特別企画 3

ラウンド テーブル ディスカッション
領域講習

社会・経済 1

平均寿命 100 歳を超える長寿社会における形成外科の役割
5 月 15 日（水） 8:30 〜 9:30

京王プラザホテル札幌 3F 雅の間（Room4）

セッションリーダー：岡部

圭介（慶應義塾大学 医学部 形成外科学）

RTD-001 平均寿命 100 歳を超える長寿社会における形成外科の役割
市岡

滋（埼玉医科大学 形成外科）

RTD-002 過不足のない積極的治療で sustainable な高齢者医療を
佐藤

誠（兵庫県立西宮病院 形成外科）

RTD-003 未来の形成外科医が目指す方向性
岡部

圭介（慶應義塾大学 医学部 形成外科学）

RTD-004 抗加齢医学と形成外科との関係性：高齢者の生活の質への寄与
大慈弥 裕之（福岡大学 医学部 形成外科学）

RTD-005 高齢者の皮膚悪性腫瘍診療における問題点
桑原

理充（奈良県立医科大学附属病院 形成外科）

RTD-006 長寿社会における形成外科医としてのライフシフト
上原

幸（大分大学 医学部 附属病院 形成外科）

領域講習

社会・経済 2

AI（人工知能）の未来は形成外科にパラダイムシフトをもたらすか？
5 月 15 日（水） 9:30 〜 10:30

京王プラザホテル札幌 3F 雅の間（Room4）

セッションリーダー：秋元

正宇（日本医科大学千葉北総病院）

RTD-007 AI のしくみの理解とその応用：コンピュータの歴史から AI の可能性を考える
秋元

正宇（日本医科大学千葉北総病院）

RTD-008 ディープラーニングによる画像処理
西本

聡（兵庫医科大学 医学部 形成外科）

RTD-009 AI を用いた自動解析による整容性評価システム構築への挑戦
素輪

善弘（京都府立医科大学 形成外科）

RTD-010 「人間」形成外科医の存在価値
曽束

洋平（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 形成・再建外科学分野）

RTD-011 AI にできること、できないこと
松本

健吾（社会医療法人敬和会大分岡病院創傷ケアセンター形成外科）

RTD-012 形成外科における人工知能（AI）利用の倫理・法・社会的課題（ELSI）
恋水

諄源（京都府立医科大学 形成外科）

RTD-013 AI（artificial intelligence）は形成外科に何をもたらすか。
大浦

紀彦（杏林大学 医学部 形成外科）

共通講習：医療倫理

社会・経済 3

形成外科領域のリスクマネジメント～医療事故事例を振り返って～
※録画放映

5 月 15 日（水） 10:30 〜 11:30 京王プラザホテル札幌 3F 雅の間（Room4）
5 月 15 日（水） 15:20 〜 16:20 京王プラザホテル札幌 3F 扇の間（Room5）
セッションリーダー：小室

RTD-014 医療事故を振り返って
力丸

裕造（帝京大学 医学部 形成外科）
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英明（久留米大学 医学部 形成外科・顎顔面外科）

RTD-015 術後肺動脈血栓塞栓症の経験 －周術期静脈血栓塞栓症予防対策の現状－
根本

充（北里大学医学部形成外科・美容外科学）

RTD-016 手術室でのリスクマネジメント－誤認手術を防ぐ取り組み－
竹内

正樹（東京女子医科大学八千代医療センター 形成外科）

RTD-017 医療事故を防ぐための体制作りについて
清水

史明（大分大学医学部附属病院 形成外科）

RTD-018 美容医療トラブルの現状と対処法
小室

裕造（帝京大学 医学部 形成外科）

領域講習

社会・経済 4

女性形成外科医のお悩み相談～キャリアパスの向上にむけて～
5 月 15 日（水） 13:20 〜 14:20

京王プラザホテル札幌 3F 雅の間（Room4）

セッションリーダー：田中

里佳（順天堂大学 医学部 形成外科学講座）

RTD-019 女性医師のキャリアプラン改善のための解決策－医局内アンケート調査より見えてきたもの
江藤

綾乃（新東京病院 形成外科）

RTD-020 女性は仕事と家庭を両立できない !?
伊藤

蘭（城本クリニック）

RTD-021 女性医師が家庭と仕事を両立させるには
藤井

美樹（北播磨総合医療センター 形成外科・重症虚血肢センター）

RTD-022 女性形成外科医の声 届けます！
森島

容子（大垣市民病院 形成外科）

RTD-023 形成外科女性医師が活躍できる環境づくりを
田中

里佳（順天堂大学 医学部 形成外科学講座）

領域講習

社会・経済 5

形成外科医のインセンティブ～混合診療の導入に向けて～
5 月 15 日（水） 14:20 〜 15:20

京王プラザホテル札幌 3F 雅の間（Room4）

セッションリーダー：金子

剛（国立成育医療研究センター 形成外科）

RTD-024 形成外科の混合診療はどうあるべきか - 日形会社会保険委員長の立場から 金子

剛（国立成育医療研究センター 形成外科）

RTD-025 混合診療の導入は形成外科の発展と形成外科医のインセンティブ獲得に貢献する
原岡

剛一（神戸大学医学部附属病院 美容外科）

RTD-026 形成外科における混合医療
RTD-027

鳥山

和宏（名古屋市立大学 医学部 形成外科）

関堂

充（筑波大学 医学医療系 形成外科）

The 62nd Annual Meeting of Japan Society of
形成外科における保険医療の限界－混合診療の導入とインセンティブ
Plastic and Reconstructive Surgery

領域講習

社会・経済 6
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各国形成外科学会の国際的交流がもたらす意義と功罪

5 月 15 日（水） 15:20 〜 16:20

京王プラザホテル札幌 3F 雅の間（Room4）

セッションリーダー：吉村 浩太郎（自治医科大学）

RTD-028 国際交流の恩恵について
吉村 浩太郎（自治医科大学）

RTD-029 各国形成外科学会の国際的交流がもたらす意義と功罪〜頭蓋顎顔面領域を中心に〜
今井

啓介（大阪市立総合医療センター形成外科）

RTD-030 各国形成外科学会との国際交流の必要性
貴志

和生（慶應義塾大学 医学部 形成外科）

RTD-031 中華人民共和国との交流復活の可能性についての私見
永竿

智久（香川大学医学部 形成外科学講座）

領域講習

教育 1-1

形成外科医の技術伝達～教育的トレーニングプログラムの構築～
5 月 15 日（水） 8:30 〜 9:30

京王プラザホテル札幌 3F 扇の間（Room5）

