2015 年度 業績 (平成 27 年 1 月 1 日～12 月 31 日)
【原著】
1.

Kawaguchi A, Yamamoto T, Okubo Y, Mitsuhashi Y, Tsuboi R: Multiple halo nevi subsequent to a short
period of sunbathing. J Dermatol 42: 543-544, 2015.

2.

Kawakami H, Matsumoto Y, Abe N, Katori Y, Takahashi K, Tsuboi R, Okubo Y: Perioperative
management of tumor necrosis factor-alpha blocker-treated psoriatic patients: Case reports and review. J
Dermatol 42: 1-4, 2015.

3.

Kawakami H, Maeda T, Abe N, Matsumoto Y, Mitsuhashi Y, Tsuboi R, Okubo Y: Efficacy of adalimumab and
methotrexate combination therapy on generalized pustular psoriasis patients unresponsive to infliximab
monotherapy due to anti-infliximab antibody development. J Dermatol 42: 94-95, 2015.

4.

Kobayashi T, Ito T, Egusa C, Maeda T, Numata T, Okubo Y, Tsuboi R: A case of contact urticaria
inducing anaphylaxis due to Liliaceae vegetables in a hand eczema patient. Allergol Int 64: 211-213, 2015.

5.

Kobayashi T, Ito T, Kawakami H, Fujishiro K, Hirano H, Okubo Y, Tsuboi R: Eighteen cases of wheat allergy
and wheat-dependent exercise-induced urticaria/anaphylaxis sensitized by hydrolyzed wheat protein in soap. Int
J Dermatol 54: 302-305, 2015.

6.

Muro M, Kawakami H, Matsumoto Y, Abe N, Tsuboi R, Okubo Y: Topical combination therapy with
vitamin D3 and corticosteroid ointment for palmoplantar pustulosis: A prospective, randomized, left-right
comparison study. J Dermatol Treat 25: 1-3, 2015.

7.

Numata T, Jo R, Kobayashi Y, Tsuboi R, Okubo Y: Allergic contact dermatitis caused by adapalene.
Contact Dermatitis 73: 187-188, 2015.

8.

Numata T, Kobayashi Y, Ito T, Harada K, Tsuboi R, Okubo Y: Two cases of allergic contact dermatitis due to
skin-whitening cosmetics. Allergol Int 64: 194-195, 2015.

9.

Numata T, Okubo Y, Uchiyama M, Takeuchi Y, Muro M, Tsuboi R, Gotoh A, Nomura M, Mitsuhashi Y: Adult
case of Langerhans cell histiocytosis. J Dermatol 42: 107-108, 2015.

10. 藤城幹山, 坪井良治, 大久保ゆかり: 当科における過去 3 年間の掌蹠膿疱症 111 例の統計学的検討.
日皮会誌 125: 1775-1782, 2015.

【総説】
1. 檀直彰, 小島原典子, 赤羽晃寿, 大久保ゆかり, 横田裕行, 猪狩和子, 稲葉貴子, 福下公子, 大澤秀一,
鄭東孝, 山田千津子, 山口いづみ: 若手医師のキャリア形成の障壁と支援. 日医雑誌144: 1465-1470,
2015.

【著書】
1. 大久保ゆかり (編: 宮地良樹): 掌蹠膿疱症にVD３は有効か？EBM皮膚疾患の治療, up-to-date 中外
医学社, 140-143, 2015.
2. 大久保ゆかり (編: 中川秀己) : 生物学的製剤. インフォームドコンセントのための図説シリーズ乾癬,
医薬ジャーナル社, 87-95, 2015.
【症例報告】
1. 小林知子, 伊藤友章, 大久保ゆかり, 坪井良治: 加水分解コムギ含有石鹸使用による小麦アレルギー.
皮病診療 37: 71-74, 2015.
【学術論文・その他】
1. 大久保ゆかり: 女性医師キャリア支援について. 日本私立医科大学協会 医学振興 第80号 7-27,
2015.
2. 大久保ゆかり: 厚生労働科学研究費補助金 がん化学療法及び免疫抑制療法中のB型肝炎ウイルス
再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究. 平成26年度 総括・分
担研究報告書, 9-15, 2015.
【広報活動】
1. 大久保ゆかり: 手のひら、足の裏皮疹注意 掌蹠膿疱症. 河北新報 20, 2015.2.4.
2. 大久保ゆかり: 医科系大学の女性研究者が研究活動を継続する難しさに挑戦. 女性研究者研究活動
支援事業 活動のあゆみ: 23, 2015.3.1
3. 大久保ゆかり: 医師・学生・研究者支援センター 平成 26 年度活動報告と今年度の目標. 東医大報:
579: 18, 2015.
4. 大久保ゆかり: 夏の皮膚炎 汗に含まれる金属が原因かも. 朝日新聞 5, 2015.6.15.
5. 大久保ゆかり: 女医さん、諦めないで！時事ドットコム
URL: http://www.jiji.com/jc/v4?id=201509womandoctor0003 (2015.8.1)

6. 大久保ゆかり: 「乾癬」の最新情報を知り正しい治療でよりよい暮らしに. リビング東京東 1909: 5, 2015.
8.22
13．大久保ゆかり: 乾癬の治療 生物学的製剤 高い効果. 読売新聞: 3, 2015. 9. 17.
7. 大久保ゆかり: 知って得する！新名医の最新治療 乾癬. 週刊朝日: 85-87, 2015.10.30.
8. 持田澄子, 大久保ゆかり: 第 51 回医科学フォーラム 東医大誌 73: 388-389, 2015.
9. 大久保ゆかり: 新名医の最新治療 2016 乾癬. 週刊朝日 MOOK: 222-224, 2015.
【学会発表: 特別講演・招待講演・シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップなど】
1. 大久保ゆかり: 若い医師がキャリアを継続するために必要な支援とは？. 病院管理職・指導的立場の先
生方へ そして若い医師・医学生の皆様へ 和歌山 (2015.1.20)
2. 大久保ゆかり: 乾癬患者のQOL向上を目指した治療とその工夫～生物学的製剤時代を迎えて～. 埼
玉西部地区乾癬セミナー さいたま （2015.2.5）
3. 大久保ゆかり: 東京医科大学における女性医師支援に対する取り組みについて. 平成25年度文部科
学省未来医療研究人材養成拠点形成事業 東京 （2015.2.7）
4. 大久保ゆかり: 生物学的製剤の登場による乾癬治療ゴールの変化～患者の立場に立った治療満足度
とは～. 第78回日本皮膚科学会東京支部学術大会 東京 (2015.2.22)
5. 大久保ゆかり: 乾癬診療のABC ケーススタディ．第10回東京乾癬研究会 東京 （2015.2.28）
6. 大久保ゆかり: 乾癬の日常ケア. 乾癬: 疾患と治療に関する市民公開講座 東京 (2015.4.11)
7. 大久保ゆかり: 新たな乾癬治療の期待 セクキヌマブの登場. 2015乾癬学術フォーラムin東京 東京
(2015.4.25)
8. 大久保ゆかり: 患者治療満足度を向上させるための外用療法を考える．第31回日本臨床皮膚科医会
学術大会 イブニングセミナー 綱走 (2015.6.20)
9. 大久保ゆかり: かゆみを伴う皮膚疾患の最近の話題～効果的な抗ヒスタミン薬の使い方を含めて～. タ
リオン学術講演会 東京 (2015.6.25)
10. 大久保ゆかり: 乾癬患者のQOLとメンタルヘルス～男性より女性の方がQOLが低いってホント？～. 第
10回乾癬ウィメンズセミナー 東京 (2015.7.5)

11. 大久保ゆかり: 乾癬治療における患者満足度の重要性と治療の工夫. 第13回東邦デルマ懇話会 東
京 (2015.7.11)
12. 大久保ゆかり: ここまで治せる 乾癬の外用療法のコツ. 乾癬ワークショップ in 城西 東京 (2015.
7.29)
13. 大久保ゆかり: PASI90時代にアダリムマブをどう生かすか？～併存疾患を考慮して～. 第11回東京乾
癬研究会 東京 (2015.8.22)
14. 大久保ゆかり: 抗IL-17A抗体製剤の登場による治療満足度の変化 –EQ-5DとDLQIによる評価. 第30
回日本乾癬学会学術大会 名古屋 (2015.9.4)
15. 大久保ゆかり: Psoriasis treatment in Japan. Tofacitinib Psoriasis Asia Pacific Advisory Board. Hong
Kong China (2015.9.27)
16. 大久保ゆかり: 抗IL-１７A抗体製剤の登場による治療満足度の変化. 第67回日本皮膚科学会西部支
部学術大会 長崎 （2015.10.17）
17. 大久保ゆかり: キャリアアップはできる！東京医科大学での事業と実績. 第69回日本臨床眼科学会 名
古屋 (2015.10.24)
18. 大久保ゆかり: 出産育児等の支援体制. 第15回東京医科大学病院指導医のための教育ワークショップ
川口 (2015.11.13)
19. 大久保ゆかり: Career support for female researchers at Tokyo Medical University. 医学分野における
男女共同参画をめざして 海外からの報告と考察. 国際シンポジウム 東京 (2015.11.17)
20. 大久保ゆかり: 女性医師・女性研究者のキャリアプラン -私自身の経験と若手の支援を通じて考えたこ
と- 女性医療フォーラム Lifestyle & Healthcare 東京 (2015.11.19)
21. 大久保ゆかり: 本学における「女性研究者研究活動支援事業」を振り返って. シンポジウム 東京
(2015.12.3)
【学会発表:一般演題】
1. Kawakami H, Fujishiro K, Wakamatsu K, Matsumoto Y, Tsuboi R, Okubo Y: Therapeutic attempts of
granulocyte /monocyte adsorption apheresis between or while suspending biological agents in three
patients with generalized pustular psoriasis. 24TH European Academy of Dermatology and Venereology
CONGRESS Copenhagen (2015.10.7-11)

2. Okubo Y, Muro M, Kawakami H, Matsumoto Y, Abe N, Tsuboi R: Topical combination therapy with
vitamin D3 and corticosteroid ointment for palmoplantar pustulosis: A prospective, randomized,
left-right-comparison study. 24TH European Academy of Dermatology and Venereology CONGRESS
Copenhagen (2015.10.7-11)

3. 福長美幸, 原田和俊, 桐山徳子, 平野宏文, 前賢一郎, 若松加奈恵, 坪井良治, 大久保ゆかり: 膠原
病患者に生じた環状紫斑の１例. 日本皮膚科学会第859回東京地方会 東京 (2015.1.17)
4. 平野宏文, 川上洋, 若松加奈恵, 松本由香, 坪井良治, 大久保ゆかり: 乾癬におけるアダリムマブ投
与12ヵ月後の有効性とQQLの検討. 第78回日本皮膚科学会東京支部学術大会 東京 (2015.2.21)
5. 比留間淳一郎, 原田和俊, 大久保ゆかり, 坪井良治: 皮膚コレステリン肉芽腫の1例. 日本皮膚科学会
第860回東京地方会 東京 (2015.4.18)
6. 赤嶺香子, 川口敦子, 入澤亮吉, 紙谷結衣, 平山真帆, 白井浩平, 沼田貴史, 内山真樹, 坪井良治,
大久保ゆかり: 仙尾骨部に生じた透析アミロイドーシスの１例. 日本皮膚科学会第860回東京地方会
東京 (2015.4.18)
7. 小林知子, 伊藤友章, 江草智津, 前田龍郎, 沼田貴史, 大久保ゆかり, 坪井良治: ネギ科の野菜で

接触蕁麻疹を生じた1例: 第64回日本アレルギー学会学術大会 東京 (2015.5.26)
8. 松本由香, 室繭子, 瀬戸口靖弘, 川上洋, 藤城幹山, 阿部名美子, 坪井良治, 大久保ゆかり: 生物
学的製剤による乾癬治療中に間質性肺炎を発症した症例の検討. 第 114 回日本皮膚科学会学術大会
横浜 (2015.5.30)
9. 大久保ゆかり, 藤田浩之, 島知宏, Todd Fox, The Secukinumab Clinical Study Group: 乾癬患者対象
セクキヌマブ国際共同第Ⅲ相臨床試験, 疾患改善度と患者QOLの解析. 第114回日本皮膚科学会学
術大会 横浜 (2015.5.30)
10. 飛田璃恵, 内山真樹, 齋藤万寿吉, 大久保ゆかり, 坪井良治: シクロスポリン内服療法で治療した小
児に生じた乾癬の1例. 第39回日本小児皮膚科学会学術大会 鹿児島 (2015.7.18)

11. 藤井のり子, 川口敦子, 三橋善比古, 坪井良治, 小板橋珠代, 大久保ゆかり: 色素パルスレーザーが
有効であった限局性体幹被角血管腫の1例. 第33回日本美容皮膚科学会学術大会 東京 (2015.7.25)
12. 大貫瑠璃, 室繭子, 中洲美穂, 坪井良治, 大久保ゆかり: 日光暴露を契機に発症した尋常性乾癬の1
例. 第30回日本乾癬学会学術大会 名古屋 (2015.9.4)

13. 川上洋, 室繭子, 藤城幹山, 松本由香, 阿部名美子, 坪井良治, 大久保ゆかり: 当科での関節症性
乾癬への生物学的製剤の使用と治療効果の検討. 第30回日本乾癬学会学術大会 名古屋 (2015.9.4)
14. 城理沙, 原田和俊, 大久保ゆかり, 坪井良治: 結節性類天疱瘡の3例. 第37回水疱症研究会 福島
(2015.9.26)
15. 白井浩平, 中洲美穂, 坪井良治, 臼田俊和, 大久保ゆかり: ヒト化抗CCR4モノクローナル抗体によっ
て治療したSézary症候群. 第67回日本皮膚科学会西部支部学術大会 長崎 (2015.10.18)
16. 松本由香, 室繭子, 川上洋, 阿部名美子, 坪井良治, 大久保ゆかり, 藤城幹山, 平野宏文: 乾癬に
おける生物学的製剤の有効性とQOL・患者満足度評価の検討. 第176回東京医科大学医学総会 東京
(2015.11.7)
17. 沼田貴史, 城理沙, 小林祐子, 伊藤友章, 坪井良治, 大久保ゆかり: アダパレンによるアレルギー性
接触皮膚炎の1例. 第45回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会学術大会 島根 (2015.11.21)
18. 脇本紘子, 沼田貴史, 堺則康, 原田和俊, 梅林芳弘, 大久保ゆかり, 坪井良治: 皮膚筋線維腫の1

例. 日本皮膚科学会第864回東京地方会 東京 (2015.12.19)

