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第25回日本形成外科学会基礎学術集会　日程表
第1日目　9月15日（木）

₁₀：₄₀～₁₁：₄₀
特別講演1

多色細胞系譜追跡法による
新規成体幹細胞、がん幹細胞の同定

演者：上野博夫
座長：中塚貴志

₁₃：₀₀～₁₄：₀₀
教育講演1

形成外科医のキャリア形成：
女性形成外科指導医のフロンティア

演者：吉村陽子
座長：細川　亙

₁₄：₁₀～₁₅：₁₀
教育講演2

再生医療等安全性確保法の概要/
研究倫理についての取組

演者：虎島泰洋
座長：鈴木茂彦

₁₅：₂₀～₁₇：₀₅

臨床研究・知財セミナー
医療と特許：医療分野の研究成果は
特許権化で報知から正しい伝達へ

演者：佐田洋一郎
座長：上田和毅　

₁₁：₅₀～₁₂：₅₀
ランチョンセミナー1

下肢血流の評価
演者：大浦武彦／菊地信介
座長：川上重彦　　　　　

共催：株式会社エムエムアンドニーク

₁₁：₅₀～₁₂：₅₀
ランチョンセミナー2

自家培養表皮を用いた巨大色素性母斑の最新治療
演者：金子　剛／森本尚樹
座長：金子　剛　　　　　

共催：株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

₁₁：₅₀～₁₂：₅₀
ランチョンセミナー3

広背筋による乳房再建術での新たな工夫
演者：伊谷善仁
座長：酒井成身

共催：グンゼ株式会社

₉：₀₀～₁₀：₃₀

シンポジウム１
アンチエイジングの基礎から臨床応用

に向けて
演者：佐藤健司／大慈弥裕之／松尾　清／

　　川添　剛／自見至郎／清水孝彦／
長谷川靖司　　　　　　　　

座長：大慈弥裕之／佐藤健司　　　　　　

₁₇：₀₀～₁₈：₃₀

シンポジウム２
脂肪・脂肪幹細胞の基礎から

臨床応用に向けて
演者：大河内仁志／窪田吉孝／田島聖士／

　　増子貴宣／覚道奈津子／清水雄介
座長：吉村浩太郎／水野博司　　　　　　

₉：₀₀～₁₀：₃₀

パネルディスカッション１
骨・軟骨治療の基礎から
臨床応用に向けて

演者：磯貝典孝／小室裕造／星　和人／
　　　鍵本慎太郎／清水　梓／平野成彦
座長：磯貝典孝／小室裕造　　　　　　

₁₅：₂₀～₁₆：₅₀

パネルディスカッション２
瘢痕・ケロイド治療の基礎から

臨床応用に向けて
演者：貴志和生／小川　令／木矢孝一郎／

　　岡部圭介／松本典子／村尾尚規／
　　齊藤　晋／土佐眞美子／綾　梨乃

座長：貴志和生／小川　令　　　　　　　

₁₇：₁₀～₁₈：₃₀ （PD3-1～PD3-5） 

パネルディスカッション３
血管治療の基礎から臨床へ

演者：菅　浩隆／田中里佳／野村　正／
清水雄介／力久直昭　　　

座長：佐々木了／田中里佳　　　　　　

₉：₀₀～₉：₄₈ （O-01～O-06） 

創傷治癒1
座長：西本　聡

₉：₄₈～₁₀：₂₈ （O-07～O-11） 

創傷治癒2
座長：安倍吉郎

₁₇：₁₀～₁₇：₅₈ （O-12～O-17） 

異常瘢痕・瘢痕・ケロイド
座長：内藤素子

領域・手

領域・手 領域

共通・手

領域

共通（指）

共通（必）・手

₈：₅₀～₉：₀₀

開会式

₉：₀₀～₁₁：₀₀

ポスター貼付

₁₁：₀₀～₁₈：₀₀

ポスター閲覧

₁₉：₀₀～₂₁：₀₀
懇親会（コングレコンベンションセンター　ホールC）

₁₀：₄₀～₁₁：₄₀

特別講演1
中継

₁₀：₄₀～₁₁：₄₀

特別講演1
中継

₁₃：₀₀～₁₄：₀₀

教育講演1
中継

₁₃：₀₀～₁₄：₀₀

教育講演1
中継

₁₄：₁₀～₁₅：₁₀

教育講演2
中継

₁₄：₁₀～₁₅：₁₀

教育講演2
中継

₁₅：₂₀～₁₇：₀₅

臨床研究・知財セミナー
中継

₁₆：₃₀～₁₇：₀₀
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第2日目　9月16日（金）

₁₀：₅₀～₁₁：₅₀
特別講演2

細胞と細胞外マトリックス成分を用いた
３Ｄ組織構築の応用と展望

演者：松崎典弥
座長：上田晃一

₁₅：₁₀～₁₆：₁₀
特別講演3

次世代再生医療としての
器官再生の新展開

演者：辻　　孝
座長：水野博司

₁₂：₀₀～₁₃：₀₀
ランチョンセミナー4

移動式アーム型コーンビームCTの術中画像支援としての使用
演者：吉川勝宇
座長：前川二郎

共催：株式会社モリタ製作所

₁₂：₀₀～₁₃：₀₀
ランチョンセミナー5

「形成外科領域におけるレーザー治療」の基本と実際
演者：竹本剛司／大川勝正
座長：横尾和久　　　　　

共催：株式会社ジェイメック

₁₂：₀₀～₁₃：₀₀
ランチョンセミナー6

医療用漢方製剤の眼瞼下垂術後浮腫軽減に関する有効性臨床研究
演者：森本尚樹
座長：館　正弘

共催：クラシエ薬品株式会社

₉：₁₀～₁₀：₄₀

第3回皮膚腫瘍外科分野指導医
シンポジウム
リンパ節郭清術：

皮膚悪性腫瘍における郭清範囲とは？
演者：加藤久和／藤原雅雄／安倍吉郎／

清水史明　　　　　　　　
座長：寺師浩人　　　　　　　　　　　

₉：₁₀～₁₀：₄₀

シンポジウム３
シミュレーション・３Ｄプリンターの

基礎から臨床応用に向けて
演者：金子　剛／上田晃一／西林章光／
　　　永竿智久／竹市夢二／中尾　崇／

菱山潤二　　　　　　　　
座長：金子　剛／上田晃一　　　　　　

₁₆：₂₀～₁₇：₅₀

シンポジウム４
毛・毛髪再生の基礎から
臨床応用に向けて

演者：豊島公栄／佐藤明男／貴志和生／
　　小山太郎／井上啓太／吉竹俊裕

座長：武田　啓／清澤智晴　　　　　　

₁₃：₁₀～₁₄：₅₀

パネルディスカッション４
リンパ管治療の基礎から臨床へ

演者：光嶋　勲／前川二郎／小野田聡／
　　　山本　匠／三上太郎／伊藤　蘭／

村尾尚規／吉田周平　　　
座長：光嶋　勲／前川二郎　　　　　　

₈：₂₈～₉：₀₀ （O-18～O-21） 
アンチエイジング・レーザー

座長：中岡啓喜

₁₃：₁₀～₁₃：₅₈ （O-22～O-27） 

再生1
座長：久保盾貴

₁₃：₅₈～₁₄：₃₀ （O-28～O-31） 
再生2

座長：清水雄介
₁₄：₃₀～₁₅：₁₀ （O-32～O-35） 

再生3
座長：松田　健

₁₆：₂₀～₁₆：₅₂ （O-36～O-39） 
解剖1

座長：三川信之
₁₆：₅₂～₁₇：₂₄ （O-40～O-43） 

解剖2
座長：杠　俊介

₁₇：₂₄～₁₇：₄₈ （O-44～O-46） 
先天異常・発生

座長：土佐泰祥

₈：₄₀～₉：₂₀ （O-51～O-55） 

再生4
座長：古川洋志

₉：₂₀～₉：₅₂ （O-56～O-59） 
再生5

座長：田中里佳
₉：₅₂～₁₀：₄₀ （O-60～O-65） 

再生6
座長：副島一孝

₁₃：₁₀～₁₃：₅₀ （O-66～O-70） 

腫瘍
座長：林　礼人

₁₃：₅₀～₁₄：₃₀ （O-71～O-75） 

組織移植・皮弁1
座長：權太浩一

₁₄：₃₀～₁₅：₁₀ （O-76～O-80） 

組織移植・皮弁2
座長：力丸英明

₁₆：₁₀～₁₆：₄₂ （O-88～O-91） 
動物実験モデル・薬理1

座長：河合勝也
₁₆：₄₂～₁₇：₁₄ （O-92～O-95） 
動物実験モデル・薬理2

座長：藤原雅雄

₈：₀₈～₈：₄₀ （O-47～O-50） 
神経生理

座長：冨田興一

₁₅：₁₀～₁₅：₃₄ （O-81～O-83） 
人工材料・医工学・シミュレーション1

座長：今井啓道

₁₅：₃₄～₁₆：₀₆ （O-84～O-87） 
人工材料・医工学・シミュレーション2

座長：橋川和信

領域・手

領域・手

領域 領域 領域

₈：₀₀～₁₅：₃₀

ポスター展示

₁₅：₃₀～₁₆：₀₀

ポスター撤去

₁₇：₅₀～₁₈：₀₀

閉会式

₁₀：₅₀～₁₁：₅₀

特別講演2
中継

₁₀：₅₀～₁₁：₅₀

特別講演2
中継

₁₅：₁₀～₁₆：₁₀

特別講演3
中継

₈：₀₀～₉：₀₀ 

第13回皮膚腫瘍外科分野指導医セミナー
1．母斑・良性腫瘍・間葉系 2．病理組織の見方

演者：安田　浩／深水秀一
座長：寺師浩人　　　　　
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