日 程 表
6 月 21 日 ( 金）
13：00
13：30

12：55 ～ 13：00
13：00 ～ 13：36

13：36 ～ 14：14

14：00
14：30
15：00

14：14 ～ 14：52

15：00 ～ 16：00

15：30

開会挨拶
口演（1） 病理
O1-1 ～ O1-4
座長：大山 学、山元 修
口演（2） ダーモスコピー
O2-1 ～ O2-4
座長：田中 勝、石河 晃
口演（3） 病理・電顕
O3-1 ～ O3-4
座長：山本 明美、久保 亮治
スイーツセミナー
『所轄署刑事のように：「かたち」から始まった掌蹠膿疱症の病態研究』
演者：村上 正基
座長：鶴田 大輔

共催：ヤンセンファーマ株式会社／大鵬薬品工業株式会社

16：00

16：10 ～ 17：10
16：30
17：00
17：30

17：30 ～ 19：30

特別講演
『分子組織細胞化学の進歩と形態科学に於けるエピゲノム解析』
演者：小路 武彦
座長：鶴田 大輔

意見交換会
病院 6 階 レストラン

ロイヤル

6 月 22 日 ( 土）
9：30

9：40 ～ 10：24
10：00
10：30

10：30 ～ 11：30

11：00

口演（4） ダーモスコピー・電顕
O4-1 ～ O4-5
座長：秋山 真志、名嘉眞 武国
特別講演
『白斑 : 皮膚を舞台とするダイナミックな細胞間クロストークと新しい病因論』
演者：片山 一朗
座長：菅原 弘二

11：30
12：00

11：45 ～ 12：45

12：30
13：00
13：30

ランチョンセミナー
『沖縄で診る化膿性汗腺炎と、琉球諸島の皮膚病』
演者：高橋 健造
座長：橋本 隆

共催：エーザイ株式会社／アッヴィ合同会社

13：00 ～ 13：30

総会
名誉会員表彰

13：30 ～ 13：40
13：40 ～ 13：50

優秀演題表彰
次期会長挨拶・閉会挨拶
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2019 年 6 月 21 日（金）
12：55 ～ 13：00

開会挨拶

13：00 ～ 13：36

口演（1） 病理

座長

学舎 4 階 大講義室

 山 学（杏林大学医学部皮膚科学教室）
大
，
山元 修（鳥取大学医学部皮膚科）

O1-1 （一般演題）
液体窒素凍結療法が毛周期に与える影響に関して
おかざき

あやか

○岳崎 彩香 1，菅原 弘二 1，水上 裕加里 2，鶴田 大輔 1
（1：大阪市立大学医学部皮膚科学講座，2：府中病院）
O1-2 （一般演題）
Broad lines of Blaschko の分布を示し PIK3CA に変異を認めた列序性表皮母
斑の２例
あ

べ

ひ

な

こ

○阿部 日奈子 1，佐子 英梨子 1，斎藤 京 2，山田 大資 3，青木 里美 4，
塩濱 愛子 5，佐々木 貴史 6，梅垣 知子 4,7，天谷 雅行 4，久保 亮治 4
（1：慶應義塾大学医学部，2：さいたま市立病院皮膚科，3：東京大学皮膚科，
4：慶應義塾大学医学部皮膚科，
5：慶應義塾大学医学部コーセー寄附講座，
6：慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター，
7：東京女子医科大学東医療センター）
O1-3 （症例報告）
生検組織にて Dermatofibrosarcoma protuberans が疑われた
Nodular fasciitis の 1 例
いのうえ

たくや

○井上 卓也 1，永瀬 浩太郎 1，米倉 直美 1，成澤 寛 1，相島 慎一 2
（1：佐賀大学医学部内科学皮膚科，
2：佐賀大学医学部病因病態科学 診断病理学分野）
O1-4 （症例報告）
原発性皮膚組織球肉腫の２例
さとう

な

お

こ

○佐藤 奈帆子 1，新井 栄一 1，安田 政実 1，中村 泰大 2
（1：埼玉大学国際医療センター病理診断科，
2：埼玉大学国際医療センター皮膚腫瘍科）

13：36 ～ 14：14

口演（2） ダーモスコピー
座長 田中 勝（東京女子医科大学東医療センター
石河 晃（東邦大学医療センター大森病院

皮膚科）
，

皮膚科）

O2-1 （一般演題）
Bursted black dots：トリコチロマニアの診断に有用なトリコスコピー所見
は

た

の

さやか

○波田野 冴佳，福山 雅大，大山 学
（杏林大学医学部皮膚科学教室）
－ 10 －
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O2-2 （症例報告）
Desmoplastic trichoepithelioma の 1 例
あ

べ

としろう

O2-3 （一般演題）
スナノミ症の 1 例 －ダーモスコピー所見とその考察－
こすみ

ひでゆき

○小住 英之 1，岩田 浩明 1，宮澤 元 1，辻脇 真澄 1，眞井 洋輔 1，
安藤 佐土美 2，清水 宏 1
（1：北海道大学医学部皮膚科学講座，2：札幌北辰病院皮膚科）
O2-4 （一般演題）
皮膚色素性病変の色調変化と霧や霞を伴う風景写真の色調変化の関係
さかい

ひろし

○坂井 浩志，中西 雄也，安藤 純実
（大阪警察病院皮膚科）

14：14 ～ 14：52

口演（3） 病理・電顕
座長 山本 明美（旭川医科大学 皮膚科学講座）
，
久保 亮治（慶應義塾大学医学部皮膚科学教室）
O3-1 （症例報告）
減汗性コリン性蕁麻疹の 1 例
たに

なおみ

○谷 直実，山田 七子，山元 修
（鳥取大学医学部皮膚病態学）
O3-2 （一般演題）
Circumscribed Palmar or Plantar Hypokeratosis における光顕・電顕相補的
観察
か わ い とおる

○河合 亨 1，加畑 雄大 1，新熊 悟 1，荻根沢 真帆子 1，林 良太 1，
早津 学 2，阿部 理一郎 1
（1：新潟大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野，
2：新潟大学大学院医歯学総合研究科顕微解剖学分野）
O3-3 （一般演題）
三次元培養表皮を用いた、トランスグルタミナーゼの表皮における役割の解析
たかま

ひろゆき

○高間 寛之 1,2，手島 裕文 3，辰川 英樹 3，人見 清隆 3，秋山 真志 2
（1：愛知医科大学皮膚科学教室，2：名古屋大学医学部皮膚科学教室，
3：名古屋大学大学院創薬科学研究科（細胞生化学研究室））

－ 11 －
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○阿部 敏郎，石井 文人，堤 真宏，古賀 浩嗣，名嘉眞 武国
（久留米大学医学部皮膚科学教室）
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O3-4 （一般演題）
ロリクリン欠損マウスの電子顕微鏡的観察によって明らかにした
周辺帯の構造欠損が層板顆粒合成に与える影響
いしつか

ようすけ

○石塚 洋典 1，小川 達也 1，Roop Dennis2，山本 明美 3，藤本 学 4
（1：筑波大学医学医療系皮膚科，
2：Department of Dermatology and Charles C. Gates Center for
Regenerative Medicine, University of Colorado Anschutz Medical
Campus，
3：旭川医科大学皮膚科学講座，4：大阪大学医学部皮膚科学講座）

15：00 ～ 16：00

スイーツセミナー

座長 鶴田 大輔（大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学）
『所轄署刑事のように：
「かたち」から始まった掌蹠膿疱症の病態研究』
むらかみ

まさもと

村上 正基（愛媛大学大学院医学系研究科

分子機能領域皮膚科学）

共催：ヤンセンファーマ株式会社／大鵬薬品工業株式会社

16：10 ～ 17：10

特別講演
座長 鶴田 大輔（大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学）
『分子組織細胞化学の進歩と形態科学に於けるエピゲノム解析』
こうじ

たけひこ

小路 武彦（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
17：30 ～ 19：30

意見交換会（病院 6 階

レストラン

－ 12 －

ロイヤル）

組織細胞生物学分野）
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2019 年 6 月 22 日（土）

学舎 4 階 大講義室

理事会

９：40 ～ 10：24

口演（4） ダーモスコピー・電顕

座長 秋
 山 真志（名古屋大学大学院医学系研究科 皮膚病態学（皮膚科学）），
名嘉眞 武国（久留米大学医学部 皮膚科）
O4-1 （症例報告）
アタマジラミ症の 1 例
みなかわ

さとこ

○皆川 智子 1，松﨑 康司 1,2，中野 創 1，澤村 大輔 1，山口 さやか 2，
高橋 健造 2
（1：弘前大学医学部皮膚科学講座，2：琉球大学医学部皮膚科学講座）
O4-2 （症例報告）
悪性黒色腫を疑った左膝部の 3×5㎜の色素斑
き く ち ひとみ

○菊池 瞳，中村 元泰，足立 太起，石河 晃
（東邦大学医学部皮膚科学講座）
O4-3 （一般演題）
四肢末端部メラノーマ 94 例における tumor thickness とダーモスコピー所見
の関係についての統計学的検討
とがわ

やえい

○外川 八英 1，山本 洋輔 1，末廣 敬祐 1，松江 弘之 1，川崎 洋平 2
（1：千葉大，2：同臨床試験部）
O4-4 （一般演題）
足背に生じた結節型基底細胞癌におけるメラニン色素の分布に関する検討
ながさわ

ゆうすけ

○長澤 有祐，堀 仁子，本間 大，山本 明美
（旭川医科大学皮膚科学講座）
O4-5 （症例報告）
膜嚢胞性変化を伴った深在性モルフィアの１例
みやぎ

たくや

○宮城 拓也，苅谷 嘉之，山本 雄一，高橋 健造
（琉球大学大学院医学研究科皮膚科学）

10：30 ～ 11：30

特別講演

座長 菅原 弘二（大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学）
『白斑 : 皮膚を舞台とするダイナミックな細胞間クロストークと
新しい病因論』
かたやま

いちろう

片山 一朗（大阪市立大学大学院医学研究科 色素異常症治療開発共同研究部門）

－ 13 －
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８：30 ～９：30
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11：45 ～ 12：45

ランチョンセミナー
座長 橋本 隆（大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学）
『沖縄で診る化膿性汗腺炎と、琉球諸島の皮膚病』
たかはし けんぞう

高橋 健造（琉球大学医学部

皮膚科学講座）
共催：エーザイ株式会社／アッヴィ合同会社

13：00 ～ 13：30

総会
名誉会員表彰

13：30 ～ 13：40

優秀演題表彰

13：40 ～ 13：50

次期会長挨拶・閉会挨拶

－ 14 －

