大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学

2013(平成25）年
学会発表
右第Ⅰ趾の黒色色素斑

柳原 茂人、加茂 理英、小川 晋司、大迫 順子、小林 裕
美、石井 正光

第6回インターネット皮膚病理診断検討会(internet)
1月16日

1
Bullous ｐemphigoid IgG induces BP180
廣保 翔
internalization via a macropinocytic pathway

大阪市医学会第469回例会
1月7日（大阪市）

Protective effect of hochuekkito, a Kampo
柳原 茂人
prescription, against ultraviolet B irradiationinduced skin damage in hairless mice

大阪市医学会第469回例会
1月17日（大阪市）

シクロスポリン及びエトレチナート併用が有効 田口 麻莉、田宮 久詩、小林 裕美、中西 健史、石井 正
であった小児汎発性膿疱性乾癬の1例
光、中川 浩一

第435回日本皮膚科学会大阪地方会
2月9日（大阪市）

内因性カンナビノイドは肥満細胞の脱顆粒と 菅原 弘二、鶴田 大輔、石井 正光
分化を制御する

第436回日本皮膚科学会大阪地方会
3月23日（大阪市）

The human hair follicle cycle: A guide

Jennifer Kloepper, John Seykora, David Whiti ng, Koji
Sugawara, Nadine Doerwald, Dorothee Langan, Christi an
Rose, George otsarelis, Ralf Paus

Internati onal Investi gati ve Dermatology Meeti ng in
2013
5月8日～11日(Edinburgh)

Weed against zit?” - Investi gati on of the
anti -acne eff ects of cannabidiol

Atti la Oláh, Atti la Szöllösi, Erika Lisztes, Koji Sugawara, Ralf Internati onal Investi gati ve Dermatology Meeti ng in
Paus, Christos Zouboulis, Tamás Bíró
2013
5月8日～11日(Edinburgh)

Tonic” cannabinoid receptor 1 signaling
regulates human hair follicle epithelial
progenitor cell survival in situ

Koji Sugawara, Nóra Zákány, Stephan Tiede, Matt hew Harries, Internati onal Investi gati ve Dermatology Meeti ng in
Iain Haslam, Holger Schlüter, Nancy Ernst, Priti nder Kaur,
2013
Tamás Biró, Ralf Paus
5月8日～11日(Edinburgh)

Anti -BP180-type mucous membrane
pemphigoid IgG induces endocytosis of
BP180/collagen XVII less frequently than
bullous pemphigoid IgG

Akiko Naruse, Sho Hiroyasu, Hisayoshi Imanishi, Hiromi
Kobayashi, Masamitsu Ishii, Hiroshi Koga, Takashi Hashimoto,
Daisuke Tsuruta
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Anti -alpha-2-macroglobulin-like-1 autoanti
bodies are detected frequently and may be
pathogenic in paraneoplasti c pemphigus

Internati onal Investi gati ve Dermatology Meeti ng in
2013
5月8日～11日(Edinburgh)

Norito Ishii, Sanae Numata, Kwesi Teye, Daisuke Tsuruta,
Ryosuke Sogame, Hiroshi Koga, Yohei Natsuaki, Atsunari
Tsuchisaka, Takahiro Hamada, Tadashi Karashima, Takekuni
Nakama, Minao Furumura, Chika Ohata, Tamihiro Kawakami,
Isabelle Schepens, Luca Borradori, Takashi Hashimoto
Study of photodynamic therapy using
Kuniyuki Morimoto, Toshiyuki Ozawa, Makiko Shirakawa, Kunio
intraperitoneal injecti on of 5-ALA for MRSA Awazu, Hiromi Kobayashi, Daisuke Tsuruta, Masamitsu Ishii
infected cutaneous ulcer

Internati onal Investi gati ve Dermatology Meeti ng in
2013
5月8日～11日(Edinburgh)

Hypomelanoti c macules in tuberous
sclerosis complex is linked to Th17 cell infi
ltrati on with possible impairment of
cytoplasmic autophagy via mTOR pathway

Internati onal Investi gati ve Dermatology Meeti ng in
2013
5月8日～11日(Edinburgh)

Yorihisa Kotobuki, Lingli Yang, Mari Wataya-Kaneda, Daisuke
Tsuruta, Atsushi Tanemura, Mari Tanaka, Hiroyuki Murota,
Masamitsu Ishii, Ichiro Katayama

Internati onal Investi gati ve Dermatology Meeti ng in
2013
5月8日～11日(Edinburgh)

Bullous pemphigoid IgG induces BP180
Daisuke Tsuruta, Sho Hiroyasu
internalization via a macropinocytic pathway.

Joint Meeting of the Society for Skin Structure and
Research(SSSR) and the Society for Cutaneous
Ultrastructure Reaearch(SCUR)
5月12日～14日(Sarzburg, Austria)

神経核内封入体病（NIHID）の診断における
皮膚生検の有用性

第437回日本皮膚科学会大阪地方会
5月18日（大阪市）

13
小川晋司、田宮久詩、小林裕美、鶴田大輔、武田景敏

14
多発性円形脱毛症に対して補中益気湯が奏 柳原 茂人、 小林 裕美、 田宮 久詩、水野 信之、 高橋 邦 第64回日本東洋医学会学術総会
効した1例
明、 石井 正光
5月31日～6月2日(鹿児島市）
15
抗BP180 抗体と抗ラミニン332 抗体を併せも 安水 真規子，鶴田 大輔，石井 正光，森田 章介，福田 あ 第112回日本皮膚科学会総会
つ粘膜類天疱瘡の1 例
おい，古賀 浩嗣，橋本 隆
6月14日～16日(横浜市）
16
単核細胞移植と脊髄刺激装置植え込み術が 村上 克彦，中西 健史，石井 正光，武田 紘治，福本 真
奏功したバージャー病による皮膚潰瘍の1 例 也，高橋 陵太

第112回日本皮膚科学会総会
6月14日～16日(横浜市）

17
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大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学
C3 dermatitis herpetiformis（仮称）の1 例

布施 恵理，松浦 哲彦，村上 富美子，栗村 理恵，鶴田 大 第112回日本皮膚科学会総会
輔，古賀 浩嗣，橋本 隆
6月14日～16日(横浜市）

18

19

尋常性乾癬に対しウステキヌマブが著効した 濱本 佳恵，山田 真介，与田 真貴，与田 紘一郎，後藤 仁 第58回日本透析医学会学術集会・総会
血液透析患者の一例
志，稲葉 雅章、立石 千晴，鶴田 大輔，小林 裕美，石井
6月20日～23日（福岡市）
正光、岡田 茂樹
皮膚のエイジングと漢方

小林 裕美

20

第13回日本抗加齢医学会総会
指導士向けプログラム
6月28日～30日（横浜市）

Live cell imagingにより明らかにされた水疱性 鶴田 大輔，廣保 翔、小澤 俊幸、青山 裕美、北島 康雄、 第35回日本光医学・光生物学会
類天疱瘡の発症機序の一側面
小林 裕美、Jonathan C.R. Jones
7月12日～13日(浜松市）
21
UVBによる皮膚炎症を誘導するヒアルロン酸 平本 恵一，小林 裕美，山手 百合香，石井 正光，佐藤 英 第35回日本光医学・光生物学会
を介した細胞内経路
介
7月12日～13日(浜松市）
22
白皮症の生活指導－遺伝子診断を行った
OCA１Aの症例を経験して

安水 真規子、深井 和吉、鶴田 大輔、磯野 員倫、皆川 京 第１０６回近畿皮膚科集談会
子、羽田 孝司、山西 清文、阿部 優子、穂積 豊、鈴木 民 7月21日（大阪市）
夫

右腋窩の皮下腫瘤

柳原 茂人、鶴田 大輔、加茂 理英、大迫 順子、夏見 亜
希、福本 隆也、 廣瀬 隆則、小西 英一、石井 正光

23

第29回日本病理組織学会
7月27日（東京都）

24

25

カンナビノイド受容体タイプ1 シグナルはヒト 菅原 弘二，鶴田 大輔，Ralf Paus
毛包幹細胞および前駆細胞の分裂を促進す
る

第40回皮膚かたち研究学会学術大会
7月28日（東京都）

漢方医学的アンチエイジング～皮膚疾患の漢 小林 裕美
方治療～

平成２５年 第１０回大阪漢方塾
8月７日～9日(高槻市）

26
右側の側頭部・顔面から頸部に及ぶ血管肉
腫

加茂 理英、清水 奈美、今西 久幹、柳原 茂人、鶴田 大輔 第29回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会
8月9日～10日（甲府市）

藤井 奈穂、元村 尚嗣、嶺尾 万莉、加茂 理英、柳原 茂
人、小川 晋司、安水 真規子

28

prefabricated custom made artificial boneお
よび遊離腹筋皮弁で再建を行った頭部血管
肉腫の一例

29

紫外線照射による皮膚酸化ストレスと形態学 柳原 茂人、 小林 裕美、 田宮 久詩、 岡野 由利、 鶴田 大 第 30回和漢医薬学会学術大会
的変化に対する補中益気湯の抑制効果
輔、 高橋 邦明、 森 亮太、 正木 仁、 山田 貴亮、長谷川 8月 31日～9月 1日（金沢市）
靖司、 赤松 浩彦、 石井 正光

27

30

Histopathological study of the effects of
Astragalus, Bupleurum and gingseng
combination formula, Hochuekkito,
a traditional Japanese herbal medicine, on
ultraviolet-irradiated skin damage in hairless
mice
A case of subcutaneous melanotic
schwannoma

第29回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会
8月9日～10日（甲府市）

Hiromi Kobayashi, Shigeto Yanagihara, Hisashi Tamiya,
34th Symposium of the International Society of
Daisuke Tsuruta, Yuri Okano, Kuniaki Takahashi, Hitoshi
Dermatopathology
Masaki, Takaaki Yamada, Ｓｅｉｊｉ Hasegawa, Hirohiko Akamatsu 9月26日～28日（Florence, Italy）
Shigeto Yanagihara, Riei Kamo, Junko Osako, Hiromi
Kobayashi, Daisuke Tsuruta, Takaya Fukumoto

31

34th Symposium of the International Society of
Dermatopathology
9月26日～28日（Florence, Italy）

イソプロピルアンチピリンによる固定薬疹の１ 金城 里美、大迫 順子、青木 麻子、小林 裕美、鶴田 大輔 第439回日本皮膚科学会大阪地方会
例
10月12日（大阪市）
32
痒疹型優性栄養障害型表皮水疱症

夏見 亜希、立石 千晴、深井 和吉、鶴田 大輔、平田 央、 第35回水疱症研究会
中野 創、澤村 大輔
10月19日～20日（大分市）

33

34

東西融合医学的治療を希望された慢性湿疹 小林 裕美、柳原 茂人、田宮 久詩、村上 克彦、鶴田 大
の一例
輔、石井 正光、高橋 邦明
～アトピー性皮膚炎を中心に～

平成25 年度日本東洋医学会関西支部例会
10 月27 日（京都市）

手の湿疹治療に加味帰脾湯エキス併用が奏 柳原 茂人、小林 裕美、田宮 久詩、鶴田 大輔、石井 正
効したステロイド忌避傾向患者の1 例
光、高橋 邦明

平成25 年度日本東洋医学会関西支部例会
10 月27 日（京都市）

35
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大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学
当科における自己免疫性水疱症のQuality
indicator

鶴田 大輔

第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
Quality Indicator講演(QI)
11月2日～3日（名古屋市）

血管肉腫、病状進行による醜形回避と予後改 加茂 理英
善を求めて

第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
Quality Indicator講演(QI)
11月2日～3日（名古屋市）

左示指の皮膚結節

田口 理映子、加茂 理英、楠谷 尚、高原 祥子、柳原 茂
人、大迫 順子、鶴田 大輔

第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
（ＣＰＣ）
11月2日～3日（名古屋市）

血管内巨細胞の1例

柳原 茂人、立石 千晴、安水 真規子、小川 晋司、夏見 亜 第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
希、大迫 順子、鶴田 大輔
（ＣＰＣ）
11月2日～3日（名古屋市）

プロクトセディル軟膏による接触皮膚炎症候
群の1例

小川 晋司、立石 千晴、大迫 順子、白鳥 隆宏、鶴田 大輔 第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
11月2日～3日（名古屋市）

IL36RN遺伝子解析を行った膿疱性乾癬の2
例

白鳥 隆宏、深井 和吉、安水 真規子、田口 理映子、鶴田
大輔、阿部 優子、穂積 豊、鈴木 民夫

第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
11月2日～3日（名古屋市）

角層下膿疱症(Subcorneal pustular
dermatosis/SPD)型のIgA天疱瘡の一例

立石 千晴、小川 晋司、木村 友香、鶴田 大輔

第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
11月2日～3日（名古屋市）

36

37

38

39

40

41

42
尋常性乾癬の患者に生じた水疱性類天疱瘡 七堂 由佳代、谷村 裕嗣、太田 馨、山崎 文和、水野 可
魚、立石 千晴、鶴田 大輔、岡本 祐之

第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
11月2日～3日（名古屋市）

大阪市立大学における金属パッチテスト結果 大迫 順子、小林 裕美、青木 麻子、深井 和吉、田宮 久
のまとめ
詩、菅原 弘二、立石 千晴、今西 久幹、柳原 茂人、安水
真規子、小川 晋司、鶴田 大輔

第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
11月2日～3日（名古屋市）

皮疹が小範囲に限局し、電子線照射療法に
て暖解した菌状息肉症の一例

第64回日本皮膚科学会中部支部学術大会
11月2日～3日（名古屋市）

43

44

安水 真規子，田宮 久詩、小林 裕美、鶴田 大輔

45
眼皮膚白皮症における皮膚がん発症リスクに 深井 和吉、安水 真規子、鶴田 大輔、大磯 直毅、鈴木 民 第25回日本色素細胞学会学術大会
ついての文献的考察
夫
11月16日～17日（吹田市）
46
ロドデノール含有化粧品使用後白斑における 種村 篤、楊 怜悧、金田 眞理、深井 和吉、鶴田 大輔、片 第25回日本色素細胞学会学術大会
炎症性変化からの病態検討
山 一朗
11月16日～17日（吹田市）
47

48

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウムによ 小川 晋司、立石 千晴、大迫 順子、小林 裕美、鶴田 大輔 第43回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会
る急性汎発性発疹性膿疱症
学術大会
11月29日～12月1日（金沢市）
肛囲に発生した基底細胞癌の１例

白鳥 隆宏、加茂 理英、柳原 茂人、鶴田 大輔

第440回日本皮膚科学会大阪地方会
12月7日（大阪市）

49
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