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日程表 １日目：10月18日（木）
第1会場

（南館5階 エミネンスホール）
第2会場

（南館4階 扇）
第3会場

（南館4階 錦）
展示・ポスター会場
（本館4階 花A・B・C）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

16:30~16:55  （P1-1~P1-5）

16:55~17:20  （P2-1~P2-5）

17:20~17:45  （P3-1~P3-5）

9:00~10:30 領域

11:00~12:00

12:10~13:10 共通

13:40~14:40 領域・手

14:40~16:40 領域

9:00~9:40  （O1-1~O1-5）

9:40~10:20  （O1-6~O1-10）

10:20~10:44  （O2-1~O2-3）

12:10~13:10 領域

13:20~14:50 領域

15:00~16:00 共通

16:00~16:24  （O3-1~O3-3）

17:00~18:30 領域

9:00~10:00

10:00~11:00

12:10~13:10 領域

13:20~14:20

14:30~15:10  （O4-1~O4-5）

15:10~15:50  （O4-6~O4-10）

15:50~16:30  （O5-1~O5-5）

16:30~17:18  （O6-1~O6-6）

17:18~17:50  （O7-1~O7-4）

17:50~18:22  （O7-5~O7-8）

8:00~10:30

10:30~16:30

17:45~18:45

19:00~20:30

ポスターセッション1
座長：根本　　充

ポスターセッション2
座長：大浦　紀彦

ポスターセッション3
座長：高成　啓介

特別講演1
明治維新という革命

演者:浅田　次郎
司会:仲沢　弘明

ランチョンセミナー1
蓄熱式脱毛レーザー安全講習会

演者:河野　太郎/北野　幸恵
司会:川上　重彦　　　　　 

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

教育講演1
脱分化脂肪細胞による 

細胞治療の実用化
演者:松本　太郎
司会:楠本　健司

シンポジウム1
細胞シート：未知への挑戦 

ーまだ見ぬ世界へー
演者:佐藤　正人/秦　　広樹/高槻　光寿/

山本　和央/山上　　聡/長田　篤祥/
坂本　道治/清水　雄介　　　　　　

司会:亀井　　譲/櫻井　裕之　　　　　　

解剖1
座長：深水　秀一

解剖2
座長：古川　洋志

ランチョンセミナー2
３Dプリンターによる人工骨を用いた骨再生

演者:髙戸　　毅　司会:小室　裕造
共催：オカダ医材　株式会社

パネルディスカッション2
胸郭変形への挑戦

演者:植村　貞繁/永竿　智久/ 
菊池　雄二/野口　昌彦 

司会:鳥山　和宏　　　　　　

教育講演2
「治験」について考える、 

その重要性とルール・進め方
演者:松村　　一
司会:井砂　　司

腫瘍
座長：元村　尚嗣

パネルディスカッション3
ケロイドへの挑戦

演者:荒牧　典子/林　　利彦/ 
土佐眞美子/山脇　聖子/ 
木矢孝一郎　　　　　　

司会:小川　　令　　　　　　

皮膚軟部腫瘍診療 
ガイドライン作成部門 

ガイドラインシンポジウム
演者:桑原　理充/野村　　正/村尾　尚規/

藤原　雅雄/中岡　啓喜/安部　吉郎 
司会:橋本一郎/元村尚嗣　　　　　　　　

四肢先天異常診療 
ガイドライン作成部門 

ガイドラインシンポジウム
演者:齊藤　　晋/荒田　　順/西村　礼司
司会:鳥山　和宏　　　　　　　　　　　

ランチョンセミナー3
NPWTがもたらす新たな可能性

演者:小川　　令/田中　里佳
司会:市岡　　滋　　　　　 

共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社

母斑・色素性疾患（レーザー治療）診療　 
ガイドライン作成部門 

ガイドラインシンポジウム
演者:森本　尚樹/八巻　　隆/岡部　圭介/

王丸　陽光/大城　貴史/河野　太郎 
司会:河野　太郎　　　　　　　　　　　

創傷治癒1
座長：寺師　浩人

創傷治癒2
座長：市岡　　滋

シミュレーション
座長：館　　正弘

神経生理
座長：松田　　健

微小循環1
座長：関堂　　充

微小循環2
座長：成島　三長

ポスター貼付

ポスター掲示

ポスター撤去

総合懇親会

8:55~9:00
会長挨拶

13:20-13:30　ICOPLAST	Award	of	Excellence	受賞講演および授与　司会：櫻井　裕之

アンチエイジング・美容 座長：小山　明彦

パネルディスカッション1
レーザー治療への挑戦

演者:余川　陽子/宮田　成章/和田　仁孝/
加藤晴之輔/大城　貴史/河野　太郎 

司会:貴志　和生　　　　　　　　　　　

procom
打ち消し

procom
タイプライタ
総合懇親会は18:40～20:10に変更となりましたのでご注意下さい。

procom
タイプライタ
安倍



  27

２日目：10月19日（金）
第1会場

（南館5階 エミネンスホール）
第2会場

（南館4階 扇）
第3会場

（南館4階 錦）
展示・ポスター会場

（本館4階 花A・B・C） 本館47階あけぼの

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

15:30~15:55  （P4-1~P4-5）

15:55~16:20  （P5-1~P5-5）

16:20~16:45  （P6-1~P6-5）

9:00~11:00 領域

11:10~12:10 領域

12:10~13:10 領域

13:20~14:50 領域・手

15:00~17:00 領域

9:00~9:32  （O8-1~O8-4）

9:32~10:04  （O8-5~O8-8）

10:04~10:44  （O9-1~O9-5）

11:10~12:10 共通

12:10~13:10 領域

13:20~14:20 共通

14:30~15:10  （O10-1~O10-5）

15:10~15:42  （O10-6~O10-9）

15:42~16:14  （O11-1~O11-4）

16:14~16:46  （O11-5~O11-8）

9:00~10:00

10:00~11:00

12:10~13:10 領域

13:20~14:50 領域

15:00~15:32  （O12-1~O12-4）

15:32~15:56  （O13-1~O13-3）

15:56~16:44  （O14-1~O14-6）

8:00~8:50

9:00~10:30 領域

ポスターセッション4
座長：稲川　喜一

ポスターセッション5
座長：門松　香一

ポスターセッション６
座長：森岡　康祐

特別講演2
脳・神経系の機能を補う神経補綴

（Neural Prosthesis）のテクノロジー
演者:八木　　透
司会:中塚　貴志

ランチョンセミナー4
bFGF温故知新　―bFGFのこ
れまで・そしてこれから―
演者:島田　賢一　司会:岡崎　　睦

共催：科研製薬株式会社

パネルディスカッション4
神経再生への挑戦

演者:林　　礼人/清水　史明/
古川　洋志/高成　啓介/
岡野　純子/素輪　善弘/
松峯　　元　　　　　　

司会:垣淵　正男　　　　　　

シンポジウム3
若返り治療への挑戦
演者:山下　理絵/矢永　博子/

川添　　剛/佐藤　明男/
荒牧　典子/青木　雅代/
清水　孝彦/松尾　　清 

司会:大西　　清/水野　博司

異常瘢痕ケロイド1
座長：前川　二郎

異常瘢痕ケロイド2
座長：横田　和典

動物実験モデル
座長：竹内　正樹

教育講演3
現代医療と医療安全 

～群馬大学病院での手術死続発
　取材から見えてきた課題～
演者:高梨ゆき子　司会:細川　　亙

ランチョンセミナー5
自家細胞懸濁液ReCellによる創治療　
国内医師主導治験の中間報告も含めて
演者:松村　　一　司会:貴志　和生
共催：株式会社インディー・メディカル

教育講演4
医療倫理と法のあり方

演者:樋口　範雄
司会:平林　慎一

再生1
座長：磯貝　典孝

再生2
座長：田中　里佳

人工材料・バイオマテリアル1
座長：岡崎　　睦

人工材料・バイオマテリアル2
座長：橋川　和信

漏斗胸診療 
ガイドライン作成部門 

ガイドラインシンポジウム
演者:山本　真弓/高地　　崇/

権田　理絵/高津　州雄 
司会:永竿　智久/菊池　雄二 

臍ヘルニア・突出症診療 
ガイドライン作成部門 

ガイドラインシンポジウム
演者: 中道 美保/加藤 久和/飯島 由貴/

三宅 順子/雑賀 美帆
司会:稲川 喜一

ランチョンセミナー６
先天性巨大色素性母斑の最新治療

-自家培養表皮による再生医療の実際
演者:今井　啓介　司会:金子　　剛
共催：株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

特別セミナー
自家脂肪注入術の保険適用

にむけて
演者:金子　　剛/水野　博司/

関堂　　充/小室　裕造/
佐武　利彦/淺野　裕子 

司会:櫻井　裕之/大西　　清

培養
座長：坂本　道治

先天異常
座長：三川　信之

組織移植・皮弁
座長：力丸　英明

皮膚腫瘍外科分野指導
医第17回教育セミナー
演者：片岡 　和哉/原田　 浩史
司会：寺師　浩人

第5回皮膚腫瘍外科分
野指導医シンポジウム
眼瞼について　～眼瞼
の手術に関する皮膚腫
瘍外科分野指導医とし

ての知識と方針～
演者: 片平　次郎/陶山　淑子/

大守　　誠
司会:寺師　浩人 

シンポジウム2
創傷治癒―未知への挑戦：

臨床へ向けて
演者:宮崎　裕美/森本　尚樹/

栗田　昌和/上村　哲司/
田中　里佳/難波　大輔/
村尾　尚規/自見　至郎 

司会:上田　晃一/橋本　一郎 

9:00~15:30

16:45~17:45

ポスター掲示

ポスター撤去17:00~17:05

閉会の辞

procom
四角形

Takahiro OSAKI
タイプライタ
藤


