肢血管造影検査後に手指壊疽を起こしたBuerger病の1例 

 

○木谷 慶太郎(きたに けいたろう)・大澤 沙由理・倉本 康世・野村 正・寺師 浩人 

神戸大学医学部附属病院 形成外科 

 

症例は69歳女性。7年前に両手指の冷感・疼痛が出現した。その後右足趾壊疽が出現し精査の結果

Buerger病と診断された。右足MTP関節離断したが、術後感染が拡大し救肢のためにTMAとなっ

た。血管造影では右ATA完全閉塞を認めた。5年前に右示指潰瘍が出現し示指断端形成をおこなっ

た。4年前に左下肢の激しい疼痛が出現、左ATA・PTAは完全閉塞しており血行再建は困難、septic 

shockとなり救命のために左下肢AK切断となった。1年前に左下肢の疼痛が増強し下肢動脈の閉塞

が疑われ、下肢血管造影検査を施行された。検査後より右手指潰瘍が出現した。血管造影では撓骨

動脈の完全閉塞を認めた。 

Buerger病に対しては病態の性質上バイパス術の適応は困難であるが、我々は上記症例に対して右

上肢のバイパス術を施行したので若干の文献的考察を加え報告する。 

第9群 演題番号44 

難治性消化管皮膚瘻に対する治療経験 

 

○石瀬 久子(いしせ ひさこ)・升岡 健・出口 綾香・髙羅 愛弓・山口 憲昭・高橋 誠・今井 啓介 

大阪市立総合医療センター 形成外科 

消化器外科では縫合不全、腹膜炎、放射線治療後、高度癒着症例などに発生した消化管皮膚瘻の治

療に難渋することがある。 

今回、消化器外科術後に難渋していた消化管皮膚瘻に対し、形成外科と消化器外科の共同手術にて

瘻孔閉鎖し得た２症例を経験したので文献的考察を含めて報告する。 

症例１ 69歳男性。大腸癌術後外来観察中、腹部に小腸皮膚瘻が出現した。消化器外科にて一旦閉

鎖するも再燃し、以降腸瘻は多発性となっていた。保存的治療を行うも約2000ml/日の腸液が瘻孔

より流出し脱水が進むため、再手術となる。腸管再吻合、腹膜閉鎖および皮弁形成により、瘻孔閉

鎖に至った。 

症例２ 74歳女性。消化器外科にて腸穿孔腹膜炎、胆汁瘻で治療されていた。その後、季肋部に皮

膚潰瘍が出現し、潰瘍部からは胆汁と思われる消化液を認め治癒しないため形成外科紹介となる。

消化管再吻合および皮弁形成を施行した。潰瘍は閉鎖し治癒に至った。 



第9群 演題番号45 

大腿骨人工骨頭置換術後感染により創治癒に難渋した1例 

 

○中村 和人(なかむら かずと) 

市立伊丹病院 形成外科 

 

大腿骨人工骨頭置換術後の感染は重篤な合併症であり、異物である人工骨頭に感染することで難治

性の感染となり、感染の鎮静化が困難かつ長期化することが考えられる。 

今回当科では整形外科による大腿骨人工骨頭置換術後に感染を合併し、創治癒に難渋した症例を経

験したため報告する。 

症例は69歳男性。両側股関節症に対し2014年2月に大腿骨人工骨頭置換術を施行。術後左側にて創

感染を生じ、デブリードマン・洗浄、抗生剤投与を開始。感染鎮静化困難なため人工骨頭を除去、

抗生物質含有スペーサー留置を施行。その後スペーサー除去、閉創するも創部より多量の浸出液を

認め、創癒合不良なため当科に紹介となった。創部開創・デブリードマン後、VAC(KCI)により肉

芽形成を促した後に、有茎前外側大腿皮弁にて創閉鎖を行なった。皮弁は問題なく生着し、現時点

で感染の再燃は認めない。 

第9群 演題番号46 

化膿性股関節炎に対し腹直筋皮弁移植で下肢温存に成功した１例 

 

○前田 翔(まえだ しょう)・岩谷 博篤 

加古川東市民病院 形成外科 

 

化膿性股関節炎においては腹直筋のほか各種筋皮弁での再建が報告されている。今回我々は股関節

臼蓋部の大きな欠損に対し、有茎腹直筋皮弁で再建し下肢温存に成功した症例を経験した。症例は

66歳男性。事故で第５胸椎以下の脊髄損傷となった。その後生じた右大転子部褥瘡からの化膿性股

関節炎に対し大腿骨骨頭切除等の手術を繰り返していた。 感染再発のため 当科入院後に大腿骨と

臼蓋部のデブリードマンを施行した。その後欠損部を腹直筋皮弁で充填し良好な結果を得たので、

若干の文献的考察を加え報告する。 



第9群 演題番号47 

外傷後下腿皮下血腫形成を生じ皮膚壊死を来たした3症例 

 

○安形 省吾(やすがた しょうご)・辻口 幸之助 

森本病院 形成外科 

 

近年、脳心臓血管病変の為抗凝固薬を内服しているケースは多く、軽微な外傷でも広範囲皮下血腫

を生じ得る可能性がある。 

今回我々は、外傷後に皮下血腫を生じ皮膚全層壊死をきたしたため遊離植皮術を余儀なくされた3

症例を経験した。我々が経験した3症例は、下腿打撲後3～4週後に当科を初診し、初診時には既に

全層皮膚壊死を認めた。本病態の成因、予防法、治療方法につき若干の文献的考察を加えて報告す

る。 

第9群 演題番号48 

広範囲に及ぶ難治性漿液腫に対して局所陰圧閉鎖療法が奏功した1例 

 

○冨田 壮一(とみた そういち)(1)・仲野 孝史(1)・宗内 巌(1)・吉岡 伸高(2) 

(1)大阪府済生会中津病院 形成外科・(2)富永病院 形成外科 

 

外傷や手術を契機に生じる漿液腫の予防目的に、ドレーンの留置や圧迫等が行われる。しかし、漿

液の吸収が遷延化し組織内で被膜形成を生じると、治療に難渋することがある。我々は広範囲に及

ぶ難治性漿液腫に対して、NPWTが奏功した症例を経験したので報告する。症例は63歳・女性。歩

行時に大型トラックに巻き込まれ、腹部から左大腿にかけて広範囲に及ぶ轢創を受傷した。開放創

ではなかったものの、腸腰動脈損傷に伴う皮下出血を生じ、受傷後数時間で出血性ショックに陥っ

た。救命処置に加え、経カテーテル動脈塞栓術により何とか一命を取り留めた。しかし、血腫の部

位と一致して広範囲の漿液腫が生じ、穿刺吸引（600ml以上/週）と圧迫を継続したが半年経過して

も改善しえなかった。部分切開してNPWTを試みたところ、3週間で漿液腫は消失した。広範囲に

及び難治化した症例に対してNPWTは有効な選択肢であると考えられた。 



第9群 演題番号49 

治療に難渋した肘頭部滑液嚢腫の2例 

 

○木村 健作(きむら けんさく) 

三菱神戸病院 

 

関節凸部に生じる滑液嚢腫、滑液胞炎は、外傷、慢性的な機械的刺激によって生じるとされてい

る。一時的な穿刺排液はでは根治は困難であり、また関節稼働部に生じた場合、患部の安静が十分

に保てず、症状が遷延することも多い。われわれは肘頭部に生じた滑液嚢腫の2例を経験した。2例

ともに就労中の患者であり、治療に難渋したため、考察を加え報告する。 



Memorandum 



協賛企業 

【ランチョンセミナー】 

株式会社インテグラル 

 

【特別講演】 

株式会社メディカルユーアンドエイ 

 

【会場展示】 

株式会社 メディカルユーアンドエイ 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

ケーシーアイ株式会社 

スミス・アンド・ネフュー株式会社 

コンバテック ジャパン株式会社 

科研製薬株式会社 

センチュリーメディカル株式会社 

株式会社 パドル  

 

 

 

 

【広告】 

PRSS. JAPAN株式会社 

株式会社 メディカルユーアンドエイ 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

ケーシーアイ株式会社 

アラガン・ジャパン株式会社 

メンリッケヘルスケア株式会社 

株式会社ナカニシ 

小西医療器株式会社 

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 

ファイザー株式会社 

八洲薬品株式会社 

マルホ株式会社 

テルモ株式会社 

株式会社ベアーメディック 

カールツァイスメディテック 株式会社 

アルケア株式会社 


































