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第38回日本マイクロサージャリー学会　2011.11　新潟

藤田和敏，澤泉雅之，矢島和宣，今井智浩，前田拓摩，棚倉腱人，松原有木子，梁太一，松本誠一．
肩甲骨付き広背筋皮弁による肩関節機能再建の1例．
第38回日本マイクロサージャリー学会　2011.11　新潟



矢島和宣，澤泉雅之，今井智浩，前田拓摩，藤田和敏，棚倉腱人，松原有木子，梁太一，岩瀬拓士．
自家組織乳房再建時の皮弁配置と整容評価．
第38回日本マイクロサージャリー学会　2011.11　新潟

前田拓摩，澤泉雅之，矢島和宣，今井智浩，藤田和敏，棚倉腱人，松原有木子，梁太一，松本誠一．
複合移植再建を行った膝窩部悪性腫瘍の経験と術後患肢機能評価．
第38回日本マイクロサージャリー学会　2011.11　新潟

梁太一，澤泉雅之，矢島和宣，今井智浩，前田拓摩，藤田和敏，棚倉腱人，松原有木子，松本誠一，山口利仁．
両側V-Yadbancement 型広背筋皮弁を用いた背部巨大腫瘍再建の経験．
第38回日本マイクロサージャリー学会　2011.11　新潟

門脇未来，日笠壽，川上善久，南享介，猪瀬涼子．
感染コントロールに難渋した下腿開放骨折に対する、遊離皮弁および Ilizarov 創外固定術による骨延長術の併用．
第38回日本マイクロサージャリー学会　2011.11　新潟

西本聡，藤原敏宏，河合建一郎，石瀬久子，福田健児，曽束洋平，外岡真紀，垣淵正男．
定常および間欠的低圧の細菌増殖に及ぼす影響．
第41回日本創傷治癒学会　2011.12　名古屋

[地方会等 ]
新保慶輔，野々村秀明，長谷川泰子，小熊孝，寺師浩人，井上友介．
糖尿病性足潰瘍の治療経過中に無色素性悪性黒色腫の診断に至った1例．
第97回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.3　彦根

門脇未来，池村光之助，川上善久，日笠壽．
口唇癌切除後の口角部を含む上下口唇欠損に対する再建の工夫．
第97回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.3　彦根

石瀬久子，木下将人，大西薫，藤原敏宏，河合建一郎，福田健児，西本聡，垣淵正男．
眼窩壁を貫通する形態を呈した dermoid cyst の一例．
第97回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.3　彦根

松原有木子，澤泉雅之，今井智浩，前田拓摩，藤田和敏，松本誠一．
放射線照射後肉腫の1例 . 
第 265回日本形成外科学会東京地方会　2011.3　東京

長谷川泰子，小熊孝，新保慶輔．
末梢動脈疾患による四肢虚血性疼痛に対する鎮痛補助薬についての検討．
第98回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.7　大阪

妻野知子，市野直樹．帝王切開後の瘢痕に生じた腹壁子宮内膜症の2症例．
第98回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.7　大阪



宮崎裕子，藤原敏宏，西本聡，福田健児，河合建一郎，曽束洋平，木下将人，石瀬久子，大西薫，外岡真紀，齋藤拓也．
当院における局所閉鎖陰圧療法の経験．
第98回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.7　大阪

棚倉腱人，澤泉雅之，矢島和宣，今井智浩，前田拓摩，藤田和敏，松原有木子，梁太一．
家族制乳癌による異時両側乳房再建の1例 . 
第 266回日本形成外科学会東京地方会　2011.7　東京

梁太一，澤泉雅之，矢島和宣，今井智浩，前田拓摩，藤田和敏，棚倉腱人，松原有木子．
対側豊胸を伴ったダイレクトインプラントによる乳房二次再建の1例．
第266回日本形成外科学会東京地方会　2011.7　東京

梁太一，澤泉雅之，矢島和宣，今井智浩，前田拓摩，藤田和敏，棚倉腱人，松原有木，松本誠一．
腋窩部腫瘍による正中神経欠損に対して神経移植により回復した長期経過観察の1例． 
第 267回日本形成外科学会東京地方会　2011.9　東京

棚倉腱人，澤泉雅之，矢島和宣，今井智浩，前田拓摩，藤田和敏，松原有木，梁太一，松本誠一．
大腿筋膜を用いた膝関節形成を伴った膝関節部軟部悪性腫瘍に対する再建の1例．
第267回日本形成外科学会東京地方会　2011.9　東京

南享介、日笠壽，門脇未来，猪瀬京子，宮崎裕子．
V.A.C.® システムを使用した局所陰圧閉鎖療法において創部の改善を認めなかった症例の検討．
第99回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.12　京都

木下将人，中村智賀子，浅井英樹，飯岡弘至，桑原理充．
足底に発生した基底細胞癌の一例．
第99回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.12　京都

齋藤拓也，石瀬久子，外岡真紀，曽束洋平，河合建一郎，福田健児，西本聡，垣淵正男．
巨大マイボーム腺癌の一例．
第99回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.12　京都

堀義康，西尾裕美，小熊孝．骨化性筋膜炎の一例．
第99回日本形成外科学会関西支部学術集会　2011.12　京都



[ 研究会・講演会等 ]
Kakibuchi M. Master Class: Orbital and mid-facial reconsstruction. 
16th Congress of the International Confederation for Plastic Reconstructive and 
Aesthetic Surgery 2011.5 Vancouver

Kakibuchi M. Lecture: Maxillary reconstruction with microvascular free flap. 
The 21st Japan-China Joint Congress on Plastic Surgery. 2011.11 Fukuoka

松田健．教育セミナー　腫瘍切除後の組織欠損に対する再建について - 各種外科手術における形成外科医の関わり -．
第579回　大阪外科集談会　2011.1　大阪

松田健，細川亙．Crab claw flap による外眼角部欠損の再建．
第16回形成外科手術手技研究会　2011.2　大阪

藤原敏宏，福田健児，大西薫，河合建一郎，西本聡，垣淵正男．
重症虚血肢に対するバイパス術施行時のフォガティーカテーテルの使用経験．
第16回形成外科手術手技研究会　2011.2　大阪

外岡真紀，朝戸裕貴，鈴木康俊，沖正直，渡邉未来子，田村亮介，尾野村麻以．
当院におけるスタール耳の治療経験．
第16回形成外科手術手技研究会　2011.2　大阪

松原有木，澤泉雅之，矢島和宣，今井智浩，前田拓摩，藤田和敏．
乳房再建手術におけるドレーンの工夫．
第16回形成外科手術手技研究会　2011.2　大阪

小熊孝，新保慶輔，長谷川泰子．足部壊死性筋膜炎の治療．
第6回播磨褥瘡創傷研究会　2011.3　姫路

垣淵正男．形成外科医のお話．市民対象講座「インターカレッジ西宮」　2011.4　西宮

西本聡，宮崎裕子，外岡真紀，藤原敏宏，河合建一郎，垣淵正男．
ある乳児における比較的大きな顔面色素性母斑の治療．
第35回兵庫県形成外科医会研究会　2011.5　神戸

木下将人，齋藤拓也，石瀬久子，曽束洋平，福田健児，垣淵正男．
治療に難渋した眼瞼痙攣の1例．
第35回兵庫県形成外科医会研究会　2011.5　神戸

堀義康，小熊孝，新保慶輔．当院における下眼瞼外反手術症例の検討．
第35回兵庫県形成外科医会研究会　2011.5　神戸

小熊孝．（講演）形成外科と美容外科．高砂病診連携勉強会　2011.5　高砂



松田健．Lateral orbital periosteal flap を用いた麻痺性兎眼の治療．
第34回日本顔面神経研究会　2011.6　東京

西本聡．  陰圧下の細菌増殖（実験的研究）VACUSS Kobe．V.A.C. up-to-Date: Skill & Science　2011.7 神戸

松田健，菊池守、細川亙．外側大腿回旋動脈下行枝を利用した遊離血管柄付き遊離軟部組織移植術．
第30回大阪マイクロサージャリー研究会　2011.7　大阪

堀義康，長谷川泰子，新保慶輔，小熊孝．FS-DFSPの 1例．
第25回神戸形成外科集談会　2011.9　神戸

小熊孝．（講演）アンチエイジング（シミ取りと美容外科）．高砂市民病院健康まつり　2011.10　高砂

小熊孝．（講演）美容外科の実際．医療法人隆星会施設勉強会　2011.12　大阪

外岡真紀，宮崎裕子，藤田和敏，藤原敏宏，西本聡，垣淵正男．
ハープ型神経移植による顔面神経即時再建の一例．
第36回兵庫県形成外科医会研究会　2011.11　神戸

石瀬久子，齋藤拓也，曽束洋平，河合建一郎，福田健児，垣淵正男．
吸収性メッシュプレートによる眼窩壁再建の経験．
第36回兵庫県形成外科医会研究会　2011.11　神戸

■その他■
獲得研究費
松田健．陰圧吸引を用いた神経延長法並びに陰圧下の末梢神経再生に関する研究．
科学研究費補助金　若手（Ｂ）H22-H24　課題番号　２２７９１７１９

松田健．頭蓋顎顔面骨形成におけるレチノイン酸の役割．
科学研究費補助金　基盤（Ｃ）H22-H24　課題番号　２２５９１９９１

藤原敏宏．閉鎖陰圧療法における神経の役割に関する研究及び臨床への応用．
科学研究費補助金　若手（B）H22-23　課題番号　２２７９１７４３

受賞
松田健．第１回　International Traveling Fellow．日本マイクロサージャリー学会


