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★評議委員会	 11：00 ～ 11：50

★開会式	 12：00 ～ 12：03

開催事務局長挨拶：中川　登　および　会長：伊藤孝明の一発芸

①	一般演題 1：手術手技 ･再建 ･治療法 (Ⅰ )	 12：05 ～ 12：45

座長	 一宮　誠	 ( 山口大学 )

	 松下茂人	 ( 鹿児島医療センター )

1.	 足底からの採皮方法の工夫	―翌日歩こうー

橋本裕之、 佐藤精一、 岡本　修

大分市医師会立アルメイダ病院 形成外科

2.	 植皮にタイオーバーは必要か？

結城明彦、 高塚純子、 竹之内辰也

新潟県立がんセンター新潟病院 皮膚科

3.	 外毛根鞘癌の 1例

原藤　緑 1、 武岡伸太郎 1、 林耕太郎 1、 田中隆光 1、 石川武子 1、 多田弥生 1、 大西誉光 1

持木将人 2、 阿部哲士 3、 渡辺晋一 1

1) 帝京大学 皮膚科、 2) 同 耳鼻咽喉科、 3) 同 整形外科

4.	 人工真皮の固定に陰圧閉鎖療法を使用した症例の検討

山田 勝裕、 水澤 雄太、 長井 拓哉、 山田 雅之、 能登　舞、 長田 真一、 真鍋　求

秋田大学 皮膚科

②	一般演題 2：手術手技 ･再建 ･治療法 (Ⅱ )	 12：45 ～ 13：35

座長　田村敦志	 ( 伊勢崎市民病院 )

	 竹之内辰也	( 新潟県立がんセンター新潟病院 )

5． 爪部悪性腫瘍切除後の再建に関する検討

加藤　威、 藤本徳毅、 藤井紀和、 中西健史、 立花隆夫＊、 田中俊宏

滋賀医科大学 皮膚科、 * 大阪赤十字病院 皮膚科

10 月 10 日 （土） 第 1 日目
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6.	 爪甲下グロームス腫瘍の手術方法の検討

稲坂　優、 岩田洋平＊、 河村実穂、 稲葉由季、 田中義人、 伊藤有美、 臼田俊和、 小寺雅也

地域医療推進機構中京病院 皮膚科、 * 藤田保健衛生大学病院 皮膚科

7.	 耳下腺浅葉切除術における広頚筋弁移植の有用性

林　礼人、 望月真理子、 須田俊一、 名取悠平、 吉澤秀和、 安藤えりか、 千田大貴、 田中里佳

水野博司

順天堂大学 形成外科

8.	 頬筋粘膜弁による下口唇再建を施行した有棘細胞癌の 2例

一宮　誠、 吉本　聖、 武藤　正彦

山口大学 皮膚科

9.	 若年女性鼻粘膜に生じた孤立性線維性腫瘍の再発例に対する手術経験

栁瀬哲至、 壷井聡史、 渡部茉耶、 森　直樹＊

JA 尾道総合病院 皮膚科、 * 同 耳鼻科

③	テーマ演題 1：皮膚外科甲子園 (Ⅰ )	 13：35 ～ 14：15

座長	 竹中秀也	 ( 京都府立医大 )

	 中村泰大	 (埼玉医科大学国際医療センター)	

10.	俺の皮膚外科

柴田 真一

SS クリニック

11.	外来外科治療後に出血のため入院し大動脈瘤が発見された高齢者の 2例

佐藤隆亮， 影下雄一， 中川倫代， 宮本章弘， 大西正純， 馬場俊祐， 前田文彦， 高橋和宏

赤坂俊英

岩手医科大学 皮膚科

12.	当科で経験したマムシ咬傷 16 例のまとめ

柳澤宏人、 土橋隼人、 緒方　大、 宮野恭平、 中村晃一郎、 倉持　朗、 土田哲也

埼玉医科大学 皮膚科

13.	ウェルナー症候群の難治性下腿潰瘍と向き合う	～患者の苦悩と医療者側の苦悩～

椋本祥子 1、 山田茂憲 1、 柴田真悠 1、 河津隆三 2、 中村元信 3

１) 九州労災病院 皮膚科、 2) 九州労災病院 リハビリテーション科、 3) 産業医科大学 皮膚科
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④	テーマ演題 2：皮膚外科甲子園 (Ⅱ )	 14：15 ～ 15：05

座長	 村田洋三	 ( 兵庫県立がんセンター )

	 南	祥一郎	( 市立伊丹病院 )	

14.	木村病より生じたと考えられた Follicular	lymphoma の 1 例

加藤裕史、 渡辺正一、 春本真以、 的屋真美、 中島貴裕＊、 李　政樹＊、 森田明理

名古屋市立大学 皮膚科、 * 同 血液腫瘍内科

15.	高齢者の足部 ALM4 例の治療経験

稲積豊子、 西尾有紀子、 渡邊 ( 岡田 ) 絵美子

国家公務員共済組合連合会立川病院 皮膚科

16.	HHV8 陽性、 HIV 陰性であった古典型カポジ肉腫の 1例

上尾礼子、 楠山苑子、 東田敏明

関西医科大学香里病院 皮膚科

17.	ものすごく再発をくりかえした背部隆起性皮膚線維肉腫の 1例

岩澤うつぎ、 鈴木貴子、 藤沼千尋、 大原國章＊

都立広尾病院 皮膚科、 * 虎の門病院 皮膚科

18.	初診時脳転移悪性黒色腫患者と共に戦った 4年 8 ヵ月

大塚正樹 1、 加持達弥 2、 山崎　修 2、 岩月啓氏 2、 勝井邦彰 3、 黒住和彦 4

1) 静岡がんセンター 皮膚科、 2) 岡山大学 皮膚科、 3) 同 放射線科、 4) 同 脳神経外科

休憩　15 分

⑤	一般演題 3：悪性黒色腫	 15：20 ～ 16：20

座長	 清原祥夫	 ( 静岡がんセンター )

	 山崎　	修	 ( 岡山大学 )

19.	高齢者の先天性母斑から生じた悪性黒色腫の 1例

吉見公佑、 面髙俊和、 後藤寛之、 大塚正樹、 吉川周佐、 清原祥夫

県立静岡がんセンター 皮膚科

20.	multiple	primary	malignant	melanoma の 1 例

和田尚子、 内　博史、 占部和敬、 古江増隆

九州大学 皮膚科
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21.	表皮向性転移の所見を呈した In-transit 転移に subtotal	integmentectomy を施行した悪性黒色腫の 1例

川田裕味子、 小猿恒志、 高井利浩、 村田洋三

兵庫県立がんセンター 皮膚科

22.	巨大な in-transit 転移を認めた悪性黒色腫の 1例

加持達弥、 梅村啓史、 本田聡子、 山崎　修、 岩月啓氏

岡山大学病院 皮膚科

23.	治療に難渋した口腔内悪性黒色腫の 1例

前田文彦、 高橋和宏、 大西正純、 赤坂俊英、 柏　克彦＊

岩手医科大学 皮膚科、 * 同 形成外科

24.	左眼球結膜より生じた悪性黒色腫の 1例

嶋　智子、 古川福実、 山本有紀

和歌山県立医科大学付属病院 皮膚科

⑥	一般演題 4：悪性腫瘍　その他	 16：20 ～ 16：50

座長	 加茂理英	 ( 大阪市立大学 )

	 藤井紀和	 ( 滋賀医科大学 )

25.	血気胸に対し OK-432 による胸膜癒着療法前にパクリタキセルの胸腔内投与を行った頭部血管肉腫の

	 1 例

大石京介 1、 本藤貴恵 1、 前田進太郎 1、 竹原和彦 1、 齋藤大輔 2、 吉田周平 2

1) 金沢大学 皮膚科、 2) 同 呼吸器外科

26.	膝窩リンパ節郭清の切開線について

須山孝雪、 横山恵美、 人見勝博、 寺木祐一、 伊崎誠一

埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科

27.	隆起性皮膚線維肉腫 5例における超音波所見の検討

緒方　大、 竹治真明、 里村英恵、 柳澤宏人、 宮野恭平、 中村晃一郎、 倉持　朗、 土田哲也

埼玉医科大学 皮膚科
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⑦	一般演題 5：母斑・良性腫瘍 (Ⅰ )	 16：50 ～ 17：30

座長	 浅越健治	 ( 岡山医療センター )

	 岸　	晶子	 ( 虎の門病院 )

28.	先天性色素性母斑のシリアル切除の際に、 真皮縫合の部位に母斑細胞の新たな増殖を認めた 1例

永江航之介、 米永悦子、 内　博史、 古江増隆

九州大学病院 皮膚科

29.	多発性皮膚平滑筋腫の 1例

田中佑佳、 東郷さやか、 田口理映子、 小澤健太郎、 爲政大幾

大阪医療センター 皮膚科

30.	再発を繰り返した巨大神経線維腫症の 1例

嘉多山絵理、 猿田　寛、 阿部敏郎、 田中佳世、 川村みゆき、 大畑千佳、 古村南夫、 名嘉眞武国

久留米大学病院 皮膚科

31.	左後頸部巨大皮膚混合腫瘍の 1例

猪上奈奈、 三宅俊哉、 藤井弘子、 是枝　哲

天理よろづ相談所病院 皮膚科

特別講演

	 17：30 ～ 18：00

座長	 伊藤孝明	 ( 兵庫医大皮膚科 )

モナリザの謎

	 兵庫医科大学	理事長

	 	 新	家	荘	平	先生



日本皮膚外科学会誌　Vol.19-2　2015

24 25

⑧	一般演題 6：母斑・良性腫瘍 (Ⅱ )	 18：00 ～ 18：40

座長	 三石　	剛	 ( 東京女子医大八千代医療センター )

	 田口理史	 ( 田口皮膚科医院 )

32.	右大腿部に発生した Intramuscular	myxoma の１例

宇佐川祐子、 永江航之介＊、 内　博史＊、 古江増隆＊

小倉医療センター 皮膚科、 * 九州大学 皮膚科

33. 皮膚／皮下腫瘍が疑われ当科を受診した耳下腺腫瘍の 4例

眞部恵子、 松田真由子、 浅越健治

岡山医療センター 皮膚科

34.	V	beamⓇ	照射が有効であった先天性血管拡張性大理石様皮斑 (CMTC) の 1 例

堀川永子、 久保　環、 葉山康武、 酒井邦夫、 瀬戸山 充、 天野正宏

宮崎大学 皮膚科

35.	爪下外骨腫の切除に術中イメージは必要か？

岡林　綾 1、 清水奈美 1、 木下理恵 1、 中川浩一 1、 野々下 博 2、 木村友香 3

1) 富田林病院 皮膚科、 2) 同 整形外科、 3) 大阪回生病院 皮膚科

意見交換会 ・表皮縫合選手権 ・元気賞表彰式

( 会場は 2階アリーナです )

18 ： 45 ～
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10 月 11 日 ( 日 ) 第 2 日目

⑨	一般演題 7：皮膚潰瘍・創傷	 9：00 ～ 9：40

座長	 前川直輝	 ( 大阪市立総合医療センター )

	 石井貴之	 ( 富山県立中央病院 )

36.	経皮的冠動脈形成術後に生じた難治性潰瘍の 1例

青木恵美、 松下茂人

国立病院機構鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科 ･ 皮膚科

37.	Buried	chip	skin	grafting を行ったコントロール不良糖尿病患者の左足母指低温熱傷

角田孝彦、 佐藤文子

山形市立病院済生館 皮膚科

38.	褥瘡以外の皮膚潰瘍に対する陰圧閉鎖療法の導入から考えた事

芳賀貴裕、 浅野雅之、 土山健一郎、 玉渕恵里佳、 武内出穂＊、 相場節也

東北大学病院 皮膚科、 * 栗原市立栗原中央病院 皮膚科

39.	当院での髄膜瘤治療経験

加口敦士、 緒方聡子、 井上雄二

熊本市民病院 皮膚科

⑩	一般演題 8：手術手技 ･再建 ･治療法 (Ⅲ )	 9：40 ～ 10：30

座長	 橋本裕之	 ( 大分市医師会立アルメイダ病院	形成外科 )

	 八代　浩	 ( 福井済生会病院 )

40.	Simple	surgery の適応とその利点欠点について	－臀部慢性膿皮症と顔面皮膚腫瘍を通して

田中　了、 木村徹子、 山本佳子、 越智安奈、 山本剛伸、 藤本　亘

川崎医科大学 皮膚科

41.	生検ブレード法の一工夫

前田　学

八幡病院 皮膚科
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42.	皮膚悪性腫瘍に対して施行した 3次元 (3D) 手術シミュレーションによる治療経験

横田憲二、 松本高明、 貝淵かおり、 森章一郎、 村上佳恵、 秋山真志

名古屋大学 皮膚科

43.	当科での下肢静脈瘤治療の現状

八代　浩、 加藤卓浩、 荒川亜矢、 長谷川義典

福井県済生会病院 皮膚科

44.	当院での ELVeS レーザー 1470 による伏在型静脈瘤の治療

磯ノ上正明

いそのかみ皮膚科 血管外科 アレルギー科

会長講演	 10：30 ～ 10：50

座長	 中川浩一	 ( 済生会富田林病院 )

下肢静脈疾患の謎

	 伊	藤	孝	明

	 	 兵庫医科大学	皮膚科

⑪	一般演題 9：感染症・膿皮症・炎症性疾患	 10：50 ～ 11：50

座長	 長野　徹	 (神戸市立医療センター中央病院)

	 河合幹雄	 ( 広島大学 )　

45.	項部に生じた毛巣洞

長谷川道子， 田村敦志

伊勢崎市民病院 皮膚科

46.	Bowen 病の切除植皮術後に発生したMycobacterium	chelonae による皮膚感染症の 1例

倉繁祐太、 徳山道生、 渡辺絢子、 太田多美、 生駒憲広、 馬渕智生

東海大学 皮膚科

47.	放射線照射後に生じた化膿性股関節炎の 2例

河合　徹、 山田大資、 沼尻宏子、 谷口隆志、 宮川卓也、 宮垣朝光、 増井友里、 菅谷　誠

佐藤伸一、 門野岳史＊

東京大学 皮膚科 ･ 皮膚光線レーザー科、 * 聖マリアンナ医科大学病院 皮膚科
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48.	救命しえた Toxic	shock-like	syndrome の 2 例

飯野志郎、 馬場夏希、 高嶋　渉、 徳力　篤、 長谷川 稔、 小畑友里江＊

福井大学 皮膚科、 * 同 麻酔科 ・ 蘇生科

49.	減張切開により救肢し得た左上肢 A群β溶血性連鎖球菌感染症の 1例

横山恵美、 須山孝雪、 天方將人、 人見勝博、 寺木祐一、 伊崎誠一

埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科

50.	フルニエ壊疽の 1例

一ノ名晶美、 入江浩之、 中島利栄子、 高瀬早和子、 太田深雪、 八木洋輔、 立花隆夫

大阪赤十字病院 皮膚科

総会 (11：50 ～ 12：20)

昼食 (12 ： 20 ～ 13 ： 15)

( 会場は 2 階アリーナです )

⑫	ひと目ご覧下さい：ポスター　　※質疑応答のみです	 13：15 ～ 13：30

51.	当科 8 年間における 90 歳以上の手術症例の安全性の検討

今村太一、 浅見友梨、 寺本由紀子、 中村泰大、 山本明史

埼玉医科大学国際医療センター 皮膚科

52.	上口唇および鼻唇溝局所皮弁を利用して鼻翼欠損を修復した基底細胞癌の手術治療経験

緒方克己、 帖佐宣昭、 津守伸一郎

古賀総合病院 皮膚科

53.	Chronic	expanding	hematoma の 1 例

張　財源、 田浦麻衣子、 片岡悠紀子、 中川有夏、 浅井　純、 竹中秀也、 加藤則人、 吉岡未里

稲福和宏

京都府立医科大学附属病院 皮膚科
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54.	足底病変の術後創部管理に関する検討

沼田智史、 梅田直樹、 河合幹雄、 秀　道広

広島大学 皮膚科

55.	Keratoacanthoma	centrifugum	marginatum の 1 例

清永千晶、 猿田　寛、 松田光弘、 大山文悟、 大畑千佳、 古村南夫

濱田尚宏＊、 名嘉眞武国 1

久留米大学、 * 濱田皮膚科医院

⑬	一般演題 10：悪性腫瘍　基底細胞癌 ･乳房外 Paget 病	 13：40 ～ 14：30

座長	 為政大幾	 ( 大阪医療センター )

	 帆足俊彦	 ( 日本医科大学 )

56.	両鼠径部に発症した基底細胞癌の 1例

吉岡未里、 稲福和宏

君津中央病院 皮膚科

57.	基底細胞母斑症候群の 1例

貝淵かおり、 横田憲二、 松本高明、 村上佳恵、 秋山真志、 松立吉弘＊、 久保宜明＊

名古屋大学、 * 徳島大学

58.	肛門 Paget 癌の 1例

小野友華１、 有馬　豪１、 安藤亜季 2、 升森宏次 3、 山北高志１、 岩田洋平１、 松永佳世子１

1) 藤田保健衛生大学 皮膚科、 2) 刈谷豊田総合病院 皮膚科、 3) 藤田保健衛生大学 下部外科

59.	腋窩より前方に拡がる乳房外 Paget 癌

真鍋麻里奈 1、 加茂理英 1、 木村友香 1、 柳下早希 1、 鶴田大輔 1、 大澤雅彦 2、 高井利浩 3

1) 大阪市大学 皮膚科、 2) 同 病理部、 3) 兵庫県立がんセンター

60.	乳房外 Paget 病をよく見ると	－	新知見？てんこ盛り！－

村田洋三、 高井利浩、 川田裕味子、 小猿恒志、 熊野公子

兵庫県立がんセンター 皮膚科
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⑭	あなたならどうする	 14：30 ～ 15：30

座長	 大原國章	 ( 虎の門病院 )

	 岩澤うつぎ	( 都立広尾病院 )

61.	広範に広がるボーエン様丘疹症の 1例

前川武雄、 足立晃正、 伏間江貴之、 小宮根真弓、 村田　哲、 大槻マミ太郎

自治医科大学 皮膚科

62.	壊死を伴う皮膚 ･軟部組織感染症の臨床診断名について

盛山吉弘

土浦協同病院 皮膚科

63.	鼻背部の基底細胞癌の治療	

永井　諒、 中川　登、 伊藤孝明、 山西清文

兵庫医科大学 皮膚科

休憩 10 分

⑮	一般演題 10：悪性腫瘍　有棘細胞癌	 15：40 ～ 16：40

座長	 中村貴之	 ( 筑波大学 )

	 緒方　大	 ( 埼玉医科大学 )

64.	泌尿器科との合同手術で腫瘍完全切除をし得た外陰部 Bowen 病の 1例

伏間江貴之、 前川武雄、 藤田有理香、 小宮根真弓、 村田　哲、 大槻マミ太郎

自治医科大学 皮膚科

65.	陰茎包皮から発生した陰茎癌の 1例

鍬塚　大 1、 吉見公佑 1,2、 池原　進 1、 宇谷厚志 1、 松尾朋博 3、 大場康司郎 3、 酒井英樹 3

1) 長崎大学病院 皮膚科アレルギー科、 2) 静岡がんセンター 皮膚科、 3) 長崎大学病院 泌尿器科

66.	毛巣洞から生じたと考えられた瘻孔癌 ( 有棘細胞癌 ) の 1 例

今村太一、 浅見友梨、 寺本由紀子、 中村泰大、 山本明史

埼玉医科大学国際医療センター 皮膚腫瘍科 ･ 皮膚科

67.	放射線照射後に再発し、 手術治療を要した下口唇 SCCの 1例

岸　史子、 安田正人、 宮川真梨江、 須藤麻梨子、 高橋亜由美、 石川　治

群馬大学 皮膚科
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68.	足趾の熱傷瘢痕に生じ、 患肢の温存を試みた骨浸潤を伴う有棘細胞癌の一例

中捨克輝、 大畑恵之

稲城市立病院 皮膚科

69.	眼窩下神経に神経浸潤した頬部有棘細胞癌の 1例

金子高英、 赤坂英二郎、 六戸亜希子、 六戸大樹、 皆川智子、 中島康爾、 会津隆幸、 中野　創

澤村大輔

弘前大学 皮膚科

閉会の辞	及び	次回会長挨拶	 16：40 ～

会　　長：伊藤孝明

次回会長：清原祥夫


