特別プログラム
【特別講演】 ＊懇親会内
日時 月 16 日（土）17：00〜18：00
会場 ઃ号館ઉ階 展望レストラン「パステル」
司会 米田
敬（藤田医科大学ばんたね病院 形成外科）
演者 白石まるみ（女優・個性心理學認定講師）
「対人関係のストレスを取り除く『個性心理学；アニマロジー』
〜看護師，患者とうまく付き合うために〜」
【教育講演ઃ】
日時 月 16 日（土）15：30〜16：30
会場 メイン会場（白鳥ホール（北））
座長 臼田 俊和（中部労災病院 皮膚科）
演者 岡崎
睦（東京大学医学部附属病院 形成外科・美容外科）
「皮膚外科の手技＆哲学における THINK DIFFERENT」
【教育講演】 ＊専門医共通講習対象講演
日時 月 17 日（日）9：40〜10：40
会場 メイン会場（白鳥ホール（北））
座長 米田
敬（藤田医科大学ばんたね病院 形成外科）
演者 石川 清仁（藤田医科大学病院 医療の質・安全対策部，藤田医科大学医学
部 腎泌尿器外科学講座）
「これだけは知っておきたい洗浄・消毒・減菌」
【ランチョンセミナーઃ】
日時 月 16 日（土）12：00〜12：50
会場 メイン会場（白鳥ホール（北））
座長 爲政 大幾（大阪国際がんセンター 腫瘍皮膚科）
演者 山﨑 直也（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科）
「メルケル細胞がんの治療に対する皮膚外科医・形成外科医の役割と抗 PD-L1
抗体薬アベルマブの有用性」
松下 茂人（独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・
皮膚科）
「皮膚がん専門医が考える外科療法のコンセプトとコツ」
共催 メルクセローノ株式会社/ファイザー株式会社
【ランチョンセミナー】
日時 月 17 日（日）11：55〜12：45
会場 メイン会場（白鳥ホール（北））
座長 岩田 洋平（藤田医科大学医学部 皮膚科学）
演者 齋藤 昌孝（慶應義塾大学医学部 皮膚科）
「日常よく見かける爪疾患の診断と治療」
共催 エーザイ株式会社
24

一般（口演）プログラム

【ઃ日目】月 16 日（土）
一般演題ઃ 「良性腫瘍」演題 O1-1〜O1-5

13：00〜13：40
座長 高橋

元（牛久愛和総合病院

形成外科）

O1-1

長谷川道子（伊勢崎市民病院）
陥凹性病変を呈し保存的治療に抵抗した須毛部の尋常性疣贅
O1-2 鈴木 沙知（静岡赤十字病院 形成外科）
肩関節拘縮を伴い外科的切除を要した左腋窩静脈奇形の例
O1-3 長野 寿人（自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科，自治医科大学附属さい
たま医療センター 形成外科）
上腕・腋窩部に発症した calcific myonecrosis の例
O1-4 加藤 愛子（国立病院機構別府医療センター 形成外科）
良性対称性脂肪腫症（Madelung 病）の例
O1-5 芳賀 貴裕（気仙沼市立病院 皮膚科）
異物注入により生じた陰茎皮膚潰瘍
一般演題 「診断」演題 O2-1〜O2-6
O2-1

O2-2
O2-3
O2-4
O2-5
O2-6

13：40〜14：30
座長 貴志 知生（海南医療センター 皮膚科）
出光 俊郎（自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科）
外科的切除・Ｚ形成で治療した結節状モルフェアー硬化性萎縮性苔癬と紛らわしい臨
床像を呈した例
福島 英彦（藤田医科大学 皮膚科学）
診断に難渋した adenocarcinoma の例
大塚
壽（済生会今治第二病院 形成外科）
兄弟，いとこの人に認めたミルメシアの病巣
竹下 雅子（自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科）
クローン型脂漏性角化症との鑑別を要した Hidroacanthoma simplex の例
井上 明葉（鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科 皮膚科，産業医科大学 皮膚科）
嚢胞性病変の超音波・病理所見の比較検討
八代
浩（福井県済生会病院 皮膚科）
下肢静脈瘤診断におけるドプラ聴診器の診断精度の検討

一般演題અ 「手術手技」演題 O3-1〜O3-6
O3-1
O3-2

O3-3

14：30〜15：20
座長 高木
正（住友病院 形成外科）
臼田 俊和（中部労災病院 皮膚科）
丸針と切糸（絹糸）をもう一度見直してみませんか？
丸山 成一（ヒルズ美容クリニック）
15 番メスだけで頭部から分層採皮を行うテクニックと有用性 Part Ⅱ；顔面・手指・
手背・前腕への移植〜
梅本 尚可（自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科）
局所放射線照射後に田植え植皮術を施行した菌状息肉症による巨大潰瘍の例
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O3-4
O3-5
O3-6

岩田 洋平（藤田医科大学医学部 皮膚科学）
高齢者顔面皮膚悪性腫瘍切除後に対する腹部を採皮部とした全層植皮術
田村
聡（昭和大学横浜市北部病院 形成外科）
顔面の壊死性筋膜炎に対し，エキスパンダーによる良好な再建が得られた例
柳林
聡（新東京病院 形成外科・美容外科）
Dupuytren 拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法の経験

【日目】月 17 日（日）
一般演題આ 「悪性腫瘍」演題 O4-1〜O4-6
O4-1
O4-2
O4-3
O4-4

O4-5
O4-6

10：40〜11：30
座長 是枝
哲（これえだ皮フ科医院）
渡邊総一郎（藤田医科大学医学部 皮膚科学）
高齢者の左頬に発生した Merckel 細胞癌の例
東條 照太（防衛医科大学校病院 形成外科）
左中指に発生した verrucous carcinoma の例
和田 尚子（九州大学医学部 皮膚科）
primary dermal melanoma の例
長谷川 巧（福井県済生会病院 皮膚科）
Nivolumab から Ipilimumab へ変更後に下垂体炎と間質性肺炎を同時併発した悪性黒色
腫の例
山内菜都美（住友病院 形成外科）
当科における脂肪細胞由来の腫瘍の検討
倉繁 祐太（TMG あさか医療センター 皮膚科，東海大学 皮膚科）
鼡径リンパ節領域への巨大な転移巣を生じた足背の有棘細胞癌の例

一般演題ઇ 「潰瘍，組織欠損」演題 O5-1〜O5-4 12：55〜13：30
座長 中村 泰大（埼玉医科大学国際医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科）
O5-1 高見 佳宏（湘南鎌倉総合病院 形成外科･美容外科）
口腔内ではなく下顎皮膚側に瘻孔を形成したビスホスホネート製剤による下顎骨壊死･
骨髄炎の例
O5-2 平山 貴浩（防衛医科大学校 形成外科）
広範囲筋体壊死を伴う両下コンパートメント症候群減張切開後の皮膚欠損創におけ
る NPWTi-d の使用経験
O5-3 今川孝太郎（東海大学医学部外科学系 形成外科学）
重症下肢虚血の足関節骨露出創に対する Perifascial areolar tisuue（PAT）移植の経験
O5-4 南本 俊之（市立函館病院 形成外科）
創傷部蠅蛆症（ようそしょう）の 1 経験

26

一般演題ઈ 「美容，レーザー」演題 O6-1〜O6-5
O6-1
O6-2

O6-3

O6-4
O6-5

13：30〜14：10
座長

倉田荘太郎（くらた医院）

西川 雄希（スマイルクリニック）
育毛注射 HairFiller による AGA 治療の経験 第報 年経過例の検証
西川 雄希（スマイルクリニック）
育毛注射 HairFiller のための麻酔手法 −簡便かつ効果的な生え際ブロック（仮称）の
報告−
上中智香子（和歌山県立医科大学 皮膚科 寄附講座 光学的美容皮膚科）
原発性腋窩多汗症に対するマイクロ波療法の治療効果と患者アンケートによる治療満
足度
吉田美沙子（藤田医科大学 皮膚科）
レーザー治療に著効せずラパリムス外用ゲル剤に著効を示した顔面血管線維腫の例
鈴木 晴恵（鈴木形成外科）
脂肪溶解レーザー照射により重篤な内臓損傷をきたした例
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