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プログラム 11月20日（日）

第1会場 5F エミネンスホール

9:10～11:10 特別講演3【遺伝性皮膚疾患】
座長：秋山 真志（名古屋大）

SL3-1 Tales from a gene hunter and new inherited skin diseases
John A. McGrath（St John’s Institute of Dermatology, King’s College London, London,

U.K.）

座長：梅垣 知子（東京女子医大足立医療センター）

SL3-2 表皮水疱症の治療：現状と展望
玉井 克人（大阪大再生誘導医学）

座長：山本 明美（旭川医大）

SL3-3 遺伝性角化症の診断クイズ
乃村 俊史（筑波大）

座長：石河 晃（東邦大）

SL3-4 生まれつきの症状を諦めない～分子病態から考える先天性稀少疾患の診断と治療～
久保 亮治（神戸大）

11:30～12:30 ランチョンセミナー9【乾癬の病態と治療 最新の知見】
座長：鳥居 秀嗣（JCHO東京山手メディカルセンター）

LS9-1 乾癬の病態における最新の知見
岡田 正人（聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center）

LS9-2 乾癬治療における最新の知見
山中 恵一（三重大）

共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社

12:50～14:50 シンポジウム7【細菌感染症】
座長：河原 由恵（けいゆう病院）

SY7-1 梅毒について
立花 隆夫（星ヶ丘医療センター）

座長：並木 剛（東京医科歯科大）

SY7-2 壊死性筋膜炎・ガス壊疽など重症皮膚軟部感染症の診断と治療
沢田 泰之（都立墨東病院）
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座長：金澤 伸雄（兵庫医大）

SY7-3 PVL陽性黄色ブドウ球菌皮膚感染症
山﨑 修（島根大）

座長：石崎 純子（東京女子医大足立医療センター）

SY7-4 PVL産生MRSA―市中感染型MRSAの変遷
菊池 賢（東京女子医大感染症科）

14:50～15:00 閉会式

第2会場 5F コンコードボールルームC

8:00～9:00 モーニングセミナー1【蕁麻疹診療のノウハウとドゥハウ】
座長：猪又 直子（昭和大）

MS1-1 慢性特発性蕁麻疹の病態生理
葉山 惟大（日本大）

MS1-2 蕁麻疹診療ガイドラインはどこまで浸透しているか？
―ガイドラインの要点の再確認と今後に向けた治療トピックス―
福永 淳（大阪医科薬科大）

共催：田辺三菱製薬株式会社/帝國製薬株式会社

9:10～11:10 スポンサードシンポジウム
【ガイドライン改訂から読み解くAD診療最前線】

座長・オーバービュー：常深 祐一郎（埼玉医大）
座長：片桐 一元（獨協医大埼玉医療センター）

山口 由衣（横浜市立大）

オーバービュー ADGL改訂のポイントと背景
常深 祐一郎（埼玉医大）

SSY1 アトピー性皮膚炎の長期寛解維持がようやく現実的になった
上出 良一（ひふのクリニック人形町 東京都中央区/東京慈恵会医大）

SSY2 アトピー性皮膚炎を病態メカニズムから考える
石氏 陽三（東京慈恵会医大）

SSY3 長期寛解維持を見据えた治療戦略
沖山 奈緒子（東京医科歯科大）

共催：サノフィ株式会社
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11:30～12:30 ランチョンセミナー10
【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：大久保 ゆかり（東京医大）

LS10-1 アトピー性皮膚炎における経口 JAK阻害薬の役割
辻 学（九州大）

LS10-2 臨床試験から考えるアブロシチニブの有用性
中原 剛士（九州大）

共催：ファイザー株式会社

12:40～13:40 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（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（福岡大）

第3会場 5F コンコードボールルームB

8:00～9:00 モーニングセミナー2【PsAドメインと患者背景を考慮したPsA治療】
座長：小宮根 真弓（自治医大）

梅澤 慶紀（東京慈恵会医大）

MS2-1 エコーでみる psoriatic disease としての乾癬性関節炎とウパダシチニブの使いどこ
ろ～関節症性乾癬とは何者か～
田淵 裕也（京都大臨床免疫学/京都大附属病院リウマチセンター脊椎関節炎及び関連疾

患外来/エコー外来）

MS2-2 実臨床におけるPsAの診断と治療―リサンキズマブが果たす役割―
藤田 靖幸（市立札幌病院）

共催：アッヴィ合同会社

9:10～11:10 シンポジウム6【日常診療に役立つ皮膚病理診断】
座長：安齋 眞一（株式会社ピーシーエルジャパン）

馬場 裕子（東京歯科大市川総合病院）

SY6-1 日常診療に役立つ皮膚病理診断―滅多にみない皮膚上皮性腫瘍を見ても驚かないために
安齋 眞一（PCL Japan）
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SY6-2 New developments in diagnosis and classification of cutaneous lymphomas
Lorenzo Cerroni（Department of Dermatology, Medical University of Graz, Graz,

Austria）

SY6-3 メラノサイト系腫瘍に対する分子病理学的診断の実際
後藤 啓介（がん・感染症センター都立駒込病院病理科/株式会社アイル板橋中央臨床検

査研究所病理診断部/東京医大人体病理学分野/静岡県立静岡がんセンター
病理診断科/地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター病
理・細胞診断科/独立行政法人国立病院機構大阪医療センター臨床検査科・
病理診断科/兵庫県立がんセンター/独立行政法人国立病院機構鹿児島医療
センター）

SY6-4 知っておきたい皮膚軟部腫瘍
福本 隆也（福本皮フ病理診断科 奈良県奈良市）

11:30～12:30 ランチョンセミナー11
【患者さんの将来を見据えた、乾癬早期治療のポイント】

座長：藤田 英樹（日本大板橋病院）
川内 康弘（東京医大茨城医療センター）

LS11-1 乾癬性関節炎の早期発見・早期治療における後爪郭毛細血管異常・爪病変の意義
深澤 毅倫、吉崎 歩、佐藤 伸一

（東京大）

LS11-2 小児の乾癬について考える～その現状と治療について～
加藤 麻衣子（近畿大）

共催：マルホ株式会社/ノバルティスファーマ株式会社

12:40～13:40 会長企画教育講演3
座長：高森 建二（順天堂大浦安病院）

PEL3 世界標準と異なる日本のアトピー性皮膚炎治療―なぜ日本の患者は良くならないの
か―
渡辺 晋一（帝京大名誉教授）

第4会場 5F コンコードボールルームA

8:00～9:00 モーニングセミナー3【患者の将来を見据えた乾癬治療戦略】
座長：山﨑 文和（関西医大）

森実 真（岡山大）

MS3-1 11剤からの乾癬バイオ選択～長期的視点の重要性～
安田 正人（群馬大）
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MS3-2 皮膚症状に留まらない乾癬、患者の苦しみを取り除き夢と希望を持たせる為には
伊藤 圭（JR 札幌病院）

共催：大鵬薬品工業株式会社/ヤンセンファーマ株式会社

9:10～10:10 Asian Dermatology 2
座長：山上 淳（東京女子医大）

AD2-1 Clinical spectrum of figurate cutaneous lesions：from common to rare
Po Tak Chan（Private practice, Hong Kong/Chairman, Hong Kong Society of

Dermatology and Venereology（2017-19））

座長：小澤 明（東海大名誉教授）

AD2-2 Tips in enhancing your slides and presentation
Dino Tsai（Department of Dermatology, Dianthus Medical Group/

Dr. Huang Dermatology Clinic/Taiwan Adventist Hospital）

AD2-3 Rosacea, demodex and dermoscopy
Ying-Jui Chang（Dr. Deung’s Skin Clinic Far Eastern Memorial Hospital, New Taipei,

Taiwan）

10:20～11:20 教育講演7【酒さ】
座長：玉木 毅（国立国際医療研究センター病院）

EL7-1 酒さ標準治療の update
山﨑 研志（りふ皮膚科アレルギー科クリニック 宮城県利府町）

座長：陳 科栄（目黒陳皮膚科クリニック）

EL7-2 難治性酒 における毛包虫関与の重要性とイベルメクチン全身投与の有効性の検討
洲﨑 玲子（目黒陳皮膚科クリニック 東京都品川区/東京女子医大足立医療センター）

11:30～12:30 ランチョンセミナー12【発汗異常―無汗症と多汗症】
座長：佐藤 貴浩（防衛医大）

LS12-1 発汗障害をきたす疾患の診断と治療；最近の知見をふくめて
下田 由莉江（杏林大）

LS12-2 保険適応外用薬がもたらす多汗症治療の新たな展開
宗次 太吉（はなふさ皮膚科池袋院 東京都豊島区）

共催：科研製薬株式会社
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12:40～13:40 専門医共通講習【医療倫理】
座長：鈴木 民夫（山形大）

専門1 日常診療に必要な医療倫理
上田 英一郎（大阪医科薬科大病院医療総合管理部）

専門2 医療と医学研究におけるインフォームド・コンセント
古田 淳一（筑波大医学医療系医療情報マネジメント学）

第5会場 4F 花A

8:00～9:00 モーニングセミナー4【皮膚リンパ腫】
座長：石河 晃（東邦大）

阿部 理一郎（新潟大）

MS4-1 皮膚 T細胞リンパ腫治療におけるベキサロテンの位置づけ
宮垣 朝光（聖マリアンナ医大）

MS4-2 皮膚リンパ腫診断力アップのための基礎知識
大塚 幹夫（福島県立医大）

共催：株式会社ミノファーゲン製薬

9:10～9:50 会長企画教育講演1
座長：堺 則康（東京医大）

PEL1 蕁麻疹の原因―アレルギー性蕁麻疹を中心に―
原田 晋（はらだ皮膚科クリニック 兵庫県西宮市）

9:50～10:30 会長企画教育講演2
座長：林 伸和（虎の門病院）

PEL2 サルコイドーシスの皮膚病変
岡本 祐之（関西医大名誉教授）

11:30～12:30 ランチョンセミナー13
座長：浅野 善英（東北大）

LS13 血管病変から診る全身性強皮症の治療戦略～トラクリアの使い方とそのポイント～
茂木 精一郎（群馬大）

共催：ヤンセンファーマ株式会社
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第6会場 4F 錦

8:00～9:00 モーニングセミナー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：原田 和俊（東京医大）

MS5-1 Shared decision making から Libertarian paternalismへ
大塚 篤司（近畿大）

MS5-2 爪白癬は早く確実に治す～ホスラブコナゾール多機関共同観察研究を踏まえて～
仲 弥（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

9:10～10:10 一般演題13【膠原病1】
座長：室田 浩之（長崎大）

新井 達（聖路加国際病院）

85 群馬大学皮膚科におけるエンドセリン受容体拮抗薬を使用した全身性強皮症患者40
例の臨床的検討
石川 真衣、遠藤 雪恵、山崎 咲保里、関口 明子、茂木 精一郎
群馬大

86 壊疽性膿皮症の皮膚生検標本を使用した neutrophil extracellular traps（NETs）の
検証
川上 民裕1、横山 華英1、池田 高治1、益田 紗季子2、石津 明洋2

1東北医科薬科大、2北海道大保健科学研究院病態解析学分野

87 ベリムマブが奏功した播種状円板状エリテマトーデスの1例
徳田 一三1、加藤 麻衣子1、中嶋 千紗1、岸本 和也2、大塚 篤司1

1近畿大、2近畿大血液・膠原病内科

88 足壊疽で下肢切断に至った全身性強皮症5例の臨床的特徴
今井 紗綾、渡邊 友也、石川 秀幸、乙竹 泰、山口 由衣
横浜市立大

89 脂肪織炎が先行した抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎
植竹 優香1、河合 良奈1、田中 浩美1、松木 康譲1、片桐 一元1、尾崎 雅史2

1獨協医大埼玉医療センター、2川口市立医療センター

90 不全型ベーチェット病と考えた1例
佐々木 聡1、中川 紅葉1、森 瞳子1、三枝 良輔1、矢野 優美子1、三井 彩1、
荻原 秀樹2、堀田 綾子3、齋藤 生朗3、大松 華子1

1相模原病院、2同腎臓内科、3同病理診断科



The 86th Annual Meeting of the Tokyo Division of JDA

11
月
20
日
（
日
）

プ
ロ
グ
ラ
ム

- 54 -

91 活動性の関節炎部位を中心に皮疹を生じた限局性強皮症の1例
森 瞳子1、佐々木 聡1、三枝 良輔1、矢野 優美子1、鈴木 智博2、堀田 綾子3、
齋藤 生朗3、大松 華子1

1国立相模原病院、2国立相模原病院リウマチ科、3国立相模原病院病理診断科

10:10～11:10 一般演題14【膠原病2・水疱症】
座長：大日 輝記（香川大）

石井 健（東邦大）

92 桔 石膏内服が奏効した無症候性若年性皮膚筋炎の1例
新井 達1、大竹 美乃里1、高見澤 美月1、津村 協子1、善家 由香理1、中野 敏明1、
飯谷 麻里2

1聖路加国際病院、2もんなか皮膚科クリニック 東京都江東区

93 コンパートメント症候群を呈した皮膚動脈炎の1例
吉田 諭1、武藤 潤1、竹葉 淳2、北澤 理子3、村上 正基1、藤澤 康弘1

1愛媛大、2愛媛大救急航空医療学、3愛媛大分子病理学

94 腎移植後、免疫抑制剤内服中の患者に生じたBrunsting-Perry 型類天疱瘡の1例
定本 真梨子1、漆畑 真理1、志水 陽介1、吉田 憲司1、石井 健1、杉江 瑠美2、石河 晃1

1東邦大、2わたなべ内科皮膚科クリニック 東京都杉並区

95 抗てんかん薬によるCYP3A4誘導作用のためステロイド抵抗性となった難治性水疱
性類天疱瘡の1例
浅川 理子、小川 陽一、前島 えり、田渕 亜希子、岡本 崇、三井 広、島田 眞路、
川村 龍吉
山梨大

96 粘膜優位に水疱が生じた抗ラミニンγ1（p200）類天疱瘡の1例
濱口 麻衣1、細本 宜志1、大原 裕士郎1、中嶋 万季1、吉岡 希1、山田 秀和1、
大磯 直毅1、門田 匡史2、立石 千晴3、橋本 隆3、鶴田 大輔3

1近畿大奈良病院、2生駒吉岡皮膚科医院 奈良県生駒市、3大阪公立大

97 COVID-19ワクチン接種後に皮膚症状が増悪した、尋常性天疱瘡の2例
入江 絹子、森 龍彦、則川 菜摘、草野 美沙希、佐藤 真由、伊藤 崇、松村 奈津子、
石川 真郷、菊池 信之、山本 俊幸
福島県立医大

98 初診時、手足口病様皮疹を呈した新生児水疱性類天疱瘡の1例
別木 祐介1、徳田 真優1、前 琴絵1、妹尾 春佳1、立花 宏太1、三宅 智子1、
平井 陽至1、川上 佳夫1、森実 真1、宇田 和宏2、斎藤 友希恵2、茂原 研司2、
津下 充2、八代 将登2

1岡山大、2岡山大小児科
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11:30～12:30 ランチョンセミナー14
【紫外線療法の臨床応用と新型308nm紫外線治療器の選択】

座長：森田 明理（名古屋市立大）

LS14-1 エキシマライトによる瘙痒性皮膚疾患の治療～小児例を中心に
持田 和伸（持田皮フ科 大阪府泉大津市）

LS14-2 一歩先行く光線療法！進歩する照射機器を200％使いこなすには？
安部 正敏（札幌皮膚科クリニック 北海道札幌市）

共催：ウシオ電機株式会社

第7会場 4F 扇

8:00～9:00 モーニングセミナー6【これからの紫外線療法を考える】
座長：森田 明理（名古屋市立大）

MS6-1 TARNABを軸にしたコンビネーション光線療法
日野 亮介（日野皮フ科医院 福岡県福津市）

MS6-2 ターゲット型ナローバンドUVB治療器による在宅光線療法
井汲 今日子（名古屋市立大）

共催：澁谷工業株式会社/株式会社インフォワード

9:10～10:10 一般演題15【上皮系腫瘍2】
座長：谷崎 英昭（関西医大）

石橋 正史（日本鋼管病院）

99 尋常性乾癬に併発し診断・治療に難渋した乳房外パジェット病の1例
巻口 萌、和田 昇悟、大竹 里奈、並木 剛、沖山 奈緒子
東京医科歯科大

100 同胞内3名に生じた外陰部乳房外パジェット病
小林 由季1、田村 佳奈1、宮川 明大3、新谷 悠花1、濱田 茉梨子2、中村 善雄3、
稲積 豊子1

1立川病院、2同形成外科、3慶應義塾大

101 骨髄癌腫症を来した陰部乳房外Paget 病の 1例
加納 慎二、安井 由希子、中村 元樹、加藤 裕史、森田 明理
名古屋市立大

102 イミキモドクリーム外用にて寛解した陰部乳房外Paget 病の 1例
小牧 玲雄、門野 岳史、江田 怜奈、伊丹 綾香、三石 修平、大橋 洋之、宮垣 朝光
聖マリアンナ医大
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103 乳房外Paget 病に対しドセタキセルで治療した17例の検討：FECOMで治療した
11例との比較
和田 昇悟、緒方 大、鶴田 成二、中山 裕一、松井 馨之、日置 紘二朗、中野 英司、
並川 健二郎、山崎 直也
国立がん研究センター中央病院

104 右殿部-大腿にかけての広範囲な化膿性汗腺炎に対し deroofing を施行後、著明な角化
性病変を認めた1例
田中 了1、稲垣 充亮1、浦上 揚介1、山根 万里子1、西村 広健2、青山 裕美1

1川崎医大、2川崎医大病理学

105 難治性副鼻腔炎が初発症状であった多中心性細網組織球症の1例
上田 沙紀1、川上 大輔1、岡 優実1、鷲尾 健1、小嶋 康隆2、勝嶌 浩紀3、大西 輝4

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耳鼻科、
3神戸市立西神戸医療センター病理診断科、4神戸市立西神戸医療センター免疫血液内科

10:10～11:10 一般演題16【上皮系腫瘍3】
座長：河野 志穂美（飯田橋皮膚科スキンクリニック）

岩澤 うつぎ（東京都立広尾病院）

106 紅色局面を呈した clear cell basal cell carcinomaの 1例
寺田 七子1、原田 侑弥1、高橋 美咲1、新山 史朗1、横内 幸2、平田 晶子3、福田 英嗣1

1東邦大医療センター大橋病院、2同病院病理診断科、3同病院形成外科

107 毛母腫から毛母癌への移行が疑われた左側頸部毛母癌の1例
大瀧 薫1、山田 朋子1、鈴木 政美2、倉林 孝之3、出光 俊郎1、梅本 尚可1

1自治医大さいたま医療センター、2自治医大さいたま医療センター耳鼻咽喉科、
3獨協医大埼玉医療センター形成外科

108 FDG-PETで両腋窩リンパ節に偽陽性を示した増殖性外毛根鞘性腫瘍の1例
森 章一郎、野田 絵織、宮崎 朗、中根 啓允、藤城 里香、山田 元人
豊橋市民病院

109 全身に大型嚢腫を経時的に多数出現した多発性脂腺嚢腫の2例
山本 ちひろ1,2、藤田 壮1,2、山本 剛伸1,2、青山 裕美2

1川崎医大総合医療センター、2川崎医大

110 多彩な組織像を呈した皮膚腺筋上皮腫の1例
塩見 達志1、森谷 卓也2

1鳥取県保健事業団、2川崎医大病理学

111 汗孔癌29例の治療経過について
日浦 梓1、上原 治朗1、北野 滋久2、吉野 公二1

1がん研有明病院、2がん研有明病院先端医療開発センター
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112 後腹膜浸潤をきたした腰部PTHrP産生有棘細胞癌
鶴田 成二、緒方 大、中山 裕一、和田 昇悟、松井 馨之、日置 紘二朗、中野 英司、
並川 健二郎、山崎 直也
国立がん研究センター中央病院

11:30～12:30 ランチョンセミナー15
【アトピー性皮膚炎における綺麗な肌を維持するための治療継続のコツ】

座長：田中 暁生（広島大）
江藤 隆史（あたご皮フ科）

LS15-1 クリニックならではの治療継続の工夫―患者満足度を高める―
野村 有子（野村皮膚科医院 神奈川県横浜市）

LS15-2 中等症以上の患者さんに対する外用指導～全身療法との併用時等～
井川 健（獨協医大）

共催：大塚製薬株式会社メディカル・アフェアーズ部

12:40～13:50 一般演題19【アトピー・湿疹】
座長：馬場 直子（神奈川県立こども医療センター）

野村 有子（野村皮膚科医院）

133 中等症～重症アトピー性皮膚炎に対するバリシチニブ単剤又はTCS併用下の有効性層
別解析（罹病期間、ベースライン IgE値/好酸球数）
常深 祐一郎1、Nosbaum Audrey2、Traidl-Hoffmann Claudia3、Grond Susanne4、
Lu Na5、Sun Luna4、板倉 仁枝6、Wollenberg Andreas7

1埼玉医大、2Univ Hosp Lyon Sud、3CK-CARE、4Eli Lilly and Company、
5Precision Statistics Consulting、6日本イーライリリー、7Ludwig Maximillian Univ

127 ゴム手袋に含まれる加硫促進剤による接触皮膚炎の1例
高杉 亜里紗1、角田 美鈴1、北原 博一1、筋野 和代1、黒木 誠2、大内 健嗣1

1慶應義塾大、2東京育明会ひまわり皮フ科 東京都江東区

128 Elephantiasis nostras verrucosa 様の特異な臨床像を呈した成人重症アトピー性皮
膚炎の1例
早川 怜那、倉田 麻衣子、笹沢 芽衣、青木 孝司、佐藤 洋平、大山 学、水川 良子
杏林大

129 臍部に限局して生じた pyodermatitis vegetans の 1例
松村 奈津子、山本 俊幸
福島県立医大

130 デュピルマブ投与後に悪化した顔面紅斑にタクロリムス軟膏が有効であったアトピー
性皮膚炎の1例
佐藤 あゆみ、福本 毅、錦織 千佳子、久保 亮治
神戸大
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131 アトピー性皮膚炎患者におけるデュピルマブ自己注射導入前後の経験評価の解析
伊藤 誠時、鎌田 昌洋、内田 秀昭、江川 昌太、長田 麻友美、深谷 早紀、
林 耕太郎、福安 厚子、田中 隆光、石川 武子、多田 弥生
帝京大

132 中等症～重症のアトピー性皮膚炎に対するバリシチニブの外用ステロイド剤併用下の
長期有効性
花田 孝雄1、Silverberg Jonathan2、Simpson Eric3、Thyssen Jacob4、Cardillo Tracy5、
Colvin Stephanie5、Pierce Evangeline5、Chen Yun-Fei5、Chen Sherry6、
Eichenfield Lawrence7

1日本イーライリリー、2George Washington Univ、3Oregon Health ＆ Science Univ、
4Univ of Copenhagen、5Eli Lilly and Company、6Tigermed、7UC San Diego

134 テープストリッピングを用いた角層中天然保湿因子濃度の評価法確立
館野 実、小寺 真央、土井 雅津代
鳥居薬品株式会社

13:50～14:40 一般演題20【紅斑・紫斑・代謝異常】
座長：川村 龍吉（山梨大）

福屋 泰子（東京女子医大）

135 水疱が多発し組織所見から IgA血管炎との鑑別を必要とした持久性隆起性紅斑の1例
樋口 麻那美1、百瀬 まみ1、朝比奈 昭彦1、岡 敏行2

1東京慈恵会医大、2東陽皮膚科医院 東京都江東区

136 MCTDを背景に長期透析患者の両下腿に限局して出現し、診断と治療に難渋した
cutaneous calciphylaxis の 1例
奥野 聡1、端本 宇志1、小笹 静佳1、奥澤 愛美1、鈴木 花瑠1、山本 美博1、
川上 沙織2、東 隆一2、桑田 幸治3、水口 斉3、大島 直紀3

1防衛医大、2防衛医大形成外科、3防衛医大腎臓内分泌内科

137 アダリムマブが奏効した壊疽性膿皮症の1例
萩原 愛理奈1、田村 祟行1、平井 由花1、竹内 誠也2、佐藤 伸弘2、猪又 直子1

1昭和大、2昭和大形成外科

138 80歳男性の非性病性硬化性リンパ管炎の1例
山地 沙季1、石黒 暁寛1、高間 弘道1,2、大嶋 雄一郎1、都築 豊徳3、渡辺 大輔1

1愛知医大、2タカマ皮膚科 愛知県春日井市、3愛知医大病理診断科

139 結節性紅斑を呈した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）の1例
太田 円莉1,2、赤松 洋子1、加藤 幹元3、安井 由紀4

1下関医療センター、2産業医大、3下関医療センター脳神経内科、
4長府えきまえ皮ふ科 山口県下関市

140 組織学的に特異なアミロイド沈着像を認めた皮膚アミロイドーシスの1例
伊藤 崇1、渡邊 幸奈1、大塚 幹夫1、山本 俊幸1、植田 光晴2

1福島県立医大、2熊本大アミロイドーシス診療センター
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第8会場 3F グレース

8:00～9:00 モーニングセミナー7【素肌をキレイにする新発想のスキンケア】
座長：須賀 康（順天堂大浦安病院）

MS7-1 美容医療とスキンケア―スキンケア“リテラシー”を高める―
横井 彩（日本橋いろどり皮ふ科クリニック 東京都中央区）

MS7-2 カスタマイズ治療におけるシンプルスキンケアの重要性について
黄 聖琥、久田 恭子

（KO CLINIC 神奈川県横浜市）

共催：グラファラボラトリーズ株式会社

9:10～10:10 一般演題17【間葉系腫瘍2】
座長：大塚 幹夫（福島県立医大）

濱田 利久（国際医療福祉大成田病院）

113 原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫の2例
黒澤 菜美子1、村田 智孝1、井上 舞1、中尾 恵美1、佐川 展子1、金田 幸枝2、
穐本 昌寛3、佐久間 敬之3、金岡 美和1

1横浜市立大附属市民総合医療センター、
2横浜市立大附属市民総合医療センター病理診断科、
3横浜市立大附属市民総合医療センター血液内科

114 原発性皮膚未分化大細胞性リンパ腫（pcALCL）の放射線治療後再発例にブレンツキシ
マブベドチン（BV）が奏功した1例
松永 仁美1、城野 剛充1,2、市村 知佳1,3、西 葉月1、牧野 公治1

1熊本医療センター、2熊本労災病院、3熊本総合病院

115 当科でベキサロテンにより治療した皮膚T細胞性リンパ腫：単一施設後方視的研究
山本 惇、藤村 卓、神林 由美、古舘 禎騎、天貝 諒、大内 健太郎、玉淵 恵里佳、
千葉 広夢、橋本 彰、浅野 善英
東北大

116 左中手骨浸潤を疑う潰瘍病巣を呈したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
水口 竜之介1、増澤 真実子1、田寺 範行2、田中 知樹3、助川 裕和4、武井 華子5、
天羽 康之1

1北里大、2北里大血液内科、3北里大膠原病・感染内科、4北里大形成外科、5相模野病院

117 アトピー性皮膚炎に対しバリシチニブを3か月弱投与後に末梢性T細胞リンパ腫を生
じた1例
高田 麻由実、石合 誠、野々山 翔子、岡本 奈都子、田邉 洋
天理よろづ相談所病院
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118 皮膚転移を生じた多発性骨髄腫の1例
眞下 修平1、志水 陽介1、小原 芙美子1、入田 博史2、長瀬 大輔2、石河 晃1

1東邦大、2東邦大血液腫瘍科

119 オトガイ唇溝に生じた単発性 reticulohistiocytomaの 1例
藤井 晴香1、井手 豪俊1、塩道 泰子1、王 黎亜1、中原 剛士2

1飯塚病院、2九州大

10:10～11:10 一般演題18【間葉系腫瘍3】
座長：瀬戸 英伸（高槻病院）

伊藤 友章（東京医大）

120 前腕に生じた粘液線維肉腫の1例
近藤 章生1、中平 薫1、岡庭 彩1、清水 知道1、徳山 道生1、梶原 博2、中村 直哉2、
加藤 正幸3、馬渕 智生1

1東海大、2東海大病理診断科、3かとうひふ科 神奈川県伊勢原市

121 Atypical neurogenic tumor が疑われ診断に苦慮している背部腫瘍
菊澤 千秋1、後藤 啓介2、大迫 彩乃1、坂本 幸子1、大江 秀一1、爲政 大幾1

1大阪国際がんセンター、2大阪国際がんセンター病理・細胞診断科

122 肋間上腕神経と連続して発生した腋窩神経線維腫の1例
安藤 史佳、加納 慎二、蒲澤 真希雄、安井 由希子、吉満 眞紀、中村 元樹、
加藤 裕史、森田 明理
名古屋市立大

123 血清 IgG4高値を呈した lymphocytoma cutis の 1例
成瀬 早紀、菅原 基史、岸部 麻里、山本 明美
旭川医大

124 特徴的なダーモスコピー所見を呈した lipidized dermatofibromaの 1例
倉繁 祐太
倉繁皮ふ科医院 群馬県前橋市

125 上肢・下肢に多発したmobile encapsulated lipomaの 1例
田中 博子、定本 真梨子、河合 匡子、小原 芙美子、関東 裕美、石河 晃
東邦大

126 悪性黒色腫の精査目的に施行したPET-CT で高集積を示した陰嚢 verruciform
xanthomaの 1例
林 航、福山 雅大、成田 陽子、佐藤 洋平、大山 学
杏林大
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11:30～12:30 ランチョンセミナー16【乾癬外用薬の治療戦略を考える】
座長：片桐 一元（獨協医大埼玉医療センター）

本田 哲也（浜松医大）

LS16-1 ドボベットⓇフォームの薬理学的特性がもたらす使用感と臨床効果について
三井 浩（東京逓信病院）

LS16-2 尋常性乾癬外用薬ドボベットⓇフォームの立ち位置は？
～国内登場1年でわかってきたこと～
遠藤 幸紀（東京慈恵会医大附属柏病院）

共催：レオファーマ株式会社/協和キリン株式会社

12:40～13:40 一般演題21【乾癬・膿疱症1】
座長：中村 晃一郎（埼玉医大）

柴田 彩（東京大）

141 日本の実臨床下における尋常性乾癬治療パターンとアウトカムを調査する後方視的観
察研究
多田 弥生1、大久保 ゆかり2、小宮根 真弓3、羽廣 克嘉4、釣谷 克樹4、森田 明理5

1帝京大、2東京医大、3自治医大、4ブリストル マイヤーズ スクイブ、5名古屋市立大

142 乾癬性関節炎に関する皮膚科、リウマチ内科及び整形外科医師に対する診療実態調査結
果の報告（WEBアンケート調査）
朝比奈 昭彦1、南 由紀恵2、亀田 秀人3

1東京慈恵会医大、2マルホ株式会社メディカルアフェアーズ部、3東邦大内科膠原病学

143 掌蹠膿疱症の併発疾患について
並里 まさ子、白井 拓史
おうえんポリクリニック 埼玉県所沢市

144 日本人膿疱性乾癬（汎発型）（GPP）患者における薬剤継続期間の解析
多田 弥生1、岩崎 良子2、グアン ジア2、森田 明理3

1帝京大、2日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、3名古屋市立大

145 クロベタゾールプロピオン酸エステルシャンプー0.05％の頭部の尋常性乾癬に対す
る特定使用成績調査
本間 大1、是松 健太2

1旭川医大、2マルホ株式会社

146 選択的 TYK2阻害剤デュークラバシチニブの日本人乾癬患者に対する評価：
POETYK PSO-4試験における絶対PASI スコアアウトカム
大久保 ゆかり1、今福 信一2、多田 弥生3、大槻 マミ太郎4、Qin Wang5、
Elizabeth Colston5、Andrew Napoli5、Subhashis Banerjee5、森田 明理6

1東京医大、2福岡大、3帝京大、4自治医大、5Bristol Myers Squibb、6名古屋市立大
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147 汎発性膿疱性乾癬（GPP）・掌蹠膿疱症（PPP）・アトピー性皮膚炎（AD）における
spesolimab の安全性
森田 明理1、モッケンハウプト マヤ2、ジュリアン デニス3、イー エベリン4、
エレウスキー ボニ5、チャン ジェンチョン6、リー リン7、ギュルツィオ ジェイソン7

1名古屋市立大、2フライブルク大、3リヨン大、4パーカサルタナファティマ病院、
5アラバマ大、6北京大、7ベーリンガーインゲルハイム

13:40～14:40 一般演題22【乾癬・膿疱症2・結合織疾患】
座長：小林 里実（聖母病院）

吉田 和恵（成育医療研究センター）

148 選択的 TYK2阻害剤デュークラバシチニブの日本人乾癬患者に対する評価：第3相臨
床試験の部位別PASI スコアとコンポーネントスコア
多田 弥生1、今福 信一2、大久保 ゆかり3、大槻 マミ太郎4、Qin Wang5、
Elizabeth Colston5、Andrew Napoli5、Subhashis Banerjee5、森田 明理6

1帝京大、2福岡大病院、3東京医大、4自治医大、5Bristol Myers Squibb、6名古屋市立大

149 滴状乾癬から移行した汎発性膿疱性乾癬に対してセクキヌマブ治療が奏功した小児の
1例
松居 志洋1、神谷 秀喜1、北島 康雄1、杉山 誠治2、山田 鉄也2

1中部国際医療センター、2同病理診断部

150 掌蹠膿疱症性骨関節炎に対する扁桃摘出術の有効性に関する検討
小林 里実1、曽根 明衣子1、平山 愛里彩1、小林 亜里2、小川 政明2、八尾 由紀3、
戸邉 公子3、中川 秀樹4

1聖母病院、2聖母病院整形外科、3聖母病院放射線科、4聖母病院耳鼻咽喉科

151 特発性血小板減少性紫斑病を合併した汎発性膿疱性乾癬に seckinumab が有効であっ
た1例
萩野 哲平1、佐伯 秀久2、神田 奈緒子1

1日本医大千葉北総病院、2日本医大

152 汎発性膿疱性乾癬（GPP）に対するスペソリマブの有効性：ベースラインGPPASI
値による評価
今福 信一1、Melinda Gooderham2、Ricardo Romiti3、Dagmar Wilsmann-Theis4、
Min Zheng5、Ling Li6、Manuel Quaresma7、Christian Thoma7、Mark G. Lebwohl8
1福岡大、2クイーンズ大、3サンパウロ大、4ボン大、5浙江大、
6ベーリンガーインゲルハイム中国、7ベーリンガーインゲルハイム、
8マウントサイナイ・アイカーン医大

153 血管型エーラス・ダンロス症候群の1例
安達 夏紀1,2、林 周次郎1、神賀 満裕菜1、井川 健1

1獨協医大、2東京女子医大足立医療センター

154 発症後急速に拡大し、生検後に自然消退傾向にあるWells 症候群疑いの1例
岡村 咲由莉1,2、関根 史織1、馬場 夏希1、坂井 秀彰3、尾山 徳孝1、長谷川 稔1

1福井大、2市立敦賀病院、3さかい皮ふ科クリニック 福井県敦賀市
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ハンズオンセミナー会場① 42F 高尾

9:10～11:10 ハンズオンセミナー5【ダーモスコピーを活用して皮膚科診断力を磨こう！】
オーガナイザー・チューター：外川 八英（千葉大）

佐藤 俊次（さとう皮膚科）

協力：カシオ計算機株式会社

ハンズオンセミナー会場② 42F 富士

9:10～11:10 ハンズオンセミナー6
【皮膚テスト（パッチテスト・プリックテスト）のスキルを磨いて日常生活に
役立てる】

オーガナイザー：畑 三惠子（高野医科クリニック）
伊藤 明子（ながたクリニック皮膚科）

アドバイザー：矢上 晶子（藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科）
タスクフォース：中田 土起丈（昭和大）

鷲崎 久美子（大森町皮ふ科 東京都大田区）
伊藤 明子（ながたクリニック皮膚科 新潟県新潟市）
矢上 晶子（藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科）
伊藤 崇（東邦大）
小林 知子（東京医大）

修了証書授与：鶴田 大輔（日本皮膚免疫アレルギー学会学術委員会委員長・大阪公立大）

共催：佐藤製薬株式会社 鳥居薬品株式会社 株式会社スマートプラクティスジャパン


