The 71st 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：10 月 10 日（土）9：00〜11 日（日）17：00

P-1

健康ドリンク摂取後に激しい皮膚炎症状をきたした 1 例
大桑 槙子（おおくわ まきこ）
、中村 敬
淀川キリスト教病院

P-2

進行性ミオクローヌスてんかんに対するケトン食療法後に発症した色素性痒疹の 1 例
小野 弘登1）（おの ひろと）
、西部 明子1）、牛上 敢1）、楠木 敦士1）、山口 礼門1）、望月 隆1）、
三井 善崇2）、佐藤 仁志1）
1）

金沢医大、2）金沢医大小児科

P-3

当科で 1 年間に経験した薬疹の統計
白水 舞1）（しろうず まい）、村田 真美1,2）、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-4

成人 T 細胞白血病・リンパ腫治療中に発症した Stevens-Johnson 症候群の 1 例
森木 安紗子1,4）（もりき あさこ）、國本 奈津子1,4）、高 起良2）、眞嵜 武3）、鶴田 大輔4）
1）

大阪鉄道病院、2）大阪鉄道病院血液内科、3）大阪鉄道病院病理診断科、4）大阪市立大

P-5

ランソプラゾールによる中毒性表皮壊死症の 1 例
篠田 進1）（しのだ すすむ）、清水 郁樹1）、岡崎 愛子1）、浅田 喜代一2）、枡井 勝也2）、石田 泰史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脳神経外科

P-6

ドセタキセルによる薬剤性ループスが考えられた 2 例
山岡 昂平（やまおか こうへい）
、小川 浩平、宮川 史、浅田 秀夫
奈良県立医大

P-7

チアマゾールによる ANCA 陰性の薬剤性皮膚血管炎の 1 例
佐藤 あゆみ（さとう あゆみ）
、福本 毅、青山 菜月、田島 翔子、藤原 進、錦織 千佳子
神戸大

P-8

シクロスポリンの併用が奏功した中毒性表皮壊死症の 1 例
白鳥 隆宏（しらとり たかひろ）
市立岸和田市民病院

P-9

手掌部紅斑の病理組織像が診断の一助となった成人 Still 病の 1 例
山田 はるひ1）（やまだ はるひ）、笹瀬 玲奈1）、瀬戸 英伸1）、神野 定男2）
1）

高槻病院、2）高槻病院膠原病内科

P-38

当科における amyopathic dermatomyositis 13 例のまとめ
森 龍彦（もり たつひこ）
、山本 俊幸
福島県立医大

P-10

アダリムマブが無効でセクキヌマブが奏効した毛孔性紅色粃糠疹の 1 例
清水 知道1）（しみず ともみち）、赤坂 江美子1,2）、松山 孝1）
1）

東海大八王子病院、2）グレース皮膚科医院
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P-11

ナローバンド UVB 療法が奏功した小児急性痘瘡状苔癬状粃糠疹の 1 例
楠本 百加1）（くすもと ゆか）、勝見 祥子1）、小川 浩平2）、島田 啓二3）
1）

市立奈良病院、2）奈良県立医大、3）市立奈良病院病理診断科

P-12

Inverse psoriasis の 1 例
藤井 麻美1）（ふじい あさみ）、伊藤 満1）、渡部 直樹2）、田中 卓二2）、市來 善郎3）、加納 宏行1）
1）

岐阜市民病院、2）岐阜市民病院病理部、3）いちき皮膚科
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P-13

岐阜県岐阜市

舌癌に対するニボルマブ投与後に発症した水疱症の 1 例
竹腰 知紀1）（たけこし とものり）、小林 真麻1）、中島 理奈1）、高岡 真梨子1）、増淵 達夫2）、
古賀 浩嗣3）、石井 文人3）
1）

国際医療福祉大、2）国際医療福祉大三田病院頭頚部腫瘍センター、3）久留米大

P-14

潰瘍性大腸炎と穿孔性皮膚症を合併した抗ラミニン γ1 類天疱瘡の 1 例
筧 祐未1）（かけひ ゆうみ）、小川 浩平1）、宮川 史1）、浅田 秀夫1）、橋本 隆2）
1）

奈良県立医大、2）大阪市立大

P-15

2 型糖尿病に伴う acquired reactive perforating collagenosis giant variant の 1 例
楠谷 尚（くすたに なお）
、荒井 桜子、今西 明子、前川 直輝、深井 和吉
大阪市立総合医療センター

P-16

外傷により下肢に生じた脂肪肉芽腫の 1 例
小田 真理（おだ まり）
、井上 慶一、竹内 聡
浜の町病院

P-17
P-18

演題取り下げ
手掌に生じた Intravenous pyogenic granuloma の 2 例
良元 のぞみ1）（よしもと のぞみ）、竹内 誠1）、杉浦 一充2）
1）

津島市民病院、2）藤田医大

P-19

臍部に生じた基底細胞癌の 1 例
鯨岡 夏帆1）（くじらおか なつほ）、竹中 祐子1）、堀 圭二朗2）、石黒 直子1）
1）

東京女子医大、2）東京女子医大形成外科

P-20

皮膚附属器腫瘍の 2 例
高木 肇1）（たかぎ はじめ）、守屋 智枝1）、赤川 舞1）、中尾 嘉香2）
1）

大垣市民病院、2）中尾皮フ科クリニック

P-21

岐阜県海津市

下腿の巨大皮下腫瘍として生じた deep atypical fibrous histiocytoma の 1 例
伊藤 満1）（いとう みつる）、藤井 麻美1）、水野 雄貴2）、岡村 直之3）、渡部 直樹4）、田中 卓二4）、
加納 宏行1）
1）

岐阜市民病院、2）岐阜大、3）岐阜県総合医療センター、4）岐阜市民病院病理部

P-22

腋窩に生じた副乳癌の 1 例
岡村 理沙1）（おかむら りさ）、小川 浩平1）、浅田 秀夫1）、桑原 理充2）、森田 剛平3）
1）

奈良県立医大、2）奈良県立医大形成外科、3）奈良県立医大病理診断科

P-23

皮膚エコーが有力な診断の手がかりとなった血管平滑筋腫の 1 例
多良 安紀子（たら あきこ）
、正畠 千夏、小川 浩平、飯岡 弘至、浅田 秀夫
奈良県立医大

−48−

The 71st Annual Meeting of the Central Division of JDA

P-24

11 年後に局所再発した足底悪性黒色腫の 1 例
濱田 健吾1,2）（はまだ けんご）、佐々木 庸介2）、佐竹 宏介2）、吉川 周佐2）、清原 祥夫2）
1）

奈良県立医大、2）静岡県立静岡がんセンター

P-25

免疫チェックポイント阻害剤で効果を認めていたが急な悪化を示した悪性黒色腫の１例
丹羽 宏文（にわ ひろふみ）
、井上 円、松山 かなこ、周 円、清島 真理子
岐阜大

P-26

陰茎根部に生じた巨大な basosquamous cell carcinoma の 1 例
伏田 奈津美（ふしだ なつみ）
、八田 尚人、池田 智行、石井 貴之
富山県立中央病院

P-27

multiple military osteomas of the face の 1 例
守屋 智枝1）（もりや ちえ）、赤川 舞1）、高木 肇1）、鹿野 由紀子2）
1）

大垣市民病院、2）しかの皮膚科

P-28

岐阜県大垣市

原発性骨髄線維症患者に生じたサイトメガロウイルスによる肛門周囲潰瘍
松本 優香1）（まつもと ゆうか）、浅田 秀夫1）、村上 早穂2）
1）

奈良県立医大、2）奈良県立医大呼吸器・アレルギー・血液内科

P-29

ニボルマブ投与中に発症した手足口病の 1 例
宮本 鈴加1）（みやもと すずか）、西村 友紀1）、有馬 亜衣1）、光井 康博1）、小川 浩平1）、
飯田 慶治2）、浅田 秀夫1）
1）

奈良県立医大、2）株式会社エスアールエルマーケティング部

P-30

Exophiala jeanselmei による黒色菌糸症の 1 例
野田 奈津美1）（のだ なつみ）
、井上 円1）、水谷 陽子1）、太和田 知里1）、横堀 侑大2）、
丹羽 亜弓3）、宮崎 龍彦3）、安澤 数史4）、望月 隆4）、清島 真理子1）
1）

岐阜大、2）岐阜大細菌検査室、3）岐阜大病理部、4）金沢医大

P-31

Hutchinson 徴候を呈した帯状疱疹に、顔面神経麻痺を合併した 2 例
福田 敬子（ふくだ けいこ）
、新熊 悟、山岡 昂平、岩佐 健太郎、西村 友紀、正畠 千夏、
小川 浩平、宮川 史、浅田 秀夫
奈良県立医大

P-32

性器ヘルペスとして治療を受けていた第 1 期梅毒の 1 例
金谷 悠司（かなたに ゆうし）、光井 康博、小川 浩平、宮川 史、新熊 悟、浅田 秀夫
奈良県立医大

P-33

皮膚疣状結核の 1 例
石橋 茉実1）（いしばし まみ）
、足立 英理子1）、山上 優奈1）、一ノ名 昌美1）、古賀 玲子1）、
吉川 義顕1）、白石 祐介2）
1）

田附興風会医学研究所北野病院、2）田附興風会医学研究所北野病院呼吸器内科

P-34

患指温存した母指爪部悪性黒色腫の 2 例
阪野 恵（さかの けい）、高橋 玲子、福山 國太郎
関西労災病院

P-35

α-gal 感作による牛肉アレルギーにより、TAVI による治療を回避せざるを得なかった 1 例
多良 安紀子（たら あきこ）
、宮川 史、浅田 秀夫
奈良県立医大
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P-36

Wells 症候群の 1 例
笹瀬 玲奈（ささせ れいな）
、山田 はるひ、瀬戸 英伸
高槻病院

P-37

頬の腫脹で受診し超音波検査が診断に有用であった耳下腺唾石の 1 例
中山 純里1）（なかやま じゅり）、関根 綾子1）、高田 彩永1）、篠田 貢一1）、野久 謙1）、
松山 かなこ2）、久世 文也3）、大倉 宏之1）、清島 真理子2）
1）

岐阜大検査部、2）岐阜大、3）岐阜大耳鼻咽喉科
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