
プログラム  
 

第 4回日本レックリングハウゼン病学会（JSRD）学術大会 
会期：2012年 11月 4日（日）10:00 ~ 18:00 
会場：慶応義塾大学	 三田キャンパス北館ホール 
	 	 	 東京都港区三田 2-15-45	 Tel：03-3353-1211（代表） 
大会会長：倉持	 朗（埼玉医科大学皮膚科学教室	 教授） 
主催：日本レックリングハウゼン病学会 
後援：埼玉医科大学皮膚科学教室	 教授	 土田哲也 
	 	 	 埼玉県皮膚科医会・埼玉県皮膚科治療学会 

 
 
 
10:00～10:05	 開会の辞 

大会会長	 倉持	 朗 
 

10:05～10:50	 一般口演 1 
座長	 吉田雄一 

	  

演題 1	 生後早期から多発性カフェオレ斑が認められた 4例 

4 cases presenting with multiple Café-au-lait spots on the skin early after birth 

細川真一、松下竹次 

国立国際医療研究センター小児科 

	  

演題 2	 乳幼児期に診断されたレックリングハウゼン病の遺伝カウンセリング 

Genetic counseling for mothers of children with early diagnosed Neurofibromatosis Type1 

各務好美 1)3)、西恵理子 1)、村松友佳子 1)、谷合弘子 2)、水野誠司 1)	 	  
1)愛知県心身障害者コロニー中央病院小児内科、2)名古屋市中央療育センター小児科、 
3) 名古屋大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室 

 

演題 3	 悪性末梢神経鞘腫瘍との鑑別を要した神経線維腫症 1型のモザイクに生じたリュープロレリン肉芽腫 

Leuprorelin granuloma mimicking malignant peripheral nerve sheath tumor in a patient with segmental 

neurofibromatosis type 1 

吉田雄一、山田七子、山元	 修	  

鳥取大学医学部感覚運動医学講座皮膚病態学分野 

 

 

 

 



演題 4	 全身性に結節性蔓状神経線維腫を生じた NF-1の長期観察例 

The long-term observation case of NF-1 which produced nodular plexiform neurofibroma systemically  

緒方克己、津守伸一郎、帖佐宣昭 

古賀総合病院皮膚科 

 
10:55～11：25	 ワークショップ 

座長	 佐谷秀行、小﨑健次郎 
 

	 	 『遺伝子変異解析』 

レックリングハウゼン病の遺伝子変異解析プロジェクト進捗状況 

Genetic testing of neurofibromatosis Type 1 using massively parallel sequencing 

小﨑健次郎	 慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター 

 

遺伝子変異解析プロジェクトに伴う遺伝カウンセリングについて 

Genetic counseling of neurofibromatosis Type 1 on genetic testing 

三須久美子	 慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター 

 
11:30～12:05	 招請講演 

座長	 佐谷秀行 
 

Neurofibromatosis type 1-like syndrome or Legius syndrome: an update. 

Eric Legius, MD PhD 

Center for Human Genetics, Catholic University of Leuven, Belgium 

 
12:10～12:40	 会長講演 

座長	 新村眞人 
―扉をあける― 

We open the door  

倉持	 朗  

埼玉医科大学皮膚科 

 

12:45～13:45	 懇親会 
	 	 会場：三田キャンパス北館ホール内	 会議室 

 

 
13:50～13:55	 庶務報告 

	 	 	 新村眞人 
	 	 	   
 
 
 
 



14:00～14:35	 一般口演 2	  
座長	 中川秀己 

 

演題 5	 下腿虚血性潰瘍を合併した神経線維腫症 1型 

Neurofibromatosis type 1 with ischemic leg ulcer 

小原佐恵子、中村貴之、藤澤康弘、川内康弘、大塚藤男 

筑波大学人間総合科学研究科皮膚科 

 

演題 6	 多発リンパ節転移を来たした上腕の悪性末梢神経鞘腫 

Multiple lymph node metastases in malignant peripheral nerve sheath tumor 

緒方	 大、難波純英、小林久美子、星野美奈子、宮野恭平、石川翔子、倉持	 朗、土田哲也 

埼玉医科大学皮膚科 

演題 7	 メラノサイトの細胞内シグナル解析によるカフェオレ斑発症機序の解明 

Non-Ras-GAP functions of neurofibromin in melanocytes may be involved in the pathogenesis  

of café-au-lait spots  

古村	 南夫 

久留米大学皮膚科 

 

14:40～15:15	 一般口演 3 
座長	 大塚藤男 

 

演題 8	 神経線維腫より採取したシュワン細胞に対するナローバンド UVBと活性型ビタミン D3、TNF-α、 

TGF-β１の効果について 

The effects of narrow band UVB, vitamin D3, TNF-α and TGF-β1 on primarily isolated Schwann cells  

from neurofibromas in vitro. 

佐藤千江美、今福信一、中山樹一郎	  

福岡大学皮膚科 

 

演題 9	 Vessel sealing system LigaSureTMを用いた神経皮膚線維腫の切除 

Dissection of neurofibroma using Vessel sealing system LigaSureTM 

貴志和生 1)、今野恵理 2)、荒牧典子 1)	  

1)慶應義塾大学形成外科	 2)栃木県立がんセンター形成外科 

 

演題 10	 分節型神経線維腫症症例のびまん性神経線維腫の減量術 

Surgical volume reduction of diffuse neurofibroma of a case with segmental Neurofibromatosis  

中野	 美沙、永江	 航之介、三田村	 康貴、工藤	 恭子、竹内	 聡、師井	 洋一、古江	 増隆 

九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野 

 

 

 
 
 



15:20～15:50	 教育講演 1 
座長	 太田有史 

 

演題 11	 神経線維腫症 1に合併した GISTの 3例 

Neurofibromatosis1-Associated Gastrointestinal Stromal Tumours of the Small Bowel: Three Case Reports 

梶井崇行 1)、谷戸克己 1）、太田有史 1)、中川秀己 1）新村眞人 1）、 

高倉一樹 2）、梶原幹生 2)、田尻久雄 2)、衛藤	 謙 3)、矢永勝彦 3)  
1）東京慈恵会医科大学皮膚科、2）同消化器内科、3）同消化管外科 

 

教育講演1	 神経線維腫症1型に伴うGIST 

Gastrointestinal stromal tumor associated with neurofibromatosis type 1 

西田俊朗1)、高橋剛2)、金田真理3)、大森健1)、益澤徹1)、阿古真伊子4)、世良田聡4)、辻本正彦、仲哲治4) 
1)大阪警察病院外科、5)同病理、2)大阪大学医学系研究科消化器外科、3)同皮膚科、 
4)独立行政法人医薬基盤研究所 

 

15:55～16:40	 教育講演2 
座長	 斉藤	 清、若林俊彦 

 

	 演題 12	 	 Neurofibromatosis type 1（NF1）に対する神経耳科学的検討 

Neurotological examinations in patients with Neurofibromatosis type1(NF-1) 

伊藤彰紀 1)、柴﨑	 修 1)、水野正浩 1)、倉持	 朗 2)、土田哲也 2) 
1)埼玉医科大学耳鼻咽喉科・神経耳科部門 
2)埼玉医科大学皮膚科 

 

	 演題 13	 脳幹部 pilocytic astrocytomaに対する内視鏡下摘出術 

Endoscopic removal of pilocytic astrocytoma growing inside the brainstem 

岸田 悠吾 

福島県立医科大学脳神経外科 

 

	 教育講演 2	 NF1と脳腫瘍 

NF1 and brain tumors 

西川	 亮 

埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科 

 

 

16:45～17:05	 教育講演 3 
座長	 貴志和生 

 

	 教育講演 3	 ＮＦ１に合併した乳癌の遺伝子変化－最近の知見－ 

The genomic alterations related to breast cancer associated with NF1 

佐伯俊昭	 	  

埼玉医科大学国際医療センター乳腺腫瘍科 



17:05～17:25	 教育講演 4 
座長	 小﨑健次郎 

 

	 教育講演 4	  NF1と小児骨髄増殖性疾患 

NF1 in pediatric myeloproliferative disorder 

林	 泰秀	  

群馬県立小児医療センター 

 

17:30～18:00	 一般口演 3 
座長	 古村南夫 

 

演題 14	 神経線維腫症 1型に発症した悪性末梢神経鞘腫瘍の手術治療経験 

Surgical treatment of malignant peripheral nerve sheath tumor in patients with von Recklinghausen disease 

中川瑠美、須佐美知郎、中山ロバート、渡部逸央、堀内圭輔、渡辺航太、戸山芳昭、森岡秀夫 

慶應義塾大学整形外科 

 

演題 15	 神経線維腫症 I型患者に悪性末梢神経鞘腫瘍と鑑別を要する肉腫を生じた 2例 

Sarcomas other than MPNST arising in patients with NF-1: A report of two cases 

生田国大、筑紫 聡、小澤英史、浦川 浩、新井英介、二村尚久、濱田俊介、石黒直樹、西田佳弘 

名古屋大学整形外科 

 

演題 16	 神経線維腫症 1型患者に発症した下腿コンパートメント症候群の 1例 

The lower leg compartment syndrome in neurofibtomatosis 1 patient with plexiform neurofibroma 

: a case report of aneurysm rupture 

西田佳弘、筑紫聡、浦川浩、新井英介、小澤英史、生田国大、石黒直樹 

名古屋大学大学院医学系研究科機能構築医学専攻運動形態外科学 

 

 
18:00	 閉会の辞 

	 	 	 新村眞人 
 
 


