
特別講演

■特別講演1

弾性線維は再生できるか
～ 線維形成の分子機構 ～

関西医科大学　薬理学講座
中邨　智之

　
日時：第1日目／平成25年7月11日(木）　10：50～11：50
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：関西医科大学　形成外科　楠本　健司

■特別講演2

iPS細胞技術を用いた神経変性疾患の研究
京都大学iPS細胞研究所

井上　治久

　
日時：第2日目／平成25年7月12日（金）　13：50～14：50
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：長崎大学医学部　形成外科　平野　明喜
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特別シンポジウム　「創傷」を学ぶ

日時：第1日目／平成25年7月11日(木）　13：10～14：30
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：鈴木　茂彦 （�京都大学大学院医学研究科　形成外科学）

■演題一覧

SS-1
「クオヴァデス創傷外科？」

塩谷 信幸�（特定非営利活動法人 創傷治癒センター 理事長）

SS-2
「創傷治癒の基礎研究」

貴志 和生�（慶應義塾大学医学部　形成外科学教室）

SS-3
「創傷の診断」

館 　正弘�（東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座　形成外科学分野）
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手外科セミナー１

■教育講演1　「手指熱傷治療の実際　～新鮮熱傷から熱傷瘢痕拘縮まで～」
日時：第1日目／平成25年7月11日(木）　9：45～10：45
会場：第2会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：川上　重彦（金沢医科大学　形成外科）
演者：田中　克己（長崎大学　医学部　形成外科）

■教育講演2　「四肢悪性腫瘍切除後の再建」
日時：第1日目／平成25年7月11日(木）　16：20～17：20
会場：第2会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：平林　慎一（帝京大学　形成外科）
演者：亀井　　譲（名古屋大学　医学部　形成外科）

共催　日本臓器製薬（株）

手外科セミナー2

■教育講演3　「手外科の基本的診察法と手根管症候群の診断と治療」
日時：第2日目／平成25年7月12日（金）　9：50～10：50
会場：第2会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：上田　和毅（福島県立医科大学　形成外科学講座）
演者：勝見　泰和（宇治武田病院）

■教育講演4　「手外科治療の基本」
日時：第2日目／平成25年7月12日（金）　10：50～11：50
会場：第2会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：清川　兼輔（久留米大学　形成外科・顎顔面外科学）
演者：坪川　直人（新潟手の外科研究所）

共催　久光製薬（株）
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シンポジウム　�次世代のケロイド・肥厚性瘢痕治療�

日時：第2日目／平成25年7月12日（金）　9：00～10：20
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：細川　　亙 （大阪大学医学部���形成外科学）

■演題一覧

S-1
「�マトリックス分解酵素に着目した新規ケロイド治療法の開発」

内藤 素子 （�京都大学大学院���医学研究科���形成外科）�

S-2
「�細胞外マトリックスから見たケロイド-ケロイド組織におけるversicanの産生・分解」

荒牧 典子 （�慶應義塾大学���形成外科）�

S-3
「�現在のケロイド・肥厚性瘢痕治療の課題克服に向けた取り組みとその成果について」

土佐眞美子 （�日本医科大学武蔵小杉病院���形成外科）�

S-4

「�次世代のケロイド・肥厚性瘢痕治療���
� ー基礎研究の成果から新治療法の可能性についてー」　　　　　　

林 　利彦 （�北海道大学���医学部���形成外科）�

S-5
「�ケロイド・肥厚性瘢痕治療の発展と未来」

小川 　令 （�日本医科大学���形成外科）�
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パネルディスカッション1　�創傷治癒の分子メカニズム�

日時：第1日目／平成25年7月11日(木）　9：00～10：30
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：貴志　和生 （慶応義塾大学���医学部���形成外科）

■演題一覧

PD1-1
「�創傷治癒における物理的刺激の役割とその分子メカニズム」

小川 　令 （�日本医科大学���形成外科）�

PD1-2
「�創傷血管のイメージングとダイナミクス」

久保田義顕 （慶應義塾大学���医学部���機能形態学分野／慶應義塾大学���医学部���電子顕微鏡研究室）�

PD1-3

「�皮膚潰瘍上皮化促進を目的とした線維芽細胞からケラチノサイトへの直接転換の
こころみ」

栗田 昌和 （�杏林大学���形成外科）�
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パネルディスカッション2　�細胞治療のUp�To�Date�

日時：第1日目／平成25年7月11日(木）　14：40～16：00
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：山本　有平 （北海道大学医学部���形成外科）

■演題一覧

PD2-1
「�細胞治療のup�to�date�-keratinocyte,�chondrocyte-」

矢永 博子 （�医療法人Yanaga�Clinic�＆�組織再生研究所）�

PD2-2
「�Simple,�Easy�and�Effective�な自己末梢血血管幹細胞による新・血管治療の開発」

田中 里佳 （�順天堂大学���医学部���形成外科学講座）�

PD2-3
「�自家骨髄単核球を用いた脊髄損傷の治療法の開発（第1-2相）試験」

石川奈美子 （�公益財団法人�田附興風会�医学研究所�北野病院）�

PD2-4

「�脂肪幹細胞との放射線障害、脂肪変性疾患に対する小胞体ストレス及びbystander�
response」

秋田 定伯 （�長崎大学���医学部���形成外科）�

PD2-5
「�末梢神経損傷における脂肪組織由来幹細胞利用法の基礎的検討」

素輪 善弘 （�京都府立医科大学���形成外科）�
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パネルディスカッション3　�エキスパートに学ぶ画像診断�

日時：第2日目／平成25年7月12日（金）　10：30～11：50
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：青木　隆敏 （産業医科大学���放射線科学教室）
　　　安田　　浩 （産業医科大学���形成外科）

■演題一覧

PD3-1
「�血管腫及び血管奇形の画像診断」

長田 周治 （�久留米大学���医学部���放射線科）�

PD3-2
「�骨軟部組織感染症と褥瘡の画像診断」

神島 　保 （�北海道大学大学院保健科学研究院���医用生体理工学分野）�

PD3-3�����
症例提示

「�慢性胸骨骨髄炎におけるMRIの有用性」

藤井 美樹 （�市立小野市民病院���形成外科）�
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パネルディスカッション4　�創傷治療における医療材料の応用�

日時：第2日目／平成25年7月12日（金）　15：30～17：00
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：中塚　貴志 （埼玉医科大学���形成外科・美容外科）

■演題一覧

PD4-1
「�自家培養表皮ジェイスを用いた熱傷治療」

井家 益和 （�株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）�

PD4-2
「�人工真皮を用いた創傷治療」

森本 尚樹 （�関西医科大学���形成外科）�

PD4-3
「�網状単層人工真皮、増殖因子及び分層植皮同時植皮による創傷治療」

吉本 　浩 （�長崎大学病院���形成外科）�

PD4-4
「�新しい創保護材ライフリーファインケアシートを使用した臨床研究」

堀内 勝己 （�市立札幌病院���形成外科）�

PD4-5

「�２オクシルシアノアクリレート接着材による創傷治療���
� －創傷被覆材およびスプリント材としての役割－」　　　　　　　　　　　

山本 直人 （�新東京病院���形成外科）�
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ミニシンポジウム1　�陰圧閉鎖療法の適応を考える�

日時：第1日目／平成25年7月11日(木）　16：10～17：00
会場：第1会場　ホテルグランヴィア京都　3F「源氏の間」〈東〉
司会：多久嶋　亮彦 （杏林大学���医学部���形成外科）

■演題一覧

MS1-1
「�静脈うっ滞性潰瘍に対する局所陰圧閉鎖療法の適応」

佐藤 智也 （�埼玉医科大学���医学部���形成外科）�

MS1-2
「�感染・虚血を伴う下肢創傷における陰圧閉鎖療法の適応について」

綾部 　忍 （�八尾徳洲会総合病院���形成外科・創傷治療センター）�

MS1-3

「�重症下肢虚血におけるTotal�Contact�CastとNegative�Pressure�Wound�
Therapyの併用」

寺部 雄太 （�埼玉医科大学病院���形成外科）�

MS1-4
「�術前NPWTによる重度四肢外傷の感染対策」

青 　雅一 （�独立行政法人���国立病院機構���岩国医療センター���形成再建外科）�

MS1-5
「�小児における陰圧閉鎖療法の適応」

橋本麻衣子 （�東京臨海病院���形成外科）�
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ミニシンポジウム2　�エキスパンダー：私の工夫とコツ�

日時：第2日目／平成25年7月12日（金）　14：50～15：55
会場：第2会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：上田　晃一 （大阪医科大学���形成外科）

■演題一覧

MS2-1
「�当院におけるエキスパンダーの合併症と工夫」

鳥山 和宏 （�名古屋大学���医学部���形成外科）�

MS2-2
「�複数個のエキスパンダーを用いた再建術」

黒川 正人 （�宝塚市立病院���形成外科）�

MS2-3
「�エキスパンダーを安全かつ有効に用いるための我々の工夫」

力丸 英明 （�久留米大学���医学部���形成外科・顎顔面外科）�

MS2-4

「�内視鏡補助下エキスパンダー挿入術とモニタリングリザーバードーム留置による
合併症対策」

磯野 伸雄 （�独立行政法人���国立病院機構���災害医療センター���形成外科）�

MS2-5
「�乳房再建における適切な乳房エキスパンダーの使用とインプラントの選択」

種子田紘子 （�国際医療福祉大学���三田病院���形成外科）�
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ミニシンポジウム3　�Free�Flapと有茎皮弁の使い分け�

日時：第2日目／平成25年7月12日（金）　15：55～17：00
会場：第2会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：朝戸　裕貴 （獨協医科大学���形成外科）

■演題一覧

MS3-1
「�頭頚部再建における我々の再建方法選択基準について」

古賀 憲幸 （�久留米大学���医学部���形成外科・顎顔面外科）�

MS3-2

「�頭頚部皮膚がんの再建におけるFree�flap/有茎皮弁/局所皮弁の使い分け�
－皮膚がんのOncoplastic�surgery－」

林 　利彦 （�北海道大学���医学部���形成外科）�

MS3-3
「�Free�flap�と有茎皮弁の使い分け　四肢悪性骨軟部腫瘍切除後の再建において」

鳥山 和宏 （�名古屋大学���医学部���形成外科）�

MS3-4
「�上肢におけるfree�flapと有茎皮弁の選択について」

田中 克己 （�長崎大学���医学部���形成外科）�

MS3-5

「�下肢腫瘍切除後再建における患肢温存のための皮弁選択－遊離皮弁と有茎皮弁の
適応と合併症に関する検討－」

中川 雅裕 （�静岡県立静岡がんセンター���再建・形成外科）�

MS3-6
「�乳房再建における遊離皮弁と有茎皮弁の使い分け」

藤原 貴史 （�大阪大学���医学部���形成外科）�
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第6回日本創傷外科学会教育セミナー2013

日時：平成25年7月11日（木）　14：40〜16：20
会場：第3会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈中〉

プログラム（20分×5講義）

司会：水野　博司

1.「創傷治癒基礎」　講師：寺師　浩人（神戸大学　形成外科）　

2.「植皮」　講師：岡崎　　睦（東京医科歯科大学　形成外科）　 

3.「熱傷の病態と局所療法」　講師：仲沢　弘明（日本大学　形成外科）　 

司会：仲沢　弘明

4.「幹細胞と創傷治癒再生」　講師：水野　博司（順天堂大学　形成外科）

5.「幹細胞をいかに臨床に結びつけるか」　講師：中山　　敏（鳥取大学　形成外科）
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ランチョンセミナー

■ランチョンセミナー１
日時：第１日目／平成25年7月11日（木）12：00〜13：00
会場：第２会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：西本　　聡（兵庫医科大学　形成外科　教授）

「頭蓋顎顔面外科領域における吸収性プレートの使い方」
〜コツとピットホール〜

演者：小山　明彦（北海道大学　形成外科　講師・臨床准教授）

共催　株式会社メディカルユーアンドエイ

■ランチョンセミナー２
日時：第１日目／平成25年7月11日（木）　12：00〜13：00
会場：第３会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈中〉
司会：市岡　　滋（埼玉医科大学　形成外科・美容外科　教授）

「SNaP陰圧閉鎖療法システム登場」
〜NPWTのパラダイムシフト〜

演者：浅野　隆之（同愛記念病院　形成外科　医長）

「まだ入院して吸引療法ですか？」
〜外来で行うSNaPによる新しい閉鎖吸引療法〜

演者：木下　幹雄（東京西徳洲会病院　形成外科　部長）

共催　センチュリーメディカル株式会社

■ランチョンセミナー３ 同時通訳付き

日時：第１日目／平成25年7月11日（木）　12：00〜13：00
会場：第４会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈南〉
司会：小川　　令（日本医科大学　形成外科　准教授）

「The usage of NPWT for various wounds in Singapore」
―　experience from clinical expertise ―

演者：Prof. Colin Song M.D., PhD.
　　　（Plastic Surgery Department, Singapore General Hospital）

共催　ケーシーアイ株式会社
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■ランチョンセミナー４
日時：第２日目／平成25年7月12日（金）　12：00〜13：00
会場：第２会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：波利井清紀（杏林大学医学部形成外科教室　教授・東京大学名誉教授）

「これで難治性創傷を早く治す〜Updated Best Practice〜」
演者：森本　尚樹（関西医科大学　形成外科　講師）

共催　スミス・アンド・ネフュー　ウンド マネジメント株式会社／グンゼ株式会社

■ランチョンセミナー５
日時：第２日目／平成25年7月12日（金）　12：00〜13：00
会場：第３会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈中〉
司会：中西　秀樹（徳島大学大学院　形成外科学分野　教授）

「下肢救済につながる血流改善と感染症対策」
演者：館　　正弘（東北大学大学院　形成外科学分野　教授）

共催　大正富山医薬品株式会社

■ランチョンセミナー６
日時：第２日目／平成25年7月12日（金）　12：00〜13：00
会場：第４会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈南〉
司会：貴志　和生（慶応義塾大学　医学部　形成外科学教室　教授）

「ケロイド治療の実際」
演者：山脇　聖子（京都大学　医学研究科　形成外科）

共催　キッセイ薬品工業株式会社

イブニングセミナー

■イブニングセミナー
日時：第１日目／平成25年7月11日（木）　17：25〜18：20
会場：第２会場　ホテルグランヴィア京都　5F「古今の間」〈北〉
司会：大慈弥裕之（福岡大学　医学部　形成外科　教授）

「FGF-2の生理活性を利用したRNAバイオ医薬品の開発」
〜基礎、臨床そしてトランスレーショナルリサーチの現実〜

演者：米満　吉和（九州大学大学院　革新的バイオ医薬創成学　教授）

共催　科研製薬株式会社
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〜ライブセミナーのご案内〜

テーマ：「私もできる血管エコー」
会　場：ポスター・展示会場奥（ホテルグランヴィア京都 3F「源氏の間」〈西〉）
日　時：7月11日（木）　14：30〜15：30
　　　　7月12日（金）　15：00〜16：00
内　容： 超音波エコー機器の進歩は目覚しいものがありますが、形成外科領域ではその使

用頻度が高いとはいえません。しかしながらその有用性は高いため、初心者の先
生方を対象に、エコー機器に親しんでいただく機会を企画しました。穿通枝の描
出などを中心に、参加者自らプローブを手にとっていただきます。

　　　　 これまで、超音波機器を使用した経験のない先生方や若手医師、復職を希望され
る女性医師の先生方など、皆様のご参加をお待ちしております。

講　師：齊藤　　晋（京都大学　形成外科）・吉川　勝宇（京都大学　形成外科）
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