大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学

2010(平成22）年
学会発表
アトピー性皮膚炎治療における食養と補剤 小林 裕美、鶴田 大輔、田宮 久詩、柳原 茂人、中西 健
併用の意義
史、水野 信之、石井 正光、高橋 邦明

アトピー性皮膚炎治療研究会
第15回シンポジウム
2月6日（大阪市）

補中益気湯、柴胡加竜骨牡蛎湯、温清飲の 田宮 久詩、小林 裕美、柳原 茂人、中西 健史、水野 信
3剤併用療法による自他覚所見の改善によ 之、石井 正光、高橋 邦明
り、社会活動性の向上を獲得し得た重症成
人型アトピー性皮膚炎の長期追跡例

アトピー性皮膚炎治療研究会
第15回シンポジウム
2月6日（大阪市）

顔面に強い皮疹を呈した成人アトピー性皮 柳原 茂人、小林 裕美、田宮 久詩、水野信之、中西 健
膚炎に対し、補中益気湯をはじめとした東 史、鶴田 大輔、石井 正光、高橋 邦明
洋医学的療法が奏功した1例

アトピー性皮膚炎治療研究会
第15回シンポジウム
2月6日（大阪市）

多発性骨髄腫、慢性腎不全患者に生じた皮 舟木 聡子、水野 信之、小林 裕美、加茂 理英、曽和 順
膚腫瘤
子、田宮 久詩、成瀬 明子、石井 正光

第417回日本皮膚科学会大阪地方会
2月13日（大阪市）
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A case of drug eruption caused by Ephedra Shigeto Yanagihara, Hiromi Kobayashi, Junko Sowa, Tomoko 第15回国際東洋医学会学術大会
hebra
Oshimo, Sho Hiroyasu, Yoshie Kanayama, Hisashi Tamiya,
2月26日～28日(幕張市）
Takeshi Nakanishi, Nobuyuki Mizuno, Masamitsu Ishii, Kuniaki
Takahashi

A case of severe adult atopic dermatitis
successfullytreated long-term combined
kampo medicine

Hisashi Tamiya, Hiromi Kobayashi, Shigeto Yanagihara,
Daisuke Tsuruta, Takeshi Nakanishi, Nobuyuki Mizuno,
Masamitsu Ishii, Kuniaki Takahashi

第15回国際東洋医学会学術大会
2月26日～28日(幕張市）

A Successfully treated case of subungual
verruca by Shokenchuto with
Makyoyokukanto

Hiromi Kobayashi, Hisashi Tamiya, Sigeto Yanagihara,
Daisuke Tsuruta, Takeshi Nakanishi, Nobuyuki Mizuno,
Masamitsu Ishii, Kuniaki Takahashi

第15回国際東洋医学会学術大会
2月26日～28日(幕張市）

フットケアに必要な爪の知識

中西 健史

第5回大阪Total Foot Care研究会
3月2日（大阪市）

急速な転帰をとった悪性黒色腫の1例

木村 摩耶、加茂 理英、楠谷 尚、上奥 敏司、石井
光、渡辺 奈津子

眼瞼腫脹を生じたアボガドによる食物アレ
ルギーの１例

青木 麻子、曽和 順子、小林 裕美、足立 舞子、舟木 聡
子、柳原 茂人、石井 正光

第418回日本皮膚科学会大阪地方会
3月13日（大阪市）

皮膚感染症（細菌/ウイルス感染）

鶴田 大輔

第109回日本皮膚科学会総会
教育講演
4月16日-18日(大阪市）

湿疹・皮膚炎の漢方治療

小林 裕美

第109回日本皮膚科学会総会
教育講演
4月16日-18日(大阪市）

糖尿病性潰瘍

中西 健史

第109回日本皮膚科学会総会
教育講演
4月16日-18日(大阪市）
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正

第418回日本皮膚科学会大阪地方会
3月13日（大阪市）
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大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学
Opening Remark.2010年度皮膚かたち講習 鶴田 大輔、堀口 裕治
会総括

第109回日本皮膚科学会総会
教育講演
4月16日-18日(大阪市）

左側胸部に巨大腫瘤を形成したAnaplastic 久米井 綾、 平田 央、 足立 舞子、 井上 敦司、 日野 雅
large cell
之、 小林 裕美、 石井 正光
lymphomaの一例

第109回日本皮膚科学会総会
4月16日-18日(大阪市）

頭部血管肉腫 初期治療により寛解した一 加茂 理英、 梅香路 綾乃、 楠谷 尚、 青木 麻子、 石井
例
正光

第109回日本皮膚科学会総会
4月16日-18日(大阪市）

sorafenib(Nexabar)により治療効果を認めた 田宮 久詩、 加茂 理英、 久米井 綾、 柳原 茂人、 小林
再発性頭部
裕美、 石井 正光
血管肉腫の一例

第109回日本皮膚科学会総会
4月16日-18日(大阪市）
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結合組織病の指尖潰瘍に対する骨切削お
よび陰圧療法に
よるcombination therapy

廣保 翔、 中西 健史、 小林 裕美、 平田 央、 石井 正光、 第109回日本皮膚科学会総会
根来 伸夫
4月16日-18日(大阪市）

色素沈着型接触皮膚炎の１例

村上 克彦、平田 央、曽和 順子、鶴田 大輔、中西 健史、 第419回日本皮膚科学会大阪地方会
小林 裕美、石井 正光
5月22日（大阪市）

19

爪甲剥離は皮膚潰瘍の重要なサインである 中西 健史、平田 央、石井 正光、岡村 幹夫

第419回日本皮膚科学会大阪地方会
5月22日（大阪市）

頭部血管肉腫の2例 高齢者の化学療法に 加茂 理英、上奥 敏司 、大霜 智子、梅香路 綾乃、柳原
ついて
茂人、村上 克彦、石井 正光

第26回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会
6月4日～5日（東京都）
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後頭部リンパ節・十二指腸に腫瘍を認めた 久米井 綾、加茂 理英、平田 央、山田 靖哉、大平 豪、石 第26回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会
原発不明悪性
井 正光
6月4日～5日（東京都）
黒色腫の一例

食を踏まえた漢方療法

石井 正光

第61回日本東洋医学会学術総会
6月5日～6日（名古屋市）
慢性・難治性皮膚疾患に対する漢方医学
的アプローチ（アトピー性皮膚炎以外）
−なぜ難治なのか、その背景を探る−

アトピー性皮膚炎 漢方治療の要点

小林 裕美、 田宮 久詩、 柳原 茂人、 水野 信之、 中西
健史、 鶴田 大輔、 石井 正光、 高橋 邦明

第61回日本東洋医学会学術総会
シンポジウム
6月5日～6日（名古屋市）

顔面優位の皮疹を呈した気虚の成人アト
柳原 茂人、 小林 裕美、 田宮 久詩、 水野 信之、 中西
ピー性皮膚炎に対し、補中益気湯が奏効し 健史、 鶴田 大輔、 石井 正光、 高橋 邦明
た1例

第61回日本東洋医学会学術総会
6月5日～6日（名古屋市）

A case of anaphylaxis caused by lemon

9th Meeting of the German-Japanese.
Society of Dermatology (GJSD)
6月9日～12日(Weimar • Germany)
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Akiko Naruse, Junko Sowa, Hiromi Kobayashi, Maiko Adachi,
Shigeto Yanagihara, Daisuke Tsuruta and Masamitsu Ishii

26
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大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学
A case of drug-induced Hypersensitivity
Syndrome due to zonisamide associated
with eosinophilic gastroenteritis and
27 agranulocytosis

28

Chika Hirata,Junko Sowa, Yusuke Kurasawa, Atsushi Inoue,
Daisuke Tsuruta, Hiromi Kobayashi, Masamitsu Ishii, Mitue
Sogawa, Natsuhiko Kameda, Yasunobu Takeoka, Masayuki
Hino

A case of cutaneous angiosarcoma of the Riei Kamo, Nao Kusutani, Asako Aoki, Masamitsu Ishii
scalp effectively treated by combination of
radiation therapy and docetaxel hydrate

A case of a malignant melanoma with rapid Nao Kusutani, Satoshi Ueoku, Maya Kimura,
clinical
Masamitsu Ishii
course due to disseminated carcinomatosis
29 of the
bone marrow
アトピー性皮膚炎患者における疲労調査
30

田宮 久詩、小林 裕美、柳原 茂人、鶴田 大輔、水野 信
之、石井 正光、倉常 弘彦、山口 弘二、
中富 康仁

9th Meeting of the German-Japanese.
Society of Dermatology
6月9日～12日(Weimar • Germany)

9th Meeting of the German-Japanese.
Society of Dermatology (GJSD)
6月9日～12日(Weimar • Germany)

9th Meeting of the German-Japanese.
Society of Dermatology (GJSD)
6月9日～12日(Weimar • Germany)

第6回日本疲労学会
6月25日～26日（大阪市）

ダーモスコピーでglobular patternを呈した脂 青木 麻子、平田 央、水野 信之、上奥 敏司、曽和 順子、 第103回近畿皮膚科集談会
漏性角化症の
小林 裕美、石井 正光
（第420回大阪地方会/第416回京滋地方
1例
会）
31
7月4日（大阪市）

Patch granuloma annulareとgranuloma
annulareの併存例

廣保 翔、鶴田 大輔、曽和 順子、小林 裕美、石井 正光

32

第103回近畿皮膚科集談会
（第420回大阪地方会/第416回京滋地方
会）
7月4日（大阪市）

水疱性類天疱瘡IgG投与下ケラチノサイトの 廣保 翔、鶴田 大輔、小林 裕美、石井 正光、青山 裕美、 第37回皮膚かたち研究学会（旧日本皮膚
17型
北島 康雄、原田 輝一、小澤 俊幸
電顕
コラーゲンのプロテアソーム分解
生物学会）
33
7月24日～25日（東京都）

34

類天疱瘡血清存在下でのヘミデスモゾーム 鶴田 大輔、 廣保 翔、 小林 裕美、 石井 正光、 北島 康
タンパクXⅦ型
雄、 青山 裕美、小澤 俊幸
コラーゲンの動態

第42回日本結合組織学会学術大会・第
57回
マトリックス研究会大会合同学術集会
8月19日～20日（秋田市）

当院における褥瘡の上皮化に対するアプ
ローチ

第12回日本褥瘡学会
8月20日～21日（幕張市）

中西 健史、松田 常美、曽我 智美、石井 正光

35

36

焦燥感を伴う小児アトピー性皮膚炎に加味 柳原 茂人、小林 裕美、田宮 久詩、水野信之、中西 健
帰脾湯が
史、鶴田 大輔、石井 正光、高橋 邦明
奏功した1例

第27回和漢医薬学会学術大会
8月28日～29日（京都市）

腋窩部慢性膿皮症の2 例： 再建方法に関
する考察

第25回日本皮膚外科学会総会
9月4日～5日（別府市）

上原 慎司、加茂 理英、楠谷 尚、石井 正光

37

38

Protective effects of a Kampo prescription, Hiromi Kobayashi, Shigeto Yanagihara, Hisashi Tamiya,
41st Annual Meeting of the European
hochuekkito, against ultraviolet B-induced Daisuke Tsuruta, Takeshi Nakanishi, Nobuyuki Mizuno, Keiichi Society for Dermatological Research
oxidative stress in hairless mice skin
Hiramoto, Yuri Okano, Masamitsu Ishii
9月7日～10日（Barcelona, Spain）

細胞生物学的手法

鶴田 大輔

39
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第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）
シンポジウム
若手研究者に贈るよくわかる基本的研究
手法

3

大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学
悪性黒色腫に対するセンチネルリンパ節生 加茂 理英
検

第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）
シンポジウム
悪性黒色腫治療の Up-to-date

チーム医療における皮膚科医の役割

中西 健史

最近の脱毛研究の動向

鶴田 大輔

第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）
シンポジウム
糖尿病性皮膚潰瘍 Up-to-dateマネージ
メント
第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）
シンポジウム
脱毛症：基礎から臨床へ

40
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43

44

よくわかる当帰飲子・半夏瀉心湯の使い方 田宮 久詩
と補中益気湯の
基礎研究結果の報告

よくわかる加味逍遥散・温清飲の使い方と
皮膚科漢方の
ポイント

小林 裕美

頭部の皮膚腫瘤

柳原 茂人、曽和 順子、黒岡 定浩、小林 裕美、石井 正
光

45

46

McCune-Albright症候群による顔面の色素 立石 千晴、小澤 俊幸、春原 真里、白川真紀子、村上 恵 第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
斑に対して
未、原田 輝一、石井 正光
会
Qスイッチルビーレーザーにより治療した1例
9月11日～12日（大阪市）

DDSが奏効した血管炎の4例

高原 祥子、中西 健史、柳原 茂人、平田
子、小林 裕美、石井 正光

央、大霜 智

多臓器病変を合併したSweet病の1例

廣保 翔、曽和 順子、平田 央、成瀬 明子、舟木 聡
子、児玉 豊城、小林 裕美、石井 正光

47

48

左乳房の著明な萎縮をきたした限局性強皮 平田 央、曽和 順子、鶴田 大輔、廣保
症
美、石井 正光、高島 勉、前川 直輝

翔、小林 裕

49

第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）

第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）

第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）

マウス爪の創傷治癒モデルにおいて見られ 舟木 聡子、鶴田 大輔、今西 久幹、西田 和世、小林 裕
た乳頭状構造
美、石井 正光

第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）

毛の退縮期におけるラミニン‐332および‐
511の毛包に
おける局在と機能

立石 千晴、鶴田 大輔、菅原 弘二、今西 久幹、西田 和
世、小林 裕美、石井 正光

第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）

陰茎に生じた壊疽性膿皮症の1例

永尾 淳、山本 豊、曽和 順子、中西 健史、田宮 久
詩、今西 久幹、石名 航

第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）
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第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）
シンポジウム
よくわかる皮膚科漢方の考え方とレッスン
-皮膚科漢方10処方からはじめよう-」
第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）
シンポジウム
よくわかる皮膚科漢方の考え方とレッスン
-皮膚科漢方10処方からはじめよう-」
第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
会
9月11日～12日（大阪市）
第3回日本皮膚病理組織学会企画CPC

52
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53

54

後頭部リンパ節・十二指腸に腫瘍を認めた 加茂 理英、久米井 綾、成瀬 明子、平田 央、木村 摩耶、 第61回日本皮膚科学会中部支部学術大
原発不明悪性
山田 靖哉、大平 豪、石井 正光
会
黒色腫の一例
9月11日～12日（大阪市）

Is pyrexia common symptom in systemic
contact type dermatitis due to
chloramphenicol?

Takeshi Nakanishi, Hiromi Kobayashi and Masamitsu Ishii

10th Congress European Society of
Contact Dermatitis
9月15日～18日（Strasbourg）

中毒性表皮壊死症の1例

髙原 祥子、平田 央、深井 和吉、石井 正光、湯峯 克也、 第421回日本皮膚科学会大阪地方会
永尾 淳
9月18日（大阪市）

55

56

57

A patient with malignant melanoma from an Riei Kamo, Aya Kumei, Akiko Naruse, Chika Hirata,Masamitsu The First Eastern Asia Dermatology
unknown primary, with metastasis to the
Ishii, Nobuya Yamada, Gou Ohira
Congress
occipital lymph nodes/duodenum
9月30日～10月3日（福岡市）

The influence of fatigue on the patients
with
recalcitrant atopic dermatitis

Hisashi Tamiya, Hiromi Kobayashi, Shigeto Yanagihara,
Daisuke Tsuruta, Nobuyuki Mizuno, Hirohiko Kuratsune,Kouji
Yamaguchi Yasuhiro Nakatomi, Keiichi Hiramoto, Masamitsu
Ishii

The First Eastern Asia Dermatology
Congress
9月30日～10月3日（福岡市）

A case of pigmented contact dermatitis

Chika Hirata, Hiromi Kobayashi, Daisuke Tsuruta, Katsuhiko
Murakami, Junko Sowa, Takeshi Nakanishi, Masamitsu Ishii

The First Eastern Asia Dermatology
Congress
9月30日～10月3日（福岡市）

皮膚科領域の統合医療とアロマセラピー

小林 裕美

第13回日本アロマセラピー学会学術総会
シンポジウム１
テーマ：「エビデンスに基づく統合医療に
おけるアロマセラピーの意義」
10月10日～11日（大阪市）

58

59

60

多発性骨髄腫・慢性腎不全患者に見られた 舟木 聡子、小林 裕美、成瀬 明子、田宮 久詩、曽和 順
クリプト
子、鶴田 大輔、加茂 理英、水野 信之、小林 裕美、石井
コッカス症の1例
正光

抗生剤内服に食養と荊芥連翹湯のち柴湖 柳原 茂人、小林 裕美、大霜 智子、田宮 久詩、水野 信
清肝湯を併用し
之、中西 健史、鶴田 大輔、石井 正光、高橋 邦明
奏効した膿瘍性穿掘性頭部毛包周囲炎の1
61 例

62

平成22年度日本東洋医学会関西支部例
会
10月24日（神戸市）

水疱性類天疱瘡IgG投与後の17型コラーゲ 廣保 翔、鶴田 大輔、小林 裕美、石井 正光、青山 裕美、 第32回水疱症研究会
ンの動態に
北島 康雄、原田 輝一、小澤 俊幸
10月30日～31日（京都市）
関する live cell imaging

Bullous pemphigoid IgG-induced collagen
Sho Hiroyasu, Daisuke Tsuruta, Hiromi Kobayashi, Masamitsu
XVII endocytosis through actin filament and Ishii, Yumi Aoyama, Yasuo Kitajima, Teruichi Harada,
microtubule-dependent mechanism in live Toshiyuki Ozawa
63 epithelial cells

64

第54回日本医真菌学会総会
10月16日～17日(東京都）

日本研究皮膚科学会 第35回年次学術
大会・
総会【プレナリーセッション】
12月3日～5日（和歌山市）

A new approach by various fatigue
assessment methods to
the pathophysiology of atopic dermatitis

Hisashi Tamiya, Hiromi Kobayashi, Shigeto Yanagihara,
Daisuke Tsuruta, Nobuyuki Mizuno, Hirohiko Kuratsune, Kouji
Yamaguchi, Yasuhiro Nakatomi, Keiichi Hiramoto, Masamitsu
Ishii

日本研究皮膚科学会 第35回年次学術
大会・
総会
12月3日～5日（和歌山市）

Involvement of Nitric Oxide in atopic
dermatitis-like skin lesions in mice

Kumi Orita, Keiichi Hiramoto, Hiromi Kobayashi, Eisuke F.
Sato, Masamitsu Ishii and Masayasu Inoue

日本研究皮膚科学会 第35回年次学術
大会・
総会
12月3日～5日（和歌山市）

65
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66

Effect of testosterone on atopic
dermatitis-lile skin lesions
in NC/Nga mice

Kumi Orita, Keiichi Hiramoto, Eisuke F. Sato, Hiromi
Kobayashi, Masamitsu Ishii and Masayasu Inoue

ヨーグルト飲料中の柑橘類由来のペクチン 成瀬 明子、曽和 順子、小林 裕美、足立 舞子、柳原 茂
によるアナフィラキシーショックの 1 例
人、舟木 聡子、楠谷 尚、青木 麻子、石井 正光
67

ウニ摂取によるアナフィラキシーの 1 例
68

第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎
学会総会学術大会
12月10日～12日（広島市）

柳原 茂人、曽和 順子、小林 裕美、渡邉 奈津子、舟木 聡 第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎
子、海野 貴史、松村 泰宏、石井 正光
学会総会学術大会
12月10日～12日（広島市）

ひまわりの種によるアナフィラキシーの 1 例 青木 麻子、曽和 順子、柳原 茂人、舟木 聡子、足立 舞
子、渡邉 奈津子、小林 裕美、石井 正光

第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎
学会総会学術大会
12月10日～12日（広島市）

メジコン®に含まれたデキストロメトルファン 舟木 聡子、曽和 順子、青木 麻子、柳原 茂人、渡邉 奈
による即時型
津子、足立 舞子、吉田 慶子、小林 裕美、石井 正光
アレルギーの 1 例

第40回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎
学会総会学術大会
12月10日～12日（広島市）

69

70

BMB2010（第33回日本分子生物学会年
会・第83回日本生化学会大会 合同大
会）
12月7日～10日(神戸市）

環状紅斑と好酸球増多をみとめたイヌ回虫 高原 祥子、平田 央、田宮 久詩、松村 泰宏、曽和 順子、 第422回日本皮膚科学会大阪地方会
症の１例
小林 裕美、石井 正光
12月18日（大阪市）
71
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