【学会発表】
1.小寺雅也、稲葉由季、菅原京子、伊藤有美、大城宏治、臼田俊和
トシリズマブが著明な皮膚硬化に対して有効であった抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体陽性
全身性強皮症の一例
厚生労働省「強皮症における病因解明と根治的治療法の開発」研究班 2012 年度班会議・
第 16 回強皮症研究会議（SSc, Scleroderma Study Conference）合同会議，2013/1/19，
東京
2. 臼田俊和
足底への植皮は非常識か？
第 31 回日本臨床皮膚外科学会総会学術大会,2013/2/1，高雄市（台湾）
3. 菅原京子、小寺雅也、伊藤有美、稲葉由季、大城宏治、臼田俊和
皮膚・鼻腔内に多発性腫瘤を形成した IgG4 関連疾患と思われる症例
第 12 回名古屋膠原病カンファレンス，2013/2/14，名古屋市
4. 臼田俊和
外来でできる小外科（シンポジウム）
第 76 回日本皮膚科学会東京支部学術大会，2013/2/17，東京
5. 白井浩平、大久保ゆかり、宮本真由美、坪井良治、臼田俊和
ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬で治療した Sézary 症候群
第 76 回日本皮膚科学会東京支部学術大会，2013/2/17，東京
6.臼田俊和、小寺雅也、菅原京子、伊藤有美、大城宏治、稲葉由季、浦田 透
足底荷重部の修復は鼠蹊部皮膚全層植皮が第一選択
第 263 回日本皮膚科学会東海地方会，2013/3/17，名古屋市
7. 稲葉由季、小寺雅也、菅原京子、伊藤有美、大城宏治、臼田俊和
Paget 現象を呈した肛門菅癌の 1 例
第 263 回日本皮膚科学会東海地方会，2013/3/17，名古屋市
8.臼田俊和
病院皮膚科と保険診療 ～保険診療にとらわれない医療はよい医療か？～
第 29 回日本臨床皮膚科医会総会，2013/4/7，名古屋市
9. 菅原京子、小寺雅也、稲葉由季、大城宏治、伊藤有美、臼田俊和
B 型肝炎キャリア患者に見られた網状皮斑を呈した汎発性環状肉芽腫症の一例
第 29 回日本臨床皮膚科医会総会，2013/4/7，名古屋市
10. 小寺雅也、臼田俊和
ステロイド薬、エンドセリン受容体拮抗薬、ホスホジエステラーゼ 5 阻害薬の併用が奏
効した肺動脈性高血圧症合併全身性エリテマトーデスの 2 例
第 57 回日本リウマチ学会総会・学術集会，2013/4/19，京都市
11. 永田善子、加藤久美子、小島淳子、安間英毅、小寺雅也
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中京病院膠原病リウマチセンターにおけるリウマチケア看護師の取り組み
第 57 回日本リウマチ学会総会・学術集会，2013/4/19，京都市
12.小寺雅也
膠原病、リウマチ性疾患の救急医療
第 112 回日本皮膚科学会総会, 2013/6/14-16，横浜市
13.稲葉由季、小寺雅也、伊藤有美、浦田 透、稲坂 優、菅原京子、臼田俊和
円盤状エリテマトーデスに偽リンパ腫様変化を伴ったシェーグレン症候群の 1 例
第 264 回日本皮膚科学会東海地方会, 2013/6/23，名古屋市
14. 浦田 透、稲葉由季、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、小寺雅也、臼田俊和、村上
榮
左足底に生じた基底細胞癌の一例
第 264 回日本皮膚科学会東海地方会, 2013/6/23，名古屋市
15. 臼田俊和、伊藤有美、稲葉由季、稲坂 優、菅原京子、浦田 透、小寺雅也
高齢者の皮膚悪性腫瘍と皮膚外科 －Thiersch 植皮術の有用性について－
第 28 回日本皮膚外科学会総会・学術集会，2013/7/13，大津市
16. 稲坂 優、浦田 透、稲葉由季、菅原京子、伊藤有美、小寺雅也、臼田俊和
筋原性酵素の著しい上昇を呈した抗 Mi-2 抗体陽性皮膚筋炎の 1 例
第 266 回日本皮膚科学会東海地方会, 2013/9/8，名古屋市
17. 小寺雅也
全身性強皮症患者の経過観察および治療における Quality Indicator の検討
第 64 回日本皮膚科学会中部支部学術大会，2013/11/2-3，名古屋市
18. 臼田俊和
顔面の巨大ないちご状血管腫
第 64 回日本皮膚科学会中部支部学術大会，2013/11/2-3，名古屋市
19. 小寺雅也
膠原病診療のピットフォール：ピットフォールから抜け出るための鍵をみつけるために
第 43 回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会，2013/11/30，金沢市
20. 浦田 透、小寺雅也、稲葉由季、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和、岩村
美佳
診断に苦慮した免疫抑制治療中に発症した粟粒結核の一例
第 266 回日本皮膚科学会東海地方会，2013/12/8，名古屋市
21.稲葉由季、小寺雅也、大城宏治、伊藤有美、菅原京子、臼田俊和
2 年の経過の後、悪性腫瘍が同定された抗 155/140ｋDa 抗体陽性 CADM の 1 例
第 36 回皮膚脈管膠原病研究会，2013/1/26，東京
22. 稲葉由季、小寺雅也、大城宏治、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和
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エンドキサンが奏効した rheumatoid vasculitis の１例
第 62 回東海膠原病研究会，2013/2/16，名古屋市
23. 小寺雅也
ステロイド薬、エンドセリン受容体拮抗薬、ホスホジエステラーゼ 5 阻害薬の併用が奏
効した肺動脈性高血圧症合併全身性エリテマトーデスの一例
第 4 回東海・北陸膠原病研究会，2013/3/9，名古屋市
24. 永田善子
関節リウマチ治療の Treat To Target 実践におけるリウマチケア看護師の役割
第 4 回東海リウマチケア研究会，2013/10/20，名古屋市
25. 稲坂 優、浦田 透、稲葉由季、菅原京子、伊藤有美、小寺雅也、臼田俊和、村上
榮、原 一夫
足底の黒褐色斑
第 9 回東海皮膚病理研究会，2013/12/7，名古屋市
26. 小寺雅也：膠原病・血管炎に伴う皮膚潰瘍に対する治療方針 ～日本皮膚科学会
創傷・熱傷ガイドラインから～
第 1 回愛知膠原病セミナー, 2013/1/21，名古屋市
27. 永田善子：RA 診療ナースによる T2T の試みと潜在的患者ニーズへの対応
Remicade Nurse Seminar，2013/10/12，東京
28. 小寺雅也：関節リウマチに隠れている膠原病を発見するためにどこみるの？
ナースセミナー四日市，2013/10/22，四日市市
29. 永田善子：RA 診療ナースによる T2T の試みと潜在的患者ニーズへの対応
ナースセミナー四日市，2013/10/22，四日市市
30. 小寺雅也
強皮症早期診断のポイントとその意義
豊橋肺高血圧症講演会、2013/2/21、豊橋市
31. 永田善子
Treat to target をリウマチケア看護師の視点で看る
北勢地区 RA セミナー、2013/6/11、四日市市
32. 臼田俊和
誰にでもできる熱傷の治療
第 1 回刈谷皮膚科医会，2013/7/4，刈谷市
33. 臼田俊和
膠原病の話 ～強皮症・皮膚筋炎を中心に～
名古屋市南保健所（健康増進室）
，2013/12/5，名古屋市
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34. 小寺雅也
強皮症の病態に関する研究
愛知県、名古屋市、愛知県医師会（愛知県特定疾患研究協議会後援），2013/10/29.
35.菅原京子、小寺雅也、浦田 透、稲葉由季、伊藤有美、臼田俊和
Livedoracemosa を呈し脳梗塞を 3 回発症した抗リン脂質抗体症候群の一例
第 13 回名古屋膠原病カンファレンス，2013/9/5，名古屋大学第二講義室
36.小寺雅也
肺高血圧症診療の実際
Clinical Immunology Club、2013/10/2、名古屋市
37.永田善子
Treat to target をリウマチケア看護師の視点で看る
Biologics User’s Forum， 2013/5/30，名古屋市
38.永田善子
名古屋南部リウマチナースセミナー 2013 Autumn（コメンテーター）
、2013/11/14、名
古屋市

【論文】
1.臼田俊和、小寺雅也、大城宏治、伊藤有美、菅原京子、関谷徳子
保存的治療が奏効した凍傷の 2 例 ～凍傷では保存的治療が第一選択～
日本皮膚外科学会誌，17-1: 20-21, 2013.
2. 岩田洋平、臼田俊和、小寺雅也、大城宏治、有馬 豪、松永佳世子
急激に増大した巨大な上口唇の Pyogenic granuloma の 1 例
日本皮膚外科学会誌，17-1: 42-43, 2013.
3. 大城宏治、伊藤有美、小寺雅也、臼田俊和
DIC，ARDS を併発したツツガムシ病
皮膚病診療，35(7): 685-688，2013.
4. 伊藤有美、藤井孝之、臼田俊和、小寺雅也、小粥照子
中毒性表皮壊死症の治療における口腔ケアの重要性
皮膚病診療，35(12): 1184-1190，2013.
5. 小寺雅也
膠原病、リウマチ性疾患の救急医療
日皮会誌，123(13): 2641-2642，2013.
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【著書】
1. 小寺雅也：火ダコ（本当は 抗リン脂質抗体症候群）. 誤診されている皮膚疾患
（File053）
、メディカルレビュー社（宮地良樹、編）p230-233，東京，2013.
2.臼田俊和：アナフィラクトイド紫斑（本当は シェーグレン症候群）
．誤診されてい
る皮膚疾患（File053）
、メディカルレビュー社（宮地良樹、編）p264-267， 東京，2013.
3.小寺雅也：抗リン脂質抗体症候群に伴う皮膚潰瘍に用いられる薬物．新しい創傷治療
のすべて（褥瘡・熱傷・皮膚潰瘍）
（古江増隆、尹 浩信、編）ｐ220-223，中山書店，
東京，2013.
4. 小寺雅也：膠原病（強皮症以外／SLE／皮膚筋炎／RA／血管炎／抗リン脂質抗体症候
群）による痛みに対処する（各論Ⅲ 疾患ごとの痛みに対処する 4．
）
．創傷と痛み（痛
みのある皮膚の傷をどう治す？どう対処する？）
（尹 浩信、谷岡未樹、編）ｐ124-128，
金原出版株式会社，東京，2013.
5. 小寺雅也：コレステリン塞栓症の痛みに対処する（各論Ⅲ 疾患ごとの痛みに対処
する 8．
）
．創傷と痛み（痛みのある皮膚の傷をどう治す？どう対処する？）
（尹 浩信、
谷岡未樹、編）ｐ141-143，金原出版株式会社，東京，2013.

【報告書】
1.小寺雅也、臼田俊和、稲葉由季、菅原京子、伊藤有美、大城宏治
トシリズマブが著明な皮膚硬化に対して有効であった抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体陽性
全身性強皮症
難治性疾患克服研究事業：強皮症における病因解明と根治的治療法の開発（厚生労働科
学研究費補助金）平成 24 年度総括・分担研究報告書，P173-176，2013.
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