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第 1 回マゴットセラピー研究会 プログラム・抄録集 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 演者の方へ 

1. 一般演題の発表時間は 10 分、討論 5 分です。 

2. 口演予定の時間の 30 分以上前までに演者受付にお越し下さい。 

3. 発表形式は、windows 版 Microsoft Power Point による口演のみです。 

  ・PC プロジェクターは１台です。 

・ Windows 版 Microsoft Power Point 2007 で再生可能なファイルを USB メモリまたは CD-R で

ご持参下さい。 

・ フォントは Windows XP に標準添付のものを用いて下さい。 

・ ご自身の PC を持参して頂くことも可能です。(ただし Windows に限ります。) 

・ ご不明の点は、予め上記事務局にお問い合わせ下さい。 

4. 予めご提出いただきました抄録の差し替えは、当日受付で承ります。Windows XP対応のUSBメ

モリまたは CD-R にてご持参下さい。 

 

 

■ 来場される方へ 

受付で会費 5,000 円を徴収させて頂きます。学生、研修医、コメディカルの方は会費 1,000 円を徴

収させて頂きます。 

   

 

日時 ： 平成 22 年 7 月 31 日（土）午前 10 時開始 

会場 ： 日本医科大学同窓会橘桜会館 2 階ホール 

     〒113-0023 東京都文京区向丘 2-20-7 ＴＥＬ：03-3827-6028 

会長  ： 宮本正章 （日本医科大学付属病院 再生医療科部長） 

事務局 ： 日本医科大学大学院器官機能病態内科学講座 
〒113-8603 東京都文京区千駄木 1-1-5 

TEL 03-3822-2131 内線 6743 

F a x 03-5685-0987 

Email：htakase@nms.ac.jp （高瀬仁志） 
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会場アクセスマップ 

 

 

 

※ 前日東京ドームホテルにお泊りの方は、ホテルより徒歩 5 分の南北線：後楽園駅を 
お使いになると便利です。 
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日程表 

10：00 開会の辞 会長 宮本正章 

10：10 教育講演 1 

「腎不全患者のフットケアにおける MDT の役割」 

湘南鎌倉総合病院 

副院長・腎免疫血管内科  小林 修三 

10：50 特別講演 

「新しい医療資源としての昆虫」 

農業生物資源研究所 顧問 

東京大学名誉教授  名取 俊二 

11：30 会長講演 

「わが国におけるマゴットセラピーの有効性と問題点」 

日本医科大学付属病院 

再生医療科部長  宮本 正章 

12：10 休憩 

12：15 ランチョンセミナー 

「創傷治癒のトレンドとマゴットセラピー」 

埼玉医科大学 

形成外科教授  市岡 滋 

座長 

日本医科大学付属病院 

再生医療科 宮本 正章 

13：00 休憩  
13：05 一般演題 （１～4） 

 

14：05 一般演題 （5～9） 

 

座長 

日本医科大学付属病院 

内科学循環器・肝臓・老年・

総合病態部門  高木 元  

15：20 教育講演 2 

「ヒロズキンバエとその仲間たち」 

国立感染症研究所 

昆虫医科学部 客員研究員  倉橋 弘 

座長 

日本医科大学付属病院 

再生医療科 宮本 正章 

15：50 休憩  

15：55 一般演題 （10～13） 

 

16：55 一般演題 （14～16） 

 

座長 

日本医科大学付属病院 

内科学循環器・肝臓・老年・

総合病態部門  高木 元 

17：30 閉会の辞 会長 宮本 正章 

17：35 閉会  
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一般演題発表スケジュール 

 

13：05 1 「足部難治性皮膚潰瘍・壊疽に対するマゴット療法の 

治療経験」 

五所川原市立西北中央病院 

皮膚科 竹本啓伸 

13：20 2 「マゴットセラピーの経験」 JA 新潟厚生連豊栄病院 

整形外科 吉田 桂 

13：35 3 「末梢動脈疾患（ＰＡＤ）に基づく難治性足部潰瘍に対す

るマゴット療法の経験 -高気圧酸素療法との併用-」 

熊本整形外科病院 

形成外科 吉川厚重 

13：50 4 「 糖 尿 病 壊 疽 症 例 に 対 す る 、 Maggot Debridement 

Therapy の効果」 

楠本病院 

外科 松田佳子 

14：05 5 「MT の適応と普及について」 マミ皮膚科クリニック 

岡田 匡 

14：20 6 「糖尿病性足壊疽に対してマゴット治療を行った 3 例」 

 

呉羽総合病院 

外科 緑川靖彦 

14：35 7 「糖尿病透析患者の重症虚血肢・足趾壊疽に MDT と

LDL アフェレシスの併用療法が奏効した一例」 

ふじよしだ勝和クリニック 

杉山貴栄 

14：50 8 「法医学とマゴット：ヒト大腿骨内部からのハエ幼虫検出

事例」 

獨協医科大学 

熱帯病寄生虫病学 桐木雅史 

15：05 9 「マゴットセラピーによる重症下肢虚血治療の 1 例 

 -多血小板血漿療法との併用-」 

横浜総合病院 

創傷ケアセンター 東田隆治 

 

15：55 10 「マゴット治療 16 症例の検討」 国家公務員共済組合連合会平塚共

済病院 看護部 植木京子 

16：10 11 「患肢温存はどこまで可能なのか？ 

糖尿病性壊疽に対するマゴットセラピーの経験」 
東大和病院 

整形外科 星 亨 

16：25 12 「当科におけるマゴット治療(無菌蛆虫療法、maggot 

debridement therapy、MDT)の経験」 

博慈会記念総合病院 

整形外科 池見佳一郎 

16：40 13 「当科におけるマゴットセラピー症例の検討」 東京医科歯科大学 
外科・血管外科 猪狩公宏 

16：55 14 「マゴットセラピーを受けた患者の想い―紙面調査を 

実施して―」 

日本医科大学付属病院 

東館 5 階病棟 大貫朋子 

17：10 15 「マゴットセラピーによる下腿潰瘍治療中に VZV 感染に

伴う劇症肝炎を発症した一例」 

日本医科大学内科学循環器・肝臓・

老年・総合病態部門 桐木園子 

17：20 16 「マゴットセラピー治療手技の選択 そのメリットとデメリ

ット」 

株式会社バイオセラピーメディカル 

高瀬仁志 

 


