
内科診療の 

  幅を広げ・厚みを増す会 

第 ７ 回 神奈川県内科医学会 

白濱 茂穂 先生   聖隷三方原病院 皮膚科 

講演２．「医師なら知っておくべき日常的皮膚疾患とその外用療法の極意 
          ―皮脂欠乏症、湿疹・皮膚炎、足白癬を中心に― 」 

講演１．帯状疱疹・単純疱疹の治療戦略～診断・治療の最新の知見～」 

 江藤 隆史 先生    あたご皮フ科 副院長 
              （東京逓信病院 皮膚科客員部長） 

共催：神奈川県内科医学会・メディカルトリビューン・マルホ株式会社 
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会場に来た理由 

メディカルトリビューンの共催 

ワクチン接種を済ませた 

会場の雰囲気を味わいたかっ

た 

WEBより良いから 

会場参加17名、アンケート13枚 
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第7回 神奈川県内科医学会 

帯状疱疹の治療 

 

抗ヘルペスウイルス薬は、DNA合成を阻害してウイルスの増殖を抑制する。経口薬と軟膏
の併用では査定の対象となる。 

腎排泄型の薬剤は腎で濃縮され,結晶が尿細管を閉塞し腎不全を発症する恐れがある。 

アメナリーフは肝代謝。必ず食後に服用する。吸収のためのエネルギーが必要で、薬剤が脂
溶性のため。 

ウイルスの増殖は昼間活発になるので朝の服用が良い。 

単純ヘルペスは初回、再発にかかわらず抗ウイルス薬の全身投与が基本。 

年に3回以上の再発のケースではPIT(patient initiated therapy). ファムビルの先発品の
みの適応。 

皮脂欠乏症、アトピー皮膚炎、接触皮膚炎 

 

乾燥でnerve growth factorが増え、itch scratch cycleを起こす。 

ヒルドイドフォームが低刺激 

保湿剤の塗布は1日3回がベスト 

 

アトピーの感作は、食べて感作されるのではなく、皮膚のバリア機能が壊れたところから生活
環境の中にある食物抗原が入ってくることで起こる．食べて脱感作をするのが正しい治療。 

出生直後からアトピー皮膚炎のコントロールを 

乳幼児の皮膚炎では食事よりスキンケアを。 

 

簡便なスキンテストとして、接触皮膚炎の原因と思われる物質をバンドエイドに張り付けて72

時間後に受診させる。 

緑内障の点眼薬で接触皮膚炎が起こる事が多い。 

フラジオマイシン軟膏による限局した強い皮膚炎ではマイザー、アンテベートなどのストロン
グステロイドの使用が勧められる。 

講演で特に印象に残った点（アンケートより） 
 

・口唇ヘルペス、単純ヘルペスの抗ウイルス薬全身投与についての講演 

・口唇ヘルペスも早めに内服という事 

・予防ワクチン、単純疱疹の内服薬の必要性 

  

・２剤使用時は,必要な時はvery strongを使用。対応などの件 

・子供のアトピーでステロイドのvery strongを使う事 

・タクロリムス軟膏 

・保湿剤は1日3回 
 

講演要旨です 
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第7回内科診療の幅を広げ・厚みを増す会　 皮膚疾患エキスパートセミナー

実地診療ですぐに役立つ! 皮膚疾患の診かたと治療のコツ（横浜会場）



1.ウェブセミナー視聴者属性
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職種

内訳

診療科目

視聴時間

内訳

勤務医 167名

開業医 114名

その他 18名

不明 36名

一般内科 75名 22.4% 耳鼻咽喉科 10名 3.0% 腎臓内科 5名 1.5%

小児科 25名 7.5% 産婦人科 10名 3.0% 眼科 5名 1.5%

一般外科 17名 5.1% 皮膚科 9名 2.7% 麻酔科 4名 1.2%

神経内科 14名 4.2% 消化器内科 8名 2.4% 呼吸器科 4名 1.2%

循環器内科 13名 3.9% 呼吸器内科 6名 1.8% その他 77名 23.0%

泌尿器科 13名 3.9% 放射線科 6名 1.8% その他 77名 23.0%

精神科 11名 3.3% 循環器科 6名 1.8% その他 77名 23.0%

整形外科 11名 3.3% 脳神経外科 6名 1.8% その他 77名 23.0%

120分以上 148名

90分以上～120分未満 35名

60分以上～90分未満 39名

30分以上～60分未満 38名

30分未満 75名

■Web視聴

事前予約数 443名様

視聴者数 335名様

【参考】■リアル開催

事前予約数 93名様

視聴者数 22名様(座長講師5名含む)
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2-1.ウェブセミナー視聴後アンケート結果
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内訳　　　　　　　　　　　　　　　　回答数： 62

非常に参考になった 36名

参考になった 26名

内訳　　　　　　　　　　　　　　　　回答数： 59

非常に参考になった 34名

参考になった 25名

内訳　　　　　　　　　　　　　　　　回答数： 59

ちょうどよい 39名

長い 20名

内訳　　　　　　　　　　　　　　　　回答数： 59

全面的に賛成 41名

どちらかといえば賛成 16名

どちらかといえば反対 2名

①

②

③

④
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2-2.ウェブセミナー視聴後アンケート結果
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10:　Q6.本日のセミナーの中で印象に残った点やご感想、また講演会のWEB配信についてやその他ご意見がございましたら、お聞かせください。

職種 診療科目 回答

勤務医 一般外科 続報にも期待

勤務医 一般外科 参考になります。

開業医 一般内科
江藤先生の講演は特に実践的でわかりやすく無駄がなくエッセンスがよくわかり感銘を受けました。ぜひもう

一度江藤頭先生のお話を聞きたいと思いました。

開業医 一般内科 ありがとうございました

開業医 一般内科
神奈川県内科医学会の講演会が、長野県で見ることが出来感激しております。またWEB講演会を企画してくだ

さい。

開業医 一般内科 medical-tribune経由での視聴は初回だったので入室に手間取った

開業医 一般内科 音声が小さい

勤務医 一般内科 大変勉強になりました

開業医 眼科
WEB配信は時間や場所の制約を超えて聴講できるの非常に有難い。今回の様な素晴らしいセミナーはコロナ禍

が終息してもWEB配信を続けて頂きたい。オンデマンド配信で再生できたらより勉強し易いと思う。

勤務医 眼科 良かった。

開業医 血液・腫瘍内科 大変分かりやすかったです。

勤務医 呼吸器外科 今後も、臨床に役立つ講演を宜しくお願いいたします。

勤務医 産婦人科 分かりやすい講演で理解しやすい、大変ためになりました

勤務医 産婦人科
最初の部分が電波が悪く聞けず、 今回のセミナーをもう一度聞きたいです、 アーカイブなどもあったらあり

がたいです。 よろしくお願い致します。

開業医 循環器科 質問も中継してほしかった

勤務医 循環器科 勉強になりました

開業医 循環器内科 あｓ

勤務医 循環器内科
専門外領域だが日常臨床に有用な内容で参考になった．本日は通信状況が悪くて頻繁に画像停止した．しかも

聞きたいところで．ライブ直後のオンデマンドや、リアルタイムで振り返れればいいが．

勤務医 循環器内科 質問の時間が無かった。

開業医 小児科 講義内容には問題なし

開業医 精神科 勉強になりました。ありがとうございます。

勤務医 精神科 有用なセミナー配信ありがとうございました

その他 糖尿病科 勉強になりました。

開業医 内分泌内科 ありがとうございました。

開業医 泌尿器科 次回もお願いします。

開業医 放射線科
臨床的内容で大変に参考になりました。特に内科医に必要な皮膚疾患についてはもっと広い範囲で症例呈示を

時間をかけて供覧していただけたらと思います。次回に期待しております。

不明 不明 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

不明 不明 質問の時間になると、突然切れるので、案内が欲しかった。

不明 不明 とても勉強になりました 前半が拝聴出来なかったのですが再配信はありますでしょうか？

不明 不明 勉強になりました

不明 不明 ヒルドイド使ってみたいと思う

内訳　　　　　　　　　　　　　　　　回答数： 59

問題無し 51名

問題有り 8名

⑤

⑥
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