
社団法人日本形成外科学会平成１６年度事業報告 
 
Ⅰ 会 員 の 異 動 状 況 

 平成１７年２月現在 平成１６年２月現在 増  減 

 名 誉 会 員 ４１名（含国外１６） ３９名（含国外１４） ＋  ２ 

 特 別 会 員       ０名 １名 －  １ 

 正 会 員          ４，０７７名    ４，０８７名 － １０ 

 外 国 会 員      ２５名       ２３名 ＋  ２ 

 賛 助 会 員      ２９社       ２８社 ＋  １ 

  入  会   正１４１名   

  退  会   正１４９名 （含除名６８名）  
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Ⅱ 会 議 に 関 す る 事 項 
 １．理 事 会        
  平成１６年度第１回 平成１６年７月３０日（金）  東京ステーションホテル『桜』 
    議 事 （１） 前回議事録・議事要録確認の件 
        （２） 第１３回基礎学術集会の件 
        （３） 第４８回総会・学術集会の件 
        （４） 第１４回基礎学術集会の件 
        （５） 第４７回学術集会の件 
        （６） 平成１６年度各種委員会活動方針並びに予算案の件 
        （７） 各種委員会報告の件 
        （８） 会費滞納者除名に関する件 
        （９） 新入会員・退会会員の件 
       （１０） その他 
 
  平成１６年度第１回臨時理事会 平成１６年 8 月１４日（土） 

東京慈恵会医科大学 中央棟８階会議室 
    議 事 （１） 学会事務センター破産に伴う対応と対策 



 
   
 

平成１６年度第２回臨時理事会 平成１６年９月８日（水） 
東京慈恵会医科大学 中央棟８階会議室 

    議 事 （１） 前回臨時理事会議事録案について 
（２） 日本学会事務センターの件 
（３） 日本形成外科学会事務所の件 
（４） ｢共同声明・基本領域学会による連絡会議｣ 
（５） その他 

 
  平成１６年度第２回 平成１６年１０月２０日（水）ヒルトン東京ベイ『翡翠』 
    議 事 （１） 前回議事録・議事要録確認の件 
        （２） 第１３回基礎学術集会の件 
        （３） 第４８回総会・学術集会報告の件 
        （４） 第１４回基礎学術集会の件 
        （５） 平成１６年度会計中間報告の件 
        （６） 各種委員会報告の件 
        （７） 新入会員・退会会員の件 
        （８） その他 
 
  平成１６年度第３回 平成１７年２月１８日（金）東京ステーションホテル『桜』 
    議 事 （１） 前回議事録・議事要録確認の件 
        （２） 第１３回基礎学術集会の件 
        （３） 第４８回総会・学術集会報告の件 
        （４） 第１４回基礎学術集会の件 
        （５） 第４９回総会・学術集会の件 
        （６） 評議員選挙管理委員会結果報告の件 
        （７） 平成１６年度収支見込決算ならびに平成１７年度予算大網の件 
        （８） 各種委員会報告の件 
        （９） 名誉会員等推戴に関する件 

（１０） 会費滞納者除名に関する件 
（１１） 新入会員・退会会員の件 
（１２） その他 

   
平成１６年度第４回 平成１７年４月１２日（火） 

新高輪プリンスホテル国際館パミール『黄玉』 
    議 事 （１） 前回議事録・議事要録確認の件 
        （２） 第４８回総会・学術集会報告の件 
        （３） 第１４回基礎学術集会の件 
        （４） 第４９回総会・学術集会報告の件 
        （５） 第１５回基礎学術集会の件 
        （６） 平成１６年度収支見込決算ならびに平成１７年度予算大網の件 
        （７） 名誉会員等推戴の件 
        （８） 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） 会費滞納者除名に関する件 



（１２） 新入会員・退会会員の件 
（１３） 評議員提出議題の件 
（１４） その他 

 
２．評 議 員 会 
    平成１６年度定例評議員会 平成１６年４月６日（火）京王プラザホテル 『錦』 
    議 事 （１） 平成１５年度年次報告の件       
        （２） 平成１５年度収支決算の件 
        （３） 平成１６年度事業計画の件 
        （４） 平成１６年度収支予算の件 
        （５） 専門医制度他細則改定に関する件 
        （６） 名誉会員等推戴の件 
        （７） 第４７回通常総会・学術集会の件 
        （８） 第４８回（次期）通常総会・学術集会の件 
        （９） 第４９回（次次期）会長候補者選任の件 
       （１０） 第１３回基礎学術集会の件 
       （１１） 第１４回（次期）基礎学術集会の件 
       （１２） 第１５回（次次期）基礎学術集会会長候補者選任の件 
       （１３） 日韓形成外科学会の件 
       （１４） 日中形成外科学会の件 
       （１５） 会費滞納者除名の件 
       （１６） 評議員提出議題の件 
       （１７） その他 
 

平成１６年度臨時評議員会 平成１６年１０月２０日（水）ヒルトン東京ベイ 
    議 事 （１） 日本学会事務センターについて    『クリスタルＡ・Ｂ』 
        （２） 日本形成外科学会事務局について 
        （３） その他 
 
 ３．総 会        
    平成１６年度通常総会 平成１６年４月８日（木）京王プラザホテル 南館５階 
    議 事 （１） 平成１５年度年次報告の件      『エミネンスホール』 
        （２） 平成１５年度収支決算の件 
        （３） 平成１６年度事業計画の件 
        （４） 平成１６年度収支予算の件 
        （５） 専門医制度他細則改定に関する件 
        （６） 名誉会員等推戴の件 
        （７） 第４７回通常総会・学術集会の件 
        （８） 第４８回（次期）通常総会・学術集会の件 
        （９） 第４９回（次次期）会長候補者承認の件 
       （１０） 第１３回基礎学術集会の件 
       （１１） 第１４回（次期）基礎学術集会の件 
       （１２） 第１５回（次次期）基礎学術集会会長候補者承認の件 
       （１３） 日韓形成外科学会の件 
       （１４） 日中形成外科学会の件 
       （１５） 会費滞納者除名の件 
       （１６） 評議員提出議題の件 
       （１７） その他 



 
 
Ⅲ 事 業 報 告 
 （１）第４７回日本形成外科学会総会・学術集会 
    会 期：平成１６年４月７日（水）、８日（木）、９日(金) 
    会 場：京王プラザホテル（東京） 
    会 長：野﨑 幹弘 東京女子医科大学形成外科学教室教授 
    下記の特別講演、招請講演、招待講演、シンポジウム、研究発表、市民公開講座、

形成外科看護セミナーが行われた。 
   

【特別講演】   第 1 日  ４月 7 日（水）      
司会 川崎医科大学形成外科 森口 隆彦 

   『日本形成外科学会を振り返り、そしてこれからの課題』  
杏林大学形成外科    波利井清紀 

 
【招請講演】   第 2 日  ４月８日（木） 

司会 東京慈恵会医科大学形成外科 
 栗原 邦弘 

   『医療と報道』              ジャーナリスト     櫻井よしこ 
 

【招待講演－Ⅰ】 第 1 日  ４月７日（水） 
司会 杏林大学形成外科    波利井清紀 

『The Future of Plastic Surgery』 
Editor,Plastic and Reconstructive Surgery,MA,USA  

Robert M,Goldwyn,M.D. 
【招待講演－Ⅱ】 第 3 日  ４月 9 日（金） 

司会 東京医科歯科大学形成外科 
 秦  維郎 

『Trends in Reconstructive Surgery;Anatomical Research and Clinical  
Applications』 

Dept.of Surgery ,University of California,San Francisco,USA 
Stephen J.Mathes,M.D. 

【招待講演－Ⅲ】 第 3 日  ４月 9 日（金） 
司会 千葉大学形成外科   一瀬 正治 

『Flap Prefabrication and Prelamination :aPrelude to Tissue Engineering』 
Division of Plastic Surgery Brigham Women’s Hospital,MA,USA 

Julian J.Pribaz,M.D. 
【シンポジウム】  
第 1 日  ４月７日（水） 
『皮弁分類とその根拠－学会としての標準化に向けて－』 

司会 名古屋大学形成外科  鳥居 修平 
                      東邦大学形成外科   丸山  優 
 
１）2004 皮弁分類に関する私見        

昭和大学医学部形成外科  佐藤 兼重 
２）2004 皮弁分類に関する私見       

慶應義塾大学形成外科   中嶋 英雄 
３）2004 皮弁分類に関する私見        



岡山大学形成再建外科   光嶋  勲 
４）2004 皮弁分類－構成成分による分類－  

北海道大学形成外科    山本 有平 
５）2004 皮弁分類－血管茎による分類－    

杏林大学形成外科     多久嶋亮彦 
６）2004 皮弁分類－移動法による分類－    

東京女子医科大学形成外科 桜井 裕之 
  
第２日  ４月８日（木） 
『包括医療制度下におけるこれからの形成外科』      
                  司会 東海大学形成外科   谷野隆三郎 
                     北海道大学形成外科  杉原 平樹 

 
１）DPC にもとづく包括評価制度の導入１年を経て 

                    厚生労働省保険局医療課企画官 中村 健二 
   ２）私立大学における包括評価の現状と問題点 
                      順天堂大学形成外科    梁井  皎 
   ３）国立大学における包括評価の現状と問題点 
                      千葉大学形成外科     宇田川晃一 
   ４）形成外科における急性期入院医療の包括評価（社会保険委員長の立場から） 
                    国立成育医療センター形成外科 金子  剛 
   ５）The Current Status of Managed Care System of Health Care Delivery in  

America and Taiwan 
                  University of Texas Medical Branch,USA  Ted Huang 
 

特別発言                    日本形成外科学会・保険委員会顧問 中村 純次 
 

第３日 ４月９日（金）  
『長期成績からみた頭頸部再建術式の評価とアルゴリスム』  
                      

司会 埼玉医科大学形成外科 中塚 貴志 
                        日本大学形成外科   佐々木健司 
 

『本シンポジウムによせて』（ビデオ出演）          
司会 国立がんセンター東病院院長 

 海老原 敏 
〔口腔・中咽頭癌〕 
１）集学的治療における外科手術の現況 

                     四国がんセンター耳鼻咽喉科 西川 邦男 
   ２）当科における再建術式の評価とアルゴリスム 
        国立がんセンター東・中央病院形成再建外科・頭頸部外科 木股 敬裕 

３）当科における再建術式の評価とアルゴリスム                
久留米大学形成外科     清川 兼輔 

   〔下咽頭・食道癌〕 
１）集学的治療における外科手術の現況          

                     癌研究会付属病院頭頸科   川端 一嘉 
   ２）当科における再建術式の評価とアルゴリスム 
                     長崎大学形成外科      田中 克己 

３）当科における再建術式の評価とアルゴリスム                



東京大学形成外科      朝戸 裕貴 
 
  【パネルディスカッション】 
   第１日  4 月 7 日（水） 
   『21 世紀の女性医師像－キャリアと子育ての両立－』 
                     司会 藤田保健衛生大学形成外科 

吉村 陽子 
川崎医科大学形成外科 森口 隆彦 
 

１）私の勤務する大学における女性医師の現状 
関西医科大学形成外科 辻田（久徳）美樹 

２）仕事と子育てのバランスについて－キャリア･家庭･経済 3K の充実を目指す－ 

東京慈恵会医科大学形成外科 中村 晶子 

   ３）育児真っ最中の女性医師の現実と理想 

日本医科大学第二病院形成外科 土佐眞美子 

   ４）子連れ留学で感じたこと－日米の子育て環境の違い－ 

信州大学器官制御生理学 河合 佳子 

   ５）形成外科女性医師へのアンケート調査の分析 

藤田保健衛生大学形成外科 吉村 陽子 

   ６）形成外科施設庁へのアンケート調査の分析 

川崎医科大学形成外科   森口 隆彦 

 
第２日  ４月８日（木） 

   『International Panel Discussion “Current Topics on Oriental Aesthetic 
 Surgery”』 

The University of Texas Medical Branch, USA 
                                                   Ted Huang 

 
      １）The Contemporary Concepts of Aesthetic Surgery in Orientals 

The University of Texas Medical Branch, USA 
                                                                      Ted Huang 
      ２）Precision Blepharoplasty  

蘇春堂形成外科 野平久仁彦 
   ３）Blepharoplasty &Endoscopic Browlift：Indications 

Singapore General Hospital    Colin Song 
      ４）Facial Bone Contouring Surgery for Orientals 

東京警察病院形成外科 大森喜太郎 
   ５）Endoscopic Assisted Corrective Rhinoplasty for Broad Bony Vault 

Soon Chun Hyang University, Korea   
Soon Jae Yang 

      ６）Breast and Nipple Areola Complex Reconstructions  
Ankara University, Turkey   

Murat Emiroglu 
 

第３日  ４月９日（水） 
   『熱傷治療の新しい展開－全身管理と再生医療のインデグレーション』   

司会 金沢医科大学形成外科 川上 重彦 
東京医科大学形成外科 菅又  章 
 



１）形成外科医が熱傷治療にかかわることの意義について 
東京医科大学形成外科    松村  一 

   ２）超早期手術を含めた最新の熱傷治療の現況について 
東京女子医科大学形成外科  仲沢 弘明 

   ３）重症熱傷における自家複合型培養皮膚移植 
東海大学高度救命救急センター 猪口 貞樹 

   ４）無細胞真皮マトリックスの熱傷創閉鎖への臨床応用 
杏林大学形成外科       高見 佳宏 

   ５）初期救命治療終了から患者の社会復帰まで－形成外科医の役割－ 
日本医科大学形成外科     青木  律 
 

  【市民公開講座】 第２日  4 月 8 日（木） 
   『やさしく そして 美しく生きる』 
                      特別講演 聖路加国際病院 日野原重明 
 
  【形成外科看護セミナー】 第２日  4 月 8 日（木） 
   『形成外科看護のスペシャリティーを学ぶ』 
                     司会 横浜市立大学     安瀬 正紀 
                        日本看護協会     道又 元裕 
                     セミナー講演 北海道大学  大浦 武彦 
                     司会 長崎大学       藤井  徹 
 
 （２）第１３回日本形成外科学会基礎学術集会 
    会 期：平成１６年１０月２１日（木）、２２日（金） 
    会 場：ヒルトン東京ベイ（千葉） 
    会 長：梁井 皎 順天堂大学医学部形成外科教授 
    下記の特別講演、シンポジウムの他、研究発表が行われた。 
 
  【特別講演Ⅰ】  第１日 １０月２１日（木） 司会 東京女子医科大学形成外科 
                                   野﨑 幹弘 
   『ピーター流外国語習得術』 

数学者・大道芸人   ピーター・フランクル 
  【特別講演Ⅱ】  第２日 １０月２２日（金） 司会 杏林大学形成外科 
                                   波利井清紀 
   『移植拒絶と細胞障害機序』 

順天堂大学免疫学        奥村  康 
 

【シンポジウム】  
第１日 １０月２１日（木） 
『形成外科における疾患モデル＆実験モデル〔皮膚モデル〕』 

                 司会 川崎医科大学形成外科  森口 隆彦 
                       徳島大学形成外科    中西 秀樹 

 
   １）皮膚三次元培養モデルを用いた上皮・間葉相互作用の解明と治療への応用 

 東京大学形成外科 岡崎  睦 
   ２）肥厚性瘢痕動物モデルとしての Female Red Duroc Pig 

   東京医科大学形成外科 松村  一 
   ３）Scid mouse 背部皮膚への混合細胞移植モデルによる皮膚再生モデル 



     慶應義塾大学形成外科 貴志 和生 
 

   ４）毛周期異常による脱毛モデルである IFN－γノックアウトマウスの発毛誘導 
                   埼玉医科大学総合医療センター形成外科 

 岡田  雅 
   ５）浅腹壁動脈の外側枝を用いた Rat の側腹皮弁モデルと拡大皮弁モデル 

       久留米大学形成外科・顎顔面外科 井上要二郎 
   ６）ラットにおける４血管領域皮弁モデルの開発と血管付加実験 

   蔚山大学形成外科 張   学 
   ７）私たちが開発した皮弁虚血再潅流障害モデル－活性酸素による皮膚微小血管障 

害型血栓形成法  
       徳島大学形成外科 橋本 一郎 

   ８）虚血再潅流障害皮弁モデル 
昭和大学形成外科 土佐 泰祥 

 
『形成外科における疾患モデル＆実験モデル〔神経モデル〕』 

                 司会 新潟大学形成外科    柴田  実 
                       京都大学形成外科    鈴木 義久 

 
   １）マウス全胚培養系を用いた中枢神経系先天異常モデルの作成とその解析 

 東京大学形成外科 長瀬  敬 
   ２）脳脊髄液経路を利用した新景幹細胞移植による引き抜き損傷（硬膜内）の治療

法の開発 
   京都大学形成外科 太田 正佳 

   ３）ラット腕神経叢モデルを用いた Adenovirus vector による神経、再生経路の検 
     討 

     新潟大学医歯学総合病院形成外科 鈴木  肇 
   ４）端側縫合を用いた神経移植法－ラット坐骨神経モデルを用いた研究－ 

  大阪大学形成外科 松田  健 
   ５）端側神経縫合における神経再生の検討を行ったラットモデルの背景について 

       順天堂大学医学部付属順天堂伊豆長岡病院 林  礼人 
 

第２日 １０月２２日（金） 
『再生医療の up-to-date』 

                 司会 名古屋大学形成外科   鳥居 修平 
                       聖マリアンナ医科大学形成外科  
                                   熊谷 憲夫 

 
   １）耳介の Tissue engineering－ヒト鼻中隔軟骨細胞を用いた基礎的実験－ 

 近畿大学形成外科 小野由美子 
   ２）三次元再生軟骨－臨床応用への戦略－ 

   国立病院機構災害医療センター形成外科 寺田 伸一 
   ３）培養毛包上皮幹細胞による毛の再生 

     聖マリアンナ医科大学形成外科 大島 秀男 
   ４）われわれの開発した培養複合皮膚と培養複合口腔粘膜 

  神戸大学医学部形成外科 寺師 浩人 
   ５）幹細胞を用いた再生医療：体細胞の幹細胞化をめざして 

       東京大学形成外科 権太 浩一 



   ６）脂肪組織由来幹細胞を用いた再生医療の up-to-date 
       日本医科大学形成外科 水野 博司 

   ７）ヒト間葉系幹細胞の遊走能について 
       長崎大学形成外科 秋田 定伯 

   ８）骨髄由来間葉系幹細胞がブタ皮膚創傷治癒に与える影響 
国立病院機構東京医療センター形成外科 佐藤 博子 

   ９）当施設における再生医療に向けた研究戦略 
東京大学形成外科 吉村浩太郎 

 
【主題演題Ⅰ】  第１日 １０月２１日（木） 

座長 札幌医科大学皮膚科 小野 一郎 
 

『皮膚モデル１』 

   １）有限要素法による皮膚のコンピュータシュミレーションモデル 
 日本医科大学付属千葉北総病院形成外科 秋元 正宇 

   ２）感染症皮膚潰瘍モデルの開発 
   帝京大学形成外科 館  正弘 

   ３）創傷モデル（HR-1 型ヘアレスマウス）を用いた褥瘡治療：ラップ療法の全層皮 
膚欠損創に対する効果 

  医療法人福友会八田なみき病院 大西 山大 
   ４）感染創モデルと創傷治癒 

  福岡大学病院形成外科 原賀 勇壮 
   ５）ラット皮膚創傷治癒・アポトーシス阻害因子投与による瘢痕形成モデル 

東京慈恵会医科大学形成外科 中村 晶子 
 

【主題演題Ⅱ】  第１日 １０月２１日（木） 
座長 福岡大学形成外科  大慈弥裕之 
 

『皮膚モデル２』 

   １）上皮化の際、毛包由来角化細胞は、いつ、表皮角化細胞へ転換するのか。 
 神戸大学形成外科 寺師 浩人 

   ２）皮膚欠損創治癒過程における間質再構築観察のための実験モデルとその成果 
   防衛医科大学校形成外科 山本 直人 

   ３）創傷治癒研究のための皮膚欠損モデルの開発とその手法による研究成果 
     札幌医科大学皮膚科 小野 一郎 

   ４）微小血管吻合術を用いたラット睾丸移植モデル 
  岡山大学形成再建外科 山下 修二 

   ５）マウス下肢虚血モデルを用いたプロスタグランジンＥ1 製剤の血管新生作用に 
関する検討 

       福岡大学病院形成外科 松井 雪子 
 

【主題演題Ⅲ】  第２日 １０月２２日（金） 
座長 近畿大学形成外科  磯貝 典孝 
 

『再生医療１』 

   １）同種および自家培養真皮のバンキングシステム（厚生労働科学再生医療ミレニ

アムプロジェクト） 
北里大学医療衛生学部人工皮膚研究開発センター 黒柳 能光 

 



 
 

   ２）新鮮自家骨髄移植による Wound Bed Regeneration 
            －難治性潰瘍と骨髄移植後の wound bed で何が変わったのか－ 

   福井大学皮膚科形成外科診療班 小浦場祥夫 
   ３）脂肪吸引廃液（Liposuction Aspirate Fluid）からの幹細胞の採取および 
     characterization 

     東京大学形成外科 松本 大輔 
   ４）幹細胞採取源としての胎盤・臍帯組織の利用～血管再生治療への応用 

  東京大学形成外科 高木 康行 
 

【主題演題Ⅳ】  第２日 １０月２２日（金） 
座長 東京慈恵会医科大学形成外科 

栗原 邦弘 
 

『再生医療２』 

   １）眼窩底における P(CL/LA)シートを用いた骨再生の検討 
近畿大学形成外科 草田 朗子 

   ２）培養ヒト耳介軟骨を用いた再生医療 
   矢永クリニック・皮膚再生研究所 矢永 博子 

   ３）血管柄付き骨膜と多孔性ハイドロキシアパタイトによる骨形成に関する組織

学的検討 
     東邦大学形成外科 平田 晶子 

   ４）多孔体 hydroxyapatite ceramic 内への骨形成動態に関する研究 
      －骨形成動態把握の手法としての micro CT の意義－ 

  札幌医科大学皮膚科 小野 一郎 
 
 （３）日本形成外科学会誌を編集・発行した。 
   第２４巻 ２号   平成１６年 ２月     ９０頁    ４，１５０部 
   第２４巻 ３号   平成１６年 ３月     ５７頁    ４，１５０部 
   第２４巻 ４号   平成１６年 ４月     ５９頁    ４，１５０部 
   第２４巻 ５号   平成１６年 ５月     ６４頁    ４，１５０部 
   第２４巻 ６号   平成１６年 ６月     ５７頁    ４，１５０部 
   第２４巻 ７号   平成１６年 ７月     ７９頁    ４，１５０部 
   第２４巻 ８号   平成１６年 ８月     ５７頁    ４，１５０部 
   第２４巻 ９号   平成１６年 ９月     ８４頁    ４，１５０部 
   第２４巻１０号   平成１６年１０月     ６３頁    ４，１５０部 
   第２４巻１１号   平成１６年１１月     ６４頁    ４，１５０部 
   第２４巻１２号   平成１６年１２月     ８１頁    ４，１５０部 
   第２５巻 １号   平成１７年 １月     ８７頁    ４，１５０部 
 
 （４）Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery 

and Hand Surgery を発行した。 
   第３８巻 １号   平成１６年 ４月     ６４頁    ４，０００部 
   第３８巻 ２号   平成１６年 ５月     ６４頁    ４，０００部 
   第３８巻 ３号   平成１６年 ７月     ６４頁    ４，０００部 
   第３８巻 ４号   平成１６年１１月     ６４頁    ４，０００部 
   第３８巻 ５号   平成１６年１２月     ６４頁    ４，０００部 



   第３８巻 ６号   平成１７年 ２月     ６４頁    ４，０００部 
 
 （５）学術研修会およびインストラクショナル・コースを下記の通り開催

した。 
  １）学術研修会 
    日 時；平成１６年４月６日（火）午後１２時３０分 ～午後４時００分  

    会 場；京王プラザホテル『エミネンスホール』 

    テーマ；基礎研究を始める際に知っておきたい新技術 

     
題目および講師 

１）核酸・蛋白解析の基礎 

慶應義塾大学医学部病理学 池田 栄二 

       ２）組織培養法：形成外科の立場から(患者組織からの細胞採取法と培養法) 

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学形成外科 井上  肇 

       ３）組織培養法：培養細胞株の培養と初代組織培養の基礎 

 東北大学加齢医学研究所・免疫遺伝子制御 渡邊 利雄 

４）遺伝子解析の実際 

清瀬小児病院新生児科 吉橋 博史 

５）遺伝子導入のノウハウ 

慶應義塾大学医学部坂口光洋記念講座発生・分化生物学 

 浜口  功 

 
  ２）インストラクショナル・コース 
    日 時；平成１６年１０月２０日（水）午後１時００分 ～ 午後４時００分 

    会 場；ヒルトン東京ベイ『クリスタルＡ・Ｂ』 

    テーマ；顔面軟部組織損傷 

    題目および講師 

       １）眼瞼・眼窩周囲 

関西医科大学形成外科 小川  豊 

       ２）涙道周囲 

聖隷浜松病院眼形成眼窩外科 中村 泰久 

       ３）耳下腺周囲・口唇 

東京医科大学形成外科 渡辺 克益 

       ４）顔面神経損傷 

福島県立医科大学形成外科 上田 和毅 

       ５）小児の外傷 

国立成育医療センター形成外科 金子  剛 

 

 （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１６年度専門医合格者氏名（受付順敬称略） 
   

小松 磨史 

加藤 正也 

小川 智子 

野網  淳 

沼尻 敏明 

大竹登志江 

岡田 厚夫 

田路めぐみ 

田邉  毅 

鳥谷部荘八 

青木 良子 

三木 啓稔 

服部 禎子 

辻  直子 

杉田 直哉

宮里  裕

河原 理子

守本 圭希

山本 将之

石川 博彦

森  雄大

日原 正勝 

小室 明人 

大安 剛裕 

齋藤 典子 

神崎 温子 

田中哲一郎 

高地  崇 

武本 啓 

兵藤伊久夫

大澤 昌之

齋藤  亮

加藤 浩康

栗山 元根

芳賀 康史



境  隆博 

山下  建 

春日  麗 

天海 恵子 

徳永 和代 

大河内真之 

向井 知子 

柏木 慎也 

今井龍太郎 

浜田 裕一 

飯田 拓也 

山中 健生 

佐野 法久 

南部 正樹 

大村 愉己 

菰田 拓之 

江良 幸三 

奥村  仁 

山本 真弓 

内藤  崇 

李  聖子 

大場 教弘 

小澤 俊幸

辻  晋作

千明 信一

馬場 香子

古賀祐季子

池田 実香

寺島 洋一

石合 究 

稲次  圭

辻  泰美

佐久間 恒

冨士森英之 

佐々木健志 

堀江 和幸 

三苫 葉子 

内田日奈子 

川端 明子 

齋藤 聖子 

小林 正大 

安田 吉宏 

岩坂  督 

井原  望 

高橋 国宏

吉川嘉一郎

柳  英之

緒方 慶隆

辻  依子

櫻井  敦

杉本  庸

洪  憲植

島田 卓治

 

合計８８名（応募者１０１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１６年度新認定施設名 
     【地 区】     【施 設 名】           【登録番号】 
     東   北  日鋼記念病院形成外科           ０５－２２１Ａ 
     関 東       佼成病院形成外科             ０５－３９３Ａ 
            東京医科大学八王子医療センター      ０５－３９４Ａ 
            北信総合病院形成外科           ０５－３９５Ａ 
            新潟中央病院形成外科           ０５－３９６Ａ 
            会津中央病院形成外科           ０５－３９７Ａ 
            川口市立医療センター           ０５－３９８Ａ 
     中   部  相澤病院形成外科             ０５－５５４Ａ 
            高岡病院形成外科             ０５－５５５Ａ 
            飯田市立病院形成外科           ０５－５５６Ａ 
            中部労災病院形成外科           ０５－５５７Ａ 
            諏訪赤十字病院形成外科          ０５－５５８Ａ 
            長野県立こども病院形成外科        ０５－５５９Ａ 
     関 西       南大阪病院院形成外科           ０５－６５７Ａ 
            彦根市立病院形成外科           ０５－６５８Ａ 
            武田総合病院形成外科           ０５－６５９Ａ 
            近畿大学奈良病院形成外科         ０５－６６０Ａ 
            近森病院形成外科             ０５－６６１Ａ 
     九   州  福岡総合病院形成外科           ０５－８４４Ａ 
            国立病院機構佐賀病院形成外科       ０５－８４５Ａ 
            田川市立病院形成外科           ０５－８４６Ａ 
 
 
 
（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１７年度専門医更新者氏名（順不同敬称略） 

青  雅一 

飯尾 礼美 

飯田  剛 

石井 通雄 

磯貝 典孝 

大口 春雄 

太田 茂男 

大野 由実 

大原 鐘敏 

鬼塚 圭子 

海江田一也 

垣淵 正男 

葛西健一郎 

梶川  浩 

加曽利要介 

加藤  一 

北野 新弓 

北吉  光 

吉川 秀昭 

木股 完仁 



木村 良三 

熊本 芳彦 

小島 正嗣 

小林 公一 

小室 裕造 

斎藤  喬 

坂村 律生 

桜井 裕之 

佐々木 了 

佐藤 史郎 

志田山了一 

菅原 康志 

鈴木 啓之 

鈴木 義久 

瀬崎晃一郎 

多久嶋亮彦 

田崎 治子 

田中 嘉雄 

大門 路子 

張  正忠 

寺師 浩人 

土佐 泰祥 

中原  実 

夏井  睦 

二ノ宮邦稔 

野元 清子 

長谷川守正 

林  明照 

林  雅之 

檜垣 仁志 

福西 健至 

福本 恵三 

藤岡 浩賢 

古田  淳 

前川 二郎 

松下 哲也 

三鍋 俊春 

村住 昌彦 

矢野  基 

養父孝乃介 

山田 直人 

吉井 満寛 

吉岡 伸高 

吉田 明広 

渡邉 芳子 

石田 寛友 

小山 菊雄 

土肥 千里 

青木 一浩 

青木 久尚 

浅井真太郎 

浅野 武雄 

浅野 裕子 

有川 公三 

飯田 秀夫 

井口 聖一 

石川  正 

井上 義治 

上野  孝 

内田 崇之 

梅本 泰孝 

漆原 克之 

太田 正佳 

大塚  靖 

柏崎 喜宣 

川勝 基久 

日下部素子 

工藤  聡 

桑江 克樹 

小林 眞司 

斎藤  有 

佐藤 博子 

真田 武彦 

佐野 和史 

澤邊 一馬 

篠田 明彦 

篠原  洋 

清水  調 

杉原  司 

清家 卓也 

関谷 秀一 

成  耆徹 

高田  徹 

鄭   憲 

寺尾 保信 

鳥山 和宏 

中川 浩志 

中根 織絵 

中山 貴裕 

南條 昭雄 

根本  充 

野嶋 公博 

野田弘二郎 

塙  陽子 

林  和弘 

林原 伸治 

北條 元治 

前多 一彦 

升岡  健 

増田 禎一 

松井 瑞子 

宮脇 剛司 

村田 宏爾 

森田 尚樹 

山本 直人 

吉田 浩子 

渡辺 規光 

西田 匡伸 

古川 洋志 

浅見 謙二 

平良 達三 

峯 龍太郎 

 

   

                                         

以上１３２名（申請者１３６名） 

 
Ｃ）日本形成外科学会専門医生涯教育制度細則第１１条並びに専門医制度細則 

  第２９条第４項により専門医資格を取り消される者 （順不同敬称略） 
    滝沢  康                           以上１名 
 
（９）平成１７年度評議員選挙を行った。 
   平成１７年度評議員選挙管理委員会 

  委 員 長：黒木 知明 

  副委員長：林 淳也 

  委 員：大城 貴史  岡崎  睦  佐瀬 道郎  佐武 利彦 竹内 正樹 

畑 寿太郎  百澤  明  

        

  予備委員：内田源太郎 大浦紀彦 田邊 雅祥 橋本信子 

 

   計５回の委員会を開催し、定款並びに評議員選挙施行細則に基づき選挙を行った。 

   開票の結果、下記１５０名の新評議員を決定した。 

 

【北海道・東北支部（定数１５名）】 

   阿部 清秀、飯田 直成、今井 啓道、上田 和毅、木村  中、小林誠一郎 



   新冨 芳尚、杉原 平樹、福屋 安彦、湊  祐廣、山田  敦、山本 有平 

   横井 克憲、吉田 哲憲、四ッ柳高敏 

 

【関 東 支 部（定数６７名）】 

   相原 正記、青木  律、赤松  正、秋月 種高、秋元 正宇、朝戸 裕貴 

  井砂  司、一瀬 正治、岩波 正陽、岩平 佳子、宇田川晃一、内田  満 

   内沼 栄樹、遠藤 隆志、大久保文雄、大西  清、大森喜太郎、岡村 俊哉 

   緒方 寿夫、荻野 浩希、金子  剛、菊池 雄二、貴志 和生、清澤 智晴 

   熊谷 憲夫、栗原 邦弘、光嶋  勲、小林 正弘、小室 裕造、酒井 成身 

  櫻井  淳、佐々木健司、佐藤 兼重、柴田  実、清水 祐紀、角谷 徳芳 

  高戸  毅、武石 明精、田中 一郎、鳥飼 勝行、中北 信昭、仲沢 弘明 

中島 龍夫、中嶋 英雄、中塚 貴志、西村 正樹、二ノ宮邦稔、野﨑 幹弘 

秦  維郎、原口 和久、波利井清紀、百束 比古、平瀬 雄一、平林 慎一 

保阪 善昭、前川 二郎、増沢 源造、松崎 恭一、松村  一、丸山  優 

三鍋 俊春、宮坂 宗男、山崎 明久、山田 直人、吉村浩太郎、吉本 信也 

渡辺 克益 

 

【中 部 支 部（定数１６名）】 

   青山  久、石倉 直敬、岩澤 幹直、奥本 隆行、亀井  讓、川上 重彦 

  島田 賢一、鳥居 修平、中束 和彦、中西 雄二、朴  修三、松尾  清 

横尾 和久、吉田  純、吉村 陽子、米田  敬 

 

【関 西 支 部 （定数２５名）】 

   石川 浩三、磯貝 典孝、今井 啓介、上田 晃一、大場 創介、垣淵 正男 

   久徳 茂雄、楠本 健司、黒川 正人、小坂 正明、最所 裕司、下間亜由子 

鈴木 茂彦、鈴木 義久、田原 真也、寺師 浩人、土井 秀明、西野 健一 

野瀬 謙介、藤川 昌和、細川  亙、前田  求、村岡 道徳、矢野 健二 

山脇 吉朗 

 

【中国・四国支部（定数１２名）】 

   井川 浩晴、大塚  壽、岡  博昭、梶  彰吾、木村 得尚、毛山  章 

  中西 秀樹、浜中 孝臣、宮本 義洋、村上 隆一、森口 隆彦、山野 雅弘 

 

【九 州 支 部（定数１５名）】 

   秋田 定伯、井上要二郎、上村 哲司、大慈弥裕之、木下 浩二、清川 兼輔 

   小薗喜久夫、田中 克己、奈良﨑保男、西村 剛三、平野 明喜、三川 信之 

   迎  伸彦、森岡 康祐、矢野 浩規 
 


