
国内学会 一般演題 

1. 乾 重樹、中島武之、中川浩一、板見 智. 円形脱毛症におけるダーモスコピー所見の臨床的意義：

300 例の解析. 第 107 回日本皮膚科学会総会、2008/4/18-20、京都国際会館、京都府（ポスター賞） 

2. 乾 重樹、中尾俊史、中島武之、板見 智. 男性型脱毛部毛乳頭細胞における特異的 TGF-1 プロ

モーター活性調節機構の解析.  第 8 回日本抗加齢医学会総会、2008/6/6-7、東京国際フォーラム、

東京都（奨励賞） 

3. 乾 重樹、中島武之、板見 智. 男性型脱毛症の診療ツールとしてのダーモスコピー.  第 8 回日

本抗加齢医学会総会、2008/6/6-7、東京国際フォーラム、東京都 

4. 乾 重樹、片山一朗.スポーツ選手に生じた摩擦皮膚炎の 3 例、第 20 回日本アレルギー学会春季臨床

大会、2008/6/19-21、ホテル日航東京、東京都. 

5. 乾 重樹、庄野文恵、中島武之、片山一朗、板見 智. ロキシスロマイシンの PPARへの影響、第

3 期皮膚マクロライド研究会報告会、2008/6/14、グランドプリンスホテル新高輪、東京都 

6. 乾 重樹、中島武之、戸田直歩、板見 智. 頭皮の 50%以上の病変を伴う円形脱毛症に対するフェキ

ソフェナジンの効果：132 例の症例対照研究、第 72 回日本皮膚科学会東部支部学術大会、2008/9/20-

21、秋田キャッスルホテル、秋田県（会長賞） 

7. 乾 重樹、中島武之、戸田直歩、板見 智. 円形脱毛症におけるアトピー素因の影響：治療抵抗性と

抗アレルギー剤の効果の検討、第 38 回 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会、

2008/11/7-9、大阪国際会議場、大阪府 

8. 乾 重樹、板見 智. パンチ・グラフト植毛法の開発者奥田庄二先生について、第 14 回 日本臨床毛

髪学会、2008/11/15、福岡 SRP センタービル ＪＡＬリゾートシーホークホテル福岡、福岡県 

9. 乾 重樹. フラーレン外用剤の毛成長に対する効果の検討、第 4 回化粧品産業技術展、2009/3/4、パ

シフィコ横浜、神奈川県 

10. 乾 重樹. Trichoscopy (Dermoscopy)による Frontal fibrosing alopecia の診断法とその Pitfall、第 5 回大

阪大学皮膚科関連病院臨床検討会、2009/3/14、梅田スカイビル、大阪府 

11. 乾 重樹、伊藤雅之、山名修一、板見智. フラーレン外用剤の毛成長に対する効果の検討、第 108 回

日本皮膚科学会総会、2009/4/24-26、福岡国際会議場，マリンメッセ福岡、福岡県 

12. 乾 重樹、中島武之、庄野文恵、板見 智. Trichoscopy(Dermoscopy)による Frontal fibrosing alopecia の

診断法とその Pitfall、第 413 回日本皮膚科学会大阪地方会、2009/5/16、ビッグ愛、和歌山県 

13. 乾 重樹、伊藤雅之、山名修一、板見智. フラーレン外用剤の毛成長に対する効果の検討、第 27 回

日本美容皮膚科学会総会、2009/8/1-2、朱鷺メッセ、新潟県 

14. 乾 重樹、中島武之、板見 智. 円形脱毛症の新しい病的毛 Perilesional tapering hairs/Coudability: 

Trichoscopy による臨床的意義の検討、第 61 回日本皮膚科学会西部支部学術大会、2009/10/24-25、B-

CON PLAZA 別府国際コンベンションセンター、大分県 

15. 乾 重樹、澄川靖之、中島武之、板見 智. アミノ酸レプチンフラグメント(aa22-56)の成長期誘導ペ

プチドとしての可能性, 第 17 回毛髪科学研究会, 2009/11/28, 大手町サンケイプラザ, 東京都 

16. Inui S, Shono F, Noguchi F, Nakajima T, Hosokawa K, Itami S. In vitro and in vivo evidence of pathogenic roles 

of Hic-5/ARA55 in keloids through Smad pathway and profibrotic transcription. 第 34 回日本研究皮膚科学

会、JAL Resort Sea Hawk Hotel Fukuoka、福岡、2009/12/4-6. 

17. 乾 重樹. 吹田皮膚科・形成外科医会の先生方からのご紹介患者経過報告、吹田皮膚科・形成外科医

会、2010/1/23、千里阪急ホテル、大阪府 

18. 乾 重樹、寺師浩人、板見 智. “Non-blanchable erythema”の本態は出血と毛細血管拡張を伴う炎症で

ある：ダーモスコピーによる観察、第 12 回日本褥瘡学会学術集会、2010/8/20-21、千葉県 



19. Inui S, Nishiyama A, Nakajima T, Itami S. Multipotential functions of a nuclear-cell membrane shuttling 

molecule Hic-5 in growth, differentiation, migration and adhesion of human keratinocyte. 第 35 回日本研究

皮膚科学会、和歌山、2010/12/3-5. 

20. 乾 重樹、戸田直歩、板見 智. 円形脱毛症における睡眠障害の調査. 第 425 回日本皮膚科学会大阪

地方会、2011/5/21、ビッグ愛、和歌山県 

21. 乾 重樹、伊藤雅之、山名修一、板見 智.フラーレン外用剤の毛成長に対する効果の検討. 第 11 回

日本抗加齢医学会総会, 2011/5/27-29, 京都府 

22. 乾 重樹、青島央江、西山亜希、伊藤雅之、山名修一、板見 智. 尋常性ざ瘡に対するフラーレンの

有効性に関する研究. 第 11 回日本抗加齢医学会総会, 2011/5/27-29, 京都府 

23. 乾 重樹、板見 智. Multipotential functions of a nuclear-cell membrane shuttling molecule Hic-5 in growth, 

differentiation, migration and adhesion of human keratinocyte. 第 25 表皮細胞研究会、横浜市、神奈川県、

2011/10/29. 

24. Inui S, Shono F, Nakajima T, Hosokawa K, Itami S. Cartilage oligomeric matrix protein as matrix deposition 

enhancer in keloid: Microarray approach and in vivo and in vitro evidence. The 36th Annual meeting of the 

Japanese Society of Investigative Dermatology, Kyoto, 2011/12/9-11. 

25. 乾 重樹、中島武之、板見 智、下村 裕. 常染色体劣性縮毛症/乏毛症(ARWH/H)におけるリパー

ゼＨ突然変異の同定とトリコスコピー所見、第 430 回日本皮膚科学会大阪地方会、2012/3/24、大阪

府 

26. 乾 重樹、中島武之、戸田直歩、板見 智. 円形脱毛症に対する局所免疫療法の合併症としての色

素沈着型接触皮膚炎とその臨床的な意義（ミニシンポジウム）、第 24回日本アレルギー学会春季臨

床大会、大阪府、2012.5/12-13 

27. 乾 重樹、中島武之、板見 智. 側頭部三角脱毛症の 2 例：トリコスコピー/スカルプダーモスコピ

ーによる小児限局性脱毛症の鑑別法、第 431 回日本皮膚科学会大阪地方会、2012/5/19、和歌山県 

28. 乾 重樹、伏見知浩、中島武之、細川 亙、板見 智. パラクライン因子を介した赤色 LED のマウ

ス毛成長への促進効果、第 12 回日本抗加齢医学会総会、神奈川県、2012/6/22-24. 

29. 乾 重樹、伏見知浩、中島武之、細川 亙、板見 智. 緑色 LED の創傷治癒促進効果とその分子メ

カニズムの解析、第 12 回日本抗加齢医学会総会、神奈川県、2012/6/22-24. 

30. 乾 重樹、野口史人、中島武之、板見 智. 血清 TARC 値の円形脱毛症における臨床的意義、第 437

回日本皮膚科学会大阪地方会、2013/5/18、和歌山県 

31. 乾 重樹、井上剛伸、板見 智. 脱毛症患者の Quality of Life に与えるウィッグの影響：福祉用具心

理評価スケールを用いて、第 112 回日本皮膚科学会総会、2013/6/14-16、パシフィコ横浜、横浜市、

神奈川県 

32. 乾 重樹、板見 智. Edema-associated genital ulcer and erosion: あまり認識されていない陰部潰瘍の新

しいエンティティー、第 15 回日本褥瘡学会学術集会、2013/7/19-20、神戸市、兵庫県 

33. 乾 重樹、板見 智. 局所免疫療法抵抗性およびステロイド外用薬反応性を示した円形脱毛症の 5

例、第 443 回日本皮膚科学会大阪地方会、2014/5/24、和歌山県 

34. 乾 重樹、澄川靖之、中島武之、板見 智. プレナリーセッション：毛周期における成長期誘導因子

としてのレプチンの機能とその解析、第 14回日本抗加齢医学会総会、2014/6/6-8、大阪市、大阪府. 

35. 乾 重樹. 局所免疫療法抵抗性およびステロイド外用薬反応性を示した全頭型円形脱毛症の 5 例、

第 15回大阪皮膚疾患談話会、2014/6/28、大阪市、大阪府. 

36. 乾 重樹、板見 智. Centrifugal lipodystrophy of the scalp: トリコスコピー所見とミノキシジルローシ

ョンによる治療経験、第 22 回毛髪科学研究会、2014/11/29、東京都. 



37. 乾 重樹、板見 智. 動く脱毛症 Centrifugal lipodystrophy of the scalp の 2 例: トリコスコピー所見と

ミノキシジルローションによる治療、第 449 回日本皮膚科学会大阪地方会、2015/5/23、和歌山県. 

38. 乾 重樹、垣本千景、竹下友輝、板見 智. 原子間力顕微鏡を用いたヘアキューティクル損傷の観察、

第 33 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会(優秀演題賞)、2015/7/25、大阪市、大阪府. 

 


