開催セミナーのご案内
皮膚外科手術のための皮膚腫瘍病理学講座

手術切除されることの多い良性と悪性の皮膚腫瘍の病理組織所見を
中心に解説し、手術方法や切除範囲を考えるための情報を提供します
東京会場 日 時 ２００５年７月３０日（土）
場 所 日本医科大学 ４号館４階大講堂
早期申込割引受付 ６月２９日まで
大阪会場 日 時 ２００５年１２月１７日（土）
場 所 大阪市立大学大阪市立大学大講義室
早期申込割引受付 １１月１６日まで
参加費 各会場 16,000円（早期申込割引 14,400円）

今 月 の 症 例
44才、男性
生検部位：右前腕
臨床診断：右前腕皮膚腫瘍
病理診断：Glomus tumor

Glomus tumor

皮膚病理指導医養成講座 （開催地：札幌） 年２回

研修医を指導するために必要な皮膚病理学
第１部 炎症性皮膚疾患 早期申込割引受付 ８月２日まで
日 時 ２００５年９月３日（土）・４日（日）
場 所 北海道大学医学部 第４講堂
第２部 非炎症性疾患 早期申込割引受付 １０月２５日まで
日 時 ２００５年１１月２６日（土）・２７日（日）
場 所 北海道大学医学部 臨床講堂
参加費 どちらかのみ 32,000円（早期申込割引 28,800円）
２部同時申込 55,000円（早期申込割引 49,500円）

真皮から皮下脂肪織かけて好塩基性の細胞で構成された
腫瘤の形成が認められる。

皮膚病理診断ワークショップ （開催地：札幌）

皮膚付属器腫瘍の疑問・問題点を解決する
日 時 ２００５年１０月１日（土）
早期申込割引受付 ８月３１日まで
場 所 北海道大学医学部 臨床講堂
定 員；５０名
参加費 18,000（早期申込割引 16,200円）
コンセンサスセミナーと同時申込の場合・・・２日間 32,000円
（早期申込割引参加費：28,800円）

皮膚病理診断コンセンサスセミナー （開催地：札幌）
皮膚付属器腫瘍の疑問・問題点を解決する
日 時 ２００５年１０月２日（日）
早期申込割引受付 ９月１日まで
場 所 北海道大学医学部 臨床講堂 定 員 ５０名
参加費 18,000（早期申込割引 16,200円）
ワークショップと同時申込の場合・・・２日間 32,000円
（早期申込割引参加費：28,800円）

第１３回札幌皮膚病理セミナー
世界の皮膚病理学と皮膚病理医 （開催地：札幌）

日 時 ２００５年 １２月９日（金）〜１１日 （日）
早期申込割引受付 １１月８日まで
場 所 北海道大学医学部 臨床講堂
定 員 １００名
講 師 Geoffrey Gottlieb, M.D.
(Ackerman Academy of Dermatopathology)
参加費 特別講演；無料
セミナー；32,000円
（早期申込割引参加費：28,800円）

炎症性皮膚疾患の病理診断 基礎編
（ 診断方法の講義と診断演習）

炎症性皮膚疾患の病理診断手順をわかりやすく解説する
日 時 ２００５年１２月１８日（日）
早期申込割引受付 11月１７日まで
場 所 大阪市立大学大阪市立大学大講義室
参加費 16,000円（早期申込割引参加費：14,400円）

病変内には拡張した血管が多数認められる。扁平な内皮細胞で
被覆された血管の外側に小類円形・楕円形で好塩基性の核を有する
glomus cell が増殖している。

新しく論文が掲載されました
村澤章子、木村鉄宣 マダニ刺症62例の病理組織学的検討
日本皮膚科学会雑誌 115（4）：571-578 2005
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医 学 書 の 販 売
4月２２日〜２４日 パシフィコ横浜にて
「日本皮膚科学会総会」で企業展示を行いました。

「皮膚病理講座

医学書の販売を始めました。
1,最新皮膚科学大系 特別巻3
〜 炎 症 性 皮 膚 疾 患 の 病 理 診 断 〜

総編集: 玉置

邦彦

ゲストエディター：木村

鉄宣

2,Histologic diagnosis of Inflammatory skin disease
3rd edition
出版社：Ardor scribendi
著 者: A. Bernard Ackerman, MD、
Almut Br, MD、 Bruce Bennin, MD
and Geoffrey J. Gottlieb, MD

６月１１日、１２日の「第２１回日本臨床皮膚科医会総会でも企業展示
を致します。

学会発表

2005,4,22〜25 第104回日本皮膚科学会総会 場所；パシフィコ横浜
脂腺母斑の臨床病理学的検討
発表者：安齋眞一、塩見達志、福本隆也、木村鉄宣、寺内雅美、真鍋求
Follicular cyst,insthmus-catagen type(Trichilemmal cyst)臨床病理
組織学的検討
発表者：福本隆也、塩見達志、安齋眞一、木村鉄宣
口唇部のVenous lake:静脈湖と臨床診断された33例の臨床病理学的検討
発表者：木村鉄宣、福本隆也、安齋眞一
頭部に多発したInfundibulocystic basal cell carcinoma
発表者：肥田時征、嵯峨賢次、神保孝一、木村鉄宣、千野英明
Folliculosebaceous cystic hamartoma(FSCH)の2例
発表者：谷村心太郎、有田賢、巌文哉、増子麻希、藤田靖幸、川崎浩之
阿部理一郎、澤村大輔、木村鉄宣、清水宏
Apocrine poromaの1例
発表者：松永直子、梅林芳弘、真鍋求、安齋眞一
Fibroma of tendon sheath
発表者：勝田麻里子、梅林芳弘、真鍋求、安齋眞一

3,A Clinical Atlas of 101 Common Skin Diseases with
Histopathologic Correlation
出版社：Ardor scribendi
著

者: A. Bernard Ackerman, M.D., Helmut

Kerl, M.D., Jorge Sanchez, M.D., Ying Guo,

'

2005,4,14〜16
第94回日本病理学会総会
場所；パシフィコ横浜
Rippled patternを示した脂腺腫（Sebaceoma)の一症例
発表者：木村鉄宣、安齋眞一、福本隆也
足底の色素性病変の再検討
発表者：金玲、新井栄一、安齋眞一、木村鉄宣、小川忠洋、廣瀬隆則、
清水道生

M.D., Angelika Hofer, M.D., Paul Kelly, M.D.,
Tetsunori Kimura, M.D., Giovanni Borroni,
M.D., Charles Crutchfield, M.D., Volker
Steinkraus, M.D., Wolfgang Weyers, M.D..

今後のスケジュール
2005,5,13,14
学会発表：第21回日本悪性腫瘍学会
会 場：つくば国際会議場
2005,5,19
勉強会；皮膚を見る会
会 場；札幌皮膚病理研究所
2005,5,28
講 演；ヤンセンファーマDermaフォーラム2005
会 場；東京 品川プリンスホテル
講演者：安齋 眞一
2005,5,28.29
セミナー；皮膚病理講座 基礎編
会場；日本医科大学４号館４階講堂

専門医になるために必要な皮膚病理の知識や専門医試験受験対策
を含む
標準皮膚科学 第７版（医学書院）に記載されている重要
疾患の皮膚病理像の見方を解説します
日 時
場 所
参加費
目 的

出版社：中山書店

基礎編」のご案内

２００５年５月２８日（土）・２９日（日）
日本医科大学 ４号館４階大講堂
32,000円
皮膚科あるいは病理科専門医になるために必要な皮膚の
組織学と各種疾患の病理学の知識を修得する。
過去の出題傾向にも対応した皮膚科あるいは病理科専門医
試験受験対策をおこなう。

方 法 スライド映写による講義
専門医試験模擬テストの実施
※テストは自己採点です。その場での回答解説いたします。
対象者 皮膚科と病理の研修医や皮膚病理の基本を勉強したい
専門医など
講 師 木村 鉄宣（札幌皮膚病理研究所 所長）
安齋 眞一（札幌皮膚病理研究所 副所長）

取り扱い項目
湿疹および皮膚炎
紅皮症
物理・化学的皮膚障害
紅斑症および 毛細血管拡張症
紫斑
血管・リンパ管の疾患
蕁麻疹、痒疹、 皮膚掻痒症
中毒疹、薬疹
水疱性・膿疱性疾患
角化症
色素異常症
真皮の疾患
膠原病とその類症
皮下脂肪組織の疾患

皮膚付属器の疾患
代謝異常症
母斑症
母斑および皮膚良性腫瘍
皮膚悪性腫瘍
細菌性皮膚疾患
皮膚結核および
皮膚非結核性抗酸菌症
Hansen病
皮膚真菌症
スピロヘータ・原虫・
動物性皮膚疾患
ウイルス性皮膚疾患
急性発疹症
性感染症
粘膜疹とその関連疾患 など

皮膚病理講座 応用編

（開催地：東京）

皮膚病理を楽しみ、えー？という驚きからへー！と納得への転換、
そして皮膚病理の目利きになっていただくことを目的としています
日 時 ２００５年６月１８日（土）・１９日（日）
早期申込割引受付 ５月１７日まで
場 所 興和ホール（東京都中央区）

取扱い疾患（予定）
常識と非常識
臨床と病理
Spitz's nevus
GVHD
Sebaceoma, Sebaceous adenoma, Parapsoriasis en plaque vs.
Mycosis fungoides
and Sebaceous carcinoma
Apocrine poroma
dermoscope像と病理組織像
その他様々な疾患を解説します
ホームページ・E-mail・ＦＡＸにてお申込みください
編集担当者；戸澤 愛美

