
本院で乾癬と診断された患者さん・ご家族の皆様へ 

        ～診療情報の医学研究への使用のお願い～ 

 

【研究課題名】 

新規乾癬患者の疫学調査 

【研究の対象】 

 この研究は以下の方を研究対象としています。 

2017年 4月～2022年 3月に当院で乾癬の診断を受けられた方 

 

【研究の目的・方法について】 

 乾癬は再燃を繰り返す炎症性皮膚疾患であり、患者さんの生活の質に多大な

負の影響を及ぼすと言われています。わが国の乾癬患者数は 10万人以上と推定

され、今後もさらに患者数の増加が予想されます。新規乾癬患者の数、性別、乾

癬の病型、治療内容などの実態の把握は、乾癬の治療の発展のために不可欠な情

報です。当院当科および全国の共同研究機関を初診した乾癬患者さんのデータ

を収集し、今後の乾癬治療の発展に寄与したいと考えています。 

診療録から情報を抽出し、年間の新規乾癬患者数、性別、病型、治療内容など

の傾向を明らかにし、医療現場の希求する、よりよい乾癬治療薬、治療法の開発、

患者さんに対する的確な指導が可能となるとともに、良好な新規治療法を供給

することで社会に研究成果を還元し、貢献できると考えています。 

 

本研究の主研究施設は自治医科大学皮膚科学教室です。本研究の対象となる

患者さんの診療録から本研究に必要な情報を「乾癬登録ケースカード」に本院の

医師が記入します。そのケースカードは宅配便を使用し、主研究施設が委託した

業者に送付されます。送付後、委託業者はデータを電子化し、集計します。その

データは日本乾癬学会に 1 年毎のデータとして集積され、毎年開催される日本

乾癬学会で前年度分のデータとして公表されます。それは、1年単位で 4年間継

続となります。乾癬登録ケースカードの送付、または、感染登録ケースカードを

受け取り、それらを電子化し、データを集計するという作業は委託業者が行いま

す。委託業者は以下の通りです。 

    アポプラスステーション株式会社 

CRO事業部 臨床試験推進部 DM統計グループ 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-14-1 

フロントプレイス日本橋 

Tel: 03-6386-8804 / Fax: 050-3153-2171 

 



研究期間：2018 年 11 月 19 日から 2022 年 3 月 31 日までの期間としていま

す。 

 

【使用させていただく情報について】 

●膿疱性乾癬の患者さんの使用情報 

記入項目は、施設コード番号（病院名は無記名）、性別、生年、年齢、身長、

体重、BMI、初診年月、人種、初発年齢、初発部位、職業、喫煙状況、アルコ

ール摂取状況、アトピー素因、内臓悪性腫瘍の既往、家族歴、尋常性乾癬の既

往、膿疱化の回数、病巣感染、併存症／既往歴、悪化因子、かゆみの有無、発

熱の有無、関節痛の有無、病型、タイプ、発疹の範囲（BSA）、発疹、現在の治

療内容、検査歴が含まれます。  

 

なお、患者さんの診療記録を使用させていただきますことは大分大学医学部

倫理委員会において外部委員も交えて厳正に審査され承認され、大分大学医学

部長の許可を得ています。また、患者さんの診療情報は、国の定めた「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に従い、匿名化したうえで管理しますので、

患者さんのプライバシーは厳密に守られます。当然のことながら、個人情報保護

法などの法律を遵守いたします。 

 

【使用させていただく情報の保存等について】 

乾癬登録のケースカードには個人の特定につながる情報は記載されません。 

初診の乾癬患者さんの診療録から情報を抽出し、学会で決められた用紙（以下

乾癬登録ケースカードとする）に記入し、委託業者に送付します。 

乾癬登録ケースカードは３種類（尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬）の

病型に分かれます。 

●尋常性乾癬の患者さんの使用情報 

記入項目は、施設コード番号（病院名は無記名）、性別、生年、年齢、身長、

体重、BMI、初診年月、人種、初発年齢、初発部位、職業、喫煙状況、アルコ

ール摂取状況、アトピー素因、内臓悪性腫瘍の既往、家族歴、病巣感染、併存

症／既往歴、悪化因子、かゆみの有無、タイプ、発疹の範囲（BSA）、発疹部位、

現在の治療内容、検査歴が含まれます。 

●乾癬性関節炎の患者さんの使用情報 

記入項目は、施設コード番号（病院名は無記名）、性別、生年、年齢、身長、

体重、BMI、初診年月、人種、初発年齢、初発部位、職業、喫煙状況、アルコ

ール摂取状況、アトピー素因、内臓悪性腫瘍の既往、家族歴、病巣感染、併存

症／既往歴、悪化因子、痛みのある部位、指趾炎の有無、関節炎のタイプ、

Moll&Wrightタイプ、乾癬（皮膚）のタイプ、乾癬の発疹の範囲（BSA）、発疹

部位、圧痛関節、腫脹関節、現在の治療内容、検査歴が含まれます。 



匿名化されたケースカードは委託業者に送付されるまでの間、大分大学医 

学部皮膚科学講座内の施錠可能な場所に保存されます。 

委託業者、主研究施設の自治医科大学皮膚科学教室では、研究期間中及び研究

終了 60 ヶ月間、施錠可能な場所に保存します。 

保存期間終了後は、診療情報はシュレッダーにて廃棄し、パソコンなどに保存

している電子データは復元できないように完全に削除します。 

ただし、研究の進展によってさらなる研究の必要性が生じた場合は再度、倫理

審査を受審した上で、保存期間を超えて保存させていただきます。 

 

【外部への情報の提供】 

本研究の主施設である自治医科大学やその委託業者への患者さんの情報提供

は、研究対象者である患者さん個人が特定できないようにして行われます。 

 

 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

      大分大学医学部皮膚科学講座  竹尾 直子 

   

【本学（若しくは本院）における研究組織】 

            所属・職名              氏名   経験年数 

  研究責任者 大分大学医学部皮膚科学講座 教授 波多野 豊 27年 

  研究分担者 大分大学医学部附属病院皮膚科 講師 竹尾 直子 25年 

  同 助教 後藤 瑞生 20年 

 大分大学医学部皮膚科学講座 助教 石川 一志 17年 

 大分大学医学部附属病院皮膚科 助教 生野 知子 15年 

同 病院特任助教   広瀬 晴奈 13年 

大分大学医学部皮膚科学講座 助教 中村 優佑 9年 

大分大学医学部附属病院皮膚科 医員 齊藤 華奈実 11年 

                           同 医員 山手 朋子 8年                     

 同 医員 多田 瑞穂 7年 

【研究全体の実施体制】 

              所属・職名        氏名     役割等 

      自治医科大学皮膚科学講座  教授     大槻マミ太郎    研究総括 

                  准教授   小宮根真弓   資料収集 

                                    講師    神谷浩二    資料収集 

                  非常勤講師 菅井順一    資料収集 

                  非常勤医員 岸本恵美    資料収集 

委託業者 

アポプラスステーション株式会社  

CRO事業部 臨床試験推進部 DM統計グループ 



代表    阿部安孝 

役割    データの電子化、集計 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-14-1 

                フロントプレイス日本橋 

                 Tel: 03-6386-8804 / Fax: 050-3153-2171  

      参加施設  別添 乾癬患者登録ケースカード発送リストを参照して下さい。 

 

【患者さんの費用負担等について】 

本研究を実施するに当たって、患者さんの費用負担はありません。また、本研

究の成果が将来薬物などの開発につながり、利益が生まれる可能性があります

が、万一、利益が生まれた場合、患者さんにはそれを請求することはできません。 

  

【研究資金】 

 本研究においては，日本乾癬学会より支給される研究費を用いて研究が行わ

れ，患者さんの費用負担はありません。 

 

【利益相反について】 

 この研究は，上記の公的な資金を用いて行われ，特定の企業からの資金は一切

用いません。「利益相反」とは，研究成果に影響するような利害関係を指し，金

銭および個人の関係を含みますが，本研究ではこの「利益相反（資金提供者の意

向が研究に影響すること）は発生しません。 

 

【研究の参加等について】 

本研究へ診療情報を提供するかしないかは患者さんご自身の自由です。従い

まして、本研究に診療情報を使用してほしくない場合は、遠慮なくお知らせ下さ

い。その場合は、患者さんの診療情報は研究対象から除外いたします。また、ご

協力いただけない場合でも、患者さんの不利益になることは一切ありません。な

お、これらの研究成果は学術論文として発表することになりますが、発表後に参

加拒否を表明された場合、すでに発表した論文を取り下げることはいたしませ

ん。 

患者さんの診療情報を使用してほしくない場合、その他、本研究に関して質問

などがありましたら、主治医または以下の照会先・連絡先までお申し出下さい。 

                    

【お問い合わせについて】 

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さ

い。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障が

ない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出

下さい。 



 

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

住 所：〒879-5593 大分県由布市挾間町医大ヶ丘 1-1 

  電 話：097－586－5882 

 担当者：大分大学医学部皮膚科学講座 竹尾 直子（たけお なおこ）
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〒 住所 病院名 肩書 宛名 敬称

1 060-8638 北海道札幌市北区北15条西7 北海道大学　医学部　皮膚科学教室 教授 清水　宏 先生

2 078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1 旭川医科大学　皮膚科学講座 教授 山本　明美 先生

3 060-8604 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1 市立札幌病院　皮膚科 部長 清水　聡子 先生

4 060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学　医学部　皮膚科学講座 教授 宇原 　久 先生

5 078-8211 北海道旭川市１条通24丁目111 旭川厚生病院　皮膚科 主任部長 橋本　喜夫 先生

6 070-8610 北海道旭川市金星町1丁目1番65号 市立旭川病院　皮膚科 診療部長 坂井　博之 先生

7 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西2丁目1番1 H&Bプラザビル 5F 医療法人社団廣仁会　札幌皮膚科クリニック 理事長 根本　治 先生

8 036-8562 青森県弘前市在府町5 弘前大学大学院　医学研究科　皮膚科学講座 教授 澤村　大輔 先生

9 020-8505 岩手県盛岡市内丸19-1 岩手医科大学　皮膚科学講座 教授 天野　博雄 先生

10 980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 東北大学大学院　医学系研究科　神経・感覚器病態学　皮膚科学講座 教授 相場　節也 先生

11 010-8543 秋田県秋田市本道1-1-1 秋田大学　医学部　皮膚科学・形成外科学講座 教授 真鍋　求 先生

12 990-9585 山形県山形市飯田西2-2-2 山形大学　医学部　皮膚科学講座 教授 鈴木　民夫 先生

13 990-2292 山形県山形市大字青柳1800 山形県立中央病院　皮膚科 熊谷　恒良 先生

14 960-1295 福島県福島市光が丘１ 福島県立医科大学　医学部　皮膚科学講座 教授 山本　俊幸 先生

15 305-8575 茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学　医学医療系　皮膚科 教授 藤本　学 先生

16 317-0077 茨城県日立市城南町2-1-1 日立総合病院　皮膚科 主任医長 伊藤　周作 先生

17 329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 自治医科大学　臨床医学部門　皮膚科学 教授 大槻　マミ太郎 先生

18 321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 獨協医科大学　皮膚科 主任教授 井川　健 先生

19 371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15 群馬大学大学院　医学系研究科　皮膚科学 教授 石川　治 先生

20 359-8513 埼玉県所沢市並木3-2 防衛医科大学校　総合臨床医学群　成人医学系　皮膚科学講座 教授 佐藤　貴浩 先生

21 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 埼玉医科大学　皮膚科学教室 教授 土田　哲也 先生

22 332-8558 埼玉県川口市西川口5-11-5 済生会川口総合病院　皮膚科 主任部長 高山　かおる 先生

23 260-8670 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 千葉大学　医学部　皮膚科学教室 教授 松江　弘之 先生

24 279-0021 千葉県浦安市富岡2-1-1 順天堂大学医学部附属　浦安病院　皮膚科 教授 須賀　康 先生

25 299-0111 千葉県市原市姉崎3426-3 帝京大学ちば総合医療センター　皮膚科 准教授 佐藤　友隆 先生

26 272-8513 千葉県市川市菅野5-11-13 東京歯科大学市川総合病院　皮膚科 部長 高橋　愼一 先生

27 296-8602 千葉県鴨川市東町929 亀田総合病院　皮膚科 部長 田中　厚 先生

28 113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学　医学部　皮膚科学教室 教授 佐藤　伸一 先生

29 102-8798 東京都千代田区富士見2-14-23 東京逓信病院　皮膚科 副院長兼皮膚科部長 江藤　隆史 先生

30 141-8625 東京都品川区東五反田5-9-22 NTT東日本関東病院　皮膚科 部長 五十嵐　敦之 先生

31 162-8543 東京都新宿区津久戸町5-1 JCHO東京新宿メディカルセンター　皮膚科 主任部長 鈴木　大介 先生

32 142-8666 東京都品川区旗の台1-5-8 昭和大学　医学部　皮膚科学教室 教授 末木　博彦 先生

33 153-8515 東京都目黒区大橋 2-22-36 東邦大学医療センター大橋病院　皮膚科　 准教授･診療部長 福田　英嗣 先生

34 173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 帝京大学　医学部　皮膚科学教室 主任教授 多田　弥生 先生

35 162-8655 東京都新宿区戸山1-21-1 国立国際医療研究センター病院　皮膚科 皮膚科医長･皮膚科診療科長 玉木　毅 先生

36 130-8587 東京都墨田区横網2-1-11 同愛記念病院　皮膚科 部長 三井　浩 先生

37 101-8326 東京都千代田区神田駿河台2-5 三楽病院　皮膚科 皮膚科科長 川嶋　智彦 先生

38 113-8421 東京都文京区本郷2-1-1 順天堂大学　医学部　皮膚科学講座 教授 池田　志斈 先生

39 181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2 杏林大学　医学部　皮膚科学教室 教授 大山　学 先生

40 105-8461 東京都港区西新橋3-25-8 東京慈恵会医科大学　皮膚科学講座 主任教授 朝比奈昭彦 先生

41 160-8582 東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学　医学部　皮膚科学教室 教授 天谷　雅行 先生

42 162-8666 東京都新宿区河田町8-1 東京女子医科大学　皮膚科学教室 教授・講座主任 石黒　直子 先生

43 113-8602 東京都文京区千駄木1-1-5 日本医科大学　皮膚科学教室 教授 佐伯　秀久 先生
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〒 住所 病院名 肩書 宛名 敬称

44 143-8541 東京都大田区大森西6-11-1 東邦大学医療センター大森病院　皮膚科 教授 石河　晃 先生

45 173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1 日本大学　医学部　皮膚科学分野 教授 照井　正 先生

46 160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1 東京医科大学　皮膚科学教室 主任教授 坪井　良治 先生

47 201-8601 東京都狛江市和泉本町4-11-1 東京慈恵会医科大学附属第三病院　皮膚科 診療部長 伊藤　寿啓 先生

48 104-8560 東京都中央区明石町9-1 聖路加国際病院　皮膚科 部長 新井　達 先生

49 113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 東京医科歯科大学皮膚科 教授 横関　博雄 先生

50 169-0073 東京都新宿区百人町3-22-1 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京山手メディカルセンター　皮膚科 部長 鳥居　秀嗣 先生

51 259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143 東海大学　医学部　専門診療学系　皮膚科学教室 教授 馬渕　智生 先生

52 252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 北里大学医学部皮膚科学教室 主任教授 天羽　康之 先生

53 216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 聖マリアンナ医科大学　皮膚科学教室 教授 門野　岳史 先生

54 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 横浜市立大学大学院　医学研究科　環境免疫病態皮膚科学 教授 相原　道子 先生

55 253-0042　神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 茅ヶ崎市立病院　皮膚科 科部長 小林　一博 先生

56 245-8575 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2 横浜医療センター　皮膚科 部長 上田　喬士 先生

57 252-0392 神奈川県相模原市南区桜台18-1 独立行政法人　国立病院機構　相模原病院　皮膚科 医長 大松　華子 先生

58 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 皮膚科 部長 蒲原　毅 先生

59 240-8555 神奈川県横浜市保士ケ谷区岡沢町56 横浜市立市民病院　皮膚科 部長 堀内　義仁 先生

60 220-8521 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-3 けいゆう病院　皮膚科 部長 河原　由恵 先生

61 951-8510 新潟県新潟市中央区旭町通1-757 新潟大学大学院　医歯学総合研究科 分子細胞医学専攻　細胞機能講座 皮膚科学分野 教授 阿部　理一郎 先生

62 930-0194 富山県富山市杉谷2630 富山大学大学院　医学薬学研究部　皮膚科学講座 教授 清水　忠道 先生

63 920-8641 石川県金沢市宝町13-1 金沢大学大学院医学系研究科皮膚科学教室 教授 竹原　和彦 先生

64 920-8650 石川県金沢市下石引町1-1 金沢医療センター　皮膚科 部長 稲沖　真 先生

65 920-0293 石川県河北郡内灘町大学1-1 金沢医科大学　皮膚科学講座 教授 望月　隆 先生

66 920-8530 石川県金沢市鞍月東２丁目１番地 石川県立中央病院　皮膚科 診療部長 筒井　清広 先生

67 910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 福井大学　医学部　感覚運動医学講座　皮膚科学研究室 教授 長谷川　稔 先生

68 918-8501 福井県福井市月見2-4-1 福井赤十字病院　皮膚科 副部長 八木　洋輔 先生

69 409-3898 山梨県中央市下河東1110 山梨大学　医学部　皮膚科学講座 教授 川村　龍吉 先生

70 384-0301 長野県佐久市臼田197番地 佐久総合病院　皮膚科 部長 吉田　香奈子 先生

71 390-8621 長野県松本市旭3-1-1 信州大学　医学部　皮膚科学教室 教授 奥山　隆平 先生

72 395-8502 長野県飯田市八幡町438 飯田市立病院　皮膚科 副部長 上條　史尚 先生

73 380-8582 長野県長野市若里5-22-1 長野赤十字病院　皮膚科 部長 久保　仁美 先生

74 501-1194 岐阜県岐阜市柳戸1-1 岐阜大学大学院　医学系研究科　皮膚病態学講座 教授 清島　眞理子 先生

75 503-8502 岐阜県大垣市南頬町4-86 大垣市民病院　皮膚科 部長 高木　肇 先生

76 431-3192 静岡県浜松市東区半田山1-20-1 浜松医科大学　皮膚科学講座 教授 戸倉　新樹 先生

77 467-8601 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ 名古屋市立大学大学院　医学研究科　加齢・環境皮膚科 教授 森田　明理 先生

78 466-8550 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 名古屋大学　医学部　皮膚科学教室 教授 秋山　真志 先生

79 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 藤田保健衛生大学　医学部　皮膚科学講座 教授 杉浦　一充 先生

80 480-1195 愛知県長久手市岩作雁又１番地１ 愛知医科大学　皮膚科学講座 教授 渡辺　大輔 先生

81 486-8510 愛知県春日井市鷹来町1-1-1 春日井市民病院　皮膚科 医長 古橋　卓也 先生

82 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-3-1 名城病院　皮膚科 馬場　義博 先生

83 464-8547 愛知県名古屋市千種区若水1-2-23 名古屋市立東部医療センター　皮膚科 部長 苅谷　清徳 先生

84 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1 独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　皮膚科 医長 清水　真 先生

85 514-8507 三重県津市江戸橋2-174 三重大学医学部皮膚科学教室 教授 山中　恵一 先生

86 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学　皮膚科学講座 教授 田中　俊宏 先生

87 602-8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 京都府立医科大学　皮膚科学教室 教授 加藤　則人 先生

88 606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町54 京都大学　医学部　皮膚科学教室 教授 椛島　健治 先生
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89 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-10 大阪回生病院　皮膚科 部長 加藤　敦子 先生

90 573-1010 大阪府枚方市新町2-5-1 関西医科大学　皮膚科学講座 教授 岡本　祐之 先生

91 565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2 大阪大学　医学部　皮膚科学教室 医局 御中

92 589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377－2 近畿大学　医学部　皮膚科学教室 教授 川田　暁 先生

93 545-8585 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3 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 先生

94 569-8686 大阪府高槻市大学町2-7 大阪医科大学皮膚科学教室 教授 森脇　真一 先生

95 550-0006 大阪府大阪市西区江之子島2-1-54 公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院 副院長・皮膚科部長 東山 眞里 先生

96 553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-2-78 独立行政法人 地域医療機能推進機構　大阪病院 皮膚科 部長 竹原　友貴 先生

97 599-8272 大阪府堺市中区深井中町1248 社会医療法人 頌徳会　日野クリニック 名誉院長 小塚　雄民 先生

98 670-8520 兵庫県姫路市本町68 独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター　皮膚科 医長 福田　均 先生

99 663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1-1 兵庫医科大学皮膚科学教室 主任教授 山西　清文 先生

100 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1 神戸大学大学院　医学研究科　内科系講座　皮膚科学分野 教授 錦織　千佳子 先生

101 634-8522 奈良県橿原市四条町840 奈良県立医科大学　皮膚科学教室 教授 浅田　秀夫 先生

102 636-0802 奈良県生駒郡三郷町三室1-14-16 奈良県西和医療センター　皮膚科 部長 横井　祥子 先生

103 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 和歌山県立医科大学　皮膚科 教授 神人　正寿 先生

104 683-8503 鳥取県米子市西町86 鳥取大学　医学部　感覚運動医学講座 皮膚病態学分野 教授 山元　修 先生

105 693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1 島根大学　医学部　皮膚科学教室 教授 森田　栄伸 先生

106 700-8558 岡山県岡山市鹿田町2-5-1 岡山大学　医学部　皮膚科学教室 教授 森実　真 先生

107 701-0192 岡山県倉敷市松島577 川崎医科大学　皮膚科学教室 教授 青山　裕美 先生

108 700-8505 岡山県岡山市北区中山下2-6-1 川崎医科大学 総合医療センター　皮膚科 医長 山本　剛伸 先生

109 734-8553 広島県広島市南区霞1-2-3 広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　皮膚科学 教授 秀　道広 先生

110 755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学　医学部　皮膚科学教室 教授 下村　裕 先生

111 745-8522 山口県周南市孝田町1-1 独立行政法人 地域医療機能推進機構 徳山中央病院　皮膚科 主任部長 中野　純二 先生

112 770-8503 徳島県徳島市蔵本町3-18-15 徳島大学　医学部　皮膚科学教室 教授 久保　宜明 先生

113 772-8503 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 地方独立行政法人　徳島県鳴門病院　皮膚科 部長 長江　哲夫 先生

114 761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1 香川大学　医学部　皮膚科学教室 教授 窪田　泰夫 先生

115 760-0017 香川県高松市番町4-1-3 高松赤十字病院　皮膚科 副院長・皮膚科部長 池田　政身 先生

116 791-0295 愛媛県東温市志津川 愛媛大学　医学部　皮膚科学教室 教授 佐山　浩二 先生

117 783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 高知大学　医学部　皮膚科学講座 教授 佐野　栄紀 先生

118 788-0785 高知県宿毛市山奈町芳奈3-1 高知県立幡多けんみん病院　皮膚科 皮膚科 御中

119 812-8582 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 九州大学　医学部　皮膚科学教室 教授 古江　増隆 先生

120 830-0011 福岡県久留米市旭町67 久留米大学　医学部　皮膚科学教室 主任教授 名嘉眞　武国 先生

121 814-0180 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1 福岡大学　医学部　皮膚科学教室 教授 今福　信一 先生

122 807-8555 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 産業医科大学　皮膚科学教室 教授 中村　元信 先生

123 849-8501 佐賀県佐賀市鍋島5-1-1 佐賀大学　医学部　皮膚科学教室 教授 成澤　寛 先生

124 852-8501 長崎県長崎市坂本1-7-1 長崎大学　医学部　皮膚科学教室 教授 室田　浩之 先生

125 857-8511 長崎県佐世保市平瀬町9-3 佐世保市総合医療センター　皮膚科 医長 池原　進 先生

126 860-8556 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1 熊本大学医学部附属病院　皮膚科・形成再建科 教授 尹　浩信 先生

127 879-5593 大分県由布市挾間町医大ヶ丘１－１ 大分大学　医学部　皮膚科学講座 教授 波多野　豊 先生

128 889-1692 宮崎県宮崎郡清武町木原5200 宮崎大学　医学部　感覚運動医学講座　皮膚科学分野 教授 天野　正宏 先生

129 890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 鹿児島大学　医学部　皮膚科学教室 教授 金蔵　拓郎 先生

130 903-0215 沖縄県中頭郡西原町上原207 琉球大学　医学部　皮膚科学教室 教授 高橋　健造 先生

131 161-8521 東京都新宿区中落合2-5-1 社会福祉法人　聖母会　聖母病院　皮膚科　 小林　里実 先生
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