
社団法人日本形成外科学会平成１３年度事業報告 
 
Ⅰ 会 員 の 異 動 状 況 
     

 平成１４年２月現在 平成１３年２月現在 増  減 

 名 誉 会 員 38 名（含国外 14） 39 名（含国外 14） －  １ 

 正 会 員          ３，９０１名   ３，７８７名 ＋１１４ 

 外 国 会 員      ２１名      ２４名 －  ３ 

 賛 助 会 員      ３３社      ３５社 －  ２ 

  入  会   正２２２名   

  退  会   正１０８名 （含除名２１名）  

 
   物 故 会 員（50 音順）-敬称略- 

   
あかぎ えいこ

赤木 瑩子、
いとう えいじ

伊藤 盈爾、
いとう ひさお

伊藤 寿男、
いまい  すすむ

今井  進、
えのもと げんじ

榎本 玄治、
おおや ひでじろう

大矢英次郎、 

   
かじやま けんぞう

梶山 研三、
きたじま かずとも

北嶋 和智、
こいずみ  いたる

小泉  格、
さとう   こう

佐藤  恒、
さとう  たけし

佐藤  武、
たかい しげはる

高井 重治、 

   
なわて  きよし

畷  稀吉                        （以上１３名） 

  
Ⅱ 会 議 に 関 す る 事 項 
 １．理 事 会        
 
  平成１３年度 第１回 平成１３年 ４月１２日（木）大阪国際会議場 10 階 102 号 
    議 事 （１）理事長の選出 
 
  平成１３年度 第２回 平成１３年  ４月１３日（金）大阪国際会議場 10 階 102 号 
    議 事 （１） 常任理事の指名 
        （２） 専門医認定委員の推薦 
        （３） 各種委員会の委員長および担当理事の推薦 
        （４） 認定施設認定委員の推薦 
        （５） 学術集会委員会の件 
        （６） 委員会委員選出の件 
        （７） 次回理事会日程の件 



  平成１３年度第３回 平成１３年 ７月１０日（火）ホテル国際観光３階『芙蓉の間』 
    議 事 （１） 前回議事録・議事要録確認の件 
        （２） 第１０回基礎学術集会の件 
        （３） 第４５回総会・学術集会の件 
        （４） 役割分担と各種委員会委員の調整 
        （５） 平成１３年度各種委員会活動方針並びに予算案の件 
        （６） 各種委員会報告 
        （７） 会費滞納者除名の件 
        （８） 新入会員・退会会員の件 
        （９） 契約書に関する件 
       （１０） その他 
 
  平成１３年度第４回 平成１３年１０月１７日（水）ホテル日航東京１階 
                                 『ジュピター』 
    議 事 （１） 前回議事録・議事要録確認の件 
        （２） 第１０回基礎学術集会の件 
        （３） 第４５回総会・学術集会の件 
        （４） 第１１回基礎学術集会の件 
        （５） 第４４回総会・学術集会の件 
        （６） 平成１３年度会計中間報告の件 
        （７） 各種委員会報告の件 
        （８） 医師国家試験試験委員参入に関する件 
        （９） 医用材料・器機検討委員会（仮称）設置に関する件 
       （１０） 新入会員・退会会員の件 
       （１１） その他 
 
  平成１３年度第５回 平成１４年 ２月 ４日（月）ホテル国際観光３階 『梅の間』 
    議 事 （１） 前回議事録・議事要録確認の件 
        （２） 第１０回基礎学術集会報告の件 
        （３） 第４５回総会・学術集会の件 
        （４） 第１１回基礎学術集会の件 
        （５） 平成１３年度会計見込決算並びに平成１４年度予算大綱の件 
        （６） 各種委員会報告の件 
        （７） 名誉会員および外国会員推戴の件 
        （８） 会費滞納除名者に関する件 
        （９） 評議員選挙管理委員会設置に関する件 
       （１０） 新入会・退会会員の件 
       （１１） その他 



 
  平成１３年度第６回 平成１４年 ４月１６日（火）長崎プリンスホテル３階 
                               『ゴールドルーム』 
    議 事 （１） 前回議事録・議事要録確認の件 
        （２） 第４５回総会・学術集会の件 
        （３） 第４６回総会・学術集会の件 
        （４） 第１１回基礎学術集会の件 
        （５） 第１２回基礎学術集会の件 
        （６） 平成１３年度決算報告並びに平成１４年度予算案の件 
        （７） 名誉会員および外国会員推戴の件 
        （８） 平成１３年度各種委員会報告の件 
        （９） 日韓形成外科学会の件 
       （１０） 日中形成外科学会の件 
       （１１） 会費滞納者除名の件 
       （１２） 評議員選挙管理委員会委員選出の件 
       （１３） 新入会員・退会会員の件 
       （１４） その他 
 ２．評 議 員 会 
 
    平成１３年度定例評議員会 平成１３年４月１０日（木）大阪国際会議場１２階 
                                 『特別会議室』 
    議 事 （１） 平成１２年度年次報告の件 
        （２） 平成１２年度収支決算書の件 
        （３） 平成１３年度事業報告の件 
        （４） 平成１３年度収支予算の件 
        （５） 定款改定に関する件 
        （６） 名誉会員および外国会員推挙の件 
        （７） 第４４回通常総会・学術集会の件 
        （８） 第４５回（次期）通常総会・学術集会の件 
        （９） 第４６回（次次期）会長候補者選任の件 
       （１０） 第１０回基礎学術集会の件 
       （１１） 第１１回（次期）基礎学術集会の件 
       （１２） 第１２回（次次期）基礎学術集会会長候補者選任の件 
       （１３） 次期役員（理事・監事）候補者選出の件 
       （１４） 次期認定医認定委員選出の件 
       （１５） 日韓形成外科学会の件 
       （１６） 日中形成外科学会の件 
       （１７） 会費滞納者除名の件 
       （１８） 評議員提出議題の件 
       （１９） その他 



 ３．総 会        
 
    平成１３年度通常総会 平成１３年 ４月１２日（木）大阪国際会議場１０階 
                                 『第 1 会場』 
    議 事 （１） 平成１２年度年次報告の件 
        （２） 平成１２年度収支決算書の件 
        （３） 平成１３年度事業報告の件 
        （４） 平成１３年度収支予算の件 
        （５） 定款改定に関する件 
        （６） 名誉会員および外国会員推挙の件 
        （７） 第４４回通常総会・学術集会の件 
        （８） 第４５回（次期）通常総会・学術集会の件 
        （９） 第４６回（次次期）会長候補者承認の件 
       （１０） 第１０回基礎学術集会の件 
       （１１） 第１１回（次期）基礎学術集会の件 
       （１２） 第１２回（次次期）基礎学術集会会長候補者承認の件 
       （１３） 次期役員（理事・監事）候補者選任の件 
       （１４） 次期認定医認定委員承認の件 
       （１５） 日韓形成外科学会の件 
       （１６） 日中形成外科学会の件 
       （１７） 会費滞納者上命の件 
       （１８） 評議員提出議題の件 
       （１９） その他 
 
Ⅲ 事 業 報 告 
 
 （１）第４４回日本形成外科学会学術集会 
    会 期：平成１３年４月１１日（水）、１２（木）、１３（金） 
    会 場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） （大阪市） 
    会 長：小川  豊関西医科大学形成外科教授 
    下記の招待講演、特別講演、シンポジウム、研究発表が行われた。 
 
  【外国人招待講演Ⅰ】 第１日 ４月１１日（水） 司会  東邦大学 形成外科 
                                  丸山  優 
   『Orthoplastic Extremity Reconstruction』 
              Duke University Medical Center, Durham,NC.,USA 
                                                                L.Scott Levin, M.D. 
 
  【外国人招待講演Ⅱ】 第 1 日 ４月１１日（水）司会 東京医科歯科大学 形成外科 
                                    秦  維郎 
   『Advances in Skeletal Reconstruction using Bone Morphogenetic Proteins』 
        Bone Transplantation Research Group, Department of Surgery,  
                           Universities of Tampere and Oulu, Finland 
                                                   Prof. Sam Lindholm, M.D., Ph.D. 



  【外国人招待講演Ⅲ】 第２日 ４月１２日（木） 司会  東海大学 形成外科 
                                   谷野 隆三郎 
   『Cutaneous Laser Resurfacing :State of the Art』 
        Dept.of Dermatology and Pediatrics, 
         Georgetown University Medical Center, Washington, D.C. USA 
                                                              Tina S. Alster, M.D. 
 
  【外国人招待講演Ⅳ】 第２日 ４月１２日（木） 司会   近畿大学 形成外科 
                                   上石   弘 
   『Human Hand Transplantation』 
       Transplantation Unit, Edouard Herriot Hospital, Lyon, France 
                                                  Prof.Jean-Michel Dubernard, M.D. 
 
  【特 別 講 演 Ⅰ        】 第１日 ４月１１日（水） 司会  長崎大学 形成外科 
                                   藤井   徹 
   『 人の顔の変遷と未来人の顔 』 
                   国立科学博物館 人類研究部  馬場 悠男 
 
  【特 別 講 演 Ⅱ        】 第２日 ４月１２日（木） 司会  東京大学 形成外科 
                                   波利井 清紀 
   『 未分化細胞からの臓器創造 』 
              東京大学大学院 総合文化研究科生命系  浅島  誠 
 
  【シンポジウムⅠ        】 第１日 ４月１１日（水） 司会   杏林大学 形成外科 
   『QOL を考えた眼の形成外科』                  藤井  徹 
                               神戸大学 形成外科 
                                   田原 真也 
   １）陳旧性眼球陥凹の治療－expander による眼球内容増大術 自治医大・形成 菅原康志 
   ２）眼瞼・眼窩（義眼床）再建への新しい工夫    東京女子医大・形成 佐々木健司 
   ３）幼児期の眼球悪性腫瘍の術後変形の再建     冨士森形成外科医院 冨士森良輔 
   ４）眼瞼眼窩形成手術と QOL    聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大横浜市西部病院・形成 酒井成身 
   ５）可動性義眼台手術         埼玉医科大総合医療ｾﾝﾀｰ・眼科 河井克仁 
   ６）QOL を考えた眼窩再建－とくに有血行硬組織弁による眼窩再建について 
                           市立岸和田市民病院・形成 久徳茂雄 
 
  【シンポジウムⅡ        】 第１日 ４月１１日（水） 司会 名古屋大学 形成外科 
   『切断指肢再接着術の機能的予後』                鳥居 修平 
                              新潟大学 形成外科 
                                   柴田  実 
   １）切断指再接着術後の知覚回復に及ぼす諸因子の影響について 近畿大・形成 宮里 裕 
   ２）小児切断指再接着症例における機能的予後と骨成長について  
                               東京女子医大・形成 菊池雄二 
   ３）指・肢切断再接着術の機能予後向上に対する種々の治療戦略 
                               奈良県立医大･ 救急 稲田有史 
   ４）上肢完全切断（major amputation）再接着術の機能的予後について 
                              大津赤十字病院・形成 石川浩三 
   ５）切断指肢再接着後の機能的予後               貝山中央病院 牧野睦生 
   特別発言 Alternatives to Digital Replantation 
                 Duke University Medical Center, Durham,NC.,USA  L.Scott Levin, M.D. 



 
  【シンポジウムⅢ        】 第２日 ４月１２日（木）司会 東京女子医科大学 形成外科 
   『２１世紀の形成外科の方向と役割』               野﨑 幹弘 
                              北海道大学 形成外科 
                                   杉原 平樹 
   １）２１世紀の形成外科－科学と哲学の対立そして欲望と倫理の対決－ 
                                 日本医大・形成 青木 律 
   ２）形成外科の方向と役割についての一提言－さらなる発展のために－ 
                                   東京大・形成 朝戸裕貴 
   ３）ネットワーク技術が形成外科にもたらすもの         慶應大・形成 小林正弘 
   ４）人体のナビゲーションに基づく診断・治療  
                   名古屋大学大学院工学研究所・情報工学 鳥脇純一郎 
 
  【シンポジウムⅣ        】 第３日 ４月１３日（金）司会 埼玉医大総合医療ｾﾝﾀｰ 形成 
   『トランスジェンダーの現状と将来』               原科 孝雄 
                               岡山大学 形成外科 
                                   光嶋  勲 
   １）トランスジェンダリズムと「性の権利」   ノートルダム清心女子大学 東 優子 
   ２）外科的治療を受けた性同一性障害例の経過について 
                        埼玉医大総合医療ｾﾝﾀｰ・神経精神 深津 亮 
   ３）性同一性障害の外科的治療     埼玉医大総合医療ｾﾝﾀｰ・形成外科 井上義治 
   ４）当院における GID 外来の現状と問題点          近畿大・形成 真鍋幸嗣 
   ５）GID の支援ネットワーク～岡山大学における診療の現状および診療体制～ 
                                   岡山大学・形成 高橋義雄 
 
 （２）第１０回日本形成外科学会基礎学術集会 
    会 期：平成１３年１０月１８日（木）、１９（金） 
    会 場：ホテル日航東京 （東京） 
    会 長：丸山  優東邦大学医学部形成外科教授 
    下記の招待講演、特別講演、シンポジウムの他、研究発表が行われた。 
 
  【招 待 講 演        】 第１日 １０月１８日（木） 司会 北海道大学 形成外科 
                                   杉原 平樹 
   『Plastic Surgery Research in the United States』 
                         University of Pittsburgh, USA 
                                                    Prof.Ernest Manders, M.D. 
   
  【特 別 講 演 Ⅰ        】 第１日 １０月１８日（木）  司会 東京大学 形成外科 
   『一人のがんの基礎研究者の形成医学への期待』         波利井 清紀 
                     国立がんセンター名誉総長 杉村  隆 
 
  【特 別 講 演 Ⅱ        】 第２日 １０月１９日（金）司会 東京女子医大学 形成外科 
   『New therapies in wound healing with an appreciation            野崎 幹弘 
             of research and clinical experience from the past』 
       Wound Healing Institute, Oxford University , UK 
                                                          Prof.George W. Cherry, M.D. 



  【シンポジウムⅠ        】 第１日 １０月１８日（木） 司会 関西医大 形成外科 
   『ケロイド・肥厚性瘢痕研究の最前線』              小川  豊 
                         東京慈恵会医科大学 形成外科 
                                   栗原 邦弘 
   １）ケロイド由来線維芽細胞のアポトーシス耐性および TGF－β１の関与    
                                 北海道大・形成 舟山恵美 
   ２）ケロイドにおけるアポトーシス発現とカスパーゼ３の関与  東邦大・形成 岡田恵美 
   ３）ヒト正常皮膚、肥厚性瘢痕およびケロイドにおける Galection－９発現 
                                 香川医大・形成 佐藤美樹 
   ４）ケロイド由来培養線維芽細胞における VEGF の産生亢進と TGF－β１による制御 
                         天理よろず相談所病院・形成 藤原雅雄 
   ５）ケロイド・肥厚性瘢痕は本当に虚血状態にあるのか？   大阪医大・形成 上田晃一 
 
  【シンポジウムⅡ        】 第２日 １０月１９日（金） 司会  徳島大 形成外科 
   『新世紀の形成外科基礎研究の動向』               中西 秀樹 
                               岡山大 形成外科 
                                   光嶋  勲 
   １）再生医療をめざした増殖因子の精製、遺伝子組み換えと遺伝子導入 
                                 関西医大・形成 楠本健司 
   ２）皮弁血管解剖研究の動向               慶應大・解剖 今西宣晶 
   ３）新世紀の硬組織に関する基礎的研究の動向      東京大・口腔外科 高戸 毅 
   ４）皮膚創傷治癒基礎研究の現状と動向       聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大・形成 熊谷憲夫 
   ５）Recent Advances in Tissue Engineering of the 21ST Century in Korea 
                           Seoul National University, Korea  Prof.. Chul Gyoo Park,M.D.,PhD. 
 
 （３）日本形成外科学会誌を編集・発行した。 
   第２１巻 ２号   平成１３年 ２月     ７６頁    ３，９５０部 
   第２１巻 ３号   平成１３年 ３月     ６６頁    ３，９５０部 
   第２１巻 ４号   平成１３年 ４月     ４８頁    ３，９５０部 
   第２１巻 ５号   平成１３年 ５月     ６３頁    ３，９５０部 
   第２１巻 ６号   平成１３年 ６月     ７１頁    ３，９５０部 
   第２１巻 ７号   平成１３年 ７月     ６０頁    ３，９５０部 
   第２１巻 ８号   平成１３年 ８月     ５５頁    ４，０５０部 
   第２１巻 ９号   平成１３年 ９月     ５４頁    ４，０５０部 
   第２１巻１０号   平成１３年１０月     ４８頁    ４，０５０部 
   第２１巻１１号   平成１３年１１月     ５３頁    ４，０５０部 
   第２１巻１２号   平成１３年１２月     ８３頁    ４，０５０部 
   第２２巻 １号   平成１４年 １月     ８６頁    ４，０５０部 
 
 （４）Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery を発行した。 

   第３５巻 １号   平成１３年 ６月    １１２頁    ３，８５０部 
   第３５巻 ２号   平成１３年 ７月    １１２頁    ３，８５０部 
   第３５巻 ３号   平成１３年１１月    １１２頁    ３，９５０部 
   第３５巻 ４号   平成１３年 ２月    １１２頁    ３，９５０部 



 （５）学術研修会（春）およびインストラクショナル・コース（秋）を下記の通り開催した。 
  １） 学術研修会（春） 
    日 時； 平成１３年 ４月１３日（金）午後１時３０分 ～ 午後４時５０分 
    会 場； 大阪国際会議場  『第１会場』 
    テーマ； Craniofacial surgery－最近の動向－          講 師 
        １） 分類と基礎知識          帝京大・形成 平林慎一 
        ２） 治療の変遷            慶應大・形成 中嶋英雄 
        ３） 骨延長－概説－          東京大・口腔 高戸 毅 
        ４） 骨延長 
          （１）頭蓋骨     大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ・形成 今井啓介 
          （２）中顔面         東京警察病院・形成 秋月種髙 
          （３）片側小顔面症     藤田保健衛生大・形成 奥本隆行 
 
  ２）インストラクショナル・コース（秋） 
    日 時； 平成１３年１０月１７日（水）午後１時３０分 ～ 午後５時 
    会 場； ホテル日航東京  『第 1 会場』 
    テーマ；Ａ．形成外科医に有用な器官形成外科学          講 師 
         １）培養皮膚          聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大・形成 熊谷憲夫 
         ２）骨・軟骨形成            近畿大・形成 磯貝典孝 
         ３）神経形成              京都大・形成 鈴木義久 
         ４）幹細胞と血管新生   熊本大発生医学研究センター 須田年生 
        Ｂ．特許のすすめ        慶應大知的資産センター 清水啓助 
 
 （６）日本形成外科学会専門医の審査を専門医認定委員会において行った。 
   平成１３年度認定医合格者氏名（受付順敬称略） 
   林  正康  富樫 真二  堤  清明  元村 尚嗣  林 いづみ 
   齋藤康太郎  渡部 功一  坂本 泰輔  夏目 恵治  本多 孝之 
   横山 明子  川添  剛  森戸 浩明  吉村  圭  野澤 竜太 
   中山  敏  田崎  公  高木 誠司  小泉 正樹  福田 健児 
   福田  智  酒井  規  鵜飼  潤  中井 國博  松尾 由紀 
   都甲 武史  篠山 美香  伊東 信久  今井 香織  宮崎 典幸 
   毛利 麻里  瀨渡 洋道  武田  睦  松尾 光一  浅谷 倫代 
   中村  健  森田 昌宏  巣瀬 忠之  藤山 幸治  桑原 理充 
   福田理絵子  山口 素子  島田 茂孝  大久保 麗  高山 敦子 
   勝又 純俊  加地 展之  渡部 慎司  岩切  致  三浦 洋靖 
   井上  淳  大野 正浩  伊藤 文人  北山 稔大  輪湖 雅彦 
   田中 早苗  菱沼 茂之         以上５７名（応募者６４名） 



 （７）日本形成外科学会認定施設の審査を認定施設認定委員会において行った。 
     平成１３年度新認定施設名 
     【地 区】     【施 設 名】           【登録番号】 
     北 海 道       手稲渓仁会病院 形成外科         ０２－１１４Ａ 
            苫小牧日翔病院 形成外科         ０２－１１５Ａ 
     東   北  会津中央病院 形成外科          ０２－２２０Ａ 
     関 東       町田市民病院 形成外科          ０２－３８８Ａ 
     関 西       彦根中央病院 形成外科          ０２－６４８Ａ 
            武田総合病院 形成外科          ０２－６４９Ａ 
            近畿大学医学部奈良病院 形成外科     ０２－６５０Ａ 
            北野病院 形成外科            ０２－６５１Ａ 
     中国・四国  岡山大学 医学部 形成外科        ０２－７２９Ａ 
     九   州  福岡済生会福岡総合病院 形成外科     ０２－８４３Ａ 
 

（８）日本形成外科学会専門医更新を専門医生涯教育委員会において行った。 
  Ａ）平成１３年度認定医更新者氏名（順不同敬称略） 

    
   上村 哲司  矢部 哲司  渡部 隆博  右田 博文  淺田 裕司 
   木村 直弘  柴田 裕達  宮田 信之  河合 勝也  清澤 智晴 
   内田  玲  茂原  健  青木  律  三橋  清  関堂  充 
   薗  雅弘  内藤  浩  近藤 昭二  亀渕 克彦  後藤 孝浩 
   鴫原  康  桑原 広昌  村石世志野  橋本 一郎  木下 賀雄 
   奥本 隆行  松本 和也  原田 浩史  白石 直人  佐々木奈穂 
   岡本 泰岳  李   節  赤田 美和  八巻  隆  夏井 裕明 
   倉方  優  市岡  滋  四ッ柳高敏  村井 繁廣  徳重 広幸 
   箱崎 美香  西山 智広  新井 眞樹  渡邊 彰二  辻野 一郎 
   副島 一孝  柏  英雄  伊藤  理  岩田 徹也  山崎民千明 
   松浦 英一  上野 輝夫  平敷 貴也  谷口和佳枝  島津 保生 
   利根川 均  権太 浩一  杉本  一  澤泉 雅之  中川 宏治 
   平  広之  佐々木恵一  畠  克彦  宇津木龍一 
    
                        以上６４名（申請者６４名） 
 
   Ｂ）日本形成外科学会認定医生涯教育制度細則第１１条並びに認定医制度細則 
     第２９条第４項により認定医資格を取り消される者 （順不同敬称略） 
   村永 卓生  林  鐘学  鳴海 英治  以上３名 


