プログラム
9 月 8 日（土） 会 場：上野精養軒（3 階 桐の間）

9：00 ～9：05

開会の挨拶
村上 正洋（日本医科大学武蔵小杉病院眼科 眼形成外科）

9：05 ～9：20

会長講演

眼形成外科手術：特技からの脱却－教育と標準化－
村上 正洋（日本医科大学武蔵小杉病院眼科 眼形成外科）

9：20 ～10：10

一般演題Ⅰ

眼瞼腫瘍
＊01

座長：尾山 徳秀（うおぬま眼科）

上眼瞼の粘液癌の１例
武田 彩佳（日本医科大学 眼科）

＊02

結膜病変を呈した涙腺多形腺腫の一例
兒玉 達夫
（島根大学医学部附属病院 先端がん治療センター眼腫瘍ユニット、島根大学医学部 眼科）

＊ 03

Dermolipoma の 1 例
小久保 健一（藤沢湘南台病院 形成外科）

＊ 04

眼瞼メルケル細胞癌に対して、遊離皮弁で再建した１例
坂田 康裕（和歌山県立医科大学 形成外科）

＊05

高度な閉瞼障害および眼球運動障害を来した類壊死性黄色肉芽腫の 1 例
末岡 健太郎（広島大学 眼科）
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10：10 ～10：45

一般演題Ⅱ

下眼瞼
06

座長：末岡 健太郎（広島大学 眼科）

眼瞼内反症に対する水平方向の埋没法の改良成績
林

07

憲吾（横浜桜木町眼科）

Aesthetic Total Reconstruction of Lower Eyelid Using Scapha Cartilage Graft on a
Vascularized Propeller Flap 18 年の変遷
上村 哲司（佐賀大学医学部 形成外科）

＊ 08

眼瞼皮膚炎及び結膜炎による下眼瞼外反症に対し抗ヒスタミン薬点眼が奏効した一例
土居 亮博（聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科）

10：55 ～12：05

一般演題Ⅲ

眼窩
＊ 09

座長：張 大行（新潟大学 眼科）
内壁・下壁両方で眼窩脂肪の絞扼を認めた閉鎖型眼窩壁骨折の一例
塩崎 直哉（新潟大学 眼科）

10

眼球下方偏位に対しての美容用ヒアルロン酸の使用経験
鹿嶋 友敬（オキュロフェイシャルクリニック東京）

11

眼瞼皮膚温存眼窩内容除去術の適応と術式についての考察
鈴木 茂伸（国立がん研究センター中央病院 眼腫瘍科）

12

眼窩深部海綿状血管腫摘出術後早期合併症
古田 実 （福島県立医科大学 眼科）

＊ 13

経頭蓋および経眼窩縁アプローチにて分割摘出した巨大眼窩孤立性線維性腫瘍の 1 例
上田 幸典（聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科）

＊ 14

インフルエンザ罹患後に副鼻腔炎から眼窩内膿瘍をきたした一例
田中 啓一郎（福島県立医科大学 眼科）
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12：15 ～ 13：15

ランチョンセミナー
座長：村上 正洋（日本医科大学武蔵小杉病院眼科 眼形成外科）

重瞼術のルーツを求めて
白壁 征夫（サフォクリニック）

一重の原因を除去することを意識した切開式重瞼術
片岡 二郎（サフォクリニック）

13：25 ～ 14：15

一般演題Ⅳ

涙腺涙嚢
15

座長：上田 幸典（聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科）

涙腺部腺様嚢胞癌と多形腺腫の画像検査所見の比較検討
中山 知倫（京都府立医大 眼科）

16

涙腺腫大に対して涙腺の部分切除を行った 2 症例
高比良 雅之（金沢大学附属病院 眼科）

17

RNAseq による IgG4 関連眼疾患における遺伝子解析
朝蔭 正樹（東京医科大学 眼科）

18

涙嚢癌 3 例の経験
垣淵 正男（兵庫医科大学 形成外科）

14：15 ～ 15：15

教育講演

＜形成外科領域講習会＞
座長：垣淵 正男（兵庫医科大学 形成外科）

「眼窩眼瞼疾患のシミュレーション外科」
眼窩に関連する骨折の発生メカニズムの解明
永竿 智久（香川大学医学部 形成外科学講座）

有限要素法による皮膚軟部組織のシミュレーションと眼瞼疾患への応用の可能性

20

秋元 正宇（日本医科大学千葉北総病院 形成外科）

15：25 ～15：55

症例検討

相談
19

座長：高比良 雅之（金沢大学附属病院 眼科）
両眼に眼瞼腫脹と発赤を来した若年女性の診断と治療
後藤 浩（東京医科大学 眼科）

20

眼窩鼻側に生じた大きな solitary fibrous tumor の切除方法
尾山 徳秀（うおぬま眼科）

21

外傷性眼瞼下垂の１例
平野 香織（千葉県こども病院 眼科）

15：55 ～16：55

一般演題Ⅴ

上眼瞼
22

座長：小久保 健一（藤沢湘南台病院 形成外科）

瞬目高速解析装置を用いたパーキンソン病患者の自発性瞬目と随意性瞬目の比較
山中 亜規子（京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学）

23

機能性流涙に対する眼瞼下垂手術
渡辺 彰英（京都府立医科大学 眼科）

24

皮膚穿通枝を用いた重瞼作成の試み
宮田 康平（日本医科大学武蔵小杉病院 眼科・眼形成外科）

25

眼瞼下垂人文字型筋健吊り上げにおける大腿広筋膜と長掌筋腱の利点
酒井 成身（新宿美容外科･歯科）

26

眼瞼下垂症に対する前頭筋吊り上げ術術後の筋膜拘縮
石田 有宏（沖縄県立中部病院 形成外科）

21

17：05 ～17：20

緊急提言
座長：酒井 成身（新宿美容外科･歯科）

「眼形成外科とフィラー」
顔面に用いたフィラーの功罪
野本 俊一（日本医科大学付属病院 形成外科･再建外科･美容外科）

17：20～18：20

特別企画
座長：後藤 浩（東京医科大学 眼科）

嘉鳥 信忠（聖隷浜松病院/大浜第一病院 眼形成眼窩外科）
「教育する医者・される医者－双方の本音ディベート」
Think twice！
辻

英貴（がん研究会有明病院 眼科）

確実性と多様性の間で
高田 幸子（がん研究会有明病院 眼科）

まぶたのオペですよ！－師匠の言い分―
根本 裕次（日本医科大学付属病院 眼科）

まぶたのオペですよ！－弟子のホンネ―
國重 智之（日本医科大学付属病院 眼科）

18：20 ～18：25

次回会長挨拶
張 大行（新潟大学 眼科）

18：25 ～18：30

閉会の挨拶
村上 正洋（日本医科大学武蔵小杉病院眼科 眼形成外科）
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