
 
 

 

 

 
 

日本皮膚科学会第 231 回熊本地方会 

学 術 講 演 会 演 題 
 

 
 
 
 

期日：令和 3 年 3 月 14 日（日） 
午前 10 時 00 分～ 

会場：WEB 開催（会場開催はございません） 
 

 
 
 
 

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 

 
 

※事前登録による受付をお願いいたします。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEB 聴講について 
 
COVID-19 感染拡大を受けて第 231 回熊本地方会は WEB 開催とさせていただきます。昨今の感染状
況を考えますと、今後も当分の間は WEB 開催が続くものと予測されます。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、下記の事前参加登録後、当事務局より視聴用 URL を送付いたしま
す。事前に視聴用 URL にアクセスしていただきますようお願いいたします。 
 
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、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：2 月 26 日（金）～3 月 10 日（水） 
 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/eg2008/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。 
事務局より当日の視聴用 URL 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  

視聴登録   2 月 26 日～3 月 12 日 :  視聴用 URL にアクセス  

     ※前回の URL とは異なります。ご注意ください。                        

  ログイン画面    

日本皮膚科学会第 231 回熊本地方会

TOP

プログラム

推奨視聴環境
について

開催情報

テキストダウ
ンロード

日時：2021年3月14日(日)10:00～17:45

※演者・演題は左のプログラムからご確認ください

事前テスト配信

本番ライブ配信

事前視聴は
こちら

本番視聴は
こちら

本番30分前にボタンが有効になります。

視聴環境に問題がないことを確認いただくため、
前日までに必ずテスト視聴をお願いいたします。

視聴の管理を行うため、氏名と日本皮膚科学会会員番号を入力の上、ログインをしてく
ださい

ログイン

氏名(フルネーム)

日本皮膚科学会会員番号

＊

＊

※日本皮膚科学会会員番号をお持ちでない方、又はお忘れの方は００００００0と入力してください

内容ご確認ください
会員番号は数字7桁で問題ございませんでしょうか
氏名、番号は必須で問題ございませんでしょうか
名称は「日本皮膚科学会会員番号」で間違いないでしょうか
※の注意書きをご確認ください

ご入力いただいた情報で視聴のログを取得することができます

 
 

視聴画面

氏名

会員番号

吉村 眞

1234567

質問

送信

ログイン情報を
そのまま表示します

 



 
 
 

当日 ログイン 3 月 14 日 9 時 40 分～ 

 
 
質疑応答の際に支障がございますため、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。 
単位取得しようとする教育講演の開始時刻 15 分後までにログインし、受講履歴を取得してください。 
開始予定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。 
ログイン、ログアウトの時間が履歴として残りますので、特別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   12：45 まで 
 

特別講演 

取得単位数  1 単位（皮膚科領域講習） 
受付時間   17：00 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。 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

　  9:40～ 受付

モーニングセミナー
名嘉眞 武国先生　 久留米大学医学部　皮膚科学講座　教授

協賛：大鵬薬品工業株式会社

スポンサードセミナーⅠ
10:35～11:10 佐田 亜衣子先生　熊本大学　国際先端医学研究機構　特任准教授

協賛：ノバルティスファーマ株式会社

スポンサードセミナーⅡ
11:10～11:45 浅野 善英先生　東京大学大学院　医学系研究科・医学部 皮膚科学　准教授　

協賛：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

ランチョンセミナー
11:45～12:20 山中 恵一先生　三重大学大学院医学系研究科 皮膚科学　教授

協賛：アッヴィ合同会社・エーザイ株式会社

12:20～12:30 休憩

14:30～14:50 大学院生プレゼンテーション

14:50～15:00 休憩

スポンサードセミナーⅢ
吉崎 歩先生 　　東京大学 大学院医学系研究科　皮膚科学　講師/乾癬センター長

協賛：ヤンセンファーマ株式会社

スポンサードセミナーⅣ
栁原 茂人先生　近畿大学医学部 皮膚科学教室　講師　

協賛：鳥居薬品株式会社

スポンサードセミナーⅤ
乃村 俊史先生　筑波大学医学医療系 皮膚科　教授

協賛：日本イーライリリー株式会社

坂上 拓郎先生　熊本大学大学院生命科学研究部　呼吸器内科学講座　教授

日本皮膚科学会第231回熊本地方会　３月１４日（日曜日）

12:30～14:30

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）

10:00～10:35

15:00～15:35

15:35～16:10

16:10～16:45

16:45～17:45

特別講演

皮膚科領域講習　1単位（日本専門医機構単位認定済）



 

 
 
 

 
 
 

10：00～10：35  モーニングセミナー 

座長：福島 聡 

 名嘉眞 武国先生 
 

久留米大学医学部 皮膚科学講座 教授 
 

「掌蹠膿疱症の診療における病診連携の大切さ｣ 

協賛：大鵬薬品工業株式会社 

 

10：35～11：10  スポンサードセミナーⅠ 

座長：福島 聡 

佐田 亜衣子先生 
 

熊本大学 国際先端医学研究機構 特任准教授 
 

「皮膚再生・老化を担う幹細胞ダイナミクス： 
老化制御や再生医療の新たなステージへ向けて」 

 
協賛：ノバルティスファーマ株式会社 

 



 

 
 
 

 

12：20～12：30 休憩 

11：10～11：45  スポンサードセミナーⅡ 

座長： 牧野 雄成 

浅野 善英先生 
 

東京大学大学院医学系研究科・医学部 皮膚科学 准教授 
 

「病態機序から考える SSc-ILD の治療戦略」 
 

協賛：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

11：45～12：20  ランチョンセミナー 

座長：福島 聡 

山中 恵一先生  
 

三重大学大学院医学系研究科 皮膚科学 教授 
 

「懐疽性膿皮症の病態と治療戦略」 

 
協賛：アッヴィ合同会社・エーザイ株式会社 



 

 

12：30～13：33 

座長：牧野貴充 

１． 当院において 5 年間に経験した新鮮梅毒 32 例の集計 
 
○井上雄二（熊本市） 
 
水前寺皮フ科において、2016 年～2020 年の 5 年間で 32 例の新鮮梅毒患者を経験しまし
た。受診患者数は増加傾向にあり、令和 2 年は 11 例の患者が受診しました。32 例の内訳は
男性 17 例、女性 15 例で性差には有意差はありませんでした。年齢は 22 歳から 62 歳、平
均 34.9 歳でした。病期では I 期：16 例、II 期 15 例、不明 1 例で、I 期の患者が最も多く、
感染機会では 32 例中 20 例、62.5％が風俗関連でした。32 例の集計結果と典型例を供覧し
ます。 
 
 

２． 日本人ハンセン病の１例 
 
○清原佐央里、押川由佳、守屋千賀子（熊本労災病院） 
 

76 歳男性。66 歳時から関節リウマチに対しステロイドとブシラミンの内服で加療されてい
る。X 年９月より右大腿に掻痒伴う紅斑が出現し拡大傾向であった。X 年 10 月に倦怠感と
呼吸苦を主訴に当院内科に入院した際に、右大腿部紅斑について当科紹介初診となった。右
大腿内側にびまん性に発赤・圧痛・熱感があり、右前腕と左大腿内側には境界不明瞭な浮腫
性紅斑が散在していた。肺炎及び右大腿の蜂窩織炎疑いで、抗生剤投与が開始された。右大
腿の圧痛・熱感は改善したが各病変の紅斑は残存し、かつ病変が隆起性となり皮下硬結も出
現した。皮膚生検で壊死を伴う類上皮肉芽腫の形成があり、その内部に Z-N 染色陽性の菌
体を認めた。PCR でらい菌が検出されハンセン病の診断となった。皮膚スメア検査ではら
い菌陰性であり、少菌型ハンセン病として X＋１年５月から多剤併用療法を開始した。治療
開始６ヶ月後に後頚部に新規浮腫性紅斑が出現し、多剤併用療法を継続中である。 
 

12：30～14：30     一般演題 
皮膚科領域講習（１単位） 



 
 

３． 内眼角部～鼻部の皮膚欠損に対し Glabellar flap と V-Y 前進
皮弁の複合皮弁で再建を行った 3 例 

 
〇島田秀一、小林温子、城野剛充、牧野公治（熊本医療センター）、金子彰良（熊本大） 
 
内眼角部や鼻部の皮膚欠損に対しては単一の皮弁での再建が難しい場合があり、しばしば
複数の皮弁を組み合わせた複合皮弁での再建を要する。今回、内眼角部から外鼻に至る皮膚
欠損に対し Glabellar flap と V-Y 前進皮弁を組み合わせて再建した 3 例を提示し、その有
用性や限界、注意すべき点について考察したので報告する。症例１：91 歳、女性。心房細
動がありバイアスピリン・アピキサバンを内服中であった。右内眼角部の基底細胞癌に対し
手術を行った。症例 2：89 歳、女性。認知症で意思疎通は困難であった。左外鼻から頬にか
けての基底細胞癌に対し手術を行った。症例 3：76 歳、男性。併存症に関節リウマチがあっ
た。左内眼角部の基底細胞癌に対し手術を行った。 
 
 
 
 
 
 

４． 掌蹠に生じた好酸球性膿疱性毛包炎の 1 例 
 
○島田佳奈子、市原麻子（熊本地域医療センター）、後藤和重（熊本市） 
 
60 代男性。初診の１か月前より掌蹠に強いそう痒を伴う紅斑、角化、小水疱、膿疱が出現。
近医にてクロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏と酸化亜鉛軟膏の重層療法、抗ヒスタ
ミン剤内服の治療を受けたが難治であったため当院へ紹介。手掌からの生検では角層内の
好酸球性膿疱、表皮や真皮の血管周囲に好酸球を主とする炎症細胞の浸潤を認めた。末梢血
でも好酸球が上昇していた。好酸球性膿疱性毛包炎と診断し、腎不全を考慮しインドメタシ
ンクリームと 10%サリチル酸ワセリンの外用を開始した。3 週間で膿疱は痂疲化して軽度
の角化を残すのみとなり、現在も再燃を認めていない。好酸球性膿疱性毛包炎は毛孔一致性
の丘疹、膿疱を有する浸潤を触れる紅色局面を呈し、顔面に好発する。約 20%は毛包のな
い掌蹠にも発症し、8-9%は掌蹠に初発するという報告もある。掌蹠に限局する場合は掌蹠
膿疱症など他疾患との鑑別を要する。 
 
 



 
 

５． DPP4 阻害薬内服中の筋萎縮性側索硬化症患者に生じた     
水疱性類天疱瘡の 1 例 

 
○草場雄道、牧野貴充、牧野雄成、福島 聡（熊本大学）中村 尚（八代市） 
 
67 歳男性、既往歴は筋萎縮性側索硬化症、糖尿病。受診 10 日前からそう痒を伴う両手掌の
水疱が出現し前医受診。DPP4 阻害薬中止、ステロイド外用を開始されたが症状改善せず当
科紹介受診。両側手掌に限局する浮腫性紅斑、米粒大の緊満性水疱を認めた。接触皮膚炎、
水疱性類天疱瘡などを疑い血液検査、手掌水疱部から皮膚生検を行った。病理組織学所見で
は小型の表皮内水疱を認め、蛍光抗体法直接法では基底膜に IgG、C3 沈着を認めた。抗
BP180 抗体:98.4U/ml と上昇しており、水疱性類天疱瘡と診断した。ミノサイクリン、ニコ
チン酸アミドの内服を開始し、初診 2 か月後には皮疹は消失した。本症例では抗
BP180NC16a 領域に対する抗体が陽性であったが DPP4 阻害薬中止後に速やかに改善した。
DPP4 阻害薬の関与について考察する。 
 
 
 
 
 

６． 抗 MDA５抗体陽性無筋症性皮膚筋炎に対して早期より多剤
併用免疫抑制療法を導入し間質性肺炎を抑制できた一例         
 

〇一期﨑優季、柏田香代、金丸 央、牧野貴充、梶原一亨、福島 聡（熊本大） 
 
50 歳女性。手指に逆 Gottron 徴候、爪上皮出血点、爪囲紅斑あり前医受診した。皮膚筋炎
を疑われ、胸部 CT にて間質性肺炎像を認めたため当科紹介となった。初診時、筋酵素の上
昇や画像上筋炎所見は認めず、無筋症性皮膚筋炎と診断した。初診 8 日後に入院、同時に抗
MDA5 抗体陽性と判明したため、プレドニゾロン(1mg/kg/day）、タクロリムス、シクロホ
スファミド大量静注療法（IVCY）を導入した。治療後肺炎像は消失し、IVCY は 3 クールで
終了し退院とした。その後外来にてプレドニゾロン漸減中だが再燃を認めていない。抗
MDA5抗体陽性皮膚筋炎は、急速進行性肺炎を併発し予後不良であることが知られており、
自験例は早期に多剤併用免疫抑制療法を行うことにより、病状の進行を抑制し得たと考え
られた。 
 
 



 

７． 急性膵炎などの多彩な臓器病変を合併した全身性エリテマ 
トーデスの 1 例 

 
〇竹井 樹、澤村創一郎、柏田香代、中島聡子、牧野貴充、梶原一亨、 

福島 聡（熊本大） 
 
42 歳、女性。初診 1 ヶ月前に頬部紅斑、多関節痛が出現し当科を受診した。白血球減少と
抗核抗体陽性を認め、全身性エリテマトーデス（SLE）と診断したが、外用治療のみで軽快
した。初診 8 ヶ月後に脱毛、初診 1 年後に全身性の紅斑、口腔内潰瘍、大腿部筋痛を認め
た。初診 1 年 4 ヶ月後に発熱などが出現し全身状態悪化のため、当科入院となった。自己
免疫性肝炎、多発性筋炎、急性膵炎の診断で、プレドニゾロン 80 mg/日とステロイドパル
ス療法を行った。膵炎軽快後、腎生検を行いループス腎炎（ISN/RPS 分類Ⅴ型）と診断し、
ミコフェノール酸モフェチル内服を追加した。皮疹や全身状態は徐々に改善し、プレドニゾ
ロン 30 mg/日、ミコフェノール酸モフェチル 2000 mg/日内服で退院となった。自験例は、
皮疹の再燃を端緒に多臓器にわたる病態の悪化を認め、治療に難渋した症例であった。 

 

13：33～14：30 
座長：金丸 央 

８． 播種型猫ひっかき病の 1 例 
 

〇小林温子、牧野公治（熊本医療センター）、小野 宏（同 感染症内科・呼吸器内科）、 
竹本梨紗（同 耳鼻咽喉科） 

 
59 歳女性。右胸部を飼い猫にかかれた。受傷 10 日後より胸～頚部に疼痛と紅斑が出現し、
AMPC や AZM を処方されたが改善せず当科受診した。初診時、右頚部に小児手掌大の紅斑
と熱感、圧痛と体動時痛があったが頸部周囲リンパ節は腫脹せず。パスツレラ感染症の遷延
を疑い AMPC/CVA を 2 週間内服したが右胸鎖乳突筋や右頚部リンパ節が腫脹し、紅斑が拡
大した。猫ひっかき病と診断し DOXY 内服開始。途中全身そう痒や膨疹、倦怠感の悪化を
生じて PSL5～10mg を 2 週間併用するなど、治療に苦慮した。DOXY 内服開始後約 4 週間
で症状が改善し始め、約 8 週間で症状消失した。 
猫ひっかき病では局所の発疹とリンパ節腫脹が有名だが、2 週間以上続く発熱、全身症状、
局所以外の発疹、まれに眼科的・神経学的合併症を生じることもある。病歴と皮膚所見から
診断できることも多い一方、保険適応のある血液検査がない。特に非典型的では感染症内科
ほか他科との積極的連携が重要である。 
 



 
 

９． イミキモド外用中に生じた乾癬性紅皮症の一例 
 
〇山村修司、新森大佑（荒尾市民病院）、幸丸正広（荒尾市） 
 
症例は 75 歳男性。1 年前に前医で左側頭部の日光角化症を指摘され、イミキモド外用治療
を開始された。1 回目の治療で病変残存があり、3 ヶ月前より 2 回目のイミキモド外用が開
始された。1 ヶ月前より頭部から顔面にかけて鱗屑を伴う紅斑が出現し、皮疹は全身へと拡
大した。イミキモド外用を中止されステロイド外用、セレスタミン®内服を開始されたが改
善なく、精査加療目的に当科紹介となった。初診時、皮疹は分厚い鱗屑を伴って紅皮症化し
ており、皮膚生検したところ乾癬型皮膚反応を示唆する所見であった。ステロイド外用に加
えてシクロスポリン内服開始したが無効。現在インフリキシマブを導入し、なおも治療継続
中である。これまで乾癬の病態解明にイミキモド誘発型乾癬モデルマウスが使用されてき
たが、ヒトにおいてイミキモド外用で乾癬が誘発されたという症例は本邦で 6 件報告され
ている。自験例はイミキモド外用により乾癬性紅皮症が誘発された可能性があり、文献的考
察を加えて報告する。 
 
 
 
 

１０．BRAF 遺伝子変異陽性の原発不明悪性黒色腫の１例 
 
〇古荘晶子、金丸 央、水上裕加里、柏田香代、梶原一亨、福島 聡 (熊本大) 
  
７９歳、女性。健康診断の腹部エコーで膵腫瘤を認め精査目的に当院消化器内科紹介となっ
た。膵体部と肝臓に腫瘤性病変を認め、超音波内視鏡による膵腫瘤の生検で悪性黒色腫（Ｍ
Ｍ）の診断となり、X 年に当科紹介となった。PET-CT の他、上部・下部内視鏡検査、耳鼻
咽喉科、婦人科、眼科で精査されたが原発巣を特定できず、原発不明ＭＭの診断となった。
BRAF 遺伝子変異陽性（V600E）を認めたため、BRAF/MEK 阻害剤（ダブラフェニブ・ト
ラメチニブ）を開始した。2 か月後の効果判定 CT で PR の判定となったが、X＋１年に PD
の判定となったため、免疫チェックポイント阻害剤（ニボルマブ単剤）の投与を開始した。
特記すべき有害事象を認めず、3 か月後の効果判定 CT で PR の判定となり、以後半年以上
に渡りニボルマブ投与を順調に継続されている。膵腫瘤から BRAF 遺伝子変異陽性の原発
不明 MM が発見される例は珍しく、ダブラフェニブ・トラメチニブおよびその後のニボル
マブ単剤が奏効した 1 例を経験したため、文献的考察とともに報告する。 
 
 



 
 

１１．基底細胞母斑症候群の 1 例 

 
○中嶋仁美、柏田香代、鈴木健久、山村修司、牧野貴充、福島 聡（熊本大） 
 
58 歳男性。全身に多発する黒色斑を主訴に前医を受診した。基底細胞母斑症候群が疑われ
当科紹介受診した。頭部・体幹・四肢に黒色病変が多発しており、病理組織学的検査にて
基底細胞癌であった。多発する基底細胞癌、両側手掌の小陥凹、大脳鎌の石灰化と合わせ
て、基底細胞母斑症候群と診断した。基底細胞癌に対してイミキモドクリーム外用治療を
行った。初診 6 年後頃より腫瘍が拡大し、出血を伴うようになったため、現在までに計 13
個の腫瘍切除術を施行している。また皮膚癌発症予防を目的としてニコチン酸アミド内服
を開始し、現在も外来にて経過観察中である。本症は、多発性基底細胞癌、顎囊胞、掌蹠
小陥凹、特有の顔貌などの外胚葉、中胚葉起源の器官に異常をきたす常染色体優性遺伝の
稀な疾患であり、文献的な考察を加えて報告する。 
 
 
 
 
 

１２．救命し得た小児広範囲熱傷の 1 例 

 
○中原智史、中島香織、吉野雄一郎（熊本赤十字病院）、佐々木妙子 、余湖直紀（同小児科） 
 
1 歳 6 か月男児。浴槽への転落による広範囲熱傷にて当院へ搬送された。初診時、頭部顔面
および体幹四肢にかけて 85% TBSA( Total Body Surface area )のⅡ度熱傷を認めた。入院
後、気管内挿管を行い人工呼吸器による呼吸管理を開始、広範囲熱傷に対する大量輸液療法
を行った。第 3 病日に敗血症性ショックとなり抗菌薬および免疫グロブリンを投与開始し
た。一時、昇圧剤を併用した。全身状態の悪化に伴い肉眼的に熱傷創部の深達化を認め、広
範囲のデブリドマンや植皮術が必要となる可能性を考えた。第 6 病日にデブリドマンおよ
び自家培養表皮移植目的で採皮を行い、術後はドレッシング材などで保存的治療を継続し
た。その後、採皮から３週間を経て残存する熱傷創へ自家培養表皮単独での移植術を施行し、
創はほぼすべて上皮化を認めた。本症例について、広範囲熱傷における感染症の合併および
自家培養表皮移植に関する若干の考察を加え報告する。 
 
 



 
 

１３．当院で経験した広範囲重症熱傷の 1 例 
 
〇中島香織、久保陽介、吉野雄一郎（熊本赤十字病院） 
 
58 歳男性。屋外で藁を燃やしていた火が衣服に燃え移り受傷、当院に救急搬送された。熱
傷面積は 70% TBSA（Ⅱ度熱傷 8%、Ⅲ度熱傷 62%）で、熱傷指数（BI : burn index）66、
熱傷予後指数（PBI : prognostic burn index）124 の重症熱傷であった。BCU（burn care 
unit）での全身管理を行い、受傷５日目から 42 日目までに全身麻酔下での手術を合計５回
施行した。手術ではデブリードマン、人工真皮サンドウィッチ法、凍結保存同種皮膚移植、
自家 6 倍メッシュ分層植皮併用自家培養表皮移植（ハイブリッド法）を行った。それにより
創範囲は縮小し、受傷 55 日目には一般病棟へと転棟した。現在も保存的処置、リハビリテ
ーションを継続中である。当院での広範囲重症熱傷に対する手術方針を含め報告する。 
 

14：30～14：50 大学院生プレゼンテーション 座長 福島 聡 

大塚紗希、栗山春香、木村俊寛 

14：50～15：00 休憩 

 

 
 

15：00～15：35  スポンサードセミナーⅢ 

座長：池田 勇 

吉崎 歩先生 
東京大学 大学院医学系研究科 皮膚科学  

講師/乾癬センター長 
「臨床において免疫原性の観点から考える 

           Guselkumab の有用性」 
 

協賛：ヤンセンファーマ株式会社 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15：35～16：10  スポンサードセミナーⅣ 

座長：赤松 洋子 

栁原 茂人先生  
 

近畿大学医学部 皮膚科学教室 講師 
「アトピー性皮膚炎とヤヌスキナーゼ  

～デルゴシチニブ軟膏の魅力～」 
 

協賛：鳥居薬品株式会社 

16：10～16：45  スポンサードセミナーⅤ 

座長：福島 聡 

乃村 俊史先生 
 

筑波大学医学医療系 皮膚科 教授  
 

「アトピー性皮膚炎の病態と治療」 
 

協賛：日本イーライリリー株式会社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16：45～17：45     特別講演 

座長：福島 聡 

坂上 拓郎 先生 

熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学講座 教授 

「内科医による皮膚疾患と感染症の話 -COVID と NTM-」 

 
皮膚科領域講習（1 単位） 



＜おしらせ＞ 

○学会参加費について 

  ＜熊本地方会会員＞ 

  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＞ 

  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。 

〇 一般演題：講演時間 7 分、質疑応答 2 分 

○ PC1 面映写とします。（画面比は 4：3 または 16：9 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）HDMI 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 の場合は当事務局でも接続アダプタは用意しておりますが、念のため先生ご自身で

アダプタをお持ち込みされることを推奨しております。 

〇 持ち込み可能メディア：USB メモリ  

一般演題：当日の差し替えのタイミングは 休憩時 12：20～12：30 となりますので、

ご留意ください。スライドの前進・後退はご自身で操作してください。 

○ 後実績受講証は事前登録での受付となります。日本皮膚悪性腫瘍学会会員証による登録

は行いません。 

後実績受講証の受付時間は９時 30 分～13 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 の で 、 ご 了 承 下 さ い ま す よ う 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。 
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