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プログラム 11月19日（土）

第1会場 5F エミネンスホール

9:00～9:20 会長講演
座長：原田 敬之（原田皮膚科クリニック）

PL 専門が決まる理由
田中 勝（東京女子医大足立医療センター）

9:30～11:30 シンポジウム1【膠原病】
座長：山口 由衣（横浜市立大）

SY1-1 全身性強皮症の治療戦略
桑名 正隆（日本医大アレルギー膠原病内科）

座長：高橋 勇人（慶應義塾大）

SY1-2 エリテマトーデス
谷川 瑛子（左門町皮膚科 東京都新宿区）

座長：藤本 学（大阪大）

SY1-3 皮膚筋炎プラクティス
沖山 奈緒子（東京医科歯科大）

座長：川上 民裕（東北医科薬科大）

SY1-4 皮膚血管炎の概念と考え方
陳 科榮（目黒陳皮膚科クリニック 東京都品川区）

11:50～12:50 ランチョンセミナー1【乾癬/アトピー性皮膚炎治療UPDATE2022】
座長：杉浦 一充（藤田医大）

五十嵐 敦之（NTT東日本関東病院）

LS1-1 JAK阻害内服薬を用いたアトピー性皮膚炎治療 ～最適な治療を目指して～
益田 浩司（京都府立医大）

LS1-2 IL-17阻害薬に期待すること
梅澤 慶紀（東京慈恵会医大）

共催：日本イーライリリー株式会社
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13:00～15:00 シンポジウム3【アレルギー】
座長：相原 道子（横浜市立大学長）

SY3-1 納豆アレルギー up-to-date
猪又 直子（昭和大）

座長：伊藤 明子（ながたクリニック皮膚科）

SY3-2 獣肉アレルギー最新情報
千貫 祐子（島根大）

座長：本田 光芳（日本医大名誉教授）

SY3-3 忘れていませんか？意外に多い接触皮膚炎
畑 三惠子（高野医科クリニック 東京都葛飾区）

座長：関東 裕美（稲田堤ひふ科クリニック）

SY3-4 薬剤によるアレルギー性接触皮膚炎
矢上 晶子（藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科）

15:20～16:20 アフターヌーンセミナー1【酒さ、尋常性ざ瘡】
座長：宮地 良樹（静岡社会健康医学大学院大/京都大名誉教授）

林 伸和（虎の門病院）

AS1-1 酒 の診断と治療の最新の話題
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）

AS1-2 思春期ざ瘡における保護者の影響と接し方
小林 美和（こばやし皮膚科クリニック 福岡県北九州市）

共催：マルホ株式会社

16:30～17:30 特別講演1【天疱瘡】
座長：島田 眞路（山梨大学長）

SL1-1 天疱瘡とともに30年
天谷 雅行（慶應義塾大/理化学研究所生命医科学研究センター）

座長：橋本 隆（大阪公立大）

SL1-2 新しい局面を迎えた天疱瘡治療
山上 淳（東京女子医大）
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17:40～18:50 特別講演2【QOL】
座長：宮地 良樹（静岡社会健康医学大院大/京都大名誉教授）

SL2-1 QOLを用いた研究結果の解釈：「統計的に有意な差」は「臨床的に有意な差」か？
福原 俊一（京都大/Johns Hopkins 大）

座長：布袋 祐子（荻窪病院）
檜垣 祐子（若松町こころとひふのクリニック）

SL2-2 Family quality of life：how it helps you be a better dermatologist
Andrew Y Finlay（Cardiff University School of Medicine, Cardiff, UK）

18:50～19:05 写真撮影

第2会場 5F コンコードボールルームC

9:30～11:30 シンポジウム2【皮膚悪性腫瘍】
座長：鶴田 大輔（大阪公立大）

SY2-1 SCC（有棘細胞癌）治療の現状と未来
爲政 大幾（大阪国際がんセンター）

座長：梅林 芳弘（東京医大八王子医療センター）

SY2-2 メラノーマの薬物療法―これから
宇原 久（札幌医大）

座長：藤澤 康弘（愛媛大）

SY2-3 頭部血管肉腫の治療―過去・現在・未来―
吉野 公二（がん研究会有明病院）

座長：帆足 俊彦（日本医大）

SY2-4 菌状息肉症の病態から臨床と治療を考える
菅谷 誠（国際医療福祉大）

11:50～12:50 ランチョンセミナー2【乾癬治療の考え方 ～2つの視点から～】
座長：青山 裕美（川崎医大）

大槻 マミ太郎（自治医大）

LS2-1 患者ニーズから考える乾癬治療
阿部 名美子（東京医大）
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LS2-2 乾癬の病態・臨床から考える治療アプローチ
柴田 彩（東京大）

共催：サンファーマ株式会社

13:00～15:00 シンポジウム4【乾癬】
座長：照井 正（日本大総合科学研究所）

SY4-1 乾癬の病態と治療標的 review
多田 弥生（帝京大）

座長：小宮根 真弓（自治医大）

SY4-2 乾癬の内服療法
梅澤 慶紀（東京慈恵会医大）

座長：大槻 マミ太郎（自治医大）

SY4-3 乾癬の臨床、その特徴とピットフォールについて
梅垣 知子（東京女子医大足立医療センター）

座長：馬渕 智生（東海大）

SY4-4 乾癬診療における連携
橋本 由起（東邦大）

15:20～16:20 アフターヌーンセミナー2【アトピー性皮膚炎治療を理解する】
座長：佐藤 伸一（東京大）

菅谷 誠（国際医療福祉大）

AS2-1 アトピー性皮膚炎におけるかゆみの機序とその理解
端本 宇志（防衛医大）

AS2-2 アトピー性皮膚炎の治療戦略～外用 JAK阻害薬の位置づけ～
鎌田 昌洋（帝京大）

共催：鳥居薬品株式会社

第3会場 5F コンコードボールルームB

9:30～10:30 教育講演1【アトピー性皮膚炎】
座長：朝比奈 昭彦（東京慈恵会医大）

EL1-1 日常診療に役立つアトピー性皮膚炎の最新治療
井川 健（獨協医大）
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座長：常深 祐一郎（埼玉医大）

EL1-2 皮膚科専門医に必須のアトピー性皮膚炎の診療知識
中村 晃一郎（埼玉医大）

10:40～11:40 教育講演3【爪】
座長：宮本 樹里亜（東京女子医大足立医療センター）

EL3-1 陥入爪治療の基礎知識：アンカーテーピング法とアクリル固定ガター法、人工爪法を成
功に導くコツ
新井 裕子1、新井 健男2、新井 康介3

（1新井ヒフ科クリニック 東京都目黒区、2YOUヒフ科クリニック 神奈川県横浜市、
3新井ひふ科クリニック 埼玉県鶴ヶ島市）

EL3-2 爪疾患の診断から治療までのロジカルシンキング
齋藤 昌孝（慶應義塾大）

11:50～12:50 ランチョンセミナー3
座長：水川 良子（杏林大）

LS3 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（筑波大）

共催：サノフィ株式会社

13:00～15:00 シンポジウム5【ウイルス感染症】
座長：上出 良一（ひふのクリニック人形町）

SY5-1 帯状疱疹診療における新展開～免疫抑制下におけるマネージメント～
浅田 秀夫（奈良県立医大）

座長：舩越 建（慶應義塾大）

SY5-2 単純ヘルペス診療 update
渡辺 大輔（愛知医大）

座長：川瀬 正昭（東京慈恵会医大葛飾医療センター）

SY5-3 皮膚科学におけるヒトパピローマウイルス研究の意義
江川 清文（熊本大/東京慈恵会医大/北里大医療衛生学部/天草皮ふ科・内科 熊本県上

天草市）
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15:20～16:20 アフターヌーンセミナー3【円形脱毛症治療最前線】
座長：坪井 良治（東京医大名誉教授）

植木 理恵（順天堂大）

AS3-1 円形脱毛症：トリコスコピーを活用した診断と治療プランニング
木下 美咲（杏林大）

AS3-2 円形脱毛症の病態と治療 ～最新の研究動向を踏まえて～
伊藤 泰介（浜松医大）

共催：日本イーライリリー株式会社

第4会場 5F コンコードボールルームA

9:30～10:30 教育講演2【疥癬】
座長：松田 知子（松田知子皮膚科医院）

EL2-1 疥癬診断のヒント
吉住 順子（吉住皮膚科クリニック 東京都北区/東京女子医大足立医療センター）

座長：木村 佳史（東京都済生会中央病院）

EL2-2 疥癬の簡単な診断方法
和田 康夫（赤穂市民病院）

10:40～11:40 教育講演4【真菌症】
座長：原田 敬之（原田皮膚科クリニック）

EL4-1 カンジダ症・マラセチア感染症・スポロトリコーシス
石崎 純子（東京女子医大足立医療センター）

座長：松田 哲男（松田ひふ科医院）

EL4-2 白癬～今日の治療指針～
福田 知雄（埼玉医大総合医療センター）

11:50～12:50 ランチョンセミナー4【進行期 BRAF 陽性メラノーマの治療を追究する】
座長：宇原 久（札幌医大）

木庭 幸子（信州大）

LS4-1 進行期BRAF陽性メラノーマの薬物療法―これだけは知っておきたいエビデンス―
竹之内 辰也（新潟県立がんセンター新潟病院）

LS4-2 エビデンスと臨床経験から考える日本人BRAF陽性メラノーマの治療戦略
髙橋 聡（国立がん研究センター東病院）

共催：小野薬品工業株式会社
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15:20～16:20 アフターヌーンセミナー4【だから私は、エキシマレーザー～治療の実際～】
座長：朝比奈 昭彦（東京慈恵会医大）

船坂 陽子（日本医大）

AS4-1 エキシマレーザーXTRACⓇで広がる難治性皮膚疾患に対する治療戦略
牧野 輝彦（富山大）

AS4-2 難治性皮膚疾患へのエキシマレーザーの威力！
西村 陽一（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

第5会場 4F 花A

9:30～10:30 国際シンポジウム dermoscopy 1
座長：西川 武二（慶應義塾大名誉教授）

木下 美咲（杏林大）

ISY1-1 3D total body imaging ＆ dermoscopy：The Australian experience
H. Peter Soyer（The University of Queensland Diamantina Institute, The University of

Queensland, Dermatology Research Centre, Brisbane, QLD, Australia/
Department of Dermatology, Princess Alexandra Hospital, Brisbane,
QLD, Australia）

ISY1-2 Trichoscopy―an update
Lidia Rudnicka（Department of Dermatology at Medical University of Warsaw）

ISY1-3 New insights in blue nevi
Susana Puig（Hospital Clínic Barcelona, University of Barcelona）

ISY1-4 My clues for acral lesions
Fezal Ozdemir（Professor of Dermatology（Emeritus Professor, Ege University））

10:40～11:40 国際シンポジウム dermoscopy 2
座長：江藤 隆史（あたご皮フ科）

門野 岳史（聖マリアンナ医大）

ISY2-1 Dermatoscopy of uncommon skin tumors
Wilhelm Stolz（Clinic of Dermatology, Allergology, and Environmental Medicine II/

München Klinik Thalkirchner Straße, Munich, Germany）

ISY2-2 Dermoscopy approach of the diagnosis of melanonychia striata
Luc Thomas（Dermatology Dept. Lyon 1 University, Lyons Cancer Research Center,

Lyons, France）
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ISY2-3 Entomodermoscopy
Iris Zalaudek（Department of Dermatology and Venerology, University of Trieste and

Gorizia University of Trieste/Maggiore Hospital, Piazzale dell’ Ospitale
1, 34125 Trieste, Italy）

ISY2-4 Dermoscopy of malignant collision tumours
Pedro Zaballos Diego（Dermatology Department, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla/

University of Rovira i Virgili, Tarragona, Spain）

11:50～12:50 ランチョンセミナー5
【皮膚科診療におけるダーモカメラの活用とAI 診断サポート装置の開発】

座長：田中 勝（東京女子医大足立医療センター）

LS5-1 皮膚科診療のあらゆるシーンで役立つダーモカメラDZ-D100
佐藤 俊次（さとう皮膚科 東京都杉並区）

LS5-2 さまざまな波長におけるダーモスコピー診療の可能性
外川 八英（千葉大）

LS5-3 デジタル技術を応用した皮膚科診療の進歩
古賀 弘志（信州大）

共催：カシオ計算機株式会社

13:00～14:00 国際シンポジウム dermoscopy 3
座長：外川 八英（千葉大）

古賀 弘志（信州大）

ISY3-1 Dermatoscopic differential diagnosis of facial pigmented skin lesions
Bengu Nisa Akay（Department of Skin and Venereal Diseases, Ankara University）

ISY3-2 Update on non-melanoma skin cancer diagnosis
Giuseppe Argenziano（Dermatology Unit, University of Campania）

ISY3-3 Inflammascopy
Andreas Blum（Public, Private and Teaching Practice of Dermatology, Konstanz,

Germany）

ISY3-4 Algorithms in dermoscopy
Harald Kittler（Medical University of Vienna, Department of Dermatology）
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14:10～15:10 国際シンポジウム dermoscopy 4
座長：皆川 茜（信州大）

種瀬 啓士（慶應義塾大）

ISY4-1 Seborrheic keratosis―is it always easy to diagnose?
Rainer Hofmann-Wellenhof（Department of Dermatology and Venerology, Medical

University Graz, Graz, Austria）

ISY4-2 The inverse approach for lentigo maligna diagnosis
Aimilios Lallas（First Department of Dermatology of Aristotle, University in Thessaloniki,

Greece）

ISY4-3 Melanocytic lesions on the scalp
Caterina Longo（University of Modena and Reggio Emilia, Italy）

ISY4-4 Dermoscopy, total body photography and beyond in the era of deep
phenotyping
Josep Malvehy（Dermatology Department, Hospital Clinic of Barcelona/University of

Barcelona/Instituto Carlos III（Ciber de enfermedades raras）,
IDIBAPS, Spain）

15:20～16:20 アフターヌーンセミナー5【アトピー性皮膚炎治療 Up to Date】
座長：海老澤 元宏（相模原病院臨床研究センター）

藤本 学（大阪大）

AS5-1 アトピー性皮膚炎の新たな治療戦略と病診連携・多科連携
矢上 晶子（藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科総合アレルギーセンター）

AS5-2 アトピー性皮膚炎のサブタイプを踏まえた治療戦略～ウパダシチニブへの期待～
戸倉 新樹（中東遠総合医療センター）

共催：アッヴィ合同会社

16:30～17:30 Asian Dermatology 1
座長：伊藤 泰介（浜松医大）

谷戸 克己（佃リバーシティ皮膚科）

AD1-1 Exercise as a promising countermeasure not taken seriously for the
treatment of psoriasis so far
Hae Jun Song（Department of Dermatology, Korea University, Seoul, Korea）

AD1-2 The role of dermoscopic examination in skin cancer management
Il-Hwan Kim（Department of Dermatology, Korea University Ansan Hospital, Korea

University College of Medicine, Seoul, Korea）

AD1-3 Dermoscopy of non-melanoma skin cancer in Bangkok, Thailand：A 10-year
experience
Kittisak Payapvipapong（Phramongklao Hospital, Bangkok, Thailand）
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17:40～18:40 イブニングセミナー1【ウイルス性疣贅Up to Date】
座長：渡辺 大輔（愛知医大）

三石 剛（さいたま赤十字病院）

ES1-1 尖圭コンジローマの診断と治療 Up To Date
三石 剛（日本赤十字社さいたま赤十字病院）

ES1-2 扁平疣贅の診断と治療を考える
小林 里実（聖母病院）

共催：小太郎漢方製薬株式会社

第6会場 4F 錦

9:30～10:30 一般演題1【細菌感染症】
座長：石井 則久（多磨全生園名誉園長）

金岡 美和（横浜市立大市民総合医療センター）

1 カップルに同時期発症したPanton-Valentine Leukocidin（PVL）陽性MSSAによる
皮膚軟部組織感染症
東郷 朋佳1、村上 拓生1、青笹 尚彦1、金子 寛2、中南 秀将2、常深 祐一郎1、
中村 晃一郎1

1埼玉医大、2東京薬科大臨床微生物学教室

2 Helicobacter. cinaedi 菌血症による皮下膿瘍の1例
行木 佑美香、山崎 由里子、中川 誠太郎、猪爪 隆史、松江 弘之
千葉大

3 頸部リンパ節結核治療中に生じた paradoxical response の 1例
大澤 絢香1、九穂 尚子1、太田 有史1、吉田 拓磨2

1東京慈恵会医大第三病院、2東京慈恵会医大第三病院形成外科

4 左総腸骨動脈閉塞症を合併した左足背壊死性筋膜炎の1例
田中 浩美、河合 良奈、片桐 一元
獨協医大埼玉医療センター

5 両側性に発症した放線菌や連鎖球菌等による涙嚢炎の1例
軽部 大希1、杉原 夏子1,2、神谷 浩二1、前川 武雄1、小宮根 真弓1、大槻 マミ太郎1、
瀬戸 那由太3

1自治医大、2済生会宇都宮病院、3自治医大感染症科

6 右下肢軟部組織炎を呈した劇症型溶血性レンサ球菌感染症に感染性心内膜炎を合併し
た1例
鈴木 千尋、朱 瀛瑤、土屋 茉里絵、安西 秀美
川崎市立井田病院
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7 血管炎との鑑別を要した壊疽性膿瘡の1例
爲政 萌子1、田中 文1、出野 りか子1、浅川 麻里2、安原 裕美子3

1堺市立総合医療センター、2堺市立総合医療センター総合内科、
3堺市立総合医療センター病理診断科

10:30～11:30 一般演題2【ウイルス感染症・その他】
座長：神田 奈緒子（日本医大千葉北総病院）

小菅 治彦（日野市立病院）

8 再発性口唇ヘルペスに対する amenamevir 早期短期治療の第3相試験追加解析～年
間再発回数別の有効性に関する post-hoc 解析～
渡辺 大輔1、駒嵜 弘2、藤尾 公輔2、川島 眞3

1愛知医大、2マルホ株式会社、3東京女子医大

9 再発性性器ヘルペスに対する amenamevir 早期短期治療の第3相試験追加解析～年
間再発回数別の有効性に関する post-hoc 解析～
今福 信一1、駒嵜 弘2、藤尾 公輔2、川島 眞3

1福岡大、2マルホ株式会社、3東京女子医大

10 免疫抑制作用を有する薬剤投与患者に発症した帯状疱疹に対する amenamevir の有効
性・安全性の探索的検討
今福 信一
福岡大

11 COVID-19ワクチン接種後に発症し、髄膜炎を合併、重症化した三 神経第1枝帯状疱疹
大山 ひかり1、島田 京香1、日野 治子1、齋藤 和幸2、岩渕 千雅子1

1玉川病院、2脳神経内科

12 千葉県で発生したOnchocerca japonica による人獣共通オンコセルカ症の1例
岡崎 大二郎1、宇仁 茂彦2、中野 倫代1

1総合病院国保旭中央病院、2神戸女子大健康福祉学部健康スポーツ栄養学科

13 皮膚癌患者の高齢化―33年、5,677例の統計学的解析―
中村 杏奈、片岡 和也、高塚 純子、竹之内 辰也
新潟県立がんセンター新潟病院

14 色素沈着を伴った皮膚転移病変を契機に診断された肺腺癌の1例
伊崎 聡志1、藤田 英樹1、大木 隆史2、木曽 真弘3

1日本大、2日本大呼吸器内科、3小竹向原こぐま皮フ科 東京都練馬区

11:50～12:50 ランチョンセミナー6【遺伝性血管性浮腫（HAE）の診断と治療】
座長：福田 知雄（埼玉医大総合医療センター）

梅林 芳弘（東京医大八王子医療センター）

LS6-1 遺伝性血管性浮腫治療の新たな展開
猪又 直子（昭和大）
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LS6-2 遺伝性血管性浮腫診療の最前線～タクザイロへの期待～
高村 さおり（埼玉医大総合医療センター）

共催：武田薬品工業株式会社

13:00～14:00 一般演題7【付属器疾患】
座長：名嘉眞 武國（久留米大）

渡辺 絵美子（横浜市東部病院）

43 Ungual seborrheic keratosis と pigmented onychomatricomaの異同とダーモ
スコピーによる鑑別
亀田 瑛佑1,2、丸 裕吾1,2、松澤 高光2、松江 弘之2、外川 八英2

1船橋市立医療センター、2千葉大

44 巻き爪に対するアセチルシステインの有効性に関する第3相臨床試験成績（サブ解析を
含む）
齋藤 昌孝1、藤川 晃2、田中 和哲2、生駒 晃彦2

1慶應義塾大、2マルホ株式会社

45 SARS-CoV-2 ワクチン接種後に生じた特発性後天性全身性無汗症の1例
宜野座 淳善、鈴木 謙仁、影山 玲子、島内 隆寿、藤山 俊晴、伊藤 泰介、本田 哲也
浜松医大

46 アトピー性皮膚炎に合併した難治性の円形脱毛症に対してデュピルマブからバリシチ
ニブへの変更が奏功した1例
瀬尾 拓志、泉 健太郎、川村 拓也、辻脇 真澄、氏家 英之
北海道大

47 重症円形脱毛症患者に対するバリシチニブの長期有効性：BRAVE-AA1/AA2試験
伊藤 泰介1、Kwon Ohsang2、Senna Maryanne M.3、Sinclair Rodney4、Korman Neil5、
Yu Guanglei6、Chiasserini Chiara6、McCollam Jill6、板倉 仁枝7、King Brett8
1浜松医大、2Seoul National Univ、3Harvard Medical School、4Sinclair Dermatol、
5Univ Hosp Cleve Med Ctr、6Eli Lilly and Company、7日本イーライリリー、
8Yale Sch Med

48 円形脱毛症患者に対するバリシチニブの有効性（重症度別）：BRAVE-AA1/AA2試験
井阪 圭孝1、Taylor Susan C.2、Korman Neil3、Tsai Tsen-Fang4、Feely Meghan5,6、
Dutronc Yves5、Wu Wen-Shuo5、Petto Helmut5、Tosti Antonella7

1日本イーライリリー、2Pennsylvania Univ、3Univ Hosp Cleve Med Ctr、
4Taiwan Univ Hosp、5Eli Lilly and Company、6Mt Sinai Med Sch、7Miami Univ

49 酒さに対するメトロニダゾール外用療法の実臨床における使用経験
相原 良子1、延山 嘉眞2

1あい皮膚科クリニック 栃木県宇都宮市、2東京慈恵会医大
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14:00～15:00 一般演題8【間葉系腫瘍1・肉芽腫症】
座長：山元 修（鳥取大）

阿部 澄乃（東京臨海病院）

50 若年者に生じた原発性皮膚CD4陽性小・中細胞型T細胞リンパ増殖異常症
乗松 雄大1、松岡 朱里1、酒井 友歌1、赤塚 太朗1、森村 壮志1、濱田 利久1、
小無田 美菜2、林 雄一郎2、加留部 謙之輔3、菅谷 誠1

1国際医療福祉大、2国際医療福祉大病理診断科、3名古屋大臓器病態診断学

51 多発する黒色面皰を伴った毛包向性菌状息肉症の1例
中澤 亜美香、前 賢一郎、堺 則康、小松崎 友樹夫、鈴木 理紗、須田 安由美、
森 美穂、沼田 貴史、入澤 亮吉、原田 和俊
東京医大

52 原発性毛包性ムチン沈着症として加療し、のちに毛包向性菌状息肉症と診断した1例
鈴木 花瑠、端本 宇志、吉留 佳代、佐藤 貴浩
防衛医大

53 ステロイド精神病を発症し、シクロスポリン併用で経過良好な皮下脂肪織炎様T細胞性
リンパ腫の1例
松本 彩希、松本 大介、貝阿弥 瞳、大霜 智子、鶴田 大輔
大阪公立大

54 診断に難渋した下肢 extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type の 1例
水芦 政人1、山本 悠1、赤井 紗彩1、高橋 隼也1、山﨑 研志1、浅野 善英1、
谷田 宗男2、市川 聡3、横山 寿行3

1東北大、2東北労災病院、3東北大血液内科

55 Crohn 病を合併した肉芽腫性口唇炎の1例
福井 玲矛1、角田 加奈子1、大西 正純1、天野 博雄1、田金 星都2、塩畑 健2

1岩手医大、2岩手医大小児科

56 COVID-19ワクチン接種後にサルコイド反応を呈した1例
青木 彩加1,2、深松 紘子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

15:20～16:20 アフターヌーンセミナー6【掌蹠膿疱症 Update】
座長：山本 俊幸（福島県立医大）

馬渕 智生（東海大）

AS6-1 掌蹠膿疱症を患者紹介するメリットとは？
馬屋原 孝恒（日本赤十字社岡山赤十字病院）

AS6-2 PPP患者の口腔内マイクロバイオーム
河野 通良（東京歯科大市川総合病院）

共催：ヤンセンファーマ株式会社 メディカルアフェアーズ本部
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16:30～17:30 教育講演5【毛髪疾患】
座長：大山 学（杏林大）

EL5-1 炎症性毛髪疾患の基礎から応用まで：アップデートの知識を学ぶ
木下 美咲（杏林大）

座長：天羽 康之（北里大）

EL5-2 LIPH 遺伝子変異による縮毛症・乏毛症以外の遺伝性毛髪疾患をどう診るか？
下村 裕（山口大）

17:40～18:40 イブニングセミナー2【皮疹消失を目指した新時代の乾癬治療】
座長：岩田 浩明（岐阜大）

高橋 健造（琉球大）

ES2-1 乾癬に対する生物学的製剤による治療戦略
吉崎 歩（東京大）

ES2-2 ビンゼレックス登場による皮疹消失を目指した乾癬治療への期待
高橋 英俊（高木皮膚科診療所 北海道帯広市）

共催：ユーシービージャパン株式会社

第7会場 4F 扇

9:30～10:30 一般演題3【蕁麻疹・薬疹1】
座長：稲積 豊子（立川病院）

福田 英嗣（東邦大医療センター大橋病院）

15 有棘細胞癌（SCC）と鑑別を要したペムブロリズマブによる肥大性扁平苔癬の1例
高崎 侑子、久住 藍、秋山 佑子、永井 幸司郎、尾松 淳、三宅 知美、宮川 卓也、
佐藤 伸一
東京大

16 ゲフィチニブによる紫斑型薬疹の1例
中島 香緒里、宮垣 朝光、小野田 慶子、岡野 達郎、竹内 そら、門野 岳史
聖マリアンナ医大

17 クローン病に対するアダリムマブによって誘発されたランゲルハンス細胞組織球症の
1例
河内 麻理子、樋口 哲也
東邦大医療センター佐倉病院

18 ニボルマブ治療中に乾癬様皮疹を呈した1例
松浦 功一1、竹中 祐子1、田宮 亜希子2、中溝 宗永2、野中 学2、石黒 直子1

1東京女子医大、2東京女子医大耳鼻咽喉科
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19 Stevens-Johnson 症候群と鑑別を要したチオテパによる皮膚障害の1例
鈴木 毅1、渡邉 裕子1、渡邊 友也1、高村 直子1、辻本 信一2、山口 由衣1

1横浜市立大、2横浜市立大小児科

20 湿疹様・多形紅斑様皮疹、結節病変を生じペムブロリズマブの関与を疑った1例
鯨岡 夏帆1、竹中 祐子1、吉田 傑1、有村 健2、多賀谷 悦子2、石黒 直子1

1東京女子医大、2東京女子医大呼吸器内科

21 全身性 痛の管理に難渋したアドレナリン蕁麻疹の1例
藤井 洋介、今村 真也、晴木 健人、橋本 真哉、水野 真由子、織田 好子、福本 毅、
久保 亮治
神戸大

10:30～11:30 一般演題4【蕁麻疹・薬疹2・色素異常症】
座長：水川 良子（杏林大）

竹中 祐子（東京女子医大）

22 多形紅斑を呈した血管免疫芽球性T細胞リンパ腫の1例
森 修一、古川 史奈、牧野 輝彦、清水 忠道
富山大

23 COVID-19ワクチン接種後に、薬剤性過敏症症候群に類似する病態を呈した1例
第2報：バイオマーカーによる病態解析
岩立 和子1、猿田 祐輔1、平井 由花1、北島 真理子1、小林 香映1、大田 美智1、
末木 博彦1、猪又 直子1、李 順姫2、伊藤 達男2

1昭和大、2川崎医大衛生学

24 エンホルツマブベドチンによる皮膚障害の1例
安田 健一、宮原 麻衣、渡辺 愛友、井波 真矢子、出月 健夫、五十嵐 敦之
NTT東日本関東病院

25 Idiopathic eruptive macular pigmentation（IEMP）の2女児例
豊澤 優衣、金子 高英、高森 建二、須賀 康
順天堂大浦安病院

26 IKBKG 変異を認めた色素失調症の男児例
堀崎 健1、棚橋 華奈1、河野 通浩2、永井 美貴3、秋山 真志1

1名古屋大、2秋田大、3岐阜県総合医療センター

27 ピコ秒レーザーによる太田母斑の治療について
尾本 大輔、西堀 公治、西堀 真依、加藤 優子、久野 鮎子、鈴木 茉友
西堀形成外科 愛知県長久手市

28 Qスイッチアレキサンドライトレーザーで加療した異所性蒙古斑361例の後ろ向き観
察研究
田中 諒、福田 理紗、持丸 奈央子、橋本 玲奈、吉田 和恵
国立成育医療研究センター
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11:50～12:50 ランチョンセミナー7【改めて考えるアトピー性皮膚炎の外用療法】
座長：佐伯 秀久（日本医大）

LS7-1 小児アトピー性皮膚炎に関連する問題とこれからの外用療法
大矢 幸弘（国立成育医療研究センターアレルギーセンター）

LS7-2 アトピー性皮膚炎における効果的な外用療法のために
常深 祐一郎（埼玉医大）

共催：大塚製薬株式会社

13:00～13:50 一般演題9【角化異常症】
座長：須賀 康（順天堂大浦安病院）

横内 麻里子（練馬総合病院）

57 寒冷刺激による増悪が示唆されたGJB3 ヘテロ接合性病原性多型による変動性紅斑角
皮症の1例
齋藤 苑子1、田原 海1、小野 紀子1、青木 里美1、佐々木 貴史2、天谷 雅行1、
久保 亮治1,3

1慶應義塾大、2慶應義塾大百寿総合研究センター、3神戸大

58 長島型掌蹠角化症の1例
山崎 圭介1、藤山 俊晴1、伊藤 泰介1、池谷 茂樹2、本田 哲也1、青木 里美3、
久保 亮治3,4

1浜松医大、2せのおクリニック 静岡県浜松市、3慶應義塾大、4神戸大

59 爪甲の変形を残した線状苔癬の1例
菅原 成美、田口 良吉、福田 知雄、寺木 祐一
埼玉医大総合医療センター

60 点状掌蹠角化症の2例におけるダーモスコピー所見の検討
作田 隆義1、鈴木 友博1、新川 宏樹1、木花 いづみ1、田中 勝2、栗原 佑一1

1平塚市民病院、2東京女子医大足立医療センター

61 水疱性病変を伴う扁平苔癬の加療中にホジキンリンパ腫を発症した1例
高田 満喜、本多 皓、森 龍彦、猪狩 翔平、渡邊 幸奈、山本 俊幸
福島県立医大

62 インスリン抵抗性と無月経の治療により改善したHAIR-AN症候群の1例
宮澤 愛梨1、松尾 梨沙1、岸部 麻里1、山本 明美1、別所 瞭一2、滝山 由美2、
水無瀬 学3、野村 和加奈4

1旭川医大、2旭川医大糖尿病・内分泌内科、3旭川医大産婦人科、
4のむらひふ科耳鼻咽喉科甲状腺クリニック 北海道旭川市
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13:50～15:00 一般演題10【上皮系腫瘍1】
座長：梅林 芳弘（東京医大八王子医療センター）

荻田 あづさ（日本医大武蔵小杉病院）

63 アベルマブ不応後にカルボプラチン＋エトポシド療法が奏効した進行期メルケル細胞
癌の1例
土居 礼一、川原 祐、石月 翔一郎、梅田 善康、山口 文太郎、上村 杏奈、
和泉 光晃、高井 彩也華、森 龍彦、中村 泰大
埼玉医大国際医療センター

64 生検後自然退縮したメルケル細胞癌―左右対称性に両前腕に結節を生じた1例―
赤須 里沙子1、吉田 雅絵1、絹川 典子2、杉谷 雅彦2、福井 伶奈3、梅本 尚可3、
高木 萌伊4、山本 直人4、前田 龍郎5、原田 和俊5、出光 俊郎1

1上尾中央総合病院、2上尾中央総合病院病理診断科、
3自治医大附属さいたま医療センター、4自治医大附属さいたま医療センター形成外科、
5東京医大

65 抗 PD-L1抗体アベルマブが奏功した in-transit 転移を伴うメルケル細胞癌の1例
辛 和樹1、田代 康哉1、新屋 光一朗1、橋本 恵里1、岡本 隆雅1、西村 望1、李 殷先1、
武重 千沙1、平澤 優弥2、濱田 和幸2、猪又 直子1

1昭和大、2昭和大腫瘍内科

66 同一病変内に有棘細胞癌を併発したメルケル細胞癌の1例
小川 瞭太郎、伊藤 李奈、石崎 純子、梅垣 知子、田中 勝
東京女子医大足立医療センター

67 色素性乾皮症患者の皮膚がん治療について
中野 英司1,2、辻本 昌理子1、小野 竜輔1、錦織 千佳子1,3

1神戸大、2国立がん研究センター中央病院、3兵庫県赤十字血液センター

68 Lynch 症候群で、多発性のケラトアカントーマを伴うMuir-Torre 症候群を呈した
1例
西村 望1、岩橋 ゆりこ1、城内 和史1、小林 香映1、矢持 淑子2、泉 美貴3、猪又 直子1

1昭和大、2同、臨床病理診断学講座、3同、医学教育学

69 右臀部から発症した巨大疣状癌の1例
山下 優雅1、作田 隆義1、鈴木 友博1、新川 宏樹1、木花 いづみ1、菊池 弘人2、
本郷 久美子2、平田 玲2、出張 玲子3、田中 諒1,4、栗原 佑一1

1平塚市民病院、2平塚市民病院消化器外科、3平塚市民病院病理診断科、
4国立成育医療研究センター

70 両側内眼角に基底細胞癌が発生した白人女性の1例
北原 祐里恵、山田 雄大、今門 純久
日本赤十字社医療センター



The 86th Annual Meeting of the Tokyo Division of JDA

11
月
19
日
（
土
）

プ
ロ
グ
ラ
ム

- 40 -

15:20～16:20 アフターヌーンセミナー7【膿疱性乾癬の最新知見】
座長：山中 恵一（三重大）

金蔵 拓郎（鹿児島大）

AS7-1 これからのGPPの診療について
杉浦 一充（藤田医大）

AS7-2 汎発性膿疱性乾癬の新しい治療
今福 信一（福岡大）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

16:30～17:30 教育講演6【形成外科】
座長：岩崎 泰政（岩崎皮ふ科・形成外科）

EL6-1 下肢静脈疾患診療の実際
八巻 隆（東京女子医大足立医療センター形成外科）

座長：大原 國章（赤坂虎の門クリニック）

EL6-2 傷あとは怖くない！―皮膚科医が知って得する傷あと予防と治療―
小川 令（日本医大形成外科）

17:40～18:40 イブニングセミナー3【炎症性皮膚疾患の治療戦略】
座長：前川 武雄（自治医大）

ES3-1 乾癬・壊疽性膿皮症におけるTNF阻害薬の可能性
山﨑 文和（関西医大）

ES3-2 化膿性汗腺炎の治療：バイオ導入の時期と集学的アプローチ
神谷 秀喜（中部国際医療センター）

共催：アッヴィ合同会社/エーザイ株式会社

第8会場 3F グレース

9:30～10:30 一般演題5【真菌感染症・その他】
座長：村上 富美子（聖マリアンナ医大横浜市西部病院）

畑 康樹（神奈川はた皮膚科クリニック）

29 エフィナコナゾール単独で治療したテルビナフィン耐性 Trichophyton interdigitale
による爪白癬
野口 博光1,2、松本 忠彦1,2、久保 正英1、柏田 香代3、木村 有太子4、比留間 政太郎2、
矢口 貴志5、山田 剛6、加納 塁6、田中 勝7、福島 聡3

1のぐち皮ふ科 熊本県上益城郡、2お茶の水真菌アレルギー研究所、3熊本大、
4順天堂大、5千葉大真菌医学研究センター、6帝京大医真菌研究センター、
7東京女子医大足立医療センター
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30 Microsporum canis によるケルスス禿瘡―顔面の異型白癬または白癬疹を伴った
1例―
藤森 一希1,2、吉田 雅絵2、内山 真樹1、大田 美智1、原田 和俊1、出光 俊郎2

1東京医大、2上尾中央総合病院

31 ダーモスコピーで観察した打ち抜き状潰瘍を呈したスポロトリコーシス
柏田 香代1、野口 博光2,3、比留間 政太郎3、田中 勝4、矢口 貴志5、草場 雄道1、
宮下 梓1、福島 聡1

1熊本大、2のぐち皮ふ科 熊本県上益城郡、3お茶の水真菌アレルギー研究所、
4東京女子医大足立医療センター、5千葉大真菌医学研究センター

32 輸入真菌症の鑑別を要したブラストミセス症の1例
吉河 崇1、丸山 彩乃1、加藤 則人1、小倉 由莉2、亀井 克彦3,4

1京都府立医大、2京都府立医大呼吸器内科、3千葉大真菌医学研究センター、
4石巻赤十字病院感染症内科

33 初診時に壊疽性膿皮症が疑われた播種性クリプトコックス症
山下 大樹1、山田 達也1、松木 康譲1、小林 圭介1、片桐 一元1、渡邉 浩祥2

1獨協医大埼玉医療センター、2獨協医大埼玉医療センター呼吸器・アレルギー内科

34 左手掌に生じた angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia の 1例
岩田 奈子、坂井田 高志
江南厚生病院

35 2峰性の経過をとった臭化メチルによる化学熱傷の1例
日渡 早紀、高橋 隼也、神林 由美、水芦 政人、浅野 善英
東北大

10:30～11:30 一般演題6【治療・その他】
座長：船坂 陽子（日本医大）

加藤 雪彦（東京医大八王子医療センター）

36 尋常性痤瘡患者を対象とした過酸化ベンゾイル2.5％ローションの安全性―第3相試
験成績より―
林 伸和1、駒嵜 弘2、高岡 伊三夫2

1虎の門病院、2マルホ株式会社

37 動画＜“似て非なる”陥入爪のテーピング療法＞ 引っぱらず、つまんでめくってのせ
る技
角田 明子
角田クリニック 東京都荒川区

38 当院で行っている顔面変形に対する幹細胞付加脂肪移植術について
海野 早織1、成田 圭吾1,2、中山 玲玲3、辻 直子1、波利井 清紀2

1セルポートクリニック横浜、2杏林大付属病院形成外科、3東京西徳洲会病院形成外科
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39 下眼瞼部基底細胞癌（BCC）切除後の欠損に対する耳介軟骨移植及び局所皮弁による
再建
西村 真衣1、北川 敬之1、水野 彩加1、渡邊 清未2、水谷 健人1、山本 晋也1、
中井 康雄1、波部 幸司1、山中 恵一1

1三重大、2市立四日市病院

40 入浴直後の濡れ肌に塗布する疑似セラミド配合製剤の乾燥肌に対する有用性
對間 秀利1、沼野 香世子2、海津 一宏1、石田 耕一3、江藤 隆史4

1花王株式会社スキンケア研究所、2恵比寿レイクリニック、
3花王株式会社研究戦略・企画部、4あたご皮フ科 東京都港区

41 ゴリムマブが奏功した潰瘍性大腸炎を伴う壊疽性膿皮症の1例
芹澤 直隆、萩野 哲平、森田 孝、神田 奈緒子
日本医大千葉北総病院

42 難治性壊疽性膿皮症2例に対するアダリムマブ使用経験
増澤 真実子1、斎藤 恭子1、佐々木 梓1、飼沼 実優1、水口 竜之介1、東儀 那津子1、
片桐 真人2、村松 匠3、天羽 康之1

1北里大、2北里大呼吸器内科、3北里大膠原病・感染内科

11:50～12:50 ランチョンセミナー8【知っておきたい化粧品ABC】
座長：多田 弥生（帝京大）

LS8-1 化粧品は何でも同じと思っていませんか？
畑 三惠子（高野医科クリニック 東京都葛飾区）

LS8-2 コロナ禍の化粧指導について思うこと
澤田 美月（経堂皮膚科・泌尿器科 東京都世田谷区/東京女子医大足立医療センター）

共催：アクセーヌ株式会社

13:00～14:10 一般演題11【悪性黒色腫】
座長：佐藤 貴浩（防衛医大）

加納 宏行（岐阜市民病院）

71 BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫でのダブラフェニブ/トラメチニ
ブ製造販売後調査の最終結果報告
貝塚 友明1、栗原 良平1、春宮 美希1、記村 貴之2、牛田 直子1

1ノバルティス ファーマ株式会社グローバル医薬品開発本部、
2ノバルティス ファーマ株式会社オンコロジーメディカルアフェアーズ統括部

72 センチネルリンパ節生検陰性悪性黒色腫の臨床経過のまとめ
上原 治朗1、日浦 梓1、北野 滋久2、吉野 公二1

1がん研究会有明病院、2がん研究会有明病院先端医療開発センター

73 転移性病変の鑑別にMRI が有用だった二重癌罹患悪性黒色腫の2例
上原 治朗1、日浦 梓1、北野 滋久2、吉野 公二1

1がん研究会有明病院、2がん研究会有明病院先端医療開発センター



The 86th Annual Meeting of the Tokyo Division of JDA

11
月
19
日
（
土
）

プ
ロ
グ
ラ
ム

- 43 -

74 免疫チェックポイント阻害薬による薬物療法と機能温存切除術を併用した外陰粘膜原
発悪性黒色腫の2例
陣内 駿一1、山崎 直也2、髙橋 聡1,2

1国立がん研究センター東病院、2国立がん研究センター中央病院

75 爪下悪性黒色腫に対するホウ素中性子捕捉療法の安全性と有効性
松井 馨之1、髙橋 聡1、並川 健二郎1、緒方 大1、中野 英司1、中村 哲志3、
柏原 大朗2、中村 勝4、岩崎 誠規5、伊丹 純2,6、井垣 浩2、山崎 直也1

1国立がん研究センター中央病院、2同放射線治療科、3同放射線品質管理室、
4株式会社CICS、5ステラファーマ株式会社、6新松戸中央総合病院

76 外陰部原発でBRAF遺伝子変異陽性であった悪性黒色腫の2例
中山 裕一、緒方 大、日置 紘二朗、松井 馨之、鶴田 成二、和田 昇悟、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

77 Multiple primary melanomaの 1例
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

78 ぶどう膜悪性黒色腫に対する全身薬物療法の検討
日置 紘二朗、緒方 大、中山 裕一、和田 昇悟、鶴田 成二、松井 馨之、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

14:10～15:00 一般演題12【母斑・母斑症・基礎研究】
座長：植木 理恵（順天堂大順天堂東京江東高齢者医療センター）

笠井 弘子（北里大北里研究所病院）

79 好酸球増多症とびまん性色素沈着を伴った神経線維腫症1型の1例
髙野 彩加、佐藤 絵美、筒井 ゆき、高木 萌、古賀 文二、今福 信一
福岡大

80 当院での神経線維腫症1型のレジストリ登録の現状について
江原 由布子、吉田 雄一、山元 修
鳥取大

81 左上腕伸側にみられた atypical deep penetrating nevus の 1例
金谷 里紗1、吉田 亜希1、岸 晶子1、後藤 啓介2、林 伸和1

1虎の門病院、2静岡県立静岡がんセンター病理診断科

82 頭皮と頬の炎症を中心とした皮膚生理指標の比較
宮元 杏子1、足立 実結1、正木 仁2、岩渕 徳郎1

1東京工科大応用生物学部、2CIEL

83 「シワを改善する」医薬部外品・主剤として承認されたレチノールの有効性と作用機序
大田 正弘1、江 偉娜1、井上 東彦2

1株式会社資生堂みらい開発研究所、2株式会社資生堂ブランド価値開発研究所
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84 眼瞼皮膚組織におけるコラーゲン配向特徴
小倉 有紀1、長谷 栄治2、南川 丈夫2、安井 武史2

1（株）資生堂、みらい開発研究所、2徳島大、ポストLEDフォトニクス研究所

15:20～16:20 アフターヌーンセミナー8【メラノーマの最新治療戦略】
座長：爲政 大幾（大阪国際がんセンター）

福島 聡（熊本大）

AS8-1 メラノーマの最新治療戦略―本邦と欧米の異なる点に注意―
吉野 公二（がん研究会有明病院）

AS8-2 irAE をどう恐れ、どう備えるか～膠原病科医の視点から～
峯村 信嘉（三井記念病院総合内科）

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

16:30～17:30 スポンサードレクチャー
【軽症～中等症の乾癬患者における医師患者間ギャップと早期導入の意義につ
いて】

座長：奥山 隆平（信州大）

SPL1 「その病変、社会生活的に軽症ですか？」
神田 弘貴（三田皮膚科院長）

SPL2 乾癬全身療法における patients’ voice を考える～患者満足度向上のために～
朝比奈 昭彦（東京慈恵会医大）

共催：アムジェン株式会社

17:40～18:40 イブニングセミナー4
【COVID-19における、アトピー性皮膚炎患者の症状変化とQOL向上を考
える】

座長：安部 正敏（札幌皮膚科クリニック）

ES4-1 COVID-19における、アトピー性皮膚炎患者の症状変化とQOL向上を考える
鷲崎 久美子（大森町皮ふ科 東京都大田区）

ES4-2 肌を取り巻く環境変化に対するバリア機能・保湿機能の重要性
宮井 雅史（株式会社資生堂みらい開発研究所）

共催：資生堂ジャパン株式会社（ドゥーエ）
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ハンズオンセミナー会場① 42F 高尾

9:30～11:30 ハンズオンセミナー1【皮膚・静脈エコーの使い方】
オーガナイザー：緒方 大（国立がん研究センター）

演者・術者：前川 武雄（自治医大）
八代 浩（福井県済生会病院）
角 総一郎（茨城県西部メディカルセンター）

被検者：中山 裕一（国立がん研究センター）
鶴田 成二（佐賀大）

協力：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

13:00～15:00 ハンズオンセミナー2【皮膚科における外科手技のキホン】
オーガナイザー：中村 泰大（埼玉医大国際医療センター）

中村 善雄（慶應義塾大）

チューター：帆足 俊彦（日本医大）
金子 高英（順天堂大浦安病院）
大芦 孝平（埼玉県立がんセンター）
緒方 大（国立がん研究センター）
髙井 彩也華（埼玉医大国際医療センター）
武藤 一考（久留米大）
伏間江 貴之（東京医療センター）
小林 研太（慶應義塾大）

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

16:30～18:30 ハンズオンセミナー4【クイズで身につく皮膚病理】
オーガナイザー：三浦 圭子（東京医科歯科大病理部）

福本 隆也（福本皮フ病理診断科）

チューター：泉 美貴（昭和大医学教育学）
福本 隆也（福本皮フ病理診断科 奈良県奈良市）
三浦 圭子（東京医科歯科大病理部）

ハンズオンセミナー会場② 42F 富士

13:00～15:00 ハンズオンセミナー3【レーザー治療を始めよう！基礎編】
座長：河野 太郎（東海大外科学系形成外科）

［講演］これから始めるレーザーの基礎
演者：木村 有太子（順天堂大）
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［実演］Qスイッチルビーレーザー
術者：木村 有太子（順天堂大）

［実演］炭酸ガスレーザー
術者：近藤 謙司（湘南藤沢形成外科クリニック R）

協力：株式会社ジェイメック

16:30～18:30 日本皮膚科学会 キャリア支援委員会企画 メンター＆メンティーの相談会
（M＆M）【未来を考える、キャリアを創る】

レクチャーの部：16：30～17：30 領域講習単位 1 単位
演題1 Navigating a career in dermatology

John McGrath（ロンドン大キングス・カレッジ）

演題2 異業種の女性リーダーから学んだ自己実現の極意
山本 明美（旭川医大）

相談会の部：17：30～18：30


