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2007年 特別講演・シンポジウム 
 

442）片山一朗：膠原病の新しい治療：全身性エリテマトーデスとシェーグレン症候群．日本皮膚科学会専門

医講習会セミナー 東京（2007.1.14） 

 

443）片山一朗：第2次JCR専門医単位認定TV講演シリーズ（日本リウマチ学会HP）膠原病と皮膚疾患 －皮膚

症状の評価と難治性皮膚病変のアプローチ－．日本リウマチ学会 東京（2007.1.14） 

 

444）片山一朗：皮膚の免疫応答から見たアトピー性皮膚炎の治療：紫外線療法の考え方と展望．第12回アト

ピー性皮膚炎治療研究会 大阪（2007.1.19） 

 

445）片山一朗：見逃しやすい皮膚疾患の診断と治療．第2回皮膚科スプリングセミナー 東京（池袋）

（2007.1.25） 

 

446）片山一朗：かゆみ Update．千葉県皮膚科医会学術集会 千葉（2007.1.27） 

 

447）片山一朗：アトピー性皮膚炎治療のポイント．第13回「アレルギー週間」市民公開講座 大阪（2007.2.25） 

 

448）片山一朗：アトピー性皮膚炎の治療ガイドライン．第12回北摂4医師会小児科医会 高槻（2007.3.10） 

 

449）片山一朗：アトピー性皮膚炎 間違いやすい皮膚疾患と正しい治療．日本医薬品卸勤務薬剤師会 平成

19年度教育研修管理者継続研修講座 大阪（2007.3.15） 

 

450）片山一朗：アトピー性皮膚炎（AD）の患者アンケート調査報告．第106回日本皮膚科学会総会 ランチョ

ンセミナー 横浜（2007.4.20） 

 

451）片山一朗：アトピー性皮膚炎のEBM －抗ヒスタミン薬－．第106回日本皮膚科学会総会 ランチョンセ

ミナー 横浜（2007.4.21） 

 

452）片山一朗：かゆみアップデート －病態から考える治療薬の選択．第19回日本アレルギー学会春季大会 

横浜（2007.6.11） 

 

453）片山一朗：皮膚の恒常性とアトピー性皮膚炎．高森健二教授退官記念講演会 浦安（2007.6.30） 

 

454）片山一朗：皮膚科領域における膠原病診療のピットフォール．高崎医師会講演会 高崎（2007.7.18） 

 

455）片山一朗：抗ヒスタミン薬とEBM．佐世保皮膚科医会講演会 佐世保（2007.7.26） 

 

456）片山一朗：抗ヒスタミン薬とEBM．愛媛県皮膚疾患座談会 松山（2007.8.22） 

 

457）片山一朗：アトピー性皮膚炎と細胞間クロストーク －痒みと線維芽細胞－．第50回高知地方会 高知

（2007.9.1） 

 

458）片山一朗：かゆみアップデート －病態から考える治療薬の選択．第35回埼玉皮膚科医会集談会 さい

たま（2007.9.9） 

 

459）片山一朗：痒みUp Date～治療戦略の新しい潮流．徳島臨床皮膚科医会 徳島（2007.9.27） 
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460）片山一朗：ありふれた皮膚疾患のピットホール －アトピー性皮膚炎と蕁麻疹．高高45臨床研究会 高

松（2007.10.17） 

 

461）片山一朗：かゆみアップデート －病態から考える治療薬の選択．第59回日本皮膚科学会西部支部総会

ランチョンセミナー 宮崎（2007.10.27） 

 

462）片山一朗：皮膚症状から考えるアトピー性皮膚炎のスキンケア．第167回愛知県皮膚科医会 名古屋

（2007.11.10） 

 

463）片山一朗：皮膚症状から考えるアトピー性皮膚炎のスキンケア．高知皮膚科医会 高知（2007.11.13） 

 

464）片山一朗：アトピー性皮膚炎治療の新しい視点．第13回新潟皮膚疾患懇話会 新潟（2007.11.16） 

 

465）片山一朗：アトピー性皮膚炎治療の新しい視点病態から考えるアトピー性皮膚炎の治療．OA会 大阪

（2007.11.24） 

 

466）金田眞理：皮膚科の遺伝病外来．OA会 大阪（2007.6.1） 

 

467）金田眞理：結節性硬化症の基礎と臨床．第45回関西ディスモルポロジー研究会 大阪（2007.9.8） 

 

468）清原英司：siRNA技術を用いた悪性黒色腫治療法の開発．天王山カンファレンス 京都（2007.10.13） 

 

469）佐野栄紀：Stat3は乾癬治療の新たな分子標的たりえるか．第47回日本皮膚科学会愛媛地方会学術大会

総会 愛媛（2007.3.2） 

 

470）佐野栄紀：皮膚癌，乾癬とStat3．秋田県皮膚科談話会 秋田（2007.5.26） 

 

471）佐野栄紀：乾癬におけるStat3の働きおよび新しい治療法．乾癬におけるStat3の働きおよび新しい治療

法 高知（2007.6.12） 

 

472）佐野栄紀：乾癬の病理 －モデルマウスからヒトへ－．第7回北九州皮膚病理研究会 北九州（2007.6.14） 

 

473）佐野栄紀：分子機構からみた新しい皮膚疾患治療法．第2回皮膚疾患Update 大阪（2007.6.15） 

 

474）佐野栄紀：レックリングハウゼン病について．高知レックリングハウゼン病友の会10周年記念講演会

（第23回交流会） 高知（2007.7.29） 

 

475）佐野栄紀：分子標的による尋常性乾癬の新規治療法．高知県病院薬剤師会 高知（2007.8.23） 

 

476）佐野栄紀：本当は怖い皮膚病．第6回高知病診連携研究会 高知（2007.10.10） 

 

477）佐野栄紀：Stat3阻害による乾癬の新規治療法．香川県乾癬勉強会 高松（2007.10.23） 

 

478）佐野栄紀：Stat3をターゲットにした乾癬の新たな治療法．第2回山口臨床皮膚科研究会 山口

（2007.11.8） 

 

479）佐野栄紀：命とりになる皮膚病．高知皮膚科医会 皮膚の日行事 高知（2007.11.17） 

 

480）佐野栄紀：Stat3 をターゲットにした乾癬の新たな治療法．第6回岐阜乾癬治療研究会 岐阜

（2007.11.22） 
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481）佐野栄紀：Stat3 をターゲットにした乾癬の新たな治療法．第128回日本皮膚科学会徳島地方会 徳島

（2007.12.1） 

 

482）佐野栄紀：乾癬における免疫； 新の知見．第7回ギンナン皮膚科談話会 大阪（2007.12.8） 

 

483）佐野栄紀：皮膚バリア機能障害と皮膚アレルギー．第37回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会 

名古屋（2007.12.14） 

 

484）種村 篤：日本vsアメリカにおける悪性黒色腫治療の違い：アメリカ留学体験を踏まえて．南大阪症

例検討会 大阪（2007.9.27） 

 

485）玉井克人：お肌の若返り薬を求めて．資生堂講演会 横浜（2007.1.12） 

 

486）玉井克人：骨髄間葉系幹細胞を利用した難治性皮膚疾患治療法の開発．神奈川県皮膚科医会第123回例

会 横浜（2007.3.4） 

 

487）玉井克人：皮膚は地球を救う．八戸高校在京同窓会総会 東京（2007.6.9） 

 

488）玉井克人：アトピー性皮膚炎診療におけるNFκBデコイDNA軟膏の可能性．第19回日本アレルギー学会春

季臨床大会 横浜（2007.6.11） 

 

489）玉井克人：末梢循環骨髄由来細胞による組織修復機構．日本大学皮膚科セミナー 東京（2007.6.12） 

 

490）玉井克人：皮膚は地球を救う．呉市呉高等学校「産業社会と人間」及び「総合的な学習の時間」 広島

（2007.6.15） 

 

491）玉井克人：表皮水疱症の治療を目指して．慶応義塾大学『なぜ臨床医が研究を志すのか？』研究会 東

京（2007.7.6） 

 

492）玉井克人：見えてきた先天性表皮水疱症の治療法開発．名古屋市立大学 第10回皮膚科リサーチセミ

ナー 愛知（2007.8.23） 

 

493）玉井克人：骨髄由来末梢循環細胞による皮膚再生．弘前皮膚科学術講演会 青森（2007.8.30） 

 

494）玉井克人：見えてきた遺伝性皮膚疾患の治療法．第55回尼崎臨床皮膚科勉強会 兵庫（2007.12.6） 

 

495）中島武之：円形脱毛症に対するステロイドパルス療法．北摂皮膚科フォーラム 大阪（2007.6.21） 

 

496）室田浩之：アトピー性皮膚炎と夏季潰瘍網状皮斑から学ぶ「温度と皮膚疾患」の関連性．平成皮膚科医

会 大阪（2007.2.9） 

 

497）室田浩之：皮膚科におけるステロイドの使用と骨粗鬆症．大阪骨疾患治療研究会 大阪（2007.7.26） 

 

498）室田浩之：温度センサーと皮膚アレルギー炎症の接点．箱根カンファレンス 神奈川（2007.8.16） 

 

499）室田浩之：皮膚科領域における外用剤と抗ヒスタミン薬の使い方．General Careの会 香川（2007.10.5） 

 

500）室田浩之：知ってトクする？ 皮膚アレルギー疾患治療のコツ．輪島医師会定期勉強会 輪島

（2007.10.11） 
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501）室田浩之：アトピーってアレルギーでしょ？．第59回日本皮膚科学会中部支部学術大会 京都

（2007.10.21） 

 

502）山口裕史：表皮真皮相互作用の部位特異性：掌蹠線維芽細胞にて発現が増強しているDickkopf1による

掌蹠型皮膚の誘導．第182回CARDセミナー（熊本大学生命資源研究・支援センター長山田源教授より招

聘講演） 熊本（2007.1.9-10） 
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2007年 国際学会 
 

329）Azukizawa H，Kanazawa N，Lutz M.B.：Langerhans cells induce regulatory T cells by presenting 

epidermal self-antigen．10th International Workshop on Langerhans cells ベルン（2007.9.3-5） 

 

330）Hanafusa T，Ishida I，Tani M，Umegaki N，Ymaguchi Y，Sano S，Katayama I，Okumura M：Good's syndrome 

（hypogammaglobulinemia with thymoma），accompanied with lichen planus，complicated with severe 

phlegmone．The 15th Korea-Japan Joint Meeting of Dermatology 済州島（2007.6.1） 

 

331）Kitaba S，Murota H，Katayama I：Histamine （H1R）Blocker Inhibits Histamine-Induced Collagen 

Synthesis in Dermal Fibroblasts．World Allergy Congress 2007 バンコク（2007.12.2-6） 

 

332）Kotobuki Y，Murota H，Katayama I：Anti-inflammatory effect of Lipo PGE1 on therapeutic intervention 

for intractable skin ulon．World Allergy Congress2007 バンコク（2007.12.2-6） 

 

333）Murota H，Izumi M，Sano S and Katayama I：Artemin；the member of gilal cell line-derived neutrophic 

factor is induced by substance P stimulated-fibroblasts：New model of non-neual cell control 

of skin-derived itch in atopic dermatitis．Society for Investigative Dermatology，68th Annual 

meeting ロサンゼルス（2007.5.9-12） 

 

334）Murota H：Artemin Expressed in keratinocyte and substance P-treated fibroblasts，and accumulates 

in atopic dermatitis skin lesion．国際かゆみシンポジウム 大阪（2007.9.15） 

 

335）Nakajima T，Inui S，Itami S：Pulse Corticosteroid Therapy for Alopecia Areata：Study of 139 

patients．5th International Congress on Hair Research バンクーバー（2007.6.13-16） 

 

336）Nishimura Y，Takahashi Y，Umegaki N，Yamaguchi Y，Murota H，Katayama I：A Male Case of Malignat 

Acanthosis Nigricans without Malignancy with Sjögrens．The 15th Korea-Japan Joint Meeting of 

Dermatology 済州島（2007.6.2-3） 

 

337）Nishimura Y，Murota H，Kotobuki H，Kitaba S，Terao M，Katayama I：Analysis of Discoidin Domain 

Receptor-1 Expression by Tissue-Infiltrating Eosinophils in Allergic Skin Diseases.  

World Allergy Congress バンコク（2007.12.2-6） 

 

338）Sano S：Stat3 as a target of treatment for psoriasis．The 11th Annual Meeting The Korean Society 

for Psoriasis 韓国（2007.5.18） 

 

339）Matsumoto M，Wada K，Kurokawa M，Ikeda M，Kamijima R，Kodama H，Sano S：Possible involvement 

of mast cells in the pathogenesis of xanthoma and atherosclerosis upon stimulation with oxidized 

low-density lipoprotein．37th Annual Meeting of the European Society for Dermatological Research 

2007 チューリッヒ（2007.9.3） 

 

340）Takahashi Y，Tarutani M，Sano S，Katayama I，Okinaga T，Tominaga K，Yano T：A case of juvenile 

dermatomyositis presented epidermal nevus like lesions．The 15th Korea-Japan Joint Meeting of 

Dermatology 済州島（2007.6.2） 

 

341）Tamai K：Bone marrow is an essential source of keratinocytes in the grafted skin．American Society 

of Gene Therapy 10th Annual Meeting シアトル（2007.6.3） 
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342）Tamai K：Bone marrow-derived kerationocytes can smeliorate abnormality of the genetic skin 

diseases．第13回日本遺伝子治療学会 名古屋（2007.6.30） 

 

343）Tamai K：Basal keratinocyte-targeting gene delivery system for in vivo EB gene theapy．IV 

International Symposium of EB サンチアゴ（2007.9.27） 

 

344）Tamai K：Bone marrow stem cell therapy for epidermolysis bullosa．IV International Symposium 

of EB サンチアゴ（2007.9.27） 

 

345）Tarutani M，Murayama K，Kimura T，Nakano T，Itami S，Katayama I：Akt activation promotes new 

hair cycle． Society for Investigative Dermatology， 68th Annual meeting  ロサンゼルス

（2007.5.9-12） 

 

346）Terao M，Sano S，Kitaba S，Murota H，Takeda J and Katayama I：Ceramide deficient mice specifically 

in epidermis reveal the outside-inside mechanism for development of dermatitis．Society for 

Investigative Dermatology，68th Annual meeting ロサンゼルス（2007.5.9） 

 

347）Yamaguchi Y，Passeron T，Katayama I，Hearing VJ．（Oral and Poster）：The effects of dickkopf 1 

on gene expression and Wnt signaling by keratinocytes：mechanisms regulating skin pigmentation 

and thickness．The 68th Annual Meeting of the Society for Investigative Dermatology． ロサ

ンゼルス（2007.5.9-12） 

 

348）Yamaguchi Y（Invited lecture）：Regulation of skin pigmentation．Avon Lecture Series for Pigment 

Cell Research ニューヨーク（2007.5.15） 

 

349）Yamaguchi Y（Invited lecture）：Epidermal sheet grafting for chronic wound.Workshop：Modern wound 

management．The 21st World Congress of Dermatology． ブエノスアイレス（2007.9.30-10.5） 

 

350）Wataya-Kaneda M，Toyama C，Katayama I：A New protein related to the pathogenesis of tuberous 

sclerosis complex ． 8 th Congress of the German-Japanese Society of Dermatology  横 浜

（2007.11.15-17） 
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2007年 国内学会 
 

351）石田 勲，谷  守，梅垣知子，佐野栄紀，片山一朗，古松慶之，長澤康行，今井圓裕：Leukocytoclastic 

vasculitisを認めたループス腎炎の1例．第181回大阪皮膚科症例検討会 大阪（2007.3.22） 

 

352）石田 勲，山口裕史，板見 智，片山一朗：妊娠中にDAV-Feron療法を施行した悪性黒色腫の1例．第106

回日本皮膚科学会総会 横浜（2007.4.20-22） 

 

353）石田 勲，谷  守，梅垣知子，佐野栄紀，片山一朗，古松慶之，長澤康行，今井圓裕：Leukocytoclastic 

vasculitisを認めたループス腎炎の１例．第401回日本皮膚科学会大阪地方会 尼崎（2007.5.26） 

 

354）石田 勲，朝倉麻紀子，三浦宏之，佐藤健二，中里寿美子：シェーグレン症候群の母体より出生した新

生児ループスの1例．第6回ギンナン皮膚科談話会 豊中（2007.6.23） 

 

355）石田 勲，朝倉麻紀子，三浦宏之，佐藤健二，小熊 孝：陰茎再建植皮術を行った外陰部Paget病の1

例．第49回尼崎伊丹病院診療所皮膚科医研究会 尼崎（2007.9.13） 

 

356）石田 勲，朝倉麻紀子，三浦宏之，佐藤健二：骨髄性プロトポルフィリン症の1例．第7回ギンナン皮膚

科談話会 大阪（2007.12.8） 

 

357）石田 勲，朝倉麻紀子，三浦宏之，佐藤健二，小熊 孝：ケイラート紅色肥厚症の1例．第50回尼崎伊

丹病院診療所皮膚科医研究会 伊丹（2007.12.13） 

 

358）大西良輝，梅垣知子，花房崇明，西村由佳理，谷  守，片山一朗：慢性蕁麻疹，蕁麻疹様血管炎の経

過中に発症した，汗疱様類天疱瘡の1例．第401回日本皮膚科学会大阪地方会 尼崎（2007.5.26） 

 

359）北場 俊，花房崇明，梅垣知子，山口裕史，谷  守，中村敏明，樽谷勝仁，佐野栄紀，片山一朗：胸

腺種摘出を契機にGVHD/乾癬様皮疹を発症した3例．第400回日本皮膚科学会大阪地方会 大阪

（2007.3.17） 

 

360）北場 俊，澄川靖之，室田浩之，中村敏明，片山一朗：アトピー性皮膚炎患者のインターネット利用の

実態調査（アトピー性皮膚炎の新知見）．第19回日本アレルギー学会春期臨床大会 横浜（2007.6.10-12） 

 

361）北場 俊，室田浩之，Bae SJ，浜崎洋一郎，丸山隆児，片山一朗：ヒスタミンにより誘導される皮膚線

維芽細胞のコラーゲン産生に対するH1受容体拮抗薬の効果．第57回日本アレルギー学会秋期臨床大会 

横浜（2007.11.1-3） 

 

362）吉良正浩，西田陽子，松本千穂：帝王切開瘢痕部に生じた異所性子宮内膜症の1例．第400回日本皮膚科

学会大阪地方会 大阪（2007.3.17） 

 

363）清原英司：siRNA技術を用いた悪性黒色腫治療法の開発．南大阪皮膚症例検討会 天王寺（2007.9.27） 

 

364）壽 順久，松本佳子，種瀬朋美，高河慎介，沢田泰之：アンチトロンビンⅢ低下に伴う深部静脈血栓症．

第30回皮膚脈管膠原病研究会 横浜（2007.1.25） 

 

365）壽 順久，室田浩之，片山一朗：難治性皮膚潰瘍に対するLipoPGE1による治療と血中炎症マーカーの検

討．第35回臨床免疫学会 大阪（2007.10.19-20） 
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366）壽 順久，種村 篤，室田浩之，片山一朗：静脈性皮膚末梢循環障害に対する抗血小板薬の評価．第59

回日本皮膚科学会西武支部学術大会 宮崎（2007.10.27-28） 

 

367）佐多賀英吏子，西田陽子，松本千穂：乳幼児にみられた苔癬状粃糠疹の2例．第403回日本皮膚科学会大

阪地方会 大阪（2007.9.29） 

 

368）佐多賀英吏子，西田陽子，松本千穂：ネオーラルが爪病変に著効した尋常性乾癬の一例．第404回日本

皮膚科学会大阪地方会 大阪（2007.12.1） 

 

369）寺石美香，山本真有子，池田光徳，佐野栄紀，武内世生：HIV感染者の掌蹠に生じた梅毒二期疹の2例．

第51回日本皮膚科学会高知地方会 高知（2007.2.23） 

 

370）志賀建夫，池田光徳，佐野栄紀，小玉 肇：クリーニング工場勤務者に発生したgeneralized 

morphea-like scleroderma．第24回日本臨床皮膚科医会四国支部総会学術大会 徳島（2007.6.10） 

 

371）佐野栄紀：乾癬とStat3 活性化：新しい治療法のこころみ．第341回日本皮膚科学会福岡地方会 久留

米（2007.7.22） 

 

372）三野奈津子，志賀建夫，中島喜美子，池田光徳，佐野栄紀，中川宏治，黒田直人：Granular cell tumor

の女児例．第50回日本皮膚科学会高知地方会 高知（2007.9.1） 

 

373）藤岡 愛，長谷川春奈，高田智也，池田光徳，佐野栄紀：著名な末梢血好酸球増多を認めた膿疱性乾癬．

第22回日本乾癬学会学術大会 志摩（2007.9.6） 

 

374）松本真明，和田佳奈，黒川真奈美，池田光徳，上島玲子，小玉 肇，佐野栄紀：酸化LDLの刺激を受け

た肥満細胞の動脈硬化と黄色腫の病態への関与について．第14回分子皮膚科学フォーラム 松山

（2007.9.14） 

 

375）山本真有子，三野奈津子，志賀建夫，中島英貴，池田光徳，佐野栄紀：T細胞受容体再構成を認めた

シェーグレン症候群の環状紅斑．第71回日本皮膚科学会東部支部学術大会 札幌（2007.9.21） 

 

376）志賀建夫，永野弓枝，池田光徳，佐野栄紀，小玉 肇：結節性多発動脈炎の1例 －疼痛に対するアル

プロスタジルの使用経験－．第15回四国MMC研究会 高知（2007.9.22） 

 

377）中島喜美子，小玉 肇，佐野栄紀，脇口 宏，谷本憲保：水疱を呈した新生児エリテマトーデス．第29

回水疱症研究会 倉敷（2007.10.14） 

 

378）高田由美，中島喜美子，横川真紀，池田光徳，佐野栄紀，政平訓貴：ステロイドパルス療法，血漿交換，

γ-グロブリン大量療法を行うも救命しえなかったTEN．第58回日本皮膚科学会中部支部学術大会 東京

（2007.10.20） 

 

379）志賀建夫，中島喜美子，横川真紀，池田光徳，佐野栄紀，小玉 肇：ロイコトリエン拮抗薬内服中に発

生したChurg-Strauss症候群の1例．第59回日本皮膚科学会西部支部学術大会 宮崎（2007.10.27） 

 

380）寺石美香，中島喜美子，池田光徳，佐野栄紀，小松直樹：蜂窩織炎様の皮疹を繰り返したMDS/AMLの1

例．第59回日本皮膚科学会西部支部学術大会 宮崎（2007.10.27） 

 

381）三野奈津子，高田由美，志賀建夫，横川真紀，池田光徳，佐野栄紀，廣瀬康昭，大塩敦郎，小玉 肇：

潰瘍性大腸炎に伴った顔面の壊疽性膿皮症の1例．第59回日本皮膚科学会西部支部学術大会 宮崎

（2007.10.27） 
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382）藤岡 愛，三好 研，池田光徳，佐野栄紀：臀部の表皮嚢腫より生じた有棘細胞癌の1例．第128回日本

皮膚科学会徳島地方会 徳島（2007.12.1） 

 

383）高橋 綾，寺石美香，池田光徳，佐野栄紀，堀野太郎，小玉 肇：Sjögren症候群を合併した皮膚限局

性結節性アミロイドーシス．第144回日本皮膚科学会山口地方会 宇部（2007.12.8） 

 

384）横川真紀，佐野栄紀，三野奈津子，岩崎信二，岡上裕介，谷 俊一：インフリキシマブによる苔癬型反

応．第37回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会 名古屋（2007.12.14） 

 

385）園山悦子，藤川奈穂，西村由佳理，谷  守，梅垣知子，吉良正浩，片山一朗，奥野健太郎，野村幹司：

軟口蓋麻痺に対してパラタルリフト歯科補装具（PLP）が有効であった皮膚筋炎の一例．第403回日本皮

膚科学会大阪地方会 大阪（2007.9.29） 

 

386）高橋祐史，西村由佳理，清原英司，伊藤孝一，梅垣知子，山口裕史，佐野栄紀，片山一朗：下肢切断を

免れた壊疽性膿皮症にバージャー病を合併した下腿潰瘍の1例．第30回皮膚脈管膠原病研究会 横浜

（2007.1.25） 

 

387）高橋祐史，山口裕史，谷  守，佐野栄紀，片山一朗：過去16年間における当院での陰部Paget病症例

の検討．第399回日本皮膚科学会大阪地方会 兵庫（2007.2.3） 

 

388）高橋祐史，山口裕史，谷  守，佐野栄紀，片山一朗：陰部Paget病症例の検討．第23回日本皮膚悪性

腫瘍学会学術大会 大阪（2007.5.11） 

 

389）高橋祐史，西村由佳里，清原英司，梅垣知子，山口裕史，片山一朗：HCV抗体陽性肝癌の経過中に扁平

苔癬，水疱性類天疱瘡を合併した1例．第58回日本皮膚科学会中部支部学術大会 京都（2007.10.21） 

 

390）田中まり，金田眞理，種村 篤，片山一朗，米田光宏，福澤正洋：結節性硬化症に生じたsubcutaneous 

fibrous hamartoma．第58回日本皮膚科学会中部支部総会 京都（2007.10.20-21） 

 

391）花房崇明，西村由佳理，梅垣知子，山口裕史，玉井克人，片山一朗，宇垣弘美，金川武司，荻田和秀，

木村正：正常経膣分娩にて出産した，栄養障害型先天性表皮水疱症の妊娠例．第399回日本皮膚科学会

大阪地方会 神戸（2007.2.3） 

 

392）谷  守，寿 順久，梅垣知子，室田浩之，吉良正浩，片山一朗：拡張型心筋症に伴ったFolliculotropic 

Mycosis Fungoidesの1例．第71回日本皮膚科学会東京支部学術大会 東京（2007.2.11） 

 

393）谷  守，中村敏明，佐野栄紀，片山一朗，岩月啓次：ACNUローションとnarrow band-UVBが著効した

CD8陽性CTCLの1例．第31回日本小児皮膚科学会 福岡（2007.7.7） 

 

394）種村 篤，西田健樹，村上有香子，片山一朗：糖尿病に合併したAcquired Perforating Dermatosisの

一例．第404回日本皮膚科学会大阪地方会 奈良（2007.12.1） 

 

395）玉井克人，金田安史，片山一朗：栄養障害型表皮水疱症．第106回日本皮膚科学会総会 横浜（2007.4.22） 

 

396）玉井克人：骨髄由来末梢血間葉系幹細胞による組織再生誘導．第25回日本ヒト細胞学会学術集会 東京

（2007.8.3） 

 

397）玉井克人，知野剛直，山崎尊彦，金田安史：骨髄由来細胞による皮膚再生．第14回分子皮膚科学フォー

ラム 愛媛（2007.9.14） 
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398）玉井克人：骨髄間葉系および上皮系細胞による組織再生．第8回心血管再生医学研究会 京都

（2007.11.17） 

 

399）玉井克人：骨髄と皮膚．第13回岐阜皮膚科リサーチセミナー 岐阜（2007.12.8） 

 

400）Terao M，Sano S，Katayama I：表皮セラミド欠損による炎症性サイトカイン発現：アトピー性皮膚炎

の病因論と野関連についての考察．The 32nd Annual Meeting of the Japanese Society for 

Investigative Dermatology（JSID） 横浜（2007.4.18-20） 

 

401）寺尾美香，佐野栄紀，北場 俊，室田浩之，竹田潤二，片山一朗：表皮細胞セラミド減少による炎症性

サイトカイン発現 アトピー性皮膚炎の病因論についての考察．第32回日本研究皮膚科学会年次学術大

会総会 横浜（2007.4.18-20） 

 

402）中川幸延，早石祥子，山本志織，宮島 進，岡田奈津子：タクロリムス外用療法が奏効したHailey-Hailey

病の1例．中部支部皮膚科学会 名古屋（2007.4.20） 

 

403）中島武之，乾 重樹，板見 智：円形脱毛症に対するステロイドパルス療法：142例の解析．第106回日

本皮膚科学会総会 横浜（2007.4.20-22） 

 

404）中島武之，乾 重樹，樽谷勝仁，板見 智：角化細胞におけるPBP/TRAP220/DRIP205/Med1の役割．第21

回表皮細胞研究会 京都（2007.12.1） 

 

405）中森利枝，梅垣知子，谷  守，中村敏明，佐野栄紀，片山一朗，笹野衣理，吉田寿雄，楠木重範：骨

髄移植後，GVHDの経過中に発症した尋常性乾癬の一例．第22回日本乾癬学会学術大会 三重（2007.9.7） 

 

406）中森利枝，西村由佳理，谷  守，梅垣知子，種村 篤，吉良正浩，片山一朗，濱野梨絵，竹政伊知郎，

関本貢嗣：肛門病変を契機に診断した直腸肛門部メラノーマの一例．第404回日本皮膚科学会大阪地方

会 奈良（2007.12.1） 

 

407）西田健樹，東山真里：患者会のおけるインターネットの役割と問題点．第22回日本乾癬学会学術大会シ

ンポジウム「患者と歩む乾癬治療 －患者か活動から学ぶこと－」 三重（2007.9.8-9） 

 

408）西村由佳理，種村 篤，室田浩之，片山一朗：Churg-Strauss-syndromeの経過中に認められた皮膚サル

コイドーシスの一例．第106回日本皮膚科学会総会 横浜（2007.4.20-22） 

 

409）花房崇明，西村由佳理，梅垣知子，山口裕史，片山一朗，岩谷博次，濱野高行：外力にて誘発された下

腿のCalciphylaxisの一例 －Bisphosphonatesの有用性の検討－．第30回皮膚脈管膠原病研究会 横浜

（2007.1.25-26） 

 

410）花房崇明，石田 勲，谷  守，梅垣知子，山口裕史，片山一朗，岩谷博次，飯島英樹：ステロイド及

びシクロスポリン抵抗性の壊疽性膿皮症に対し，白血球除去療法が有効であった一例．第106回日本皮

膚科学会総会 横浜（2007.4.20） 

 

411）花房崇明，箭原弘典，山中真絢，高河慎介，沢田泰之：紅皮症と下腿潰瘍を契機に診断に至った 

anaplastic large cell lymphomaの一例．第815回日本皮膚科学会東京地方会城東地区 東京

（2007.11.17） 

 

412）藤川奈穂，梅垣知子，谷  守，山口祐史，佐野栄紀，片山一朗：シェーグレン症候群をともなった

Primary cutaneous marginal zone B cell lymphomaの男子例．第58回日本皮膚科学会中部支部総会・

学術大会 京都（2007.10.21） 
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413）藤川奈穂，西村由佳理，壽 順久，谷  守，梅垣知子，室田浩之，吉良正浩，片山一朗，松村陽子：

肢端紅痛症が疑われた反射性交感神経性ジストロフィー（RSD）の一例．第404回日本皮膚科学会大阪地

方会 奈良（2007.12.1） 

 

414）村上有香子，金田眞理，田中まり，片山一朗，名井 陽，吉川秀樹，坂田義治：Schwannomatosis の1

例．第100回近畿皮膚科集談会 大阪（2007.7.1） 

 

415）村上有香子，室田浩之，片山一朗：精神運動発達遅滞と自閉症を合併したアトピー性皮膚炎の一卵性双

生児姉妹．第37回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会 名古屋（2007.12.14-16） 

 

416）室田浩之：アレルギー性皮膚炎の多面的病態に対するベシル酸ベポタスチンの効果．タリオン研究会 

大阪（2007.3.18） 

 

417）室田 浩，佐野栄紀，幸野 健，片山一朗：慢性蕁麻疹における塩酸フェキソフェナジンと塩酸オロ

パタジンの有効性とQOLに関する研究．第19回日本アレルギー学会春季臨床大会 横浜（2007.6.10） 

 

418）室田浩之，片岡葉子，吉良正浩，幸野 健，佐藤健二，谷口彰治，猿喰浩子，庄田祐紀子，滝尻珍重，

土居敏明，羽白 誠，片山一朗：大阪地区内科医・皮膚科医を対象とした蕁麻疹の診断および治療の実

態調査．第57回日本アレルギー学会秋季学術大会 横浜（2007.11.13） 

 

419）室田浩之：アトピーってアレルギーでしょ？．ラジオNIKKEIマルホ皮膚科セミナー 大阪（2007.12.14） 

 

420）山口裕史：紫外線照射後の人種間での皮膚応答機構の差異：表皮上層の色素が下層のDNA損傷を防御す

る代償としての細胞死誘導．第36回UV-AB Club 東京（2007.2.10-11） 

 

421）川嶋佳奈，斉藤雅代，前田 晃，山口裕史，森田明理：QOL評価による乾癬治療の選択．第70回日本皮

膚科学会東京支部学術大会 東京（2007.2.17-18） 

 

422）佐川容子，新谷洋一，山口裕史，森田明理，濱島有喜，村上信五：尋常性乾癬における扁桃摘出術の効

果．第70回日本皮膚科学会東京支部学術大会 東京（2007.2.17-18） 

 

423）Yamaguchi Y，Passeron T，Katayama I，Hearing VJ：Dickkopf 1 regulates skin pigmentation and 

thickness．The 32nd Annual Meeting of the Japanese Society for Investigative Dermatology（JSID） 

横浜（2007.4.18-20） 

 

424）佐川容子，山口裕史，西田絵美，小林桂子，苅谷清徳，森田明理：日光角化症に対するLEDを用いた光

線力学療法（PDT）．第241回日本皮膚科学会東海地方会 名古屋（2007.9.16） 

 

425）小島令子，竹内藍子，渡辺正一，苅谷清徳，山口裕史，森田明理：脂漏性角化症にボーエン癌を合併し

た一例．第241回日本皮膚科学会東海地方会 名古屋（2007.9.16） 




