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大規模集会による発表 

１）１）中野俊二、中野拓：色素レーザー（SPTL-1）の使用経験．第 78 回日本皮膚科学会

宮崎地方会．宮崎市．1993/5 

 

２）中野俊二、王丸光一、蜂須賀裕志、笹井陽一郎：苺状血管腫の早期治療．日本臨床皮

膚医会九州大会．福岡市．1993/6 

 

３）中野俊二、中野拓：苺状血管腫の早期治療．日本形成外科学会第 34 回九州支部学術集

会．宮崎市．1993/9 

 

４）中野俊二、中野拓：皮膚疾患のレーザー治療．第 79 回日本皮膚科学会宮崎地方会．宮

崎市．1994/1 

 

５）中野俊二、中野拓：低出力レーザーによる皮膚潰瘍の治療経験．第 6 回日本レーザー

治療学会．東京都．1994/6 

 

６）中野俊二、中野拓：低出力レーザーによる皮膚潰瘍の治療経験．第１５回日本レーザ

ー医学会．鹿児島市．1994/10 

 

７）中野俊二、中野拓：アクロコルドンに対する CO2 レーザー治療の経験．第 11 回日本皮

膚外科学会学術大会．京都市．1994.10 

 

８）中野俊二、中野拓：皮膚科における CO2 レーザーの応用．第 81 回日本皮膚科学会宮崎

地方会．宮崎市．1994/12 

 

９）中野俊二、中野拓、鈴木晴恵：Q-YAG レーザーによる色素性疾患の治療効果．第 82 回

日本皮膚科学会宮崎地方会．宮崎市．1995/7 

  

１０） 宮国 均、佐伯文子、緒方克己、井上勝平、比江嶋睦典、中野俊二：隆起性単純

性血管腫の 2手術例.第 60 回日本皮膚科学会東部支部総会および学術大会． 

福島.1996/9 

 



１１） 中野俊二、中野拓：皮膚科領域における低出力レーザー治療．第 85 回日本皮膚科

学会宮崎地方会．宮崎市．1996/12 

 

１２） 中野俊二、中野拓：ミノサイクリンの奏効した Sweet 病の一例．第 85 回日本皮膚

科学会宮崎地方会．宮崎市．1996/12 

 

１３） 中野俊二、中野拓：直線偏光近赤外線治療器を使いこなす：開業医療の現状より 皮

膚科における臨床応用．第 10 回レーザー治療学会．東京都．1998/8 

 

１４） 中野俊二、中野拓：直線偏光赤外線治療器(スーパーライザー)の皮膚科診療への

応用．日本皮膚科学会第 89 回宮崎地方会．宮崎市．1999/7 

 

１５） 中野俊二：脱毛レーザーLong pulse alexandrite laser の使用経験．第 50 回日本

皮膚科学会中部支部総会セミナー講師．名古屋市．1999/9 

 

１６） 中野俊二：新型ダイレーザー：vbeam の使用経験．第 15 回日本皮膚外科学会セミ

ナー講師．宮崎市．2000/９ 

 

１７） 中野俊二：Long pulse Nd:YAG レーザーの使用経験．第 2回トータルアンチエイジ

ングセミナー講師．東京都．2001/3 

 

１８） 中野俊二：超ロングパルスダイレーザーVbeam.  第 100 回日本皮膚科学会セミナ

ー講師．東京都．2001/6 

 

１９） 中野俊二、中野拓：新型超ロングパルスダイレーザー：Vbeam の治療成績、第 2報．

日本皮膚科学会第 94 回宮崎地方会．宮崎市．2001/8 

 

２０） 中野俊二：Long pulsed Nd:YAG レーザーを用いた脱毛治療経験．第 24 回日本美容

外科学会総会セミナー講師．那覇市．2001/10 

 

２１） 中野俊二、中野拓：医療レーザー脱毛の現状と実際．日本皮膚科学会第 95 回宮崎

地方会．宮崎市．2001/12 

 

２２） 中野俊二、中野拓：巨大静脈湖に試みた高周波メスによるゼブラ焼灼法．日本皮

膚外科学会．宮崎市．2002/8 

 



２３） 中野俊二、中野拓：腋臭症・腋多汗症に対する超音波メス療法．日本皮膚科学会

第 96 回宮崎地方会．宮崎市．2002/12 

 

２４） 中野俊二、中野拓：電動注射器カートリーエースによる局所麻酔法．日本皮膚科

学会第 98 回宮崎地方会、第 1回宮崎皮膚疾患研究会．宮崎市．2003/3 

 

２５） 中野俊二：皮膚科の美容医療．第 19 回日本臨床皮膚科医会九州支部総会・学術教

育講習会講師．福岡市．2003/6 

 

２６） 中野俊二：美容皮膚科における Foto RF(Aurora)の利用価値．第 4回トータルアン

チエイジングセミナー．東京都．2003/6 

 

２７） 文森建明、中野俊二、橋本隆：カマキコマチグモ刺咬症に局所麻酔薬が奏効した

一例．日本皮膚科学会第 100 回宮崎地方会．宮崎市．2003/7 

 

２８） 中野俊二：フォト RF の効果的対象病変．第 2 回フォト RF ユーザーズミーティン

グ講師．東京都．2003/6 

 

２９） 中野俊二：Vbeam による rejuvenation の実際．第 22 回日本美容皮膚科学術大会講

師．福岡市．2004/1 

 

３０） 中野俊二：サーマクールによるたるみ治療．第 22 回日本美容皮膚科学術大会講師．

福岡市．2004/1 

 

３１） 中野俊二：レーザー治療ハンズオン講師．第 22 回日本美容皮膚科学会総会．福岡

市．2004/1 

 

３２） 中野俊二、文森建明、中野拓：超ロングパルスダイレーザー（Vbeam）による苺状

血管腫の治療成績．日本皮膚科学会第 101 回宮崎地方会．第二回宮崎皮膚疾患研究会．

宮崎市．2004/6 

 

３３） 中野俊二：パルスダイレーザーによる血管拡張性疾患治療．第 16 回日本レーザー

治療学会．東京都．2004/7 

 

３４） 中野俊二：シンポジウム：皮膚科診療と美容医療．第 56 回日本皮膚科学会西部支

部総会シンポジスト．久留米市．2004/10 



 

３５） 中野俊二：メイク落としによる friction melanosis:肝斑治療．第 21 回日本臨床

皮膚科医会九州支部総会・学術教育講習会講師．熊本市．2005/5 

 

３６） 中野俊二：開業医としての Vbeam による治療の実際．第 6 回キャンデラミーティ

ングセミナー講師．東京都．2005/5 

 

３７） 中野俊二：たるみとり治療の実際．第二回 syneron オーロラ・ポラリスユーザー

ズミーティング講師．東京都．2006/3 

 

３８） 中野俊二：Vbeam による苺状血管腫治療．第 7回キャンデラユーザーズミーティン

グセミナー講師．東京都．2006/5 

３９） 中野俊二：実践 Vbeam 治療．第 105 回日本皮膚科学会総会セミナー講師．京都市．

2006/6 

 

４０） 中野俊二、文森建明、上田明弘、川畑久、松嶋悠、松岡徳子、中野拓：苺状血管

腫に対するロングパルスダイレーザー治療成績．日本皮膚科学会第 4 回南九州合同皮

膚科地方会（189 回熊本地方会、144 回鹿児島地方会、109 回宮崎地方会）．熊本市．2006/7 

 

４１） 中野俊二：炭酸ガスレーザー治療であなたも無血手術の達人に． CO2 ﾚｰｻﾞｰによる

ﾎｸﾛ・ｲﾎﾞ治療におけるﾘｻｰﾌｪｼﾝｸﾞの注意点とﾃｸﾆｯｸ. 第 24 回日本美容皮膚科学会総会講

師．東京都．2006/8 

 

４２） 松岡徳子、中野拓、中野俊二：色素性コンジローマの一例．日本皮膚科学会第 110

回宮崎地方会、第 5回宮崎皮膚疾患研究会．宮崎市．2006/12 

 

４３） 中野俊二：選択的爪白癬治療の進め方に対する一考察．デルマフォーラム 2007．

東京都．2007/4 

 

４４） 中野俊二：美容皮膚科治療における脱毛の施術と機器を用いた美肌治療．第 4 回

アンチエイジングセミナーin 九州．福岡市．2007/3 

 

４５） 中野俊二、松岡徳子、川畑久、松嶋悠：自家表皮細胞採取装置リセルを用いた皮

膚潰瘍再建の試み（第二報）．日本皮膚科学会第 111 回宮崎地方会、第 6回宮崎皮膚疾

患研究会．宮崎市．2007/4 

 



４６） 川畑 久、松嶋 悠、中野 拓、中野俊二：微生物培養装置リセル®を用いた皮膚

潰瘍再建の試み．第 141 回日本皮膚科学会鹿児島地方会．鹿児島市．2007/12 

 

４７） 中野俊二：赤外線＋RF お用いた効果的な skin tightening 治療．第 8 回トータル

アンチエイジングセミナー．東京都．2007/10 

 

４８） 中野俊二：美容皮膚科で求められる rejuvenation と tightening 治療．第 59 回日

本皮膚科学会西部支部総会セミナー講師．宮崎市．2007/10 

 

４９） 中野俊二：美容皮膚科で求められる皮膚若返りと引き締め治療．第 107 回日本皮

膚科学会セミナー講師．京都市．2008/4 

 

５０） 中野俊二：RF を用いた脂肪減量：第一報．第 5 回九州アンチエイジングセミナー

in 九州．福岡市．2008/5 

 

５１）  黒岩 亜由子、成田 幸代、北村 豪、中野 俊二、瀬戸山 充:疱疹状膿痂疹（IH）

の２例. 第 23 回日本乾癬学会総会．旭川市．2008/9 

 

５２） 上田厚登、中野俊二：Infrared-radiofrequency(ST リファーム TM)を用いた脂肪減

量法．第 29 回日本肥満学会．大分市．2008/10 

 

５３） 中野俊二：肝斑治療：Q-switched Nd:YAG laser を用いて．第 60 回日本皮膚科学

会西部支部総会セミナー講師．福岡市．2008/10 

 

５４） 木村容子、中野俊二：分層植片の色素沈着に対する Q-switched Nd:YAG laser 治

療の試み．第 117 回日本皮膚科学会宮崎地方会、第 7回宮崎皮膚疾患治療研究会． 

宮崎市．2008/12 

 

５５） 中野俊二：フラクセル・サーマクール患者満足のために．ThermaFrax セミナー．

東京都．2009/3 

 

５６） 中野俊二：肝斑に対する Top-hat typed Q-Nd:YAG レーザー治療の有効性．第 108

回日本皮膚科学会総会セミナー講師．福岡市．2009/4 

 

５７） 中野俊二：当院における美容皮膚科診療の実際．第 27 回日本美容皮膚科学会セミ

ナー講師．新潟市．2009/8 



 

５８） 中野俊二：最新の肝斑治療「レーザートーニング」―すぐに使える基礎と実践―．

第 27 回日本美容皮膚科学会セミナー講師．新潟市．2009/8 

 

５９） 中野俊二：皺治療、輪郭形成用長期持続型充填剤：カルシウムハイドロキシアパ

タイト（レディエッセ）．第 109 回日本皮膚科学会セミナー講師．大阪市．2010/4 

 

６０） 吉村和弘、中野俊二：開口部形質細胞症の一例．日本皮膚科学会第 124 回宮崎地

方会．宮崎市．2010/6 

 

６１） 中野俊二：レディエッセ注入手技の実際．第 5回トータルスキンセラピー 

ミーティング関西．大阪市．2010/7 

 

６２） 中野俊二：サーマクール治療 ～初代から第三世代 CPT の特徴まで～．第 28 回日

本美容皮膚科学会セミナー講師．東京都．2010/8 

 

６３） 中野俊二：サーマクールの使用方法．第 28 回日本美容皮膚科学会セミナー講師．

東京都．2010/8 

 

６４） 中野俊二:シワの種類と発症機序．日本臨床形成美容外科医会、秋季大会．北九州

市．2010/11 

 

６５） 中野俊二:シワのレーザー・高周波治療．日本臨床形成美容外科医会、秋季大会．

北九州市．2010/11 

 

６６） 中野俊二：シミ・シワ治療．第 6 回アンチエイジングセミナーin 九州．福岡市．

2011/3 

 

６７） 中野俊二、宮田成章、岩城佳津子：吸収性カルシウム・ハイドロキシアパタイト

filler の安全性に関する多施設共同解析の結果．第 110 回日本皮膚科学会総会．横浜

市．2011/4（東北大震災にて中止） 

 

６８） 中野俊二：ロングパルスダイレーザーVbeam の多機能性．第 110 回日本皮膚科学会

総会セミナー講師．横浜市．2011/4（東北大震災にて中止） 

 

６９） 中野俊二、上田厚登：静止ジワに対するフラクショナルレーザー治療．第 7 回皮



膚老化医学研究会、第 127 回日本皮膚科学会宮崎地方会．宮崎市．2011.7 

 

７０） 室井栄治、堀川永子、前久保理恵、持田耕介、西元順子、天野正宏、瀬戸山充、中野

俊二：小麦による食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの 2 例．第 9 回九州地区合同皮

膚科地方会．鹿児島市．2011.7 

 

    

 

小規模集会による発表 

 

１） 中野俊二：皮膚疾患とレーザー治療―LLLT と HLLT―．第 21 回久留米大学医学     

部皮膚科同門会総会．久留米市．1993.1 

２） 中野俊二：レーザー治療．宮崎県小児科勉強会（四木会）．宮崎市．1996.6 

３） 中野俊二：皮膚科疾患と美容．皮膚の日講演会．久留米市．2002.11 

４） 中野俊二：おしゃれ障害．本庄高校．宮崎．2003.5 

５） 中野俊二：レーザー療法．延岡･日向皮膚科勉強会．2006.11 

６） 上田厚登：宮崎･中野医院を経験して．久留米大学同門会．久留米市．2008.1 

７） 中野俊二：小児のレーザー治療．宮崎県小児科・四木会．宮崎県病院．2008.2 

８） 中野俊二：痒みと対策．サノフィ･アベンティス勉強会．宮崎市．2008.3 

９） 中野俊二：Infrared-radiofrequency(ST-ReFirme)による脂肪減量：第一報とメタ 

ボリック症候群．サノフィ･アベンティス勉強会．宮崎市．2008.9 

１０） 中野俊二：①頑固な痒み、②美容皮膚科の現状．北九州市．2008.11 

１１） 中野俊二：皮膚科治療 ～尋常性乾癬～ サノフィ･アベンティス勉強会．宮崎市． 

2009.1 

１２） 中野俊二：選択的爪白癬治療．鹿児島女性医師の会．鹿児島市．2009.3 

１３） 中野俊二：皮膚科最新情報．宮崎ロータリークラブ．宮崎市．2009.3 

１４） 中野俊二：Infrared-radiofrequency(ST-ReFirme)による脂肪減量：第一報と 

  メタボリック症候群．サノフィ･アベンティス勉強会．宮崎市．2009.4 

１５） 中野俊二:おしゃれ障害．本庄高校．宮崎．2009.5 

１６） 中野俊二：美容皮膚科の現状．薩摩川内市．2009.6 

１７） 中野俊二：小児のレーザー治療．小児科勉強会．日南．2009.10 

１８） 中野俊二：美容皮膚科の現状･課題．美容皮膚科を考える会．福岡市．2009.12 

１９） 中野俊二：new filler Radiesse. エキスパートセミナー．福岡市．2009.12 

２０） 中野俊二：ディフェリンゲル(アダパレン）0.1％の特性と症例検討．ｶﾞﾙﾃﾞﾙﾏ・ 

塩野義主催・勉強会・中野俊二担当分．宮崎市．2010.2 

２１） 中野俊二：アトピー性皮膚炎の病態と治療．協和キリン勉強会．宮崎市．2010.2 



２２） 中野俊二：new filler Radiesse. エキスパートセミナー．福岡市．2010.2 

２３） 中野俊二：蕁麻疹．弦月医会．宮崎市．2010.7 

２４） 中野俊二：痤瘡．マルホ勉強会．宮崎市．2011.3 

２５） 吉村和弘、中野俊二：長期持続充填剤「レディエッセ」の７８例のべ 97 回に 

ついての効能と副作用報告．第 1回臨床形成･皮膚科勉強会．宮崎市．2011.3 
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