
■著書■
眼瞼・眼窩・涙道の外科　スグに役立つ基本知識～高度技術　細川　亙　垣淵 正男　不二門　尚　編著
 4．後天性眼瞼下垂症 pp37-50（垣淵 正男） 　5．眼瞼内反症・睫毛内反症 pp51-65,（福田 健児）
 6．眼瞼外反症 pp67-80（藤田 和敏・垣淵 正男） 　7. 甲状腺眼症・眼瞼後退 pp81-97（藤原 敏宏）
 8．顔面神経麻痺 pp99-109（松田 健）　13．眼窩再建・義眼床再建 pp171-184（曽束 洋平）
14．眼瞼再建 pp185-194（河合 建一郎）　15．眼窩骨切り pp195-208（西本 聡）克誠堂出版 ,
東京 ,2017.4

西本 聡　救急医療　縫合法、　最新ガイドライン準拠 小児科診断・治療指針　改訂第２版遠藤文夫編　
pp236－237　中山書店　東京　2017

松田 健「四肢の発生」「四肢先天異常と遺伝」「手の発生からみた列」「四肢先天異常の分類」
TEXT形成外科　第3版　p232-234 南光堂　2017. 

松田 健　「手の外傷―診断と初期治療」外科系医師が知っておくべき創傷治療のすべて　p97-100  
鈴木茂彦　寺師浩人　編　南江堂　2017.

垣淵 正男　D. 急性感染症　Ⅱ. 急性創傷治療の実際　外科系医師が知っておくべき創傷治療のすべて
p205-210　鈴木茂彦　寺師浩人　編　南江堂　2017.

垣淵 正男　G. 特殊部位の熱傷　　Ⅳ熱傷　各論Ⅱ後天性疾患　TEXT形成外科学（改訂3版）
p304-306　南山堂　2017　

垣淵 正男　H. 熱傷の後遺症　Ⅳ熱傷　各論Ⅱ後天性疾患　TEXT形成外科学（改訂3版）p307-309
中塚貴志、亀井譲　編、波利井清紀　監修、　南山堂　2017
 
■学術論文■
【原著】
藤原 敏宏 , 垣淵 正男【Ophthalmic Plastic Surgery】 甲状腺眼症の治療 (解説 /特集 )
形成外科 (0021-5228)60巻 1号 Page57-72(2017.01)

親松 宏 , 松田 健  特集　瘢痕の治療　鼻部 ( 鼻根部を含む ) 形成外科 60(3): 304 -312, 2017

垣淵 正男 , 河合 建一郎  鼻中隔軟骨・粘膜移植および局所皮弁による下眼瞼全層欠損の再建　
【形成外科　珠玉のオペ [1] 基本編 - 次世代に継承したい秘伝のテクニック -】 
皮弁 形成外科第60巻（増）Page S144-S152(2017.09)

業績　2017年



宮崎 裕子 , 福田 健児 骨破壊を伴う骨軟部腫瘍を疑った痛風結節の１例　形成外科　第60巻 第 7号 
p831-834　河合 建一郎　臨床研究の仕方　形成外科　第60巻 第７号　p793
須磨 敬司 , 垣淵 正男 , 藤山 浩 , 高木 美奈子 , 西林 章光
睫毛下切開のみのアプローチで採取した上顎骨を用いた眼窩底再建の1例 ( 原著論文 /症例報告 ) 
日本形成外科学会会誌 (0389-4703)37巻 7号 Page408-413(2017.07)

垣淵 正男【Step up! マイクロサージャリー - 血管・リンパ管吻合、神経縫合応用編 -】
各種の神経縫合とその応用PEPARS (1349-645X)128号 Page73-81(2017.08)

Yuko Miyazaki, Kenji Fukuda, Kazutoshi Fujita, Soh Nishimoto, Tomonori Terada, 
Ryu Wada, Yohei Sotsuka, Kenichiro Kawai, Masao Kakibuchi Free flap transfer 
reconstruction in managing tongue carcinoma during pregnancy, 
Journal of Surgical Case Reports, Volume 2017, Issue 8, 1 August 2017, rjx164,

岡本 貴子 , 小熊 孝インスリンボールの摘出例日形会誌Vol.37,No11：644-647, 2017年 11月号

村井 信幸 , 小熊 孝 , 西尾 祐美 , 新保 慶輔 , 野々村 秀明  レーザー治療を行った色素失調症の母娘例臨床
皮膚科Vol.71,No9：745-750, 2017年 8月号

Soh Nishimoto, Yohei Sotsuka, Kenichiro Kawai, Yoshi-Hiro Ide, Masao Kakibuchi
Congenital lipomatous tumour, presented as a polypoidal projection on upper eyelid. 
J Surg Case Rep. 2017 Jul; 2017(7): rjx139.

Soh Nishimoto, Kazutoshi Fujita, Toshihiro Fujiwara, Yohei Sotsuka, Maki Tonooka, 
Hisako Ishise, Kenichiro Kawai, Masao Kakibuchi An Attempt to Make Platelet Rich Fibrin 
from Bone Marrow Aspirate. J Clin Diagn Res. 2017 Aug; 11(8): PC04‒PC07.

Kazutoshi Fujita, Soh Nishimoto, Toshihiro Fujiwara, Yohei Sotsuka, Maki Tonooka, 
Kenichiro Kawai, Masao Kakibuchi A new rabbit model of impaired wound healing in 
an X-ray-irradiated field. PLoS ONE 2017 12(9): e0184534. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184534.

Soh Nishimoto, Yohei Sotsuka, Kenichiro Kawai, Hisako Ishise, Masao Kakibuchi Usage 
of Skin Tumor Images on the Internet for Personal Computer Based Automated Cognition. 
J Dermatol Res Ther 2017　3:051. doi.org/10.23937/2469-5750/1510051

Toshihiro Fujiwara, Teruyuki Dohi, Zeshaan N. Maan, Kristine C. Rustad, Sun Hyung Kwon, 
Jagannath Padmanabhan, Alexander J. Whittam, Hirotaka Suga, Dominik Duscher, 
Melanie Rodrigues, Geoffrey C. Gurtner. Age-associated intracellular superoxide dismutase 
deficiency potentiates dermal fibroblast dysfunction during wound healing. Experimental
Dermatology 2017 Jul 4 doi: 10.1111/exd.13404



■学会発表■
曽束 洋平、垣淵 正男　下顎モデルをDIY!　
第 35回日本口腔腫瘍学会総会・学術集会2017.1.26福岡

藤田 和敏 , 曽束 洋平 , 藤原 敏宏 , 外岡 真紀 , 石瀬 久子 , 河合 建一郎 , 西本 聡 , 垣淵 正男 当院における
下眼瞼外反症に対する治療戦略　第28回日本義眼床手術学会2017.2.4 静岡

河合 建一郎 , 外岡 真紀 , 曽束 洋平 , 西本 聡 , 藤原 敏宏 , 藤田 和敏 , 石瀬 久子 , 垣淵 正男
3Dプリンターで作製したモデルを用いた眼窩骨折治療の経験　
第22回日本形成外科手術手技学会2017.2.18東京

松田 健　局所麻酔下に行う顔面神経麻痺の形成外科的治療～よりきれいに正確に～
第22回日本形成外科手術手技学会2017.2.18東京（シンポジウム）

尹 庸 , 垣淵 正男 , 西本 聡 , 河合 建一郎 ,  藤原 敏宏 , 曽束 洋平 , 藤田 和敏 , 石瀬 久子 , 古川 朋子
動眼神経麻痺による眼瞼下垂症に対する治療経験　第115回関西形成外科学会学術集会　2017.03.05大阪

松田 健　特別講演「顔面神経麻痺に対する形成外科的治療」　
第115回　関西形成外科学会学術集会 2017.3.5 大阪

岡本 貴子 , 小熊 孝　巨大インスリンボールの摘出例 
第 115回　関西形成外科学会学術集会　2017.3.5 大阪

松岡 唯 , 門脇 未来 , 益永 陽子 生体吸収プレート（LactoSorb＠）の創内での微調整方法
第115回　関西形成外科学会学術集会　2017.3.5　大阪

岡本 貴子 , 小熊 孝　手指瘢痕拘縮形成術後は接着スプリントを使って未熟瘢痕を仕上げる
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　　2017.4.12大阪

村井 信幸 , 小熊 孝 アダプト皮膚保護シールを用いた陥凹部瘢痕の圧迫療法
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　　2017.4.12大阪

村井 信幸 , 西尾 優志 , 小熊 孝若年者に発症した良性対称性脂肪腫症の治療経験
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　　2017.4.12大阪

外岡 真紀 , 河合 建一郎 , 藤原 敏宏 , 藤田 和敏 , 石瀬 久子 , 西本 聡 , 垣淵 正男
眼窩骨折治療における３Dプリンターで作製したモデルを用いた pre-bending にいたるまで
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.12大阪 ( ポスター )

藤原 敏宏 , 甲状腺眼症の眼窩減圧術における開窓する眼窩壁面積と効果の関連
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.12大阪

西本 聡 , 河合 建一郎 , 藤原 敏宏 , 曽束 洋平 , 藤田 和敏 , 外岡 真紀 , 石瀬 久子 , 垣淵 正男
乳幼児期からの母斑切除　第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.12大阪



河合 建一郎 , 西本 聡 , 藤原 敏宏 , 曽束 洋平 , 藤田 和敏 , 石瀬 久子 , 外岡 真紀 , 垣淵 正男
当科における眼瞼再建の治療戦略　　第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.13大阪

福田 健児 , 宮崎 裕子 , 尹 庸 日接触温度計を用いた簡便な遊離皮弁モニタリング
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.13大阪

藤田 和敏 , 曽束 洋平 , 藤原 敏宏 , 外岡 真紀 , 河合 建一郎 , 西本 聡 , 垣淵 正男 , 三好 康雄
当院における一次乳房再建術後のエキスパンダー抜去症例に関する検討
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.14大阪

石瀬 久子 , 藤田 和敏 , 外岡 真紀 , 曽束 洋平 , 藤原 敏宏 , 河合 建一郎 , 西本 聡 , 垣淵 正男
耳介軟骨を用いた気管皮膚瘻の閉鎖法　
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.14大阪

曽束 洋平 , 河合 建一郎 , 藤原 敏宏 , 藤田 和敏 , 外岡 真紀 , 石瀬 久子 ,  西本 聡 , 垣淵 正男
フリーソフトでここまで出来る！CTデータの活用術　
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.12大阪（シンポジウム）

垣淵 正男 , 西本 聡 , 河合 建一郎 , 藤原 敏宏 , 曽束 洋平 , 藤田 和敏 , 藤川 昌和 , 福田 健児
肩甲骨弁による口蓋再建　第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.13大阪（シンポジウム）

松田 健 顔面神経麻痺後の病的共同運動に対する形成外科的治療　
第60回日本形成外科学会総会・学術集会　2017.4.14大阪（シンポジウム）

Masato Kinoshita J-method for medial epicanthoplasty ,
Asia Forum for Aesthetic Surgery & medicine 2017 2017.4.15 Seoul

浦邊 亮太郎 , 峯岸 芳樹 , 重原 良平 , 中井 國博　複数回手術を要した熊外傷症例の検討
第89回北陸形成外科学会プログラム　2017.4.22金沢

松田 健 病的共同運動に対する形成外科的治療　
第40回日本顔面神経学会 2017.5.31埼玉（シンポジウム）

垣淵 正男　顔面神経麻痺における口周囲の静的再建症例の検討　
第40回日本顔面神経学会 2017.6.1 埼玉

曽束 洋平 Kinect V2(Xbox One Kinect センサー )を用いた顔面神経麻痺評価の可能性
第40回日本顔面神経学会 2017.6.1 埼玉

曽束 洋平 , 河合 建一郎 , 西本 聡 , 垣淵 正男 , 宇和 伸浩 , 寺田 友紀　80cm以上採取する遊離空腸移植術
第41回日本頭頸部癌学会　2017.6.8 京都



岡崎 史枝、川邊 睦記 , 森寺 邦康 , 曽束 洋平 , 高岡 一樹 , 垣淵 正男 , 野口 一馬
口腔扁平上皮癌培養細胞におけるヘッジホッグシグナル活性化　
第41回日本頭頸部癌学会　2017.6.8 京都

Ken Matsuda, Hiroshi Oyamatsu, Yoriko Nakajima, Ryoko Watanabe 
Free perivascular tissue flap for small soft tissue defects. (oral)
The 9th congress of world society for reconstructive microsurgery 2017. 6.14-17 Seoul

Ken Matsuda, Masao Kakibuchi
End-to-side “loop graft “ for facial nerve reconstruction-over 10 years experience (panel) 
The 9th congress of world society for reconstructive microsurgery 2017. 6.14-17 Seoul

Hiroshi Oyamatsu, Ken Matsuda
Facial resurfacing with PIE flap carried by fascial flap (e-poster) 
The 9th congress of world society for reconstructive microsurgery 2017. 6.14-17 Seoul

石井 洋光 , 中村 光宏 , 泉 冬樹 , 中尾 宏司 , 堀江 收 , 西本 聡
高齢者一次性大伏在静脈瘤に対する当院の手術検討　第37回日本静脈学会総会　2017.6.15　徳島

石椛 寛芳 , 平山 泰樹 , 福島 侑子 , 野村 正 , 櫻井 敦 ,  西尾 優志 , 小熊 孝
過去5年間における隆起性皮膚線維肉腫の検討 　第33回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 2017.6.30秋田

石瀬 久子 , 西本 聡 , 河合 建一郎 , 曽束 洋平 , 藤田 和敏 , 垣淵 正男
後耳介皮弁を用いた外耳道癌切除後の再建　第9回日本創傷外科学会総会・学術集会 2017.7.6 名古屋

藤原 敏宏 , 河合 建一郎 , 石瀬 久子 , 外岡 真紀 , 藤田 和敏 , 曽束 洋平 , 西本 聡 , 垣淵 正男
伸展刺激を付加した末梢神経が創傷治癒に及ぼす影響　
第9回創傷外科学会総会・学術集会（パネルディスカッション）2017.7.6　名古屋

小熊 孝 , 岡本 貴子 耳介後面から採取する軟骨を含まない複合組織の移植　
第9回日本創傷外科学会総会・学術集会　2017.7.7 名古屋

廣畑 沙紀 , 宮﨑 裕子 , 福田 健児　耳下腺原発のオンコサイトーマの1例
第116回関西形成外科学会学術集会　2017.7.9 大阪

岡本 貴子 , 小熊 孝　大臀筋内に発生した神経鞘腫の治療経験　
第116回関西形成外科学会学術集会　2017.7.9 大阪

棚田 祐助 , 西本 聡 , 森口 くる美 , 古川 朋子 , 尹 庸 , 外岡 真紀 , 石瀬 久子 , 藤田 和敏 , 曽束 洋平 , 
河合 建一郎 , 垣淵 正男　側頭部から後頭部にかけての禿髪を主訴とした限局性強皮症
第116回関西形成外科学会学術集会　2017.7.9 大阪

藤田 和敏 , 垣淵 正男 , 西本 聡 , 河合 建一郎 , 藤原 敏宏 , 曽束 洋平 , 石瀬 久子 三好 康雄
脂肪注入を併用した人工乳房再建の経験　第25回日本乳癌学会学術総会　2017.7.13　福岡



Masao Kakibuchi, Soh Nishimoto, Kenichiro Kawai, Toshihiro Fujiwara, Yohei Sotsuka, 
Hisako Ishise Management of periorbital deformities and symptoms in facial paralysis.  
13th INTERNATIONAL FACIAL NERVE SYMPOSIUM 2017.8.3 Los Angeles 

Yohei Sotsuka Could Microsoft Kinect V2 be an Alternative Grading System for Facial Paralysis?  
13th INTERNATIONAL FACIAL NERVE SYMPOSIUM 2017.8.3 Los Angeles

Ken Matsuda  Surgical treatments for synkinesis around the orbital region.
13th INTERNATIONAL FACIAL NERVE SYMPOSIUM 2017.8.3  Los Angeles

須磨 敬司 , 福田 健児 , 西林 彰光 , 長山 裕美　腹直筋皮弁の血管茎がドレーンと誤読影された１例
第46回大阪形成外科医会　2017.9.9　大阪

安田 祥子 , 門脇 未来 , 松岡 唯 , 能勢 道也 , 川本 匡則　Cross leg flap 施行時における下肢固定法の工夫
第46回大阪形成外科医会　2017.9.9 大阪

大島 遥 , 藤原 敏宏 , 東山 眞里　慢性の熱刺激によって発症したと思われる後爪郭のBowen病
第46回大阪形成外科医会　2017.9.9 大阪

藤田 和敏 , 曽束 洋平 , 外岡 真紀 , 石瀬 久子 , 河合 建一郎 , 西本 聡 , 垣淵 正男 , 三好 康雄
NSMに対する遊離腹部穿通枝皮弁による一次一期乳房再建症例の検討　
第5回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会　2017.9.21東京

河合 建一郎　創傷治癒と酸化ストレスにおけるTRPC3チャネルの役割　
第26回日本形成外科学会基礎学術集会　2017.10.19　大阪

石井 洋光 , 中村 光宏 , 泉 冬樹 , 中尾 宏司 , 堀江 收 , 西本 聡　
高齢者一次性大伏在静脈瘤に対する当院の手術検討　2017.10.20　第58回日本脈管学会総会　名古屋

曽束 洋平　自作PCによる皮膚腫瘍画像深層学習　
第27回日本シミュレーション外科学会　2017.11.4 横浜

垣淵 正男　顔面神経麻痺に対する神経再建術　
第35回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会　2017.11.16 福岡

棚田 祐助　側頭部から後頭部にかけての線状の禿髪は限局性強皮症であった（ポスター）
第35回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会　2017.11.16 福岡

森口 くる美 , 河合 建一郎 , 垣淵 正男 , 西本 聡 , 曽束 洋平 , 石瀬 久子 , 池村 光之介 , 尹 庸
縦隔炎に対するデブリ洗浄後に脳梗塞をきたした一例　
第117回関西形成外科学会学術集会　2017.11.26 和歌山

齋藤 拓也　足部に発生した線維形成性線維芽細胞腫の2例　
第117回関西形成外科学会学術集会　2017.11.26 和歌山



阪本 純子 浦野 尚美 西本 聡　難治性瘻孔が治癒した症例 ～多職種のかかわり～　
第47回日本創傷治癒学会 2017.11.28 京都

石瀬 久子 , 曽束 洋平 , 森口 くる美 , 池村 光之介 , 河合 建一郎 , 西本 聡 , 垣淵 正男 , 
開頭術後の創離開の原因は頭皮にあらず、深部にあり　第47回日本創傷治癒学会 2017.11.28 京都

池村 光之介 下咽頭前壁及び頸部皮膚欠損に対し広背筋皮弁を二期的に用いて再建した１例
第44回日本マイクロサージャリー学会学術集会　2017.12.7　宮崎

松田 健 , 細川亙 「比較的小さな軟部組織欠損・難治性潰瘍に対する遊離血管周囲組織移植術」
第44回　日本マイクロサージャリー学会学術集会　2017.12.8 宮崎

■研究会・講演会など■
河合 建一郎　熱傷（やけど）のお話～やけどをしたらどうする？～　
兵庫医科大学市民健康講座　2017.2.1 西宮

松田 健　「顔面神経麻痺に対する形成外科的治療」
Spring Meeting for Neurosurgeon in Hiroshima 2017  2017.2.17 広島

森口 くる美 , 廣畑 沙紀 , 石瀬 久子 , 外岡 真紀 , 西本 聡 , 垣淵 正男
小児苺状血管腫に対するプロプラノロールの使用経験　第44回兵庫県形成外科医会研究会 2017.5.20神戸

藤田 和敏 , 曽束 洋平 , 西本 聡 , 河合 建一郎 , 垣淵 正男 , 三好 康雄
当院でのNSM症例に対する遊離腹部穿通枝皮弁による一次一期乳房再建症例に関する検討　　
第7回　Hyogo Breast Oncoplastic Surgeryk 研究会　2017.6.30　神戸

松田 健　「末梢神経損傷の治療」
第10回 日本創傷外科学会　教育セミナー2017  2017.7.6 岐阜

松田 健「顔面神経麻痺に対する形成外科的治療～よりよい神経再生、よりよい“顔”を目指して～」
第1回　信州創傷再生セミナー2017.10.21松本

西本 聡　乳幼児期からの母斑切除治療　
第6回日本小児診療多職種研究会　2017.11.3 那覇


