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プログラム 10月29日（土）

A会場 （3F メインホール）

9：00～9：10 会長挨拶
清水 忠道（しみず ただみち）
富山大

9：10～9：20 会務報告

9：30～11：30 シンポジウム1 「皮膚研究の最前線」
座長：秋山 真志（名古屋大）

久保 亮治（神戸大）

SY1-1 デスモグレイン3に対する末梢免疫寛容機構
高橋 勇人（たかはし はやと）
慶應義塾大

SY1-2 先天性魚鱗癬の炎症制御に挑む
武市 拓也（たけいち たくや）
名古屋大

SY1-3 毛包発生と幹細胞誘導を支える「テレスコープモデル」
森田 梨津子（もりた りつこ）
理化学研究所

SY1-4 皮膚 T細胞と皮膚疾患
渡辺 玲（わたなべ れい）
大阪大アレルギー免疫疾患統合医療学

11：50～12：50 ランチョンセミナー1
座長：秋山 真志（名古屋大）

LS1 アトピー性皮膚炎における皮膚バリア機能の重要性と長期寛解維持を見据えた治療戦略
乃村 俊史（のむら としふみ）
筑波大

共催：サノフィ株式会社

13：00～14：00 特別講演1
座長：片山 一朗（大阪公立大）

SP1 ネオセルフによる新たな自己免疫疾患発症機構
荒瀬 尚1,2）（あらせ ひさし）
1）大阪大免疫学フロンティア研究センター免疫化学研究室、2）大阪大微生物病研究所免疫化学分野
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14：10～15：40 スポンサードシンポジウム1
「掌蹠膿疱症と乾癬治療の最前線～これからの皮膚科医の役割を考える～」

座長：馬渕 智生（東海大）
佐伯 秀久（日本医大）

SSY1-1 医療連携をいかした掌蹠膿疱症診療
牧野 輝彦（まきの てるひこ）
富山大

SSY1-2 皮膚科医による乾癬性関節炎の治療戦略
林 周次郎（はやし しゅうじろう）
獨協医大

SSY1-3 全身疾患として考える尋常性乾癬
岩田 浩明（いわた ひろあき）
岐阜大

共催：大鵬薬品工業株式会社/ヤンセンファーマ株式会社

15：50～16：50 スイーツセミナー1 「だから私は、エキシマレーザー～治療の実際～」
座長：森田 明理（名古屋市立大）

清水 晶（金沢医大）

SS1-1 XTRACⓇ（308nmエキシマレーザー）を用いた治療の実際
乗杉 理（のりすぎ おさむ）
けやきひふ科 富山県砺波市

SS1-2 難治性皮膚疾患に対するエキシマレーザーの威力！
西村 陽一（にしむら よういち）
にしむら皮フ科クリニック 福井県福井市

共催：株式会社ジェイメック

17：00～18：00 特別講演2
座長：清水 忠道（富山大）

SP2 弾性線維の形成と再生の分子メカニズム
中邨 智之（なかむら ともゆき）
関西医大薬理学

18：20～19：20 イブニングセミナー1
「アトピー性皮膚炎治療は IL-31を標的とした新たなステージへ」

座長：氏家 英之（北海道大）
今福 信一（福岡大）

ES1-1 アトピー性皮膚炎のかゆみ最前線～注目すべきは IL-31～
大塚 篤司（おおつか あつし）
近畿大
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ES1-2 選択肢の広がるアトピー性皮膚炎治療～IL-31選択的阻害という新たな一手～
田中 暁生（たなか あきお）
広島大

共催：マルホ株式会社

B会場 （3F 大宴会場鳳Ⅰ）

9：30～10：30 教育講演1 「明日から使える！皮膚潰瘍の診断と治療」
座長：長谷川 稔（福井大）

山中 恵一（三重大）

EL1-1 難治性下腿潰瘍・壊疽の原因診断と治療
沢田 泰之（さわだ やすゆき）
東京都立墨東病院

EL1-2 膠原病の皮膚潰瘍の診断と治療
茂木 精一郎（もてぎ せいいちろう）
群馬大

10：40～11：40 教育講演2 「皮膚付属器疾患最新トピックス」
座長：鶴田 大輔（大阪公立大）

杉浦 一充（藤田医大）

EL2-1 特発性後天性全身性無汗症の診断と治療
大嶋 雄一郎（おおしま ゆういちろう）
愛知医大

EL2-2 円形脱毛症UPDATE：診断・治療の実際を学ぶ
木下 美咲（きのした みさき）
杏林大

11：50～12：50 ランチョンセミナー2
「広がりを見せる乾癬治療、見えてきたイルミアⓇの使いどころ」

座長：波多野 豊（大分大）
川上 民裕（東北医科薬科大）

LS2-1 乾癬治療 up-to-date～全身性炎症を意識した治療選択～
柴田 知之（しばた ともゆき）
愛知医大

LS2-2 イルミアのイミアル選択理由とアルイミ割り切れる薬剤である理由は？
山﨑 文和（やまざき ふみかず）
関西医大

共催：サンファーマ株式会社
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13：00～15：00 シンポジウム2 「光線過敏症・光老化：病態から臨床へ」
座長：森田 明理（名古屋市立大）

森脇 真一（大阪医科薬科大）

SY2-1 日光蕁麻疹：病態から治療まで
福永 淳（ふくなが あつし）
大阪医科薬科大

SY2-2 遺伝性ポルフィリン症の遺伝子診断
中野 創（なかの はじめ）
弘前大

SY2-3 光老化
大日 輝記（だいにち てるき）
香川大

SY2-4 紫外線防御の重要性
森田 明理（もりた あきみち）
名古屋市立大

15：50～16：50 スイーツセミナー2 「アトピー性皮膚炎治療Up to Date」
座長：西小森 隆太（久留米大小児科）

佐藤 伸一（東京大）

SS2-1 思春期のアトピー性皮膚炎治療とチーム医療～コメディカルに期待する役割～
勝沼 俊雄（かつぬま としお）
東京慈恵会医大第三病院小児科

SS2-2 今こそ見直そう、アトピー性皮膚炎治療
安部 正敏（あべ まさとし）
札幌皮膚科クリニック 北海道札幌市

共催：アッヴィ合同会社

17：00～18：00 教育講演3 「皮膚外科の極意」
座長：藤本 徳毅（滋賀医大）

神人 正寿（和歌山県立医大）

EL3-1 頭頚部の手術（実臨床から学ぶチョットしたこととオープントリートメントの可能性）
有馬 豪（ありま まさる）
藤田医大

EL3-2 外陰部の皮膚外科手術 考え方と手技の実際
高井 利浩（たかい としひろ）
兵庫県立がんセンター
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18：20～19：20 イブニングセミナー2
座長：清水 忠道（富山大）

ES2 Step into Possibility in Atopic Dermatitis and Alopecia Areata
Elisabeth Riedl
Medical University of Vienna

共催：日本イーライリリー株式会社

C会場 （3F 大宴会場鳳Ⅱ）

9：30～10：30 一般演題1 「薬疹」
座長：野村 尚史（京都大）

国定 充（神戸大）

1 AGEPとの鑑別を要したDIHSの 1例
秋岡 伸哉（あきおか のぶや）、正畠 千夏、宮本 鈴加、光井 康博、長谷川 文子、小川 浩平、
宮川 史、新熊 悟、浅田 秀夫
奈良県立医大

2 AGEPと鑑別を要した非典型薬剤性過敏症症候群（DIHS）の1例
岡崎 優香（おかざき ゆか）、横山 友亮、大山 慎一郎、有馬 亜衣、中西 佑季子、小川 浩平、
浅田 秀夫
奈良県立医大

3 新型コロナウイルスワクチン接種後に発症したカルバマゼピンによる薬剤性過敏症症候群
（DIHS）の1例
西尾 栄一（にしお えいいち）、甚目 航太
豊川市民病院

4 薬剤性過敏症症候群（DIHS）の経過中に進行性多巣性白質脳症（PML）を発症した1例
秦野 暢子（はたの ようこ）、烏山 来未、庄田 裕紀子
住友病院

5 ブシラミンによる天疱瘡型薬疹の1例
松本 紗良1）（まつもと さら）、岡本 芳伸1）、荒木 英雄2）

1）福井県立病院、2）同リウマチ内科

6 COVID-19ワクチン（モデルナⓇ）が発症の誘因と考えた結節性紅斑
渡邉 千智（わたなべ ちさと）、森 ひとみ、林 周次郎、井川 健
獨協医大

7 エンホルツマブベドチンによる皮膚障害の1例
須田 文1）（すだ あや）、山田 隆弘1）、武藤 正彦1）、是永 佳仁2）

1）山口県立総合医療センター、2）山口県立総合医療センター泌尿器科
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10：30～11：30 一般演題2 「腫瘍（悪性リンパ腫）」
座長：清原 英司（大阪大）

横田 憲二（名古屋大）

8 魚鱗癬様皮疹を呈した菌状息肉症の1例
佐藤 祥奈1）（さとう さちな）、井上 栄美1）、林 美沙1）、石塚 洋典2）、清原 英司2）、東山 眞里1）

1）日本生命病院、2）大阪大

9 黄色苔癬様皮疹を呈し、CD30陽性リンパ増殖異常症を併発した菌状息肉症の1例
渡邊 幸奈（わたなべ ゆきな）、佐藤 真由、遠藤 麻衣、大塚 幹夫、山本 俊幸
福島県立医大

10 58歳男性、様々な全身治療を行なった菌状息肉症の1例
中野 宏明（なかの ひろあき）、角南 志保、高瀬 早和子、西村 陽一、太田 深雪、藤田 真文、
八木 洋輔
大阪赤十字病院

11 当科での皮膚T細胞リンパ腫に対するベキサロテン治療13例のまとめ
杉浦 美月（すぎうら みづき）、岩田 洋平、杉浦 一充
藤田医大

12 CD8陽性 pagetoid reticulosis の 1例
馬場 夏希1）（ばば なつき）、関根 史織1）、山内 悠大1）、尾山 徳孝1）、長谷川 稔1）、坂井 秀彰2）

1）福井大、2）さかい皮ふ科クリニック 福井県敦賀市

13 ステロイド内服にシクロスポリンを併用し奏功したSubcutaneous panniculitis-like T
cell lymphomaの 1例
後藤 彩（ごとう あや）、神保 晴紀、藤原 進、久保 亮治
神戸大

14 環状紅斑と紅色結節・局面の臨床像を呈した原発性皮膚びまん性大細胞型B細胞リンパ
腫の1例
吉田 憲司1）（よしだ けんじ）、小原 芙美子1）、河合 匡子1）、長瀬 大輔2）、橋本 透3）、石河 晃1）

1）東邦大医療センター大森病院、2）東邦大医療センター大森病院血液・腫瘍科、
3）山王皮フ科クリニック 東京都大田区

11：50～12：50 ランチョンセミナー3 「改めて考えるアトピー性皮膚炎の外用療法」
座長：藤澤 隆夫（三重病院小児科）

加藤 則人（京都府立医大）

LS3-1 アレルギーマーチから考えるアトピー性皮膚炎
長尾 みづほ（ながお みづほ）
国立病院機構三重病院臨床研究部/アレルギーセンター

LS3-2 アトピー性皮膚炎の外用療法の発展とその作用機序
本田 哲也（ほんだ てつや）
浜松医大

共催：大塚製薬株式会社
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13：00～14：00 一般演題3 「腫瘍（悪性黒色腫）」
座長：岩田 洋平（藤田医大）

加藤 裕史（名古屋市立大）

15 頭部有棘細胞癌の放射線治療後に生じ、生検後に自然消退を認めたDesmoplastic
melanomaの 1例
吉満 眞紀（よしみつ まき）、中村 元樹、中村 香菜、安井 由希子、加納 慎二、加藤 裕史、
森田 明理
名古屋市立大

16 術後補助療法を終了した1週後に多発脳転移を発症した悪性黒色腫の1例
片岡 和也1,2）（かたおか かずや）、中村 杏奈1,3）、高塚 純子1）、竹之内 辰也1）、五十川 瑞穂4）、
高橋 英明4）

1）新潟県立がんセンター新潟病院、2）富山大、3）新潟大、4）新潟県立がんセンター新潟病院脳神経外科

17 摘出後に確定診断に至った脳原発黒色腫の1例
宮崎 健（みやざき けん）、山本 有紀、神人 正寿
和歌山県立医大

18 ニボルマブによる術後補助療法を行った末端黒子型悪性黒色腫患者5名の治療効果の検討
前田 拓哉（まえだ たくや）、北村 真也、柳 輝希、氏家 英之
北海道大

19 胞巣形成が主体の手指の小型悪性黒色腫の1例
小松 彩友香（こまつ さゆか）、神谷 崇文、加藤 潤史、宇原 久
札幌医大

20 大腿悪性黒色腫再発・転移巣に対する dabrafenib + trametinib 間欠投与による長期奏
効例（続報）
高井 彩也華（たかい さやか）、佐々木 克仁、馬場 夏希、和泉 光晃、土居 礼一、上村 杏奈、
森 龍彦、中村 泰大
埼玉医大国際医療センター

21 卵巣成熟嚢胞性奇形腫から発生した悪性黒色腫の1例
上原 治朗1）（うえはら じろう）、日浦 梓1）、北野 滋久2）、吉野 公二1）

1）公益財団法人がん研究会有明病院皮膚腫瘍科、
2）公益財団法人がん研究会有明病院先端医療開発センター

14：00～15：00 一般演題4 「腫瘍（SCC、BCC、Paget）」
座長：種村 篤（大阪大）

前田 進太郎（金沢大）

22 菌状息肉症患者に生じた有棘細胞癌の1例
寺田 義之（てらだ よしゆき）、虎井 僚太郎、片岡 和也、要藤 歩美、森 修一、古川 史奈、
牧野 輝彦、清水 忠道
富山大

23 腎移植後に有棘細胞癌を複数発症した1例
塚本 崇子1）（つかもと たかこ）、岩田 洋平1）、田中 義人1,2）、杉浦 一充1）

1）藤田医大、2）タナカ皮膚科 愛知県名古屋市
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24 術前放射線療法を用いて根治的手術を行なった仙骨部巨大有棘細胞癌の1例
市川 彩夏（いちかわ あやか）、山本 晋也、中井 康雄、山中 恵一
三重大

25 顔面に経時的に有棘細胞癌が多発した無汗性外胚葉形成不全症と考えられる1例
坂本 幸子（さかもと さちこ）、大迫 綾乃、菊澤 千秋、大江 秀一、爲政 大幾
大阪国際がんセンター

26 腓骨と脛骨に浸潤した基底細胞癌の1例
竹本 景太1）（たけもと けいた）、鹿児山 浩1）、寺田 義之1）、片岡 和也1）、鈴木 賀代2）、
清水 忠道1）

1）富山大、2）富山大整形外科

27 Lateral nasal advancement flap を利用して鼻部再建術を行った2例
齋藤 拓郎（さいとう たくろう）、北川 敬之、野田 恵那、水谷 健人、刑部 全晃、後藤 啓元、
中井 康雄、波部 幸司、山中 恵一
三重大

28 前立腺癌を合併した陰部Paget 癌の 1例
曽我 りか子1）（そが りかこ）、勝田 来未1）、宇田 絵美1）、角田 佳純1）、猿喰 浩子1）、石津谷 祐2）

1）市立東大阪医療センター、2）市立東大阪医療センター泌尿器科

15：50～16：50 スイーツセミナー3 「アトピー性皮膚炎治療のために開発された
サイバインコの有用性」

座長：椛島 健治（京都大）

SS3-1 アトピー性皮膚炎における治療目標の設定の重要性
乃村 俊史（のむら としふみ）
筑波大

SS3-2 アトピー性皮膚炎の病態形成メカニズムに基づいたこれからの治療戦略
谷崎 英昭（たにざき ひであき）
関西医大

共催：ファイザー株式会社

17：00～18：00 一般演題5 「その他」
座長：中井 浩三（大阪公立大）

周 円（岐阜大）

29 タクロリムス軟膏外用が奏功した形質細胞性亀頭包皮炎の1例
欠田 成人（かけだ まさと）
済生会松阪総合病院

30 2％フシジン酸ナトリウム軟膏が奏効した plasmacytosis circumorificialis の 1例
赤塚 太朗（あかつか たろう）、濱田 利久、松岡 朱里、酒井 友歌、乗松 雄大、森村 壮志、
菅谷 誠
国際医療福祉大成田病院
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31 腰部正中部の皮膚病変から診断に至った潜在性二分脊椎症の2例
上田 佳奈1）（うえだ かな）、神保 晴紀1）、鈴木 真莉子1）、藤原 進1）、長濱 通子1,2）、久保 亮治1）

1）神戸大、2）神戸ほくと病院

32 FDG-PET/CTで皮膚・皮下組織に集積を認めた症例のまとめ
清水 知道（しみず ともみち）、高橋 伸大、中園 学、中平 薫、岡庭 彩、齋藤 麗子、
太田 瑞穂、澤村 美穂、徳山 道生、近藤 章生、馬渕 智生
東海大

33 毛細血管拡張、多毛を合併したざ瘡による萎縮性瘢痕、肥厚性瘢痕
北 佳奈子（きた かなこ）、黒川 一郎
明和病院

34 Pseudoxanthoma elasticum-like papillary dermal elastolysis の 2例
濱川 健太郎（はまかわ けんたろう）、小川 浩平、宮川 史、新熊 悟、浅田 秀夫
奈良県立医大

35 臍部に生じた異所性子宮内膜症の1例
神賀 満裕菜（かみが まゆな）、林 周次郎、井上 禎夫、齊藤 美穂、鈴木 利宏、井川 健
獨協医大

18：20～19：20 イブニングセミナー3
座長：森脇 真一（大阪医科薬科大）

ES3 ポルフィリン症のカレント・レビュー
中野 創（なかの はじめ）
弘前大

共催：田辺三菱製薬株式会社

D会場 （2F 多目的会議室（201+202））

9：30～10：30 一般演題6 「細菌感染症」
座長：近藤 誠（三重大）

松岡 悠美（大阪大）

36 救命することができたVibrio vulnificus 敗血症、壊死性筋膜炎の1例
羽田野 詩乃1,2）（はたの しの）、大嶋 雄一郎1）、柴田 知之1）、渡辺 大輔1）、櫻井 圭祐3）、
久下 祐史3）、山形 孝介4）、渡邉 亮典4）

1）愛知医大、2）総合大雄会病院、3）愛知医大救命救急科、4）愛知医大形成外科

37 ネコ 傷から壊死性筋膜炎が生じた1例
中嶋 万季1）（なかじま まき）、細本 宜志1）、大原 裕士郎1）、濱口 麻衣1）、大磯 直毅1）、
熊本 貴之2）

1）近畿大奈良病院、2）皮膚科生駒熊本クリニック 奈良県生駒市

38 劣性栄養障害型表皮水疱症の皮膚細菌叢の調査
中村 麗奈1）（なかむら れな）、近藤 誠1）、後藤 啓元1）、高島 翔太2）、夏賀 健2）、山中 恵一1）

1）三重大、2）北海道大
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39 診断に苦慮した日本紅斑熱の1例
村松 海人（むらまつ かいと）、生玉 梨紗、金 宗訓、河合 正晶、長谷川 敏男
順天堂大静岡病院

40 有棘細胞癌切除後、アダリムマブが奏効した臀部慢性膿皮症の1例
北嶋 友紀1）（きたじま ゆき）、矢村 明久1）、花本 眞未1）、寺井 沙也加1）、槇村 馨1）、
鈴木 健司2）、清原 隆宏1）

1）関西医大総合医療センター、2）同形成外科

41 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死による皮膚瘻の2例
岩崎 理子1）（いわさき りこ）、古田 淳一1）、乃村 俊史1）、坂場 萌絵子2）、内田 文彦2）、
有馬 礼人3）、藤澤 裕志4）

1）筑波大、2）筑波大歯科口腔外科、3）ありま皮膚科クリニック 茨城県つくばみらい市、
4）新守谷皮膚科クリニック 茨城県守谷市

42 多発する皮膚感染症を契機に診断した自己免疫性好中球減少症の1例
沼田 礼良（ぬまた ひろよし）、中村 敬、中村 彩
淀川キリスト教病院

10：30～11：30 一般演題7 「抗酸菌・寄生虫感染症」
座長：夏秋 優（兵庫医大）

藤井 俊樹（金沢医大）

43 マクロライド耐性を示し治療に難渋したMycobacterium abscessus 感染症の1例
岡 優実1）（おか ゆみ）、飯田 裕里佳1）、竹内 千尋1）、鷲尾 健1）、小熊 孝2）、池町 真実3）、
竹川 啓史3）、山本 剛3）

1）神戸市立西神戸医療センター、2）神戸市立西神戸医療センター形成外科、
3）神戸市立西神戸医療センター臨床検査技術部

44 Mycobacterium abscessus による両下腿潰瘍
石川 悠梨子1）（いしかわ ゆりこ）、新堂 りな1）、坪井 美樹1）、織田 好子1）、小野 竜輔1）、
久保 亮治1）、長命 友梨2）、加茂 統良3）

1）神戸大、2）神戸大感染症内科、3）加茂皮フ科医院 兵庫県神戸市

45 皮膚腺病との鑑別を要したMycobacterium avium感染症の1例
河野 奈央（かわの なお）、白鳥 隆宏
市立岸和田市民病院

46 長期経過した肺結核に伴う尋常性狼瘡の1例
黒崎 友木穂1）（くろさき ゆきほ）、太田 朝子1）、宮崎 明子1）、鉄本 訓史2）、加賀野井 朱里3）、
酒井 俊輔4）

1）市立吹田市民病院、2）市立吹田市民病院呼吸器・リウマチ科、3）すまクリニック 大阪府吹田市、
4）大阪複十字病院内科

47 多菌型ハンセン病の1例
澤田 裕美1）（さわだ ゆみ）、大山 哲弥2）、津田 憲志郎1）

1）市立四日市病院、2）市立四日市病院脳神経内科
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48 多発皮膚潰瘍を呈し壊疽性膿皮症に類似した皮膚リーシュマニア症の1例
小林 由季1）（こばやし ゆき）、伏間江 貴之1）、和田 麻依1）、新川 紗由香1）、三條場 千寿2）、
後藤 康之2）、大内 健嗣1）、舩越 建1）

1）慶應義塾大、2）東京大農学生命科学研究科応用動物科学専攻応用免疫学研究室

49 spindle cell squamous cell carcinomaに併発した蝿蛆症
小西 なつの1）（こにし なつの）、村瀬 千晶1）、森 章一郎1,2）、山田 尚人1,3）、比嘉 由紀子4）、
秋山 真志1）

1）名古屋大、2）豊橋市民病院、3）トヨタ記念病院、4）国立感染症研究所昆虫医科学部第一室（分類生態室）

11：50～12：50 ランチョンセミナー4
座長：阿部 理一郎（新潟大）

LS4 漢方を皮膚科にどう生かす？初診でも5分で所見をとって、最大限の成果を上げるための
イロハ初心者歓迎
吉木 伸子（よしき のぶこ）
よしき皮膚科クリニック銀座 東京都中央区

共催：株式会社ツムラ

13：00～14：00 一般演題8 「膠原病」
座長：室 慶直（名古屋大）

宮川 史（奈良県立医大）

50 悪性軟部腫瘍との鑑別を要した深在性エリテマトーデス
工藤 真未（くどう まみ）、山口 さやか、高橋 健造
琉球大

51 凍瘡状ループスと考えた1例
佐々木 聡（ささき さとる）、森 瞳子、三枝 良輔、矢野 優美子、三井 彩、大松 華子
相模原病院

52 歯科金属装着後に発症した、掌蹠膿疱症として紹介された全身性エリテマトーデスの1例
木村 優香（きむら ゆうか）、益田 知可子、阿古目 純、坂本 幸子、片岡 葉子
大阪はびきの医療センター

53 カラードップラー超音波3D像で指先部の血流低下が認められた混合性結合組織病の1例
小村 一浩1）（こむら かずひろ）、長谷川 稔2）

1）金沢赤十字病院、2）福井大

54 ゴットロン丘疹、ゴットロン兆候を呈し、皮膚筋炎と鑑別を要した成人発症Still 病の 1例
堀田 恵理1）（ほった えり）、稲川 みずほ1）、和田 英美子2）、山岡 純子2）、吉村 加奈子3）、
齋藤 敦志3）、鮎澤 菜穂4）、柳田 英寿4）

1）京都済生会病院、2）京都済生会病院内科、3）京都済生会病院耳鼻科、4）宇多野病院リウマチ、膠原病内科

55 リツキシマブを投与したびまん皮膚硬化型全身性強皮症の1例
國府 拓1,2）（こくぶ ひらく）、竹内 早紀1）、戸澤 貴久1）、久田 智子1）、山田 益丈1）、
伊藤 有美1）、小寺 雅也1）

1）JCHO中京病院、2）滋賀医大



The 73rd Annual Meeting of the Central Division of JDA

１０
月
２９
日（
土
）

プ
ロ
グ
ラ
ム

－34－

56 全身性強皮症に対するリツキシマブによる治療効果の解析
藤田 壮1,2）（ふじた そう）、浦上 揚介1,2）、深松 紘子1,2）、山本 剛伸1,2）、青山 裕美1）

1）川崎医大総合医療センター、2）川崎医大

14：10～15：10 ミニシンポジウム1 「かゆみを科学する」
座長：椛島 健治（京都大）

大塚 篤司（近畿大）

MSY1-1 皮膚における痒みのメカニズム
安東 嗣修（あんどう つぐのぶ）
金城学院大薬学部

MSY1-2 痒みの一次感覚神経と IL-31
岡田 峰陽（おかだ たかはる）
理化学研究所生命医科学研究センター組織動態研究チーム

15：50～16：50 スイーツセミナー4 「患者さんの将来リスクを考えた乾癬治療」
座長：藤本 学（大阪大）

奥山 隆平（信州大）

SS4-1 小児症例を通じて考える将来を見据えた乾癬治療
加藤 麻衣子（かとう まいこ）
近畿大

SS4-2 全身性炎症疾患として乾癬を治療する―IL-17阻害薬の立ち位置―
渡邉 裕子（わたなべ ゆうこ）
横浜市立大

共催：ノバルティスファーマ株式会社/マルホ株式会社

17：00～17：35 一般演題9 「真菌症」
座長：竹田 公信（金沢医大）

田邉 洋（天理よろづ相談所病院）

57 ホスラブコナゾールが奏効した顔面、手足のT. interdigitale、C. albicans、C.
guilliermondii 混合感染の1例
大草 康正（おおくさ やすまさ）、田口 良吉、中村 かおり、福田 知雄
埼玉医大総合医療センター

58 蜂窩織炎様の臨床所見を呈した深在性皮膚真菌症の1例
五軒矢 桜1）（ごけんや さくら）、國府 拓1）、戸澤 貴久1）、竹内 早紀1）、久田 智子1）、
山田 益丈1）、伊藤 有美1）、小寺 雅也1）、高口 裕規2）

1）JCHO中京病院、2）JCHO中京病院消化器内科

59 CARD9 遺伝子に変異を同定した Trichophyton rubrum による高齢発症の深在性白癬
の1例
安齋 理1）（あんさい おさむ）、林 良太1）、中村 杏奈1）、佐々木 仁1）、長谷川 瑛人1）、
出口 登希子1）、結城 明彦1）、大池 直樹2）、有泉 高志2）、阿部 雅弘3）、宮崎 義継3）、
竹之内 辰也4）、川島 寛之2）、阿部 理一郎1）

1）新潟大、2）新潟大整形外科、3）国立感染症研究所真菌部、4）新潟県立がんセンター新潟病院
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60 過去25年間に金沢医科大学皮膚科で同定した Trichophyton benhamiae
（Arthroderma benhamiae）の再検討
竹田 公信（たけだ きみのぶ）、安澤 数史、望月 隆、清水 晶
金沢医大

18：20～19：20 イブニングセミナー4
「尋常性乾癬外用療法がもたらすドボベットⓇフォームの可能性」

座長：神人 正寿（和歌山県立医大）
藤本 徳毅（滋賀医大）

ES4-1 尋常性乾癬外用治療の全体像とドボベットⓇフォームの可能性
林 美沙（はやし みさ）
日本生命病院

ES4-2 ドボベットⓇフォームの可能性～エビデンスと実臨床から考える～
杉浦 一充（すぎうら かずみつ）
藤田医大

共催：レオファーマ株式会社/協和キリン株式会社

E会場 （2F 多目的会議室（203+204））

9：30～10：40 一般演題10 「水疱症」
座長：立石 千晴（大阪公立大）

新熊 悟（奈良県立医大）

61 疱疹状皮膚炎の1例
越後 岳士1）（えちご たけし）、筒井 清広1）、松下 幸世2）、牧野 輝彦3）

1）石川県立中央病院、2）ひまわり皮膚科 石川県金沢市、3）富山大

62 疱疹状天疱瘡の1例
南 圭人1）（みなみ よしひと）、堺 則康1）、乃木田 礼佳1）、赤須 里沙子1）、澤井 康真1）、
星野 優1）、吉田 薫子1）、水戸 綾子1）、前 賢一郎1）、原田 和俊1）、橋川 博子2）、松窪 由美2）

1）東京医大、2）参宮橋皮フ科松窪クリニック 東京都渋谷区

63 ラミニンγ1とVII 型コラーゲンに対する抗体を有した表皮下水疱症の1例
越田 杏菜1）（こしだ あんな）、西島 千博1）、稲沖 真1）、古賀 浩嗣2）、石井 文人2）

1）国立病院機構金沢医療センター、2）久留米大

64 広範囲の皮膚病変を伴った抗ラミニン332型粘膜類天疱瘡の1例
林 真衣子1）（はやし まいこ）、八束 和樹1）、白石 研1）、武藤 潤1）、古賀 浩嗣2）、石井 文人2）、
村上 正基1）、藤澤 康弘1）

1）愛媛大、2）久留米大

65 後天性血友病Aを発症した尋常性天疱瘡の1例
郷田 彩1）（ごうだ さや）、金田 恵実1）、安藤 純実1）、調 裕次1）、金 義浩2）

1）第二大阪警察病院、2）第二大阪警察病院血液内科
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66 尋常性天疱瘡の治療寛解中に、抗BP180抗体と抗ラミニン332抗体両者陽性の粘膜類
天疱瘡を発症した1例
細川 祐太郎1）（ほそかわ ゆうたろう）、端本 宇志1）、石井 文人2）、佐藤 貴浩1）

1）防衛医大、2）久留米大

67 胃癌を合併した抗ラミニンγ1抗体および抗ラミニン332抗体陽性類天疱瘡の1例
豊島 進1）（としま すすむ）、川島 裕平1）、角田 美鈴1）、山田 いづみ1）、松本 薫郎1）、
新谷 悠花1）、舩越 建1）、天谷 雅行1）、高橋 勇人1）、河野 通良2）、石井 文人3）

1）慶應義塾大、2）東京歯科大市川総合病院、3）久留米大

68 粘膜優位型尋常性天疱瘡に対してリツキシマブ投与後にCovid-19肺炎に罹患した1例
掛地 由貴人1）（かけじ ゆきと）、渋谷 真美1）、江川 形平1）、神戸 直智1）、曽根 尚之2）、
椛島 健治1）

1）京都大、2）京都大呼吸器内科

10：40～11：30 一般演題11 「肉芽腫症など」
座長：尾山 徳孝（福井大）

加納 宏行（岐阜市民病院）

69 Diffuse large B-cell lymphomaの治療後瘢痕部に発症した黄色肉芽腫の1例
稲村 衣美1）（いなむら えみ）、藤田 靖幸1）、平野 瑶子1）、山本 聡2）、島野 麻由奈3）、夏賀 健3）、
清水 聡子1）

1）市立札幌病院、2）市立札幌病院血液内科、3）北海道大

70 高度の眼瞼腫脹をきたし診断確定に難渋した眼窩サルコイドーシスの1例
河村 麻佑1）（かわむら まゆ）、金子 高英1）、高森 建二1）、南條 友央太2）、佐々木 信一2）、
須賀 康1）

1）順天堂大浦安病院、2）順天堂大浦安病院呼吸器内科

71 慢性骨髄性白血病の治療中に生じた環状弾性線維融解性巨細胞肉芽腫の1例
笹岡 佑輔1）（ささおか ゆうすけ）、田中 文1）、爲政 萌子1）、向井 悟2）

1）堺市立総合医療センター、2）堺市立総合医療センター血液内科

72 高齢者に生じたランゲルハンス組織球症の1例
山田 朋子1,2）（やまだ ともこ）、大瀧 薫1）、梅本 尚可1）、出光 俊郎1,3）、新井 円4）

1）自治医大さいたま、2）さいたま北部医療センター、3）上尾中央総合病院、4）春陽苑にこにこクリニック

73 長期間観察し得た、孤発型 Langerhans cell histiocytosis of the skin の 1例
加藤 有紀（かとう ゆき）、田口 良吉、福田 知雄、寺木 祐一
埼玉医大総合医療センター

74 当科における環状肉芽腫12例の集計
山本 美友貴（やまもと みゆき）、山本 俊幸
福島県立医大
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11：50～12：50 ランチョンセミナー5 「アトピー性皮膚炎に対する外用JAK阻害薬」
座長：金澤 伸雄（兵庫医大）

澤村 大輔（弘前大）

LS5-1 アトピー性皮膚炎診療ガイドラインからみた外用治療のポイント
益田 浩司（ますだ こうじ）
京都府立医大

LS5-2 アトピー性皮膚炎における JAK-STAT経路阻害の意義
大塚 篤司（おおつか あつし）
近畿大

共催：鳥居薬品株式会社

13：00～14：00 一般演題12 「内分泌・代謝関連疾患など」
座長：西部 明子（金沢医大氷見市民病院）

金田 眞理（大阪大）

75 無疹部の皮膚生検で全身性アミロイドーシスと診断し得た1例
永野 知佳1）（ながの ちか）、唐川 大1）、遠藤 幸紀1）、山本 裕大2）

1）東京慈恵会医大柏病院、2）同循環器内科

76 糖尿病患者の apoeccrine sweat ducts が明澄細胞に変化した1例
柳原 誠（やなぎはら まこと）、梅原 康次、花川 博義
真生会富山病院 富山県射水市

77 Pancreatic Panniculitis の 2例
野上 京子1）（のがみ きょうこ）、成田 幸代1）、宮内 俊一2）、岩切 久芳3）、田村 穂高3）、
天野 正宏1）

1）宮崎大、2）宮崎大膠原病内科、3）宮崎大消化器内科

78 深在性エリテマトーデスの病理所見を示した後天性部分性脂肪萎縮症の1例
山賀 三紗子1）（やまが みさこ）、片山 奨2）、大田 光仁1）

1）市立千歳市民病院、2）北海道大

79 Thymoma Associated Multiorgan Autoimmunity（TAMA）の1例
長谷川 あづき（はせがわ あづき）、柴田 知之、渡辺 大輔
愛知医大

80 側腹部に局面を呈した未分類の甲状腺機能低下症関連皮膚ムチン沈着症の1例
太田 真由美（おおた まゆみ）、延山 嘉眞、朝比奈 昭彦
東京慈恵会医大

81 皮膚科受診を契機として診断に至ったSchmidt 症候群の1例
福満 祥子1）（ふくみつ しょうこ）、高橋 甲介1）、瀬戸 英伸1）、山本 哲久2）

1）高槻病院、2）宝塚市立病院
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14：00～15：00 一般演題13 「循環障害・血管炎」
座長：稲沖 真（金沢医療センター）

中西 健史（明治国際医療大）

82 閉塞性動脈硬化症による難治性皮膚潰瘍に対し LDLアフェレーシスが著効した1例
伏田 奈津美1）（ふしだ なつみ）、池田 智行1）、前田 進太郎1）、大石 京介1）、濱口 儒人1）、
松下 貴史1）、稲沖 真2）

1）金沢大、2）金沢医療センター

83 透析患者に発症した calciphylaxis を伴う両下腿難治性潰瘍に複数回の植皮術が奏功し
た1例
畠中 優（はたけなか すぐる）、角野 貴應、佐野 ほづみ、青木 奈津子、山本 真有子、
中島 英貴、中島 喜美子、佐野 栄紀
高知大

84 巨大な動静脈奇形を有し経過中に皮膚潰瘍を生じたParkes Weber 症候群の1例
天城 今日子1）（あまぎ きょうこ）、永井 諒1）、前尾 和沙1）、國本 真鈴1）、林 秀樹1）、
和田 吉弘1）、井上 裕香子1）、村田 光麻1）、伊藤 孝明1）、夏秋 優1）、金澤 伸雄1）、羽田 孝司2）

1）兵庫医大、2）羽田皮膚科 兵庫県西宮市

85 難治性好酸球性副鼻腔炎に対するデュピルマブ投与中に発症した好酸球性多発血管炎性肉
芽腫症の1例
富田 茉友香1）（とみた まゆか）、延山 嘉眞1）、守山 昌利2）、野原 修3）、朝比奈 昭彦1）

1）東京慈恵会医大、2）東京慈恵会医大リウマチ・膠原病内科、3）野原耳鼻咽喉科医院 東京都足立区

86 ペグフィルグラスチム関連大血管炎及び糸球体腎炎が疑われた1例
丹羽 宏文1）（にわ ひろふみ）、水野 雄貴2）、藤井 建人1）、周 円1）、吉田 学郎3）、宮崎 龍彦4）、
岩田 浩明1）

1）岐阜大、2）さくら総合病院、3）岐阜大腎臓内科、4）岐阜大病理部

87 経過中に不定形発疹の再燃を示した川崎病の1例
畑 明人1）（はた あきひと）、栗原 和生1）、増井 友里1）、藤山 俊晴1）、伊藤 泰介1）、本田 哲也1）、
内山 弘基2）

1）浜松医大、2）浜松医大小児科

88 正常ラットに抗PSPT抗体と抗 LAMP2抗体の静脈注射により皮膚血管炎の発症に成功
した
川上 民裕1）（かわかみ たみひろ）、中出 一生2）、田村 宥人2）、伊藤 吹夕3）、西端 友香2）、
益田 紗季子2）、外丸 詩野4）、石津 明洋2）

1）東北医科薬科大、2）北海道大大学院保健科学研究院病態解析学分野、
3）帝京大アジア国際感染症制御研究所、4）北海道大大学院医学研究院分子病理学教室

15：50～16：50 スイーツセミナー5
「メラノーマ薬物治療の今―患者さんごとの最適化を考える―」

座長：爲政 大幾（大阪国際がんセンター）
藤澤 康弘（愛媛大）

SS5-1 臨床経験から考える進行期メラノーマ治療の最適化―治療選択のポイントと患者との向き
合い方―
吉川 周佐（よしかわ しゅうすけ）
静岡県立静岡がんセンター
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SS5-2 エビデンスから考えるメラノーマ治療の最適化
中野 英司（なかの えいじ）
国立がん研究センター中央病院

共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社/小野薬品工業株式会社

17：00～17：40 一般演題14 「ウイルス」
座長：中村 元樹（名古屋市立大）

越後 岳士（石川県立中央病院）

89 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）を合併した帯状疱疹の1例
吉田 愛（よしだ あい）、林 周次郎、小松崎 ゆき、井川 健
獨協医大

90 水痘ワクチン接種後に発症した水痘の1例
篠田 進（しのだ すすむ）、長谷川 文子、小川 浩平、宮川 史、新熊 悟、浅田 秀夫
奈良県立医大

91 免疫抑制剤内服歴のないEBVMCUの 1例
塩入 桃子（しおいり ももこ）、長尾 愛、北尾 陸将、田井 志正、小倉 香奈子、長野 徹
神戸市立医療センター中央市民病院

92 同時期にチクングニア熱に罹患した兄妹の血清 IL-36推移の考察
近藤 誠（こんどう まこと）、波部 幸司、山中 恵一
三重大

18：20～19：20 イブニングセミナー5
「爪白癬は治せる時代―皮膚科医として完全治癒を目指す―」

座長：渡辺 大輔（愛知医大）

ES5-1 超高齢化社会における「爪」の大切さ
齋藤 昌孝（さいとう まさたか）
慶應義塾大

ES5-2 爪白癬は早く確実に治す～ネイリンカプセル多施設共同観察研究を踏まえて～
仲 弥（なか わたる）
仲皮フ科クリニック 埼玉県川越市

共催：佐藤製薬株式会社/エーザイ株式会社
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F 会場 （2F 特別会議室）

9：30～11：30 ハンズオンセミナー1 「皮膚外科学へのいざない」
オーガナイザー：爲政 大幾（大阪国際がんセンター腫瘍皮膚科）

鹿児山 浩（富山大）

HS1 チューター：飯野 志郎（福井大）
大石 京介（金沢大）
楠谷 尚（大阪市立総合医療センター）
鍬塚 大（長崎大）
小林 忠弘（小松市民病院）
竹本 景太（富山大）
虎井 僚太郎（富山大）
結城 明彦（新潟大）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 エチコン事業部

13：30～14：30 スポンサードレクチャー1 「乾癬の病態と治療Up To Date」
座長：山本 俊幸（福島県立医大）

SL1-1 サイトカインの作用をターゲットとした乾癬の新たな治療理論
藤田 英樹（ふじた ひでき）
日本大

SL1-2 乾癬治療における最新の知見
中島 英貴（なかじま ひでき）
高知大

共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社

14：40～15：40 スポンサードレクチャー2
座長：大嶋 雄一郎（愛知医大）

SL2 多汗症と減汗症の病態と治療
戸倉 新樹（とくら よしき）
中東遠総合医療センター

共催：科研製薬株式会社

15：50～16：50 スイーツセミナー6 「ANew Stage for Brodalumab」
座長：長谷川 稔（福井大）

沖山 奈緒子（東京医科歯科大）

SS6-1 様々な細胞や疾患における IL-17と IL-17受容体の役割
深澤 毅倫（ふかさわ たけみち）、吉崎 歩、佐藤 伸一
東京大
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SS6-2 皮膚免疫疾患治療UP TO DATE
小寺 雅也（こでら まさなり）
JCHO中京病院

共催：協和キリン株式会社

18：20～19：20 イブニングセミナー6 「皮膚リンパ腫」
座長：鶴田 大輔（大阪公立大）

室田 浩之（長崎大）

ES6-1 皮膚 T細胞性リンパ腫に対する光線とベキサロテン併用療法―微小免疫環境からの病態
解析の新たなアプローチ
森田 明理（もりた あきみち）
名古屋市立大

ES6-2 菌状息肉症における全身療法の考え方
濱田 利久（はまだ としひさ）
国際医療福祉大成田病院

共催：株式会社ミノファーゲン製薬

M＆M会場 （3F ASUKA）

15：20～16：50 日本皮膚科学会キャリア支援委員会主催キャリアデザイン講座

「論文を書こう！」～ゼロからわかる論文作成：準備から作成まで～

中部支部ワーキンググループ
丸山 彩乃（京都府立医大）、鷲尾 健*（西神戸医療センター）、峠岡 理沙*（京都府立医大）、
加藤 裕史*（名古屋市立大）、西部 明子（金沢医大氷見市民病院）、蓮沼 直子（広島大）
*日本皮膚科学会中部支部キャリア支援委員
日本皮膚科学会キャリア支援委員会委員長
多田 弥生（帝京大）


