
Session 1

教育研修施設レポート　4:20～5:05　15分×3　　 Mod：舟山恵美　　　　　　　

北見赤十字病院 形成外科　藤井　暁

日鋼記念病院 形成外科　　坂本泰輔

釧路労災病院 形成外科　　櫻井圭祐

第24回北北⼤大形成外科

アカデミー

Session 2

北成賞2011　受賞記念講演　5:10～5:50　10分×4 Mod：古川洋志　　　　　　　

臨床研究者部門： 皆川知広 ／ 古川洋志

臨床研究論文部門： 古川洋志
Microsurgical lymphaticovenous implantation targeting dermal lymphatic 
backflow using indocyanine green fluorescence lymphography in the 
treatment of postmastectomy lymphedema. Plast Reconstr Surg 127,2011

舟山恵美
How do the type and location of a vascular malformation influence growth 
in Klippel-Trénaunay syndrome?. Plast Reconstr Surg 127,2011

若手研究者部門“La Primavera”： 藤田宗純

Session 3

特別講演　6:00～6:50　50分 Mod：山本有平

「遊離広背筋移植を中心とした顔面神経麻痺の治療」

　獨協医科大学 形成外科　朝戸裕貴　教授

日時：2012年5月26日（土）　午後4時20分より
会場：北海道大学 医学部 フラテ会館ホール

代表：北海道大学医学部形成外科学教室　山本有平 
事務局：北海道大学医学部形成外科学教室

運営委員長：小山明彦
〒060-8638 札幌市北区北15条西7丁目

e-mail : info@prs-hokudai.jp



臨床研究論文部門：　古川洋志

Microsurgical lymphaticovenous implantation targeting dermal lymphatic backflow using 
indocyanine green fluorescence lymphography in the treatment of postmastectomy 
lymphedema. Plast Reconstr Surg 127,2011

臨床研究論文部門：　舟山恵美

How do the type and location of a vascular malformation influence growth in Klippel-
Trénaunay syndrome?. Plast Reconstr Surg 127,2011

臨床研究者部門： 古川洋志

この度、北成賞臨床研究者部門を受賞する栄誉を賜りましたこと、本当に嬉しく思いま
す。ご協力いただきました皆様に深く御礼申し上げます。2011年に掲載された論文は、
（1）Microsurgical lymphaticovenous implantation targeting dermal lymphatic 
backflow using indocyanine green fluorescence lymphography in the treatment of 
postmastectomy lymphedema. Furukawa H, Osawa M, Saito A, Hayashi T, Funayama 
E, Oyama A, Sekido M, Yamamoto Y. Plast Reconstr Surg 127、
（2）Ethanol sclerotherapy with 'injection and aspiration technique' for giant 
lymphatic malformation in adult cases. Furukawa H, Sasaki S, Oyama A, Hayashi T, 
Funayama E, Saito N, Yamamoto Y.  J Plast Reconstr Aesthet Surg 64、
（3）上肢リンパ浮腫のリンパ管静脈移植術(MLVI)と圧迫療法：連続した5症例. 古川洋志,
斎藤　亮,大澤昌之,林　利彦,関堂　充,山本有平　日本マイクロサージャリー学会会誌 24
以上 和文1編，英文2編でした。今年前半に和文１編、英文２編掲載が確定しており、さら
に今、英文２編を投稿しております。私以上に、教室の皆様が英文論文を投稿されている
のをとても頼もしく、励みにしております。癌患者・先天奇形の患者の予後とQOLの回復
を目指した臨床研究をすすめていく所存です。

若手研究者部門“La Primavera”：　藤田宗純

（1）BCG併用により多発遠隔リンパ節転移が消退した悪性黒色腫の1例
（2）放射線治療後の局所再発に対する外科的治療で機能温存できた乳房外Paget病の2例
　この度、上記の2編の悪性腫瘍に関する論文を掲載していただくことができました。
　日本形成外科学会誌には、進行期悪性黒色腫にBCG投与を行い治療効果の得られた症例
で、Skin Cancerには、乳房外Paget病に放射線治療を行った症例についての論文です。い
ずれの症例とも市立札幌病院で経験させていただきました。このような論文の形にまとめ
ることができましたのも諸先輩方のご指導のおかげです。心より御礼を申し上げるととも
に、その内容について発表させていただきます。

「遊離広背筋移植を中心とした顔面神経麻痺の治療」
　獨協医科大学 形成外科　朝戸裕貴　教授

　陳旧性顔面神経麻痺に対する再建手術として、われわれは以前より神経血管柄
付き遊離広背筋移植を中心とした治療を行ってきた。広背筋の支配神経は対側の
顔面神経頬枝と縫合し、栄養血管は同側の顔面動静脈と吻合するこの術式は、現
在最も自然な「笑い」の表情を獲得できる方法であるといえる。この方法に加え
て眉毛挙上術や側頭筋移行術などを中心とする眉毛・眼瞼周囲部の形成術を組み
合わせた手術治療に関して、術式の変遷についての考察を交え、現在の当科にお
ける治療の概略を紹介する。
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臨床研究者部門：　皆川知広

「2011掲載論文のざっくり解説＆深読み」
　 こんにちは．まず本賞の選考委員の先生方ならびに共同執筆者となっていただいた諸兄
に感謝申し上げます．
　 2011年に掲載された学術論文は；（1）Webster法変法による下口唇癌切除後非対称性
全層欠損の再建手術－有棘細胞癌2例の治療経験－，（2）Esthetic and safe lower lip 
reconstruction of an asymmetric defect due to cancer resection: A modified Webster 
method combined with a nasolabial flap，（3）フッ化水素酸による母指化学損傷の治
療経験：緊急的皮下ポケットの適応と有用性，（4）Spindle cell hemangioendothelioma 
of the temporal muscle resected with zygomatic osteotomy: A case report of an 
unusual intramuscular lesion mimicking sarcoma，（5）Advanced epithelioid 
malignant peripheral nerve sheath tumor showing complete response to combined 
surgery and chemotherapy: A case report，（6）Moving window法による臍突出・腹
壁弛緩一期的形成術，そして（7）Correction of an anophthalmic enophthalmos with a 
three-staged procedure: Two case reports，以上和文3編，英文4編でありました．本講
演では，各論文の概略を示すとともに，各症例の治療に至る背景や発想法などについて若
干でも触れられれば，と考えております．


