The 70th Annual Meeting of the Central Division of JDA

学術展示（ポスター展示）

ポスター展示：10 月 5 日（土）12：00〜19：00、10 月 6 日（日）9：00〜14：00
ポスター討論：10 月 5 日（土）17：30〜18：00
ポスター会場（3F ラ・グランドゥ・ルミエール）

P-1

アレルギー性接触皮膚炎における成分パッチテストのすすめとサポートシステム
松永 佳世子1,2,3）（まつなが かよこ）、杉山 真理子1,2）、久野 千枝1,3）、鈴木 加余子2,3）、
矢上 晶子2,3）、枝松 栄子1）、張山 幸江2）
1）

藤田医大アレルギー疾患対策医療学、2）一般社団法人SSCI-Net、

3）

藤田医大ばんたね病院総合アレルギー科

P-2

オラネジンⓇ消毒液（オラネキシジングルコン酸塩）
によるアレルギー性接触皮膚炎の 2 例
田井 志正1）（たい ゆきまさ）
、福田 均2）、永井 宏1）
1）

神戸大、2）姫路医療センター

P-3

デュプリマブを投与した、アトピー性皮膚炎の 1 例
小村 一浩（こむら かずひろ）
独立行政法人地域医療推進機構金沢病院

P-4

食物依存性運動誘発アナフィラキシーに対してオマリズマブが著効した 1 例
中西 丈比佐（なかにし たけひさ）
、近藤 誠、波部 幸司、山中 恵一
三重大

P-5

Nivolumab 投与中の悪性黒色腫患者に PET 集積を認めた結節性痒疹の 1 例
桐山 徳子（きりやま のりこ）
、原田 和俊、入澤 亮吉、前田 龍郎、神崎 綾乃、坪井 良治
東京医大

P-6

遅発性関節症状を伴った Sweet 病の 1 例
岡崎 沙麗（おかざき さり）
、佐野 栄紀、中島 英貴、柴田 夕夏、大澤 梨佐
高知大

P-7

肺炎球菌感染症に伴う電撃性紫斑病
橋本 奈々1）（はしもと なな）、原田 侑弥1）、高橋 美咲1）、大原関 利章2）、新山 史朗1）、
福田 英嗣1）
1）

東邦大医療センター大橋病院、2）東邦大医療センター大橋病院病理部

P-8

皮下病変を呈した持久性隆起性紅斑の 1 例
井上 剛（いのうえ つよし）
、馬場 俊右、天野 博雄
岩手医大

P-9

壊疽性膿皮症を合併し、診断と治療に難渋した両下腿潰瘍の 1 例
藤森 なぎさ1）（ふじもり なぎさ）、坂本 幸子1）、庄田 裕紀子1）、竹原 友貴2）、角田 佳純3）
1）

一般財団法人住友病院、2）独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院、3）大阪大
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P-10

マイコプラズマ感染が契機となり気管内挿管を要する呼吸不全を伴った SJS/TEN の 1 例
澤田 裕美（さわだ ゆみ）
、刑部 全晃、矢嶋 真希子、近藤 誠、中井 康雄、波部 幸司、
山中 恵一
三重大

P-11

ステロイドパルス療法が奏功した頻回の下痢を主訴とする薬剤性過敏症症候群の 1 例
小松 貴義1）（こまつ たかよし）、中島 沙恵子1）、加来 洋1）、桑井 匠1）、古田 浩大2）、
藤井 弘子2）、山村 健太郎1）、遠藤 雄一郎1）、江川 形平1）、大日 輝記1）、野村 尚史1）、
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椛島 健治1,3）
1）

京都大、2）滋賀県立総合病院、

3）

Singapore Immunology Network and Skin Research Institute of Singapore, Technology and Research

P-12

内服チャレンジテストで診断しえたレボフロキサシンによる多発固定薬疹の 1 例
平田 愛依1）（ひらた めい）、朱 瀛瑤1）、鈴木 千尋1,2）、田中 諒1）、木花 いづみ1）、栗原 佑一1）
1）

平塚市民病院、2）川崎市立井田病院

P-13

水疱性類天疱瘡の治療中に発症した中毒性メトヘモグロビン血症の 1 例
岡本 芳伸1）（おかもと よしのぶ）、北野 佑1）、伏田 奈津美1）、永井 秀哉2）、石田 浩2）
1）

福井県立病院、2）福井県立病院救急救命センター

P-14

巨大な異所性石灰沈着を伴った全身性強皮症の 1 例
中井 一花1）（なかい いちか）、大霜 智子1）、長嶺 宏明2）、海浪 佳歩2）、米田 紘一郎2）、
岡崎 瑞江2）、住友 理映子1）
1）

浅香山病院、2）浅香山病院内科

P-15

小児皮膚筋炎の 1 例
菊澤 千秋1）（きくざわ ちあき）
、文 省太1）、田中 文1）、白井 洋彦2）
1）

堺市立総合医療センター、2）大阪はびきの医療センター

P-16

関節症性乾癬に全身性エリテマトーデスを合併した 1 例
藤木 明子1）（ふじき あきこ）、清水 恭子1）、大石 京介1）、松下 貴史1）、濱口 儒人1）、
竹原 和彦1）、川原 繁2）、伊川 友香2）
1）

金沢大、2）金沢赤十字病院

P-17

アダリムマブ投与中に Psoriatic alopecia を生じた 1 例
谷口 知与1）（たにぐち ともよ）
、辻 学1,2）、中原 真希子1）、中原 剛士1,3）、古江 増隆1,2,3）
1）

九州大、2）九州大病院油症ダイオキシン研究診療センター、3）九州大体表感知学講座

P-18

小児期より出没を繰り返す再発性環状紅斑様乾癬の 1 例
小林 香映1,2）（こばやし かえ）、山内 輝夫1）、新屋 光一朗2）、末木 博彦1）
1）

昭和大、2）昭和大横浜市北部病院

P-19

全身性エリテマトーデス加療中に発症した膿胞性乾癬に対してセクキヌマブが著効した 1 例
椙村 有里子1）（すぎむら ゆりこ）、杉山 繭2）、竹内 想1）、山田 尚人1）、嘉陽 織江1）、清水 真1）、
片山 雅夫2）
1）

国立病院機構名古屋医療センター、2）国立病院機構名古屋医療センター膠原病内科

P-20

妊娠を合併した膿疱性乾癬 3 例の治療経験
水谷 陽子1）（みずたに ようこ）、藤井 建人1）、川村 美保1）、藤井 麻美1）、志賀 友美2）、
清島 真理子1）
1）

岐阜大、2）岐阜大産婦人科
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P-21

出産後も皮疹が遷延し、セクキヌマブが奏効した疱疹状膿痂疹の 1 例
金谷 悠司（かなたに ゆうし）、光井 康博、松本 優香、小川 浩平、宮川 史、小豆澤 宏明、
浅田 秀夫
奈良県立医大

P-22

ステロイド外用薬が奏効した汎発性光沢苔癬の 4 歳男児例
神﨑 美玲1）（かんざき みれい）、桑原 大樹2）
1）

水戸済生会総合病院、2）ひたちなか中央クリニック

P-23

茨城県ひたちなか市

新規変異を認め治療にシクロスポリンが奏功した Hailey-Hailey 病の 1 例
奥野 愛香1）（おくの あいか）
、古川 福実1）、神田 由起2）、中野 創2）、金澤 伸雄3）
1）

高槻赤十字病院、2）弘前大、3）和歌山県立医大

P-24

ステロイド内服に治療抵抗性を示した DPP4 阻害薬による結節性類天疱瘡の 1 例
池田 智行1）（いけだ ともゆき）、八田 尚人1）、石井 貴之1）、斉藤 敦2）
1）

富山県立中央病院、2）皮ふ科さいとう

P-25

富山県富山市

病勢の急性増悪時に紫斑を生じた水疱性類天疱瘡
古川 史奈1）（ふるかわ ふみな）
、牧野 輝彦1）、林 政雄1）、三澤 恵1）、清水 忠道1）、初道 誠2）
1）

富山大、2）富山労災病院

P-26
P-27

演題取り下げ
特発性血小板減少性紫斑病を合併した線状 IgA 水疱性皮膚症の 1 例
長村 美佳1）（おさむら みか）、岩井 敦子1）、脇田 充史2）、加藤 千明3）
1）

名古屋市立東部医療センター、2）名古屋市立東部医療センター血液内科、3）名鉄病院血液内科

P-28

歯性感染症治療と歯科金属除去により改善した掌蹠膿疱症の 1 例
三津山 信治1）（みつやま しんじ）、樋口 哲也1）、佐々木 脩浩2）
1）

東邦大医療センター佐倉病院、2）勝田台歯科医院

P-29

千葉県八千代市

小児足底に生じた好酸球性膿疱性毛包炎（EPF）の 1 例
矢野 温子1,2）（やの あつこ）
、中村 美沙1,2）、古江 増隆2）
1）

原土井病院、2）九州大

P-30

疥癬を合併した後天性穿孔性皮膚症
野村 友希子1）（のむら ゆきこ）、白戸 貴久1）、小熊 修子2）、月永 一郎3）
1）

KKR札幌医療センター、2）小熊クリニック

P-31

北海道札幌市、3）福住皮膚科クリニック

北海道札幌市

無治療の HIV 患者に生じた acquired reactive perforating collagenosis の 1 例
服部 有希（はっとり ゆき）
、浅野 雅登、永井 美貴
岐阜県総合医療センター

P-32

右下腿に限局して生じた後天性真皮メラノサイトーシスの 1 例
笠井 弘子1,2）（かさい ひろこ）、馬場 裕子2）、河原 由恵2）
1）

北里大北里研究所病院、2）けいゆう病院

P-33

新生児期における手指や足趾先端の色素沈着
西田 麻里奈1）（にしだ まりな）、岡本 駿吾2）、市場 博幸3）、沢辺 潤子1）、前川 直輝1）、
深井 和吉1）
1）

大阪市立総合医療センター、2）大阪市立大発達小児医学、3）大阪市立総合医療センター新生児科
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P-34

新規美白有効成分 PCE-DP による色素沈着抑制効果の作用メカニズムについて
杉山 茉希1）（すぎやま まき）
、佐々 祥子1）、濱中 祥弘1）、加藤 朋美1）、宮坂 美行1）、
近藤 千尋2）、鈴木 民夫3）、島貫 智匡1）
1）

ポーラ化成工業株式会社、2）株式会社ポーラオルビスホールディングス、3）山形大

P-35

多発性副耳を伴った鰓弓症候群の 1 例〜Sox9-PGC-1α 発現についての検討〜
石渡 彩乃1）（いしわたり あやの）、河合 亨1）、藤原 浩1）、和田 雅樹2）、長谷川 剛3）
1）

魚沼基幹病院、2）魚沼基幹病院小児科、3）魚沼基幹病院病理診断科
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P-36

脱毛を契機に診断に至った Cronkhite-Canada 症候群の 1 例
中村 真由香1）（なかむら まゆか）、原口 祐子1）、楠原 正洋2）、濱田 広之3）、檜沢 一興3）、
菊池 智子1）
1）

九州中央病院、2）楠原皮膚科医院

P-37

福岡県福岡市、3）九州中央病院消化器内科

ダーモスコピー所見で基底細胞癌との鑑別を要した eccrine poroma の 1 例
山田 佳奈1）（やまだ かな）、今西 久幹1）、小澤 俊幸2）、葉山 友紀2）、若狭 研一3）、大迫 順子2）、
鶴田 大輔2）
1）

大東中央病院、2）大阪市立大、3）石切生喜病院病理診断科

P-38

特異な臨床像を呈した乳房 Paget 病の 3 例〜黒色調を呈した 2 例と乳頭部潰瘍を呈し
た 1 例〜
野口 友里1）（のぐち ゆり）
、福井 伶奈1）、松本 崇直1）、高澤 摩耶1）、梅本 尚可1）、川瀬 正昭1）、
出光 俊郎1）、蓬原 一茂2）、山田 茂樹3）、田中 亨3）
1）

自治医大附属さいたま医療センター、2）自治医大附属さいたま医療センター一般・消化器外科、

3）

自治医大附属さいたま医療センター病理診断科

P-39

膀胱癌から生じた二次性パジェット病の 1 例
竹本 景太1,2）（たけもと けいた）、結城 大介1,3）、高塚 純子1）、竹之内 辰也1）
1）

新潟県立がんセンター新潟病院、2）富山大、3）新潟大

P-40

帯状疱疹と自己診断していた男性乳癌の 1 例
渡辺 翔子1）（わたなべ しょうこ）、清水 香1）、森 愛里1）、小原 明希1）、磯川 佑美恵1）、
伊藤 寿啓1）、田部井 功2）、中村 絵美3）
1）

東京慈恵会医大、2）東京慈恵会医大外科、3）岩戸診療所

P-41

東京都狛江市

免疫関連有害事象（irAE）を生じた悪性黒色腫の 3 例
村田 真美1,2）（むらた まみ）、平野 杏奈2）、山田 隆弘1）、武藤 正彦1）
1）

山口県立総合医療センター、2）山口大

P-42

Epidermotropic metastatic melanoma の 3 例
谷 直実（たに なおみ）
、吉田 雄一、後藤 寛之、木村 良子、山田 七子、山元 修
鳥取大

P-43

肩部に発症した深在型隆起性皮膚線維肉腫
中田 茅1）（なかだ かや）、高橋 美咲1）、新山 史朗1）、佐藤 若菜2）、望月 聖太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、3）同形成外科

P-44

臀部皮膚平滑筋肉腫（皮膚型）の 1 例
戸澤 貴久（とざわ たかひさ）
、津田 憲志郎
市立四日市病院
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P-45

メトトレキサート内服中に生じた医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患
馬場 俊右（ばば しゅんすけ）
、天野 博雄
岩手医大

P-46

特異な外観を呈したグロムス腫瘍
吉田 舞子（よしだ まいこ）、永井 貴子、中原 真希子、古江 増隆
九州大

P-47

結節性筋膜炎の超音波像について
東田 理恵（とうだ りえ）
、亀井 千紗都、楠谷 尚、中川 浩一
済生会富田林病院

P-48

右下顎に生じた Cutaneous Myxoma の 1 例
中島 理奈（なかじま りな）
、竹腰 知紀
国際医療福祉大三田病院

P-49

趾節間関節に生じた滑膜脂肪腫症の 1 例
松田 和樹（まつだ かずき）
、岸 由利子、中馬 久美子、日野 治子、鑑 慎司
公立学校共済組合関東中央病院

P-50

再発をきたした spindle cell lipoma の 1 例
古屋 佳織（ふるや かおり）
、志水 陽介、足立 太起、中村 元泰、石河 晃
東邦大医療センター大森病院

P-51

外科的侵襲にて消褪傾向を示し、ムチン沈着を伴った Angiolymphoid hyperplasia with
eosinophilia の男児例
勝野 正子1）（かつの まさこ）、轟木 麻子1）、水野 尚1）、相川 洋介2）、蒲原 毅3）、安齋 眞一4）、
馬渕 智生5）
1）

小田原市立病院、2）クローバー皮膚科クリニック

神奈川県小田原市、

3）

横浜市立大附属市民総合医療センター、4）日本医大武蔵小杉病院、5）東海大

P-52

臍部子宮内膜症の 1 例
山本 祥子1）（やまもと しょうこ）、中島 杏奈1）、岡崎 愛子1）、藤本 佳克2）
1）

南奈良総合医療センター、2）南奈良総合医療センター産婦人科

P-53

放射線治療を施行し再発した乳房外パジェット病の 1 例
谷村 裕嗣（たにむら ひろつぐ）
、島田 早織、津田 真里、四十万谷 貴子、長野 奈央子、
中丸 聖、槇村 馨、清原 隆宏
関西医大総合医療センター

P-54

両足部の皮下膿瘍を呈した侵襲性肺炎球菌感染症の 1 例
高橋 玲子1）（たかはし れいこ）、菊澤 千秋1）、福山 國太郎1）、杉原 英治2）
1）

関西労災病院、2）関西労災病院放射線診断科

P-55

チューブを用いた苛性カリ直接鏡検法（チューブ法）による爪の白癬菌検出法
石田 久哉1）（いしだ ひさや）、法木 左近2）
1）

いしだ皮膚科クリニック

P-56

福井県鯖江市、2）福井大腫瘍病理学

BCG 膀胱内注入後に発症した亀頭部皮膚結核の 1 例
渡辺 正一（わたなべ しょういち）、吉田 有友子
JA愛知厚生連海南病院
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P-57

フランスで Ixodes ricinus によるマダニ刺症の後にライム病を生じた 1 例
草壁 みのり1）（くさかべ みのり）、夏秋 優1）、高田 洋子2）、東山 眞里2）、大谷 遷3）
1）

兵庫医大、2）日本生命病院、3）大谷クリニック

P-58

大阪府大阪市

急速な転機で死亡した Aeromonas caviae による壊死性軟部組織感染症の 1 例
菊澤 亜夕子（きくさわ あゆこ）、大桑 槇子、瀬戸 英伸
愛仁会高槻病院
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P-59

JAK 阻害薬内服下で緩徐に発症した高齢女性のフルニエ壊疽の 1 例
白鳥 隆宏1）（しらとり たかひろ）、山内 康平1）、伊丹 哲2）
1）

市立岸和田市民病院、2）近畿大膠原病内科

P-60

メトトレキサート内服中に毛包炎様外観を呈した伝染性軟属腫の 1 例
森 明日香（もり あすか）
、西村 知珠、松本 優香、小川 浩平、宮川 史、浅田 秀夫
奈良県立医大

P-61

Hutchinson 徴候と顔面神経麻痺を伴った帯状疱疹の 1 例
山岡 昂平1）（やまおか こうへい）、浅田 秀夫1）、宮川 史1）、小川 浩平1）、松本 優香1）、
光井 康博1）、金谷 悠司1）、北野 公一2）
1）

奈良県立医大、2）奈良県立医大耳鼻咽喉・頭頸部外科

P-62

診断に難渋した頭部白癬の 2 例
竹下 雅子1,2）（たけした まさこ）、松本 崇直1）、高澤 摩耶1）、梅本 尚可1）、川瀬 正昭1）、
山田 朋子2）、出光 俊郎1）
1）

自治医大附属さいたま医療センター、2）JCHOさいたま北部医療センター

P-63

拇指趾爪真菌症におけるダーモスコピー所見の検討
福山 國太郎1）（ふくやま くにたろう）、菊澤 千秋2）、高橋 玲子1）
1）

関西労災病院、2）堺市立総合医療センター

P-64

ハリネズミ飼育者の左薬指に生じた体部白癬の 1 例
北見 由季1）（きたみ ゆき）、大田 美智1）、末木 博彦1）、安澤 数史2）、望月 隆2）
1）

昭和大、2）金沢医大

P-65

Trichophyton benhamiae による体部白癬
栗山 幸子1）（くりやま さちこ）
、鈴木 陽子1）、安澤 数史2）、古川 富紀子3）、間嶋 佑太1）、
望月 隆2）
1）

静岡市立静岡病院、2）金沢医大、3）しずおか葵の森クリニック

P-66

静岡県静岡市

インフリキシマブが有効であったクローン病合併化膿性汗腺炎の 1 例
川村 美保（かわむら みほ）
、松山 かなこ、水谷 陽子、清島 真理子
岐阜大

P-67

重症化膿性汗腺炎の 1 例
二ッ谷 剛俊（ふたつや たけとし）、野村 史絵、久保田 佳子、和泉 勝彦、牛上 敢、望月 隆
金沢医大

P-68

フットウェアの導入により改善した足病変の 10 例
馬場 由香1）（ばば ゆか）
、天野 博雄2）
1）

盛岡赤十字病院、2）岩手医大
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P-69

皮膚科的治療に抵抗した皮膚慢性疾患に対する腸内環境改善
今泉 基佐子（いまいずみ きさこ）、伊集院 景子
神鋼記念病院

P-70

ピコ秒 Nd：YAG レーザーによる肝斑治療で肝斑が増悪した症例の検討
葛西 健一郎（かさい けんいちろう）
葛西形成外科

P-71

大阪府大阪市

特発性後天性全身性無汗症における交感神経皮膚反応
飯田 忠恒（いいだ ただつね）、中村 美智子、並木 剛、稲澤 美奈子、藤本 智子、横関 博雄
東京医科歯科大

P-72

カラーコーディネートと皮膚疾患について
小久保 咲紀（こくぼ さき）
、和田 康夫
赤穂市民病院
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