2019（平成31/令和元）年
学会発表

大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学

リツキシマブが著効した濾胞性リンパ腫合併腫瘍随伴性天疱瘡の一例

山本 祥子、宮下 和也、西村 友紀、小川 浩平、宮川 史、
小豆澤 宏明、立石 千晴、鶴田 大輔、長谷川 淳、浅田 秀夫

第40回水疱症研究会
1月11日～1月12日（大阪市）

水疱性疥癬の1例

國府 拓、高橋 聡文、藤本 徳毅、立石 千晴、鶴田 大輔、
橋本 隆、田中 俊宏

第40回水疱症研究会
1月11日～1月12日（大阪市）

ラミニンγ1に対する自己抗体を認めた結節性類天疱瘡の1例

林 大輔、立石 千晴、河野 友香、橋本 隆、鶴田 大輔

第40回水疱症研究会
1月11日～1月12日（大阪市）

ストレスホルモンがヒト肥満細胞に与える影響に関して

高市 美佳、水上 裕加里、菅原 弘二、鶴田 大輔

第9回日本皮膚科心身医学会
1月13日（大阪市）
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メトトレキサートによる中毒性表皮壊死症とMTX- induced epidermal necrolysis の 山中 美樹、夏見 亜希、朝野 愛理、湯川 圭、林 大輔、
鑑別を要した1例
大村 玲奈、大迫 順子、鶴田 大輔、武岡 康信、大澤 政彦

第472回大阪地方会
3月9日（大阪市）

Mika Takaichi, Koji Sugawara, Rieko Sumitomo, Daisuke Tsuruta
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Is mast cell a key player in the pathogenesis of seborrheic keratosis and
squamous cell carcinoma?

the 28th Annual Meeting of the Korean Society for
Investigative Dermatology
3月29日～30日（Seoul)

The effect of CRH on connective tissue- and mucosal-type mast cells
degranulation and proliferation in situ ～CRH is a stimulator for mast cells～

Mika Takaichi, Koji Sugawara, Yukari Mizukami, Daisuke Tsuruta

7

Japan- Singapore International skin conference 2019
4月10日～12日（Singapore）
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家族性地中海熱に伴う関節炎における関節超音波および生検による関節内所見 山田 祐太郎、乾 健太郎, 岡野 匡志, 万代 幸司, 真本 建司,
杉岡 優子, 小池 達也, 鶴田 大輔, 中村 博亮
乾癬患者におけるBMIと関節症状の関連について

万代 幸司、乾 健太郎、岡野 匡志、山田 祐太郎、鶴田 大輔、
第63回日本リウマチ学会総会・学術集会
立石 千晴、吉村 仁志、杉岡 優子、小池 達也、多田 昌弘、中村 博亮 4月15日（月）～17日（京都市）

乾癬性関節炎に伴う付着部炎は超音波評価と臨床評価で異なる(会議録)

山田 祐太郎、乾 健太郎、岡野 匡志、万代 幸司、真本 建司、
杉岡 優子、小池 達也、立石 千晴、鶴田 大輔、中村 博亮

第63回日本リウマチ学会総会・学術集会
4月15日（月）～17日（京都市）

右頬の皮膚腫瘍

岡林 綾、中川 浩一、長廻 錬、大迫 順子

第35回日本皮膚病理組織学会総会・学術大会
4月20日～21日（東京都）

前額部の黒色結節と皮膚色結節の合併例

朝野 愛理、大迫 順子、楠谷 尚、加茂 理英、鶴田 大輔

第35回日本皮膚病理組織学会総会・学術大会
4月20日～21日（東京都）

Palmar fibromatosis or fasciitis without polyarthritisの1例

山内 あい子、立石 千晴、大迫 順子、岡林 綾、野間 直樹、
朝野 愛理、鶴田 大輔、福本 隆也、大澤 政彦、吉岡 克宣

第473回日本皮膚科学会大阪地方会
5月18日（大阪市）

潰瘍性大腸炎に合併した抗BP230抗体陽性水疱性類天疱瘡の1例

藤本 真由、今井 康友、山西 清文、立石 千晴、鶴田 大輔

第473回日本皮膚科学会大阪地方会
5月18日（大阪市）

皮膚潰瘍から診断に至ったクラインフェルター症候群の２例

川合 未紗、大橋 理加、辻岡 馨、山田 祐也、藤川 祥平、
谷 冴香

第473回日本皮膚科学会大阪地方会
5月18日（和歌山市）

肥満細胞と皮膚疾患

菅原 弘二

第473回日本皮膚科学会大阪地方会
教育講演
5月18日（大阪市）

大阪市立大学皮膚科における 悪性黒色腫221例の検討

白鳥 実友、小澤 俊幸、葛谷 早喜子、蓮池 智子、
櫻井 洋太郎、鶴田 大輔

第35回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会
5月24日～25日（神戸市）
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第63回日本リウマチ学会総会・学術集会
4月15日（月）～17日（京都市）

落葉状天疱瘡の経過中に水疱性類天疱瘡を合併した 1 例

岩倉 理世、鈴木 緑、内田 修輔、栁原 茂人、大磯 直毅、
川田 暁、立石 千晴、鶴田 大輔

第118回日本皮膚科学会総会
6月6日～9日（名古屋市）

白斑病態における女性ホルモン関与の検討

山本 亜沙子、楊 伶俐、王 倩倩、郭 皎、鶴田 大輔、
片山 一朗

第118回日本皮膚科学会総会
6月6日～9日（名古屋市）

膵癌に伴った pancreatic panniculitis の 1 例

葉山 友紀、今西 久幹、徳原 満雄、大迫 順子、若狹 研一、
鶴田 大輔

第118回日本皮膚科学会総会
6月6日～9日（名古屋市）

頭部血管肉腫に対してパゾパニブを使用した 6 例の検討

野間 直樹、小澤 俊幸、加茂 理英、鶴田 大輔

第118回日本皮膚科学会総会
6月6日～9日（名古屋市）

臨床的に放線菌症との鑑別を要した好中球性皮膚症の 1 例

湯川 圭、菅原 弘二、福永 淑恵、大村 玲奈、鎌田 友香、
立石 千晴、鶴田 大輔

第118回日本皮膚科学会総会
6月6日～9日（名古屋市）

咽喉頭粘膜疹を合併したDPP-4阻害薬関連水疱性類天疱瘡の1例

刑部 全晃、山本 晋也、欠田 成人、泉 健太郎、立石 千晴、
峯 麻子、 西江 渉、橋本 隆、鶴田 大輔、山中 恵一

第118回日本皮膚科学会総会
6月6日～9日（名古屋市）

A rare case of huge acne keloidalis

Sayaka Togo，Koji Sugawara，Daisuke Tsuruta

第118回日本皮膚科学会総会
6月6日～9日（名古屋市）

Detection of anti-type VII collagen IgE antibodies in epidermolysis bullosa
acquisita

Masahiro Tsutsumi，Hiroshi Koga，Kwesi Teye，Kyoko Yamashita，
Norito Ishii，Daisuke Tsuruta，Takekuni Nakama

第118回日本皮膚科学会総会
6月6日～9日（名古屋市）

当科における皮膚 T 細胞性リンパ腫に対するベキサロテンと紫外線併用
療法の検討

立石 千晴

第118回日本皮膚科学会総会
ランチョンセミナー
6月6日～9日（名古屋市）

表皮下疱症；診断ってモンはこうやってやるんだ！
診断アップデート

立石 千晴

第118回日本皮膚科学会総会
教育講演
6月6日～9日（名古屋市）

Is mast cell a key player in the pathogenesis of
seborrheic keratosis and squamous cell carcinoma?

Mika Takaichi, Koji Sugawara, Rieko Sumitomo, Daisuke Tsuruta

The 24th World Congress of Dermatology (WCD)
6月10日～15日(Milan)

液体窒素凍結療法が毛周期に与える影響に関して

岳崎 彩香、菅原 弘二、水上 裕加里、鶴田 大輔

第46回皮膚かたち研究学会
6月21日～22日（大阪市）

光で感染症を治療する

小澤 俊幸

第31回日本レーザー治療学会学術集会・総会
シンポジウム
6月22日～23日(東京都）

ストレスは肥満細胞、内因性カンナビノイドに影響を与える

高市 美佳、菅原 弘二、鶴田 大輔

第112回近畿皮膚科集談会
7月14日（大阪市）

Pigmented Fungiform Papillae of the Tongueの1例

東田 理恵、亀井 千紗都、楠谷 尚、中川 浩一、岡林 綾

第112回近畿皮膚科集談会
7月14日（大阪市）

曽我 智美、宮本 摂、森田 真麻、林 純代、小澤 俊幸、鶴田 大輔

33

当院過去3年間の褥瘡予防対策の取り組みについて 褥瘡発生病棟に重点的に
働きかけて

第21回日本褥瘡学会学術集会
8月23日～24日（京都市）

34

A病院手術室における褥瘡予防対策 パークベンチ体位・腹臥位(4点支持器)手術 足立 麻礼、曽我 智美、小澤 俊幸、鶴田 大輔
に対する取り組み
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第21回日本褥瘡学会学術集会
8月23日～24日（京都市）

関節症性乾癬におけるMRIを用いたアダリムマブの有用性の検討

森田 明理、奥山 隆平、加藤 則人、立石 千晴、益田浩司、
小川 英作、牧野 貴充、西田 絵美、鶴田 大輔、尹 浩信

第34回日本乾癬学会学術大会
8月30日～31日（京都市）

乾癬性関節炎患者を対象としたadalimumabの有用性の検討

牧野 貴充、尹 浩信、中川 基生、奥山 隆平、加藤 則人、
立石 千晴、益田 浩司、小川 英作、西田 絵美、鶴田 大輔、
森田 明理

第34回日本乾癬学会学術大会
8月30日～31日（京都市）

顆粒球吸着療法（GMA）施行中に血圧低下・徐脈・SpO2低下をきたした
膿疱性乾癬の一例

岳崎 彩香、夏見 亜希、立石 千晴、長沼 俊秀、山田 真介、
鶴田 大輔

第34回日本乾癬学会学術大会
8月30日～31日（京都市）

小児汎発性膿疱性乾癬の治療選択

立石 千晴

第34回日本乾癬学会学術大会
シンポジウム
8月30日～31日（京都市）

膀胱癌手術後に発症した落葉状天疱瘡の1例

朝本 有紀、木村 浩、中井 正治、立石 千晴、鶴田 大輔

北陸地方会第463回例会
9月2日（金沢市）

ソラフェニブがヒト表皮に与える影響に関して

菅原 弘二、大村 玲奈、水上 裕加里、鶴田 大輔

第71回日本皮膚科学会西部支部学術大会
9月７日～８日（高知市）

CRH is a stimulator for both connective tissue-and mucosal-type mast cells

Mika Takaichi, Koji Sugawara, Yukari Mizukami, Ralf Paus and
Daisuke Tsuruta

The 49th European Society for Dermatological Research Annual
Meeting
9月19日～21日(Bordeaux)

ゼロから学ぶ水疱症！教科書からガイドラインまで

立石 千晴

第70回日本皮膚科学会中部支部学術大会
教育講演
10月5日～6日（金沢市）

炎症性皮膚疾患治療に対するアダリムマブの可能性

立石 千晴

第70回日本皮膚科学会中部支部学術大会
スイーツセミナー
10月5日～6日（金沢市）

抗ラミニン γ1 類天疱瘡の1例

岩倉 理世、鈴木 緑、内田 修輔、柳原 茂人、遠藤 英樹、
大磯 直毅、川田 暁、立石 千晴、橋本 隆、鶴田 大輔

第70回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月5日～6日（金沢市）

全身性サルコイドーシス患者に発症したMycobacterium chelonaeによる
皮膚非結核性抗酸菌症の1例

乾 友梨香、菅原 弘二、林 大輔、葉山 友紀、大迫 順子、
掛屋 弘

第70回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月5日～6日（金沢市）

Morbihan病の1例

池永 達彦、菅原 弘二、大迫 順子、鶴田 大輔

第70回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月5日～6日（金沢市）

ダーモスコピー所見で基底細胞癌との鑑別を要したeccrine poromaの1例

山田 佳奈、今西 久幹、小澤 俊幸、葉山 友紀、
若狭 研一、大迫 順子、鶴田 大輔

第70回日本皮膚科学会中部支部学術大会
10月5日～6日（金沢市）

大腿に生じたprimary cutaneous mucoepidermoid carcinomaの１例

白鳥 実友、小澤 俊幸、岡林 綾、大迫 順子、鶴田 大輔、
大澤 政彦

第475回日本皮膚科学会大阪地方会
10月26日（大阪市）

脂肪織炎

大迫 順子

皮膚病理道場あどばんすと2019秋の陣
11月4日（大阪市）

Dual functions of dermokine in regulating skin barrier and innate immunity

Akira Utsunomiya, Takenao Chino, Natsuko Utsunomiya, Vu Huy Luong,
Kiyoshi Higashi, Koichi Sato, Manabu Sugai, Koji Sugawara,
Daisuke Tsuruta, Minoru Hasegawa

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会
11月8日～10日（青森市）
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Excimer lamp up-regulates keratinocyte-derived glycoprotein
nonmetastatic melanoma protein B to protect melanocytes from
oxidative stress

Qianqian Wang, Lingli Yang, Kazal Boron Biswas, Arunasiri
Iddamalgoda, Jiao Guo, Asako Yamamoto, Yasutaka Kuroda,
Masatoshi Kondo, Daiki Murase, Yoshito Takahashi, Leihong Xiang,
Shintaro Inoue, Daisuke Tsuruta, Ichiro Katayama

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会
11月8日～10日（青森市）

Adipose-derived stromal/stem cells improve epidermal homeostasis

Hiroki Kiriyama, Mariko Moriyama, Shunya Sahara, Kaori Zaiki,
Ayumi Ueno, Koihi Nakaoji, Kazuhiko Hamada, Toshiyuki Ozawa,
Daisuke Tsuruta, Takao Hayakawa, Hiroyuki Moriyama

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会
11月8日～10日（青森市）

A novel regulator of mast cells under psychological stress～
a neuroendocrine interaction between HPA axis and endocannabinoid system～

Mika Takaichi, Koji Sugawara, Ralf Paus, Daisuke Tsuruta

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会
11月8日～10日（青森市）

The effect of 308-nm excimer laser on mast cells in organ cultured human skin

Ayaka Okazaki, Koji Sugawara, Daisuke Tsuruta

日本研究皮膚科学会 第44回年次学術大会・総会
11月8日～10日（青森市）

精神的ストレスと肥満細胞～内因性カンナビノイドによる制御機構～

高市 美佳、菅原 弘二、鶴田 大輔

第83回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会
11月16日～17日（東京都）

Panton-Valentine leukocidin陽性MRSAを検出した皮膚感染症の2例

蓮池 智子、夏見 亜希、鶴田 大輔、 岡林 綾、仁木 誠

第476回日本皮膚科学会大阪地方会
12月7日（大阪市）

52

53

54

55

56

