
講座名 皮膚科学
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【原著論文】
Ishiguro E, Hayashi S,
Hamasaki Y, Yamazaki S,
Hatamochi A

Fixed drug eruption caused
by noscapine J Dermatol 37 1 3 2011

2 【原著論文】

Ishikawa N, Nakamura K,
Izumiyama-Shimomura N,
Aida J, Ishii A, Goto M,
Ishikawa Y, Asaka R,
Matsuura M, Hatamochi A,
Kuroiwa M, Takubo K

Accelerated in vivo epidermal
telomere loss in Werner
syndrome

Aging (Albany NY) 3 417 429 2011

3 【原著論文】

 Kosho T, Miyake N,
Mizumoto S,   Hatamochi
A, Fukushima Y, Yamada
S, Sugahara K,
Matsumoto N

A response to：loss of dermatan-4-
sulfotransferase 1 (D4ST1/CHST14)
function represents the first dermatan
sulfate biosynthesis defect, "dermatan
sulfate-deficient Adducted Thumb-
Clubfoot Syndrome". Which name is
appropriate, "Adducted Thumb-
Clubfoot Syndrome" or "Ehlers-Danlos
syndrome"?

Hum Mutat 32 1507 1509 2011
doi:10.10
02/humu
.21586

4 【原著論文】
小関邦彦, 濱崎洋一郎, 籏持

淳, 山崎雙次, 中村哲也

全身性強皮症に合併した胃食道
逆流症（GERD）の内視鏡的検
査所見その重症度と皮膚科的所
見の相関および薬物療法前後の
効果判定

西日本皮膚科 73 170 173 2011

5 【原著論文】
緒方健一, 工藤啓介, 土居浩

一, 大地哲史, 牧野公治, 籏持
淳

短期間に大腸穿孔性腹膜炎
を2回起こした血管型Ehlers-
Danlos症候群の1例

日本臨床外科学会雑誌 72 1882 1886 2011
　
http://rin
ge.jp/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964831�
http://ringe.jp/�


番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【症例報告】
Omori H, Hatamochi A, Koike M,
Sato Y, Kosho T, Kitakado Y, Oe T,
Mukai T, Takubo K

Sigmoid colon perforation induced
by the vascular type of Ehlers-
Danlos Syndrome: Report of a
Case

Surgery Today 41 5 733 736 2011

2 【症例報告】
Koike Y, Hatamochi A, Koyano
S, Namikawa H, Hamasaki Y,
Yamazaki S

Lupus miliaris disseminatus
faciei successfully treated with
tranilast. Report of 2 cases.

J Dermatol 38 6 588 592 2011

3 【症例報告】
Hayashi S, Hatamochi A, Soutome
A, Hamasaki Y, Yamazaki S,
Kawase M, Tadano M, Kitasato H

A case of epidermodysplasia
verruciformis (EV) with
human papilloma virus 16
(HPV16) DNA detected in the
skin lesions: Can HPV16 infect
patients with EV?

Int J Dermatol 50 1168 1170 2011

4 【症例報告】

林　周次郎, 籏持　淳, 濱崎洋一

郎, 塩原太一, 新井聡子, 林　ゆ

め子, 倉沢和宏, 福田　健, 山﨑
雙次

トシリズマブが奏効した全身性
形質細胞増多症の1例 皮膚科の臨床 53 899 902 2011

5 【症例報告】
藤平尚弘, 濱崎洋一郎, 籏持　淳,
山﨑雙次

HIV 感染者に生じた第２期梅毒
の１例

皮膚科の臨床 53 668 669 2011

6 【症例報告】
池田浩之, 籏持　淳, 石川里子,
石黒恵美子, 塚原掌子, 五月女聡

浩, 濱崎洋一郎, 山﨑雙次

四肢遠位部に紫斑を呈した成人
のヒトパルボウィルスB19感染
症

臨床皮膚科 65 173 175 2011



7 【症例報告】
石黒恵美子, 濱崎洋一郎, 籏持

淳, 山﨑雙次, 平尾準一
少量シクロスポリンA内服が有
効であった小児皮膚筋炎の１例

臨床皮膚科 65 77 82 2011

8 【症例報告】
藤平尚弘, 鈴木利宏, 大江有希,
小関邦彦, 嶋岡弥生, 濱崎洋一郎,
籏持　淳, 山﨑雙次

SCC切除後の下口唇欠損に対し

Fusuma sliding flapおよびfan
flapで再検した症例

Skin Cancer 26 41 44 2011

9 【症例報告】
松尾沙緒里, 横田雅史, 國井英治,
籏持　淳

喀血と気胸を繰り返した血管型
Ehlers-Danlos症候群（EDS）
の1例

臨床皮膚科 65 403 406 2011

10 【症例報告】
倉持益枝, 濱崎洋一郎, 籏持　淳,
山﨑雙次, 久保川　透

外陰部の色素斑を伴った
Laugier-Hunziker-Baran症候

群の1例
皮膚科の臨床 53 802 803 2011

11 【症例報告】
倉持益枝, 古谷野さとみ, 石黒恵

美子, 濱崎洋一郎, 籏持　淳, 山
﨑雙次

融合性細網状乳頭腫症の1例 西日本皮膚科 73 371 374 2011

12 【症例報告】
倉持益枝, 濱崎洋一郎, 並河弘美,
木根淵　明, 籏持　淳, 山﨑雙次

黄色腫変化を生じたサルコイ
ドーシスの1例 臨床皮膚科 65 698 602 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【総説等】 籏持　淳
【ここまで進んだ先端医療】皮
膚科領域における先進医療

臨床と研究 88 455 463 2011



番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【学位論文】
小関邦彦, 濱崎洋一郎, 籏持　淳,
山崎雙次, 中村哲也

全身性強皮症に合併した胃食道
逆流症（GERD）の内視鏡的検
査所見―その重症度と皮膚科的
所見の相関および薬物療法前後
の効果判定―

西日本皮膚科 73 170 173 2011

2 【学位論文】 林　周次郎

8-methoxypsoralen投与及び,
長波長紫外線照射のブレオマイ
シン誘導強皮症モデルマウスに
対する線維化抑制効果

Dokkyo Journal of Medical
Sciences. 207 213 2011

番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場

合）
開始頁（分担執筆の場合）

終了頁
（分担執
筆の場
合）

書名

著者・
編集

者・監
修者名

出版者名 出版地 出版年 備考

1 【学術書】 籏持　淳 Ehlers-Danlos症候群 755 756
皮膚疾
患診療
実践ガ
イド

宮地良
樹, 古川
福実編

文光堂 東京 2011

2 【学術書】 籏持　淳 Marfan症候群 756 757
皮膚疾
患診療
実践ガ
イド

宮地良
樹, 古川
福実編

文光堂 東京 2011

3 【学術書】 籏持　淳 その他の皮膚形成異常 757 758
皮膚疾
患診療
実践ガ
イド

宮地良
樹, 古川
福実編

文光堂 東京 2011

4 【学術書】 籏持　淳  穿孔性皮膚疾患 759 760
皮膚疾
患診療
実践ガ
イド

宮地良
樹, 古川
福実編

文光堂 東京 2011

5 【学術書】 籏持　淳 Marfan症候群 545 545
今日の
皮膚疾
患治療
指針

塩原哲
夫他編

医学書院 東京 2011

6 【学術書】 籏持　淳 その他の皮膚形成異常症 546 548
今日の
皮膚疾
患治療
指針

塩原哲
夫他編

医学書院 東京 2011



7 【学術書】 籏持　淳 皮膚形成異常症の遺伝相談 981 983
今日の
皮膚疾
患治療
指針

塩原哲
夫他編

医学書院 東京 2011

8 【学術書】 籏持　淳 Beçhet病 100 101
皮膚疾
患最新
の治療

瀧川雅
浩, 渡辺
晋一編

南江堂 東京 2011

9 【学術書】 濱崎洋一郎 Marfan症候群 1005 1006
今日の
治療指
針

山口
徹, 北原

光夫, 福
井次矢
編

医学書
院

東京 2011

10 【学術書】 濱崎洋一郎 凍瘡 782 783
今日の
小児治
療指針

大関武
彦, 横田

俊一郎,
水口
雅編

医学書
院

東京 2011

11 【学術書】 濱崎洋一郎 70抗リン脂質抗体症候群 294 296
皮膚科
膠原病
診療の
すべて

古江増
隆編

中山書
店

東京 2011

12 【学術書】 濱崎洋一郎 72抗リン脂質抗体症候群 301 303
皮膚科
膠原病
診療の
すべて

古江増
隆編

中山書
店

東京 2011

番号 見出し 著者名 論文名 資料名
代表研究

者
開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【研究報告等】 籏持　淳
血管型エーラス・ダンロス症候
群本邦例のＣＯＬ3Ａ1変異と臨
床症状重症度との相関性

平成21年度～平成23年度科

学研究費補助金基盤研究C
研究成果報告書

籏持　淳 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【学会・研修会発表】
小池真美, 林　周次郎, 柏木　弓,
濱崎洋一郎, 籏持　淳, 山﨑雙次,
神谷周良

好酸球性肺炎を合併した好酸球
性膿疱性毛包炎の１例

第73回日本皮膚科学会 栃木地小山 2011 6 16



2 【学会・研修会発表】
神永朋子, 林　周次郎, 小池真美,
五月女聡浩, 濱崎洋一郎, 籏持

淳, 古堅 聡, 牧　和宏, 高橋　基

Monoclonal gammopathy of
undetermined significance
(MGUS)が疑われたクリオグロ

ブリン血症の1例

第73回日本皮膚科学会 栃木地小山 2011 6 16

3 【学会・研修会発表】
池田浩之,  彭　志中, 五月女
聡浩, 濱崎洋一郎, 籏持　淳

両頬部に浸潤性紅斑局面として
見られた好酸球性膿疱性毛包炎
の1例

第73回日本皮膚科学会 栃木地小山 2011 6 16

4 【学会・研修会発表】
小池雅人，小関邦彦，嶋岡弥
生，並河弘美，鈴木利宏，濱崎
洋一郎，籏持　淳, 森脇真一

基底細胞癌（BCC）が顔面に多

発した色素性乾皮症の1例 第73回日本皮膚科学会 栃木地小山 2011 6 16

5 【学会・研修会発表】
小田佐智子, 濱崎洋一郎, 籏持
淳

遅発性に認められたS-カルボキ

シメチル-L-システイン【ムコ

ダインⓇ】（SCMLC）による
固定薬疹の1例

第73回日本皮膚科学会 栃木地小山 2011 6 16

6 【学会・研修会発表】
籏持　淳, 古庄知己, 福嶋義光,
水本秀二, 菅原一幸, 三宅紀子,
松本直通

デルマタン4—O—硫酸基転移

酵素—1(D4ST-1)欠損症：新し
いタイプのエーラスダンロス症
候群の発見と病態の解明

第43回日本結合組織学会学術

大会・第58回マトリックス研
究会大会合同学術集会

別府 2011 6 10～11

7 【学会・研修会発表】
神永朋子, 林　周次郎, 塚田鏡寿,
小池真美, 五月女聡浩, 濱崎洋一

郎, 籏持　淳

コリン性蕁麻疹を伴った無汗症の
第75回日本皮膚科学会東部支
部学術大会

前橋 2011 9 17～18

8 【学会・研修会発表】
 藤平尚弘, 林　周次郎, 福田一

絵, 濱崎洋一郎, 籏持　淳

活性型D3製剤外用が奏効した

蛇行性穿孔性弾力線維症(EPS)
の１例

第74回日本皮膚科学会 栃木
地方会

壬生 2011 9 29

9 【学会・研修会発表】
池田浩之, 彭　志中, 小関邦
彦, 濱崎洋一郎, 籏持　淳

再発性多発性軟骨炎の2例 第74回日本皮膚科学会 栃木
地方会

壬生 2011 9 29



10 【学会・研修会発表】
北村洋平,　伊藤幸恵,　濱崎洋

一郎,　籏持　淳

ロスバスタチンカルシウム【ク

レストール®】(RC)による薬疹

の1例

第74回日本皮膚科学会 栃木
地方会

壬生 2011 9 29

11 【学会・研修会発表】
嶋岡弥生, 林　周次郎, 濱崎洋一

郎, 籏持　淳, 照井慶太
血管型Ehlers-Danlos症候群の1
例

第74回日本皮膚科学会 栃木
地方会

壬生 2011 9 29

12 【学会・研修会発表】
小池真美, 林　周次郎, 濱崎洋一

郎, 籏持　淳, 神谷周良
好酸球性肺炎を合併した好酸球
性膿疱性毛包炎の１例

第63回日本皮膚科学会西部支
部学術大会

那覇 2011 10 　8～9

13 【学会・研修会発表】
小関邦彦, 濱崎洋一郎, 籏持
淳, 中村哲也

全身性強皮症に合併した胃食道
逆流症（GERD）の内視鏡的検
査所見―その重症度と皮膚科的
所見の相関および薬物療法前後
の効果判定―

第63回日本皮膚科学会西部支
部学術大会

那覇 2011 10 　8～9

14 【学会・研修会発表】
西川聡一，小池雅人，嶋岡弥
生，鈴木利宏，濱崎洋一郎，籏
持  淳

右頚部に生じた冬眠腫の1例 第75回日本皮膚科学会 栃木地宇都宮 2011 12 22

15 【学会・研修会発表】
神永朋子, 林　周次郎, 小池真美,
濱崎洋一郎, 籏持  淳

多剤にDLSTが陽性となった

drug-induced hypersensitivity
syndrome(DIHS)の1例

第75回日本皮膚科学会 栃木地宇都宮 2011 12 22

16 【学会・研修会発表】
舘脇　恩，濱崎洋一郎，籏持
淳,　佐藤雄也

VHDに関連した色素異常症の1例第75回日本皮膚科学会 栃木地宇都宮 2011 12 22

17 【学会・研修会発表】
小池雅人，小関邦彦，鈴木利
宏，濱崎洋一郎，籏持　淳

本邦在住の欧米人にみられた基
底細胞癌の1例 第75回日本皮膚科学会 栃木地宇都宮 2011 12 22



18 【学会・研修会発表】
石川里子, 濱崎洋一郎, 北村洋平,
林　周次郎, 嶋岡弥生, 小関邦彦,
籏持　淳

獨協医科大学皮膚科におけるサ
ルコイドーシス症例の検討-皮
膚病変を伴う症例の集計-.

第39回獨協医学会 壬生 2011 12 3

19 【学会・研修会発表】
 Shujiro H, Yoichiro H, Atsushi
H

Effects of UVA irradiation
following treatment with 8-
methoxypsoralen on dermal
sclerosis and changes of
collagen related gene
expression levels in the skin in
a mouse model for scleroderma

The 36th Annal Meeting of
the Japanese Society for
Investigative Dermatology

Kyoto 2011 12 9～10

20 【学会・研修会発表】
小関邦彦, 濱崎洋一郎, 籏持　淳,
中村哲也

全身性強皮症に合併した胃食道
逆流症（GERD）の内視鏡的検

査所見―その重症度と皮膚科的
所見の相関および薬物療法前後
の効果判定―

厚生労働省「強皮症における
病態解明と根治的治療法の開
発」研究班2011年度班会議

第15回 強皮症研究会議

東京 2012 1 15

21 【学会・研修会発表】
濱崎洋一郎, 神永朋子, 林　周

次郎, 籏持　淳
口唇腫脹を主訴に来院した
シェーグレン症候群の1例

第35回皮膚脈管膠原病研究会 東京 2012 2 16～17

22 【学会・研修会発表】
神永朋子, 林　周次郎, 小池真美,
倉持益枝, 小池佑美, 小田佐智子,
濱崎洋一郎, 籏持　淳

古典型カポジ肉腫の1例 第36回皮膚脈管膠原病研究会 東京 2012 2 16～17

23 【学会・研修会発表】
小田佐智子, 濱崎洋一郎, 籏持
淳

モモによるoral allergy
syndromeの1例

第76回日本皮膚科学会 栃木
地方会総会

宇都宮 2012 3 10

24 【学会・研修会発表】
大谷翼伶, 林　周次郎, 濱崎洋一

郎, 籏持　淳, 川崎亜紀子, 中村
由香

POEMS症候群の1例 第76回日本皮膚科学会 栃木
地方会総会

宇都宮 2012 3 10

25 【学会・研修会発表】
藤平尚弘，塚原掌子，濱崎洋一
郎，籏持　淳

胆石発作を契機に発症した
Wells症候群の1例

第76回日本皮膚科学会 栃木
地方会総会

宇都宮 2012 3 10



26 【学会・研修会発表】
小池真美, 林　周次郎, 西川聡
一, 神永朋子, 濱崎洋一郎, 籏
持　淳

特発性後天性全身性無汗症の1例第76回日本皮膚科学会 栃木
地方会総会

宇都宮 2012 3 10

番号 見出し 発表者名 演題 講座名 開催都市 開催年 開催月 開催日 備考

1 【公開講座】 神永朋子
「多剤にDLSTが陽性となった

薬剤性過敏症候群（DIHS）の1
例」

栃木皮膚疾患セミナー 宇都宮 2011 7 20

2 【公開講座】 濱崎洋一郎
「網状皮斑と膠原病からみた循
環障害」

第8回中之島フットケア
フォーラム

大阪 2011 10 13

3 【公開講座】 籏持　淳 「消化器と皮膚病変」 第28回消化器内科例会 宇都宮 2011 12 15

4 【公開講座】 籏持　淳
「Werner症候群・Ehlers-
Danlos症候群」

第4回内灘アレルギー懇話会 金沢 2011 12 1

5 【公開講座】 籏持　淳 「強皮症とコラーゲン代謝」
第12回岐阜県皮膚アレル
ギー・膠原病研究会

岐阜 2011 2 2
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