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学会発表

抗BP180型粘膜類天疱瘡患者IgGはBP180/Collagen XVⅡの上皮細胞へ
の内在化を起こす場合と起こさない場合がある

今西 明子

第490回大阪市医学会例会
1月21日（大阪市）

結節性多発動脈炎の1例

田中 康之、深井 和吉、大山 綾子、鶴田 大輔

第39回皮膚脈管・膠原病研究会
1月22日～23日（高知市）

光線力学療法を用いた感染性難治性皮膚潰瘍治療

小澤 俊幸

第50回緑膿菌感染症研究会
2月4日～6日(東京都）
シンポジウム（学際企画）

多発する紫紅色斑を呈した皮膚Rosai-Dorfman病の1例

松岡 潤子、立石 千晴、楠谷 尚、大迫 順子、
鶴田 大輔、大澤 政彦

第453回大阪地方会
2月6日（高槻市）
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In vitroにおけるMRSAと緑膿菌に対する光線力学療法の効果の比較検討 小澤 俊幸、片山 文平、大田 麗、石塚 昌宏、
粟津 邦男、鶴田 大輔

上里 博琉球大学皮膚科学教授退任記念地方会
（第76回日本皮膚科学会沖縄地方会）
2月13日（沖縄市）

Mucosal type mast cells degranulation and proliferation are stimulated by
CRH in situ

Yukari Mizukami, Koji Sugawara, Ralf Paus, Daisuke Tsuruta

第7回日本研究皮膚科学会きさらぎ塾
2月25日～28日（沖縄市）

鼠径部と腋窩部にリンパ節転移を伴う側腹部エクリン汗孔癌

加茂 理英

第34回日本臨床皮膚外科学会学術集会
3月5日～6日(吹田市)

臨床的に爪部悪性腫瘍の鑑別を要した onychocytic matricoma の一例

楠谷 尚、加茂 理英、大迫 順子、後藤 啓介、大澤 政彦、
柳原 茂人、鶴田 大輔

第34回日本臨床皮膚外科学会学術集会
3月5日～6日(吹田市)

コチニール色素によるアナフィラキシーの一例

大迫 順子、梅香路 綾乃、吉川 沙弥子、竹尾 直子、
矢上 晶子、中村 政志、松永 佳世子、鶴田 大輔

第275回日本皮膚科学会東海地方会
3月20日（名古屋市）

Autoimmune bullous dermatoses

Daisuke Tsuruta

Vietnamese national congress of Dermatology and
Venereology
3月25日～26日（Hanoi, Vietnam)

コルヒチンが奏効した後天性表皮水疱症

坪倉 瑶子、岸本 泉、Nguyen Thi Hong Chuyen、
植田 郁子、山崎 文和、神戸 直智、岡本 祐之、
立石 千晴、鶴田 大輔

第454回大阪地方会
3月26日(大阪市）

抗ラミニンγ 1類天疱瘡の1例

李 和純、寺井 美奈子、西谷 奈生、鬼木 俊太郎
立石 千晴、鶴田 大輔

第454回大阪地方会
3月26日(大阪市）

剖検にてB-cell lymphomaと同定しえた腫瘍随伴性天疱瘡の1例

神谷 香、亀井 利沙、清原 英司、小豆澤 宏明、
片山 一朗、松井 崇浩、森井 英一、立石 千晴、
鶴田 大輔

第454回大阪地方会
3月26日(大阪市）

ソラフェニブ投与に伴うかゆみのメカニズムについて

水上 裕加里、菅原 弘二、鶴田 大輔

第454回大阪地方会
3月26日(大阪市）

Dyschromatosis symmetrica hereditaria complicated by intracranial
hemangiomas and Parry-Romberg syndrome

Kazuyoshi Fukai, Saki Yanagishita, Daisuke Tsuruta, Toshiyuki Seto,
Taro Shimono, Ken Okamura, Yutaka H0zumi, Tamio Suzuki

The 13th International Congress of Human Genetics
4月3日～7日（京都市）

乳房外Paget病との鑑別を要した亀頭部有棘細胞癌の1例
16

古川 博基、今西 久幹、小澤 俊幸、大迫 順子、
鶴田 大輔

第455回大阪地方会
5月21日（大阪市）
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リンパ節転移，皮膚転移を来した右下眼瞼の脂腺癌とメルケル細胞癌合併 林 大輔，楠谷 尚，加茂 理英，小坪 恵理子，
例
田中 康之，大迫 順子，柳原 茂人，大澤 政彦，
鶴田 大輔

第32回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会
5月27日～28日（鹿児島市）

自己免疫疾患・炎症性疾患を考える

鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
教育講演
6月3日～5日（京都市）

結節性紅斑との鑑別を要した感染性心内膜炎による敗血疹の 1 例

真鍋 麻里奈、今西 久幹、大迫 順子、梅田 桜子、
伊藤 朝広、安水 大介、葭山 稔、鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

大阪市立大学皮膚科におけるベムラフェニブの使用経験

加茂 理英、楠谷 尚、林 大輔、真鍋 麻里奈、
鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

扁平隆起性アクロコルドンに対するピンポイント型 IPL（Intense Pulsed
Light）治療器の有用性

梅香路 綾乃、深井 和吉、浅井 愛、足立 舞子、
鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

疥癬を合併した抗ラミニン γ 1 類天疱瘡の 1 例

飯島 茂子、岡崎 有貴子、渡邉 真也、鶴田 大輔、
立石 千晴、石井 文人、大畑 千佳、橋本 隆

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

手術を契機に発症した水疱性類天疱瘡の 2 例

田中 佑佳、東郷 さやか、田口 理映子、小澤 健太郎、
爲政 大幾、立石 千晴、鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）
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神経性やせ症の女性に発症し，関節可動域制限を来した多発痛風結節の 小坪 恵理子、楠谷 尚、英 真希子、大迫 順子、
1例
津田 昌宏、山内 常生、鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

25

内服テスト終了 7 日目に皮疹が出現したアモキシシリンによる多形紅斑型 林 大輔、大迫 順子、梅香路 綾乃、深井 和吉、
薬疹
鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

ヘアアイロンによる熱傷に続発した瘢痕性脱毛症の 1 例

水上 裕加里、菅原 弘二、鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

膿疱化した尋常性乾癬に合併した抗ラミニン γ 1 類天疱瘡の 1 例

飯島 平祐、加藤 威、寺村 和也、藤本 徳毅、
立石 千晴、鶴田 大輔、石井 文人、橋本 隆、
田中 俊宏

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

免疫ブロット法で診断を確定しえた尋常性天疱瘡の 1 例

川合 未紗、夏見 亜希、立石 千晴、鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

Duhring 疱疹状皮膚炎の 1 例

駒倉 啓大、立石 千晴、石井 文人、大畑 千佳、
橋本 隆、鶴田 大輔

第115回日本皮膚科学会総会
6月3日～5日（京都市）

基底膜構成蛋白が乾癬の病態に与える影響に関する組織学的検討

夏見 亜希、菅原 弘ニ、與那嶺 綾乃、水上 裕加理、
今西 久幹、鶴田 大輔

第32回日本皮膚病理組織学会総会・学術大会
6月18日(東京都）

下腿の結節

真鍋 麻里奈、楠谷 尚、大迫 順子、加茂 理英
大澤 政彦、福本 隆也、鶴田 大輔

第32回日本皮膚病理組織学会総会・学術大会
6月18日(東京都）

発症前遺伝子診断を行った遺伝性血管性浮腫の一家系

木下 幸恵、大迫 順子、深井 和吉、時政 定雄、加賀 慎一郎、
田中 暁生、齋藤 怜、秀 道広、鶴田 大輔

第40回 日本小児皮膚科学会学術大会
優秀ポスター賞
7月2日～3日（広島市）

遺伝子検査にて長島型掌蹠角化症と診断した1例

林 大輔、深井 和吉、塩濱 愛子、久保 亮治、
鶴田 大輔

第40回 日本小児皮膚科学会学術大会
7月2日～3日（広島市）

超高齢者に生じた手背有棘細胞癌の一例

中井 一花、加茂 理英、水田 綾、楠谷 尚、大澤 雅彦、
鶴田 大輔

第12回 加齢皮膚医学研究会
7月9日～10日（神戸市）

緑膿菌に対する光線力学療法

片山 文平, 小澤 俊幸, 大田 麗, 石塚 昌宏,
粟津 邦男, 鶴田 大輔

第29回日本レーザー医学会関西地方会
7月9日（奈良市）

アマゴの卵の生食によって生じた顎口虫症の１例

山中 美佳、楠谷 尚、大迫 順子、小坪 恵理子、
鶴田 大輔、田中 さやか、大澤 政彦、寺本 勲、
五十棲 理恵、金子 明

日本皮膚科学会 第109回近畿皮膚科集談会(第456回大阪地方
会・第447回京滋地方会)
7月10日（神戸市）
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緑膿菌に対する5-aminolevulinic acid (ALA) を使用した光線力学療法

片山 文平、小澤 俊幸、太田 麗、石塚 昌宏、粟津 邦男、
鶴田 大輔

第38回日本光医学・光生物学会
7月22日～23日（京都市）

Epidermolytic ichthyosisの電子顕微鏡的および免疫組織化学的観察

大村 玲奈、深井 和吉、菅原 弘二、鶴田 大輔、永尾 淳、
河野 通浩、秋山 真志

第31回角化症研究会
7月30日（東京都）

緑膿菌に対する光線力学療法

片山 文平, 小澤 俊幸, 大田 麗, 石塚 昌宏,
粟津 邦男, 鶴田 大輔

レーザー学会第493回研究会報告
8月5日（仙台市）

Paloebral skin lesion

鶴田 大輔

9th APSOPRS & 4th JSOPRS JOINT MEETING in OSAKA
8月26日～27日(大阪市）

乾癬治療における各薬剤の治療を考える

鶴田 大輔

第31回日本乾癬学会学術大会
9月2日～3日（宇都宮市）

インフリキシマブ効果減弱に対しセクキヌマブが奏功した爪乾癬の１例

木下 幸恵、立石 千晴、夏見 亜紀、今西 久幹、鶴田 大輔

第31回日本乾癬学会学術大会
9月2日～3日（宇都宮市）
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日本における医師-乾癬患者間の治療目標に対するギャップに関する調査 大久保 ゆかり、鶴田 大輔、鄭 珠、井上 幸恵、中條 航

第31回日本乾癬学会学術大会
9月2日～3日（宇都宮市）

アダリムマブ投与乾癬患者のメタボリック症候群関連危険因子の変動評価 東山 真里、川田 暁、片山 一郎、松田 洋昌、山岡 俊文、
-大阪地区多施設共同前向き観察研究
室田 浩之、岡本 祐之、山崎 文和、鶴田 大輔、森脇 真一、
戸田 憲一、庄田 裕紀子、辻 成佳、樽谷 勝仁

第31回日本乾癬学会学術大会
9月2日～3日（宇都宮市）

鼻翼部基底細胞癌切除後の 局所皮弁による再建について

加茂 理英、楠谷 尚、鶴田 大輔

第31回日本皮膚外科学会総会・学術集会
9月10日～11日(沼津市）

胃癌を合併した頭部血管肉腫の1例

木下 幸恵、加茂 理英、楠谷 尚、鶴田 大輔

第457回大阪地方会
10月8日（大阪市）

Mucinous carcinoma on the cheek arose from a probable precursor lesion
of endocrine mucin-producing sweat gland carcinoma

Nao Kusutani, Junko Sowa-Osako, Rieko Taguchi, Masahiko Ohsawa, 第12回日独皮膚科学会議
Takaya Fukumoto, Daisuke Tsuruta
10月12日～14日（軽井沢）

A case of Scarring Alopecia with Cornelia de Lange Syndrome

Yoshie Osawa, Koji Sugawara, Ryuta Ikegami, Daisuke Tsuruta

第12回日独皮膚科学会議
10月12日～14日（軽井沢）

Molecular diagnosis of autoimmune bullous diseases

鶴田 大輔

Asian Dermatological Congress 2016
10月14日～16日（Mumbai, INDIA）

毛髪疾患の病態

菅原 弘二

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）
フロントラインセミナー

WHATʼS NEW in 皮膚免疫

鶴田 大輔

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）
ランチョンセミナー

難治性自己免疫性水疱症

鶴田 大輔

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）
教育講演

ヒドロコルチゾン酪酸エステルによる接触皮膚炎の 1 例

東田 理恵、清水 奈美、岡林 綾、中川 浩一、大迫 順子

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）
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リツキシマブ投与が有効であった両下腿潰瘍を伴う 2 型クリオグロブリン
血症性血管炎の一例

田中 康之、楠谷 尚、今西 久幹、大迫 順子、吉村 卓朗、
中前 博久、鶴田 大輔

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）
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嚥下障害をきたしガンマグロブリン大量静注療法が有効であった胃癌合併 松岡 潤子、深井 和吉、林 大輔、立石 千晴、上間 優香、
皮膚筋炎の一例
松村 泰宏、大霜 智子、國本 奈津子、鶴田 大輔

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）

クラリスロマイシンと歯性病巣に対する治療が奏功した orofacial
granulomatosis の一例

小坪 恵理子、深井 和吉、根来 信介、鶴田 大輔
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第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）

分子標的薬 3 剤を投与した原発不明悪性黒色腫の一例

大沢 淑恵、加茂 理英、楠谷 尚、鶴田 大輔、中川 登

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）

イピリムマブで治療を行った進行期悪性黒色腫の 4 例

加茂 理英、楠谷 尚、水田 綾、大沢 淑恵、山中 美佳、
鶴田 大輔

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）

下腿に生じた Mycobacterium fortuitum による皮下膿瘍の 1 例

真鍋 麻里奈、木下 幸恵、白鳥 隆宏、加藤 晴久

第67回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月22日～23日(大阪市）

Merkel cell carcinoma within sebaceous carcinoma
lesion in the palpebral conjunctiva

Nao Kusutani, Junko Sowa-Osako, Daisuke Hayashi,
Riei Kamo, Masahiko Ohsawa, Keisuke Goto, Eriko Kotsubo,
Shigeto Yanagihara, Daisuke Tsuruta

American Society of Dermatopathology 53rd Annual Meeting
10月27日～30日（Baltimore, Maryland USA）

脱毛症の臨床・基礎オーバービュー

菅原 弘二

第80回日本皮膚科学会東部支部学術大会
10月29日～30日（浜松市）
ミニシンポジウム

62

黒色ズボン中の防腐剤4, 5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
（DCOIT）によるアレルギー性接触皮膚炎の 1 例

梅香路 綾乃, 深井 和吉, 大迫 順子, 真鍋 麻理奈, 喜久川 真記, 第46回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会
石井 恭子, 佐々木 和実, 鶴田 大輔
11月5日～6日（東京都）
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ダイエットサプリメントに含まれたブラックジンジャーによるアナフィラ
キシーの 1 例

小坪 恵理子, 大迫 順子, 夏見 亜希, 深井 和吉, 矢上 晶子,
佐藤 奈由, 下條 尚志, 中村 政志, 松永 佳世子, 鶴田 大輔

第46回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会
11月5日～6日（東京都）

R77Q,H211Y,P431L 変異体におけるチロシナーゼの細胞内局在

寺前 彩子，小林 悠衣，深井 和吉，鶴田 大輔，
國本 浩之，中嶋 弘一

第27回日本色素細胞学会学術大会
Best presentation賞 臨床部門
11月12日～13日（岐阜市）
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Mast cell is a key player in the pathogenesis of seborrheic keratosis related Mika Yamanaka, Rieko Taguchi, Koji Sugawara, Daisuke Tsuruta
itch

The 4th Eastern Asia Dermatology Congress
11月16日～18日(舞浜市）
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