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Ⅰ． 一般演題 （1）　手術手技 ・ 再建法 13:00 – 13:55

  座長 神谷秀喜 （岐阜大）

 小浦場祥夫 （北海道大）

1． リンパ管静脈吻合術による下肢リンパ浮腫の治療

 茂木精一郎、岡田悦子、永井弥生、田村敦志、石川　治（群馬大皮膚科）

2． 膝窩リンパ節郭清術の手技 ・ 手順について

 伊藤周作、中村泰大、川内康弘、大塚藤男（筑波大皮膚科）

3． Reverse-flow plantar marginal septum cutaneous island flap による papillomatosis cutis   

   carcinoides 切除後の前足部の再建

 岡田悦子、安部万里絵、田村敦志、石川　治（群馬大皮膚科）

4． 外傷性耳垂裂に対する形成術

 木村　中、畠　真也、大芦孝平、親松　宏（函館中央病院形成外科）

5． 近傍の皮膚を恵皮部とした全層植皮術により再建した顔面皮膚腫瘍の手術例

 笹井　収、渡邉将也（みやぎ県南中核病院皮膚科）

 長谷川　聡、芳賀貴裕（東北大皮膚科）、末武茂樹（すえたけ皮膚科）

6． 正常皮膚の切除を最小限にする顔面皮膚病変の切除法

 石原　剛、増口信一（熊本大形成外科）、尹　浩信（同　皮膚科）

8 月 26 日 （土）　第 1 日目

★理事会　

　　　 10:45 – 11:20 ホテルイタリア軒　5 階　「弥彦」

★評議員会

 11:30 – 12:20 ホテルイタリア軒　5 階　「春日」

★開会の挨拶 （会頭）

 12:55 – 13:00 新潟市民プラザ　ホール
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Ⅱ． 一般演題 （2）　悪性黒色腫 13:55 – 14:50

 座長 山崎直也 （国立がんセンター）

 師井洋一 （九州大）

7． 高齢者の顔面に生じた、 悪性黒色腫の手術の工夫

岩澤うつぎ、吉野公二（都立広尾病院皮膚科）

吉屋直美、大原國章（虎の門病院皮膚科）

8． 皮下転移に対し Subtotal integumentectomy を行った悪性黒色腫の 1 例

上原治朗、山本明史、中井康雄、山崎直也（国立がんセンター中央病院皮膚科）

9． 2 年間に経験した Melanoma in situ の 3 例

立花隆夫、中川雄仁、門田匡史、吉川義顕（天理よろづ相談所病院皮膚科）

10． 手背に生じた無色素性悪性黒色腫の１例

野呂佐知子、三石　剛、義澤雄介、川名誠司（日本医大皮膚科）

11． reverse medial plantar flap を用いて再建した悪性黒色腫の 3 例

日浦ゆかり、松下茂人、東　裕子、馬場千晶、金蔵拓郎（鹿児島大皮膚科）

神崎　保（前鹿児島大皮膚科）

12． 前額正中皮弁と硬口蓋粘膜移植により再建した下眼瞼悪性黒色腫の 1 例

濱田尚宏、木村容子、井上義彦（公立八女総合病院皮膚科）、黒瀬浩一郎（広島市）

名嘉眞武国、橋本　隆（久留米大皮膚科）
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Ⅲ． テーマ演題　「再発 ・ 転移癌の治療」 （1） 14:50 – 15:55

  座長 清原祥夫 （静岡がんセンター）

  門野岳史 （東京大）

13． Intransit 転移を繰り返す悪性黒色腫に連続リンパ管廓清を施行した１例

谷岡未樹、瀧　玲子、松村由美、是枝　哲、宮地良樹（京都大皮膚科）

中井章淳、岸本三郎（京都府立医大皮膚科）

14． 集学的治療により QOL の改善をみた悪性黒色腫

出月健夫、中須一郎、永尾麻由子、折戸秀光、原田昭一郎、五十嵐敦之

（NTT 東日本関東病院皮膚科）、市川靖充（同　脳神経外科）

下出真法（同　整形外科）、小西敏郎（同　外科）

15． 術後５年でリンパ節転移を来たした悪性黒色腫 （MM） の２例

仙波祐子、半崎智絵、谷口芳記（市立四日市病院皮膚科）

16． FDG-PET と Lymphatic Mapping を用いた悪性黒色腫 in-transit 転移の診断と治療

小浦場祥夫、安田聖人、山本有平（北海道大形成外科）

清原隆宏、熊切正信（福井大皮膚科）

17． 有棘細胞癌のリンパ節転移 ・ 再発症例に対する放射線 ・ 化学療法の検討

柴田真一、安江　敬、榊原章浩、富田　靖（名古屋大皮膚科）

藤本保志（同　耳鼻咽喉科）、光藤健司（同　口腔外科）

18． そけいリンパ節転移に対し放射線化学療法と切除術の併用が有効であった SCC の 1 例

江良幸三、菊池英維、緒方克己、瀬戸山　充（宮崎大皮膚科）

19． 4 回目の手術を施行した右鼻背部の基底細胞癌

廣瀬寮二、山岡俊文（長崎市立市民病院皮膚科）、眞田文明（同　耳鼻科）

武石恵美子（長崎大皮膚科）
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Ⅳ． 一般演題 （3）　皮膚腫瘍 （1）  15:55 – 16:50

  座長 田村敦志 （群馬大）

  八田尚人 （富山県立中央病院）

20． 大阪市大で経験した乳房外パジェット病のまとめ

加茂理英、原田輝一、上原慎司（大阪市大皮膚科）

中川浩一（済生会富田林病院皮膚科）、前川直輝（大阪市立総合医療センター皮膚科）

古川雅祥（古川皮膚科形成外科）

21． 和歌山医大におけるパジェット病に対するセンチネルリンパ節生検

岡本勝行、中村智之、岸岡亜紀子、貴志知生、山本有紀、古川福実

(和歌山県立医大皮膚科 )

22． リンパ浮腫の下肢に生じた Bowen 病

中野美沙、友枝裕人、内　博史、上ノ土　武、師井洋一、古江増隆（九州大皮膚科）

23． アポクリン腺癌の 1 例

田中　了、藤本　亘 (川崎医大皮膚科）、久山倫代 (金光病院皮膚科 )

中島一毅（川崎医大乳腺甲状腺外科 )

24． Eccrine porocarcinoma の 2 例

友枝裕人、増田禎一、師井洋一、古江増隆（九州大皮膚科）

25． 神経内浸潤を伴った Microcystic adnexal carcinoma

武石恵美子、富村沙織、佐藤伸一（長崎大皮膚科）、平島徳幸（佐賀大皮膚科）
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Ⅴ． 一般演題 （4）　皮膚腫瘍 （2） ・ 口唇 16:50 – 17:45

   座長 寺師浩人 （神戸大）

  為政大幾 （関西医大）

26． 再発を繰り返した myxoid spindle cell sarcoma

中島英貴、石黒麻由子（高知大皮膚科）

27． Rhomboid-to-W 形成術で再建した頭部 eccrine poroma の 1 例

増井友里、近藤亨子、水嶋淳一、金子健彦（同愛記念病院）

28． 下口唇に SCC の新生をくりかえす２例

角田孝彦（山形市立病院済生館皮膚科）、大原香子（大原医院）

29． 赤唇の再建を行わなかった高齢者の口唇悪性腫瘍の 2 例

稲宮知美、山本維人、倉知貴志郎（市立豊中病院皮膚科）

櫻根純子（大阪厚生年金病院皮膚科）

30． Bilateral trapezoid flap （両側台形皮弁） で再建した下口唇有棘細胞癌

袖本衣代、金原拓郎、八田尚人 (富山県立中央病院皮膚科 )

村石康博 (青空クリニック )

31． 口腔内筋粘膜弁を用いた下口唇悪性腫瘍切除後の再建法

小野一郎、西坂尚大、菊池梨沙、高田知明、川上聡経、山下利春、神保孝一

（札幌医大皮膚科）

特別講演 17:45 – 18:35

 座長 竹之内辰也（新潟がんセンター）

『口腔悪性腫瘍切除後再建の現状』

日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学第２講座　教授　　　又賀　泉　先生　

懇親会　　ホテルイタリア軒　 5 階 「春日」　　19:00 – 21:00　
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Ⅵ． テーマ演題　「再発 ・ 転移癌の治療」 （2） 8:45 – 9:50

 座長 立花隆夫 （天理よろず相談所病院）

 田口理史 （埼玉医大）

32． 再発 ・ 転移にて治療に難渋している頭部汗腺癌の 1 例

吉川周佐、藤原規広、大塚正樹、北村昌紀、清原祥夫（静岡がんセンター皮膚科）

山本明史、山崎直也　（国立がんセンター中央病院皮膚科）

33． 経皮的骨セメント術を施行し、 QOL の改善につながった皮膚附属器癌多発性骨転移症例

吉田寿斗志、山本明史、山崎直也、並川健二郎、上原治朗（国立がんセンター皮膚科）

荒井保明（同　放射線科）、中川秀己（慈恵医大皮膚科）

34． 再発 ・ 転移性腫瘍に対する金沢大学皮膚科学教室の取り組みについて

石井貴之、山本圭子、藤本晃英、竹原和彦（金沢大皮膚科）

森田礼時（黒部市民病院皮膚科）、八田尚人（富山県立中央病院皮膚科）

35． Mohs surgery の経験例

川見健也、澤井孝宏、清原隆宏、熊切正信 (福井大皮膚科 )

清原祥夫 (県立静岡がんセンター皮膚科 )

36． 下腹部に生じたアポクリン腺癌の 1 例

桃崎直也、木村容子、小野文武、濱田尚宏、名嘉眞武国、橋本　隆 (久留米大皮膚科 )

黒瀬浩一郎（広島市）

37． 食道癌の皮膚転移について

村田洋三、皿山泰子、藤原　進、高井利浩、熊野公子

（兵庫県立成人病センター皮膚科）

38． 外陰部 Paget 病に対するタキサン系化学療法の治療経験

滝口光次郎、田口理史、加藤正幸、倉持　朗、土田哲也（埼玉医大皮膚科）

8 月 27 日 （日）　第 2 日目

★総会

 8:30 – 8:45 新潟市民プラザ　ホール
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Ⅶ． 一般演題 （5）　画像診断 ・ 良性腫瘍 ・ 検診 9:50 – 10:35

 座長 名嘉眞武国 （久留米大）

 浅越健治 （岡山大）

39． 皮膚表面の血管病変に着目したダーモスコープとパワードプラエコー所見の比較検討

加藤正幸、田口理史、土田哲也（埼玉医大皮膚科）、中島美智子（同　中央超音波室）

40． 画像上 Fluid-Fluid level を呈した臀部表皮嚢腫の 1 例

藤井紀和、柴田史子、藤本徳毅、植西敏浩、田中俊宏（滋賀医大皮膚科）

竹村典子（東近江敬愛病院皮膚科）

41． 透析患者に発生した臀部巨大 Tumoral calcinosis の手術と鍵型？切開の有用性

橋本裕之、松尾由紀、竹内善治（大分市医師会立アルメイダ病院形成外科）

42． 左上腕に生じた巨大な石灰化上皮腫

加茂理英、黒岡定浩、柳原茂人、上原慎司、原田輝一、石井正光（大阪市大皮膚科）

　

43． 皮膚がん検診について

岸田　大、中川浩一、梶本敦子（大阪府済生会富田林病院皮膚科）

Ⅷ． 一般演題 （6）　感染症 ・ 術後管理 10:35 – 11:20

 座長 橋本裕之 （大分市アルメイダ病院）

 是枝　哲 （京都大）

44． ガス産生菌による背部蜂窩織炎の１例

伊藤康裕、飯塚　一（旭川医大皮膚科）、池田雄一（遠軽厚生病院皮膚科）

45． 背部ガス壊疽の 1 例

香西伸彦、有馬　豪、河合成海、大谷隆夫（藤田保健衛生大皮膚科）

牧浦宗彦（刈谷豊田総合病院皮膚科）、山北高志、長島千佳、菅谷直樹、秋田浩孝

松永佳世子（藤田保健衛生大皮膚科）
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46． 外陰部 Paget 病における周術期細菌叢と手術部位感染 （SSI）

山崎　修、浅越健治、岩月啓氏（岡山大皮膚科）

47． 肛門用シリコンチューブを用いた肛門周囲創管理

河野鮎子、西堀公治、瀬見井明子、横尾和久（愛知医大形成外科）

48． 新しい糞便管理器具を用いた全身熱傷の 1 例

井上和之、臼井智彦、木下華子、西村幸秀、浅井　純、花田圭司、奈良武史

末廣晃宏、竹中秀也、加藤則人、岸本三郎（京都府立医大皮膚科）

Ⅸ． 一般演題 （7）　褥瘡 ・ 創傷治療 ・ 美容 11:20 – 12:05

 座長 石原　剛 （熊本大）

 水嶋淳一 （ｲﾃﾞﾘｱｽｷﾝｸﾘﾆｯｸ代官山）

49． Total Thigh Flap で創閉鎖した難治性褥創の１例

鈴木利宏、堀江正樹、小関邦彦、嶋岡弥生、籏持　淳、山崎雙次（獨協医大皮膚科）

50． フィルム材の閉鎖療法により創傷治癒が遷延した 2 症例

榊原俊介、杉本　庸、寺師浩人、田原真也（神戸大形成外科）

51． 診断のための腫瘍切除後人工真皮 （ペルナック
®
） の使用例

西堀公治、小田真喜子、松原真依子、河野鮎子、瀬見井明子、横尾和久

（愛知医大形成外科）

52． 皮膚潅流圧 （SPP） による創傷マネジメントのもとハイブリッド治療が奏功した DM ＋ PAD

（Peripheral Arterial Disease） による足部虚血性潰瘍の一例 

永田育子、寺師浩人、榊原俊介、辻　依子、田原真也（神戸大形成外科）

53． FUE (Follicular unit extraction) による脱毛症治療

山本一仁（ビバリーヒルズクリニック）
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Ⅹ． グループスタディ報告 （ランチョンセミナー） 12:05 – 12:35

 座長 鈴木　正 （諏訪皮膚科クリニック）

54． 2006 年 MM グループスタディ報告

熊野公子（兵庫県立成人病センター皮膚科）

55． 乳房外 Paget 病グループスタディー調査報告 2006

神谷秀喜、岩田浩明、北島康雄（岐阜大皮膚科）、師井洋一（九州大皮膚科）

永江祥之介（永江皮膚科・形成外科クリニック）

56． 血管肉腫グループスタディー報告 2006 年報告

川﨑晶子、田口理史、土田哲也（埼玉医大皮膚科）

鈴木　正（諏訪皮膚科クリニック）

ⅩⅠ． 「あなたならどうする？」 （口演＋ポスター展示）  12:35 – 13:35

 座長 大原國章 （虎の門病院）

 伊藤孝明 （兵庫医大）

57． 広範囲に骨露出を認める頭部有棘細胞癌

吉野朋子、岸　晶子、大原國章（虎の門病院皮膚科）

58． 35 歳女性の頬部に生じた隆起性皮膚線維肉腫 （DFSP）

吉屋直美、岸　晶子、大原國章（虎の門病院皮膚科）

59． 脳転移を来たし、 開頭手術を施行した頭頂部血管肉腫の１例

間所直樹、森本謙一、高萩俊輔、野田英貴、秀　道広（広島大皮膚科）

飯田幸治（同　脳神経外科）　

60． 初診時に尿閉を生じていた外陰部有棘細胞癌

加藤典子、大江秀一、山中滋木、為政大幾（関西医大皮膚科）

河　源（同　泌尿器科）
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ⅩⅡ． 一般演題 （8）　有棘細胞癌 ・ 基底細胞癌 ・ 熱傷 13:35 – 14:30

 座長 中川浩一 （大阪府済生会富田林病院）

 石川雅士 （埼玉がんセンター）

61． 顔面に生じた巨大有棘細胞癌の１例

山田元人、藤田直昭、笹田佳江、澤田昌樹、佐野優加子（豊橋市民病院皮膚科）

62． peplomycin 動注で血管炎 ・ 皮膚壊死を起こした足部有棘細胞癌の 1 例

森　悦子、岸　晶子、大原國章（虎の門病院皮膚科）

63． SCC 症例における Sentinel Node Biopsy

田口理史、加藤正幸、水上晶子、土田哲也（埼玉医大皮膚科）

64． Basal cell carcinoma(BCC) の放射線治療

高井利浩、藤原進、村田洋三、熊野公子（兵庫県立成人病センター皮膚科）

65． 放射線治療で縮小させた後に切除した鼻背部基底細胞癌

永江美香子、石川雅士（埼玉県立がんセンター皮膚科）

66． 乳幼児の広範囲重症熱傷に対し植皮を行った１例

石田和加、濱田正明（新潟県立中央病院皮膚科）

★閉会の挨拶　　次期会頭　   大原國章 （虎の門病院）　   14:30 – 14:35
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一目ご覧下さい！ （ポスター展示）　　　

67． 治療に苦渋した鼻部基底細胞癌の 1 例

吉田益喜、鈴木高子、川原　繁、川田　暁（近畿大皮膚科）

68． ベリプラスト P を用いて植皮した耳介の BCC

角田孝彦、加賀谷早織（山形市立病院済生館皮膚科）

69． 抗凝固療法中にそけい郭清を行った 2 例

レパヴーアンドレ、前川武雄、門野岳史、玉置邦彦（東京大学）

70． Subcutaneous dermoid cyst （皮下皮様のう腫） の加齢による変化　

−乳児と思春期例の臨床病理学的対比−

緒方克己、菊池英維、根本利恵子、江良幸三、瀬戸山　充（宮崎大皮膚科）

71． 連続縫縮術 （Serial excision） による母斑 ・ 血管腫の治療

臼田俊和、岩田洋平（中京病院皮膚科）

72． 両側股関節離断術を行ったガス壊疽の 1 例

山本圭子、石井貴之、越後岳志、藤本晃英、竹原和彦（金沢大皮膚科）

73． 陥凹病変に脂肪注入を行った 2 例

須山孝雪、高塚純子、伊藤雅章（新潟大皮膚科）

74． 治療に難渋した高齢者口唇癌の 2 例

高橋明仁、竹之内辰也（新潟県立がんセンター皮膚科）

ビデオセッション （モニター上映）

75． Klippel-Trenaunay 症候群の治療経験

中川　登、伊藤孝明、南　祥一郎、平野　愛、林　義明、夏秋　優、山西清文

（兵庫医大皮膚科）

76． 皮膚外科領域でのサージトロンの有用性について

中川浩一、岸田　大、梶本敦子（大阪府済生会富田林病院皮膚科）




