【教育講演・特別講演 シンポジウム】
1. 小寺雅也
膠原病の難治性病態に対する治療法の進歩
第 113 回日本皮膚科学会総会（教育講演）
、2014/5/31、京都市
2. 小寺雅也
膠原病、抗リン脂質抗体症候と血栓
第 113 回日本皮膚科学会総会（教育講演）
、2014/5/31、京都市
3. 川上民裕、浅井 純、浅野善英、石井貴之、岩田洋平、小寺雅也、藤本
皮膚科医が行うべき膠原病・血管炎の皮膚潰瘍の対処法とは？
第 113 回日本皮膚科学会総会（教育講演）
、2014/5/31、京都市

学

【教育講演 オーガナイザー】
1. 臼田俊和、清原祥夫（静岡がんセンター）
実践皮膚外科手技 ～ビギナーからエキスパートまでの皮膚外科～
第 113 回日本皮膚科学会総会、2014/5/31、京都市

【学会発表】
1. 稲葉由希、小寺雅也、浦田 透、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和、濱口
儒人、藤本 学、竹原和彦
社会保険中京病院における抗 RNA ポリメラーゼ抗体陽性強皮症患者の臨床症状の検討
第 37 回皮膚脈管膠原病研究会，2014/1/25，東京
2. 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、山本起代子
診断に苦慮した結核性反応性関節炎（poncet 病）の一例
第 64 回東海膠原病研究会，2014/2/8，名古屋市
3. 氏野由理、小寺雅也、臼田俊和、伊藤有美、菅原京子、稲坂 優、稲葉由季、浦田
透、佐藤元美、杉村直美
薬剤性肝障害と高度の脂質異常を合併した Stevens-Johnson syndrome（SJS）の一例
第 267 回日本皮膚科学会東海地方会、2014/3/16、名古屋市
4. 白井浩平、三橋善比古、臼田俊和、大久保ゆかり
Sezary 症候群に対するボリノスタット療法中に生じた Wells 症候群
第 113 回日本皮膚科学会総会、2014/5/31、京都市
5. 河村実穂、堀澤七恵、稲葉由希、田中義人、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、臼田
俊和、小寺雅也
足趾の多発関節炎から前立腺癌の腫瘍随伴症候群と診断した一例
第 268 回日本日本皮膚科学会東海地方会、2014/6/8、名古屋市
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6. 田中義人、堀澤七恵、稲葉由季、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和、小寺
雅也
不随意運動の鑑別に難渋した抗リン脂質抗体症候群合併全身性エリトマトーデスの一
例
第 268 回日本日本皮膚科学会東海地方会、2014/6/8、名古屋市
7. 堀澤七恵、小寺雅也、菅原京子、浦田 透、稲葉由季、田中義人、稲坂 優、伊藤
有美、臼田俊和
急速進行性間質性肺炎を伴い三剤併用免疫抑制療法にも抵抗を示した CADM の一例
第 268 回日本日本皮膚科学会東海地方会、2014/6/8、名古屋市
8. 稲坂 優、浦田 透、稲葉由希、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 30 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会，2014/7/4，東京
9. 田中義人、堀澤七恵、稲葉由希、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和、小寺
雅也、服部行紀、長谷川正規
全身に多発する紫斑
第 11 回東海皮膚病理研究会，2014/8/9，名古屋市
10. 祖父江康司、小寺雅也、安間英毅
当院における関節リウマチに対する生物学的製剤の使用状況
第 26 回日本リウマチ学会中部支部学術集会 中部リウマチ学会,
潟市

2014/8/29-30，新

11. 稲坂 優、堀澤七恵、稲葉由季、田中義人、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和、小寺
雅也、岩田洋平
術後に放射線療法と化学療法を施行した有棘細胞癌 Stage4 の一例
第 269 回日本皮膚科学会東海地方会,
2014/9/21，名古屋市
12. 堀澤七恵、稲葉由季、田中義人、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、小寺雅也、臼田
俊和
高齢発症の全身性エリトマトーデス男性の一例
第 269 回日本皮膚科学会東海地方会,
2014/9/21，名古屋市
13. 岩田洋平、三浦惠二、小寺雅也、吉田俊治、田中 紅、矢上晶子、松永佳世子
全身性強皮症患者における CSP-ELISA 法を用いた抗血管内皮細胞抗体の陽性頻度と臨
床相関の検討
第 42 回日本臨床免疫学会総会、2014/9/25-27，東京
14. 濱口儒人、藤本 学、松下貴史、竹原和彦、臼田俊和、小寺雅也、稲葉由季、桑名
正隆
抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体陽性全身性強皮症患者において強皮症腎クリーゼと関連す
る因子の検討
第 42 回日本臨床免疫学会総会、2014/9/25-27，東京
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15. 小寺雅也、稲葉由希、菅原京子、浦田 透、伊藤有美、稲坂
七恵、臼田俊和
全身性強皮症患者における酸化 LDL と臨床症状との相関の検討
第 42 回日本臨床免疫学会総会、2014/9/25-27，東京

優、田中義人、堀澤

16. 伊藤有美
重症薬疹に対するアフェレシス
第 35 回日本アフェレシス学会学術大会（シンポジウム）
，2014/9/8，東京
17. 稲葉由希、稲坂 優、堀澤七恵、田中義人、菅原京子、伊藤有美、小寺雅也、臼田
俊和、岩田洋平、村上 榮、原 一夫
有棘細胞癌との鑑別に苦慮した大腿部の Syringocystadenoma papilliferum の 1 例
第 29 回日本皮膚外科学会総会・学術集会、2014/9/13-14、和歌山市
18. 稲坂 優、稲葉由季、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和、小寺雅也、岩田洋平、飛田
晶、亀井 譲
放射線皮膚潰瘍の 2 例
第 29 回日本皮膚外科学会総会・学術集会、2014/9/13-14、和歌山市
19. 稲葉由希、小寺雅也、堀澤七恵、田中義人、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、臼田
俊和
高度な嚥下障害と呼吸筋麻痺をきたした多発性筋炎の 1 例
第 65 回日本皮膚科学会中部支部学術大会、2014/10/25、大阪市
20. 堀澤七恵、菅原京子、稲葉由希、田中義人、稲坂 優、伊藤有美、小寺雅也、臼田
俊和、佐藤朋子、村上 榮、原 一夫
皮膚・鼻腔内に多発する腫瘤を認めた Rosai-Dorfman 病の一例
第 65 回日本皮膚科学会中部支部学術大会、2014/10/25、大阪市
21. 堀澤七恵、稲葉由希、田中義人、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和、小寺
雅也、村上 榮、服部行紀、原 一夫
足底の色素斑
第 12 回東海皮膚病理研究会、2014/12/6、名古屋市
22. 田中義人、小寺雅也、堀澤七恵、稲葉由希、稲坂 優、菅原京子、伊藤有美、臼田
俊和
シェーグレン症候群に合併した抗アクアポリン 4 抗体陽性視神経炎の 2 症例
第 270 回日本皮膚科学会東海地方会,
2014/12/7，名古屋市
23. 稲坂 優、堀澤七恵、稲葉由希、田中義人、菅原京子、伊藤有美、臼田俊和、小寺
雅也、岩田洋平
全層植皮を施行した鼻尖部基底細胞癌の一例
第 270 回日本皮膚科学会東海地方会,
2014/12/7，名古屋市
24. 伊藤有美、堀澤七恵、稲葉由希、田中義人、稲坂 優、菅原京子、臼田俊和、小寺
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雅也、佐藤元美
当院で経験した重症薬疹の 3 例 ～アフェレシスとの関わりをめぐって～
第 18 回日本アフェレシス学会中部学術集会、2014/12/13、名古屋市

【研究会】
1. 稲葉由希
急速進行性間質性肺炎を合併した CADM の 1 例
Clinical Immunology Club、2014/3/12、名古屋市
2. 稲坂 優、堀澤七恵、稲葉由希、田中義人、菅原京子、伊藤有美、小寺雅也、臼田
俊和、木下弘幸、大林修文
外歯瘻の 4 例
第 183 回名古屋皮膚科懇談会、2014/4/5、名古屋市
3. 堀澤七恵
皮膚・鼻腔内に多発する腫瘤を認めた Rosai-Dorfman 病の一例
第 3 回シェーグレン症候群を考える会、2014/10/10、名古屋市

【講演】
1. 小寺雅也
膠原病リウマチセンターの現状
第 3 回社会保険中京病院膠原病リウマチセンター地域連携講演会、2014/2/20、中京病
院講堂
2. 小寺雅也
プライマリケアにおける膠原病の早期発見の意義 ～Dermato-Rheumatology の勧め～
第 42 回和歌山県皮膚科医会学術講演会、2014/2/22、和歌山市
3. 臼田俊和
シェーグレン症候群は身近で変わった膠原病 ～小児から高齢者まで～
第 2 回シェーグレン症候群を考える会、2014/2/21、名古屋市
4. 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
Biologic Medical Staff Seminar on RA、2014/3/15、名古屋市
5. 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をみるの？
RA Nurse Seminar in 沼津、2014/3/26、沼津市
6. 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
RA Nurse Seminar in 沼津、2014/3/26、沼津市
7. 小寺雅也
プライマリケアにおける膠原病の早期発見の意義 ～Dermato-Rheumatology の勧め～
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第 3 回膠原病を考える会、2014/6/7、京都市
8. 臼田俊和
誰でも出来る熱傷治療
第 333 回医科研究会、2014/6/12，岐阜市
9. 小寺雅也
抗リン脂質抗体症候群の臨床
第 8 回北陸皮膚免疫疾患研究会，2014/6/21，金沢市
10.小寺雅也
目でみる膠原病鑑別診断
Biologics Forum on RA，

2014/9/25，名古屋市

11. 臼田俊和
膠原病診療のコツ ～最も身近なシェーグレン症候群を中心に～
第 9 回三重膠原病フォーラム，2014/10/9、津市
12. 小寺雅也
皮膚から見る膠原病早期発見のポイントと意義
生物学的製剤適正使用講演会、2014/10/27、豊明市
13. 小寺雅也
プライマリケアにおける膠原病早期発見の意義
第 40 回県北膠原病研究会、2014/11/6、佐世保市
14. 小寺雅也：強皮症早期診断のポイントとその意義
肺高血圧症セミナー in 岐阜、2014/11/14、岐阜市
15. 小寺雅也
関節リウマチに隠れている膠原病を早期発見する意義とポイント
三河 PsA セミナー、2014/12/3、知立市
16. 小寺雅也
肺高血圧症の最新の知見
Clinical Immunology Club、2014/3/12、名古屋市
17. 永田善子
リウマチケア看護師の役割
Biologic Nurse Seminar in 東海、2014/12/13、名古屋市

【論文】
1.小寺雅也
免疫抑制状態患者における感染症診断の進め方
MB Derma. 215: 67-71, 2014.
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2. 伊藤有美、稲葉由希、大城宏治、菅原京子、小寺雅也、臼田俊和、藤井孝之、加藤
雅通
肉芽腫性乳腺炎と結節性紅斑の合併例
皮膚科の臨床，56(4): 509-513, 2014.
3. 伊藤有美、浦田 透、小寺雅也、臼田俊和
皮膚外科医も知っておくべきラテックスアレルギー
Skin Surgery，23(2): 79-83，2014.

～手術用手袋を中心に～

4. 大城宏治、臼田俊和、岩田洋平、村上 榮、馬場二三八
偽癌性増殖を伴った Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma
Skin Surgery，23(2): 84-87，2014.
5. 関谷徳子、臼田俊和、岩田洋平、小寺雅也
保存的治療が有効であった凍傷の 2 例
Skin Surgery，23(2): 88-94，2014.
6. 稲葉由希、小寺雅也
SLE と皮膚血管炎
Visual Dermatology，13(7): 777-779，2014.
7. 臼田俊和、伊藤有美、稲葉由希、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～
日本皮膚外科学会誌，18(1): 10-11，2014.
8. 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 QI の検討
Visual Dermatology，13(10): 1118-1119, 2014.
9. 小寺雅也
プライマリケアにおけるリウマチ性疾患の早期発見
和歌山県皮膚科医会会誌，7: 40-42, 2014.
10 稲葉由希、小寺雅也、伊藤有美、菅原京子、臼田俊和、龍華祥雄
２年後に悪性腫瘍が発見された抗 TIF-１抗体陽性 Clinically Amyopathic
Dermatomyositis の１例
皮膚科の臨床，56(9): 1331-1334, 2014.
11. 臼田俊和
がんばろう！皮膚科
皮膚科の臨床，56(13): 2067-2068, 2014.
12. A.Sekiya, M.Kodera, T.Yamaoka, Y.Iwata, T.Usuda, A.Ohzono, A.Yasukochi,
H.Koga, N.Ishii and T.Hashimoto
A case of lichen planus pemphigoides with autoantibodies to the NC16a and
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C-terminal domains of BP180 and to desmoglein-1
British Hournal of Dermatology, 171: 1230-1235, 2014.
13. 小寺雅也
全身性強皮症におけるエビデンスに基づいた実験的治療の進歩
医学のあゆみ，251(8): 620-624, 2014.
14. 小寺雅也
膠原病の難治性病態に対する治療法の進歩
日本皮膚科学会雑誌，124(13): 2614, 2014.
15. 小寺雅也
膠原病、抗リン脂質抗体症候群と血栓
日本皮膚科学会雑誌，124(13): 2829, 2014.

【著書】
1. 小寺雅也：抗リン脂質抗体症候群. 皮膚症状からみた血管炎診療の手引き、金原出
版（岩月 啓、勝岡憲生、古川福実、川上民裕、佐田憲映、白藤宜紀、片山治子、編）
p122-114、東京、2014.
2. 小寺雅也：高γグロブリン血症性紫斑. 皮膚症状からみた血管炎診療の手引き、金
原出版（岩月 啓、勝岡憲生、古川福実、川上民裕、佐田憲映、白藤宜紀、片山治子、
編）p117-118，東京，2014.
3. 臼田俊和：よくある皮膚のトラブルに対処する ～お肌のトラブル 110 番～．救急・
当直で使える外科的処置のコツ、光文堂（山畑佳篤、編）ｐ149-153，2014.
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