
作成：事務局 (H26.4.23)

開会の挨拶（１３：５５～１４：００）

1 乳癌終末期の褥瘡2次感染患者の治療経験の1例 福田　智，他 医誠会病院　形成外科・美容外科　創傷治療センター

2 下腿潰瘍及び有痛性皮下結節を呈したシェーグレン症候群の一例 前田　拓，他 函館中央病院　形成外科・北海道大学 形成外科

3 植皮術後5年放置した部位に生じた中足骨骨髄炎の1例 大西正純，他 岩手医科大学　皮膚科

4 壊死性筋膜炎の１例 冨田笑津子，他 岡崎市民病院　皮膚科

5 全病床マットレス入替え前後での褥瘡発生率の変化 大塚尚治 昭和大学横浜市北部病院　形成外科

6 陰圧閉鎖療法を用いた壊疽性筋膜炎に対する治療経験 風戸孝夫，他 岐阜県立多治見病院　形成外科

一般演題７～１１　　腫瘍１（１５：００～１６：００）

7 副耳下腺に生じた基底細胞腺腫の1例 長谷川道子，他 伊勢崎市民病院　皮膚科

8 広範囲電子線照射とWeekly Docetaxel療法が奏効した頭部血管肉腫の１例 東　晃，他 富山赤十字病院　皮膚科

9 チーム医療により患肢温存可能であった下腿瘢痕癌の1例 五島幹太，他 静岡県立静岡がんセンター　再建・形成外科

10 臨床的に乳房外パジェット病を疑った有棘細胞癌の1 例 水野　尚 小田原市立病院　皮膚科

11 全身放射線照射歴のある基底細胞母斑症候群例の経過　-第2報- 牧　伸樹，他 自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科

特別講演１（１６：００～１７：００）

12 足底表皮嚢腫に対するくり抜き療法ー自治医科大学附属さいたま医療 センター17例の経験からー 出光俊郎，他 自治医大さいたま

13 ロリクリン角皮症の手指絞扼輪に対する手術経験 芳賀貴裕，他 東北大学 皮膚科

14 15番メスだけで頭部から分層採皮を行うテクニック 丸山成一，他 ヒルズ美容クリニック

15 手術シミュレーションの結果と実際 佐藤英明，他 北里大学北里研究所病院　形成外科・美容外科

16 耳介ケロイド切除後に熱可塑性プラスチック（自由樹脂）による圧迫療法をおこなった症例 笹田佳江，他 一宮市立市民病院　皮膚科

17 後骨間皮弁により再建した手背部皮膚欠損創の一例 高橋紀久子，他 函館中央病院　形成外科

※演題16番はポスターセッション42番へ変更となりました。

18 Spindle cell lipomaの３例 奥田良三，他 京都第二赤十字病院 形成外科

19 示指に生じたHidradenomaの1例 藤井紀和，他 滋賀医科大学　皮膚科

20 前胸部に生じた肩鎖関節ガングリオンの一例 高見佳宏，他 東京労災病院　形成外科

21 多発性に生じたCalcinosis Cutisの1例　 伊藤梨里，他 函館中央病院　形成外科

22 Nantaの骨母斑の２症例 加藤 愛子 別府医療センター  形成外科

23 頚神経根から発生した神経鞘腫の2例 柳林  聡，他 新東京病院　形成外科

座長　高見　佳宏 先生

一般演題１８～２３　　腫瘍２（１０：００～１１：００）

座長 出光　俊郎 先生

「皮膚悪性腫瘍に対する手術治療　～私の考え」

 講師　寺師　浩人　先生　　（神戸大学大学院医学研究科形成外科学)

２０１４年５月２４日（土）

一般演題１２～１７　　手術手技１（９：００～１０：００）

座長　山本　有平 先生

一般演題１～６　　難治性潰瘍（１４：００～１５：００）

座長　南本　俊之 先生

第32回　日本臨床皮膚外科学会　プログラム

２０１４年５月２３日（金）

座長　中村　泰大 先生



ランチョンセミナー（１２：００～１３：００）

特別講演２（１３：００～１４：００）

24 外歯瘻の5例～皮膚外科医と外歯瘻 稲坂優，他 中京病院　皮膚科

25 トリプシン処理無細胞真皮マトリックスの移植特性 高見佳宏，他 東京労災病院　形成外科

26 小児眼窩貫通損傷の一例 藤林万里子，他 東海大学医学部　形成外科

27 足底粉瘤の炎症が遷延化し広範囲な石灰沈着を来した１例 成田多恵，他 さいたま赤十字病院

28 足部に発生したschwannomatosis(多発性神経鞘腫症)の1例 中村考伸，他 自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科

29 20年前の豊胸術部に発生したChronic expanding hematoma の1例 山本直人，他 新東京病院 形成外科

30 診断に苦慮した左大殿筋内軟部腫瘍の1例 今川孝太郎，他 東海大学　形成外科

31 M-plastyの応用 森岡大地，他 昭和大学　形成外科（美容外科部門）

32 ケミカルピーリング治療の美容的効果について（中間報告） 上出三起子，他 和歌山県立医科大学 皮膚科

33 当科における外傷後爪甲変形の治療について 前田文彦，他 岩手医科大学　皮膚科

34 異所性蒙古斑に対するレーザー治療の合併症についての検討 鈴木沙知，他 静岡赤十字病院　形成外科

35 GnRHアゴニスト投与後に切除術を施行した外陰部aggressive angiomyxomaの1例　　 遠藤雪恵，他 黒沢病院・利根中央

36 VHOの治療経験　――巻き爪・陥入爪に対する治療と疼痛管理――   久保田誠一 くぼたクリニック

36.5 眉毛下切開法における工夫 上敏明 名古屋形成クリニック

※演題36.5番が追加となりました。

37 ランゲルハンス細胞肉腫の1例 南本俊之，他 市立函館病院　形成外科

38 エクリン汗孔癌の1例：異時性肺癌と新たな異時性肺癌との３重複癌疑い 大塚  壽 済生会今治第二病院，形成外科

39 終末期大腸がん患者に生じたストーマ周囲壊疽性膿皮症に対するQOL向上を目指した外科的治療～植皮固定に陰圧閉鎖療法を用いた術後ストーマ管理の一工夫 石川耕資，他 市立函館病院　形成外科、北海道大学医学部　形成外科

40 13年間経過を観察し得たintransit転移を繰り返す、右頬部悪性黒色腫の1例 山田朋子，他 自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科

41 外陰部腫瘍の2例　－外陰部平滑筋腫と滑膜肉腫疑いの各1例　－ 永島和貴，他 自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科

42 耳介ケロイド切除後に熱可塑性プラスチック（自由樹脂）による圧迫療法をおこなった症例 笹田佳江，他 一宮市立市民病院　皮膚科

※演題42番が追加となりました。

ポスターセッション３７～４１

閉会の辞（１５：５５～１６：００）

一般演題２４～３０　　腫瘍３　他（１４：００～１５：００）

座長　　爲政　大幾 先生

一般演題３１～３６　　手術手技２（１５：００～１６：００）

座長　吉龍　澄子 先生

「幕末から明治の函館」

講師　田原　良信　先生　（箱館奉行所館長）

座長　清澤　智晴　先生

「人工真皮ペルナックⓇ使用のコツとピットフォール」

講師　黒川　正人　先生　（熊本赤十字病院形成外科 部長)

座長　木村　   中　先生

総会（１１：３０～１２：００）



H26.5.15現在

5月23日 5月24日

金曜日 土曜日

7:00 各自にて朝食（朝市見学）　他

8:00
受付開始（8：00～）
理事会・評議員会（8：00～9：00）

9:00

一般演題１２～１７
手術手技１
座長　高見　佳宏 先生
（東京労災病院）
※演題16番はポスター42番へ変更

10:00

一般演題１８～２３
腫瘍２
座長　出光　俊郎 先生
（自治医大さいたま）

一般演題座長の先生方へ
◇ご担当セッションの開始10分前までに会
場内右手の次座長席にご着席ください．
◇一般演題は口演5分,質疑応答3分です．
時間厳守でお願い致します．

11:00 総会（11：30～12：00）

12:00

ランチョンセミナー（12:00～13:00）

『人工真皮ペルナックⓇ使用のコツと
ピットフォール』
講師　黒川　正人　先生
（熊本赤十字病院形成外科 部長)

座長　清澤　智晴　先生
（防衛医科大学校病院形成外科 臨床教育教授)

13:00
受付開始（13：00～）
開会挨拶（13：55～14：00）

特別講演②（13：00～14：00）
『幕末から明治の函館』
講師　田原　良信　先生
（箱館奉行所館長）

座長　木村　   中　先生
（函館中央病院形成外科 診療部長)

14:00

一般演題１～６
難治性潰瘍
座長　南本　俊之 先生
（市立函館病院）

一般演題２４～３０
腫瘍３　他
座長　爲政　大幾 先生
（関西医大）

15:00

一般演題７～１１
腫瘍１
座長　中村　泰大 先生
（埼玉医科大学）

一般演題３１～３６．５
手術手技２
座長　吉龍　澄子 先生
（大阪医療センター）
※演題36.5番が追加

閉会の辞(15：55～16：00)

ランチョンセミナー
5/24(土) 12:00～13:00
王朝の間にて（講演会場隣）
※イギリスカレーセットをご提供します

17:30

〜

19:30

20:00各自にて夜景見学　他

ポスターセッション３７～４２
◇ポスター会場は講演会場隣にあります
◇貼付時間
5/23(金) 13:00～14:00
◇サイズ
パネルサイズはW1800×H1800です。
上段部分に「演題番号」「演題名・所属・
氏名」欄を設けますので、実質、本文欄は
W1800×H1700となります。
演題番号(W200×H200)および貼付材料は、
こちらで用意致しますが、演題名・所属・
氏名のプレート(W700×H200)は各自にて
ご用意願います。
※演題42番が追加

懇親会
5/23(金) 17:30～19:30
王朝の間にて（講演会場隣）
※懇親会費は参加費に含まれています。
多くの方のご参加をお待ちしております。
所属・氏名を記入した参加証を必ずお付け
ください。

一般演題演者の先生方へ
◇一般演題は口演5分,質疑応答3分です
◇口演発表はＰＣによる発表のみとさせて
頂きます
◇口演時間の30分前までに、2Ｆ講演会場
前のＰＣ受付までお越しください
※機材ならびにデータ等の詳細について
は、ＨＰ上およびプログラムに掲載します

第32回 日本臨床皮膚外科学会　タイムスケジュール

会
　
　
場
　
　
設
　
　
営

登録受付（１Ｆ正面ホール）
◇受付開始時間
5/23(金) 13:00～
5/24(土) 8:00～
◇参加費
医師15,000円
医師以外10,000円
(いずれも会員・非会員問わず)
※事前登録不要

◇総会
5/24(土) 11:30～
講演会場にて
※会員の方は必ずご出席ください

16:00

特別講演①（16：00～17：00）
『皮膚悪性腫瘍に対する手術治療
～私の考え』
講師　寺師　浩人　先生
（神戸大学大学院医学研究科形成外科学 教授)

座長　山本　有平　先生
（北海道大学医学部形成外科 教授)

教育セミナー・専門医試験
（16：00～19：00）

懇親会（17：30～19：30）

お問い合わせ
函館中央病院 形成外科(担当 秘書課 吉野)
〒040-8585　北海道函館市本町33番2号
 ℡(0138)52-1231   FAX(0138)54-7520
e-mail　prs@hakochu-hp.gr.jp
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