一般演題（ポスター）

一般演題（ポスター）2F 大ホール AB
ポスター閲覧：4 月 23 日（土）11：00〜18：55
24 日（日） 9：00〜13：00
討論：4 月 23 日（土）18：55〜19：25
1

中等症〜重症アトピー性皮膚炎のバリシチニブ（Bari）継続/減量/中止後の有効性
安部 正敏（あべ まさとし）1、Kristian Reich2、Eric Simpson3、
Andreas Wollenberg4、Robert Bissonnette5、Tracy Cardillo6、Luna Sun7、
Sherry Chen6、板倉 仁枝8、Jonathan Silverberg9
1
札幌皮膚科クリニック（札幌市）
、2Uni Med Cen Hamburg、
3
4
Oregon Health ＆ Science Uni、 Ludwig Maximillian Uni、5Innovaderm Research、
6
Eli Lilly ＆ Co.、7Tigermed、8日本イーライリリー、9George Washington Uni

2

アトピー性皮膚炎患者に対するデュピルマブの使用経験
上田 厚登（うえだ あつと）、小村 好恵、中村 沙紀、福嶋 眞美香、
土井 奈緒美、道脇 裕子、山下 沙織、神田 楓香
医療法人Pallet上田皮ふ科（大村市）

3

アトピー性皮膚炎の長期管理の評価指標、ADCT の使用経験
江畑 俊哉（えばた としや）、早川 祐子
ちとふな皮膚科クリニック（東京都世田谷区）

4

患者アンケートから考えるデルゴシチニブ軟膏の特性
大石 直人（おおいし なおと）、福井 米正
黒部市民病院 皮膚科

5

エルシニア腸炎に合併した結節性紅斑の 1 例
1,2
、土原 佳与1、李 慶徳3
倉繁 祐太（くらしげ ゆうた）
1
TMGあさか医療センター 皮膚科、2倉繁皮ふ科医院（前橋市）
、
3
TMGあさか医療センター 小児外科

6

BIS モニターによる接触皮膚炎の 1 例
田中 久仁子（たなか くにこ）、井上 栄美、林 美沙、東山 眞里
日本生命病院 皮膚科

7

アトピー性皮膚炎患者の治療変更希望に関する横断研究（AD-JOIN 研究）
中原 剛士（なかはら たけし）1、竹本 俊也2、朴澤 博之2、中山 正彦2
1
九州大学 皮膚科、2アッヴィ合同会社

8

アレルギー疾患における「皮膚バリア障害からみた新衛生仮説」の提唱
西 正行（にし まさゆき）
ひふ科形成外科西クリニック（姶良市）
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9

急性腎不全を伴ったウンバチイソギンチャク Phyllodiscus Semoni 皮膚炎の 1 例
1,2
、鈴木 千尋2、朱 瀛瑤2、安西 秀美2
早川 道太郎（はやかわ みちたろう）
2
1
東京歯科大学市川総合病院 皮膚科、 川崎市立井田病院 皮膚科

10

ウパダシチニブ投与中の日本人アトピー性皮膚炎患者でのざ瘡治療
林 伸和（はやし のぶかず）1、ラディンズキ バリー2、リウ インイー2、
竹本 俊也3
1
虎の門病院 皮膚科、2アッヴィ米、3アッヴィGK

11

当院のアトピー性皮膚炎に対するデュピルマブの長期の有効性の検討
原田 侑弥（はらだ ゆうや）、松本 千夏、長澤 友也、高橋 美咲、
新山 史朗、向井 秀樹、福田 英嗣
東邦大学医療センター大橋病院 皮膚科

12

12〜14 歳のアトピー性皮膚炎患者でのウパダシチニブの有効性と安全性
山本 貴和子（やまもと きわこ）1、テノーリオ アラン2、リウ インイー2、
竹本 俊也3
1
国立成育医療研究センター 総合アレルギー科、2アッヴィ米、3アッヴィGK

13

慢性特発性蕁麻疹患者におけるリゲリズマブ再投与の有用性
高橋 英俊（たかはし ひでとし）1、M Maurer2、A Gimenez-Arnau2、
G Sussman2、E Hua2、T Severin2、R Janocha2
1
高木皮膚科診療所（帯広市）
、2Ligelizumab study team

14

リゲリズマブ投与下の慢性特発性蕁麻疹患者における睡眠と QOL の改善
野村 有子（のむら ゆうこ）1、A Gimenez-Arnau2、M Maurer2、J Bernstein2、
N Barbier2、E Hua2、T Severin2、R Janocha2、M Balp2
1
野村皮膚科医院（横浜市）
、2Ligelizumab study team

15

結節性紅斑に対する越婢加朮湯の効果
瀬川 郁雄（せがわ いくお）
星が丘瀬川皮膚科クリニック（花巻市）

16

高齢者における L 型カルシウム拮抗薬関連皮膚症の臨床的意義と成因の考察
磯ノ上 正明（いそのかみ まさあき）
いそのかみ皮フ科（大東市）

17

コロナワクチン接種後に類壊死像を伴う好中球性紅斑を呈した 1 例
飯島 茂子（いいじま しげるこ）1,3、江南 ちあき2、佐藤 巳喜夫2、角田 孝彦4、
音山 和宣5
1
龍ケ崎済生会病院 皮膚科、2龍ケ崎済生会病院 消化器内科、
3
はなみずきクリニック（牛久市）
、4山形市立病院済生館、5音山医院（山形市）
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18

香料の苦味成分で固定薬疹の再燃をみた 1 例
1,2
北見 由季（きたみ ゆき）
2
1
牧田総合病院 皮膚科、 昭和大学 皮膚科

19

マイコプラズマ抗体陽性がみられたピロリ除菌時の薬疹 2 例
角田 孝彦（つのだ たかひこ）1、川口 純之介1、島田 耕司2、音山 和宣3
1
山形市立病院済生館 皮膚科、2島田皮膚科医院（米沢市）
、3音山医院（山形市）

20

SARS-CoV-2 ワクチン mRNA-1273 の投与後生じる遅発性大型局所反応の疫学調査
東野 俊英（ひがしの としひで）1、山崎 雄貴1、千田 聡子1、米倉 由子2、
堀之薗 弘1、三浦 義則1
1
自衛隊中央病院 皮膚科、2防衛医科大学校 皮膚科

21

病変部の除圧に加え圧分散が有効であった糖尿病性潰瘍
宮田 聡子（みやた としこ）1、久下沼 千代子2、茂木 宏昌3、平井 勝3、
大熊 克信3
1
さいたま市民医療センター 皮膚科、2同 看護部、
3
同 診療技術部リハビリテーション科

22

田植え体験後に同時に発症した水田皮膚炎の親子例
北島 真理子（きたじま まりこ）、小林 香映、石橋 智、渡辺 秀晃、
猪又 直子
昭和大学 皮膚科

23

乾癬治療のセカンドエフォート〜ドボベットフォームの検討〜
菅井 順一（すがい じゅんいち）
菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）

24

乾癬治療のセカンドエフォート〜アプレミラスト内服患者の意識調査〜
菅井 順一（すがい じゅんいち）1、高橋 廣晃2、足立 二朗2
1
菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）
、2とちぎ乾癬友の会（宇都宮市）

25

抗ヒスタミン薬のセカンドエフォート〜ビラスチン OD 錠の臨床的意義の検討〜
菅井 順一（すがい じゅんいち）
菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）

26

日本人酒さ患者に対するメトロニダゾールゲル 0.75％ の第 3 相試験結果
宮地 良樹（みやち よしき）1,2、藤田 智光3、藤井 千恵3、山﨑 研志4
1
静岡社会健康医学大学院大学、2京都大学、3マルホ株式会社、4東北大学 皮膚科

27

日本人酒䉠患者の症状悪化因子と QOL に関する報告 第 3 相臨床試験の解析より
山﨑 研志（やまさき けんし）1、藤田 智光2、藤井 千恵2、宮地 良樹3,4
1
東北大学 皮膚科、2マルホ株式会社、3静岡社会健康医学大学院大学、4京都大学
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28

JMDC データを用いた汎発型膿疱性乾癬（GPP）、尋常性乾癬（PsO）患者の解析
1
、Nirali Kotowsky2、Ran Gao2、
大久保 ゆかり（おおくぼ ゆかり）
3
4
斎藤 久美子 、森田 明理
1
東京医科大学 皮膚科、2Boehringer Ingelheim、
3
日本ベーリンガーインゲルハイム、4名古屋市立大学 皮膚科

29

顔面の重症ざ瘡で発症した SAPHO 症候群の 1 例
都築 美輝（つづき みき）1、久住 藍1、三尾 峻生1、中谷 眞理子1、
三宅 知美1、柴田 彩1、河瀬 ゆり子2、佐藤 伸一1
1
東京大学 皮膚科、2同愛記念病院 皮膚科

30

帯状疱疹後神経痛に対するミロガバリンの臨床的有用性
羽田野 詩乃（はたの しの）
、大嶋 雄一郎、渡辺 大輔
愛知医科大学 皮膚科

31

長期アルコール摂取者に生じた亜鉛欠乏症の 1 例
金田 一真（かねだ かずま）、森脇 真一
大阪医科薬科大学 皮膚科

32

足底の胼胝様皮疹を呈したシトルリン血症の 1 例
佐藤 友隆（さとう ともたか）1、小林 尚志2、福積 聡2、青山 和弘1、
深田 義仁1、金城 晶彦1、山崎 一人3、井上 大輔4
1
帝京大学ちば総合医療センター 皮膚科、
2
帝京大学ちば総合医療センター 形成外科、
3
帝京大学ちば総合医療センター 病院病理、
4
帝京大学ちば総合医療センター 第3内科

33

Narrow band UVB 療法とドキシサイクリンが奏効した汎発性環状肉芽腫の 1 例
山下 優雅（やました ゆうが）、小野寺 潤一、作田 隆義、鈴木 友博、
田中 諒、藤尾 由美、木花 いづみ、栗原 佑一
平塚市民病院 皮膚科

34

慢性 GVHD を合併する進行期悪性黒色腫に対し BRAF/MEK 阻害薬投与を行った 1 例
大西 正純（おおにし まさずみ）1、天野 博雄1、前田 文彦2
1
岩手医科大学 皮膚科、2前田皮膚科クリニック（北上市）

35

30 代女性に発症した毛包向性菌状息肉症の 1 例
角野 貴應（かどの たかお）、加瀬 美咲、中島 里穂、大黒 督子、
山本 真有子、中島 喜美子、中島 英貴、佐野 栄紀
高知大学 皮膚科
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36

乳房外パジェット病に関する患者アンケート調査からみた啓発活動の必要性
小林 研太（こばやし けんた）、齋藤 泰子、林 亜紀子、平井 郁子、
中村 善雄、天谷 雅行、舩越 建
慶應義塾大学 皮膚科

37

神経内分泌腫瘍と鑑別を要した未分化有棘細胞癌の 1 例
1
、青木 奈津子1、木戸 一成1、佐野 ほづみ1、
猿田 祐輔（さるた ゆうすけ）
中島 英貴1、中島 喜美子1、佐野 栄紀1、高橋 綾2
1
高知大学 皮膚科、2国立病院機構高知病院 皮膚科

38

症例を通して考える指趾粘液嚢腫に伴う爪甲変形の治療
新谷 悠花（しんたに ゆか）、川島 裕平、細川 僚子、角田 梨沙、
松崎 ひとみ、齋藤 昌孝
慶應義塾大学 皮膚科

39

悪性黒色腫に対するニボルマブ投与後に皮膚 T 細胞リンパ腫を発症した 1 例
飛田 泰斗史（ひだ やすとし）1、影冶 里穂1、別宮 浩文2、渡邉 俊介3、
清家 卓也4、山下 理子5
1
徳島赤十字病院 皮膚科、2徳島赤十字病院 血液内科、
3
徳島赤十字病院 病理診断科、4徳島赤十字病院 形成外科、5徳島大学 保健学科

40

高齢女性の外陰部に生じた皮膚悪性腫瘍の 3 例
福井 伶奈（ふくい れいな）1、梅本 尚可1、水野 謙太1、野口 友里1、
高澤 摩耶1、和田 剛佳2、山本 直人2、白井 克幸3、大城 久4、出光 俊郎1
1
自治医科大学さいたま医療センター 皮膚科、
2
自治医科大学さいたま医療センター 形成外科、
3
自治医科大学さいたま医療センター 放射線科、
4
自治医科大学さいたま医療センター 病理診断科

41

皮膚悪性腫瘍患者会の現状と研究・診療上の患者市民参画の推進について
山﨑 直也（やまざき なおや）、髙橋 聡、並川 健二郎、緒方 大
国立がん研究センター中央病院 皮膚科

42

思春期女児の頬部にみられ、局所多発性脂腺増殖症と考えた 1 例
入江 絹子（いりえ きぬこ）、花見 由華、山本 俊幸
福島県立医科大学 皮膚科

43

巻き爪治療におけるアセチルシステインの第 3 相臨床試験成績
齋藤 昌孝（さいとう まさたか）1、藤川 晃2、田中 和哲2、生駒 晃彦2
1
慶應義塾大学 皮膚科、2マルホ株式会社
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44

レセプトデータベースを用いた集簇性痤瘡患者の実態調査
1,2,3
、杉山 拓洋4、高松 良光4、但馬 匠4、寺島 玄4、
佐々木 優（ささき ゆう）
2,3
林 伸和
1
新松戸中央総合病院 皮膚科、2虎の門病院 皮膚科、3冲中記念成人病研究所、
4
株式会社JMDC

45

Aquagenic Wrinkling of the Palms と考えた 1 例
馬場 まゆみ（ばば まゆみ）
国立療養所奄美和光園 皮膚科

46

Glycopyrronium tosylate の原発性腋窩多汗症患者における患者報告 outcome
藤本 智子（ふじもと ともこ）1、渡辺 俊輔2
1
池袋西口ふくろう皮膚科クリニック（東京都豊島区）
、2マルホ株式会社

47

糖尿病の改善に伴って澄明細胞が消失した澄明細胞汗管腫の 1 例
松岡 温子（まつおか あつこ）、多田 浩一、藤井 一恭、金蔵 拓郎
鹿児島大学 皮膚科

48

ひきこもり間に重症化した化膿性汗腺炎の 1 例
水野 謙太（みずの けんた）1、古川 航多2、吉住 航2、一条 英里2、
川井 啓太2、深井 翔太3、梅本 尚可1、山本 直人2
1
自治医科大学さいたま医療センター 皮膚科、
2
自治医科大学さいたま医療センター 形成外科、
3
自治医科大学さいたま医療センター 一般消化器外科

49

ネイルあれこれ〜ネイリストから爪疥癬まで〜
和田 康夫（わだ やすお）1、清水 愛2、加藤 優美子3、鯨岡 百合香4
3
1
赤穂市民病院 皮膚科、2赤穂市民病院 薬剤部、（株）ソラスト、
4
（株）cranberry
nail

50

患者の終診転帰より考える皮膚科在宅医療の特性について
堺 則康（さかい のりやす）1,2、高田 香織2
1
東京医科大学 皮膚科、2希望ヶ丘すずらん皮膚科クリニック（東京都大田区）

51

在宅医療委員会報告 訪問看護師・ケアマネジャー対象のアンケートについて
袋 秀平（ふくろ しゅうへい）1、磯貝 善蔵2、丸山 隆児2、川原田 晴通2、
木下 三和子2、駒田 信二2、清水 真樹2、妹尾 明美2、種田 明生2、
船井 龍彦2、細谷 律子2、浅井 俊弥2、安部 正敏2、高山 かおる2、服部 尚子2
1
ふくろ皮膚科クリニック（横浜市）
、2日本臨床皮膚科医会在宅医療委員会

52

東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける皮膚科の活躍
1,2
津田 淳子（つだ じゅんこ）
2
1
九段坂病院 皮膚科、 国立スポーツ科学センター
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53

54

55

日本臨床皮膚科医会学校保健委員会 令和 3 年度活動報告
島田 辰彦（しまだ ときひこ）、大川 司、中村 浩昭、月永 一郎、原田 栄、
大江 麻里子、小幡 秀一、押谷 佳美、持田 和伸、新見 直正、猿田 隆夫、
日野 治子、安部 正敏、鈴木 洋介、林 伸和、浅井 俊弥
日本臨床皮膚科医会学校保健委員会
日本小児皮膚科学会学校保健委員会の活動
日野 治子（ひの はるこ）、安部 正敏、衛藤 隆、岡村 理栄子、
佐々木 りか子、下条 直樹、畑 三惠子、馬場 直子、秀 道広、細谷 律子、
森 蘭子、佐藤 貴志、土岐 冬子
日本小児皮膚科学会 学校保健委員会
宮崎県支部制作ポスター
1
、田尻 明彦2、成田 博実3、堀川 永子4、
西田 隆昭（にしだ たかあき）
5
他 会員一同
1
にしだ皮膚科（宮崎市）
、2たじり皮膚科医院（宮崎市）
、
3
フタバ皮膚科形成外科医院（宮崎市）
、4海老原総合病院 皮膚科、
5
日本臨床皮膚科医会宮崎県支部会・宮崎県皮膚科医会

56

YouTube で配信した大阪皮膚科医会主催「皮膚の日」講演会
持田 和伸（もちだ かずのぶ）1、磯ノ上 正明2、山田 秀和3、杉原 昭4、
上原 慎司5
1
持田皮フ科（泉大津市）
、2いそのかみ皮フ科（大東市）
、
3
近畿大学奈良病院 皮膚科、4すぎはら皮ふ科（四條畷市）
、
5
ももだに皮ふ科クリニック（大阪市）

57

亜鉛化デンプンで消退した肛門部巨大尖圭コンジローマの 1 例
貝阿弥 瞳（かいあみ ひとみ）
、平田 央、白鳥 実友、鶴田 大輔
大阪市立大学 皮膚科

58

フェノトリンローション外用が著効した毛包虫症の 3 例
齋藤 京（さいとう ひとし）
さいたま市立病院 皮膚科

59

後頸部に生じた非クロストリジウム性ガス壊疽の 1 例
竹林 宏朗（たけばやし ひろあき）、福山 國太郎、高橋 玲子
関西労災病院 皮膚科

60

帯状疱疹患者から同居小児への水痘感染；定期接種化の影響
新澤 みどり（にいざわ みどり）
にいざわ皮ふ科（長野市）

日臨皮会誌：39（2），
2022（令和 4）● 181

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

ポ一
ス般
タ演
ー題

一般演題（ポスター）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

61

多発する皮下膿瘍を伴った左下腿緑膿菌性蜂窩織炎の 1 例
野澤 優（のざわ ゆう）、河原 由恵
けいゆう病院 皮膚科

62

安息香酸ベンジルローションが有効だったイベルメクチン抵抗性爪疥癬の 1 例
保科 大地（ほしな だいち）
小樽市立病院 皮膚科

63

高抗ウィルス剤血症の 1 例
鈴木 琢（すずき たく）
横浜総合病院 皮膚科

64

コロナ禍における横浜総合病院皮膚科の患者動向
鈴木 琢（すずき たく）
横浜総合病院 皮膚科

65

帯状疱疹患者における血清亜鉛値の検討
1
、乗松 雄大1,2、大野 祐樹1
秋山 佑子（あきやま ゆうこ）
2
1
JR東京総合病院 皮膚科、 東京大学 皮膚科
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