
研究会概要 

 

 

１月 21日(金)  

  時間 内容 

ログイン開始 9:30～  

開会の辞(会長) 9:50～9:55  

セッション I 10:00～11:20 演題 1-6 

ランチョンセミナー 11:30～12:30  

セッションⅡ 12:40～13:55 演題 7-12 

セッションⅢ 13:55～15:10 演題 13-18 

セッションⅣ 15:10～16:15 演題 19-23 

特別講演Ⅰ 16:20～17:20  

   

   

1月 22日(土) 

世話人会 9:00～9:20  

セッションⅤ 9:30～10:35 演題 24-28 

特別講演Ⅱ 10:40～11:40  

セッションⅥ 11:40～12:20 演題 29-31 

ランチョンセミナー 12:30～13:30  

セッションⅦ 13:40～14:55 演題 32-37 

総会 14:55～15:15  

閉会の辞(次回会長) 15:15～15:20  

 

 

 

  



 1 日目                    1 月 21 日（金） 10:00-11:20 

【セッション Ⅰ】               座長 青山裕美（川崎医大） 

 

1. 治療により抗デスモコリン抗体価の低下を認めた足底に初発した増殖性天疱瘡の 

1例 

〇赤路和哉＜あかじ かずや＞、林 美沙、山下千佳紗、東山眞里（日本生命病院）、 

石井文人（久留米大） 

 

2. 落葉状天疱瘡から尋常性天疱瘡への移行例  

○坂口裕美＜さかぐち ひろみ＞、金子高英、髙森建二、須賀 康（順天大[浦安]） 

 

 

3.難治性天疱瘡に対するリツキシマブ治療の長期的な効果に関する検討  

○八代 聖＜やしろ きよし＞、舩越 建、高橋勇人、冨田 亮、齋藤泰子 

（慶應義塾大）、山上 淳(慶應義塾大、東京女子医大)、天谷雅行（慶應義塾大） 

 

 

4. 尋常性天疱瘡にリツキシマブを複数回投与した5症例の長期経過  

○松倉節子＜まつくら せつこ＞( 横浜市大センター、横浜市大、済生会横浜市南

部)、金岡美和（横浜市大）、中村和子、岡村友紀、高橋沙希（横浜市大センター）、池

澤優子（あい皮ふ科アレルギー科）、高橋一夫（横浜市大、東北医科薬科大）、蒲原 

毅（横浜市大センター、横浜市民）、相原道子、山口由衣(横浜市大)、池田信昭(横浜

市大センター)  

 

5. 当院の過去12年間の抗デスモグレイン抗体陽性天疱瘡患者における蛍光抗体間接 

  法の反応性についての検討  

〇木蜜 徹 ＜きみつ とおる＞、中原とも子、平澤祐輔、込山悦子、池田志斈  

(順天大) 

 

 

6. ビーズ凝集法による尋常性天疱瘡４症例の病勢評価の検討  

○漆畑 真理（うるしばた まり）、石井 健、石河 晃 (東邦大[大森]) 

  



1日目                   1月21日（金） 11:30-12:30 

【ランチョンセミナー】          座長 名嘉眞武国（久留米大） 

                     共催 日本製薬株式会社 

 

 

 

類天疱瘡のかゆみについてどこまでわかってい

るのか？ 

 

 

            大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学 

                    教授 鶴田大輔 

 

かゆみの定義は、「掻きたいという気持ちをひきおこす不快な感覚」である。掻くこと

には、外来異物、寄生虫、毒素などを取り除くという積極的働きがある一方では、炎

症その他の皮膚反応を起こしてしまうという負の側面もある。水疱性類天疱瘡は本邦

最多の自己免疫性水疱症である。臨床症状としては、緊満性水疱以外に、発症初期に

かゆみを伴う浮腫性紅斑を伴うことが知られている。またIgEの関与、好酸球浸潤があ

ることからは水疱性類天疱瘡の発症に、かゆみならびに浮腫性紅斑が関与している可

能性が示唆される。しかしながら、特にそのかゆみのメカニズムについて、全容が解

明されるまでには道のりは遠い。本講演では、水疱性類天疱瘡とかゆみという側面に

フォーカスする。水疱性類天疱瘡のかゆみによる患者QOLの阻害、かゆみに関わる代表

的分子であるIL-31、NK1R、Substance P、ペリオスチンの関与について主に述べる。

また、最近われわれが研究を始めたGranzyme Kとかゆみの関連、水疱性類天疱瘡への

関与、治療の可能性などについても言及する。 

 

 

 



1日目                       1月21日（金） 12:40-13:55 

【セッション Ⅱ】                 座長 高橋健造（琉球大） 

 

7. 水疱性類天疱瘡様の水疱症にJAK阻害薬が有効であった1例 

○宮城拓也＜みやぎ たくや＞、高橋健造（琉球大） 

 

 

8. 当科で二重膜濾過血漿交換法を行った自己免疫性水疱症のまとめ 

○浅田春季＜あさだ はるき＞、加藤 威、後藤春菜 、力武里菜、平野慎悟、 山田昌

弘 、小林佳道、塚本雄大、 杉山 綾、 國府 拓、米田健祐、加太美保、高橋聡文、

山本文平、藤本徳毅（滋賀医大） 

 

9. 肺癌、乳癌を合併した水疱性類天疱瘡の1例 

○楠目エマ＜くすめえま＞、吉田傑、今本聡美、児島祐華、竹中祐子、山上 淳(東京

女子医大)、小林里実（聖母病院）、石黒直子(東京女子医大) 

 

 

10. 難治性のそう痒性皮膚疾患治療中または既往を持つ患者に、後から 

    出現した自己免疫性水疱症の2例 

〇入江絹子＜いりえ きぬこ＞、石崎莉子、草野美沙希、則川菜摘、佐藤真由 、猪狩

翔平、伊藤 崇、松村奈津子、本多 晧、森 龍彦、平岩朋子、菊池信之、山本俊幸

(福島県立医大)、石井文人、古賀浩嗣(久留米大) 

 

11.超解像顕微鏡により抗原同定したIgM類天疱瘡の1例 

○平野瑶子＜ひらの ようこ＞、岩田浩明、辻脇真澄、眞井翔子、眞井洋輔、今福恵

輔、泉健太郎(北大)、古賀浩嗣(久留米大)、氏家英之(北大) 

 

 

12. 水疱性類天疱瘡におけるPAR-2誘導性そう痒に関するグランザイムKの機能解析 

○廣保 翔＜ひろやす しょう＞（大阪市大）Matthew R. Zeglinski、 Hongyan 

Zhao(ブリティッシュコロンビア大)、 廣保 葵、 鶴田大輔（大阪市大）、 David J 

Granville(ブリティッシュコロンビア大学) 

 



1 日目                      1 月 21 日（金） 13:55-15:10 

【セッション Ⅲ】                 座長 藤本徳毅（滋賀医大） 

 

13. BP180と7型コラーゲンを標的抗原とした免疫チェックポイント阻害薬関連表皮 

     下水疱症の1例 

〇葭本 倫大＜よしもと のりひろ＞、平野瑶子、得地景子、泉 健太郎、松本 隆

児、氏家英之(北大) 

 

14. 妊娠性疱疹の1例  

○生玉梨紗＜いくたま りさ＞、込山悦子、池田志斈（順天大） 

  

 

15. 慢性円板状エリテマトーデス、ないし晩発性皮膚ポルフィリン症と紛らわしい 

     臨床像を呈したBrunsting-Perry型限局性類天疱瘡の1例   

○藤森一希＜ふじも りかずき＞、吉田雅絵（上尾中央総合病院）、古賀浩嗣（久留米

大）、原田和俊（東京医大）、石井文人（久留米大）、出光俊郎（上尾中央総合病院） 

 

 

16. Covid19ワクチン接種後に急性増悪した水疱性類天疱瘡の１例   

○砂田 緑＜すなだ みどり＞、大山拓也、山根万里子、益子礼人、青山裕美 

（川崎医大） 

 

 

17. DPP-4阻害薬内服中に生じた結節型類天疱瘡の1例   

○木下 祐岐＜きのした ゆき＞、林大輔、福村恵理奈、橋本隆、立石千晴（大阪市大）、

泉健太郎（北大）、鶴田大輔（大阪市大） 

 

 

18. 抗ラミニンγ1類天疱瘡の1例   

○桑折信重＜こおり のぶしげ＞、八束和樹、白石 研（愛媛大））石井文人、古賀浩嗣

（久留米大） 佐山浩二（愛媛大） 

 



1日目                            1月21日（金） 15:10-16:15 

【セッション Ⅳ】                     座長 須賀 康（順天大[浦安]） 

 

19. 次世代経口PDE4阻害薬ART-648の水疱性類天疱瘡を対象とした医薬品開発 

○上村尚人＜うえむら なおと＞（大分大臨床薬理センター、同臨床薬理学、同総合臨

床研究センター）、大谷直由（大分大臨床薬理センター、同臨床薬理学）、和久田浩一（大

分大臨床薬理センター）、工藤英郎（大分大臨床薬理センター、同臨床薬理学）、倉成正

恵（大分大総合臨床研究センター）、田中 晃、國枝香南子、安藤春陽（大分大臨床薬理

学、ARTham Therapeutics株式会社）、東利 則（株式会社CTD）、古家英利（大阪治験病

院）、長袋 洋（大分大臨床薬理学、ARTham Therapeutics株式会社） 

 

20. 潰瘍性大腸炎を合併した線状IgA水疱性皮膚症の1例 

○新井優希＜あらい ゆうき＞、高澤摩耶、 梅本尚可、 出光俊郎（自治医大[さいたま]）、

松本吏弘（同消化器内科）、石井文人、 古賀浩嗣（久留米大） 

 

 

 

21. 蛍光抗体直接法で表皮基底膜部にC3の顆粒状沈着を認めトランスグルタミナーゼ

抗体を検出した線状皮膚炎様水疱症の2例 

○栗山裕子＜くりやま ゆうこ＞、遠藤雪恵（群馬大）、石井文人（久留米大）、渋沢弥

生、安田正人、茂木精一郎（群馬大） 

 

 

 

22. 線状IgA水疱性皮膚症血中自己抗体検出に有用な新規ELISA法の確立 

○堤 真宏＜つつみ まさひろ＞、Teye Kwesi、古賀浩嗣、石井文人、名嘉眞武國 

（久留米大） 

 

 

23. Linear IgA/IgG bullous dermatosisの10例  

○中野尚美＜なかの なおみ＞、鈴木正之、神谷浩二、前川武雄、小宮根真弓、村田哲、

大槻マミ太郎（自治医大） 

 



1日目                       1月21日（金） 16:20-17:20 

【特別講演Ⅰ】                  座長 佐野栄紀（高知大） 

 

 

 

 

類天疱瘡群の病態と治療 

 

 

                北海道大学大学院医学研究院皮膚科学教室 

                         教授 氏家英之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2日目                        22日（土） 9:30-10:35 

【セッションⅤ】                   座長 石河晃（東邦大[大森]） 

 

24. CRISPR/Cas9併用long-readシーケンシングによる表皮水疱症の復帰変異モザイク

の検出  

○夏賀 健＜なつが けん＞（北大）、古田芳一（北大人獣共通感染症国際共同研究所感

染・免疫部門）、高島翔太、野原拓馬、小住英之、眞井洋輔（北大）、東 秀明（北大人

獣共通感染症国際共同研究所感染・免疫部門）、氏家英之（北大） 

 

25. 優性型栄養障害型表皮水疱症へのCRISPR-Cas3の治療応用 

○森坂広行＜もりさか ひろゆき＞、高石樹朗、佐野栄紀（高知大） 

 

 

 

26. 口腔癌を合併したKindler症候群の1例  

○赤坂英二郎＜あかさか えいじろう＞、中野 創、澤村大輔（弘前大） 

 

 

 

27.自家培養表皮ジェイスを用いて治療を試みた栄養障害型表皮水疱症の1例 

○守井 茅＜もりい かや＞、吉田憲司、栗田昂幸、石井 健、石河 晃（東邦大[大森]） 

 

 

28. 長期経過観察で増悪した栄養障害型表皮水疱症の一例  

○竹上智也＜たけがみ ともや＞、小亀敏明、野村尚之、椛島健治（京大） 

 

 

 

  



2 日目                     1 月 22 日（土） 10:40-11:40 

【特別講演Ⅱ】                              座長 佐野栄紀（高知大） 

  

 

 

 

 

新規創薬モダリティとしての再生誘導医薬 

～表皮水疱症治療薬開発を目指して～ 

 

 

 

          大阪大学大学院医学系研究科 再生誘導医学寄附講座 

                          教授 玉井克人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2日目                         1月22日（土） 11:40-12:20 

【セッションⅥ】                    座長 浅田秀夫（奈良医大） 

  

29. 口腔粘膜の直接蛍光抗体法で診断し得た喉頭部粘膜類天疱瘡の1例 

○秋岡伸哉＜あきおか のぶや＞、新熊 悟、小川浩平、宮川史、浅田秀夫（奈良医大） 

 

 

30. 抗VII型コラーゲン抗体を検出した粘膜類天疱瘡の1例 

○白濵稔大＜しらはま としひろ＞、石井文人、宮里太朗、堤 真宏、武藤一考、古賀

浩嗣、名嘉眞武國（久留米大） 

 

 

31. 口腔内と下腿に限局し発症した抗ラミニン332型粘膜類天疱瘡の1例 

○大瀧 薫＜おおたき かおる＞（自治医大[さいたま]、JCHOさいたま北部）、松本崇直、

梅本尚可（自治医大[さいたま]）、山田朋子（自治医大[さいたま]、JCHOさいたま北部）、

石井文人、古賀浩嗣（久留米大）、出光俊郎（自治医大[さいたま]） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 日目                    1 月 22 日（土） 12:30-13:30 

【ランチョンセミナー】                       座長 大日輝記（香川大）    

                                              共催 日本血液製剤機構 

                                                               

 

 

【演題1】 

 

  デスモグレイン3に対する免疫寛容機構 

                                

             慶応義塾大学医学部皮膚科学教室 

                                        准教授 高橋勇人 

 

 尋常性天疱瘡は表皮角化細胞に発現する細胞接着分子デスモグレイン3（Dsg3）に対

する自己抗体に誘導される自己免疫性水疱症である。天疱瘡患者にはDsg3特異的T細胞

が存在し病態形成に重要な働きを持っていると理解されている。一般的に、自己反応性

T細胞は胸腺で分化する際に免疫寛容機構により胸腺で除去されるが（中枢性免疫寛

容）、胸腺での寛容機構を逃れたT細胞に対しても、末梢で寛容機構が働き自己免疫が生

じない。様々な免疫寛容機構が知られているが、Dsg3特異的T細胞が生理的にうける制

御機構については、明らかでなかった。本講演では、Dsg3に対するT細胞免疫寛容機構

について、最新の知見を含めて、ご紹介したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【演題2】 

 

   天疱瘡の治療 −現状とこれから− 

 

                                  久留米大学皮膚科学教室 

                                          講師 古賀浩嗣 

 

 天疱瘡の病態を考えると、その治療戦略としては自己抗体産生の抑制または除去、自

己抗体の持つ直接的な細胞接着障害の抑制、細胞内シグナル活性化の抑制、サイトカイ

ンの抑制が考えられるが、特に効果的であると考えられるのは自己抗体産生の抑制また

は除去である。そして多くの症例ではデスモグレイン(Dsg)1 および 3 抗体価は病勢と

相関するため、抗体価の推移、そして PDAI スコアの推移をみながら治療方針を決定し

ていく。現行の治療としてはステロイド内服を主体とし、免疫抑制剤、血漿交換、免疫

グロブリン大量静注療法(IVIG)をときに併用しながら寛解を目指すことになる。各治療

法の特徴を理解し、患者の状態に合わせてどのように併用療法を用いるのかが天疱瘡の

治療には重要である。本講演ではステロイド内服、各治療法の特徴と注意点を紹介した

い。そして近い将来、国内でも保険適応を取得するであろう新規治療法と、併用療法の

用い方についても考察したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2日目                             1月22日（土） 13:40-14:55 

【セッションⅦ】                      座長 山本俊幸(福島県立医大) 

 

32. 稽留流産後、潰瘍性大腸炎に合併した線状IgA水疱性皮膚症の一例 

○田中久夢＜たなか ひさむ＞（香川大卒後臨床研修センター）、石井文人、 古賀浩嗣

（久留米大）、松井崇矩（香川大消化器内科）、大日輝記（香川大） 

 

33. 天疱瘡・類天疱瘡患者の生活体験の実態ー日常生活における困難感と対処の視点

からー 

○種村智香＜たねむら ちか＞、川端京子、布谷麻耶、師岡友紀（武庫川女子大）、鶴田

大輔、橋本隆（大阪市大） 

 

34.自己免疫性水疱症に対する免疫グロブリン大量静注療法で発症した薬疹の３例 

○梅本尚可＜うめもと なおか＞、新井優希、松本崇直、山田真嗣、山田朋子、出光俊

郎(自治医大[さいたま]) 

 

35. 抗BP180型粘膜類天疱瘡の治療経過中に生じたサイトメガロウイルス性口内炎の 

1例 

○田中彩恵＜たなか さえ＞、大黒督子、中島英貴、佐野栄紀(高知大) 

 

 

36. ステロイド全身療法、IVIGとリツキシマブの併用療法にて改善した濾胞性リンパ

腫に伴う腫瘍随伴性天疱瘡の1例  

○荒川遥＜あらかわ はるか＞、遠藤 恵、髙橋沙希（済生会横浜南部）、川崎理加（同

血液内科）、松倉節子（済生会横浜南部） 

 

 

37. 治療抵抗性の尋常性天疱瘡にリツキシマブを複数回投与した3症例の経過 

○金岡美和＜かなおか みわ＞、大川智子（横浜市大）、松倉節子（横浜市大、済生会横

浜市南部病院）、高橋一夫（横浜市大、東北医科薬科大）、池澤優子（茅ヶ崎市立病院）、

山口由衣（横浜市大） 

 

 


