
 
 

 

 

 
 

日本皮膚科学会第 233 回熊本地方会 

学 術 講 演 会 演 題 
 

 
 

期日：令和 3 年 12 月 19 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 

 
 

※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 
 
COVID－19 感染推移の状況を受けて第 233 回熊本地方会は現地と WEB のハイブリッド開催とさせ
ていただきます。WEB 参加の場合は事前登録が必要です。会員の皆様にはご不便をおかけいたしま
すが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
また、演題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 
 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 
 会場にて受付を行います。10:55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：11月 24日（水）～12月 13日（月） 
 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/eg75062/ 
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 11月 24日(水)～12月 13日(月)     ※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  
   12月 14日(火)～12月 19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 12月 19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   10:55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。 
 
 
 
 
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
　中島　英貴　先生　高知大学医学部 皮膚科学講座　講師

協賛：サンファーマ株式会社

12:40～12:50 休憩

ランチョンセミナー
12:50～13:30 　乃木田　俊辰　先生　新宿南口皮膚科　院長　東京医科大学 皮膚科　兼任教授

協賛：マルホ株式会社

13:30～13:40 休憩

スポンサードセミナーⅡ
　米倉　健太郎　先生　今村総合病院 皮膚科 　主任部長

協賛：大鵬薬品工業株式会社

スポンサードセミナーⅢ
　中原　剛士　先生　九州大学病院 皮膚科 　診療准教授

協賛：アッヴィ合同会社

日本皮膚科学会第233回熊本地方会　12月19日（日曜日）

10:00～10:40

14:20～15:00

13:40～14:20

10:40～12:40

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）



 
 
 

 
10:40～11:40 

座長：大沼 毅紘 
１．胸骨上窩に生じた dermoid cystの１例 
 
○小原千明、柏田香代、宮下加奈子、牧野雄成、増口信一、福島 聡(熊本大) 
 

11歳、女児。5歳時に前胸部に皮下腫瘤を自覚した。10歳頃より増大傾向となり、近医受
診し、手術目的で当院紹介となった。初診時、前胸部正中に自発痛・圧痛を伴わない 40mm
× 30mm 大の皮下腫瘤があった。MRI検査では、胸骨上皮下に 35mm 大の、T1強調画像
で低信号・T2強調画像で高信号を呈する境界明瞭な腫瘤を認めた。表皮嚢腫や dermoid cyst、
先天性頚部膿疱（側頚膿疱）を鑑別とし、診断的治療として全摘出をおこなった。病理組織
では、顆粒層をもつ嚢胞壁には脂腺や汗腺があり、内部には角質塊や毛髪を認め、dermoid 
cystの所見であった。Dermoid cystは小児の頭部に好発する良性の腫瘍であり、体幹に生
じた例は極めて少ない。文献的考察を加えて報告する。 

 

２．右腋窩に生じた cellular neurothekeomaの１例 
 
〇阿字野愛、徳澄亜紀、梶原一亨、増口信一、福島聡（熊本大） 

10：00～10：40  スポンサードセミナーⅠ 

座長：牧野 貴充 

 中島 英貴 先生 
 高知大学医学部皮膚科学講座 講師 

「乾癬治療とバイオマーカー｣ 

 

10：40～12：40     一般演題 
皮膚科領域講習（１単位） 



 
15 歳女性。約半年前から右腋窩に皮下腫瘤を自覚した。石灰化上皮腫などを疑われ当科紹
介。初診時、右腋窩に 3cm 大の表面紅色調で表皮との可動性がない皮下硬結を認めた。エ
コーでは明らかな高エコー領域は認めなかった。 硬結を含めて脂肪織レベルで腫瘍を切除
した。病理組織検査にて真皮全層性に紡錘形で明るい核を有する腫瘍細胞が増殖していた。
免疫染色の結果を踏まえ、 cellular neurothekeoma の診断となった。 cellular 
neurothekeoma は稀な良性腫瘍であり、若年女性に比較的多く生じる。現在は cellular 
fibrous histiocytomaの亜型と考えられている。文献的考察を加えて報告する。 

 
３．腹腔内出血により死亡の転機をとった膿疱性乾癬の１例 
 
○一期崎優季、押川由佳、守屋千賀子（熊本労災病院）、樽美佐央里（熊本市民病院） 
 
80 歳男性。初診 1 ヶ月前より上肢に自覚症状に乏しい紅斑出現し、全身に拡大傾向のため
当院外来を受診した。四肢体幹に母指頭大の白色鱗屑付す境界明瞭な紅斑を認め、皮膚生検
にて尋常性乾癬の診断となった。ステロイド軟膏とビタミン D３軟膏の外用、光線療法を開
始したが改善乏しく、初診から 2 ヶ月後にアプレミラスト内服を開始した。一旦皮疹改善
傾向であったが内服開始３ヶ月後に再燃し、エトレチナート内服を追加したがさらに悪化
した。小膿疱を混じるようになったため再生検し膿疱性乾癬の診断となり、セクキヌマブ導
入となった。投与４日後に発熱あり抗菌薬開始したが解熱せず、長期のステロイド外用によ
る副腎不全を考えプレドニゾロン 10mg 補充したところ速やかに解熱した。その後突然心
窩部痛出現し、腹部 CTにて左胃動脈破裂による腹腔内出血を認めた。外科、放射線科に対
応頂いたが処置困難の判断となり同日亡くなられた。自験例に関して文献的考察を加えて
報告する。 

 
４．尋常性乾癬の治療中に水疱症を併発した１例 
 
○鈴木健久、新森大佑(荒尾市民病院) 
 
症例は 52歳男性。全身の紅斑、落屑を主訴に前医受診。乾癬の疑いで当院紹介となり、生
検で確定診断となった。グセルクマブを開始し、皮疹は改善傾向だったが、初診から 8ヶ月
後の受診時に全身に水疱、紅斑を認めた。抗 BP180 抗体、抗デスモグレイン 1、3 抗体は
陰性であったが、臨床所見から水疱性類天疱瘡の治療に準じてシクロスポリン，ミノサイク
リン塩酸塩、ニコチン酸アミドで加療を開始し、症状改善を認めた。生検では表皮下水疱を
認め、蛍光抗体法では基底膜部に IgG、C3 の沈着を認めた。乾癬と合併する水疱症として
抗ラミニンγ1類天疱瘡が知られているが、水疱性類天疱瘡もしばしば合併が見られること
が知られており、久留米大学皮膚科に血清学的検査を提出した。 



 
５．下腿に再発する紫斑を合併したシェーグレン症候群の２例 

   
○松本紗也加、宮村智裕、牧野雄成、福島 聡(熊本大)、永田貴久（玉名市） 
 
シェーグレン症候群の皮膚症状として環状紅斑がよく知られているが、他に高ガンマグロ
ブリン血症性紫斑や皮膚血管炎など多彩である。今回、両下腿に再発性の紫斑が生じた 2例
を経験した。 
症例 1：17 歳、女性。初診 1 年前から両下腿に再発する触知性紫斑を認め、当科紹介とな
った。抗 SS-A抗体や抗 SS-B 抗体陽性などからシェーグレン症候群の診断に至った。病理
では血管炎所見はなく、蛍光抗体直接法は陰性、血清 IgGが高値であり、シェーグレン症候
群に合併した高ガンマグロブリン血症性紫斑と診断した。 
症例 2：80歳、女性。初診 12年前にシェーグレン症候群と診断されていた。両下腿に再発
性の触知性紫斑と末梢性の感覚障害を認め当科紹介となった。病理では、真皮血管にフィブ
リノイド変性や赤血球の血管外漏出を伴う血管炎所見があり、蛍光抗体直接法で血管壁に
C3と IgMの沈着がみられ、シェーグレン症候群に合併した皮膚血管炎と診断した。 
下腿に紫斑を認める場合は、シェーグレン症候群も鑑別に精査を行う必要があると考えら
れた。 
 
 

６．悪性リンパ腫との鑑別を要した白血球破砕性血管炎 
 
〇石橋卓行、久保正英（熊本総合病院） 
 
51歳女性。両下肢に直径 2cm 程度の皮下結節が多発したため皮膚科を受診される。急性リ
ンパ性白血病にて 1 年前に造血幹細胞移植をされており移植後慢性 GVHD の既往がありス
テロイド・免疫抑制薬内服中であった。自宅で猫を飼っており虫刺症、また既往から悪性リ
ンパ腫などが鑑別としてあがり、生検検査を実施。白血球破砕性血管炎の病理所見を認めた。
臨床所見はステロイド外用のみで改善傾向となり、その後再発を認めず。経過から造血幹細
胞移植後の虫刺症に対する過剰免疫反応であった可能性を疑った。虫刺症の所見として血
管炎まで発症する例は稀であり既往症の関与も疑われ、文献的考察を含め報告する。 
 
 
 
 
 
 



11：40～12：40 

座長：島田 秀一 

７． 超高齢者に生じた primary cutaneous diffuse large B-cell 
lymphoma, leg type(PCDLBCL-LT)の 1例 

 
〇城野剛充、中嶋仁美、市村知佳、西 葉月、牧野公治(熊本医療センター)、 
大山文吾(熊本市) 

 
105歳女性。当科初診 3カ月前に両足の有痛性紅斑に対し前医を受診した。外用剤で加療す
るも当科初診 3 週間前に病変が拡大し、左大腿にも母指頭大の結節を認め、当科紹介とな
った。左大腿部の病変より皮膚生検施行し、Diffuse large B-cell lymphomaの所見であっ
た。Whole body CT にて下肢病変以外の所見を認めず、PCDLBCL-LT と診断した。
PCDLBCL-LT は本邦の原発性皮膚リンパ腫患者の 5%前後とされ、比較的まれな疾患であ
る。文献的考察とともに報告する。 
 

８．リファンピシン軟膏外用で治癒できた BCG肉芽腫の 1例 

 
〇牧野公治（熊本医療センター）、水上智之（同・小児科）、花田聖典（同・薬剤部） 
 
8ヶ月、男児。6ヶ月時左上腕に BCGワクチン（KH301）を接種した。2ヶ月半後母親 
が近傍の腫瘤に気付き大きさが変動するため血管系腫瘍疑いとして当科を受診し 
た。25mm大の若干光沢ある嚢腫性病変で、左腋窩に硬結を触れた。超音波では辺 
縁の炎症と浮遊物が確認され膿瘍の所見だった。小児科診察上その他異常はみら 
れず、BCG副反応たる腋窩リンパ節腫脹及び BCG肉芽腫と診断した。穿刺して淡黄 
色膿汁が引け、液体培養検査 5週間目にMycobacterium tuberculosis complexが培 
出された。病変は 15mm大前後で遷延したので高塚らの報告（札幌社保病医誌 15,  
15-18, 2006.）ほかに基づきリファンピシン 450mgと白色ワセリン 45gでリファン 
ピシン軟膏を調剤し、初診 4か月後から患部に 1日 1回外用させた。外用開始後 1週 
間で病変は平坦化し、1か月後には 7×5mmまで縮小して乾燥化した。4ヶ月半で完 
全に上皮化し、治癒した。途中カポジ水痘様発疹症や伝染性軟属腫も発症したが、 
追加検査で免疫能に異常は認めなかった。 
 

９．複数の薬剤が原因と考えられた多発性固定薬疹の１例 
 
〇松尾敦子、荒木聖菜、工藤恵理奈（くまもと森都総合病院） 



 
38 歳男性。約 3 年前から年に数回、口唇の水疱、左手などの紅斑を繰り返していた。初診
の 6日前に近医内科で咽頭痛に対してカロナール®、ムコダイン®、オゼックス®を処方され
た。2日後口唇に水疱が出現し、舌にもびらんが拡大したため当科紹介受診。初診時、舌と
口唇のびらん、口唇周囲・左手掌の紅斑、右腰部・右大腿内側に楕円形の褐色斑を認めた。
病理組織検査所見：不全角化を伴う過角化、基底部の液状変性を認め、真皮上層には civatte 
body を散見し、多数のメラノファージを認めた。年に数回、同様の処方を受けた後に皮疹
が出現していたとの病歴をあわせ、多発性固定薬疹と診断した。オゼックス®：内服テスト
により皮疹誘発。ムコダイン®：皮疹部のパッチテスト陽性。DLST陽性。カロナール®：パ
ッチテスト陰性、DLST陽性。以上よりオゼックス®とムコダイン®を原因薬と考えた。 

 
１０．ヒドロキシカルバミド内服の関与が疑われた難治性皮膚潰瘍

の１例 
 
〇杉悠太、島田佳奈子、徳澄亜紀、牧野雄成、福島 聡(熊本大) 、中村貴久(同病院血液内科) 
 
85歳女性。本態性血小板血症に対し近医でヒドロキシカルバミド(以下、HU)内服で加療中
であった。1 ヶ月程前より背部にそう痒を自覚し、同部位に 2cm 大の潰瘍が出現したため
前医を受診。デブリドマンを複数回施行されたが拡大傾向となり当科紹介受診となった。初
診時、左背部の潰瘍に加え、顔面や四肢の紅斑、両下腿に小潰瘍を認め、壊疽性膿皮症や好
中球性皮膚疾患、血管炎、皮膚感染症、HUによる薬剤性皮膚障害等を鑑別に挙げた。病理
組織では肉芽腫形成や脂肪織炎の所見を認め、悪性所見や血管炎の所見は認めなかった。培
養検査にて抗酸菌及び真菌は陰性であった。当院血液内科で骨髄検査施行され本態性血小
板血症から骨髄異形成症候群への病態進行が明らかとなり、HU内服を中止したところ、皮
膚潰瘍は速やかに軽快した。以上の臨床所見及び経過から HU による皮膚障害が最も考え
られた。HUは骨髄増殖性疾患の治療薬として広く使用されており、本剤の長期投与により
皮膚潰瘍を合併したとする報告が散見される。その多くが下肢病変であり体幹に発生した
報告は稀である。鑑別診断含め若干の考察を交え報告する。 

 
１１．ペメトレキセドによる強皮症様皮膚硬化の 1例 
 
○島田佳奈子、市原麻子（熊本地域医療センター皮膚科）、坂本一比古（同・呼吸器内科） 
 
70 代男性、当院呼吸器内科で非小細胞肺癌の診断で当科初診 7 カ月前からカルボプラチン
+ペメトレキセド+ペムブロリズマブの化学療法を開始された。当科初診 1ヶ月前に両足関
節と下腿に発赤、腫脹、疼痛が出現。近医で蜂窩織炎として抗生剤を約３週間内服するも改
善せず、歩行に支障が出てきたため当科へ紹介。症状、経過、検査所見よりペメトレキセド



による強皮症様皮膚硬化と診断。ステロイド外用１週間で効果なく、ペメトレキセドを中止
し、プレドニゾロン内服 20mg/日を追加。徐々に皮膚硬化と疼痛は改善し、内服開始 12週
間後、自覚症状が消失したため漸減終了した。ペメトレキセドは非小細胞肺癌、悪性胸膜中
皮腫の治療に使用される葉酸代謝拮抗薬で皮膚障害を高頻度に生じる。浮腫や炎症が生じ
ると丹毒や蜂窩織炎に酷似し、浮腫期を過ぎて線維化が完成すると改善が困難になる場合
があるので早期診断と治療が重要である。若干の文献的考察を加えて報告する。 

 
１２．カンデサルタンによる薬剤誘発性落葉状天疱瘡の 1例 
 
○中島香織、中原智史、谷川広紀（国保水俣市立総合医療センター）、若杉正司（出水市） 
 
83 歳男性。以前より長期間アジルサルタン・アムロジピン配合剤とニフェジピンの内服を
していたが、初診 8週間前よりカンデサルタン・アムロジピン配合剤の内服へ変更された。
同日より全身掻痒と紅斑が出現し、ベタメタゾン 1.5mg/日内服で一旦改善するも 1.0㎎/日
に減量後再燃し難治のため当科紹介となった。初診時、体幹四肢に多型滲出性紅斑を認めた。
中毒疹が疑われ、経過からは薬剤性も考慮され被疑薬カンデサルタンを含めて内服薬中止
とした。病理組織所見では角層下膿疱を認め、血清の抗デスモグレイン 1 抗体陽性であっ
た。以上より薬剤誘発性落葉状天疱瘡と診断した。被疑薬中止後も皮疹は拡大傾向であった
が、ステロイドパルス療法、プレドニゾロン 50 ㎎/日の内服を行い、症状は改善傾向にあ
る。比較的稀な症例と考えられたため、若干の文献的考察を加えて報告する。 

 
 
12:40～12:50 休憩 
 



 
 
13:30～13:40 休憩 
 

 
 

 

12：50～13：30  ランチョンセミナー 

座長：福島 聡 

乃木田 俊辰 先生 
新宿南口皮膚科 院長  

東京医科大学 皮膚科 兼任教授 

「ざ瘡瘢痕形成のリスク回避を意識した 

治療戦略 

～ベピオゲル・エピデュオゲルの使い方～」 

 

13：40～14：20  スポンサードセミナーⅡ 

座長：境 恵祐 

米倉 健太郎 先生 
今村総合病院 皮膚科 主任部長 

 
「乾癬における IL-23 製剤の位置づけ」 



 
 
 

 

  

14：20～15：00  スポンサードセミナーⅢ 

座長：福島 聡 

中原 剛士 先生 
九州大学病院 皮膚科 

診療准教授 

「ウパダシチニブがもたらす 

      アトピー性皮膚炎治療の新展開」 



＜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。 

後実績受講証の受付時間は９時 30 分～10 時 55 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、会場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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