The 84th Annual Meeting of the Tokyo Division of JDA

プログラム 11 月 22 日（日）
第 1 会場
11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

8:30〜9:30

モーニングセミナー 1【皮膚疾患治療 Up To Date】
座長：矢上 晶子（藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科）
常深 祐一郎（埼玉医大）

MS1-1

蕁麻疹における血小板活性化因子（PAF）の関与
葉山 惟大（日本大）

MS1-2

原因から考える、蕁麻疹の治療戦略
千貫 祐子（島根大）

共催：田辺三菱製薬株式会社/帝國製薬株式会社
9:40〜10:40

アジア交流特別講演
座長：森田 明理（名古屋市立大）

ASL

Cutaneous adverse reactions to cancer targeted therapies
Chia-Yu Chu
（Department of Dermatology, College of Medicine,
National Taiwan University）

10:50〜11:50

特別講演 3
座長：相原 道子（横浜市立大学長）

SL3

食物アレルギーの暗闇にひとすじの光を探せ！
森田 栄伸（島根大）

12:00〜13:00

ランチョンセミナー 9
【アトピー性皮膚炎における痒みのメカニズムと外用療法の重要性】
座長：井川 健（獨協医大）
佐伯 秀久（日本医大）

LS9-1

アトピー性皮膚炎における痒みのメカニズム
冨永 光俊（順天堂大環境医学研究所/順天堂かゆみ研究センター）

LS9-2

バイオ時代のアトピー性皮膚炎治療における外用療法の重要性
今井 康友（兵庫医大）

共催：マルホ株式会社
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13:10〜14:10

教育講演 8【水疱症】
座長：石河 晃（東邦大）

EL8-1

薬剤投与に伴う水疱性類天疱瘡
氏家 英之（北海道大）

EL8-2

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

B 細胞を標的とした新しい天疱瘡の治療
山上 淳（慶應義塾大）

14:20〜15:20

教育講演 9【白斑、脱毛症】
座長：桒野 嘉弘（帝京大溝口病院）

EL9-1

白斑の診断と治療：最新のトピックス
大磯 直毅（近畿大）

EL9-2

脱毛症の病態理解とその治療への活かし方
大山 学（杏林大）

第 2 会場
8:30〜9:30

モーニングセミナー 2【新規エビデンスから乾癬診療の理想を追求する】
座長：杉浦 一充（藤田医大）
本田 哲也（浜松医大）

MS2-1

基礎と臨床の両側面からみた乾癬治療の最前線
森実 真（岡山大）

MS2-2

患者の視点で考える乾癬診療〜外用療法の見直しから近隣施設への逆紹介まで〜
橋本 由起（東邦大）

共催：マルホ株式会社/ノバルティス ファーマ株式会社
9:40〜11:40

シンポジウム 4【強皮症治療のハードルをクリアーする】
座長：相場 節也（東北大）
浅野 善英（東京大）

SY4-1

全身性強皮症の診断と検査
濱口 儒人（金沢大）

SY4-2

皮膚症状（皮膚硬化、潰瘍、石灰沈着など）への対応
牧野 貴充（熊本大）

SY4-3

間質性肺疾患への対応
住田 隼一（東京大）
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あまり知られていない強皮症の合併症：こんな合併症にも注意！

SY4-4

茂木 精一郎（群馬大）
12:00〜13:00
11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

ランチョンセミナー 10
【New Normal 時代における尋常性乾癬治療のあり方】
座長：山﨑 研志（東北大）
桒野 嘉弘（帝京大溝口病院）

LS10-1

乾癬の頭部病変に対する治療と評価
伊藤 寿啓（東京慈恵会医大第三病院）

LS10-2

乾癬治療における外用薬の最適な使い方を考える
大久保 ゆかり
（東京医大）

共催：レオ ファーマ株式会社/協和キリン株式会社
13:10〜15:10

シンポジウム 6【小児における皮膚疾患】
座長：佐々木 りか子（梨の花ひふ科）
吉田 和恵（国立成育医療研究センター）

SY6-1

小児の赤あざの治療―乳児血管腫を中心に―
岸 晶子（虎の門病院）

SY6-2

小児の感染症〜求められる素早い診断と対策
馬場 直子（神奈川県立こども医療センター）

SY6-3

小児の先天性皮膚疾患について
玉城 善史郎（埼玉県立小児医療センター）

SY6-4

皮膚科の先生に知ってもらいたい食物アレルギーの知識
柳田 紀之（相模原病院小児科）

第 3 会場
8:30〜9:30

モーニングセミナー 3【在宅光線療法の可能性について考える】
座長：川島 眞（東京女子医大名誉教授）
宮地 良樹（京都大名誉教授）

MS3-1

地域医療における光線治療のニーズ
三上 万理子（横浜西口菅原皮膚科

MS3-2

神奈川県横浜市）

在宅光線療法の実用化に向けた取り組みと課題
森田 明理（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/特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構
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教育講演 7【分子標的薬の皮膚障害、免疫チェックポイント阻害剤の irAE】

9:40〜10:40

座長：吉野 公二（がん・感染症センター都立駒込病院）
薬剤性皮膚障害

EL7-1

これまでとこれから

山口 由衣（横浜市立大）

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

免疫チェックポイント阻害薬の irAE

EL7-2

並川 健二郎（国立がん研究センター中央病院）

専門医共通講習 2【医療安全】

10:50〜11:50

座長：玉木 毅（国立国際医療研究センター病院）
医療安全について

共通 2

山本 知孝（東京大附属病院医療評価・安全部）

ランチョンセミナー 11【疾患理解から見えてくる乾癬の治療戦略】

12:00〜13:00

座長：橋本 由起（東邦大）
森実 真（岡山大）
LS11-1

リアルワールドデータから見えてきたトレムフィアの適性とは
鶴田 紀子（福岡大）

LS11-2

グセルクマブ（トレムフィア）の 4 年間のエビデンスと併存疾患抑制の可能性について
山﨑 文和（関西医大）

共催：大鵬薬品工業株式会社/ヤンセンファーマ株式会社
13:20〜15:30

研修 1

2020 年度日本皮膚科学会東京支部企画研修講習会
【膠原病―新たな展望―】
皮膚筋炎における自己抗体と治療
松下 貴史（金沢大）

研修 2

強皮症における B 細胞異常：最新の治療
吉崎 歩（東京大）

第 4 会場
8:30〜9:30

MS4-1

モーニングセミナー 4
【皮膚良性色素性疾患治療用レーザー装置

PicoSure での治療】

ピコセカンドアレキサンドライトレーザーの良性色素性疾患に対する効果と安全性
奥 謙太郎（あざみ野ヒルズスキンクリニック
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MS4-2

PicoSureⓇはシミ治療以外に適応拡大できるか
境 哲平（境泌尿器科皮膚科医院

福岡県うきは市）

共催：サイノシュアー株式会社
11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

9:40〜11:40

シンポジウム 5【皮疹から見る皮膚病理】
座長：山元 修（鳥取大）
安齋 眞一（日本医大武蔵小杉病院）

SY5-1

浸潤性紅斑の病理
福本 隆也（福本皮フ病理診断科

SY5-2

奈良県奈良市）

「紫斑」を理解するための病理診断 ABC
泉 美貴（昭和大医学教育）

SY5-3

難治性潰瘍の病理
阿南 隆（札幌皮膚病理診断科

SY5-4

北海道札幌市）

皮膚結節、皮下結節の病理（腫瘍系）
伊東 慶悟（日本医大武蔵小杉病院）

12:00〜13:00

ランチョンセミナー 12
座長：山田 秀和（近畿大アンチエイジングセンター・近畿大奈良病院）

LS12

コラーゲン・エラスチンペプチド摂取による効果とその活性成分
〜Pro-Hyp と Pro-Gly〜
佐藤 健司（京都大農学研究科）

共催：ロート製薬株式会社
13:10〜15:10

シンポジウム 7【メラノーマ診療最近の進歩】
座長：山本 明史（埼玉医大国際医療センター）
門野 岳史（聖マリアンナ医大）

SY7-1

メラノーマの外科療法―原発巣と領域リンパ節への外科的介入のコンセプト―
松下 茂人（鹿児島医療センター）

SY7-2

メラノーマ術後補助療法〜基本から適応まで〜
宮川 卓也（東京大）

SY7-3

術後悪性黒色腫の観察方法について
吉野 公二（がん・感染症センター都立駒込病院）

SY7-4

進行期悪性黒色腫の治療
中村 貴之（筑波大）
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第 5 会場
8:30〜9:30

モーニングセミナー 5【全身性強皮症に伴う間質性肺疾患治療の新たな展開】
座長：竹原 和彦（金沢大名誉教授）
室 慶直（名古屋大）

MS5-1

強皮症の病態と診断
神人 正寿（和歌山県立医大）

MS5-2

全身性強皮症に伴う間質性肺疾患〜皮膚科医として知っておくべきこと
藤本 学（大阪大）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
9:40〜10:40

一般演題 15【湿疹、アトピー】
座長：中田 土起丈（昭和大藤が丘病院）
海老原 全（東京都済生会中央病院）

99

皮膚疾患に伴う痒みに対するビラスチンの服薬状況と食事摂取状況における臨床的有
用性の検討
山室 周子、大嶋 雄一郎、内田 理実、安藤 与里子、高間 寛之、岩下 宣彦、
柳下 武士、竹尾 友宏、渡辺 大輔
愛知医大

100

口唇炎の重症度と口腔粘膜保湿度の相関について：口腔水分計を用いた実態調査
倉繁 祐太、土原 佳与
TMGあさか医療センター

101

中等症〜重症のアトピー性皮膚炎における痒み、睡眠、QoL、労働生産性に対するバリ
シチニブ（Bari）単剤の有効性（BREEZE-AD1、AD2）
益田 浩司1、井阪 圭孝2、多喜田 保志2、板倉 仁枝2
1
京都府立医大、2日本イーライリリー

102

成人アトピー性皮膚炎患者を対象としたデルゴシチニブ軟膏の第 3 相試験：52 週間
の長期試験での重症度別解析
五十嵐 敦之1、中川 秀己2、根本 治3、佐伯 秀久4、金子 真也5、永田 健6
1
NTT東日本関東病院、2東京慈恵会医大、
3
廣仁会札幌皮膚科クリニック 北海道札幌市、4日本医大、5鳥居薬品、
6
日本たばこ産業

103

当科におけるアトピー性皮膚炎に対するデュピルマブの 1 年目までの有効性および安
全性についての検討
内田 秀昭、鎌田 昌洋、加藤 和夏、水川 伊津美、渡辺 愛友、上松 藍、
長田 麻友美、深谷 早希、林 耕太郎、福安 厚子、田中 隆光、石川 武子、
大西 誉光、多田 弥生
帝京大
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104

新たに開発したアトピー性皮膚炎患者の瘙破・睡眠モニタリングデバイスの精度検証
近藤 栄太郎1、木暮 貴政1、安田 健一2、石氏 陽三2、江畑 俊哉2,3
1
パラマウントベッド株式会社パラマウントベッド睡眠研究所、2東京慈恵会医大、
3
ちとふな皮膚科クリニック 東京都世田谷区

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

105

非装着のシート型睡眠測定装置 によるアトピー性皮膚炎患者の掻破測定
豊田 彩織、木暮 貴政
パラマウントベッド株式会社パラマウントベッド睡眠研究所

10:40〜11:40

一般演題 16【基礎研究、治療、その他】
座長：桒野 嘉弘（帝京大溝口病院）
高橋 勇人（慶應義塾大）

106

群馬シルクプロテイン加工布の貼布皮膚残留性に関する研究
渡邉 幸夫1、信澤 和行2、伊藤 久夫3、久保川 博夫2、東 直行4、牧野 亮3、
毒島 圭一朗3、田口 七美1、赤井 真優1、瀬戸山 美優1、太田 充紀1
1
明星大理工学部、2群馬県繊維工業試験場、3株式会社アート、4日本医大多摩永山病院

107

みどり繭シルク成分含有全身洗浄シャンプーの in vivo 皮膚残留性に関する研究
渡邉 幸夫1、岡元 松男2、東 直行3、岡元 豪平2、辻井 令惠2、上原 秀樹2、
太田 充紀1、長島 孝行4
1
明星大理工学部、2株式会社きものブレイン、3日本医大多摩永山病院、
4
東京農業大農学部

108

当科にてロングパルスダイレーザー治療を施行した乳児血管腫のまとめ
井戸 英樹1、佐藤 英2、馬場 夏希1、加藤 卓浩1、長谷川 巧1、岡村 咲由莉1、
尾山 徳孝1、長谷川 稔1
1
福井大、2佐藤整形形成外科 福井県福井市

109

アメナメビル治療が帯状疱疹関連痛および帯状疱疹後神経痛に及ぼす影響の検討―
753 例を対象とした治療 6 か月後での中間報告―
川島 眞1,2、宮地 良樹1,3
1
皮膚の健康研究機構、2東京女子医大、3京都大

110

非特異性多発性小腸潰瘍症患者における肥厚性皮膚骨膜症の発生状況アンケート調査
松本 幸男1、新関 寛徳1,2、朴 慶純3、安田 葉月1、吉田 和恵1
1
国立成育医療研究センター、2明大前皮フ科 東京都世田谷区、
3
国立成育医療臨床研究センターデータ管理部

111

演題取り下げ

112

深度情報付き臨床画像の有用性の検討
渡邊 憲
横浜市立みなと赤十字病院
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12:00〜13:00

ランチョンセミナー 13【What is rising in Psoriasis ?】
座長：三井 浩（東京逓信病院）
十一 英子（京都医療センター）

LS13-1

乾癬の免疫学的病態

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

渡辺 玲（大阪大アレルギー免疫疾患統合医療学）

LS13-2

乾癬治療における 2 つのポイント〜深寛解と心寛解〜
伊藤 圭（JR 札幌病院/北海道大）

共催：アッヴィ合同会社
13:10〜14:10

一般演題 17【血管炎 1】
座長：石黒 直子（東京女子医大）
永田 茂樹（昭和大江東豊洲病院）

113

潰瘍性大腸炎に合併した頭部、顔面に生じた壊疽性膿皮症の 1 例
藤井 理美1、遠藤 幸紀1、内山 幹2
1
東京慈恵会医大柏病院、2同消化器・肝臓内科

114

帝王切開術後創部に生じた水疱型壊疽性膿皮症の 1 例
石崎 莉子、入江 絹子、山本 美友貴、山本 俊幸
福島県立医大

115

進行腎癌に対してニボルマブ投与中に IgA 血管炎を発症した 1 例
長岡 麻美1、石井 まどか1、大日方 大亮2、高橋 悟2、藤田 英樹1
1
日本大、2日本大泌尿器科

116

特異な分布を呈した高 γ グロブリン血症性紫斑の 1 例
並木 かほる1、石川 武子1、沢辺 優木子1、鎌田 昌洋1、大西 誉光1、望月 眞2、
多田 弥生1
1
帝京大、2帝京大病理部

117

若年者に生じた結節性多発動脈炎の 2 例
田中 弘子1、仙田 尚之1、中馬 久美子1、鑑 慎司1、日野 治子1、西尾 晴子2、渡邉 浩3
1
関東中央病院、2つるまき皮膚科 東京都世田谷区、3渡辺クリニック 東京都世田谷区

118

ステロイド内服拒否によりアザチオプリンで加療した皮膚動脈炎の 1 例
渋谷 倫太郎1、小野 さち子1、川上 民裕2、椛島 健治1
1
京都大、2東北医科薬科大

119

足趾、手指に壊死性変化や潰瘍を生じた calciphylaxis の 2 例
児島 祐華1、遠藤 千尋1、野本 美智留2、櫻井 裕之3、吉田 秋津4、石黒 直子1
1
東京女子医大、2同循環器内科、3同形成外科、4同膠原病リウマチ内科
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14:10〜15:10

一般演題 18【紅斑、皮膚炎】
座長：三井 浩（東京逓信病院）
鑑 慎司（関東中央病院）

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

120

足底に生じた結節性紅斑の 1 例
山崎 香里、五十嵐 由美、長田 真一、東 直行
日本医大多摩永山病院

121

治療に難渋している Eosinophilic annular erythema の 1 例
杉田 淳、片桐 一元、古川 佑来、鈴木 草
獨協医大埼玉医療センター

122

卵巣腫瘍を合併した necrolytic acral erythema の 1 例
福島 英彦1、藤井 多久磨2、杉浦 一充1
1
藤田医大、2藤田医大産婦人科

123

トファシチニブで軽快した結節性紅斑の 1 例
中村 加奈恵1、佐藤 絵美1、久能 宣昭2、今福 信一1
1
福岡大、2福岡大消化器内科

124

外科的治療を行った閉塞性乾燥性亀頭炎の 1 例
秋本 訓秀1、安部 文人1、樋口 哲也1、林 明照2
1
東邦大佐倉病院、2東邦大佐倉病院形成外科

125

口腔内アフタ、有痛性浮腫性紅斑、陰部潰瘍を併発し、Behçet 病と Sweet 病を鑑別に
考えた 1 例
竹崎 大輝、細川 洋一郎、神野 泰輔、石井 芙美、蓮井 謙一、濱田 利久
高松赤十字病院

126

認知症状が先行した神経 Sweet 病の 1 例
花井 志帆、小粥 雅明
聖隷浜松病院

第 6 会場
8:30〜9:30

モーニングセミナー 6【免疫原性から考えるトレムフィアのポジショニング】
座長：藤田 英樹（日本大）
松下 貴史（金沢大）

MS6-1

低免疫原性 1st による患者ニーズに合わせたフレキシブルな治療の可能性
馬屋原 孝恒
（岡山赤十字病院）

MS6-2

乾癬治療における IL-23 製剤の使い分け
梅澤 慶紀（東京慈恵会医大）

共催：ヤンセンファーマ株式会社/大鵬薬品工業株式会社
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9:40〜10:40

一般演題 19【上皮系腫瘍】
座長：田中 勝（東京女子医大東医療センター）
原田 和俊（東京医大）

127

Retrorectal epidermoid cyst の 1 例
1

1

1,2

3

4

乗松 百合絵 、河瀬 ゆり子 、前田 成美 、安田 幸嗣 、脇田 俊彦
1
同愛記念病院、2東京大、3同愛記念病院外科、4同愛記念病院放射線科

128

若年女性の大腿部に生じた増殖性外毛根鞘性嚢腫
木村 温子1、村井 正隆1、北村 英夫1、原田 研1、山本 功2
1
青森県立中央病院、2ヤマモト皮膚科 青森県青森市

129

多彩なダーモスコピー所見がみられた毛母腫の 2 例
上村 杏奈、村上 拓生、柳澤 宏人、常深 祐一郎、土田 哲也、中村 晃一郎
埼玉医大

130

悪性黒色腫と鑑別を要した爪母部 Bowen 病の 1 例
加藤 寿香、志水 陽介、森須 祥子、三海 瞳、今井 俊輔、吉田 憲司、石河 晃
東邦大

131

臀部表皮嚢腫から発生した有棘細胞癌（SCC）の再発の 1 例
一村 隆造1、外山 雄一1、角 総一郎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、坂口 美織3、吉本 多一郎3
1
自治医大、2茨城県西部メディカルセンター、3芳賀赤十字病院

132

硬化性萎縮性苔癬から発生した有棘細胞癌の 3 症例
伊藤 裕幸、岩田 洋平、福島 英彦、齋藤 健太、渡邊 総一郎、田中 義人、有馬 豪、
杉浦 一充
藤田医大

133

下口唇扁平上皮癌の多発転移に対してニボルマブが著効した 1 例
石黒 暁寛、並川 健二郎、高橋 聡、緒方 大、陣内 駿一、名嘉眞 健太、筒井 啓太、
日置 紘二朗、山川 浩平、山﨑 直也
国立がん研究センター中央病院

10:40〜11:40

一般演題 20【脈管系腫瘍、その他悪性腫瘍、手術】
座長：帆足 俊彦（日本医大）
吉野 公二（がん・感染症センター都立駒込病院）

134

Spindle cell hemangioma の 1 例
川田 萌香、福田 浩孝、簗場 広一
東京慈恵会医大葛飾医療センター

135

Weekly PTX が奏効している血管肉腫の 1 例
冲津 成実1、近藤 章生1、太田 瑞穂1、齋藤 麗子1、澤村 美穂1、清水 知道1、
徳山 道生1,2、山内 格2、駒場 千絵子3、今川 孝太郎3、馬渕 智生1
1
東海大、2伊勢原協同病院、3東海大形成外科
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136

乳房外 Paget 病術後の下肢リンパ浮腫に続発した血管肉腫の 1 例
山川 浩平、並川 健二郎、高橋 聡、石黒 暁寛、日置 紘二朗、筒井 啓太、
陣内 駿一、名嘉眞 健太、緒方 大、山﨑 直也
国立がん研究センター中央病院

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

137

頭部血管肉腫に対してパクリタキセルによる化学放射線同時併用療法を行った 31 例
の検討
日浦 梓、盛田 紘有、杉本 映綺、大熊 香織、大阿久 聡恵、上原 治朗、吉野 公二
都立駒込病院

138

神経内分泌癌の頭部皮膚転移の 1 例
齊藤 日向子1、森村 壮志1、重野 和彦1、遠山 哲夫1、菅谷 誠1、小野澤 瑞樹2、
宮崎 淳2、松岡 亮介3、林 雄一郎3
1
国際医療福祉大、2国際医療福祉大泌尿器科、3国際医療福祉大病理診断科

139

食道癌の骨転移によって生じた爪甲変形の 1 例
村上 香織、椎谷 千尋、種本 紗枝、宮本 樹里亜、天谷 雅行、齋藤 昌孝
慶應義塾大

140

下肢静脈瘤に伴う皮膚石灰沈着症に対して、ストリッピング術、デブリードマン、分層
植皮術を施行して、改善した 1 例
栗林 理佳、帆足 俊彦、三神 絵理奈、魚住 知美、鈴木 香緒里、井上 由貴、
森本 梨加、安齋 眞一、船坂 陽子、佐伯 秀久
日本医大

12:00〜13:00

LS14-1

ランチョンセミナー 14【痒みの治療戦略】
痒みの制御機構と治療戦略
石氏 陽三（東京慈恵会医大）

LS14-2

痒い疾患とノイロトロピン
金子 栄（益田赤十字病院）

共催：日本臓器製薬
13:10〜14:00

一般演題 21【強皮症】
座長：浅野 善英（東京大）
山口 由衣（横浜市立大）

141

ボツリヌス毒素の局所注射にて全身性強皮症に伴う皮膚潰瘍の改善が見られた 1 例
加勢 夕季乃1、出口 登希子1、土田 裕子2、加畑 雄大1、林 良太1、阿部 理一郎1、
佐藤 弘恵3
1
新潟大、2新潟市民病院、3新潟大腎・膠原病内科

142

手指に多発した結節状強皮症の 1 例
小野田 慶子、竹内 そら、貴志 有紗、宮垣 朝光、門野 岳史
聖マリアンナ医大
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143

外科的切除が有用であった限局皮膚硬化型全身性強皮症に伴った皮膚石灰沈着症
岩田 紘佳、岡田 寛文、神谷 浩二、前川 武雄、小宮根 真弓、村田 哲、
大槻 マミ太郎
自治医大

144

強い仏痛を伴う morphea 様皮疹が多発した限局型全身性強皮症の 1 例
田中 浩美、片桐 一元、結束 怜子
獨協医大埼玉医療センター

145

複数の悪性腫瘍を合併し、後に免疫沈降法にて抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体陽性が判明
した全身性強皮症
青笹 尚彦1、浅野 善英2、宮嵜 美幾2、早川 順3、玉木 毅1、佐藤 伸一2
1
国立国際医療研究センター、2東京大、3佼成病院

146

血清 SP-D 値に基づく全身性強皮症関連間質性肺炎に対するリツキシマブの治療反応
性予測
江畑 慧1、吉崎 歩1、深澤 毅倫1、浅野 善英1、大庭 幸治2、佐藤 伸一1
1
東京大、2東京大公共健康医学専攻生物統計学

14:00〜15:10

一般演題 22【皮膚筋炎、血管炎 2】
座長：住田 隼一（東京大）
谷川 瑛子（慶應義塾大）

147

抗 TIF-1γ 抗体陽性皮膚筋炎に嚥下障害と胃癌を合併し治療に難渋した 1 例
水野 雄斗1、渡邊 友也1、高橋 沙希1、佐川 展子1、池田 信昭1、小坂 隆司2、
佐藤 渉2、山口 由衣1、相原 道子1
1
横浜市立大、2横浜市立大消化器外科

148

抗 TIF1-γ 抗体陽性皮膚筋炎の治療経過中に皮膚病変の再燃とともに耳介と両鼠径部
に皮膚潰瘍を認めた 1 例
伴登 永実、三宅 美帆、沼田 夏希、小林 忠弘、前田 進太郎、濱口 儒人、
竹原 和彦、松下 貴史
金沢大

149

胃扁平上皮癌を合併した抗 TIF1-γ 抗体陽性の皮膚筋炎の 1 例
後藤 穣、関根 万里
東京都保健医療公社荏原病院

150

丹毒様症状から発症した抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎
松坂 美貴1,3、井上 多恵1、安念 節晃1、堀越 正信2、出光 俊郎3
1
さいたま赤十字病院、2さいたま赤十字病院膠原病・リウマチ内科、
3
自治医大さいたま医療センター

151

皮膚筋炎の加療中に急速に心不全を生じた 1 例
宇都宮 慧1、辻 慶明1、岡村 咲由莉1、上杉 沙織1、尾山 徳孝1、長谷川 稔1、
近澤 亮2、本定 千知2、早稲田 優子2、石塚 全2、長谷川 奏恵3、夛田 浩3、
廣田 智哉4、岩崎 博道4、濱口 儒人5
1
福井大、2同呼吸器内科、3同循環器内科、4同感染症・膠原病内科、5金沢大
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152

腹部大動脈瘤に続発して特徴的な網状皮斑を呈したリベド血管症の 1 例
重原 庸哉、水田 貴大、嵩 幸恵、加藤 峰幸
東京都立多摩総合医療センター

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

153

手指壊疽を伴った皮膚型結節性多発動脈炎の 1 例
守井 茅1、漆畑 真理1、濱中 美希1、足立 太起1、石井 健1、関東 裕美1、熊代 尚記2、
村岡 成3、石河 晃1
1
東邦大、2同糖尿病代謝内分泌内科、3同膠原病内科

154

ミノサイクリン塩酸塩により薬剤性 ANCA 関連血管炎と薬剤性ループスを併発した 1 例
澤田 佳織1、竹中 祐子1、天野 浩文2、田村 直人2、石黒 直子1
1
東京女子医大、2順天堂大膠原病・リウマチ内科

第 7 会場
8:30〜9:30

モーニングセミナー 7【皮膚科での超音波診断について】
座長：門野 岳史（聖マリアンナ医大）

MS7-1

高周波超音波検査を使ってみたい皮膚科医のために高周波超音波検査でみえる世界
沢田 泰之（東京都立墨東病院）

MS7-2

（高周波）超音波検査を初めて使おうと考えている先生方へ
川原 祐（君津中央病院）

共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
9:40〜10:40

一般演題 23【細菌感染症】
座長：佐藤 友隆（帝京大ちば総合医療センター）
石地 尚興（東京慈恵会医大）

155

急性糸球体腎炎を伴った成人溶連菌性膿痂疹の 1 例
温井 勇希、加賀 麻弥、平澤 祐輔、池田 志斈
順天堂大

156

菌血症をきたした丹毒の 1 例
渡辺 翔子1、小松崎 素子1、平福 啓一伍1、藤井 鷹矢1、脇 裕磨1、鈴木 皓1、
延山 嘉眞1、朝比奈 昭彦1、中川 秀己2
1
東京慈恵会医大、2あたご皮膚科 東京都港区

157

右鼻翼基部に生じた外歯瘻の 1 例
伊丹 綾香、大橋 洋之、竹内 そら、宮垣 朝光、門野 岳史
聖マリアンナ医大

158

劇症型 G 群溶連菌による壊死性筋膜炎
島田 京香1、岩渕 千雅子1、日野 治子1、平野 庸介2、石井 龍之3
1
玉川病院、2玉川病院循環器内科、3玉川病院形成外科
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159

頭蓋骨の溶骨像を伴った HIV 合併梅毒の 1 例
秋山 尚紀1、平岡 美樹子2、沼尻 宏子1、今門 純久1、上田 晃弘3
1
日赤医療センター、2東京大、3日赤医療センター感染症科

160

当科で経験した梅毒患者にみられた HSV 抗体についての検討

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

小笹 美蘭、富樫 亜吏、金子 史男
脳神経疾患研究所総合南東北病院

161

軟部肉腫との鑑別を要した原発性皮膚ノカルジア症の骨髄炎合併例
岡本 真由美1,2、大山 拓也1,2、稲垣 充亮1,2、益子 礼人1,2、杉山 聖子1,2、山本 剛伸1,2、
砂田 緑2、山根 万里子2、田中 了2、青山 裕美2、矢口 貴志3
1
川崎医大総合医療センター、2川崎医大、
3
千葉大真菌医学研究センターバイオリソース管理室

10:40〜11:40

一般演題 24【真菌、ウイルス、寄生虫感染症】
座長：福田 知雄（埼玉医大総合医療センター）
常深 祐一郎（埼玉医大）

162

左上肢に生じたリンパ管型スポロトリコーシスの 1 例
飯島 茂子1,2、村上 ふき子1、安澤 数史3、望月 隆3、亀井 克彦4
1
龍ケ崎済生会病院、2はなみずきクリニック 茨城県牛久市、3金沢医大、
4
千葉大真菌医学研究センター臨床感染症分野

163

重篤な肝障害が先行し、EBV 抗 VCAIgM 抗体陰性のため当初 DIHS 疑いでステロイド
投与を行った伝染性単核球症の 1 例
品田 結衣、曽田 朋子、端本 宇志、佐藤 貴浩
防衛医大

164

培養集落が Wood 灯陽性の黄色調を呈した Trichophyton tonsurans によるケルズ
ス禿瘡の 1 例
関口 文世1、鎌田 亜紀1、細川 僚子1、河野 通良1、佐藤 友隆2、矢口 貴志3、
高橋 愼一1
1
東京歯科大市川総合病院、2帝京大ちば総合医療センター、
3
千葉大真菌医学研究センター

165

嚢腫を形成し治療に難渋している免疫不全患者に生じた Exophiala

oligosperma に

よる黒色菌糸症の 1 例
森本 亜里1、大内 健嗣1、竹内 紗規子1、矢富 良寛1、新川 宏樹1、新川 紗由香1、
北原 博一1、矢口 貴志2、佐藤 友隆1,3、天谷 雅行1
1
慶應義塾大、2千葉大真菌医学研究センター、3帝京大ちば総合医療センター

166

梅毒と診断された患者の臀部潰瘍から赤痢アメーバが検出された 1 例
森本 梨加1、帆足 俊彦1、栗林 理佳1、井上 由貴1、鈴木 香緒里1、魚住 知美1、
三神 絵理奈1、小山 賢太郎2、山本 哲平2、清水 渉2、大城 雄3、岩切 勝彦3、
安齋 眞一1、船坂 陽子1、佐伯 秀久1
1
日本医大、2日本医大循環器内科、3日本医大消化器内科
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167

全身性強皮症と関節リウマチで治療中の患者に生じた尖圭コンジローマ、bowenoid
papulosis の合併例
西元 順子1、成田 幸代1、梅北 邦彦2、天野 正宏1
1
宮崎大、2宮崎大膠原病感染症内科

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

168

日本国内の皮膚関連の顧みられない熱帯病（皮膚 NTDs）2019-2020 の傾向
三上 万理子1,2、村瀬 千晶3、四津 里英4、鈴木 幸一2、山口 さやか5、山崎 正視6、
阿戸 学7、石井 則久6
1
横浜西口菅原皮膚科 神奈川県横浜市、2帝京大、3名古屋大、4長崎大、5琉球大、
6
国立療養所多磨全生園、7国立感染症研究所

12:00〜13:00

ランチョンセミナー 15【アトピー性皮膚炎の治療と病態】
座長：戸倉 新樹（浜松医大細胞分子解剖学）
大槻 マミ太郎（自治医大）

LS15-1

免疫研究と臨床応用―Type2 サイトカイン IL4/IL13 の制御の意義―
熊ノ郷 淳（大阪大呼吸器・免疫内科学）

LS15-2

実臨床と臨床試験のエビデンスから考える最適なデュピルマブの使用法
鎌田 昌洋（帝京大）

共催：サノフィ株式会社
13:10〜15:10

ハンズオンセミナー 2【完全オンライン！ダーモスコピークイズ 2020】
オーガナイザー：田中 勝（東京女子医大東医療センター）
外川 八英（千葉大）
ミニレクチャーとクイズを通じてダーモスコピー所見について学習する。

技術協力：カシオ計算機株式会社

第 8 会場
8:30〜9:30

モーニングセミナー 8【切らないワキ汗治療器 miraDry】
座長：横関 博雄（東京医科歯科大）

MS8-1

当院におけるミラドライ治療の経験
堀内 祐紀（秋葉原スキンクリニック

MS8-2

東京都千代田区）

インジェクションプレートを用いたミラドライ治療
金子 愛（松尾形成外科・眼瞼クリニック

静岡県浜松市）

共催：株式会社ジェイメック
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9:40〜11:40

ハンズオンセミナー 1【これから始めるレーザーの基礎】
座長：船坂 陽子（日本医大）
講演：これから始めるレーザーの基礎（20 分）
河野 太郎（東海大形成外科）

11
プ 月
ロ 22
グ 日
ラ ︵
ム 日
︶

実演：炭酸ガスレーザー（30 分）
金子 高英（順天堂大浦安病院）
実演：Q スイッチルビーレーザー（30 分）
河野 太郎（東海大形成外科）

技術協力：株式会社ジェイメック
13:10〜15:10

ハンズオンセミナー 3【美容皮膚科におけるレーザー治療戦略】
企画者：宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）
Picoway の基礎から臨床応用まで〜3 波長を組み合わせた全顔治療〜
宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック

東京都港区）

フラクショナル RF と CO2 フラクショナルを用いた、ざ瘡瘢痕への治療戦略と、
ロングパルス・アレキサンドライトレーザーの活用術
小林 直隆（咲くらクリニック 愛知県安城市）

技術協力：シネロン・キャンデラ株式会社
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