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Ⅵ．一般演題 (6)　炎症性疾患・他 8:45 – 9:30

座長 高木　 正 ( 住友病院形成外科）　 

 荒川謙三 ( 川崎医大川崎病院）

36. 再発を繰り返した下口唇の血管拡張性肉芽腫の 1 例 

川見健也、 清原隆宏、 熊切正信 ( 福井大学  皮膚科 )

37. 外陰部の癒着を生じた扁平苔癬

岡田悦子、 安藤麻梨子、 渋沢弥生、 田村敦志、 石川　 治 （群馬大 皮膚科） 

38. 埋没ピアス針による限局性銀皮症の１例

榎本由貴乃、 池田涼子、 大沢真澄、 梅本尚可 （さいたま赤十字病院 皮膚科 )

安達章子、 兼子　 耕 （同 病理）、 加倉井真樹、 出光俊郎 （自治医大大宮 皮膚科）

39. Q-switched ruby laser の著効した播種状表在性光線性汗孔角化症の一例

金田智子、 伊藤宗成、 中川秀巳 （東京慈恵会医科大学 皮膚科）

40. 新生児禿髪性病変　～先天性皮膚欠損症 vs 皮膚髄膜腫

河野鮎子、 西堀公治、 小田真喜子、 横尾和久 （愛知医大 形成外科 )、

原　 一夫 （同病院 病理部）

Ⅶ．一般演題 (7)　副作用･潰瘍･感染症 9:30 – 10:30

座長 立花隆夫 （天理よろづ相談所病院）

 出光俊郎 （自治医大附属大宮）

41. 皮膚原発悪性黒色種の肝転移に対しシスプラチン肝動注を施行した際に著しい血小板

減少と血清中肝酵素上昇がみられた１例

峯垣裕介　谷岡未樹　松村由美　是 　枝哲　宮地良樹 （京都大学 皮膚科）

6 月 10 日 （日）　第 2 日目

★総会 ( 日本皮膚外科学会 )

 8:30 – 8:45 都市センター　コスモスホール (1)
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42. 頭部血管肉腫に対してドセタキセル使用中に間質性肺炎を併発した 1 例 

中野美沙、 友枝裕人、 上ノ土 武、 師井洋一、 古江増隆 （九州大学） 

43. メシル酸ガベキサート (FOY) による点滴漏れの１例

梅香路綾乃、 加茂理英、 曽和順子、 石井正光 （大阪市大 皮膚科）

44. 抗凝固療法と分層植皮で治療した難治性下腿潰瘍の１例　

今門純久、 川口順啓、 濱田和俊、 ニンデル･マーギット （日赤医療センター） 

45. 当科で使用する難治性下腿潰瘍に対する細胞成長因子 （growth factor） 治療

橋本裕之、 松尾由紀 （大分市医師会立アルメイダ病院 形成外科）

竹内善治 （大分市医師会立アルメイダ病院 皮膚科）

46. PRP （多血小板血漿） 瘻孔内挿入療法にて治癒した坐骨部褥瘡の 1 例 

三宅ヨシカズ、 井口有子、 福田 　智 （医誠会病院 形成外科美容外科）

楠本健司　（関西医科大学附属枚方病院 形成外科）

47. MRSA 感染が遷延した壊死性筋膜炎の 1 例

立花隆夫、 朴　 紀央、 門田匡史、 米澤理雄、 吉川義顕 （天理よろづ相談所病院 皮膚科）

出射敏宏 （市立奈良病院 皮膚科）

Ⅷ．一般演題 (8)　手術･治療の工夫 10:40 – 11:20

座長 藤井紀和 （滋賀医大）　　　　　　　　 

 大久保文雄 （昭和大形成外科）

48. 鶏眼、 胼胝のハサミによる除去、 シリコンジェルシート貼付による治療の実際と効果

高橋　 元、 岩坂　 督 （牛久愛和総合病院 形成外科）、

野　 伸雄、 佐々木健司 （日本大学 形成外科）、

池　 雄二、 本田隆司、 桜井裕之、 野崎幹弘 （東京女子医大 形成外科）

49. 陰圧閉鎖療法を用いた治療

吉田有紀、 前川直輝、 國行秀一、 鈴木伸典 （大阪市立総合医療センター 皮膚科）
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50. 感染を防ぐタイオーバードレッシング

西堀公治、 河野鮎子、 横尾和久 （愛知医科大学 形成外科）

51. 5-aminolevulinic acid 外用 photodynamic therapy　臨床像に応じた治療法の検討

福田知雄、 浅野祐介、 塩原哲夫 （杏林大学医学部附属病院 皮膚科）

52. 糸とネラトンカテーテルを用いたタニケット法で手術を行った後頭部隆起性皮膚線維

肉腫

藤井紀和、 藤本徳毅、 柴田史子、 古田未征、 植西敏浩、 田中俊宏 （滋賀医大 皮膚科）

Ⅸ .あなたならどうする？ 11:25 – 12:10

座長 伊藤孝明 （兵庫医大）　

 大原國章 （虎の門病院）

53. 大転子部褥瘡から生じた SCC の１例

吉川周佐、 大塚正樹、 北村昌紀、 清原祥夫 （静岡がんセンター 皮膚科）

高橋　満 （静岡がんセンター 整形外科）

54. 動静脈奇形の放射線治療後に生じ、 治療方針の決定に難渋した膝窩放射線皮膚潰瘍

の 1 例 

間所直樹、 内藤淳子、 野田英貴、 秀 　道広 （広島大学病院 皮膚科）

55. 小児の悪性黒色腫の一例

友枝裕人、 安川晋輔、 上ノ土　武、 師井洋一、 古江増隆 （九州大）
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Ⅹ .ランチョンセミナー 12:15– 13:00

座長 中川浩一 （富田林病院）

会頭講演

 『三
み た び

度 Paget 病について』

虎の門病院 副院長 ・ 皮膚科 部長 大　原　國　章

Ⅺ .一般演題 (9)　眉･ピーリング･美容 13:00 – 14:30 

座長 倉田荘太郎 （くらた医院）

 鈴木晴恵 （鈴木形成外科）

56. 眉の再建

冨士森良輔、 小熊　 孝、 原　　舞 （冨士森形成外科医院）

57. 植毛による眉毛再健術

今川賢一郎 （ヨコ美クリニック）

58. Hair Transplantation における 1000 grafts/hour の移植は可能か？

山本一仁　（ビバリ－ヒルズ･クリニック）

59. 我々の少量脂肪注入法のポイント

花垣博史、 芝岡美枝、 佐藤　 誠、 柳 　英之 （淀川キリスト教病院 形成外科 )

60. 二重まぶた手術埋没法の腫れを最小限にする方法 （MT 法）

久保田全、 池田欽生 （銀座いけだクリニック）

61. 上皮性皮膚腫瘍に対する６０％ＴＣＡ ・ フェノール治療の効果

上中智香子、岸岡亜紀子、米井　 希、山本有紀、古川福実 （和歌山県立医科大学 皮膚科）

62. The approach and treatment of Acne Scar: Clinical Experience in Taiwan

陳　 華欣 （台北長庚醫院 皮膚科）、 岸 　晶子、 大原国章 （虎の門病院 皮膚科）

63. 新型 IPL 治療器 『 limelight 』 によるフェイシャルトリートメント

岩城佳津美　（いわきクリニック形成外科 ・ 皮フ科）
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64. 我々の美容皮膚治療　―確かな効果を求めて

原　　舞、 冨士森良輔、 小熊　 孝 （冨士森形成外科）

★　閉会の挨拶　　　　　　次期会頭　　　岸本三郎　（京都府立医大 皮膚科）

一般演題 (ポスター展示 )

65. 血管拡張性肉芽腫に対する結紮療法について

加倉井真樹、 東隆一郎、 平塚裕一郎、 岩田基子、 榎本由希、 岡田栄子、

出光俊郎 （自治医大大宮 皮膚科）

66. ピアスケロイドの手術法について　 

武藤律子 （日本大学 〔駿河台〕 皮膚科）、 大原國章 （虎の門病院 皮膚科）

67. 巻き爪のステンレスプレートによる治療 

高垣謙二、 金子　 栄、 瀧　 玲子 （島根県立中央病院 皮膚科）

68. 疣状腫瘤の外観を呈した乳輪下膿瘍の１例 

寺元佳代、 上中智香子、 西山瑞穂、 山本有紀、 古川福実 （和歌山県立医大 皮膚科）　 

高木 　正 （住友病院 形成外科） 

69. 殿部の慢性放射線皮膚炎による皮膚潰瘍の 1 例 

井上和之、浅井　純、花田圭司、竹中秀也、加藤則人、岸本三郎 （京都府立医大 皮膚科）

70. 左大腿骨頚部骨折に伴う右腸骨大腿部の重症褥瘡への人工真皮 ( ペルナック Ⓡ ) 及び

フィブラストⓇ スプレー併用療法の症例 

橋本真一 （公立岩瀬病院 皮膚科）、 渡辺秀樹　（同 整形外科）

71. 採皮片を冷却保存し植皮を行った熱傷の１例 

角田孝彦、 奥野公成、 高橋隼也 （山形市立病院済生館 皮膚科）
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72. 当院における広範囲熱傷患者の手術療法の検討－超早期手術の現状と問題点－　

河合幹雄、 野田英貴、 間所直樹、 原　　武、 秀　 道広 （広島大学病院 皮膚科）

73. 頭頚部に有茎ないし広基性腫瘤を呈した 3 例 

土肥　 凌、大森香央、増井友里、近藤亨子、水嶋淳一、金子健彦 （同愛記念病院 皮膚科）

 

74. 脂漏性角化症の一部に基底細胞癌を併発した１例 

平塚裕一郎、 東　 隆一、 岡田栄子、 岩田基子、 榎本由貴乃、 加倉井真樹、

出光俊郎 （自治医大大宮 皮膚科）、 山田茂樹 （同 病理部）

75. 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 （近畿大学 皮膚科）

76. 上眼瞼皮膚悪性腫瘍の再建 

備前 　篤、 宮坂宗男、 藤井海和子、 山崎明久、 赤松　 正、 落合輝之、　花井 　潮

角田洋太郎　（東海大学 形成外科）

77. 眼科用液体窒素凍結装置を用いたマイボーム腺癌に対する液体窒素凍結療法

石垣 　光、 石井貴之、 竹原和彦 （金沢大学 皮膚科）

78. 下肢に生じた広範囲熱傷瘢痕後有棘細胞癌の２例 

斉藤まり、 徳山弥生、 池田正身 （高松赤十字病院 皮膚科）

79. 両側下腿に多発した SCC の 1 例

成田智彦、 吉田益喜、 鈴木高子、 川原　 繁， 川田　 暁 （近畿大学 皮膚科）

80. 有意な異型性はないが臨床像と皮丘優位な melanocyte の分布から melanoma in situ

と診断した 1 例 

福安厚子、 澁谷修一郎、 森　 啓之、 大西誉光、 渡辺晋一 （帝京大学 皮膚科）

81. 臍原発の悪性黒色腫の手術治療 

岩田浩明、 青山裕美、 神谷秀喜、 市来善郎、 北島康雄 （岐阜大学 皮膚科）

82. Subtotal integumentectomy を試みた右大腿部悪性黒色腫の 1 例 

香西伸彦、 有馬 　豪、 河合成海、 長島千佳、 菅谷直樹、 秋田浩孝、 松永佳世子 

（藤田保健衛生大学 皮膚科）、 白木　良一 （同 泌尿器科）、 久野有紀 （愛知県大府市）
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83. 電子線照射が有効であった悪性線維性組織球腫の再発例 

中島英貴、 濱田理恵 （高知大学 皮膚科）

日本皮膚外科学会グループスタディ

84. 2007 年ＭＭグループスタディ

熊野公子 （兵庫県立がんセンター　皮膚科 )

85. 乳房外 Paget 病グループスタディー調査報告 2007

神谷秀喜、 岩田浩明、 北島康雄 （岐阜大学 皮膚科）、 師井洋一 （九州大学 皮膚科）

永江祥之介 （永江皮膚科･形成外科クリニック）

86. 血管肉腫グループスタディー 2007 年度報告

田口理史、 水上晶子、 土田哲也 （埼玉医科大学 皮膚科）

鈴木 　正 （諏訪皮膚科クリニック）

ビデオセッション

87. 難治性下腿皮膚潰瘍に対する自家骨髄移植を用いた再生医療 

中川　 登、 伊藤孝明、 定延直哉、 林　 義明、 南 祥一郎、 夏秋　 優、

山西清文　（兵庫医大 皮膚科）

88. センチネルリンパ節生検で陰性であった転移性悪性黒色腫の１例 

定延直哉、 伊藤孝明、 藤本朋子、 川崎加織、 中川　 登、 今田微香、

林　 義明、 南 祥一郎、 山西清文　（兵庫医大 皮膚科）

89. 殿部慢性膿皮症の 1 手術例 

中川浩一、 梶本敦子、 岸田　 大 （富田林病院 皮膚科）

90. 前外側大腿皮弁の挙上方法

宮坂宗男、 藤井海和子、 山崎明久、 赤松　 正、 落合輝之、 備前　 篤　花井　 潮、

角田洋太郎 （東海大学医学部外科学系 形成外科）




