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6 月 9 日 （土）　第 1 日目

★理事会　

　　　 11:15 – 11:45 都市センターホテル　602 会議室 (6 階）

★評議員会

 11:45 – 12:45 都市センターホテル　601 会議室 (6 階）

★開会の挨拶 （会頭）

 12:55 – 13:00 都市センターホテル　コスモスホール (1) (3 階）

Ⅰ．一般演題 (1)　皮膚癌・センチネル 13:00 – 14:10

座長 山崎直也 （国立がんセンター）

 師井洋一 （九州大）

1. 腋窩 Paget 病の 3 例

中井康雄、 山崎直也、 中井智絵、 上原治郎、 並川健二郎 

（国立がんセンター中央病院 皮膚科）

2. 足部重複悪性黒色腫の１例 

上野孝、 三石剛、 野呂佐知子、 竹内淳子、 荻田あづさ、 森田　 孝

川名誠司 （日本医科大学 皮膚科）

3. 臨床症状が著しく変化した悪性黒色腫 

廣瀬寮二、 三根義和 （長崎市立市民病院 皮膚科）、 山岡俊文 （長崎大学 皮膚科）

4. 熱傷を契機に再発したリウマチ患者の下口唇 SCC 

永江美香子、 石川雅士 （埼玉県立がんセンター）、 樫村　 勉、 本田隆司 （同 形成外科）

5. 術前放射線化学療法が有用であった有棘細胞癌の１例 

藤原　 進、 高井利浩、 村田洋三、 熊野公子　（兵庫県立成人病センター 皮膚科）、 

谷 　昌寛 （西神戸医療センター 皮膚科）

6. 劣性栄養障害型表皮水疱症に生じた有棘細胞癌の 1 例 

会津隆幸、 金子高英、 六戸亜希子、 北村英夫、 松崎康司、 中野　 創、

澤村大輔 （弘前大学 皮膚科）、 阿部由直 （同 放射線科） 
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7. 術後経過観察のドロップアウト後に再発を来たした皮膚癌の 3 例 

竹之内辰也、 土屋和夫、 高橋明仁 （新潟県立がんセンター 皮膚科）

8. センチネルリンパ節生検より学んだ鼡径、 腋窩リンパ節郭清 

柴田真一、 安江　 敬、 榊原章浩、 富田　 靖 （名古屋大学 皮膚科）

Ⅱ．一般演題 (2)　診断・ハイリスク 14:10 – 15:30

座長 中村泰大 ( 筑波大 )

 八田尚人 ( 富山県立中央病院 皮膚科）

9. 有棘細胞癌の深部浸潤の評価に用いる画像診断の有用性と問題点の検討 

笹井　 収、 渡邉将也 （みやぎ県南中核 皮膚科）、 芳賀貴裕 （東北大学 皮膚科）

10. 3D-CT にて腫瘍占拠部位を同定できた腋窩汗腺癌 

吉野公二、 岩澤うつぎ　（都立広尾病院 皮膚科）

11. 皮膚科領域における表在組織エコーの活用について 

石井貴之、 石垣　 光、 竹原和彦 （金沢大学大学院医学系研究科 皮膚科）

12. マイクロダーモスコープによる色素性皮膚病変の診断 

小野一郎、 平野桃子、 森　　暁、 菊地梨沙、 山下利春、 神保孝一 （札幌医大 皮膚科）

13. 外陰部乳房外 Paget 病における CYFRA21-1 測定の有用性の検討

爲政大幾、 大江秀一、 加藤典子、 堀尾　 武 （関西医科大学 皮膚科）

14. 妊娠 25 週、 軟部悪性腫瘍の手術経験 

田中　 了、 藤本　 亘 ( 川崎医科大学 皮膚科 )、 長谷川 徹 （同 整形外科）、

下屋浩一郎 （同 産婦人科）、 鳥海　 岳、 藤田喜久 ( 同 麻酔科 )、

荻田聡子 ( 同 小児科 ) 

15. 高齢者の口腔粘膜悪性黒色腫の治療経験 

宮国　 均、 持田耕介、 帖佐宣昭、 江良幸三、 緒方克己、 瀬戸山充 （宮崎大学 皮膚科）
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16. 高齢者に多発した日光角化症、 有棘細胞癌の 1 例 

鈴木信也、 田中英一郎、 佐藤信之、 高塚純子、 伊藤雅章 （新潟大 皮膚科）

17. 高齢者への局所麻酔下での手術はどこまで可能か？ 

中村泰大、 大塚藤男 （筑波大学 皮膚科）、 薄井尊信 （笠間市立病院 内科）、

福田欣孝 （藤慈会藤井病院 外科）

Ⅲ．一般演題 (3)　再建 (1) 15:45 – 16:40

座長 石原　 剛 ( 熊本大 )

 清原祥夫 ( 静岡県立がんセンター )

18. Lateral orbital flap ＋硬口蓋粘膜移植にて再建した下眼瞼基底細胞癌 

伊藤周作、 中村泰大、 丸山　浩、 並川健二郎、 川内康弘、 大塚藤男 ( 筑波大 皮膚科）

19. 下眼瞼外側の悪性腫瘍に対し lateral orbital flap を用いて再建した 4 例 

桃崎直也、 小野文武、 名嘉眞武国、 橋本　 隆 ( 久留米大学 皮膚科 )

 

20. 耳介よりの modified composite grafts による鼻翼縁再建 

木村　 中、 竹内章晃、 大芦孝平 ( 函館中央病院 形成外科 )

舟山恵美 ( 北海道大学 形成外科 )

21. 口唇 ・ 口腔内に発生した疣状癌切除後に Subcutaneous pedicled  nasolabial flap で再

建した 1 例 

内田洋平、 松下茂人、 吉田延代、 金蔵拓郎 ( 鹿児島大学 皮膚疾患学 )

米倉健太郎 ( 薩摩川内市 )、 石原　 剛 ( 熊本大学 形成再建科 )

22. 上口唇皮膚悪性腫瘍切除後の Abbe flap による再建

鈴木利宏、 堀江正樹、 嶋岡弥生、 籏持　 淳、 山崎雙次 （獨協医科大学 皮膚科）

23. 頬部メラノーマ切除後の再建 ： センチネルリンパ節生検を利用した局所皮弁の可能性

堤田　 新、 古川洋志、 山本有平 （北海道大学 形成外科）
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Ⅳ．一般演題 (4)　再建 (2) 16:40 – 17:35

座長 竹之内辰也 ( 新潟県立がんセンター )

 清澤智晴 ( 防衛医大 )

 

24. 上顎 MFH を合併し頭蓋底手術を施行した Rendu-Osler-Weber 病の一例 

成田圭吾、 中川雅裕、 飯田拓也、 松村　 崇 ( 静岡がんセンター 形成外科 )

清原祥夫 ( 同 皮膚科）、 鬼塚哲朗 ( 同 頭頸科）、 中洲庸子 ( 同 脳神経外科 )

大田洋二郎 ( 同 歯科口腔外科）、 川上公宏 ( 同 血液内科）

行木英生 ( 静岡赤十字病院 耳鼻科）

25. 劣性栄養障害型表皮水疱症における手指の癒着変形に対する治療 

山崎　 修、 浅越健治、 岩月啓氏 ( 岡山大学皮膚科 )

26. 神経血管柄付き V-Y 掌側前進皮弁を用いた指尖部の再建

小浦場祥夫、 安田聖人、 山本有平 ( 北海道大学大学院 形成外科）

本田耕一 ( 時計台記念病院 形成外科）、 熊切正信 ( 福井大学医学部 皮膚科）

27. V-Y advancement flap で再建した肛囲 Paget 病

出月健夫、 折戸秀光、 五十嵐敦之 (NTT 東日本関東 )

28. Distally-based sural flap を用いて再建した足底部熱傷瘢痕癌の 2 例 

一宮 　誠、 秋田浩二、 武藤正彦 ( 山口大学大学院医学系研究科 皮膚科学分野 )

29. Distally based neuroskin flap on the sural nerve による下腿の再建

増口信一、 石原　 剛、 尹　 浩信 ( 熊本大 皮膚科形成再建科 )
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Ⅴ．一般演題 (5)　良性腫瘍 17:45 – 18:40

座長　寺師浩人 ( 神戸大）　　　　　

 臼田俊和 ( 社会保険中京）

30. 脂腺母斑上に発生した水疱型石灰化上皮腫の一例 

日下淳子、 寺師浩人、 永田育子、 田原真也 （神戸大学 形成外科）

31. Vascular eccrine spiradenoma の１例 

渋谷佳直、 荒川智佳子、 水谷陽子、 清島真理子 （大垣市民病院 皮膚科）

32. 後頭部に生じた骨腫の１例 

伊藤康裕、 金田和宏、 野村和加奈、 飯塚　 一 （旭川医大 皮膚科）、

高杉和雄 ( 同 脳外科）

33. 当院における爪下外骨腫の治療について 

 　津田憲志郎、仙波祐子、明田智子、谷口芳記　（市立四日市病院 皮膚科）

34. 血管構成細胞の増殖を伴った動静脈奇形の 1 例 

安田正人、 岡田悦子、 田村敦志、 石川　 治 ( 群馬大学 皮膚科 )

35. 塞栓術後に切除した背部動静脈奇形の 1 例 

塚原菜々子、 伊藤宗成、 幸田公人、 松尾光馬、 上出良一

中川秀己 ( 東京慈恵会医科大学 皮膚科）， 貞岡俊一 （同 放射線科）




