第 26 回日本皮膚外科学会
総会 ・ 学術集会

プログラム ・ 抄録集

会期： 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 ２ ０ 日 ( 土 )・２ １ 日 ( 日 )
会頭： 八田尚人 ( 富山県立中央病院 皮膚科 )
会場： 富山国際会議場
( 大手町フォーラム )
〒 930-0084 富山市大手町 1 番 2 号
Tel 076-424-5931 Fax 076-493-4455

第 26 回事務局：富山県立中央病院
皮膚科 ( 八田尚人 )
〒 930-8550

富山市西長江 2-2-78

Tel 076-424-1531

Fax 076-422-0667

E-mail: hattanao@tch.pref.toyama.jp

日皮外誌 Vol. 15, No.2 2011

第 26 回日本皮膚外科学会総会 ・ 学術集会
ご 挨 拶
この度第 26 回日本皮膚外科学会を富山市で開催することになりました。会員の皆さんの中に
は富山を訪れたことのない方も多いと思いますので、これを機会に是非一度お越し下さい。富山
市は最近エコシティーとして売り出し中です。富山駅や会場周辺には適当なホテルが多数有りコ
ンパクトにまとまっています。市内はセントラムと呼ばれる路面電車で移動できますし、市内で
自由に乗り捨てできる自転車 ( 登録が必要ですが ) も整備されています。それに便乗して学会の
テーマを「エコ」としました。時間や、患者さんの負担、あるいは材料費などを節約することが
エコノミーからエコロジーにつながるのではないかというこじつけです。皆さんのささやかな工
夫をお待ちしています。
本学会は当初からスーパークールビズで時代をリードしてきました。富山は北というイメージ
から涼しいのではないかと誤解されることがありますが、真夏はおそらく日本で最も暑い地域の
一つです。例年通り軽装でお越し下さい。折角富山まで来るのですから時間に余裕のある方は立
山・黒部アルペンルートに足を伸ばされることをお勧めします。室堂までは電車やバスを利用し
軽装で訪れることができます。気合いを入れて 3015 ｍの頂上を目指すのもよいかもしれません
（日帰りで可能ですがそれなりの装備が要ります）。
学会運営はこの会の特徴である全員参加の 1 会場で徹底的に討論するというスタイルを最優先
に考えています。そのため発表者の方は発表時間を厳守するようにお願いします。緊張して時間
をオーバーする程度はいいのですが、中には「これは 4 分では収まらないだろう」という確信犯
( ？ ) も見受けられます。内容はコンパクトにまとめて円滑な運営にご協力をお願いします。そ
のかわり討論はできるだけ制限しないようにするつもりですので、発言希望者は指名前にマイク
の前でお待ち下さい。1 日目の昼食時間に岡田整形外科皮膚科の高田実先生に「メラノーマは手
術で治せるか？」と題して講演をお願いしました。本学会とは逆説的な演題ですが、手術手技を
極めるだけでなく多角的にメラノーマの治療を考えるうえでのよい刺激になると期待していま
す。また、時間的制約から「あなたならどうする？」のコーナーの代わりに 3 人のエキスパート
にミニレクチャー的な話をしてもらう「私ならこうする」のセッションを企画しました。「よく
あるけどちょっと悩むような症例をあの先生はどのようにしているのか知りたい」、というのが
企画の主旨です。
本学会ではネームホルダーを再利用するなどささやかなエコを実践する予定です。学会費もエ
コにしようかと思いましたがこのご時世企業協賛も厳しいのでやめました。懇親会がエコになっ
ても会場周囲には富山の海の幸山の幸を楽しめる店が沢山ありますのでご安心を。

平成 23 年 7 月吉日
富山県立中央病院 皮膚科
会頭 八田 尚人
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交 通 案 内

バスロータリー

総曲輪

富山国際会議場 大手町フォーラム
〒930-0084

富山市大手町1番2号

TEL: 076-424-5931

FAX: 076-493-7170

富山国際会議場へのアクセス
［富山駅より］
・バスで約5分〜城址公園前下車 徒歩3分
（料金：200円）
・市内電車（環状線）で約8分〜国際会議場前下車
（料金：200円）
・徒歩で15分

［富山空港より］
・タクシーで約20分 （料金：約3,000円）
・空港連絡バスで約25分〜総曲輪下車 徒歩2分
（料金：400円）
［富山I.C.より］
・車で15分

※市内電車環状線（セントラム）は太線部分が一方向運行となります
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会 場 案 内
参加受付
本部 クローク PC試写、演者受付
会議室 会議室
206
205

2F

エスカレーター

多目的会議室201,202,203…講演会場

EV

多目的会議室204…ポスター会場

201

講演会場

企業展示
ドリンクコーナー

202

多目的会議室
203

控室3
控室2

会議室205…クローク

ポスター会場
204
企業展示

会議室206…本部

控室1
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インターネット
接続コーナー

懇親会会場
「ANA クラウンプラザホテル」 3F ASUKA
正面玄関

ANAクラウンプラザホテル
エスカレーター

エントランスホール

EV

事務所

地下駐車場
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喫煙
コーナー
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富山市民プラザ
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参加者の方々へのお知らせとお願い
参加者の方々へ
1. 受付時間 ： 23 年 8 月 20 日 ( 土 ) 午前 8 時から午後 6 時まで、 21 日 ( 日 ) は午前 8 時か
ら午前 11 時 30 分まで受付致します。
2. 参加受付 ： 2F の総合受付でお願いいたします。 参加登録カードを記載のうえ受付までお
持ちになり、 参加費 10000 円をお支払い下さい。 県の補助金申請のため県外からの参加
者の宿泊数を把握する必要がありますので、 お手数ですがカードに宿泊のホテルを御記入
下さい。 ネームプレートのホルダーは再利用品を用意してありますが、 エコのため他の学会
で使用済みのホルダーがあればお持ち頂くようお願いします。 口演およびポスター発表され
る先生方は、 隣の演者受付へもおこし下さい。
3. プログラム ： 郵送された方は必ずご持参ください。 会場で購入される場合には一部 2000 円
頂戴致します。
4. 受講証 ： 皮膚科専門医資格をお持ちの方には、 日本皮膚科学会認定の後実績 6 単位が
認められますので、 専門医受付でご記帳後に 「後実績受講証」 をお受け取りください。
口演発表者の方々へ
＊ 前回の案内では、 発表データの CDR を 1 週間前に郵送していただく予定でしたが、 当日
会場に USB メモリーをお持ち込みをいただくことになりましたので、 ご注意下さい。
1. 学会参加受付後、 演者受付へおこし下さい。
2. 口演時間 ： 一般演題、 テーマ演題は口演 4 分、 討論 4 分です ( 私ならこうするは 7 分 )。
3. 口演発表は全て PC( パソコン ) による発表のみとさせて頂きます。 発表の 30 分前までに「PC
試写 ･ 演者受付」 までお持ち下さい。 お持ち込みいただけるメディアは USB メモリーのみ
とさせていただきます。 データはコンピュータウイルスの無いことをチェックをした上でお持ち
込み下さい。 必ずバックアップ用のデータもお持ち下さい。
4. 会場に用意するパソコンで、 使用可能なアプリケーションは PowerPoint 2003, 2007 です。
PowerPoint の標準フォントをご使用下さい。 口演用スライドデータは 4:3 で作成して下さい
( 横長で作らないで下さい )。
5. Macintosh 版の PowerPoint で作成された方は、 あらかじめ Windows パソコンでの動作確認
をお願いします。
6. 口演用データでは、 動画 ･ 音声の使用はご遠慮下さい。
7. 発表の際は、 演台に設置してありますモニター、 マウス、 キーボードを使用して、 演者ご本
人により操作して頂きます。
8. ノートパソコンの持ち込みによる発表は受け付けません。
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ポスター展示の方々へ
1. 学会参加受付後、 演者受付へおこし下さい。
2. 展示は、 ポスター会場の展示パネルにお願いします。 展示は 20 日 （土） 午前 8 時よりお
願いします。 撤去は 21 日 （日） 午後 12 時から 1 時の間にお願いします。
3. ポスターの展示は画鋲による固定です。 画鋲は事務局で用意致します。
4. ポスターパネルのサイズは横 120 ｃｍ×縦 210cm です。 左上部 横 20 ｃｍ × 縦 20 ｃｍの
演題番号は事務局で用意いたしますので、それ以外のスペースはご自由にお使いください。
日本皮膚外科学会元気賞
一般演題、 テーマ演題の中から最優秀発表賞および最優秀論文賞を選びます。 副賞は各
10 万円で、 ダブル受賞も可能です。 ただし、 論文 ( 発表プロシーディング ) を学会開催日から
11 月末までに、 会場または本部事務局にお届け頂けなかった場合は、 受賞資格を失います。
受賞者は翌年度の総会で表彰し口演をして頂きます。
学会誌用原稿提出のお願い
本学会の発表演題は、 原則として全て日本皮膚外科学会誌にその要旨を掲載させて頂きま
す。 お手数ですが、 学会当日に別紙の要項にしたがって原稿の提出をお願いします。 なお、
後日学会本部事務局で原稿内容を一部変更させていただく場合がありますので、 プリント原稿
一部と CD-R( 電子データ ) の両方の形での提出をお願いします。 強調文字 ( 太字、ボールド体 )
の設定は行わないでください。
討論者の方々へ
座長の指示にしたがって、 討論用マイクを用いて所属 ・ 氏名を述べてから発言してください。
質疑応答用紙に、 その内容をご記載下さい。
日本皮膚外科学会への入会申込みについて
日本皮膚外科学会への入会申込み手続きは、 本学会場では取り扱いませんのでご了承くだ
さい。 入会希望の方は学会本部事務局まで直接ご連絡ください。
懇親会
懇親会は 20 日 ( 土 ) 学術集会終了後、 午後 6 時 30 分より ANA クラウンプラザホテル 3F
ASUKA にて行います。
総 会

20 日 ( 土 ) 午後 1 時 30 分より口演会場にて行います。
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Ѥ̝ݭഃҺ̷Ҳ҇ҁၭҁџйѽлѠධڞьћфѕъй̞ดୟюҀҺ̷ҲҺҖҬҢѤ̝ьєӄҰҦӦѝѤအѣӄҰҦӦќ
ьфྴъҁҀшѝ҇ޱьћ݁ъй̞Ⴏھڵੳ९ঢ়ѝҺ̷ҲᄵсڤџҀ৾ѤўіѾсછ҄ҁҀр҄рѿѳѐ҈ѣќ̝ ᔅ
䈝ห৻䈱䉅䈱Ѡьћ݁ъй̞⊒↪䉴䊤䉟䊄䈱䈢䉄䈮ᚑ䈚䈢㪤㪪䊌䊪䊷䊘䉟䊮䊃䈱䊂䊷䉺䉕䈠䈱䉁䉁ឭ䈚䈭䈇䈪ਅ䈘䈇䇯ශ
↪䊂䊷䉺䈫⊒↪䉴䊤䉟䊄䈱㪤㪪䊌䊪䊷䊘䉟䊮䊃䊂䊷䉺䈱ਔᣇ䉕䉮䊏䊷䈚䈩䈇䈢䈣䈒䈖䈫䈲ᄢ᱑ㄫ䈪䈜䇯

㪮㫀㫅㪻㫆㫎㫊㪯㫇䋨㪛㪦㪪䋩䉁䈢䈲 㪤㪸㪺㫀㫅㫋㫆㫊㪿䈱䉸䊐䊃䈪ᚑ䈜䉎႐ว
ҰӈһѤ̝ڵഥᇥ̝ɩɯӢ̷Ҽ̝ɩɯӄӢ̷ӐҗӦһ҇пછй݁ъй̞䉝䊄䊎䉟䊤䉴䊃䊧䊷䉺䊷䈲䈗㆙ᘦ㗿䈇䉁䈜䇯ѳєᢥሼේⓂ
䈱䊕䊷䉳䈲㪤㪪䊌䊪䊷䊘䉟䊮䊃䉕䈍䈇䈮䈭䉌䈭䈇䈪ਅ䈘䈇䇯

౮⌀䊶࿑䉕䉃䊕䊷䉳䈲⛘ኻ䈮䊪䊷䊄䈲↪䈇䈝䇮ᔅ䈝䊌䊪䊷䊘䉟䊮䊃䉕↪䈚䈩ਅ䈘䈇䇯
㪮㫀㫅㪻㫆㫎㫊 㪯㫇䈫䉥䊐䉞䉴䋲䋰䋰䋷䉁䈪䈱ᒻᑼ䈪ሽ䈚䈩ਅ䈘䈇䋨ᦨᣂ䈱䊂䊷䉺ᒻᑼ䈮䈲ኻᔕ䈚䉁䈞䉖䋩䇯 ం༟ѹӃ̷ҫӚӦҕҶӊ
ෟঞѣҰӈһ҇છᅀьєҺ̷ҲѠѤവܥьтҁџй৾сзѿѳюѣќщᆅ҇пࠫйьѳю̞џҀѮфɳɥɪɠɫɳӄҰҦӦќ
ьћйєѕфшѝ҇пࠫйьѳю̞
ͅɩɽɿѣҺ̷ҲѠѷവܥќтѳюс͆

ᧄᢥ䈏䊁䉨䉴䊃䊂䊷䉺䈱႐ว
᥉ㅢߦࡢࡊࡠߢᢥ┨ࠍᚑߒߩ߈⛯৻ޔߡߒߦ࠲࠺࠻ࠬࠠ࠹ޔᢥ┨ߪߥࠆߴߊᡷⴕߒߥߢਅߐᧄޕᢥߩዊ
㧝㧙㧟㧕
ߒ߇ࠆߣ߈ߪᔅߕᡷⴕߒߡਅߐޕᒁ↪ᢥ₂ߩ⇟ภߥߤߩઃᢥሼࠍᝄࠆᤨߪࠇߎࠇߎޟ
ߪࠇߘࠇߎޟߪޠ
ࠇߎࠇع㧝㧙㧟㧕ߦ߁ࠃ߁ߣޠࠇߘࠇߪع㧞ߟߩߢع࿐ߞߡਅߐᧄޕᢥࠍ࠹ࠠࠬ࠻࠺࠲ߢឭߐࠇࠆ႐วߪޔ
౮⌀߿࿑ߪߚ߹࠻ࡦࡊޔߪޔශߒߡ A4 ߩ⚕ߦ೨ࡍࠫߩߦᓥߞߡࠅ⾍ޔઃߌߡᚑߒߡਅߐޕ
џп̝Ӣ̷ӊӠಕᅀࡀќҺ̷Ҳ҇ьє৾ѤɠɫɯѣҹҠҬһजૡѣѴќଦц࿌цѳю̞

䊐䉜䉟䊦䊈䊷䊛䈱ઃ䈔ᣇ
ɳʅʊʀʋʓʏͅɠɫɯ͆ѣྯ୯ӈҜ̷ӑҶһ̝ɩɽɿʅʊʐʋʏʄѤɠɫɯӈҜ̷ӑҶһќ̝݁ࡌѣӈҔҗӞӀ̷ӓ҇࿌цћфѕъй̞
ӈҔҗӞӀ̷ӓѣϨीჭͅབྷҕӞӈҔӌҶһќ͆
ຠအ৭ܐ
̡̡̡ɰ
ڵཥܐ൏
̡̡̡ɥ
㧔࠹ࡑṶ㗴߽৻⥸Ṷ㗴߽หߓޟIߔߢޠ㧕
зџєџѾўлюҀ̡̡̡ɝ
ѧѝჭщᅦ݁ъй̡̡̡ɤ
ђ ѣ ണ
̡̡̡ɯ
ӈҔҗӞӀ̷ӓѣϩ̡Ϫीჭͅབྷి્ϩीќ͆
ܐ൏৽̡̡̡ܐ൏৽сڵीѣ৾Ѥ̝ຉѠϧ҇ҁћфѕъй̞
ӈҔҗӞӀ̷ӓѣϫीჭړ৶ͅབྷҕӞӈҔӌҶһѝి્ќ͆
ႏဍ ̡̡̡̡ ɤ

̡̡̡̡ ɢ ৽
ྴ
̡̡̡̡ ɰ ৽
ѣ୶Ѡ̝ӈҔҗӞ҇བྷќ࿌цћဲഝьћ݁ъй̞
ͅᆰ͆ڵཥܐ൏ ɍɒѣႏဍ̡̡̡ɥɍɒɤɈ Ɏ̡̡̡ɥɍɒɢɎ̝ྴϨ̡̡̡ɥɍɒɰɍ
ॽ̴ѣݭഃӈҔҗӞѤ̝ͅӈҔҗӞѤɢʅʃɊɍџѾɢɍ̝ɰɽɾʈʁ ɍџѾɰɍџўѝйлѽлѠɅႏဍѣᄵѝ࠙ᇍѣзҀಷѠьћфѕ
ъй̞
ဍ્݂ц҇ъцҀєѶѠႏဍѣӈҜӦһѤɳʅʊʀʋʓʏѣ৾Ѥɩɯɬბрɩɯბ̝ɩɽɿʅʊʐʋʏʄѣ৾ѤɫɯɝɧɝѣѴѠьћфѕ
ъй̞ᒝ⺞ᢥሼ䋨ᄥሼ䉁䈢䈲䊗䊷䊦䊄䋩䈱⸳ቯ䈲䈚䈭䈇䈪ਅ䈘䈇̞ࢬьєйခѤҧҪҶҢളѠьћфѕъй̞
ᄖሼ䈲䉒䈭䈇䈪䈒䈣䈘䈇̞ⲉᢡѣ͑ⲉ̝͒ ଶގѣ͑ଶ͒џўѤ્ޓѣ৾сзѿѳю̞
ɟɠɮѹɩɫ̝ӈӠҶӇ̷џўѠෟಅрӜӌӞ҇јћ݁ࡌ৷ჭ҇ྣящࡌ݁ъй̞
শܐଅ̝ܐ൏
ɳʅʊʀʋʓʏ р ɩɽɿр̝ьєҰӈһѝӃ̷ҫӚӦ
ဲഝъҁћйҀӈҔҗӞ

ᔅ䈝ශ䈚䈢ේⓂ䋨౮⌀䊶࿑䊶䈲⾍ઃ䈪䉅น䋩䈫䊂䊷䉺䈱ਔᣇ䉕ឭ䈚䈩ਅ䈘䈇䇯

ឭ䈜䉎䊂䉞䉴䉪䈲䇮ᚑ䈚䈢䊌䉸䉮䊮䈫䈲䈱䊌䉸䉮䊮䈪ᱜ䈚䈒␜䈘䉏䉎䈖䈫䉕⏕䈚䈩ਅ䈘䈇䇯
࿋ბџ฿сщыйѳьєѾ݄џѿѝݶૉჄࣆͅӢ̷ҼӒҠ͆ѳќ̝Ӕ̷ӞѳєѤӈҔҢҪӒӝќпჵй৾҄ѐфѕъй̞ќ
тҁѥӔ̷Ӟќпࠫйьѳю̞ไᇮѠѽҀпჵй৾҄ѐѤଦц࿌цћйѳѐ҈̞
ૉჄࣆӔ̷ӞҕҼӟҬ̡̡̡̡̡̡̡ʄʅʂʑʃʁʇɽɜʓʋʎʀʉʅʇʅɊɿʋʉ
ૉჄࣆӈҔҢҪӒӝ̢Ɍɓɕɔ͘ɐɕɉɎɓɐɔ
ോዪ㐳㧔દ⮮ቁ㧕ࡔ࡞ࠕ࠼ࠬʄʅʂʑʃʁʇɽɜʇʅʓʅɊʊʁɊʆʌ

165

日本皮膚外科学会誌

Vol.15-2

2011

日

程

表

㻤᭶㻞㻜᪥㻔ᅵ㻕䚷➨㻝᪥┠
㻣㻦㻟㻜䡚㻤㻦㻟㻜

ホ㆟ဨ

㻥㻦㻜㻜䡚㻥㻦㻜㻡

㢌䛒䛔䛥䛴

㻥㻦㻜㻡䡚㻝㻜㻦㻜㻡 ⾑⟶⭘䞉⫗⭘䛺䛹

㧗ᶫᏹ㻔ᒾᡭ་⛉Ꮫ㻕䚸⏣ཱྀ⌮ྐ㻔῝㇂㉥༑Ꮠ㝔㻕

㻝㻜㻦㻜㻡䡚㻝㻝㻦㻜㻡 ᡭ⾡ᡭᢏ䞉ᘓ䞉⒪ἲ㻔䊠㻕 ᑎᖌᾈே㻔⚄ᡞᏛ㻕䚸Ⅽᨻᗄ㻔㛵す་⛉Ꮫᯛ᪉㝔㻕
ఇ䚷䚷᠁㻔㻝㻡ศ㛫㻕
㻝㻝㻦㻞㻜㻙㻝㻞㻦㻝㻜 䝸䞁䝟⠇⏕᳨䞉㒌Ύ

Ύཎ⚈ኵ㻔㟼ᒸ┴❧䛜䜣䝉䞁䝍䞊㻕䚸ὸ㉺ྖ㻔ᒸᒣ་⒪䝉䞁䝍䞊㻕

㻝㻞㻦㻝㻜㻙㻝㻟㻦㻝㻡 䝷䞁䝏䝵䞁䝉䝭䝘䞊

ඵ⏣ᑦே㻔ᐩᒣ┴❧୰ኸ㝔㻕

ఇ䚷䚷᠁㻔㻝㻡ศ㛫㻕
㻝㻟㻦㻟㻜㻙㻝㻟㻦㻡㻜 ⥲
㻝㻟㻦㻡㻜㻙㻝㻠㻦㻡㻜 ᝏᛶ㯮Ⰽ⭘

ᒣᓮ┤ஓ㻔ᅜ❧䛜䜣◊✲䝉䞁䝍䞊୰ኸ㝔㻕䚸ᮧ⏣ὒ୕㻔රᗜ┴❧䛜䜣䝉䞁䝍䞊㻕

㻝㻠㻦㻡㻜㻙㻝㻡㻦㻟㻡 ⚾䛺䜙䛣䛖䛩䜛

ඵ⏣ᑦே㻔ᐩᒣ┴❧୰ኸ㝔㻕

ఇ䚷䚷᠁㻔㻝㻡ศ㛫㻕
㻝㻡㻦㻡㻜㻙㻝㻢㻦㻡㻜 䜶䝁䛺ᕤኵ㻔䊠㻕

⚄㇂⚽႐㻔ᮌἑグᛕ㝔㻕䚸ᑠᾆሙ⚈ኵ㻔ᾏ㐨Ꮫ㻕

㻝㻢㻦㻡㻜㻙㻝㻣㻦㻡㻜 㻮㻯㻯䠈㻿㻯㻯䠈㻼㼍㼓㼑㼠

୰ᕝ㞞⿱㻔㟼ᒸ┴❧䛜䜣䝉䞁䝍䞊㻕䚸⥴᪉ඞᕫ㻔ྂ㈡⥲ྜ㝔㻕

㻝㻣㻦㻡㻜㻙㻝㻤㻦㻟㻜 ᡭ⾡ᡭᢏ䞉ᘓ䞉⒪ἲ㻔䊡㻕 ᶫᮏ⿱அ㻔䜰䝹䝯䜲䝎㝔㻕䚸ᯇୗⱱே㻔㮵ඣᓥᏛ㻕
㻝㻤㻦㻟㻜㻙㻞㻜㻦㻜㻜

᠓ぶ
㻔㻭㻺㻭䜽䝷䜴䞁䝥䝷䝄䝩䝔䝹㻕

㻤᭶㻞㻝᪥㻔᪥㻕䚷➨㻞᪥┠
㻤㻦㻟㻜㻙㻥㻦㻟㻜

ឤᰁ䞉⮋⓶䞉⅖ᛶᝈ Ⲩᕝㅬ୕㻔ᒸᒣ῭⏕⥲ྜ㝔㻕䚸୰ᕝᾈ୍㻔῭⏕ᐩ⏣ᯘ㝔㻕

㻥㻦㻟㻜㻙㻝㻜㻦㻟㻜

䜶䝁䛺ᕤኵ㻔䊡㻕

⮻⏣ಇ㻔♫ಖ୰ி㝔㻕䚸㛛㔝ᓅྐ㻔ᮾிᏛ㻕

ఇ䚷䚷᠁㻔㻝㻡ศ㛫㻕
㻝㻜㻦㻠㻡㻙㻝㻝㻦㻠㻡 ᡭ⾡ᡭᢏ䞉ᘓ䞉⒪ἲ㻔䊢㻕 㛗㔝䚷ᚭ㻔⚄ᡞᕷ❧་⒪䝉䞁䝍䞊୰ኸᕷẸ㝔㻕䚸୰ᮧὈ㻔⟃ἼᏛ㻕
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