プログラム
現地開催

一般演題Ⅰ：義眼・義眼床

8:35-9:11
座長：日原正勝

OⅠ-1

OⅠ-2

OⅠ-3

OⅠ-4

OⅠ-5

OⅠ-6

LIVE配信

先生（関西医科大学

形成外科）

眼窩内容全摘出後の義眼床再建
酒井成貴1)、大田優2)、坂本好昭1)、矢澤真樹1)、貴志和生1)
1) 慶應義塾大学医学部
形成外科教室、2) 慶應義塾大学医学部

眼科学教室

再利用した自家組織により眼窩・義眼台形成・隆鼻術を行った顔面多発外傷後変形の1例
永松将吾1)、佐々木彩乃1)、内木敏雄1)、藤田明日香1)、光嶋勲2)
1) 広島大学病院
形成外科、2) 広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター

義眼台包埋術後に残存する上眼瞼溝陥凹に対しヒアルロン酸注射により整容面の改善が得られた3症例
浅井智子1),2)、土居亮博1),2)、相川美和1),2)、山名祐司1),2)、鹿嶋友敬1),2)
1) オキュロフェイシャルクリニック東京、2) かしま眼科形成外科クニリック

Medpor®義眼台の長期予後
鈴木茂伸
国立がん研究センター中央病院

Floppy eyelid症例への義眼装用
辻英貴1)、吉田淳1)、梶山新之助2)
1) がん研究会有明病院
眼科、2) カジヤマプロテーゼ

シングルタイプ・エピテーゼ再考
光安哲人1)、光安佐織1)、辻英貴2)、吉田淳2)
1) アツザワプロテーゼ九州、2) がん研有明病院

眼科

シンポジウムⅠ：顔面神経麻痺の目元に「目力」を回復させるには

〜私はこう考える〜
9:11-10:11

座長：垣淵正男
橋川和信
SⅠ-1

先生（兵庫医科大学 形成外科）
先生（名古屋大学 形成外科）

顔面神経麻痺における眼瞼部の病態理解に基づく治療戦略
権太浩一、高地崇、舘一史
東北医科薬科大学医学部 形成外科学

SⅠ-2

当科における顔面神経麻痺に対する眼瞼部再建の実際
林礼人、野尻岳、東名怜、池井優香、諏訪健志
順天堂大学医学部附属浦安病院 形成外科・再建外科

SⅠ-3

スーチャーアンカーシステムを用いた眉毛挙上術
松田健
新潟大学大学院医歯学総合研究科

SⅠ-4

形成・再建外科学教室

顔面神経麻痺に対する下眼瞼形成術における機能と整容の両立
垣淵正男
兵庫医科大学

形成外科

一般演題Ⅱ：腫瘍・再建

10:14-10:50
座長：冨士森英之

先生（冨士森形成外科医院）

健全な目力をupさせるskin tarsoligamentous slingを追求した下眼瞼再建
OⅡ-1

OⅡ-2

安倍吉郎、石田創士、峯田一秀、山下雄太郎、橋本一郎
徳島大学大学院医歯薬学研究部 形成外科学

Hughes
1)

OⅡ-3

OⅡ-4

apとSwing skin

apによる機能的下眼瞼再建

矢野智之1)、辛川領1)、布施佑馬1)、前田恵里沙1)、山田真由香1)、末貞伸子1)、倉元有木子1)、宮下宏紀1)、吉松英彦1)、辻英貴2)
がん研有明病院

形成外科、2) がん研有明病院

眼科

ワイヤーフレーム固定植皮で再建した左眼窩内側部メルケル細胞癌の1例
日原正勝1)、引網梨奈2)、光井俊人1)、覚道奈津子1)
1) 関西医科大学附属病院
形成外科、2) 岸和田市民病院

形成外科

上眼瞼悪性腫瘍切除後の全層欠損に対して、健側眼瞼からのcomposite graftで再建した1例
森川周至1)、林俊子1)、嶺尾万莉1)、荒井恵里佳1)、若見暁樹2)
1) 宝生会PL病院
形成外科、2) 多根総合病院 形成外科

OⅡ-5

眼瞼悪性腫瘍の二期的再建
吉龍澄子、田中弘之、名和沙織
国立病院機構大阪医療センター

OⅡ-6

形成外科

眼位の異常を伴う線維性骨異形成症の治療経験
塗隆志、上田晃一
大阪医科薬科大学

形成外科

シンポジウムⅡ（形成外科領域講習）：義眼台に対する期待
10:50-11:50
座長：楠本健司
野田実香
SⅡ-1

SⅡ-2

SⅡ-3

眼球摘出時の義眼台埋入の必要性
鈴木茂伸
国立がん研究センター中央病院

先生（くすもと形成外科クリニック）
先生（井上眼科病院）

眼腫瘍医の立場から

眼腫瘍科

なぜ義眼台が必要なのか
野田実香
井上眼科病院

義眼台への期待

形成外科的立場から

楠本健司
くすもと形成外科クリニック

SⅡ-4

義眼台の承認取得に関する課題

fl

fl

山根義晴
京セラ株式会社 メディカル事業部

企業、薬事の視点から
薬事臨床開発部薬事開発課

ランチョンセミナー（対談形式）
12:00-13:00
座長：元村尚嗣
LS

先生（大阪市立大学大学院医学研究科

形成外科学）

特殊メイク・リハビリメイクと医療とのコラボレーションの将来性
演者：かづきれいこ 先生（REIKO KAZKI）
百武朋 先生（株式会社百武スタジオ）
共催：株式会社ベアーメディック

シンポジウムⅢ：視機能と密着

〜眼附属器機能の深ーい魅力〜
13:25-14:40
座長：尾山徳秀
兼森良和

SⅢ-1

SⅢ-2

SⅢ-3

SⅢ-4

医原性眼窩損傷
嘉鳥信忠
大浜第一病院、聖隷浜松病院、安里眼科

涙道、手術と機能
鎌尾知行
愛媛大学

眼科

瞬目が視機能に及ぼす深ーい影響
渡辺彰英
京都府立医科大学

眼科

眼瞼下垂手術による角結膜の変化
林憲吾
横浜桜木町眼科

先生（医療法人社団オクルス うおぬま眼科）
先生（カネモリ眼科形成外科クリニック）

一般演題Ⅲ：眼瞼内反症・眼瞼下垂

14:45-15:21
座長：渡辺彰英

先生（京都府立医科大学

眼科）

下眼瞼内反に対する経結膜アプローチ
OⅢ-1

小久保健一1)、藤井晶子2)、北山晋也1)、矢吹雄一郎1)、山本優子1)、前川二郎1)
1) 横浜市立大学附属病院
形成外科、2) 藤沢市民病院 形成外科

退行性下眼瞼内反症手術に対する経結膜内反症手術
OⅢ-2

吉村彩野1)、三村真士1),2),3)、佐藤陽平2)、藤田恭史2)、五味文1)
1) 兵庫医科大学病院 眼科学教室、2) 大阪医科薬科大学 眼科学教室、3) 東邦大学医療センター佐倉病院 眼科

当院におけるZ形成による内眼角形成術のデザインの検討
OⅢ-3

大山葵、若見暁樹、岩﨑理恵、上田真帆、川田恭平
きっこう会多根総合病院

下眼瞼睫毛内反症に対するJones変法と埋没U字縫合変法の組み合わせによる治療

OⅢ-4

黒川正人、玉川慶一、比嘉理佳
熊本赤十字病院 形成外科

Advanced orbital fat

OⅢ-5

apによる遊離瞼板結膜片移植後の内反症防止策

尾山徳秀1),3),4)、江口功一2)、張大行4)、大湊絢4)、塩崎直哉4)
1) 医療法人社団オクルス

うおぬま眼科、2) 江口眼科医院、3) 長岡赤十字病院 眼科、4) 新潟大学医歯学総合病院 眼科

甲状腺眼症を伴わない成人の上眼瞼後退の2例

OⅢ-6

今川幸宏1)、森田耕輔1)、松浦峻行1)、三村真士1),3)、高木麻衣2)、佐藤文平2)、喜田照代3)
1) 大阪回生病院
眼形成手術センター、2) 大阪回生病院 眼科、3) 大阪医大 眼科

一般演題Ⅳ：腫瘍

15:21-15:57
座長：辻英貴

先生（がん研有明病院

眼科）

当科における眼窩内腫瘍の手術方法について
OⅣ-1

諸富公昭、西脇仁、平野成彦
近畿大学医学部 形成外科

小眼球症に眼窩内皮様嚢腫を合併し眼瞼変形をきたした1例

OⅣ-2

米田亜規子、渡辺彰英、中山知倫、外園千恵
京都府立医科大学 眼科

美容的眼窩減圧術後に発症した眼窩内腫瘍の1例

OⅣ-3

鹿嶋友敬1),2)、浅井智子1),2)、山名祐司1),2)、相川美和1),2)、土居亮博1),2)
1) オキュロフェイシャルクリニック東京、2) 新前橋かしま眼科形成外科クニリック

非典型的な上直筋・上眼瞼挙筋腫瘍の1例

OⅣ-4

山名祐司1),2),3)、鹿嶋友敬1),2)、相川美和1),2)、土居亮博1),2)、浅井智子1),2)
1) オキュロフェイシャルクリニック東京、2) 新前橋かしま眼科形成外科クニリック、3)都立駒込病院

50代女性の下眼瞼皮膚弛緩症の1例

OⅣ-5

柏木広哉
静岡県立静岡がんセンター

眼科

ヒト眼瞼脂腺癌組織からの核酸の抽出方法の検討

OⅣ-6

fl

奥拓明1)、渡辺彰英2)、米田亜規子2)、中山知倫2)、徳田雄市3)、中野正和3)、田代啓3)、外園千恵2)
1) バプテスト眼科クリニック、2) 京都府立医科大学
眼科、3) 京都府立医科大学 ゲノム医科学

シンポジウムⅣ：美容外科が貢献する“目力”!!
16:02-17:02
座長：原岡剛一
小室裕造
SⅣ-1

SⅣ-2

SⅣ-3

目の印象を変える美容外科的手術
大橋菜都子
ヴェリテクリニック大阪院

当院で行なっている美容外科的上眼瞼形成術（重瞼形成術）とその修正術
藤本卓也、土井秀明
こまちクリニック

下眼瞼の加齢性変化に対するわれわれの治療アルゴリズム
原岡剛一
神戸大学医学部附属病院

SⅣ-4

先生（神戸大学医学部附属病院 美容外科）
先生（帝京大学医学部 形成・口腔顎顔面外科）

美容外科

当院で行っている目頭切開修正術
大場教弘、大岩宏維、新行内芳明、 豊田梢、大場天祐子
プリモ麻布十番クリニック

一般演題Ⅴ：眼瞼・眼窩
座長：村上正洋

17:02-17:38
先生（日本医科大学付属病院

形成外科/武蔵小杉病院

眼科）

当科における眼窩骨折術後の切開創部に対する整容的検討
OⅤ-1

西脇仁、平野成彦、諸富公昭
近畿大学医学部 形成外科

眼窩骨折再手術症例の眼球運動予後の検討
OⅤ-2

中山知倫、渡辺彰英、山中行人、米田亜規子、外園千恵
京都府立医科大学 眼科

眼窩部骨折の術後にLower lid bulgeは消失する
OⅤ-3

OⅤ-4

OⅤ-5

上村和久1),2)、西岡俊彦2)、朝村真一2)
1) 岸和田徳洲会病院
形成外科、2) 和歌山県立医科大学

形成外科

難治性眼表面疾患に伴う眼瞼異常に対する手術治療
長野広実1)、渡辺彰英 1)、中山知倫1)、米田亜規子 1)、福岡秀記1)、稲富勉2)、上田真由美1)、木下茂3)、外園千恵1)
1) 京都府立医科大学 眼科学教室、2) 国立長寿医療研究センター、3) 京都府立医科大学 感覚器未来医療学講座

Meige症候群による開瞼困難に対する外科治療
陶山淑子、福岡晃平、森田真紀、梅田竜之介、金山晴香、生田健人、木村悠花、八木俊路朗
鳥取大学医学部附属病院 形成外科

OⅤ-6

上眼瞼部陥凹に対する移植真皮脂肪の直上への真皮脂肪移植の経験
政岡浩輔1)、大崎健夫1),2)、榊原俊介1)、野村正1)、寺師浩人1)
1) 神戸大学大学院医学研究科
形成外科学、2) 兵庫県立がんセンター

形成外科

