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遠藤麻衣, 山本俊幸. Perforating pilomatricomaの2例. 日本皮膚科学会 宮城・福島・山形3県合同地方会学

術大会第387回例会; 20190929; 仙台. 
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佐藤真由, 本多 皓, 森 龍彦, 花見由華, 大塚幹夫, 山本俊幸. 血栓性静脈炎がみられたベーチェット病の

4例. 第83回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会; 20191116-17; 東京. 
 
則川菜摘, 伊藤 崇, 森 龍彦, 大塚幹夫, 山本俊幸. 過去10年間に当科で経験したpigmented poromaのま

とめ. 第83回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会; 20191116-17; 東京. 
 
花見由華, 大塚幹夫, 山本俊幸. 家族性良性慢性天疱瘡を疑ったAmicrobial Pustulosis of the Foldsの1例. 第
83回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会; 20191116-17; 東京. 
 
則川菜摘, 入江絹子, 花見由華, 山本俊幸. 脂漏性角化症様のダーモスコピー像を呈した皮膚線維腫の1例. 日
本皮膚科学会福島地方会第388回例会; 20191123; 郡山. 
 
森 龍彦, 山本俊幸. Superficial Granulomatous Pyodermaの1例. 日本皮膚科学会福島地方会第388回例会; 
20191123; 郡山. 
 
佐藤真由, 猪狩翔平, 石川真郷, 森 龍彦, 菊池信之, 山本俊幸. 尋常性白斑を合併した掌蹠膿疱症の1例. 
日本皮膚科学会福島地方会第388回例会; 20191123; 郡山. 
 
遠藤麻衣, 石川真郷, 大塚幹夫, 山本俊幸. 顔面に生じた trichilemmal cystの2例. 日本皮膚科学会福島地方

会第388回例会; 20191123; 郡山. 
 
猪狩翔平, 佐藤真由, 山本俊幸. 熱傷部位から生じたリポイド類壊死症の1例. 日本皮膚科学会福島地方会第

388回例会; 20191123; 郡山. 
 
大塚幹夫, 平岩朋子, 石川真郷, 佐藤真由, 草野美沙希, 山本俊幸. 発熱と紅斑を繰り返したシェーグレン症

候群. 第49回日本皮膚免疫アレルギー学会; 20191129-1201; 横浜. 
 
佐藤真由, 大塚幹夫, 山本俊幸. 非典型的な臨床像を呈した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例. 第49回日本
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大塚幹夫. 皮膚T細胞性リンパ腫と鑑別を要する高齢者紅皮症の診断. 第15回加齢皮膚医学研究会モーニングセ

ミナー; 20190309-10; 熊本. 
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