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⻑⾕川 稔：抗リン脂質抗体と関連した⽪膚病変．第 2 回学術集会⽇本抗リン脂質抗体標
準化ワークショップ記録集 vol.2．p4-17． 
 
⼭本和彦、渥美達也、⽵内 勤、⽥中良哉、三森明夫、⼭⽥ 亮、天野浩⽂、⽯井智徳、⾼
崎芳成，奥 健志、近藤裕也、湯澤由紀夫、武井修治、川⼈ 豊、桑名正隆、⽥村直⼈、新
納宏昭、村島温⼦、森 雅亮、保⽥晋助、横川直⼈、和⽥隆志、佐藤伸⼀、⻑⾕川 稔、杉
浦 真⼸、森 臨太郎：全⾝性エリテマトーデスの診療ガイドライン作成に関する研究．厚
⽣労働科学研究助成補助⾦ 難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)⾃⼰免疫
疾患に関する調査研究 平成 27 年度総括・分担研究報告書．7-17．2016 年 3 ⽉. 
 
岡 晃、浅野善英、⽯川 治、川⼝鎮司、桑名正隆、後藤⼤輔、佐藤伸⼀、神⼈正寿、⽵原
和彦、⻑⾕川 稔、藤本 学、⼭本俊幸,尹 浩信：GWAS プロジェクト全⾝性強⽪症原因
変異の遺伝学的探索．厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪症の病態
解明および⾰新的医薬品開発の研究 平成 27 年度総括・分担研究報告書．94-97．2016 年 3
⽉． 
 
寺尾知可史、川⼝鎮司、桑名正隆、岡 晃、⻑⾕川 稔、藤本 学、⽯川 治、⼭本俊幸、
後藤⼤輔、浅野善英、神⼈正寿、佐藤伸⼀、⽵原和彦、⾼橋裕樹、⼟屋尚之、川﨑 綾、古
川 宏、當間重⼈、遠藤平仁、柳⽥英寿、鮎澤菜穂、堀⽥哲也、⼤村浩⼀郎、吉藤 元、松
⽥⽂彦、三森経世、Yannick Allanore、尹 浩信：GWAS プロジェクト⽇本⼈・ヨーロッパ
⼈における強⽪症 GWAS国際メタ解析．厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾患等政策研究
事業 強⽪症の病態解明および⾰新的医薬品開発の研究 平成 27 年度総括・分担研究報告
書．98-101．2016 年 3 ⽉． 
 
⼟屋尚之、⻑⾕川 稔、藤本 学、佐藤伸⼀、⽵原和彦、⼋⾕有紀、川﨑 綾、松下貴史、
住⽥孝之、當間重⼈、古川 宏、尹 浩信：GWAS プロジェクト⽇本⼈集団における全⾝
性強⽪症と免疫グロブリン様受容体 LILRA3,LILRA2 およびそのリガンド HLA-G 多型の
関連研究．厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪症の病態解明およ
び⾰新的医薬品開発の研究 平成 27 年度総括・分担研究報告書．102-109．2016 年 3 ⽉． 
 
⽵原和彦、藤本 学、⻑⾕川 稔、松下貴史、濱⼝儒⼈、尹 浩信．その他の病因・病態解
明プロジェクト 全⾝性強⽪症における制御性 B 細胞の発現異常とその意義についての検
討．厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪症の病態解明および⾰新
的医薬品開発の研究 平成 27 年度総括・分担研究報告書．110-116．2016 年 3 ⽉． 



 
桑名正隆、⻑⾕川 稔、⽯川 治、後藤⼤輔、佐藤伸⼀、川⼝鎮司、⽵原和彦、⽩井悠⼀郎、
遠藤平仁、⼩川⽂秀、尹 浩信：強⽪症の活動性、予後予測因⼦の抽出 びまん⽪膚硬化型
全⾝性強⽪症における⽪膚硬化の進⾏を予測する因⼦の同定．厚⽣労働科学研究委託費 
難治性疾患等政策研究事業 強⽪症の病態解明および⾰新的医薬品開発の研究 平成 27 年
度総括・分担研究報告書．210-216．2016 年 3 ⽉． 
 
⻑⾕川 稔、Vu Huy Luong、知野剛直、徳⼒ 篤、尾⼭徳孝、⼩倉 ⼤、丹⽻眞⼀郎、藤
⽥美歌⼦、岡本良成、⼤塚雅⺒、尹 浩信：⾰新的医薬品開発プロジェクト 新規化合物
HPH-15 の強⽪症マウスモデルでの有⽤性の検討．厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾患
等政策研究事業 強⽪症の病態解明および⾰新的医薬品開発の研究 平成 27 年度総括・分
担研究報告書．306-311．2016 年 3 ⽉． 
 
⻑⾕川 稔、Vu Huy Luong、知野剛直、徳⼒ 篤、久保⽥良和、⼩原 隆、待永明仁、⼩
笠原秀晃、尾⼭徳孝、池⽥わたる、今井俊夫、尹 浩信：⾰新的医薬品開発プロジェクト 
強⽪症マウスモデルにおける抗 CX3CL1 抗体治療の有⽤性の検討．厚⽣労働科学研究委託
費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪症の病態解明および⾰新的医薬品開発の研究 平成
27 年度総括・分担研究報告書．315-330．2016 年 3 ⽉． 
 
⼤塚雅⺒、⻑⾕川 稔、藤⽥美歌⼦、岡本良成、⼩倉 ⼤、丹⽻眞⼀郎、尹 浩信：⾰新的
医薬品開発プロジェクト 抗線維化活性をもつ⼈⼝化合物の創製研究．厚⽣労働科学研究
委託費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪症の病態解明および⾰新的医薬品開発の研究 
平成 27 年度総括・分担研究報告書．331-334．2016 年 3 ⽉． 
   
尹 浩信、浅野善英、⽯川 治、川⼝鎮司、桑名正隆、後藤⼤輔、神⼈正寿、⽵原和彦、⻑
⾕川 稔、波多野 将、藤本 学、⼭本俊幸、⻨井直樹、佐藤伸⼀：強⽪症・⽪膚線維化疾
患の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン作成．厚⽣労働科学研究委託費難治性疾患等
政策研究事業 強⽪症・⽪膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン作成事
業平成 27 年度総括・分担研究報告書．3-10．2016 年 3 ⽉． 
 
藤本 学、浅野善英、⽯川 治、神⼈正寿、⽵原和彦、⻑⾕川 稔、⼭本俊幸、佐藤伸⼀、
沖⼭奈緒⼦、渡辺 玲、尹 浩信：限局性強⽪症の診断基準案作成と重症度基準案の作成．
厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪症・⽪膚線維化疾患の診断基
準・重症度分類・診療ガイドライン作成事業 平成 27 年度総括・分担研究報告書．77-80．
2016 年 3 ⽉． 
 



浅野善英、⽯川 治、神⼈正寿、⽵原和彦、⻑⾕川 稔、藤本 学、⼭本俊幸、佐藤伸⼀、
尹 浩信：限局性強⽪症 CQ．厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪
症・⽪膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン作成事業 平成 27 年度総
括・分担研究報告書．81-147．2016 年 3 ⽉． 
 
⼭本俊幸、浅野善英、⽯川 治、神⼈正寿、⽵原和彦、⻑⾕川 稔、藤本 学、佐藤伸⼀、
尹 浩信：好酸球性筋膜炎の診断基準および重症度分類の作成に向けて．厚⽣労働科学研究
委託費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪症・⽪膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診
療ガイドライン作成事業 平成 27 年度総括・分担研究報告書．148-149．2016 年 3 ⽉． 
 
神⼈正寿、浅野善英、⽯川 治、⽵原和彦、⻑⾕川 稔、藤本 学、⼭本俊幸、佐藤伸⼀、
尹 浩信：好酸球性筋膜炎の診療ガイドライン作成． 厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾
患等政策研究事 強⽪症・⽪膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン作成
事業 平成 27 年度総括・分担研究報告書．150-170．2016 年 3 ⽉． 
 
⽯川 治、浅野善英、神⼈正寿、⽵原和彦、⻑⾕川 稔、藤本 学、⼭本俊幸、佐藤伸⼀、
茂⽊精⼀郎、尹 浩信：硬化性萎縮性利苔癬 診断基準・重症度分類 厚⽣労働科学研究委
託費 難治性疾患等政策研究事業 強⽪症・⽪膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診療
ガイドライン作成事業．平成 27 年度総括・分担研究報告書．171-175．2016 年 3 ⽉． 
 
⻑⾕川 稔、浅野善英、⽯川 治、神⼈正寿、⽵原和彦、藤本 学、⼭本俊幸、佐藤伸⼀、
牧野貴充、尹 浩信：硬化性萎縮性利苔癬．厚⽣労働科学研究委託費 難治性疾患等政策研
究事業 強⽪症・⽪膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン作成事業 平
成 27 年度総括・分担研究報告書．176-188．2016 年 3 ⽉． 
 
⼩泉 遼：⽇経メディクイズ⽪膚 65 歳⼥性。両⼿の⽪疹と咳嗽．⽇経メディカル．2016; 
8⽉. 77-78． 
 
 
 


