大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学

2011(平成23）年
学会発表
エタネルセプトにより誘発されたループス様症候 中西 健史、小林 裕美、石井 正光、古満 豊
群

第34回皮膚脈管膠原病研究会
1月21日～22日（宮崎市）

1

Pain Vision PS-2100の使用経験
その2, データの解釈

中西 健史、江尻 加奈子、濱田 祥子、宮本 摂、柳本 麻弥、石井 第9回日本フットケア学会学術集会
正光
2月12日～13日（福岡市）

2

Tonic inhibitory effects of endocannabinoids on Koji Sugawara, Br T,Kromminga A, Daisuke Tsuruta, Töth BI, Zimmer 38th Annual Meeting of the
human skin mast cellfunctions in situ by
A, Gibbs BF, Zimmer A, Paus R
Arbeitsgemeinschaft Dermatologische
cannabinoid
receptor
1
(CB1)-mediated
signalling
Forschung
3
2月17日～19日(Tuebingen, Germany)
超高齢者の耳下腺部の浸潤性有棘細胞癌に対 星 郁里、加茂 理英、上原 慎司、松村 泰宏、石井 正光
する、モーズペーストと放射線併用療法の使用経
4 験

臍帯血移植後に生じた好酸球性膿疱性毛包炎の 金山 美恵、平田 央、田宮 久詩、柳原 茂人、小林 裕美、石井
1例
正光、備後 真登、日野 雅之

第423回日本皮膚科学会大阪地方会
2月19日（大阪市）

第424回日本皮膚科学会大阪地方会
3月19日（大阪市）

5

Hypohidrotic ectodermal dysplasia の遺伝カウン 大霜 智子，深井 和吉，田中 あけみ，今西 康雄，嶋田 裕之，石 第110回日本皮膚科学会総会
セリング
井 正光
4月15日～17日（横浜市）
6

MALT lymphoma に伴った混合型クリオグロブリ
ン血症の1 例

平田 央，小林 裕美，中西 健史，石井 正光，高起 良

第110回日本皮膚科学会総会
4月15日～17日（横浜市）

知っておきたいアトピー皮膚炎の漢方治療

小林 裕美

第110回日本皮膚科学会総会
教育講演
皮膚科医が知っておきたい漢方の知識
4月15日～17日（横浜市）

圧迫療法で完治したリンパ浮腫による下腿潰瘍
の１例

森本 真規子、中西 健史、楠谷
井 正光

7

8

尚、青木 麻子、田宮 久詩、石

第425回日本皮膚科学会大阪地方会
5月21日（大阪市）

9

Periodontitis as trigger for cheilitis granulimatosa Kazuyoshi Fukai, Junko Sowa, Masamitsu Ishii
review of the Japanese literature

22nd World Congress of Dermatology
5月24日～5月29日（Seoul，Korea）

A case of thunder stroke without serious
cemplication

22nd World Congress of Dermatology
5月24日～5月29日（Seoul，Korea）

10

Takeshi Nakanishi, Hiromi Kobayashi, Masamitsu Ishii

11

Angiosarcoma of the scalp portially responded to Hisashi Tamiya, Riei Kamo, Aya Kumei, Shigeto Yanagihara,
sorafenib:
HiromiKobayashi, Masamitsu Ishii
association
with
the
tumor
experession
of
12
vascular endothelial growth factors and their
receptors
Indeterminate cells浸潤を伴ったperipheral T-cell 平田 央、大澤 政彦、中西 健史、大迫 順子、上原 慎司、加茂
lymphomaの1例
理英、小林 裕美、石井 正光

22nd World Congress of Dermatology
5月24日～5月29日（Seoul，Korea）

第27回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会
6月3日～4日（東京都）

13

疣贅状表皮発育異常症患者のBowen病に対して 春原 真理、小澤 俊幸、原田 輝一、深井 和吉、石井 正光
ダイレーザーを用いてフォトダイミックセラピーを
14 行った症例

第27回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会
6月3日～4日（東京都）

水疱性類天疱瘡 IgG投与による上皮細胞17型コ 廣保 翔、 鶴田 大輔、 小林 裕美、石井 正光、 青山 裕美、北 第43回日本結合組織学会学術大会・第58回
ラーゲンのマクロピノサイトーシス誘導
島 康雄、 原田 輝一、小澤 俊幸
マトリックス研究会大会合同学術集会
6月10日～11日 （別府市）
15

補中益気湯により再燃を制御できた単純疱疹

柳原 茂人、中西 健史、小林 裕美、田宮 久詩、水野 信之、石井 第62回日本東洋医学会学術総会
正光、高橋 邦明
6月10日～12日(札幌市)

16
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大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学
Regulation of CK15+humanhair follicle progenitor Koji Sugawara, Stephan Tiede, Nóra Zäkäny, Nancy Ernst, Matt
cells by the endocannabinoid system
Harries, Holger Schlüter, Pritinder Kaur, Tamäs Biró, Ralf Paus

International wound healing workshop
6月27日（Lübeck）

Circumscribed palmoplantar hypokeratosisの１例 金山 美恵、深井 和吉、石井 正光

第104回近畿皮膚科集談会
７月１０日(大阪市）

17

18

コデインリン酸塩とリン酸ジヒドロコデインによる
固定薬疹の１ 例
19

舟木 聡子、大迫 順子、小林 裕美、髙原 祥子、青木 麻子、成瀬 第41回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会
明子、渡邉 奈津子、石井 正光
総会学術大会
7月16日～17日（甲府市）

ハイドロキノンが原因と考えられた色素沈着型接 平田 央、大迫 順子、村上 克彦、鶴田 大輔、中西 健史、小林
触皮膚炎の１ 例
裕美、石井 正光

第41回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会
総会学術大会
7月16日～17日（甲府市）

診断に苦慮した褥瘡の7例

第13回日本褥瘡学会
8月26日～27日（福岡市）

20

中西 健史、石井 正光、松田 常美

21

当帰飲子は老齢マウス皮膚の乾皮症状態を改善 田宮 久詩、小林 裕美、柳原 茂人、石井 正光、高橋 邦明
する
22 ～皮膚機能計測およびコルネオサイトメトリーに
よる検討～
補中益気湯は紫外線照射による皮膚機能障害と 柳原 茂人、 小林 裕美、 田宮 久詩、 水野 信之、 中西 健史、
酸化ストレスを抑制する
鶴田 大輔、 石井 正光、 高橋 邦明

第28回和漢医薬学会学術大会
8月27日～28日（富山市）

第28回和漢医薬学会学術大会
8月27日～28日（富山市）

23

24

アトピー性皮膚炎治療における和漢薬の有用性 小林 裕美、田宮 久詩、柳原 茂人、中西 健史、水野 信之、鶴田 第28回和漢医薬学会学術大会
大輔、石井 正光
シンポジウム-和漢薬臨床研究の最前線
8月27日～28日（富山市）

Tonic inhibitory effects of endocannabinoids on
human connective tissue-and mucosal-type
25 mast cell functions in situ via cannabinoid
receptor (CB)1 signalling

Koji Sugawara, Biro T, Kromminga A, Daisuke Tsuruta, Tóth BI,
Zimmer A, Gibbs BF, Zimmer A and Paus R

Cannabinoid Conference 2011
9月8日～10日(Bonn)

シンポジウム
基底膜バリア破綻のイメージング

鶴田 大輔

第４３回日本臨床分子形態学会
９月９日～１０日(大阪市)

Minimum Restraint of Wound Conversion and
Consequent Regeneration of Keratinocytes

Teruichi Harada, Toshiyuki Ozawa, Daisuke Tsuruta

8th Asia-Pacific Burn Congress and 3rd
Congress of the Asian Wound Healing
Association
9月11日～14日(Bangkok, Thailand)

26

27

難治性口腔粘膜病変により自己免疫性水疱症が 早川 泰平、 鶴田 大輔、 深野 英夫, 下郷 和雄, 橋本 隆
疑われる患者の血清学的解析

第21回日本口腔粘膜学会総会
9月24日～25日（鹿児島市）

血管腫に対する放射線治療後に発生した基底細 野村 奈美、黒岡 定浩、加茂 理英、石井 正光
胞癌の2例

第427回日本皮膚科学会大阪地方会
10月1日（大阪市）

Patent Blue Vによる蕁麻疹の1例

楠谷 尚、加茂 理英、大迫 順子、髙原 祥子、青木 麻子、石井
正光

第63回日本皮膚科学会西部支部学術大会
10月8日～9日（沖縄市）

成人に生じた種痘様水疱症様リンパ腫の1例

成瀬 明子、平田 央、小林 裕美、石井 正光、山根 孝久、浅井
一久、大澤 政彦、山本 隆之、百瀬 大

第63回日本皮膚科学会西部支部学術大会
10月8日～9日（沖縄市）

ペグインターフェロンα -2b皮下注射部位に生じ
た皮膚潰瘍

星 郁里、田宮 久詩、小林 裕美、石井 正光

第63回日本皮膚科学会西部支部学術大会
10月8日～9日（沖縄市）

28

29

30

31

32
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Dye laser photodynamic therapy for Bowen’s
disease in a patient with epidermodysplasia
33 verruciformis.

Kampo Therapy of Adult Atopic Dermatitis

Kazuyoshi Fukai, Masamitsu Ishii, Mari Sunohara, Toshiyuki Ozawa,
Teruichi Harada, Masamitsu Ishii

61th The meeting of the American Society of
Human Genetics
10月11日～15日 (Montreal, Canada)

小林 裕美

第13回国際伝統医薬シンポジウム・富山
（2011）
10月13日～14日（富山市）

鶴田 大輔

International Mini Symposium for Bullous
Diseases in Kurume
10月14日(久留米市)

34

Serological diagnoses of autoimmune bullous
dermatoses
35 Associate Prof. Daisuke Tsuruta

尋常性乾癬に水疱性類天疱瘡と抗ラミニンγ 1類 成瀬 明子、立石 千晴、廣保 翔、大迫 順子、小林 裕美、石井
天疱瘡を合併した1例
正光、古賀 浩嗣、鶴田 大輔、橋本 隆

第33回水疱症研究会
10月15日～16日（久留米市）

Histological differentiation, Histogenesisand
Prognosis of cutaneous angiosarcoma

加茂 理英

第459回大阪市医学会例会
10月20日（大阪市）

足、爪白癬患者の生活背景、アンケート調査

田宮 久詩、小林 裕美、柳原 茂人、金山 美恵、中西 健史、石井 第55回日本医真菌学会
正光
10月21日～22日（東京都）

A case of CD34-negative superficial acral
fibromyxoma

Shigeto Yanagihara, Riei Kamo, Junko Osako,Masamitsu Ishii, Takaya 48th American Society of Dermatopathology
Fukumoto
Annual meeting
10月22日～23日（Seattle,Washington WA)

36

37

38

39

アトピー性皮膚炎の丘疹病変に十味敗毒湯が奏 柳原 茂人、小林 裕美、田宮 久詩、水野 信之、中西 健史、鶴田 平成23年度日本東洋医学会関西支部例会
効した3 例
大輔、石井 正光、高橋 邦明
10月30日（大阪市）
40

免疫系の異常に対処する本治の漢方

石井 正光

第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会
【皮膚科医ができる体を癒す治療「漢方」】
シンポジウム
11月19日～20日（四日市市）

中西 健史

第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会
ランチョンセミナー
11月19日～20日（四日市市）

柳原 茂人、深井 和吉、大迫 順子、小林 裕美、石井 正光

第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会
第4回日本皮膚病理組織学会企画CPC
11月19日～20日（四日市市）

41

日本におけるフットケアの現状～スイスでおこ
なった研修報告も
42 まじえて

発熱を伴ったそう痒性皮疹
43

α -Melanocyte-Stimulating Hormone(α -MSH)の 森本 真規子、田宮 久詩、小林 裕美、平本 恵一、水野 信之、黒 第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会
上昇と
岡 定浩、浅井 哲、石井 正光
11月19日～20日（四日市市）
44 広範囲に著明な色素沈着を伴った皮膚筋炎の一
例
膜性増殖性糸球体腎炎を合併したクリオグロブリ 平島 彩子、中西 健史、石井 正光
ン血症の一例

第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会
11月19日～20日（四日市市）

当院で行った頭部脈管肉腫の初期治療について 堀口 悠衣、加茂 理英、田宮 久詩、森本 真規子、石井 正光

第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会
11月19日～20日（四日市市）

45

46

生活習慣改善が皮膚神経線維腫の発生予防に 田宮 久詩、石井 正光、水野 信之、中西 健史、鶴田 大輔、小林 第3回日本レックリングハウゼン病学会
寄与したと考えた神経線維腫症Ⅰ型の一例
裕美
11月20日（東京都）
47

センチネルリンパ節生検を行った下肢悪性黒色
腫18例の治療と経過

加茂 理英、上奥 敏司、上原 慎司、楠谷 尚、黒岡 定浩、石井 第13回ＳＮＮＳ研究会学術集会
正光
12月2日～3日（東京都）

48
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Hochuekkito a Kampo prescription reduced
Shigeto Yanagihara, Hiromi Kobayashi, Hisashi Tamiya, Daisuke
carbonylated protein excess in stratum corneum Tsuruta, Takeshi Nakanishi,Nobuyuki Mizuno, Keiichi Hiramoto, Yuri
Okano, Masamitsu Ishii
49 in ultraviolet B-irradiated mice skin

Toukinshi, a kampo prescription, prevents skin
barrier dystunction in aged
50

日本研究皮膚科学会第36回年次学術大会・
総会
12月9日～11日（京都市）

Large scale study defined human β 4 integrin as 鶴田 大輔
the major autoantigen for pure ocular mucous
51 membrane pemphigoid

日本研究皮膚科学会第36回年次学術大会・
総会
12月9日～11日（京都市）

頭部の皮膚腫瘍

Hisashi Tamiya, HiromiKobayashi, Shigeto Yanagihara, Daisuke
Tsuruta, Takeshi Nakanishi, Nobuyuki Mizuno, Masamitsu Ishii

日本研究皮膚科学会第36回年次学術大会・
総会
12月9日～11日（京都市）

柳原 茂人、黒岡 定浩、加茂 理英、小林 裕美、石井 正光

第5回インターネット皮膚病理診断検討会
12月9日～2月20日

52
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