
          ８月 ２８日 （日）    第２日目                

★総 会                      メインホール（神商ホール） 

  午前８：３０－９：００ 

 

★学術集会              口演      メインホール（神商ホール） 

  午前９：００－午後４：２６    展示、ビデオ  第１，２会議室 

 

 

 テーマ演題  
 

 

Ⅴ．テーマ演題１ 『長期フォローから学んだこと』     ９：００－９：３８ 

                  座長 立花隆夫（天理よろず相談所病院） 

                     石川雅士（埼玉県立がんセンター） 

 

２４．新鮮自家骨髄移植による下腿難治性潰瘍の治療と長期成績 

   小浦場祥夫、安田聖人（福井大学 形成外科診療班）、 

   清原隆宏、熊切正信（福井大学）、坂本泰輔（北海道大学 形成外科） 

 

２５．初回手術１１年後に局所再発をきたした基底細胞癌の1例 

   江良幸三、緒方克己、瀬戸山 充（宮崎大学）、坂本忠秀（県立宮崎病院） 

 

２６．陰茎亀頭に生じたボーエン病の15年間の経過 

   廣瀬寮二、楠本美奈子（長崎市立市民病院）、土居剛士、竹中基（長崎大学） 

 

２７．Ductal eccrine carcinomaの再発例 

   蜂須賀淳一、増田禎一、師井洋一、占部和敬、古江増隆（九州大学） 

 

２８．腎移植後の免疫抑制患者に生じた汗孔角化症、有棘細胞癌 

   齊藤典充、谷田有里佳、三井純雪、高須 博、勝岡憲生（北里大学） 

 

 

Ⅵ．テーマ演題２ 『長期フォローから学んだこと』     ９：３８－１０：１０ 

                  座長 廣瀬寮二（長崎市立市民病院） 

                     緒方克己（宮崎大学） 

 

２９．リンパ節転移後3年以上経過した下肢原発SCC 

   永江美香子、石川雅士（埼玉県立がんセンター） 

 

３０．皮膚悪性腫瘍に対するRI法・色素法併用によるSentinel Node Biopsy 

      －５年間の経験から得られたこと－ 
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   小浦場祥夫、安田聖人（福井大学 形成外科診療班）、 

   清原隆宏、熊切正信（福井大学）、坂本泰輔（北海道大学 形成外科） 

 

３１．術後5年目に骨転移を来たした乳房外ページェット病の１例 

   谷岡未樹、加藤真弓、猪口奈緒子、是枝 哲、立花隆夫、宮地良樹（京都大学） 

 

３２．遠隔転移を生じた皮膚悪性腫瘍から学んだこと 

   柴田真一、安江 敬、榊原章浩、富田 靖（名古屋大学） 

 

 

 一 般 演 題  
 

 

Ⅶ．一般演題５ 画像・リンパ節              １０：１０－１０：４０ 

                  座長 中川浩一（大阪市立大学） 

                     臼田俊和（社会保険中京病院） 

 

３３．共焦点走査式レーザー顕微鏡を用いた皮膚腫瘍の三次元的解析に関する研究 

   小野一郎、荻野次郎、神谷崇文、高田知明、山下利春、神保孝一（札幌医科大学） 

 

３４．皮膚腫瘍、母斑切除における術前画像検査の有用性の検討 

   福田知雄、塩原哲夫（杏林大学） 

 

３５．頭頚部領域原発皮膚悪性腫瘍における頚部の郭清範囲についての検討 

   並川健二郎、山崎直也、山本明史、吉野公二、吉田寿斗志、安部正通 

   (国立がんセンター中央病院)、大山和一郎、浅井昌大(同 頭頚科) 

 

３６．リンパ節転移が疑われる患者のlymphatic mappingについて 

   野村知代、浅越健治、山崎 修、岩月啓氏（岡山大学） 

 

 

          休  憩    １０：４０－１０：５０ 
 

 

Ⅷ．一般演題６ 悪性疾患Ｂ                １０：５０－１１：２０ 

                  座長 山崎直也（国立がんセンター） 

                     浅越健治（岡山大学） 

 

３７．リンパ節転移を伴った基底細胞癌(以下BCC)の２例 

   桃崎直也、夏秋洋平、横須賀美也子、小野文武、濱田尚宏、黒瀬浩一郎、名嘉真武国、 

   橋本 隆（久留米大学） 
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３８．長期にわたり治療・経過観察しているbasosquamous cell carcinomaの一例 

   岩田洋平、臼田俊和、村瀬由美、東谷 薫、（社会保険中京病院）、 

   村上 榮（同 病理）、横尾和久（愛知医科大学 形成外科） 

 

３９．嚢腫様構造を伴う基底細胞癌の１例 

   河崎純子、加茂理英、上原慎司、中川浩一、石井正光（大阪市立大学） 

 

４０．胸壁腫瘍の一例 

   藤井美樹、寺師浩人、佐藤 誠、水口 敬、田原真也（神戸大学 形成外科）、 

   古谷義彦（ 同 乳腺内分泌外科） 

 

Ⅸ．一般演題７ 悪性黒色腫                １１：２０－１２：００ 

                  座長 岩崎泰政（岩崎皮ふ科・形成外科） 

                     神谷秀喜（岐阜大学） 

 

４１．５年間全身皮下に転移が出現し切除を繰り返している悪性黒色腫 

   袖本衣代、金原拓郎、八田尚人(富山県立中央病院)、福井米正(黒部市民病院) 

 

４２．爪甲色素線条から生じた悪性黒色腫の一例 

   横田憲二、柴田真一、林 佳代、榊原章浩、富田 靖（名古屋大学）、 

   岡田吉郎（蟹江町） 

 

４３．Malignant melanoma in situ の1例 

   梅香路綾乃、中川浩一、井上郁里、曽和順子、加茂理英、石井正光（大阪市立大学） 

 

４４．無色素性悪性黒色腫の3例 

   加藤正幸、谷口彩子、田口理史、倉持 朗、土田哲也（埼玉医科大学） 

 

４５．IFN-β療法中に自己免疫性肝炎・膵炎を発症した無色素性悪性黒色腫 

   大江秀一、為政大幾、堀尾 武（関西医科大学）、 

   嶋津孝幸、山科雅央、岡崎和一（同 消化器内科） 

 

       ミニレクチャー  １２：２０－１：２０ 
                  座長 寺師浩人（神戸大学） 

 

 ① 外陰部皮膚疾患の外科的治療と再建術 

   月江 富男（神戸市立中央市民病院 形成外科） 

 

 ② 頭蓋・頭皮の再建 

   田原 真也（神戸大学 形成外科） 

         休  憩      １：２０－１：４０ 
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 あ な た な ら ど う す る  
（第２会議室でポスター展示があります。） 

 

Ⅹ．あなたならどうする？                 １：４０－２：２５ 

                  座長 大原國章（虎ノ門病院） 

                     荒川謙三（川崎医科大学川崎病院） 

 

４６．治療に検討を要した爪甲下病変 

   盛山吉弘、福山國太郎、佐藤貴浩、横関博雄、三浦圭子、久保田一徳 

   （東京医科歯科大学） 

 

４７．陰茎の角化局面 

   中川浩一、曽和順子、石井正光（大阪市立大学） 

 

４８．原発不明有棘細胞癌 

   吉野公二、山本明史、山崎直也、高橋 聡、並川健次郎、安部正通、吉田寿斗志 

   （国立がんセンター中央病院） 

 

４９．治療に難渋した臀部有棘細胞癌の１例 

   河合成海、八代 浩、有馬 豪、松永佳世子（藤田保健衛生大学） 

 

 

 一 般 演 題  
 

ⅩⅠ．一般演題８ 再建法Ｂ                ２：２５－３：１０ 

                  座長 八田尚人（富山県立中央病院） 

                     為政大幾（関西医科大学） 

 

５０．顔面に生じた基底細胞癌に対する含皮下血管網植皮による再建 

   岩田浩明、神谷秀喜、市来善郎、北島康雄（岐阜大学） 

 

５１．遊離皮弁により下肢を温存し得た右下腿軟部悪性腫瘍の１例 

   大西勝博、中原実、（兵庫県立成人病センター）、永田育子（神戸大学 形成外科）、 

   松本圭司（兵庫県立成人病センター 整形外科） 

 

５２．新鮮鶏肉によるマイクロサージャリートレーニングの実際 

   中村泰大、許 雪珠、佐藤寛子、伊藤周作、伴野朋裕、高橋毅法、川内康弘、 

   大塚藤男（筑波大学） 

 

５３．肛門周囲のPaget病に対する周術期管理についての検討 

   野田英貴、河合幹雄、間所直樹、秀 道広（広島大学） 
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５４．陰部パジェット病の１例 

   一宮 誠、武藤正彦（山口大学） 

 

５５．皮膚外科領域における脂肪注入療法 

   田村真吾、小野竜輔、伴 政雄（神戸海星病院） 

 

 

         休  憩      ３：１０－３：２５ 
 

 

ⅩⅡ．一般演題９ 良性疾患Ｂ               ３：２５－４：０５ 

                  座長 伴 政雄（神戸海星病院） 

                     上出康二（和歌山労災病院） 

 

５６．頭蓋骨に付着したdermoid cyst の治療経験 

   高橋義雄、永瀬 洋（岡山労災病院 形成外科） 

 

５７．原発性皮膚髄膜腫の1例 

   上原慎司、加茂理英、舟木聡子、石井正光（大阪市立大学） 

 

５８．腹部に生じた石灰化上皮腫の１例 

   藤井紀和、段野貴一郎、田中俊宏（滋賀医科大学）、山根尚子（高島病院） 

 

５９．高度な肉芽形成を認めた嵌入爪の２例 

   井上和之、竹中秀也、岸本三郎（京都府立医科大学） 

 

６０．東京高等裁判所専門委員（知財部門）の経験 

   久 智行、柳衛宏宣、江里口正純（東京大学先端研） 

 

 

    グ ル ー プ ス タ デ ィ 報 告   
（第２会議室でポスター展示があります。） 

ⅩⅢ．グループスタディ                  ４：０５－４：２６ 

                  座長 竹之内辰也（新潟県立がんセンター新潟病院） 

 

６１．乳房外Paget 病グループスタディー調査報告2005 

   神谷秀喜、岩田浩明、北島康雄（岐阜大学）、師井洋一（九州大学）、 

   永江祥之介（永江皮膚科・形成外科クリニック） 

 

６２．血管肉腫グループスタディー 2005年報告 

   川崎昌子（埼玉医科大学） 



 

5

６３．悪性黒色腫group study報告 

   熊野公子（兵庫県立成人病センター） 

 

    閉会の辞                     ４：２６－４：３０ 

                      竹之内辰也（新潟県立がんセンター新潟病院） 

 

会場の借用は１７時までです。発表時間の厳守をお願いいたします。 

 一 目 ご 覧 下 さ い ！  
                            

６４．下口唇部有棘細胞癌（ＳＣＣ）の２例 

   吉田益吉、栗本貴弘、川田 暁（近畿大学） 

 

６５．結紮療法が有効であった有茎性の血管拡張性肉芽腫の３例 

   角田孝彦(山形市立済生館病院）、舛 貴志(岩手県立胆沢病院) 

 

６６．マラセチアざ瘡が発症の発端と推察されるケロイド  − 治療と予防 − 

   緒方克己、古結英樹、小田裕次郎、江良幸三、瀬戸山 充（宮崎大学） 

 

６７．肛囲Paget病の3例 

   前川武雄、門野岳史、レパヴー・アンドレ、尹浩信、菊池かな子、玉置邦彦 

   （東京大学） 

 

６８．Nasolabial turnover flapにより片側の全鼻翼再建を行った基底細胞上皮腫の一例 

   加茂田麻依子、山本哲久、瀬戸英伸（愛仁会高槻病院）、 

   花垣博史（淀川キリスト教病院 形成外科） 

 

６９．15年経過観察中の原発不明癌の1例  

   レパヴー・アンドレ、門野岳史、前川武雄、尹浩信、菊池かな子、玉置邦彦 

   （東京大学） 

 

７０． 陰嚢単純縫合の長期follow-up 

     高井利浩、前澤明子、錦織知穂、村田洋三、熊野公子（兵庫県立成人病センター） 

 ビ デ オ セ ッ シ ョ ン  
７１．頸部静脈瘤摘出術 

   今田微香（兵庫医科大学） 

 

７２．ホクロとゲームボーイ 

   中川浩一（大阪市立大学） 

 

７３．ＣＴガイド下センチネルリンパ節生検 

   神吉晴久（兵庫県立成人病センター） 


