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2 月 27日 ( 土 )　ソニックシティビル　会議室　9F　906 号

14:55 - 15:00

15:00 - 16:05

開会の挨拶

治すぞアトピー性皮膚炎 1
座長：波多野　豊／東　直行

　会頭　片桐　一元

　獨協医科大学越谷病院皮膚科

自験例から見るシクロスポリン治療成功例の特徴
○結束　怜子、古田　淳一、藤本　学

　筑波大学皮膚科

シクロスポリン内服療法が奏功したアトピー性眼瞼炎の 1 例
○天野　博雄、岸　史子、渋沢　弥生、青山　久美、石川　治

　群馬大学皮膚科

難治性喘息に対しオマリズマブ投与中のアトピー性皮膚炎患者の経過
○梅本　尚可 1、正木　真澄 1、永島　和貴 1、塚原　理恵子 1、中村　哲史 1

　出光　俊郎 1、渡辺　恭孝 2、寺井　千尋 3

　1 自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科、2 同呼吸器内科

　3 同リウマチ膠原病科

乏汗が悪化要因の一つと考えられた成人アトピー性皮膚炎の３例
○室田　浩之、進藤　翔子、高橋　彩、片山　一朗

　大阪大学皮膚科

接触皮膚炎を合併したアトピー性皮膚炎の 1 例
○峠岡　理沙、益田　浩司、加藤　則人

　京都府立医科大学皮膚科

紹介されたアトピー性皮膚炎患者の改善理由
○片桐　一元

　獨協医科大学越谷病院皮膚科

「谷折り線」と湿疹部位から導き出された運動療法によるアトピー性皮膚炎完治への試み
○山本　綾子

　ナビタスクリニック川崎

幼少時よりの長期経過中に菌状息肉症を発症し、急激な悪性転化を辿ったアトピー性
皮膚炎の 2 例
○林　美沙、小野　慧美、山岡　俊文、清原　英司、谷　守、室田　浩之、片山　一朗

　大阪大学皮膚科
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17:15 - 18:30 治すぞアトピー性皮膚炎 2
座長：天野　博雄／室田　浩之

セルフモニタリングと自己暗示で軽快した小児のアトピー性皮膚炎の 2 例
○東　直行 1、松本　勉 2、小澤　雅邦 3

　1 日本医科大学多摩永山病院皮膚科、2 マツモト小児・アレルギークリニック

　3 小沢皮膚科クリニック

睡眠障害にて精神科連携を行ったアトピー性皮膚炎の高校生例
○境　玲子 1、2、3、三木　和平 1、河野　真純 2、中村　和子 2、蒲原　毅 2

　1 三木メンタルクリニック、2 横浜市立大学市民総合医療センター・皮膚科

　3 横浜市立大学皮膚科

父親を視野に入れて加療したアトピー性皮膚炎の一例
○清水　良輔

　皮ふ科しみずクリニック

タクロリムス全身移行の回避を目指した皮膚状態に応じた軟膏適用法に関する
アトピー性皮膚炎モデルマウスを用いた検討
○間　祐太朗 1、内田　亘 1、前川　俊久 1、三木　涼太郎 1、大島　新司 2、江川　祐哉 1

　関　俊暢 1

　1 城西大学薬学部薬品物理化学研究室、2 城西大学薬学部薬剤作用解析学研究室

ステロイドとプロトピック軟膏の“いいとこ取り療法”
○栗原　誠一

　湘南皮膚科

乳児アトピー性皮膚炎治療のスタートは亜鉛華軟膏とウイークステロイドからでよい
○東　俊子

　あおきクリニック・かゆみ研究所

血清 TARC 値を治療指標とした厳密な proactive 療法“tight control”によって
略治した成人重症アトピー性皮膚炎の 30 例
○岸田　寛子、奥田　英右、小杉　笑、外村　香子、吉岡　詠理子、片岡　葉子

　大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

16:15 - 17:05 イブニングセミナー 1
座長：出光　俊郎

“治らない” アトピー性皮膚炎患者の診療に診療ガイドラインは使えるか？
　加藤　則人

　京都府立医科大学皮膚科

共催：田辺三菱製薬株式会社
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18:30 - 19:00

19:10 - 20:00

総合討論

イブニングセミナー 2
座長：水谷　仁

治療に難渋したアトピー性皮膚炎
○塩原　哲夫

　杏林大学皮膚科

共催：マルホ株式会社

血漿コーチゾール、ACTH 低値の難治性成人アトピー性皮膚炎の検討例
○片山　一朗、高橋　彩、楊　怜悧、室田　浩之

　大阪大学皮膚科

16.
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2 月 28日 ( 日 )　ソニックシティホール　2F　小ホール

 8:00 -  8:50

 9:00 -  9:50

モーニングセミナー

治せないアトピー性皮膚炎 1

座長：中村　晃一郎

座長：秀　道広／加藤　則人

アトピー性皮膚炎の診断、治療における TARC の意義
○菅谷　誠

　東京大学皮膚科

共催：シスメックス株式会社

症例からみた治せないアトピー性皮膚炎種々の要因ー治らないにはワケがある
○出光　俊郎、梅本　尚可、永島　和貴、塚原　理恵子、山田　朋子、加倉井　真樹

　中村　哲史

　自治医科大学さいたま医療センター皮膚科

治せないアトピー性皮膚炎〜治せない理由と解決策を考察する〜
○今泉　基佐子

　神鋼記念病院皮膚科

紹介されたが、治せないアトピー性皮膚炎患者
○片桐　一元

　獨協医科大学越谷病院皮膚科

重症成人アトピー性皮膚炎：tight control で治せる症例　VS.　治せない症例
：背景因子の差異の検討
○片岡　葉子、外村　香子、岸田　寛子、奥田　英右、小杉　笑、吉岡　詠理子

　大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター皮膚科

アトピー性皮膚炎には生来の個体としての重症度があるのではないか
○青木　敏之

　あおきクリニック・かゆみ研究所

 9:50 - 11:00 治せないアトピー性皮膚炎 2
座長：片岡　葉子／片桐　一元

顔面紅斑の治療に難渋しているアトピー性皮膚炎の 1 例
○岸　史子、天野　博雄、渋沢　弥生、青山　久美、石川　治

　群馬大学皮膚科

ステロイド外用薬に抵抗性の難治性アトピー性皮膚炎の 1 例
○澄川　靖之、山下　利春

　札幌医科大学皮膚科
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注意欠如多動性障害が難治の原因のひとつと疑われる小児アトピー性皮膚炎の１例
○波多野　豊、中村　優佑、佐藤　崇興、生野　知子、酒井　貴史、島田　浩光

　藤原　作平

　大分大学皮膚科

精神発達遅滞と自閉症を合併したアトピー性皮膚炎の一卵性双生児姉妹
○村上　有香子、片山　一朗

　大阪大学皮膚科

私には治せない最重症アトピー性皮膚炎の1例
○古江　増隆

　九州大学皮膚科

アトピー性皮膚炎の脱ステロイド患者に有効なシクロスポリン投与例と重症例の治療
法で不安定のため脱ステロイドに移行例
○向井　秀樹、萩原　ゆかり、渡邊　恒輔

　東邦大学医療センター大橋病院皮膚科

アトピー性皮膚炎：治せない症例
○水谷　仁

　三重大学皮膚科

11:10 - 12:00 総合討論

12:10 - 13:10 ランチョンセミナー

座長：宮地　良樹／古江　増隆

アトピー性皮膚炎の経皮吸収によるアレルギー感作に関して
　猪又　直子

　横浜市立大学皮膚科

スキンケアを治療補助として有効に活用するために、日々の診療で行えること
　小林　美和

　こばやし皮膚科クリニック

共催：アクセーヌ株式会社
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【アトピー性皮膚炎患者さんの次の一歩のために～治療と化粧品～】
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2.
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13:15 - 14:15

14:25 - 14:30

14:30 - 15:35

特別講演

次回会頭挨拶

治せないアトピー性皮膚炎 3

座長：片桐　一元

座長：澄川　靖之／平郡　隆明

アトピー性眼瞼・角結膜炎の病態と治療
○海老原　伸行

　順天堂大学医学部附属浦安病院眼科

成人難治性最重症アトピー性皮膚炎もアレルゲン除去で治る
―入院しても治らなかった症例の検討―
○小倉　由紀子 1、小倉　英郎 2

　1 国立病院機構高知病院臨床研究部・アレルギー科（小児科）

　2 医療法人高幡会大西病院

ステロイド薬長期内服および外用により医原性副腎皮質機能低下を合併した
重症アトピー性皮膚炎７歳男児
○大戸　佑二、元木　京子、松原　知代

　獨協医科大学越谷病院小児科

皮膚萎縮や毛嚢炎を認め治療に難渋している２例
○波多野　豊

　大分大学皮膚科

厳密な外用コントロール経過中に毛細血管拡張を来したアトピー性皮膚炎の一例
○鼻岡　佳子、秀　道広

　広島大学皮膚科

扁桃摘出術を施行し、一旦改善したが、およそ１０年後から重症の血管浮腫を発症した
アトピー性皮膚炎の一例
○井川　健、横関　博雄

　東京医科歯科大学皮膚科

皮膚リンパ腫と鑑別を要した難治性のアトピー性皮膚炎
○髙橋　菜穂美、岡　知徳、乙部　さやか、中島　理奈、蒲澤　美代子、宮垣　朝光

菅谷　誠

　東京大学皮膚科
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15:35 - 16:00 総合討論

16:00 - 16:05 閉会の挨拶
　会頭　片桐　一元

　獨協医科大学越谷病院皮膚科


