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プログラム 10月30日（日）

A会場 （3F メインホール）

9：10～10：40 スポンサードシンポジウム2
「新ガイドラインを迎えたアトピー性皮膚炎治療
～長期寛解維持を実現する～」

座長：山中 恵一（三重大）

SSY2-1 PRO（Patient Reported Outcome）を用いたアトピー性皮膚炎治療
益田 浩司（ますだ こうじ）
京都府立医大

SSY2-2 IL-4/IL-13から紐解くアトピー性皮膚炎病態メカニズム
谷崎 英昭（たにざき ひであき）
関西医大

SSY2-3 長期寛解維持から読み解く治療戦略
片岡 葉子（かたおか ようこ）
大阪はびきの医療センター

共催：サノフィ株式会社

11：30～12：30 ランチョンセミナー6
「ラピフォートワイプ発売5か月の治療経験～汗の悩みは減らせたか？～」

座長：筒井 清広（石川県立中央病院）
鳥居 靖史（とりい皮膚科クリニック）

LS6-1 広がる！原発性腋窩多汗症治療～その実際とこれからの治療戦略～
小林 直隆（こばやし なおたか）
咲くらクリニック 愛知県安城市

LS6-2 「汗」と「発汗」を区別して診療しよう！～治療ゴールの共有の重要性～
石黒 和守（いしぐろ かずもり）
石黒皮膚科クリニック 福井県坂井市

共催：マルホ株式会社

12：40～13：40 特別講演3
座長：竹原 和彦（金沢大名誉教授）

SP3 生命現象の光操作技術の創出
佐藤 守俊1,2）（さとう もりとし）
1）東京大総合文化研究科、2）神奈川県立産業技術総合研究所（KISTEC）
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13：50～14：50 教育講演5 「楽しく学ぶ！皮膚病理」
座長：浅田 秀夫（奈良県立医大）

加藤 則人（京都府立医大）

EL5-1 好中球浸潤が主体となる炎症性皮膚疾患
小川 浩平（おがわ こうへい）
奈良県立医大

EL5-2 みき先生の皮膚病理診断ABC―皮膚線維腫を隆起性皮膚線維肉腫と間違えないために―
泉 美貴（いずみ みき）
昭和大医学教育

B会場 （3F 大宴会場鳳Ⅰ）

8：00～9：00 モーニングセミナー1 「The IL-23 Narrative in Psoriasis」
座長：高橋 健造（琉球大）

天野 博雄（岩手医大）

MS1-1 IL-23の産生機構に注目した乾癬治療
辻 学（つじ がく）
九州大

MS1-2 リサンキズマブはPsAに「つかえん？」※つかえん＝富山弁で「構わない、大丈夫」の意
山﨑 文和（やまざき ふみかず）
関西医大

共催：アッヴィ合同会社

9：10～11：10 シンポジウム3 「症例から学ぶメラノーマ診療」
座長：八田 尚人（富山県立中央病院）

竹之内 辰也（新潟県立がんセンター新潟病院）

SY3-1 爪悪性黒色腫：押さえておきたい鑑別疾患と診断のポイント
石井 貴之（いしい たかゆき）
富山県立中央病院

SY3-2 症例から学ぶ高齢者の治療
中野 英司1,2）（なかの えいじ）
1）国立がん研究センター中央病院、2）神戸大

SY3-3 進行期の薬物療法：治療薬の選択、有害事象への対応など
大江 秀一（おおえ しゅういち）
大阪国際がんセンター

SY3-4 診断困難例：ダーモスコピー画像の活用と診断支援プログラムの将来展望
皆川 茜（みながわ あかね）
信州大
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11：30～12：30 ランチョンセミナー7 「PASI クリアを目指した新時代の乾癬治療」
座長：五十嵐 敦之（NTT東日本関東病院）

久保 亮治（神戸大）

LS7-1 IL17A/F を抑える意義から乾癬治療においてビメキズマブが果たす役割を考える
阿部 名美子（あべ なみこ）
東京医大

LS7-2 QOL向上を目指した乾癬治療―アンメット・ニーズへの解決策は？
東山 眞里（ひがしやま まり）
日本生命病院

共催：ユーシービージャパン株式会社

12：40～14：40 シンポジウム4
「美容皮膚科・レーザー治療で皮膚科診療を盛り上げよう！」

座長：船坂 陽子（日本医大）
須賀 康（順天堂大）

SY4-1 ナノ秒レーザー及びピコ秒レーザーによる真皮メラノサイトーシスの治療
大城 貴史（おおしろ たかふみ）、佐々木 克己、大城 俊夫
大城クリニック 東京都新宿区

SY4-2 Intense Pulsed Light（IPL）元祖 非侵襲的皮膚若返り術の実力
神田 弘貴（かんだ ひろき）
三田皮膚科 東京都港区

SY4-3 レーザー脱毛
乃木田 俊辰1,2）（のぎた としたつ）
1）新宿南口皮膚科 東京都新宿区、2）東京医大

SY4-4 高周波および超音波によるたるみ治療
宮田 成章（みやた なりあき）
みやた形成外科・皮ふクリニック 東京都港区

C会場 （3F 大宴会場鳳Ⅱ）

8：00～9：00 モーニングセミナー2 「蕁麻疹診療のTips」
座長：神戸 直智（京都大）

MS2-1 蕁麻疹における血小板活性化因子（PAF）の関与
葉山 惟大（はやま これまさ）
日本大

MS2-2 慢性特発性蕁麻疹の診療：蕁麻疹診療ガイドラインや抗ヒスタミン薬の役割について
矢上 晶子（やがみ あきこ）
藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科

共催：田辺三菱製薬株式会社/帝國製薬株式会社
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9：10～10：10 一般演題15 「角化症・炎症性角化症」
座長：十一 英子（京都医療センター）

水谷 陽子（岐阜大附属病院）

93 セクキヌマブが奏功した掌蹠膿疱症を背景とする膿疱性乾癬の1例
澤井 希望1）（さわい のぞみ）、川上 佳夫1）、徳田 真優1）、廣瀬 梓1）、別木 祐介1）、
高須賀 琴巳1）、篠倉 美里1）、立花 宏太1）、横山 恵美1）、三宅 智子1）、平井 陽至1）、森実 真1）、
多田 譲治2）

1）岡山大、2）光生病院

94 当科でリサンキズマブで治療した尋常性乾癬50症例の解析
林 隆晶（はやし たかあき）、北島 麻耶子、石井 賢太郎、足立 真
関東労災病院

95 和歌山県における乾癬治療に対する意識調査
上出 康二（うえで こうじ）
和歌山県皮膚科医会

96 間質液中グルコース測定を用いた食事指導による乾癬患者のBMI 値、体脂肪率、採血デー
タの変動の検討
岡本 千明1,2）（おかもと ちあき）、山﨑 文和1）、山科 茉由1）、小林 里佳1）、五影 志津1）、
豊田 長興2）、谷崎 英昭1）

1）関西医大、2）関西医大内分泌内科

97 尋常性乾癬に対するブロダルマブ注射部位の発汗が維持された特発性後天性全身性無汗症
の1例
御子柴 飛鳥1）（みこしば あすか）、勝家 志歩1）、佐竹 宏介1）、北村 昇矢1）、佐藤 勇樹1）、
木庭 幸子1）、佐野 健司2）、奧山 隆平1）

1）信州大、2）信州大臨床検査部

98 中年女性の左下肢に生じた adult blaschkolinear acquired inflammatory skin
eruption（BLAISE）の1例
早川 道太郎（はやかわ みちたろう）、馬場 裕子、辻 綱氣、河野 通良、高橋 愼一
東京歯科大市川総合病院

99 液体窒素凍結療法にて改善傾向となったVerrucous skin lesions on the feet in
diabetic neuropathy の 1例
今井 秀美1,2）（いまい ひでみ）、澤村 清伸1）、山田 延未1）、田口 詩路麻1）

1）水戸協同病院、2）つくばセントラル病院

10：10～11：10 一般演題16 「遺伝性疾患」
座長：大磯 直毅（近畿大奈良病院）

玉井 克人（大阪大再生誘導医学）

100 周期性発熱と外陰部潰瘍にコルヒチンが奏効したPFAPA症候群疑いの女児例
関根 史織1,2）（せきね しおり）、尾山 徳孝1）、長谷川 稔1）、井尾 浩一3）、布施田 哲也3）

1）福井大、2）福井総合クリニック、3）公立丹南病院小児科



The 73rd Annual Meeting of the Central Division of JDA

１０
月
３０
日（
日
）

プ
ロ
グ
ラ
ム

－46－

101 ACVRL1遺伝子変異を検出した遺伝性出血性末梢血管拡張症の1例
山本 史徳（やまもと ふみのり）、岡田 寛文、岩田 紘佳、佐藤 篤子、神谷 浩二、前川 武雄、
小宮根 真弓、大槻 マミ太郎
自治医大

102 ラコサミドが著効したSCN9A遺伝子変異による肢端紅痛症の母子2例
榊原 潤1,2）（さかきばら じゅん）、岩田 洋平1）、倉橋 浩樹3）、杉浦 一充1）

1）藤田医大、2）公立西知多総合病院、3）藤田医大分子遺伝学

103 HRAS 遺伝子変異を同定したSchimmelpenning-Feuerstein-Mims症候群の1例
小野 弘登1）（おの ひろと）、山口 礼門1）、清水 晶1）、荒井 美奈子2）、新井田 要3）

1）金沢医大、2）荒井皮ふ科クリニック 石川県七尾市、3）金沢医大ゲノム医療センター

104 TMC6 遺伝子に変異を認めたEpidermodysplasia verruciformis の 1例
藤本 萌1）（ふじもと めぐみ）、横井 一範1）、黒神 祐1）、外村 香子1）、荒瀬 規子1）、種村 篤1）、
藤本 学1）、新保 敬史2）、玉井 克人2）

1）大阪大、2）大阪大再生誘導医学

105 骨髄性プロトポルフィリン症を疑った成人女性の1例
北尾 陸将（きたお りくま）、塩入 桃子、長尾 愛、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

106 FECH に遺伝子変異を認めた骨髄性プロトポルフィリン症の1例
松本 大介1）（まつもと だいすけ）、今西 久幹1）、林 恵理子1）、福村 恵理奈1）、大霜 智子1）、
瀬戸 俊之2）、鶴田 大輔1）

1）大阪公立大、2）大阪公立大臨床遺伝学

11：30～12：30 ランチョンセミナー8 「遺伝性血管性浮腫（HAE）治療の最終目標とは」
座長：浅田 秀夫（奈良県立医大）

松下 貴史（金沢大）

LS8-1 遺伝性血管性浮腫（HAE）診療の最近の話題―患者の疾病負荷軽減を目指して
山下 浩平（やました こうへい）
京都大血液内科

LS8-2 遺伝性血管性浮腫（HAE）の治療目標は新たなステージへ―本邦におけるHAE治療の今
後の展望―
福永 淳（ふくなが あつし）
大阪医科薬科大

共催：武田薬品工業株式会社

12：40～13：40 一般演題17 「湿疹・皮膚炎」
座長：江川 形平（京都大）

峠岡 理沙（京都府立医大）

107 ジファミラスト軟膏のアトピー性皮膚炎患者を対象とした第 III 相二重盲検比較試験での
EASI スコアの改善
安部 正敏1）（あべ まさとし）、壷内 英継2）

1）札幌皮膚科クリニック、2）大塚製薬メデイカル・アフェアーズ部
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108 当院においてDupilumab 投与中に乾癬様皮疹を生じたアトピー性皮膚炎3例の検討
千田 晃嘉（せんだ あきよし）、衣斐 菜々、山上 優奈、古賀 玲子、吉川 義顕
田附興風会医学研究所北野病院

109 ステロイド減量にデュピルマブが有効であった特発性好酸球増多症候群の1例
新川 紗由香1）（あらかわ さゆか）、内川 理紗1,2）、松本 薫郎1）、宮川 明大1,2）、西本 周平1）

1）川崎市立川崎病院、2）慶應義塾大

110 カラートリートメントに含まれた3種の塩基性染料と1種のHC染料によるアレルギー
性接触皮膚炎の1例
松永 佳世子1,2）（まつなが かよこ）、大庭 美帆1,2）

1）藤田医大アレルギー疾患対策医療学、2）刈谷整形外科病院

111 ダーマボンドⓇアドバンスドの2-octylcyanoacrylate による接触皮膚炎症候群の1例
水野 彩加1,2）（みずの あやか）、欠田 成人1）、山中 恵一2）、杉山 真理子3,4）、松永 佳世子3,4）、
田原 麻衣子5）、河上 強志5）

1）済生会松阪総合病院、2）三重大、3）藤田医大アレルギー疾患対策医療学、4）一般財団法人SSCI-Net、
5）国立医薬品食品衛生研究所

112 Interstitial granulomatous dermatitis の 1例
赤路 和哉（あかじ かずや）、須藤 ゆか、今中 洋子、大畑 千佳
大阪急性期・総合医療センター

113 酒さ及び酒さ様皮膚炎に対するメトロニダゾール外用の有効性の検討
大林 三裕佳（おおばやし みゆか）、大須賀 詩乃、古橋 卓也
春日井市民病院

13：40～14：40 一般演題18 「蕁麻疹・痒疹」
座長：中島 沙恵子（京都大）

秋田 浩孝（藤田医大ばんたね病院）

114 ミツバ摂取によりアレルギー症状を呈した1例
澤 杏樹（さわ あんじゅ）、峠岡 理沙、水谷 浩美、服部 淳子、井岡 奈津江、益田 浩司、
加藤 則人
京都府立医大

115 オマリズマブが奏功したα-Gal 抗原非依存性牛肉アレルギーの1例
坂下 千晶（さかした ちあき）、近藤 誠、中西 丈比佐、飯田 祥平、松島 由明、馬岡 愛、
波部 幸司、山中 恵一
三重大

116 Non-episodic angioedema with eosinophilia の 1例
藤森 なぎさ1）（ふじもり なぎさ）、武田 学1）、藤本 雷1）、小澤 健太郎1）、後藤 啓介2）

1）国立病院機構大阪医療センター、2）国立病院機構大阪医療センター臨床検査科

117 組織学的に肉芽腫を認めたNon-episodic angioedema with eosinophilia の 1例
高橋 甲介1）（たかはし こうすけ）、瀬戸 英伸1）、山本 哲久2）、福満 祥子1）

1）愛仁会高槻病院、2）宝塚市立病院



The 73rd Annual Meeting of the Central Division of JDA

１０
月
３０
日（
日
）

プ
ロ
グ
ラ
ム

－48－

118 ヤマビル 傷後に偽リンパ腫を形成し、色素性痒疹となった1例
赤川 舞1）（あかがわ まい）、永井 美貴1）、丹羽 宏文1）、福井 ちひろ1）、野口 慶2）、片山 雅貴2）

1）岐阜県総合医療センター、2）岐阜県総合医療センター病理診断科

119 糖尿病で誘発された後天性反応性穿孔性膠原線維症と色素性痒疹に関する症例検討
櫻井 麻衣1）（さくらい まい）、神谷 秀喜1）、松永 研吾2）、山田 鉄也2）、北島 康雄1）

1）中部国際医療センター、2）中部国際医療センター病理診断科

120 Acquired bilateral telangiectasia macularis eruptive perstans の 1例
西垣 綾子1）（にしがき あやこ）、臼居 駿也1）、中嶋 千紗1）、松尾 仁子2）、三谷 和弘3）、
大塚 篤司1）

1）近畿大、2）松尾皮膚科医院 大阪府河内長野市、3）澤田病院

D会場 （2F 多目的会議室（201+202））

9：10～10：10 教育講演4 「ウイルス感染と腫瘍」
座長：渡辺 大輔（愛知医大）

清水 晶（金沢医大）

EL4-1 EBウイルス関連腫瘍
山本 剛伸1,2）（やまもと たけのぶ）
1）川崎医大総合医療センター、2）川崎医大

EL4-2 ポリオーマウイルスとメルケル細胞癌
永瀬 浩太郎（ながせ こうたろう）
佐賀大

10：20～11：20 日本皮膚科学会専門医指導医講習会
座長：石河 晃（東邦大）

今福 信一（福岡大）

指導医1 専門医制度の概要と最新情報
石河 晃（いしこう あきら）
東邦大

指導医2 専門医資格更新要件と最新情報
今福 信一（いまふく しんいち）
福岡大

11：30～12：30 ランチョンセミナー9 「にきび治療における漢方の役割」
座長：望月 隆（金沢医大名誉教授）

前田 学（八幡病院（岐阜県郡上市））

LS9-1 キレイが実感できる痤瘡治療と漢方薬
野本 真由美1,2）（のもと まゆみ）
1）野本真由美スキンケアクリニック 新潟県新潟市、2）野本真由美クリニック銀座 東京都中央区
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LS9-2 漢方を併用した尋常性痤瘡治療
瀬川 郁雄（せがわ いくお）
星が丘瀬川皮膚科クリニック 岩手県花巻市

共催：クラシエ薬品株式会社

12：40～13：40 ミニシンポジウム2 「膠原病診療のコツとポイント」
座長：藤本 学（大阪大）

松下 貴史（金沢大）

MSY2-1 筋炎特異的自己抗体の最近の知見
植田 郁子（うえだ いくこ）
大阪大

MSY2-2 強皮症診療のポイント
濱口 儒人（はまぐち やすひと）
金沢大

13：50～14：30 一般演題19 「膠原病類縁疾患」
座長：波部 幸司（三重大）

加藤 威（滋賀医大）

121 ペムブロリズマブ開始後に免疫関連有害事象（irAE）として生じ、皮膚筋炎と水疱性類
天疱瘡の合併を疑った1例
増田 泰之1）（ますだ よしゆき）、永濱 陽1）、熊谷 淳1）、山田 はるひ1）、足立 厚子1）、田中 宏和2）

1）兵庫県立加古川医療センター、2）兵庫県立加古川医療センター泌尿器科

122 高γ-グロブリン血症性紫斑から IgG4関連疾患が疑われた1例
齋藤 寛大1,2）（さいとう かんだい）、島内 隆寿2）、藤山 俊晴2）、伊藤 泰介2）、本田 哲也2）、
三田 均3）、古川 省悟4）

1）沼津市立病院、2）浜松医大、3）三田クリニック 静岡県浜松市、4）浜松医大第三内科免疫リウマチ内科

123 抗カルジオリピン抗体陽性を示した壊疽性膿皮症の1例
竹林 宏朗1）（たけばやし ひろあき）、高橋 玲子1）、福山 國太郎1）、法貴 憲2）

1）関西ろうさい病院、2）法貴皮膚科 兵庫県西宮市

124 膀胱癌術後、回腸導管造設術後にストマ周囲型壊疽性膿皮症を合併した1例
辰田 奈那恵1,2）（たつた ななえ）、山本 哲久1,2）、中内 恵美1,2）、植木 結香里1,2）、佐藤 あゆみ1,2）

1）宝塚市立病院、2）神戸大

125 血性下痢と右上肢不全麻痺を契機に発症した、硬膜外無菌性膿瘍を伴った壊疽性膿皮症の
1例
永濱 陽1）（ながはま みなみ）、増田 泰之1）、熊谷 淳1）、山田 はるひ1）、足立 厚子1）、
近藤 飛馬2）、白川 裕3）

1）兵庫県立加古川医療センター、2）兵庫県立加古川医療センター整形外科、
3）兵庫県立加古川医療センター消化器内科
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E会場 （2F 多目的会議室（203+204））

9：10～10：10 一般演題20 「良性腫瘍1」
座長：中井 康雄（三重大）

上尾 礼子（関西医大香里病院）

126 若年男性の背部に生じたBAP1不活性母斑の1例
宮崎 梨香子（みやざき りかこ）、望月 亮佐、中谷 祥子、高井 利浩
兵庫県立がんセンター

127 メラノーマとの鑑別に苦慮した atypical Spitz tumor の 2例
駒井 宏行（こまい ひろゆき）、鄭 韓英、島本 純子、大塚 俊宏、福永 淳、森脇 真一
大阪医科薬科大

128 Epidermolysis bullosa nevus の 1例
西部 明子1）（にしぶ あきこ）、八田 順子3）、藤井 俊樹2）、石倉 佑樹4）、望月 隆2）、清水 晶2）

1）金沢医大氷見市民病院、2）金沢医大、3）金澤なかでクリニック、4）いしくらクリニック 石川県河北郡

129 Atrophic dermatofibromaの 1例
清水 美貴（しみず みき）、葉山 惟大、村田 美和、藤田 英樹
日本大

130 卵巣成熟嚢胞性奇形腫に併発した大伏在静脈原発平滑筋腫の1例
澤田 世来1）（さわだ せいら）、松居 志洋1）、神谷 秀喜1）、北島 康雄1）、杉山 誠治2）、
松永 研吾2）、藤原 清香3）

1）中部国際医療センター、2）中部国際医療センター病理診断科、3）中部国際医療センター産婦人科

131 鼠径部に生じた褐色脂肪腫の1例
新谷 友香（しんたに ゆか）、澤田 理絵、鳥山 えりか
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院

132 抗 SRP抗体陽性筋炎に対する免疫抑制治療中に生じた eruptive sebaceous
hyperplasia の 1例
武内 直生（たけうち なお）、山西 あゆみ、熊谷 宜子、八代 聖
静岡市立清水病院

10：10～11：10 一般演題21 「良性腫瘍2」
座長：山本 有紀（和歌山県立医大）

中川 浩一（富田林病院）

133 女性の外陰部に生じた、手拳大の cellular angiofibromaの 1例
住尾 百合香（すみお ゆりか）、村上 佳恵、横田 憲二、今井 聡子、岩田 真衣、秋山 真志
名古屋大

134 頭部血管肉腫と鑑別を要した類上皮血管腫の1例
鈴木 さつき1）（すずき さつき）、臼居 駿也1）、西垣 綾子1）、中嶋 千紗1）、柳原 茂人1）、
伊谷 善仁1）、大塚 篤司1）、後藤 啓介2）、三浦 圭子3）

1）近畿大、2）大阪国際がんセンター病理・細胞診断科、3）東京医科歯科大病院病理部病理診断科
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135 左足に多発した eccrine angiomatous hamartoma
六戸 大樹1）（ろくのへ だいき）、中野 創1）、竹本 啓伸2）、澤村 大輔1）

1）弘前大、2）つがる総合病院

136 静脈湖の病理組織学的検討から得たロングパルスNd：YAGレーザー治療15例とその
最適な条件について
宮田 彩可（みやた あやか）、木下 綾子、木村 有太子、竹内 かおり、鶴町 宗大、須賀 康
順天堂大浦安病院

137 難治性の前胸部皮下膿瘍の所見を呈した気管支原性嚢胞の1例
矢富 良寛（やとみ よしひろ）、中嶋 悠里、清水 智子、中捨 克輝
国立埼玉病院

138 ウイルス性疣贅や軟性線維腫を疑い切除した、verruciform xanthomaの 1例
宮崎 朗（みやざき あきら）、森 章一郎、野田 絵織、中根 啓允、藤城 里香、山田 元人
豊橋市民病院

139 多発性皮膚B細胞性偽リンパ腫の1例
浅田 春季1）（あさだ はるき）、高橋 聡文1）、山本 文平1）、藤本 徳毅1）、林 美沙2）、東山 眞里2）

1）滋賀医大、2）日本生命病院

11：30～12：30 ランチョンセミナー10 「膿疱性乾癬の新たな治療」
座長：大久保 ゆかり（東京医大）

大槻 マミ太郎（自治医大）

LS10-1 膿疱性乾癬の病態とアンメットニーズ
多田 弥生（ただ やよい）
帝京大

LS10-2 汎発性膿疱性乾癬治療の最新知見
藤田 英樹（ふじた ひでき）
日本大

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

12：40～13：40 一般演題22 「悪性腫瘍（付属器腫瘍）」
座長：清原 隆宏（関西医大総合医療センター）

浅井 純（京都府立医大）

140 Fluorescence in situ hybridization（FISH）法でMDM2・CDK4遺伝子増幅を確認
した左背部異型脂肪腫様腫瘍
虎井 僚太郎（とらい りょうたろう）、牧野 輝彦、松井 悠、清水 忠道
富山大

141 多発する脂腺癌を契機に診断されたMuir-Torre 症候群の1例
齊藤 連（さいとう れん）、三津山 信治、秋本 訓秀、安部 文人、樋口 哲也
東邦大医療センター佐倉病院
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142 下大静脈内に浸潤を認めた臀部粘液型脂肪肉腫の腰椎転移に対し下大静脈フィルター留置
を行った1例
野中 一輝（のなか かずき）、鈴木 利宏、高橋 享太、宮本 沙織、井上 禎夫、齊藤 美穂、
藤原 由佳子、森 智史、金井 美馬、林 周次郎、井川 健
獨協医大

143 鼻尖部に生じた脂腺癌の1例
野田 絵織（のだ えおり）、森 章一郎、宮崎 朗、中根 啓允、藤城 里香、山田 元人
豊橋市民病院

144 初回切除から6年後に再発した左側胸部高分化型脂肪肉腫の1例
安重 佳祐1）（あんじゅう けいすけ）、大矢 和正1）、中村 貴之1）、藤澤 康弘1,2）、石井 良征1）、
河合 瞳3）、乃村 俊史1）

1）筑波大、2）愛媛大、3）筑波大病理診断科

145 広背筋・前鋸筋下に発生した異型脂肪腫様腫瘍の1例
中根 啓允1）（なかね よしまさ）、竹内 早紀1,2）、松井 健一郎1,3）、岩田 真衣1,3）、藤城 里香1）、
山田 元人1）

1）豊橋市民病院、2）中京病院、3）名古屋大

146 皮角を伴う脂腺癌の1例
中川 穂香（なかがわ ほのか）、光井 康博、小川 浩平、宮川 史、浅田 秀夫
奈良県立医大

13：40～14：40 一般演題23 「悪性腫瘍（その他）」
座長：飯野 志郎（福井大）

小澤 俊幸（大阪公立大）

147 血管肉腫に類似する臨床像を呈した芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の1例
西尾 次郎1）（にしお じろう）、石井 貴之1）、八田 尚人1）、近藤 恭夫2）

1）富山県立中央病院、2）富山県立中央病院血液内科

148 皮膚浸潤が診断契機となった慢性骨髄単球性白血病の1例
長野 有花子1）（ながの ゆかこ）、谷口 孝司1）、水野 みどり1）、藤枝 敦史2）

1）伊勢赤十字病院、2）伊勢赤十字病院血液内科

149 非神経線維腫症1型患者に生じた、悪性黒色腫との鑑別を要した悪性末梢神経鞘腫瘍の1例
寺井 沙也加（てらい さやか）、北嶋 友紀、花本 眞未、四十万谷 貴子、中丸 聖、槇村 馨、
清原 隆宏
関西医大総合医療センター

150 メルケル細胞癌自然消退例における免疫微小環境の解析
中村 元樹（なかむら もとき）、吉満 眞紀、真柄 徹也、野尻 由佳、加納 慎二、加藤 裕史、
森田 明理
名古屋市立大

151 陰嚢皮膚原発Adenoid cystic carcinomaの 1例
深山 麻衣子（ふかやま まいこ）、尾松 淳、遠山 聡、宮川 卓也、佐藤 伸一
東京大
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152 帯状疱疹様分布を示した子宮頸癌の皮膚転移1例
橋本 匠（はしもと たくみ）、小川 浩平、宮川 史、新熊 悟、浅田 秀夫
奈良県立医大

153 耳介後部導管癌と前立腺癌の重複癌と診断した1例
安田 澪奈（やすだ れな）、岩田 洋平、齋藤 健太、田中 義人、杉浦 一充
藤田医大

ハンズオンセミナー会場 （3F ASUKA）

9：10～11：10 ハンズオンセミナー2 「関節エコーの実践」
オーガナイザー：小寺 雅也（JCHO中京病院）

林 則秀（吉見病院）

HS2 チューター：山口 智史（富山大附属病院内科学（第一））
元村 拓（高岡リウマチ整形外科クリニック）

協力：キヤノンメディカルシステムズ株式会社


