The 72nd Annual Meeting of the Central Division of JDA

学術展示（デジタルポスター展示）

デジタルポスター閲覧：11 月 20 日（土）9：00〜21 日（日）17：00
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BASCULE（Bier anemic spots, cyanosis with urticaria like eruption）syndrome
の1例
影山 葉月1）（かげやま はづき）、石川 優人2）、藤山 俊晴1）、本田 哲也1）、戸倉 新樹1,3）
1）

浜松医大、2）磐田市立総合病院、3）中東遠総合医療センター

P-2

重症虚血肢に生じ EVT 後皮疹の軽快をみた偽 Kaposi 肉腫の 1 例
上松 ふみ1）（あげまつ ふみ）、新倉 寛輝2）
1）

三郷中央総合病院、2）三郷中央総合病院循環器内科

P-3

自己免疫性肝炎に合併した高 γ グロブリン血症性紫斑病の 1 例
湯川 圭1）（ゆかわ けい）、吉岡 啓子1）、久松 美友紀2）
1）

府中病院、2）府中病院消化器内科

P-4

アセトアミノフェンによる血管炎型薬疹の 1 例
須田 文（すだ あや）
、山田 隆弘、武藤 正彦
山口県立総合医療センター

P-5

薬剤性過敏症症候群（DIHS/DRESS）の皮膚に浸潤する CD4 陽性細胞における
HHV-6 細胞受容体マーカー CD134 の発現亢進
李 殷先（り うんそん）
、小林 香映、越川 佐知子、渡辺 秀晃、末木 博彦
昭和大

P-6

当科で経験した 2012 年以降の薬剤性過敏症症候群（DIHS）
患者 21 例についての検討
石橋 智（いしばし さとし）
、小林 香映、田代 康哉、渡辺 秀晃
昭和大

P-7

コロナワクチン接種後に発症した、アログリプチン安息香酸塩による多形紅斑型薬疹の 1 例
鄭 韓英（ちょん はにょん）
、大桑 槙子、中村 敬
淀川キリスト教病院

P-8

副腎皮質ステロイドとシクロスポリンの併用が有効であった剣創状強皮症の 1 例
馬場 俊右（ばば しゅんすけ）
、天野 博雄
岩手医大

P-9

MRI 高周波電流ループによる熱傷の 1 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

P-10

成人スチル病の経過中トシリズマブ投与により乾癬様皮疹を呈した 1 例
郷田 彩1）（ごうだ さや）、木村 優香1）、安藤 純実1）、調 裕次1）、白谷 怜央2）
1）

第二大阪警察病院、2）第二大阪警察病院免疫内科

P-11

汎発化した Hallopeau 稽留性肢端皮膚炎にセルトリズマブベゴルを使用した 1 例
高橋 玲子（たかはし れいこ）
、竹林 宏朗、福山 國太郎
関西労災病院
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P-12

げっ歯類角層シートを用いたサリチル酸含有クリームの角層溶解試験の検討
山野井 遊（やまのい ゆう）
、河田 仁史、大泉 郁代、八十島 満枝、小嶋 善彦
株式会社池田模範堂研究所

P-13

色素性扁平苔癬の 1 例
衣斐 菜々（えび なな）
、石橋 茉実、山上 優奈、古賀 玲子、吉川 義顕
田附興風会医学研究所北野病院

P-14

骨髄異形成症候群と大腸腺腫症を合併した線状 IgA 皮膚症の 1 例
1）

1）

1）

2）

3）

宮﨑 明子 （みやざき あきこ）、林 真未 、太田 朝子 、長井 健悟 、井上 慎也 、
冨田 尚裕4）、林 大輔5）、立石 千晴5）、橋本 隆5）、鶴田 大輔5）、越智 沙織1）
1）

市立吹田市民病院、2）市立吹田市民病院消化器内科、3）市立吹田市民病院血液内科、

4）

市立豊中病院消化器外科、5）大阪市立大

P-15

肉芽腫性口唇炎を契機に診断された Crhon 病の 1 例
堀田 恵理1）（ほった えり）、張 財源1）、稲川 みずほ1）、森本 泰隆2）、大野 智之2）、吉田 憲正2）
1）

済生会京都府病院、2）済生会京都府病院消化器内科

P-16

ニボルマブ・イピリムマブ併用療法中に血小板減少性紫斑病を発症した 1 例
竹本 景太1）（たけもと けいた）、鹿児山 浩1）、古川 史奈1）、井波 智恵子1）、三澤 恵1）、
清水 忠道1）、菊地 尚平2）
1）

富山大、2）富山大血液内科

P-17

好発部位を外れた Spitz 母斑の 2 例
湯川 圭（ゆかわ けい）
、吉岡 啓子
府中病院

P-18

異所性過誤腫性胸腺腫の 1 例
藤井 皓（ふじい こう）
、石井 貴之、八田 尚人
富山県立中央病院

P-19

成人の皮膚に単発した皮膚限局 Langerhans 細胞組織球症の 1 例
脇本 紘子1）（わきもと ひろこ）、伊藤 友章1）、平井 秀明2）、原田 和俊1）、長尾 俊孝2）
1）

東京医大、2）東京医大病理診断科

P-20

脳浸潤した頭部熱傷瘢痕癌の 1 例
市來 尚久1）（いちき なおひさ）、藤井 建人1）、水谷 陽子1）、松山 かなこ1）、加藤 久和2）、
中山 則之3）、周 円1）
1）

岐阜大、2）岐阜大形成外科、3）岐阜大脳神経外科

P-21

不明熱、多発皮下結節を呈した節外性 NK/T 細胞リンパ腫、鼻型の 1 例
野田 奈津美1）（のだ なつみ）
、加納 宏行1）、後藤 祐介1）、後藤 貴之2）、生駒 良和2）、
三輪 明里3）、杉野 文哉4）、佐竹 敦史5）、渡部 直樹6）、田中 卓二6）、鬼頭 勇輔7）
1）

岐阜市民病院、2）岐阜市民病院血液内科、3）岐阜市民病院総合内科、4）岐阜市民病院泌尿器科、

5）

岐阜市民病院循環器内科、6）岐阜市民病院病理診断科、7）松波総合病院病理診断科

P-22

局所切除および放射線治療でコントロールした右手関節部 Merkel cell carcinoma の 1 例
佐藤 友隆1）（さとう ともたか）、山崎 一人2）、横川 徳造3）、福積 聡4）
1）

帝京大ちば総合医療センター、2）帝京大ちば総合医療センター病院病理、

3）

帝京大ちば総合医療センター放射線科、4）帝京大ちば総合医療センター形成外科
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P-23

帯状疱疹後多汗症の 1 例
岡村 理沙（おかむら りさ）
、秋岡 伸哉、宮川 史、新熊 悟、浅田 秀夫
奈良県立医大

P-24

サリルマブ投与後に Serratia marcescens による壊死性筋膜炎を発症した 1 例
向井 みれ以1）（むかい みれい）、楠谷 尚1）、前川 直輝1）、今西 明子1）、藤原 裕子2）、
後藤 仁志3）、深井 和吉1）
1）

大阪市立総合医療センター、2）同看護部皮膚・排泄ケア認定看護師、3）同総合診療科
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P-25

関節リウマチ患者に生じた Trichophyton rubrum による白癬性肉芽腫
山口 礼門1）（やまぐち れいもん）、久保田 佳子1）、安澤 数史1）、竹田 公信1）、山田 壮亮2）、
越後 岳士3）、清水 晶1）
1）

金沢医大、2）金沢医大臨床病理学、3）石川県立中央病院

P-26

膜性腎炎治療中に発症した皮膚限局性ノカルジア症の 1 例
濱田 健吾1,2）（はまだ けんご）、浅田 秀夫1）、岡崎 愛子2）
1）

奈良県立医大、2）南奈良総合医療センター

P-27

分層植皮の固定に局所陰圧閉鎖療法が有用であった広範囲背部壊死性筋膜炎の 1 例
小泉 滋（こいずみ しげる）
、朱 樹李、奥山 智香子、稲福 和宏
君津中央病院

P-28

スキャナー搭載型 CO2 レーザーが奏功した Dermatosis papulosa nigra の 6 例
古川 史奈（ふるかわ ふみな）
、三澤 恵、杉田 友里、森 直哉、清水 忠道
富山大

P-29

膵癌に合併した皮下結節性脂肪壊死症の 1 例
森 明日香1）（もり あすか）
、島田 啓司2）、菅沼 泰3）、小川 浩平4）、勝見 祥子1）
1）

市立奈良病院、2）市立奈良病院病理診断科、3）市立奈良病院消化器外科、4）奈良医大

P-30

Bowen 病の周囲に浸潤する形質細胞の細胞質内にヘモジデリンを認めた 1 例
江崎 諒（えざき りょう）
、吉崎 仁胤、岩平 紘佳、村田 洋三
兵庫県立淡路医療センター

P-31

水痘ワクチン 2 回接種歴後の幼児に発症したブレークスルー水痘：VZV 抗原定性検査が
診断に有用であった 1 例
倉繁 祐太1,2）（くらしげ ゆうた）、土原 佳与1）
1）

TMGあさか医療センター、2）倉繁皮ふ科医院
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