
 
 

 

 

 
 

日本皮膚科学会第 232 回熊本地方会 

学 術 講 演 会 演 題 
 

 
 

期日：令和 3 年 9 月 12 日（日） 
午前 10 時 00 分～ 

会場：ハイブリッド開催 
熊本大学臨床医学教育センター１階 奥窪記念ホール 
熊本市中央区本荘１丁目１－１ 

 
 
 

日本皮膚科学会熊本地方会 
〒860-8556 熊本市中央区本荘１丁目１-１ 

熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座内 
TEL 096-373-5233 
FAX 096-373-5235 

 
 

※専門医共通講習の単位取得希望の方は必ず日本皮膚科学会会員

証を携行のうえ会場にお越しください。 

※Web参加の方は事前登録による受付をお願いいたします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



聴講について 
 
第 232回熊本地方会は専門医共通講習（医療倫理）を行いますことから現地とWEB のハイブリッド
開催とさせていただきます。専門医共通講習の単位取得を希望される会員の皆様は、会場にお越しく
ださい。専門医共通講習の単位が不要の場合は WEB にてご参加いただくことが可能です。WEB 参
加の場合は事前登録が必要です。会員の皆様におかれましては何卒ご理解賜りますようお願い申し
上げます。 
 
また、WEB 開催の視聴にあたっては、Zoom を使用いたします。事前に Zoom 公式ホームページ
https://zoom.us/downloadにアクセスのうえ、アプリケーションをダウンロードしていただきます
ようお願いいたします。Zoom アプリケーションは頻繁にアップデートされますので、すでにダウン
ロードをお済ませの場合にも必ずアップデートをお願いします。バージョンが古いと視聴できない
場合があります。事前登録を完了されましたら当事務局よりミーティング ID とログインパスワード
を送付いたします。 
 
当日のアクセス集中によるサーバーダウンを避けるため、ご視聴の際に使用されるデバイスは１台
に限定していただくようお願いいたします。 
なお、当日は開始時刻２０分前の午前９時４０分からログイン可能です。開始までの間、質疑応答の
方法などをスライドでご案内いたしますので、お早めにログインをお願いいたします。 
 
１、会場参加される会員様へ 
 専門医共通講習の単位取得のためには会場参加が必要です。会場の席数に制限がございますため、
場合によってはサテライト会場にお座りいただくことがございます。 
◆参加受付 
 事前登録の有無に関わらず会場にて受付を行います。15 時 15 分までに受付をお済ませください。
必ず日本皮膚科学会会員証をご携行ください。 

 参加費：熊本地方会会員 1,000円 非会員 5,000 円 
 
２、WEB 参加される会員様へ 
※情報漏洩防止のため、日本皮膚科学会会員であり事前登録をお済ませの方に限ります。 
 

◆参加受付 
事前参加登録制 

 登録期間：8月 10日（火）～9月 7日（火） 
 登録方法：事務局よりメールにて事前登録用の URL をご案内いたします。 

URL  https://www.nishitetsutravel.jp/niccs/eg2110/へアクセスしていただき、案



内にしたがって必要事項を入力し、登録をお願いいたします。 
事務局より当日のミーティング ID とパスワードをお知らせいたします。 

 参加費：熊本地方会会員 1,000円 非会員 5,000円 
     クレジットカード決済が可能です。 
 
◆トラブルが生じた場合 
 サーバーダウンなどのトラブルが生じた場合にはその旨を事務局が日本皮膚科学会に報告いたし
ます。定刻までにログインできなかった場合でも、まずはログインしていただきログイン履歴を残
していただきますようお願いいたします。ログイン履歴は事務局から日本皮膚科学会に届け出ま
すが、単位認定の可否については日本皮膚科学会の判断となります。アクセス集中によるサーバー
ダウンを回避するため、ログインするデバイスは１台限りとし、お早めにログインしていただきま
すよう重ねてお願い申し上げます。事前登録を行ったのにも関わらずログインができなった場合
は、地方会終了後すみやかに kuma-hifu@higo.ne.jpへメール連絡をお願い申し上げます。 

  
 
 
  



◆WEB 聴講の流れ 
 
Zoom アプリケーションのダウンロード     ※前回、旧バージョンによる音声トラブルが 
                       ありましたので、アップデートをお願いします。 
                        
 
 
 
事前登録 8月 10日(火)～9月 7日(火)     ※事前登録後、参加費支払を完了されたら 
                       順次、kuma-hifu@higo.ne.jpより 
                       Zoomウェビナー登録に関するメールを 
                       ご案内いたします。 
 
 
 
Zoom ウェビナー登録  
     8月 10日(火)～9月 12日(日)    ※ウェビナー登録についてご不安がある場合には 

お早めにご登録をお願いします。 
 
 
 
 
 
ログイン 9月 12日(日) 9時 40分～ 
 
 
質疑応答の際に支障がございますため、Zoom ログインの際には本名を表示していただきますようお
願いいたします。 
 
 
 
 

  



新専門医制度における単位取得について 

単位が付与されるためには、受講履歴の取得が必要です。受付時間までに受付またはログインし、受
講履歴を取得してください。受付時刻を過ぎた後に受講履歴を取得することはできません。 
WEB 視聴による場合にはログイン、ログアウトの時間が履歴として残りますので、講演の終了まで
ご視聴いただきますようお願いいたします。 
 
一般演題 
取得単位数  1単位（皮膚科領域講習） 
受付時間   11:35まで 

※講演開始直前はアクセスの集中が予想されます。お早めにログインをお済ませください。 
 
 
 
特別講演（医療倫理） 
取得単位数  １単位（専門医共通講習） 
受付時間   15:15まで 

 
学術集会及び学会機関紙での発表の際、COI (conflict of interest) 事項の自己申告が義務付けられて
おり、熊本地方会におきましても発表の際に COI開示が必要となります。 
発表内容の一部あるいは主要部分に関連して開示すべき利益相反関係にある企業・法人組織や営利
を目的とした団体の有無につき発表のスライドに必ず明示して下さい。 

 



 
 

 

※お車でご来場された方には駐車券を配布致します。 

受付にてお申し出ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30～ 受付

スポンサードセミナーⅠ
森実　真　先生　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　皮膚科学分野　教授

協賛：ユーシービージャパン株式会社

スポンサードセミナーⅡ
10:40～11:20 茂木 精一郎　先生　群馬大学大学院医学系研究科　皮膚科学　教授

協賛：日本イーライリリー株式会社

13:20～13:30 休憩

ランチョンセミナー
13:30～14:10 辻　学　先生　九州大学医学部皮膚科学教室

　　　　　　　九州大学病院　油症ダイオキシン研究診療センター　准教授
協賛：サノフィ株式会社

14:10～14:20 休憩

スポンサードセミナーⅢ
山口　由衣　先生　横浜市立大学大学院医学研究科環境免疫病態皮膚科学 主任教授

協賛：田辺三菱製薬株式会社

門岡　康弘 先生　熊本大学大学院生命科学研究部　生命倫理学講座　教授

14:20～15:00

11:20～13:20

一般演題

皮膚科領域講習　1単位（日本専門医機構単位認定済）

日本皮膚科学会第232回熊本地方会　9月12日（日曜日）

10:00～10:40

15:00～16:00

特別講演

領域別講習（医療倫理）　1単位（日本専門医機構単位認定済）



 
 
 
 
 

 
 

10：00～10：40  スポンサードセミナーⅠ 

座長：福島 聡 

 森実 真 先生 
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科  

皮膚科学分野 教授 

「当科における乾癬診療・研究と 

シムジアの位置付け｣ 

 

10：40～11：20  スポンサードセミナーⅡ 

座長：福島 聡 

  茂木 精一郎先生 
 群馬大学大学院医学系研究科 皮膚科学 教授 

「JAK-STAT シグナル伝達から考える 

アトピー性皮膚炎の病態と治療」 

 



 
11:20～12:20 

座長：徳澄 亜紀 
１． マクロライド系抗菌薬が著効した小児に生じた顔面播種状粟粒

性狼瘡の 2例 
   

○草場雄道、林みゆき、青井 淳、福島 聡（熊本大）、牧野良造（熊本市） 
 
症例 1。13歳男児。既往歴は喘息、乳児血管腫。当科受診の半年前から鼻周囲にそう痒を伴
わない紅色丘疹が多発し、下眼瞼周囲にまで拡大したため前医受診。結節性硬化症など考え
られ当科紹介受診。鼻周囲の丘疹から生検を行った結果、顔面播種状粟粒性狼瘡（LMDF）
の診断となった。マクロライド系抗菌薬内服開始し、3 か月後には速やかに皮疹消失した。 
症例 2。10歳女児。既往歴はない。当科受診の半年前から下眼瞼、頬部を中心に常色丘疹が
多発し前医受診、精査加療目的に当科紹介受診となった。頬部丘疹を生検し、LMDFの診断
となった。マクロライド系抗菌薬内服を開始し 4か月後には皮疹消失した。 
LMDF は 20～30 歳台の比較的若い年齢層に発症することが多いが、15 歳以下に生じる症
例は 10%程度と少ない。また、女性では男性と比較して発症が遅い傾向にある。今回小児
期に発症し、マクロライド系抗生物質が著効した 2例を経験したので報告する。 
 

２． エチレングリコールよる化学熱傷の一例 
 
○古荘晶子、久保陽介、吉野雄一郎（熊本赤十字病院） 
 
２２歳男性。コンクリートミキサー車運転中にがけから 7m 下に転落し、3時間シートとフ
ロントガラスに挟まれ、体動困難になった。救出まで３時間の間ラジエーターオイル（主成
分：エチレングリコール）に接触し続け受傷。左上肢、顔面、前胸部、背部、臀部に広範囲
化学熱傷を受傷した。救出後、ドクターヘリで当院搬送となった。来院時左上肢、前胸部に
DDB以上の熱傷を認め受傷面積は 18％TBSAであった。採血上、横紋筋融解症の所見を認
め、TP、Albの減少を認めた。その他 CT上、骨・胸腹部臓器に外傷は認めず、熱傷に準じ
て輸液療法と外用治療を開始した。受傷７病日、徐々に壊死組織を認め、左上肢と前胸部は
DDB から DB と判断し、受傷 12 病日にデブリードマンと分層植皮術を行い経過良好で術
後 14日目に退院となった。 
 

11：20～13：20     一般演題 
皮膚科領域講習（１単位） 



３． 横紋筋融解症、急性腎不全をきたした GradeⅤマムシ咬傷の
1例 

 
○市村知佳、城野剛充、中嶋仁美、牧野公治（熊本医療センター）、 
吉井隆一（同 腎臓内科） 

 

87 歳男性。自宅の鳥小屋でヘビに左拇指を 3 度噛まれ、前医を受診した。左拇指の歯痕と
左手全体の腫脹あり、咬傷部を切開・洗浄され経過観察となったが受傷 12時間後に左上肢
全体に腫脹が拡大し、関節可動域制限をきたした。家族の証言からマムシ咬傷と断定され、
受傷 20 時間後にまむし抗毒素血清が投与された。その後、血液検査にて CK 、Cr が上昇
し、無尿となったため受傷 3日目に当院救急外来へ転院搬送となった。来院時、鎖骨部まで
腫脹を認め、マムシ咬傷重症度は Grade V と診断した。血液検査は CK 25232 IU/l 、Cr 
5.57 mg/dl 、AST 758 IU/l 、ALT 63 IU/l と著明に上昇していた。同日 2回目のまむし抗
毒素血清を投与し、入院の上、mPSL125mg 3日間点滴、セファランチン、補液、抗生剤投
与を行った。また、急性腎不全に対してオンライン血液濾過透析(OHDF)を施行した。その
後受傷 6日目には左側胸部～腰部まで紫斑の拡大を認めたが、CK 、Cr 低下とともに自尿
あり。受傷 24日目に OHDFを離脱し、皮膚症状も改善し、受傷 38日目にリハビリテーシ
ョン目的に転院となった。 
 

４． 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使用
経験 

 
○荒木聖菜、工藤恵理奈、松尾敦子 (くまもと森都総合病院) 
 
当科でデュピルマブを投与したアトピー性皮膚炎 16例について検討した。導入時の平均年
齢は 44.8歳（16歳～82歳）、導入前の平均 EASIは 29.3、TARCは 5531pg/mlだった。経
過中 EASI の評価が可能であった 6例中、4例が導入後 16週で EASI-75を達成した。52週
までに 6 例全てが EASI-75 を達成した。治療を中断した症例は 2 例だった。副作用として
結膜炎や単純ヘルペスを認めたが、重篤な合併症はなく経過した。デュピルマブ導入後早期
より掻痒感の改善を認めたほか、痒疹型のアトピー性皮膚炎や難治性の結節性痒疹にも高
い治療効果を認めた。若干の文献的考察を加えて報告する。 

 
 
 
５．当院で治療を行った多汗症 153 例の集計およびイオントフォレ
ーシスの効果について 



 
○井上雄二（熊本市） 
 
令和 2年 1月より令和 3年 5月までの 17か月間に水前寺皮膚科を受診して、多汗症の診断
を行った 153例について集計した。男 55 例、女 97 例で、女性に多い傾向があり、平均年
齢は 27.3±12.8 歳で 10 代が最も多く、20 代が次いだ。30 歳未満が 100 例と全体の 65％
を占めた。部位別では、手足が 65％と最も多く、複合型を含めると 80％以上が手足の多汗
症であった。ほとんどの患者に抗コリン剤内服および塩化アルミニウム外用を行い、難治の
患者で定期通院が可能であった 17例に対して、水道水によるイオントフォレーシスを行っ
た。同療法の効果について考察する。 
 

12：20～13：20 

座長：澤村 創一郎 

６．  広頚筋下に生じた毛細血管拡張性肉芽腫の１例 
 
○野田美帆、大塚紗希、牧野雄成、福島 聡（熊本大） 
 
78 歳、男性。初診 6 ヶ月前より左頚部に可動性良好な腫瘤を自覚し、拡大傾向であった。
頚部エコーで広頚筋と胸鎖乳突筋の間に、大きさが 18×10×17mmの充実性の腫瘤を認め
た。頚部 MRI では筋間に存在する扁平な腫瘤を認め、結節性筋膜炎やキャッスルマン病、
神経原性腫瘍を鑑別とし全摘生検を施行した。病理結果は毛細血管拡張性肉芽種との診断
に至った。 
毛細血管拡張性肉芽腫は、通常、皮膚や粘膜に生じることが多いが、真皮深層から生じる
Subcutaneous typeや血管内に生じる Intravascular typeも存在する。今回、当科で経験し
た筋間に生じた毛細血管拡張性肉芽腫の症例について報告する。 

 

７． 再発を繰り返す爪下の黒色斑の一例 
 
〇大溝耕一郎、島田秀一、牧野雄成、福島 聡（熊本大） 
 
6３歳男。2 年ほど前から明らかな誘因なく右第 2 指の爪下に黒色斑が出現したため当科紹
介となった。黒色斑は爪半月付近に出現し、遠位に移動し消退するという症状を繰り返して
おり、爪甲の変形も伴っていた。疼痛などの自覚症状はなかった。  
ダーモスコピーでは血腫を疑ったが、MRI では血腫だけでなく爪床の腫瘍性病変の可能性



も指摘され、血管腫などによる出血の可能性を考えた。 
部分抜爪を行ったところ、出血部位に一致して境界不明瞭な爪床の陥凹がみられた。病理診
断では、病変部に出血がみられたものの明らかな腫瘍性病変はなかった。 
爪下に血腫を繰り返す疾患について考察を行った。 

 
８． イミキモド外用の関与が疑われた Erosive pustular  

dermatosis of the scalpの 1例 
 
〇長野晴香、澤村創一郎、宮下加奈子、島田秀一、梶原一亨、福島 聡（熊本大） 
 長野博章（熊本市） 
 
92 歳、男性。頭部の日光角化症に対し、近医でイミキモド外用されたところ、頭部にびら
ん・潰瘍が出現した。いくつかの医療機関で治療されたが難治であり、前医を受診。マクロ
ゴール軟膏やスルファジアジン銀クリームで外用治療されたが症状が持続したため、当院
紹介受診となった。頭頂部に手掌大の瘢痕と一部に痂皮を伴う潰瘍を認め、日光角化症、有
棘細胞癌等の悪性腫瘍や細菌感染症等を鑑別に考えた。生検所見は、非特異的慢性炎症の所
見のみで悪性所見は認めず、生検部位を変えて行った再生検でも同様の所見であった。細菌
培養では S.aureusのみ検出された。上記の経過・病理所見より、Erosive pustular derma
tosis of the scalp(EPDS)を疑いステロイド外用を行ったところ、2 週間で上皮化した。E
PDSは、高齢者の頭部に好発する、慢性的に膿疱・痂皮ときにびらんを生じる疾患である。
本症の明らかな病因は不明であるが、イミキモド外用を契機に発症した例が報告されてい
るため、本症でもイミキモド外用の関与が考えられた。 
 

９．左耳垂悪性黒色腫の１例 
 
〇佐多俊紀、徳澄亜紀、青井 淳、福島 聡（熊本大） 
 
75歳、女性。当科初診の 15年前から左耳垂に黒色斑を生じていた。その後消退することな
く徐々に拡大傾向であったため近医受診し悪性黒色腫など疑われ当科紹介となった。 
当科初診時には左耳垂に 9×6mm の黒色斑を認め、生検の結果悪性黒色腫と診断した。セ
ンチネルリンパ節生検、腫瘍切除を施行することとしたが、耳垂という比較的特殊な部位で
あることから再建方法について検討を行う必要があった。 
耳垂の再建については Gavello 法などを用いた報告が散見されるが、今回我々は Murat ら
が報告した手技が皮弁として安定していると考え、その術式を参考に再建を行うこととし
た。術後 2年半を経過しているが再発、転移もなく、整容面でも患者の満足も高い。 
本症例は Murat らが提案した手技を悪性黒色腫再建に初めて用いた報告であり、文献的考
察を加えて報告する。 



 

１０． 悪性皮膚混合腫瘍の 1例 
 
〇中嶋仁美、澤村創一郎、牧野雄成、梶原一亨、福島 聡（熊本大） 
山田 倫、宮里祐子、本田由美（同病理診断科） 
 

64 歳男性。幼少期より右前胸部に米粒大の皮下腫瘍を自覚していた。緩徐に増大傾向であ
ったが、初診数か月前より比較的急速に増大してきたため当院を受診した。約 7cm×6cm
の弾性硬、可動性良好な常色からやや暗赤色の隆起性腫瘤を認めた。造影 MRI 所見は多房
性の嚢胞性病変で不整な壁肥厚を呈していた。針生検にて皮膚混合腫瘍など付属器腫瘍が
疑われ、診断的治療として全摘出術を施行した。病理組織では病変の大半は良性の皮膚混合
腫瘍の所見であったが、一部には、異型のある筋上皮細胞が増殖しており、悪性皮膚混合腫
瘍と診断した。画像検査で遠隔転移がないことを確認し、2㎝マージンで拡大切除術・分層
植皮術を施行した。悪性皮膚混合腫瘍は稀な皮膚悪性腫瘍であるが、今症例は約 50年の経
過で悪性転化したきわめて稀な経過をたどった症例と考えられた。文献的に、高率に再発や
転移をきたし予後不良であることが示唆されており、厳重なフォローアップが必要と考え
られる。 
 

 
13:20～13:30 休憩 
 

 

13：30～14：10  ランチョンセミナー 

座長：吉野 雄一郎 

辻 学 先生 
九州大学医学部皮膚科学教室 

九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター  
准教授 

「アトピー性皮膚炎における 

デュピルマブの役割」 

 



 
14:10～14:20 休憩 
 

 
 

 
 
 

 

 

14：20～15：00  スポンサードセミナーⅢ 

座長：守屋 千賀子 

山口 由衣先生 
横浜市立大学大学院医学研究科環境免疫病態皮膚科学 

主任教授 

「乾癬をとりまく多彩な因子」 

15：00～16：00     特別講演 

座長：福島 聡 

門岡 康弘 先生 

熊本大学大学院生命科学研究部 生命倫理学講座 教授 

「倫理的な医療：医療者‐患者関係と意思決定」 
領域別講習（医療倫理）（1 単位） 



  



＜おしらせ＞ 

○学会参加費について 

  ＜熊本地方会会員＞ 

  受付または事前登録の際に学会参加費 1,000円をお支払いください。 

  ＜熊本地方会非会員＞ 

  受付または事前登録の際に学会参加費 5,000円をお支払ください。 

熊本地方会会員でない先生のうち一般演題発表をされる先生は参加費 1,000円をお支払

いください。 

○ 一般演題：講演時間８分、質疑応答 4分 

○ PC映写とします。（画面比は 4：3です） 

〇 PC：Power Pointにて作成したスライドが映写可能です（Windows 10環境）RGB 入力

によりMacとも接続が可能ですが、ご自身の PCを使用される場合には予め事務局まで

お問い合わせ下さい。Macの場合は接続アダプタもご持参下さい。 

  持ち込み可能メディア：USB メモリ 
スライドの前進・後退はご自身で操作してください。 

〇 専門医共通講習は事前登録の有無に関わらず会場で受付を行います。日本皮膚科学会会

員証をお持ちください。日本皮膚科学会会員でない方には専門医共通講習受講証明書を

交付いたしますので受付でお申し出ください。 

後実績受講証の受付時間は９時 30 分～15 時 15 分までとなっております。 
受付時間を過ぎての受講証の発行は行いません。ご了承のほどお願い申し上げます。  
○ 皮膚科専門領域の後実績受講証は事前登録での受付となります。 

後実績受講証の受付時間は９時 30 分～11 時 35 分までとなっております。 
受付時間を過ぎての受講証の発行は行いません。ご了承のほどお願い申し上げます。  
○ 新型コロナウイルス感染症防止対策について 

 具合の悪い方、発熱等の風邪症状がある方、濃厚接触者となった場合で接触から２週間を

経過していない方は、参加をお控えください。 

 会場では常時マスクを着用し、こまめな手洗い、咳エチケットを徹底してください。会場

にマスクは準備いたしませんので、各自ご準備ください。 

 会場内では密接を避け、人と人との間隔（原則２ｍ少なくとも１ｍ以上）を十分確保して

ください。 

 セミナーご担当のスポンサー様は、ゴミの回収時には必要に応じてマスクや手袋を着用

してください。 



 

ランチョンセミナー   昼食なし 
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