第98回 北日本形成外科学会

東北地方会 学術集会
プログラム・抄録集

日

時： 令和4(2022)年1月15日（土）

午後1時00分〜

会

場： コラッセふくしま
〒960-8053 福島県福島市三河南町1-20

会

長： 福島県立医科大学 形成外科

小山明彦

事務局： 福島県立医科大学 形成外科 永峰恵介
〒960-1295 福島県福島市光が丘1
TEL： 024-547-1355
FAX： 024-548-9700
Email： nagamine0413@gmail.com
URL： http://fukushima-keisei.jp/

ご参加の皆様へ
緊急事態にならない限り、現地開催といたします。zoomでの視聴に対応します。
受付開始は午後12時です。
受付にて参加費1,000円をお納めの上、参加証明書をお受け取り下さい。
事前参加登録をお済みの方は、その旨お知らせください。

演者の皆様へ
1. 一般演題の発表時間は5分、討論は3分です。時間厳守でお願いします。
2. 発表はPCプレゼンテーションに限らせていただきます。
3. 会場映写とzoom配信に対応するため、データ持ち込みのみとさせていただきます。
データは学術集会終了後に速やかに消去いたします。
4. アプリケーションはPowerPointとKeynoteに対応いたします。
5. 演者の方は、ファイルをUSBメモリーでご持参いただき、スライド受付にて、お早め
に登録と確認をお願い致します。
6. 文字化け、改行の乱れを防止するため、特殊なフォントのご使用は避けてください。

運営委員会のお知らせ
日
場

時：令和4年1月15日（土）12時00分〜
所：コラッセふくしま 402会議室
※昼食をご準備いたします。

会場へのご案内
コラッセふくしま

401会議室

〒960-8053 福島県福島市三河南町1-20
TEL： 024-525-4089
URL： https://www.corasse.com

JR福島駅西口より徒歩3分
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プログラム

12:00

受付開始

13:00

開会のあいさつ

一般演題 Session I
13:05
｜
13:55

｜
14:55

小山明彦

（福島医大形成外科 主任教授）

腫瘍

座長

藤田宗純

1. 鼻腔内に生じた多形腺腫の1例

阿部桃子

2. 画像診断が鑑別に有用であった神経鞘腫の１例

村木健二

3. 小児の下顎歯肉に認めた色素性母斑の１例

丸岡潤平

4. 組織型診断に苦慮したAngiosarcomaの１例

五十嵐悠大

5. 前腕に生じた筋周皮腫（myopericytoma）の１例

京野香織

6. 左側腰部に開口した先天性皮膚洞の１例

小坂和弘

一般演題 Session II

13:55

会長

再建

座長

手塚崇文

7. 悪性腫瘍切除後の眼瞼後葉再建材料についての検討

西塚翔平

8. 口角癌切除後のMuscle bow traction法を用いた再建の経験

櫻庭

9. 種々の再建にて能動義肢装着が可能となった広範囲ヒートプレス損傷の１例

下寺佐栄子

実

10. 計画的再建により足底荷重部皮膚を有効利用できたMangled footの1例
―われわれが考えるDelayed Flap Managementについて― 石原有佳子
11. 深足底枝による内側足底皮弁の１例

永峰恵介

12. 乳房エキスパンダー拡張中の皮膚菲薄化に対し被膜弁が有用であった１例

梅﨑彩子

13. アラガン社テクスチャードブレストインプラント自主回収後の組織拡張器抜去例

太田真澄

〈休憩〉
会計報告
一般演題 Session III

15:00
｜
16:00

16:00
｜

頭蓋顔面･創傷

座長

佐藤顕光

14. 当科における「赤ちゃんの頭の形外来」開設後の経過と現状

曽根良子

15. 木片による経眼窩的穿通損傷の２例

中村麻由

16. 鼻篩骨骨折に対する観血的手術のピットフォール

遊佐

17. 開頭術後感染による広範囲頭蓋骨欠損に対する頭蓋再建の１例

佐藤順紀

18. 毛髪迷入の３症例

辛

19. 帝王切開創から生じた壊疽性膿皮症の１例

齋藤香奈

20. 猫咬傷後に左示指ボタン穴変形を生じた１例

三橋伸行

特別講演（形成外科領域講習）

司会

小山明彦

「開業した形成外科医のライフキャリアについて

演者

菅原康志先生

17:00

17:00

黒沢是之（地方会事務局）

〜大学教授を辞し、わずか15坪の貸しビルからのスタート〜」

閉会
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優
路徳

（リラ･クラニオフェイシャル･
クリニック）

開会のあいさつ

13:00〜

一般演題 SessionⅠ

1.

腫瘍

福島県立医科大学 形成外科 主任教授

小山明彦

13:05〜13:55
座長 福島県立医科大学 形成外科

藤田宗純

鼻腔内に生じた多形腺腫の１例

◯阿部桃子1)、箱崎貴哉1)、木村裕明1)、小笠原啓太2)
1) 岩手県立中央病院 形成外科
2) 岩手県立宮古病院 形成外科
症例は71歳女性。９年前より右鼻腔外側壁を基部とした腫瘍を認め、緩徐に増大し鼻腔内を占
拠する大きさとなった。当院耳鼻咽喉科における穿刺組織診で上皮筋上皮癌の疑いとなり、切除
部の再建を含む加療目的に当科紹介となった。全切除生検（3mm margin）を行い、最終診断は
多形腺腫となった。鼻腔内に発生した稀な多形腺腫を経験したので、若干の文献的考察を加えて
報告する。

2.

画像診断が鑑別に有用であった神経鞘腫の１例

◯村木健二、原

幸司

平鹿総合病院大学 形成外科
症例は50代女性。右背部皮下に膨隆を自覚し当科紹介受診となった。脂肪腫を疑い精査目的に
画像検査を行った所、神経原性腫瘍の可能性が指摘された。病理診断も神経鞘腫であり、術前の
読影結果と矛盾しなかった。経験則による診断だけではなく、客観的評価が可能な検査を併用す
る事の重要性を改めて認識した。今回経験した神経鞘腫を中心に、若干の文献的考察を加えて報
告する。

3.

小児の下顎歯肉に認めた色素性母斑の１例

◯丸岡潤平、渡辺理子
秋田赤十字病院 形成外科
色素性母斑とは、メラニン形成能を有する母斑細胞が過誤腫的に増殖した黒色病変とされてお
り皮膚のあらゆる部位に発生するが、口腔内に発生する症例は稀だとされている。今回１歳小児
の下顎歯肉部に後天性に生じた色素性母斑の1例を経験したため、過去の報告などを踏まえ若干の
文献的考察を加えて報告する。

4.

組織型診断に苦慮したAngiosarcomaの１例

◯五十嵐悠大、手塚崇文
秋田大学 形成外科
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悪性軟部腫瘍では専門の病理医同士で診断が一致しないことがある。症例は73歳女性。2020年
5月に左足背の出血性の腫瘍に対して生検を行い、病理所見とSTAT6陽性であることからSolitary
brous tumor（中等度悪性）との診断を受けた。追加治療目的に当院紹介となり追加切除、全層
植皮術を施行した。病理結果はAngiosarcomaであり、化学放射線療法を追加で行い1年以上局所
再発などを認めていない。

5.

前腕に生じた筋周皮腫（myopericytoma）の１例

○京野香織、横井克憲、貝塚澪奈、青山菜央、樋口彩子、飯田圭一郎、和田尚子、齋藤百合子、
三上

誠、漆舘聡志

弘前科大学 形成外科
症例は52歳男性で、１年ほど前から左前腕に皮下腫瘤を自覚しており、緩徐な増大傾向をみと
めたため近医皮膚科より手術加療目的で当科紹介となった。MRI検査所見から血管腫疑いとなり
摘出したところ、病理検査結果から筋周皮腫の診断となった。筋周皮腫は比較的新しい概念の稀
な良性軟部腫瘍であり、本邦の形成外科領域でも報告は少ない。今回、左前腕に生じた筋周皮腫
の１例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。

6.

左側腰部に開口した先天性皮膚洞の１例

○小坂和弘
仙台市立病院 形成外科
症例は30歳女性、生来左腰部に瘻孔があり、2020年6月瘻孔感染から39度の発熱と背部蜂窩織
炎を発症し入院となった。瘻孔は左側腰部、深さ5㎝で体腔内との交通は無かった。感染消退を待
ち2020年7月瘻孔切除を行った。腰背部正中の先天性皮膚洞は比較的多いが、側方に開口する瘻
孔も稀に報告例がある。若干の考察を加えて経過を報告する。

一般演題 Session Ⅱ

再建

13:55〜14:55
座長

7.

秋田大学 形成外科

手塚崇文

悪性腫瘍切除後の眼瞼後葉再建材料についての検討

◯西塚翔平、矢野亜希子、菅

剛史、横井公一、福田憲翁

山形大学医学部附属病院 形成外科
眼瞼に生じた悪性腫瘍切除例では全層欠損となる例を経験する。全層欠損例においては前葉と
後葉を各々再建する必要がある。後葉の再建材料として耳介軟骨、硬口蓋粘膜、粘膜付き鼻中隔
軟骨が選択されることが多い。今回は当科で行った悪性腫瘍切除に伴う眼瞼後葉再建症例を通し
て、再建材料ごとの利点・欠点についての検討を行ったので報告する。
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8.

口角癌切除後のMuscle bow traction法を用いた再建の経験

○櫻庭

実1)2)、太田勝哉2)、太田修司3)

1) 岩手医科大学 形成外科
2) 青森県立中央病院 形成外科
3) 青森県立中央病院 耳鼻科頭頸部外科
Muscle bow traction法は顔面神経麻痺に対する口角部の動的再建法として報告されたが、悪性
腫瘍切除後の再建にも有用である。今回我々は口角癌切除後欠損に対して本法を用いて良好な結
果を得たので報告する。症例は69歳男性。右口角部の扁平上皮癌に対し頭頸部外科にて切除の
後、局所皮弁と大腿筋膜による再建を行った。術後２年で再発無く、整容的にも機能的にも満足
な結果が得られた。

9.

種々の再建にて能動義肢装着が可能となった広範囲ヒートプレス損傷の１例

◯下寺佐栄子1)、鳥谷部荘八1)、三浦孝行1)、石原有佳子1)、黒沢是之2)、伊師森葉2)、前山俊文3)
1) 仙台医療センター 形成外科・手外科、東北ハンドサージャリーセンター
2) 東北大学 形成外科
3) 宮城県立がんセンター 形成外科
症例は26歳、男性。右手指〜肘関節を段ボール圧着用の機械に挟まれて受傷した。前医に搬送
され同日減張切開、受傷４目デブリドマン、腹部bankingを施行され、28日目に加療目的に当院
に転院。36日目に腹部皮弁、有茎広背筋皮弁、遊離前外側大腿皮弁により前腕長を可能な限り温
存した。肘関節機能を温存すべくリハビリを徹底し、能動義肢を装着が可能となった。本症例を
踏まえ重度上肢外傷に対する機能再建の要点について報告する。

10. 計画的再建により足底荷重部皮膚を有効利用できたMangled footの１例
―われわれが考えるDelayed Flap Managementについて―
○石原有佳子、鳥谷部荘八、三浦孝行、下寺佐栄子、前山俊史
仙台医療センター 形成外科・手外科、東北ハンドサージャリーセンター
55歳男性。フォークリフトに轢かれて受傷、右足関節開放骨折、デグロービング損傷。受傷7日
目に骨接合、断端形成、遊離広背筋皮弁による再建を行った。未治療の糖尿病があり、足底皮膚
の壊死範囲判定のため皮弁は仮固定とし、筋体上の植皮は二期的に行なった。足底皮膚及び皮弁
辺縁の壊死範囲確定後、皮弁の再調整と植皮を施行。足底荷重部は治癒し、杖歩行が可能となっ
た。足底皮膚を有効利用するためのDelayed Flap Managementについて解説する。

11. 深足底枝による内側足底皮弁の１例
◯永峰恵介、齋藤昌美、藤田宗純、北村成紀、曽根良子、佐藤順紀、半田千紘、小山明彦
福島県立医科大学 形成外科
足底荷重部とりわけ踵部の再建に対しては、内側足底皮弁が用いられることが多い。それに対
して、足底末梢側へは逆行性内側足底動脈や外側足底動脈由来の皮弁が適応となるが、これらの
栄養血管が切断されて使用出来ない場合がある。
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今回我々は母趾球部の悪性黒色腫切除後に、足背動脈足底深枝を栄養血管とした内側足底皮弁
で再建した症例を経験したため若干の文献的考察を加えて発表する。

12. 乳房エキスパンダー拡張中の皮膚菲薄化に対し被膜弁が有用であった１例
○梅﨑彩子、貝塚澪奈、對馬佑樹、福嶋

学、葛西沙弥佳、和田尚子、齋藤百合子、三上

誠

横井克憲、漆舘聡志
弘前大学 形成外科
症例は68歳、女性。両側乳癌術後に対する二次二期再建として右乳房エキスパンダー挿入術を
施行した。エキスパンダー拡張中の術後７ヶ月時に側胸部およびD領域に発赤と皮膚菲薄化を認め
たため、速やかにエキスパンダー摘出術とインプラント挿入術を施行した。菲薄化した皮膚を温存
し、胸壁側の被膜を被膜弁として挙上、翻転させて皮膚菲薄部を裏面から補強した。術後は問題
なく経過し、良好な結果が得られたため報告する。

13. アラガン社テクスチャードブレストインプラント自主回収後の組織拡張器抜去例
○太田真澄1)、水上秀也1)、原

幸司2)、武田

睦1)

1) 東北公済病院 形成外科
2) 平鹿総合病院 形成外科
ブレストインプラント関連未分化大細胞型リンパ腫（以下BIA-ALCL）の発症リスクから、
2019年7月25日よりアラガン社製のブレストインプラント及び組織拡張器の自主回収が開始され
た。以降、当院で患者希望により8症例9個の組織拡張器を抜去した。抜去理由にBIA-ALCLのリ
スクを挙げた症例が4例あった。医療者は正しい情報の提供に努めることが重要であることを再認
識した。
〈

一般演題 Session Ⅲ

休憩

5分

頭蓋顔面・創傷

〉

15:00〜16:00
座長 東北大学 形成外科

佐藤顕光

14. 当科における「赤ちゃんの頭の形外来」開設後の経過と現状
◯曽根良子、齋藤昌美、藤田宗純、北村成紀、永峰恵介、佐藤順紀、半田千紘、小山明彦
福島県立医科大学 形成外科
近年本邦においても、著名人やSNS、動画サイトの影響も受けて乳児の頭の形に対する意識が
高まり、これを受けて頭蓋変形の専門外来は全国的に普及しつつあるが、東北地方における専門
外来の開設は未だ少ない。われわれは2019年1月に「赤ちゃんの頭の形外来」を開設し、早期癒
合症のスクリーニングや頭蓋変形のヘルメット治療を行っている。当専門外来のこれまでの患者
動態やヘルメット治療の現状について報告する。
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15. 木片による経眼窩的穿通損傷の２例
◯中村麻由、菅原隆二郎、曽根

至、小野寺文、本多孝之、櫻庭

実

岩手医科大学 形成外科
上眼瞼から深部へ木片が刺入した2例を経験した。
症例１：91歳女性。異物は眼窩内側壁より前頭蓋底へ到達し前頭葉を損傷。上眼瞼創部から異物
を抜去したのちCTで頭蓋内出血のないことを確認した。術後前頭葉に微小膿瘍が疑われたが保存
加療で経過良好であった。
症例２：89歳女性。異物は眼窩内下側壁から上咽頭後壁へ到達。上眼瞼創部から異物を抜去し、
術後感染なく経過した。
経眼窩的穿通損傷の治療戦略について文献的考察を加え報告する。

16. 鼻篩骨骨折に対する観血的手術のピットフォール
◯遊佐

優、佐藤顕光、今井啓道

東北大学 形成外科
鼻篩骨骨折は複雑な骨折形態をとり、篩骨蜂巣の瘢痕拘縮や鼻中隔骨折が原因で外鼻変形を残
すことがあり治療が難しい。また治療方法については、一期的にプレート固定する方法やHalo型
上顎延長器を用いた方法、一期的骨移植など多岐にわたり一定の見解を得ない。今回われわれは
当院で観血的治療を行った鼻篩骨骨折17例を後ろ向きに検討し、術後の外鼻変形ならびに手術の
ピットフォールについて検討したので文献的考察を含め報告する。

17. 開頭術後感染による広範囲頭蓋骨欠損に対する頭蓋再建の1例
◯佐藤順紀、齋藤昌美、藤田宗純、北村成紀、永峰恵介、曽根良子、半田千紘、小山明彦
福島県立医科大学 形成外科
症例は61歳男性。30歳時にクモ膜下出血でクリッピングを受けた。55歳時に生じた硬膜外膿瘍
に対し前医で腐骨除去術および二期的に人工骨（チタン）にて再建術を行われたが、3年後から前
頭部に排膿・プレート露出を生じたため当院紹介となった。二期的手術を予定し、初回に人工骨
除去・前頭洞閉鎖術を行い、２回目に人工骨（超高分子ポリエチレン：AtsuraePE®）にて頭蓋再
建を行い、感染の再発なく経過している。当院の頭蓋再建の工夫を紹介する。

18. 毛髪迷入の３症例
◯辛

路徳、北原正樹、吉本信也

総合南東北病院 形成外科
症例は、左足母趾腹側の皮下、左手示指背側の皮膚皮下、右足外側縁皮下に毛髪の迷入をみた
３症例である。毛髪が透見できる場合は、診断は容易であるが、そうでない場合は診断が困難な
ことも多く、その出現前の散髪の有無や職業等を確かめることが診断の一助になる場合があると
思われた。
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19. 帝王切開創から生じた壊疽性膿皮症の１例
◯齋藤香奈、鈴木綾乃、福士彩記子、松永

拓、遊佐

優、三浦千絵子、長尾宗朝、今井啓道

東北大学 形成外科
症例は22歳女性。出産に伴う帝王切開の後、腹部に炎症を認めた。改善なく壊疽性軟部組織感
染症を疑いデブリドマン施行するも創部はさらに拡大していった。そのため壊疽性膿皮症を疑
い、プレドニン30mgの内服から開始した。創部は縮小傾向に転じ植皮を追加して創閉鎖した。
壊疽性膿皮症は、稀な疾患ではあるが安易な外科侵襲で治療に苦渋する疾患であるため、鑑別
の一つとして念頭に置くことが重要であると考えられた。

20. 猫咬傷後に左示指ボタン穴変形を生じた１例
◯三橋伸行、本庄省五
岩手県立磐井病院 形成外科
症例は62歳女性。左示指PIP背側を野良猫にかまれ受傷、他院で治療された。特記症状なく経過
したが２か月後に左示指の変形を自覚、受傷後３か月で当科に紹介となった。左示指のボタン穴
変形を認め、精査にて正中索断裂は否定的でPIP関節の滑膜肥厚を認めた。同変形は一般に伸筋腱
正中索の断裂を伴う外傷や関節リウマチなどの炎症疾患に合併するとされる。本症例は原因病態
の把握、治療に難渋した。文献的考察を交え報告する。

特別講演

〈形成外科領域講習〉

16:00〜17:00

司会

福島県立医科大学 形成外科

小山明彦

「開業した形成外科医のライフキャリアについて
〜大学教授を辞し、わずか15坪の貸しビルからのスタート〜」
リラ・クラニオフェイシャル・クリニック

菅原康志 先生

人生100年、すべての人が、それぞれのライフキャリアを考える時代となり、医
師にとっても他人事ではない。これまでの勤務医、開業医といった限られたキャリ
アパスではなく、自分のやりたいことを軸として人生を考える時代になっている。
本講演では講師の経験を述べ、共有していく内容とする。
講師略歴
1986 香川医科大学卒業、東京大学形成外科入局
1991 東京大学形成外科医員

1990 チャングン記念医院（台湾）留学

1998 自治医科大学形成外科講師

1997 ヨーテボリ大学（スウェーデン）留学
2001 同助教授

2007 同教授

2015 リラ・クラニオフェイシャル・クリニック院長／造形医学研究所所長
自治医科大学形成外科客員教授／杏林大学非常勤講師
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