
会 告

第 64 回日本形成外科学会総会・学術集会のご案内（第 11 次）

第 64 回日本形成外科学会総会・学術集会

会長 朝戸 裕貴

（獨協医科大学形成外科学 教授）

第 64 回日本形成外科学会総会・学術集会を下記のとおり開催いたします。会員の皆様の多数の

ご参加をお願い申し上げます。

記

�．会 期：2021 年�月 14 日（水）〜16 日（金）

（前日に理事会，評議員会，春季学術講習会を開催します）

�．会 場：ホテル椿山荘東京

〒112-8680 東京都文京区関口 2-10-8

TEL：03-3943-1111

�．テーマ：Evolution

�．学術集会ホームベージ：http://jsprs2021.umin.jp/

�．プログラム（予定）：

特別講演

「100 年に一度の大転換が起きる」

演者：森永 卓郎（獨協大学経済学部経済学科 教授，経済アナリスト）

「生体機能を修復する新規バイオマテリアル 〜皮膚・骨・血管〜」

演者：山本 修（山形大学学術研究院大学院理工学研究科 教授）

「最近の中央情勢について」

演者：松本 吉郎（公益社団法人 日本医師会 常任理事）

専門医共通講習

医療安全：「医療安全に役立つクレーム・訴訟に関する法的基礎知識」

演者：小山 稔（第二東京弁護士会 弁護士）

感染対策：「新型コロナウイルスとどう向き合うか」

演者：増田 道明（獨協医科大学医学部 微生物学講座 教授）

医療倫理：「医療倫理と疫学研究」

演者：祖父江友孝（大阪大学大学院医学系研究科 社会医学講座環境医学教室 教授）
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教育講演

「顔面神経麻痺」

演者：松田 健（新潟大学医学部 形成外科）

林 礼人（順天堂大学医学部附属浦安病院 形成外科・再建外科）

「新医療材料」

演者：中川 雅裕（浜松医科大学 形成外科/

光産業創成大学院大学 バイオフォトニクスデザイン分野）

鳥山 和宏（名古屋市立大学 形成外科）

「手外科」

演者：成島 三長（三重大学医学部 形成外科学講座）

福田 憲翁（山形大学医学部附属病院 形成外科）

「鼻」

演者：宮脇 剛司（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座）

力丸 英明（久留米大学 形成外科・顎顔面外科）

「眼瞼・眼窩」

演者：朝村 真一（和歌山県立医科大学 形成外科）

清水 雄介（琉球大学大学院医学研究科 形成外科学講座）

「創傷」

演者：横田 和典（広島大学病院 形成外科）

小川 令（日本医科大学 形成外科）

「乳房」

演者：森 弘樹（東京医科歯科大学 形成・再建外科学分野）

佐武 利彦（富山大学学術研究部医学系 形成再建外科・美容外科）

「熱傷」

演者：副島 一孝（日本大学医学部 形成外科学系形成外科学分野）

漆舘 聡志（弘前大学 形成外科）

「顔面先天異常」

演者：三川 信之（千葉大学大学院医学研究院 形成外科学）

杠 俊介（信州大学医学部 形成再建外科学教室）

「頭頸部再建」

演者：元村 尚嗣（大阪市立大学大学院医学研究科 形成外科学）

久保 盾貴（大阪大学医学部 形成外科）

「血管腫・血管奇形」

演者：古川 洋志（愛知医科大学 形成外科）

尾﨑 峰（杏林大学医学部 形成外科）

手外科教育講演

「手外科・次の戦略：ナノ（スーパー）マイクロ，nerve flap，オロチ型合併移植など」

演者：光嶋 勲（広島大学 国際リンパ浮腫治療センター）

「手外科手術−基本的手外科手技から重度手外傷例の再建−」

演者：松浦愼太郎（東京慈恵会医科大学附属病院 手外科センター）
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�シンポジウム，パネルディスカッション

Ｓ．シンポジウム

・保険適用を目指す安全確実な脂肪注入術

・再生医療法施行後の形成外科における再生医療の現在

・リンパ浮腫：手術と保存的治療をどう組み合わせるか

・同種皮膚，人工真皮，培養表皮を組み合わせた広範囲熱傷の治療

・初期治療後の手の重度外傷に対する追加治療の効果と限界

・smooth TE，round SBIで乳房再建はどう変わったか

・顔面多発骨折における治療戦略

・頭頸部癌広範囲切除後の機能的再建

・最新医療機器の応用による手術術式の変革

・糖尿病性足病変の予防と治療

Ｐ．パネルディスカッション

・顔面神経麻痺（ベル，ハント）後遺症に対する形成外科手術

・頭頸部の血管奇形に対する治療法の選択

・唇裂鼻変形治療への介入時期と方法

・長期結果を見据えた craniosynostosis の治療プランニング

・乳房再建における乳輪乳頭再建術

�一般演題（口演・ポスター）

� International Session

April 14th（Wed.）：International Symposium

�）ASPS and PSF Presidents

�）Rod Rohrich, PRS Chief-in-Editor

�）Invited Lectures by American Experts（Paul Cederna, Migraine Surgery；

Sydney Coleman, Fat grafting）

�）ISPRES session（Roger Khouri, Patrick Tonnard, Gino Rigotti, etc.）

�）Aesthetic and reconstructive lectures by American and European experts

April 15th（Thu.）and 16th（Fri.）：APRAS（Asian Association of Plastic, Reconstructive

and Aesthetic Surgery）Kick-Off Conference

�）MOU symposium by Representatives of JSPRS（Japan）, KSPRS（Korea）,

CSPS（China）, TSPS（Taiwan）, InaPRAS（Indonesia）, ThPRS（Thai）,

PAPRAS（Philippine）, and PAPS（Pakistan）

�）Invited Lectures by American Experts（Lee Pu, Nelson Piccolo, Nolan Karp,

Michael Bentz）

�）Aesthetic and Reconstructive lectures by Asian experts

�）Free paper sessions

�．開催形式に関するお知らせ：

本学術集会は今般の新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大の状況を勘案し，ハイブリッ

ド形式（現地開催およびWeb開催の併用）で行う予定です。

Web での開催形式，当日の現地開催に向けた感染防止対策に関しましては，決定次第，学術

集会ホームページならびにメールにてすみやかにお知らせいたします。
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司会・演者の先生方，参加者，関係者の皆様には，大変なご不便をおかけいたしますが，開催

に向けて最善の準備を行うよう努めてまいりますので，ご理解とご支援のほど何卒よろしくお願

い申し上げます。

�．利益相反の開示について：詳細は学術集会ホームページをご参照ください。

	．参加登録：

本学術集会はオンライン参加登録のみとなります。現地開催およびWeb開催のいずれの参加

も，日本形成外科学会 会員マイページ内，「64 回参加登録」画面または，学術集会ホームペー

ジ内，「オンライン参加登録」画面よりご登録ください。

参加費（現地開催およびWeb開催のご参加いずれにも共通）

区 分

事前参加登録

2021 年�月 10 日（水）

〜�月�日（木）正午

通常参加登録

2021 年�月�日（金）正午

〜�月 23 日（金）

会 員

（入会申請中の専攻医も含む）
18,000円

＊
20,000円

非会員

（医師・歯科医師）
25,000円 30,000円

企業の方
＊＊

− 30,000円

初期臨床研修医 10,000円 10,000円

メディカルスタッフ
＊＊

− 10,000円

医学部生・留学生
＊＊

− 5,000円

プログラム・抄録集 − 3,000円
＊
会員の事前参加登録費には，プログラム・抄録集代が含まれます。

＊＊
企業の方，メディカルスタッフ，医学部生・留学生は「現地開催」の参加のみとなります。

※ 会員の方で事前参加登録をされた方へは，会期�ヵ月前〜�週間前頃にプログラム・抄録集

をお送りいたします。

※ 事前参加登録で非会員（医師・歯科医師）の方，初期臨床研修医の方，通常参加登録（全カ

テゴリー）の方は，オンライン参加登録時にプログラム・抄録集をご購入ください。

 �月 19 日（金）正午までに参加登録（事前参加登録含む）と抄録集購入を完了の方へは，会

期�ヵ月前〜�週間前頃にプログラム・抄録集をお送りいたします。

 �月�日（月）正午までに通常参加登録と抄録集購入を完了の方へは，会期前までにお送り

いたします。

 �月�日（月）正午以降に通常参加登録と抄録集購入を完了の方へは，�月 19 日（月）以降

にお送りいたします。あらかじめ，ご了承ください。

ただし，現地参加の方には，現地受付にてお渡しが可能です。参加登録のマイページより，

「抄録集引換券」を印刷のうえ，ご持参ください。

※ 初期臨床研修医�年目で，�年目の�月から形成外科研修を開始する医師で学会開催前に本

学会入会申請を提出している医師は，�月 31 日までに参加登録した場合は「初期臨床研修

医」の料金，�月�日以降は「会員」の料金で参加登録となります。
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※ メディカルスタッフは，看護師，薬剤師，放射線技師等の医師以外の医療従事者を指します。

※ 医学部生・留学生の方は，学生証のコピーを参加登録画面よりアップロード
＊
をお願いいたし

ます。

※ 初期臨床研修医およびメディカルスタッフの方は，在籍証明書を学術集会ホームページより

ダウンロードのうえ，記載して参加登録画面よりアップロード
＊
をお願いいたします。

※ 医学部生・留学生，初期臨床研修医およびメディカルスタッフの方で会期前のオンライン参

加登録がお済みでなく，現地開催に参加となる場合は，学生証のコピーまたは在籍証明書を

ご持参のうえ，現地総合案内にてご提出いただき，当日参加登録（現金対応のみ）をお願い

いたします。
＊
アップロードファイルの形式：pdf，jpg，gif，png


．宿泊案内：

学術集会ホームページ内，「宿泊のご案内」から宿泊予約が可能です。どうぞご利用ください。

10．学会事務局：獨協医科大学形成外科学教室内

〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880

TEL：0282-86-1111（内線 2753） FAX：0282-86-1805

運営事務局（お問い合わせ先）：

株式会社サンプラネット メディカルコンベンション事業部

〒112-0012 東京都文京区大塚 3-5-10 住友成泉小石川ビル	階

TEL：03-5940-2614 FAX：03-3942-6396

E-mail：jsprs64@sunpla-mcv.com

以上
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