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局所免疫／高橋　　久………………………………… 727
臨床例
生検を契機に自然消褪をみた帯状扁平苔癬
矢島　千穂，小林　　仁…………………………… 735
汎発性環状肉芽腫
関根亜希子，松本真理子，福田　英嗣，漆畑　　修，
斉藤　隆三…………………………………………… 739
新生児エリテマトーデス
小中　理会，新井　　達，衛藤　　光…………… 743
若年性黄色肉芽腫の経過観察／斉木　　実………… 747
生検後に自然消褪したcutaneous B cell pseudolymphoma
冨田　昌宏，前島　英樹，金子　　聡，饗場　伸作，
向井　秀樹…………………………………………… 751
生検後急速に消褪したpseudolymphoma
尾本　陽一，磯田　憲一，水谷　　仁…………… 755
自然消褪を示したATL皮疹／中山樹一郎…………… 759
皮膚に限局したLangerhans cell histiocytosis
猿谷佳奈子，野村 真木，福田 英嗣，斉藤 隆三 763

lichen planus-like keratosis
齋藤　寛幸，三橋善比古，近藤　慈夫…………… 767
自然消褪傾向を示したBowen病
岸　　晶子，大原　國章…………………………… 771

keratoacanthoma
饗場　伸作，向井　秀樹，三浦健太郎…………… 775
メラノーマ原発巣の自然消褪現象は予後不良の兆候――

Hammond effect／影下登志郎……………………… 779
治療
心身医学会のアトピー性皮膚炎ガイドライン〔鼎談〕
細谷　律子，羽白　　誠，斉藤　隆三…………… 783
office dermatology
アンケート特集・…でよかったと思う症例
麻上　千鳥，大川　　司，北村　和子，
小林　衣子，五味　博子，斉藤　　昭，
寺本　範子，畑　　康樹，松原三希子，
森　　俊二，柳澤　一明，山本　綾子…………… 803
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仙台・水曜勉強会から
牧野　好夫，秋葉　　弘，齋藤　信也，長尾　貞紀，
五十嵐　稔，舛　　眞一…………………………… 817
私の歩んだ道
これまでを顧みて／荒尾　龍喜……………………… 830
一家言
皮膚科医星霜45年／田久保　浩……………………… 835
診察室の四季
夏の日／斉藤　隆三…………………………………… 837
声
円形脱毛症にプロスタンディン軟膏を外用してみりん… 838

8月号：虫による皮膚病
editorial
患者を診る／斉藤　隆三……………………………… 847
展望
接触皮膚炎の分類と接触アレルゲンのパッチテスト陽性
頻度変遷／須貝　哲郎……………………………… 849

Eyelid dermatitis――とくに虫との関連について
中山　秀夫…………………………………………… 854
臨床例
アシナガバチによるアナフィラキシーショック
――急速減感作療法成功例／国定　　充………… 863
ライム病／西岡　和恵，高旗　博昭………………… 867
日本紅斑熱／坂本　忠秀，津守伸一郎……………… 871
播種性血管内凝固症候群，急性腎不全，間質性肺炎を伴
ったツツガムシ病／加藤　五月，中島　康爾，
野村　和夫，平井　一郎…………………………… 875
蚊アレルギーとgranular lymphocytes proliferative

disorder合併例／橋本由美子，一宮　　誠，
武藤　正彦，佐藤　　穣，柳井　秀雄…………… 879
アリ咬傷がきっかけとなったMycobacterium avium皮膚感
染症／中村　敦子，松本　聡子，谷　　昌寛…… 883

マダニ幼虫の多数寄生例
小出まさよ，中田　珠美，石井　　明…………… 887

Dermatobia hominisによるハエ幼虫症
古城八寿子，北岡　光彦，嘉月　　博…………… 891
スナノミ症
猿田　隆夫，猿田　祐輔，橋口　義久，是永　正敬，
熊沢　秀雄…………………………………………… 895
紅皮症を呈したノルウェー疥癬
門田　匡史，本田えり子，松吉　徳久…………… 899
マツカレハ，ヒロヘリアオイラガによる皮膚炎
宮内　俊次…………………………………………… 903
クサギカメムシによる炎症後の色素沈着
福田　英嗣，斉藤　隆三…………………………… 907
トコジラミによる皮膚炎
漆畑　　修，福田　英嗣，斉藤　隆三…………… 909

睫毛部のケジラミ（Phthirus pubis）寄生
中根　理枝，島田　洋子，浜口　太造，宋　　寅傑，
三方　　修，渥美　清子，小池　正直…………… 911
カミキリモドキ類による水疱性皮膚炎／宮内　俊次 …913
治療
海辺での皮膚トラブルの応急処置／宮城　良充…… 915
統計
マダニ症10例について――宮崎市，甘木市における症例
蜂須賀裕志，高橋よしえ，米田　　豊…………… 922
北海道のマダニ刺咬症とライム病
橋本　喜夫，宮本　健司，飯塚　　一…………… 926
私の歩んだ道
一開業医の覚え書／中西　淳朗……………………… 932
一家言
皮膚科，優勝だ！／小泉雄一郎……………………… 937
診察室の四季
蝉時雨／斉藤　隆三…………………………………… 939
声
なぜ，声の欄なのか／心の問題への対応に思う…… 942

9月号：にきびに似た皮膚病
editorial
Stevens-Johnson症候群の変遷／西山　茂夫………… 955
展望
造血幹細胞移植と皮膚／伊藤　　薫………………… 957
総説
Propionibacterium acnesと皮膚
川名　誠司…………………………………………… 963
臨床例
メチシリン耐性黄色ぶどう球菌による成人膿痂疹
安松　知子，竹内　善治，波多野　豊，片桐　一元，
藤原　作平…………………………………………… 971

異型白癬に白癬菌性毛瘡を併発した症例
内林　義知，駒田　信二…………………………… 975
イトラコナゾール内服が奏効した重症型マラセチア!瘡
緒方 克己，帖佐 宣昭，井上 勝平，瀬戸山 充 … 979
カンジダ性毛瘡／奥山　洋子，滝内　石夫………… 983
皮膚毛包虫症／滝脇　弘嗣…………………………… 987
ジアミノジフェニルスルホン（DDS）が奏効したacne fulminans
古市　幹子，濱松　　寧，伊崎　誠一…………… 991

angioimmunoblastic T-cell lymphomaに合併した好酸球性
膿疱性毛包炎
佐々木喜教，角田　孝彦，音山　和宣 ………… 995
一過性に種痘様水疱症皮疹がみられた症例
木村　　裕，角田　孝彦，岩月　啓氏…………… 999
!瘡様の皮疹を混じたDLE／鈴木　洋介 1003顔面播種
状粟粒性狼瘡／宮川　俊一，岡　　博史，鈴木　洋介，
菅野　聖逸 ………………………………………… 1007
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顔面に初発した腺病性苔癬――BCG接種が原因と考えら
れた9歳男児例／番場　圭介，嶋村　祐美，
衛藤　　光 ………………………………………… 1011

皮膚サルコイド／百瀬　葉子，徳永　千春，新井　春枝，
向井千珈子 ………………………………………… 1015

酒0性!瘡
前田亜希子，増澤　幹男，勝岡　憲生 ………… 1019
蝶の博物詩
ヒメシロチョウ／西山　茂夫 ……………………… 1023
治療
痒みによらないº破とその治療――成人のアトピー性皮
膚炎のメンタルケア／檜垣　祐子 ……………… 1025

office dermatology
にきびと化粧品〔鼎談〕／牧野寒河江，河合江理子，
斉藤　隆三 ………………………………………… 1031

統計
薬剤によるにきび様皮疹の統計――薬剤性!瘡
福田　英三 ………………………………………… 1042
私の歩んだ道
惜春別離之詩

うた

／平山　　芳 ………………………… 1048
一家言
納得診療／恒石　靜男 ……………………………… 1053
診察室の四季
鈴虫／斉藤　隆三 …………………………………… 1055
声
質疑応答・リント布の裏表はどっち？／質疑応答・デス
モグレインテスト「Dsg1」「Dsg3」について／質疑応答
・Vol.25, No.5治療欄論文を読んで／癢痾（やうあ）／ク
ラゲの酢の物/魚の煮物…………………………… 1057

10月号：にきびに似た皮膚病――非炎症性――
editorial
ネット情報／栗原　誠一 …………………………… 1073
学会ハイライト
第102回日本皮膚科学会総会から〔鼎談〕
川名　誠司，伊崎　誠一，中山樹一郎 ………… 1074
第19回日本臨床皮膚科医学会総会・臨床学術大会から
〔鼎談〕
長谷川義博，平野　眞也，栗原　誠一 ………… 1081
展望
農薬による皮膚障害／堀内　信之 ………………… 1091
臨床例
石灰沈着を伴った稗粒腫／関根亜希子，鈴木　　琢，
笹倉真理子，漆畑　　修，斉藤　隆三 ………… 1099

糖尿病発見の契機となったclear cell syringoma
渡辺　　玲，池田美智子，南光　弘子，
羽原　　隆 ………………………………………… 1103

eccrine hidrocystoma――炭酸ガスレーザー治療例
佐藤　寛子，市川　栄子，今門　純久，
大塚　藤男 ………………………………………… 1107

毛ww腫を合併した面皰母斑
三宅亜矢子，鈴木布衣子，木花いづみ ………… 1111

Birt-Hogg-Dubé症候群
石原　幸子，木本　雅之，木花　　光，山口　淳子，
長坂　　武，石河　　晃 ………………………… 1115
老人性脂腺増殖症
三木　聡子，松本真理子，斉藤　隆三 ………… 1119

multiple perifollicular fibroma
小川　英作，小澤　宏明 ………………………… 1123
w腫面皰性結節性皮膚弾力線維症
山本菜穂子 ………………………………………… 1127
顔面の皮疹から診断に至った結節性硬化症
早川　彰紀，小川　知来，宮　　一朗 ………… 1131

multicentric reticulohistiocytosis
金子　　聡，野口　俊彦，向井　秀樹 ………… 1135

lymphadenosis benigna cutis
植村　　功，斉藤　隆三，加藤　一郎 ………… 1139
蝶の博物詩
ルリタテハ（1）／西山　茂夫………………………… 1143
治療
汗管腫と多発性脂腺w腫症のレーザー治療
福田　知雄，塩原　哲夫 ………………………… 1147
office dermatology
アンケート特集・私のテリトリー
今泉　　孝，大城　晶子，加藤　吉策，木花　　光，
佐瀬くらら，田代　博嗣，田中　　信，濱中すみ子／
跡見　順子，細谷　律子，宮内　俊次，宮本　秀明，
森田　健司 ………………………………………… 1153

埼玉県皮膚科医会から〔座談会〕
竹村　　司，長村　洋三，伊崎　誠一，仲　　　弥，
永井　　寛，加藤　卓朗，大西　善博 ………… 1167
new drugs
ニゾラール®ローション2％
ヤンセンファーマ株式会社 提供 ……………… 1176
一家言
医学の進歩にとり残されない開業医でありたい
伊藤　義彦 ………………………………………… 1181
診察室の四季
虫／斉藤　隆三 ……………………………………… 1183
声
質疑応答・Vol.26, Suppl.2 落葉状天疱瘡と紅斑性天疱
瘡，臨床像からの鑑別は？／プロトピック軟膏にまつ
わる問題―その6／Vol.25, No.8服部先生：「なぜ，声の
欄なのか」を読んで――情報の双方向性に関して／マ
ダニは切除すべきか／Vol.25, No.8「私の歩んだ道」著者
から ………………………………………………… 1187

11月号：下腿の感染症
editorial
0.03％プロトピック軟膏／向井　秀樹 …………… 1203
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展望
後天性色素細胞性母斑：Unna型，Miescher型，Spitz型，

Clark型――後天性の病変は本当に後天性か？
村澤　章子，木村　鉄宣 ………………………… 1205
臨床例
糖尿病患者に合併した蜂窩織炎・敗血症
江嶋　崇浩，亀井　敏昭，内平　孝雄 ………… 1211
糖尿病に合併したStaphylococcus aureusによる重症軟部組
織感染症
長村　蔵人，末木　博彦，飯島　正文 ………… 1215
救命しえたtoxic shock-like syndrome
中村　知恵，中野　純二，武藤　正彦 ………… 1219
少菌型Hansen病
雄山　瑞栄，清島真理子，石井　則久 ………… 1223
パスツレラ感染症
小金平容子，徳田　安基，武藤　美香，河内　繁雄，
斎田　俊明 ………………………………………… 1227
ツツガムシ病／山崎　隆治，前田　　学，遠渡　　舞，
藤沢　智美，荒木　麻里，山路　和彦 ………… 1231

健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジア症
荻堂　優子，中村　敏明，東山　真里，棚橋　俊夫，
藤田　育子，杉岡久美子，三木　俊治，
大嶋　正人 ………………………………………… 1235
白血病患者にみられたトリコスポロン症
宍戸　悦子，石黒　直子，川島　　眞，金子　健彦，
発地　雅夫，吉永健太郎，溝口　秀昭 ………… 1239
皮膚クリプトコックス症
中山　文子，小田裕次郎，緒方　克己，瀬戸山　充，
小島　武士 ………………………………………… 1243
浸潤性紅斑のみられた全身性クリプトコックス症
脇田　加恵，田沼　弘之，勝岡　憲生 ………… 1247
皮下腫瘤を呈した肺外糸状虫症／田口詩路麻，
梅林　芳弘，市川　栄子，大塚　藤男，
大前比呂思 ………………………………………… 1251

the case of the month
40年間診断されなかったDarier病
堀江　正樹，大塚　　勤，山崎　雙次 ………… 1255
蝶の博物詩
ルリタテハ（2）／西山　茂夫………………………… 1259
治療
アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬治療に有効か
木下　敬介，久保容二郎，近藤　滋夫，斉藤　　昭，
竹松　英明，種田　明生，中村　　敬／玉置　昭治，
長谷川義博，速水　　誠／速水真理子／速水　淳史，
袋　　秀平，森　　俊二 ………………………… 1261
office dermatology
ダーモスコピーを用いたメラノーマの診断と鑑別
斎田　俊明，宮嵜　　敦 ………………………… 1275
よくみる子どもの皮膚病――広島皮膚科医会から〔座談
会〕／高橋　博之，岡野　伸二，山田　　悟，

高路　　修，矢野　貴彦，岩崎　泰政，
森田　健司 ………………………………………… 1284

統計
皮膚非結核性抗酸菌症――下腿発症例に関する文献的検
討／新井　裕子，山田　利恵，中嶋　　弘 …… 1298

皮膚科医学史
Paul Langerhansの生涯――評価に100年を要した天才
矢野　　武 ………………………………………… 1304
私の歩んだ道
臨床医雑感／姉小路公久 …………………………… 1310
一家言
医者の戯れ言／長村　洋三 ………………………… 1315
診察室の四季
小春／斉藤　隆三 …………………………………… 1317
声
「皮膚の日」によせて／麻疹，風疹／PDA学会に参加し
て ……………………………………………………1319

12月号：下腿の硬結
editorial
硬さ／斉藤　隆三 ………………………………… 1333
展望
超音波手術器による皮膚疾患の治療――尋常性白斑の研
究から始まって／塚本　克彦，長田　　厚 ……1335

扁平苔癬に対するタクロリムス軟膏の有効性
飯島　茂子，並川健二郎，津田　毅彦，
番場　和夫 …………………………………………1342
臨床例
結節性紅斑から発見されたCrohn病
鈴木　理華，坪井　廣美，勝岡　憲生 …………1351
発熱と結節性紅斑様皮疹で急性発症したBehçet病
土屋　知子，轟　　葉子，江藤　隆史 …………1355

Bazin硬結性紅斑
安本美奈子，新見やよい，川名　誠司 …………1359
無症候性の結節を生じた骨髄性異形成症候群
荒木　敬司 …………………………………………1363
血清P-Ⅲ-P値が病勢を反映した好酸球性筋膜炎
加藤　悦子，山根　謙一，鹿田純一郎，尹　　浩信，
玉置　邦彦 …………………………………………1367

膵癌に伴った皮下結節性脂肪壊死症
石黒　葉子，酒井　咲子，飯島みわ子，山崎　自子，
斎田　俊明，宮川　眞一 …………………………1371

sclerosing panniculitis／斉藤　隆三…………………1375
polyarteritis nodusa cutanea
前島　英樹，勝岡　憲生，浅谷　雅文 …………1379
皮下膿瘍を形成したWegener肉芽腫症／澤田　由佳，
西野　　洋，宮島　　進，岡田奈津子 …………1383

深在性硬化病巣を認めたgeneralized morphea
宇賀神つかさ，沖山奈緒子，渡邊　　憲，山本　俊幸，
横関　博雄，西岡　　清 …………………………1387
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甲状腺機能亢進症を伴ったサルコイドーシス
英　真希子，寺前佳洋子，格谷　敦子，中川　浩一，
石井　正光 …………………………………………1391

板状硬結をきたしたnecrobiosis lipoidica
筒井　清広，松下　貴史，折戸　秀光 …………1395
脛骨前粘液水腫
田島麻衣子，武藤　　潤，大畑　恵之，大橋　徳巳，
川崎　　了 …………………………………………1399

両下腿に索状硬結としてみられたパラフィノーマ
井上　利之 …………………………………………1403

office dermatology
皮膚科における遠隔画像診断――画像によるセコンドオ
ピニオン／田中　　勝 ……………………………1409

山梨県皮膚科医会から
大竹　直人，近藤　滋夫，高山　修身，塚本　克彦，
寺本　輝代，吉江　治彦，若松　勝雄 …………1417

私の歩んだ道
皮膚科医50年の軌跡／朝田　康夫 …………………1432
蝶の博物詩
アオスジアゲハ／西山　茂夫 ……………………1407

診察室の四季
年忘れ／斉藤　隆三 ………………………………1439

声
「みずいぼ」は放置してどのくらいで治るのか？／抗真菌
剤のマスコミ報道について／歯科医と合同で学んだ
「金属アレルギー」と「レジンアレルギー」 ………1441

増刊号1：皮膚科の在宅診療
巻頭言
皮膚科の在宅診療／栗原　誠一 ……………………増1-5
総説
皮膚科医による在宅医療・往診の意義
山本　　泉 …………………………………………増1-6
往診時のポイント
①高齢の患者との接し方――主に，言葉遣いを中心に
宇佐美まゆみ………………………………………増1-13
②廃用症候群を防ぐために／飯島　　節…………増1-20
③高齢者皮膚の特徴／辻　　卓夫…………………増1-24
予防と治療
①褥瘡の理論と予防／立花　隆夫，宮地　良樹…増1-31
②褥瘡のアセスメント／真田　弘美………………増1-37
③褥瘡患者の全身管理／美濃　良夫………………増1-49
褥瘡――各種潰瘍治療剤の特性
④皮膚科医から／河合　修三……………………増1-57
⑤薬剤師から／古田　勝経………………………増1-60
⑥訪問看護師から／寺嶋　和子…………………増1-65
⑦褥瘡の予防と治療に必要な体圧分散寝具の知識
須釜　淳子，真田　弘美…………………………増1-69
⑧褥瘡の予防に必要な車椅子の知識
山崎　泰広…………………………………………増1-76

⑨疥癬／居宅での対応
東川　俊昭，森　　喜紀，中村　立一…………増1-81
⑩疥癬／病院，施設での対応／矢野　貴彦………増1-85
⑪高齢者のスキンケア――皮膚科医から／種井　良二
………………………………………………………増1-89

⑫高齢者のスキンケア――看護師から／鎌田ケイ子 増1-95
⑬皮膚から疑う内臓病変／伊崎　誠一 …………増1-103
case study
①褥瘡の保存的治療――日常の管理で見逃しがちなこと
村木　良一，佐々木裕子，酒井ふき子 ………増1-111
②褥瘡――理学療法／関藤　成文 ………………増1-117
③褥瘡――外科的治療／川端　康浩 ……………増1-119
④いろいろな疥癬／大滝　倫子 …………………増1-124
⑤真菌症／加藤　卓朗 ……………………………増1-130
⑥在宅診療と水疱症／福代　新治 ………………増1-135
⑦老人性皮膚q痒症，皮脂欠乏性湿疹――独居老人に対
する皮膚科在宅診療／北村　公一 ……………増1-140

⑧ストーマ・胃瘻の管理／松原　康美 …………増1-143
short report――皮膚科医による在宅診療
①高齢社会の皮膚科医／伊崎　誠一 ……………増1-149
②往診は皮膚科医自身のためになる
大路　昌孝 ………………………………………増1-150
③介護保険が導入されて／奥　　知三 …………増1-151
④皮膚科医でも／国分　　純 ……………………増1-152
⑤往診は音の出る自転車に乗って
財満　信次 ………………………………………増1-153
⑥予期せぬ出来事／塩谷千賀子 …………………増1-154
⑦医療連携を重視して／白岩　照男 ……………増1-155
⑧皮膚科と往診／田尻　明彦 ……………………増1-156
⑨往診歴27年／長野　拓三 ………………………増1-157
⑩在宅診療での皮膚悪性腫瘍への対応
堀内　信之 ………………………………………増1-158
⑪訪問看護師さんとの連携が支え
増田智栄子 ………………………………………増1-159
⑫classic, not authentic Dermatologist
町野　　博 ………………………………………増1-160
⑬たかが床ずれ，されど床ずれ／宮林　　徹 …増1-161
⑭疾患のある患者さんへのチームでの関わり
村木　良一 ………………………………………増1-162
⑮私の在宅診療／柳澤　一明 ……………………増1-163
⑯往診とデジタルライフ／柳澤　宏実 …………増1-164
information
体圧分散（除圧）器具への考察
野村　有子，栗原　誠一 ………………………増1-166
全国の皮膚科在宅医療グループ・ネットワークの現
況 …………………………………………………増1-170
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増刊号2：…と思われた症例
―実例に学ぶ鑑別診断

巻頭言
誤診に想う／西山　茂夫 ……………………………増2-5
臨床例
足白癬に伴う潰瘍と思われた有棘細胞癌
黒瀬浩一郎，野元　康代，森　　　理 …………増2-9
乳房外Paget病と思われた陰茎基部の基底細胞癌
名嘉眞武国，徳山　敏恵，宮里　　稔…………増2-13

Bowen病と思われたsuperficial basal cell carcinoma
八木　葉子，梅澤　慶紀，栄枝　重典…………増2-17
ケロイドと思われた萎縮型の隆起性皮膚線維肉腫
佐久間恵一，早川　和人，塩原　哲夫…………増2-20
良性病変との鑑別を要した隆起性皮膚線維肉腫の3例
神谷　秀喜，北島　康雄…………………………増2-24
スポロトリコーシスと思われた皮膚B細胞リンパ腫
塗木　裕子，梅澤　慶紀，栄枝　重典…………増2-30
基底細胞上皮腫と思われた被角血管腫（angiokeratoma）
高須　　博，前田亜希子，勝岡　憲生…………増2-33
脂漏性角化症と思われた結節型悪性黒色腫
神谷　秀喜，北島　康雄…………………………増2-37
毛細血管拡張性肉芽腫と思われた悪性黒色腫
星野　　慶，柴田　真一，富田　　靖…………増2-41
皮膚腺病と思われた炎症性粉瘤
鈴木　　琢，笹倉真理子，斉藤　隆三…………増2-45
帯状疱疹と思われた感染性粉瘤
漆畑　　修，金澤　順子，斉藤　隆三…………増2-49
脂漏性角化症と思われたeccrine poroma
森　　志朋，松田　真弓，赤坂　俊英…………増2-53
自己免疫性水疱症と思われた単純疱疹
安元慎一郎，上田絵里子，橋本　　隆…………増2-57
毛虫皮膚炎と思われた皮膚カンジダ症
村川世津子，斉藤　隆三…………………………増2-61
痒疹結節と思われたプロトテコーシス
宮国　　均，黒川　基樹，瀬戸山　充…………増2-65
掌蹠角化症のため見逃した足白癬
清水　正之…………………………………………増2-70
足白癬，爪白癬と思われた疥癬
楠　　俊雄，河野美乃里…………………………増2-73
滲出性紅斑と思われた疥癬
高須　　博，勝岡　憲生…………………………増2-77
接触皮膚炎と思われた落葉状天疱瘡
原　　尚道，白井　京美，勝岡　憲生…………増2-81
日光角化症と思われた紅斑性天疱瘡
新井　　達，勝岡　憲生，浅谷　雅文 ………増2- 85
結節性痒疹と思われた結節型類天疱瘡
高畑ゆみ子，濱本　嘉昭，武藤　正彦…………増2-89

乳児強皮症と思われたHutchinson-Gilford症候群
分山　英子，濱崎洋一郎，片山　一朗…………増2-93
扁平苔癬と思われた骨髄腫関連アミロイドーシスの爪病
変／辻　由紀子，松村　和子，清水　　宏……増2-97

頭部の脱毛斑，ムチン沈着と思われた木村病
松岡　芳隆，斉藤　隆三 ………………………増2-101

Darier病と思われた苔癬型（毛包型）サルコイドーシス
寺木　祐一，塩原　哲夫 ………………………増2-105
確定診断が困難であったコレステロール塞栓症による足
趾壊疽
鈴木利栄子，藤井　秀孝，立花　隆夫 ………増2-109
難治性下腿潰瘍と思われたポビドンヨード化学熱傷
小林誠一郎，小杉　朗代，谷川　瑛子 ………増2-113
蜂窩織炎と思われたpsychogenic purpura
穐山雄一郎，濱崎洋一郎，片山　一朗 ………増2-117
頸部のcreeping diseaseと思われた毛髪の皮内潜行
中野　敬一，長谷川　毅，斉藤　隆三 ………増2-121
炎症性粉瘤と思われた外歯瘻
丸茂　愛子，寺木　祐一，塩原　哲夫 ………増2-125
アンケート
“誤診”から得た教訓
誤診およびさまざまなトラブルからの教訓
折原　俊夫 ………………………………………増2-131
光線過敏性皮膚炎と誤った顔面の白癬
笠井　達也 ………………………………………増2-132
新生児瘡の診断／久保容二郎 ……………………増2-133
患者さんはATLだった／小泉　洋子 ……………増2-134
たかが水虫，されど水虫／財満　信次 …………増2-135
「誤診」から学んだこと／佐瀬くらら……………増2-136
シャーロック・ホームズの謎解き／実川久美子……増2-137
診断はできるだけ一元的に考えるべきである
清水　良輔 ………………………………………増2-138
誤診―護身―御信／関　　太輔 …………………増2-139
痛痒い発疹／高木　章好 …………………………増2-140
糖尿病性浮腫性硬化症と誤断した胃癌の皮膚転移例
長野　拓三 ………………………………………増2-141
誤診の要因／西岡　和恵 …………………………増2-142
乳児の熱傷――見落とされた受傷の背景
西村　正幸 ………………………………………増2-142
ほら吹き男爵症候群にふりまわされた日々
野口　俊彦 ………………………………………増2-143
開業早々遭遇したLetterer-Siwe病／福田　英三…増2-145
好獣性白癬菌による白癬に注意／藤広満智子 …増2-145
先入観は誤診のもと／村上　通敏 ………………増2-146
メラノーマ誤診例から学んだこと／森　　俊二…増2-147
誤診から得た教訓／梁瀬　恵子 …………………増2-148
誤診について思うこと／米元　康蔵 ……………増2-149
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人　　名　　索　　引

A
饗場　伸作……生検後に自然消褪したcutaneous B cell

pseudolymphoma 751，keratoacanthoma 775
相川　恵子……バファリンによると思われるTEN型薬疹

165
赤松　浩彦……抗トポイソメラーゼⅠ抗体陽性小児限局
性強皮症　403

赤坂　俊英……ウシからの白癬　645，イヌによるlick
dermatitis 665，脂漏性角化症と思われたeccrine
poroma 増2-53

安藝　良一……末梢血幹細胞移植後に生じたGVHD 299
秋葉　　弘……仙台・水曜勉強会から　817
秋田　政彦……脊麻後紅斑　21
秋山　真志……再発性多軟骨炎　33
穐山雄一郎……蜂窩織炎と思われたpsychogenic purpura
増2-117

秋山　　裕……側頭動脈炎　41
天谷　雅行……質疑応答・デスモグレインテスト「Dsg1」
「Dsg3」について　1058
安藤　巖夫……汎発性環状肉芽腫　307
姉小路公久……臨床医雑感　1310
青山　浩明……ムコソルバンによる慢性色素性紫斑型薬
疹　181

新井　春枝……皮膚サルコイド　1015
新井　　達……新生児エリテマトーデス　743，質疑応
答・Vol.26, Suppl.2落葉状天疱瘡と紅斑性天疱瘡，臨
床像からの鑑別は？ 1188，日光角化症と思われた
紅斑性天疱瘡　増2-85

新井　裕子……皮膚非結核性抗酸菌症――下腿発症例に
関する文献的検討　1298

荒木　敬司……幼児の頬部に発症したlupus erythema-
tosus profundus 419，無症候性の結節を生じた骨髄
異形成症候群　1363

荒木　麻里……ツツガムシ病　1231
荒尾　龍喜……これまでを顧みて　830
朝田　康夫……皮膚科医50年の軌跡 1432
麻上　千鳥……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：困りはてたリンパ瘻にビタミンD3内服投与を行っ
てよかった例　803

浅井　俊弥……アンケート特集・“痛かった”症例：患者
さんの寿命まで決めちゃいけない！　77，虫蝕様皮
膚萎縮症　331

朝井　靖彦……cytophagic histiocytic panniculitis 49
浅野　善英……乳児期に発症した汎発性正脂血性扁平黄
色腫　315

浅谷　雅文……polyarteritis nodusa cutoanea 1379，日
光角化症と思われた紅斑性天疱瘡　増2-85

麻生　和雄……皮膚科医として50年 582
跡見　順子……アンケート特集・私のテリトリー：小児
皮膚疾患をみる視点　1161

渥美　清子……睫毛部のケジラミ（Phthirus pubis）寄生
911

B
馬場　直子……アンケート特集・“痛かった”症例：先入
観は禁物！　91

漠テリア（仮名）………アンケート特集・皮膚科医の皮膚
病：私の皮膚病歴　677

番場　秀和……アンケート特集・“痛かった”症例：恐い
話，痛い話　92

番場　和夫……扁平苔癬に対するタクロリムス軟膏の有
効性　1342

番場　圭介……顔面に初発した腺病性苔癬――BCG接種
が原因と考えられた9歳男児例 1011

C
帖佐　宣昭……イトラコナゾール内服が奏効した重症型
マラセチア!瘡　979

D
出来尾　哲……色素性乾皮症　327，「頑固」と「勘弁」

359

E
江嶋　崇浩……糖尿病患者に合併した蜂窩織炎・敗血症

1211
遠渡　　舞……ツツガムシ病　1231
衛藤　　光……末梢血幹細胞移植後に生じたG V H D

299，小児の膠原病　443，透析患者の皮膚病変とス
キンケア――アンケート調査報告　573，新生児エリ
テマトーデス　743，顔面に初発した腺病性苔癬――
BCG接種が原因と考えられた9歳男児例 1011

江藤　隆史……発熱と結節性紅斑様皮疹で急性発症した
Behçet病　1355

F
藤平　正利……マダニは切除すべきか　1192
藤広満智子……質疑応答：きれいに染まるパーカーイン
ク？ パート2 240，アンケート特集・“誤診”から
得た教訓：好獣性白癬菌による白癬に注意　増2-145

藤井　秀孝……血管手術後に著しく増悪したコレステロ



ール塞栓症　537，確定診断が困難であったコレステ
ロール塞栓による足趾壊疽　増2-109

藤y 伸太……Pasteurella感染症　637
藤沢　智美……ツツガムシ病　1231
藤田　　優……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：診断はしたけれど――先天性表皮水疱症
462

藤田　育子……健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジ
ア症　1235

藤原　作平……難治性水疱性類天疱瘡　545，メチシリ
ン耐性黄色ぶどう球菌による成人膿痂疹　971

福田　英嗣……汎発性環状肉芽腫　739，皮膚に限局し
たLangerhans cell histiocytosis 763，クサギカメムシ
による炎症後の色素沈着　907，トコジラミによる皮
膚炎　909

福田　英三……アトピー性皮膚炎の治療について一言
99，アンケート特集・漢方薬の薬疹？：漢方薬の薬
疹に関するダブルショック　222，薬剤によるにきび
様皮疹の統計―薬剤性!瘡　1042，アンケート特
集・“誤診”から得た教訓・開業早々遭遇したLetterer-
Siwe病　増2-145

福田　知雄……汗管腫と多発性脂腺w腫症のレーザー治
療　1147

福田　　亙……部分的脂肪萎縮症　69
福丸　圭子……ネコひっかき病　629
袋　　秀平……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：開業医にとっては有用な治療手段と考
えます　1270

福代　新治……在宅診療と水疱症　増1-135
船橋　俊行……アンケート特集・皮膚科医の皮膚病：皮
膚病罹患記　679

古江　増隆……小児皮膚筋炎　407
古市　幹子……ジアミノジフェニルスルホン（DDS）が
奏効したacne fulminans 991

古田　勝経……褥瘡――各種潰瘍治療剤の特性――薬剤
師から　増1-60

G
五味　博子……抗ss-DNA抗体価が高値を示した小児

generalized morphea 399，抗Scl-70抗体を認めた新
生児エリテマトーデス　423，アンケート特集・…で
よかったと思う症例：食道が無事でよかったと思う症
例　807

具志　　亮……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：漢方
薬は薬である　213

H
羽原　　隆……糖尿病発見の契機となったclear cell

syringoma 1103
波部　幸司……透析中の乾癬症例に対する高濃度ビタミ

ンD3外用療法の経験――経時的に血清カルシウム濃度
を測定し治療しえた症例　549

蜂須賀裕志……マダニ症10例について――宮崎市，甘木
市における症例　922

羽白　　誠……心身医学会のアトピー性皮膚炎ガイドラ
イン　783

濱田　　洋……Microsporum canis感染症の親子例　653
浜口　太造……睫毛部のケジラミ（Phthirus pubis）寄生

911
濱松　　寧……ジアミノジフェニルスルホン（DDS）が
奏効したacne fulminans 991

濱本　嘉昭……第54回日本皮膚科学会西部支部学術大会
から　376，結節性痒疹と思われた結節型類天疱瘡
増2-89

浜中　　宏……タランピシリンによるacute generalized
exanthematous pustulosis 185

濱中すみ子……アンケート特集・私のテリトリー：小児
皮膚疾患をみる視点　1161

濱崎洋一郎……強皮症と思われたHutchison-Gilford症候
群　増2-93，蜂窩織炎と思われたpsychogenic purpura
増2-117

英　真希子……甲状腺機能亢進症を伴ったサルコイドー
シス　1391

繁益　弘志……血液透析患者に生じたサルコイドーシス
505

羽生田久美子……膵癌に合併した皮下結節性脂肪壊死症
1371

原　　弘之……動物による皮膚病　615
原　　尚道……質疑応答・Vol.26, Suppl.2落葉状天疱瘡
と紅斑性天疱瘡，臨床像からの鑑別は？　1187，接
触皮膚炎と思われた落葉状天疱瘡　増2-81

原田　晴美……末梢血幹細胞移植後に生じたG V H D
299，透析患者の皮膚病変とスキンケア――アンケー
ト調査報告　573

原田　敬之……血液透析患者に生じたサルコイドーシス
505

長谷川淳一……シアナミドによる全身脱毛　201
長谷川　稔……ステロイドおよび各種治療に抵抗性でγ-
グロブリン大量併用療法が有効であった小児皮膚筋炎
411

長谷川　毅……頸部のcreeping diseaseと思われた毛髪
の皮内潜行　増2-121

長谷川義博……第19回日本臨床皮膚科医学会総会・臨床
学術大会から　1081，アンケート特集・ビタミンD3

軟膏は乾癬治療に有効か：当たり外れが気になるビ
タミンD 3外用剤――汚名挽回は治療指針の確立か
ら　1268

橋本　明彦……小児に生じた結節性多発動脈炎　435
橋本　姿恵……小児の強皮症　394
橋本　　健……私の選んだ道　692
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橋本　公二……塩酸ロキサチジンアセタートによる苔癬
型薬疹　173

橋本　　隆……質疑応答・Vol.26, Suppl.2落葉状天疱瘡
と紅斑性天疱瘡，臨床像からの鑑別は？　1189，自
己免疫性水疱症と思われた単純疱疹　増2-57

橋本　喜夫……北海道のマダニ刺咬症とライム病　926
橋本由美子……蚊アレルギーとgranular lymphocytes

proliferative disorder合併例　879
橋口　義久……スナノミ症　895
畑　　康樹……薬疹カードの普及について　593，アン
ケート特集・…でよかったと思う症例：鳴くまで待と
う…　811

波多野　豊……メチシリン耐性黄色ぶどう球菌による成
人膿痂疹　971

服部　　瑛……農業・農村における皮膚科領域の百科辞
典　116，プロトピック軟膏にまつわる問題――その
4 242，帯状疱疹とウイルス剤　363，帯状疱疹と抗
ウイルス剤――その2 592，アンケート特集・皮膚
科医の皮膚病：患者さんの立場とは？　678，プロト
ピック軟膏にまつわる問題――その5 706，なぜ，声
の欄なのか　942，癢痾（やうあ） 1061，プロトピッ
ク軟膏にまつわる問題―その6 1190，PDA学会に参
加して　1321，抗真菌剤のマスコミ報道について
1443

服部　怜美……ムコソルバンによる多形紅斑型薬疹
157

早川　彰紀……顔面の皮疹から診断に至った結節性硬化
症　1131

早川　和人……ケロイドと思われた萎縮型の隆起性皮膚
線維肉腫　増2-20

早川　信一……汎発性環状肉芽腫　307
速水　淳史……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：コストパフォーマンス　1269

速水　　誠……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：コストパフォーマンス　1269

速水真理子……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：コストパフォーマンス　1269

「皮膚病診療」編集部……デジタル画像のとり扱い方に
ついて　209

檜垣　祐子……回帰性リウマチ　29，痒みによらない
º破とその治療―成人のアトピー性皮膚炎のメンタル
ケア　1025

東　　禹彦……パーカーインクKOH法に替わる方法
240

東川　俊昭……疥癬――居宅での対応　増1-81
東山　真里……健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジ
ア症　1235

日野　治子……学校保健の伝染性疾患について　339
平井　一郎……播種性血管内凝固症候群，急性腎不全，
間質性肺炎を伴ったツツガムシ病　875

平井　優子……イヌ疥癬　625
平野　眞也……第19回日本臨床皮膚科医学会総会・臨床
学術大会から　1081

平山　　芳……惜春別離之詩　1048
平山美奈子……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：セン
ノシドおよびイチョウの葉エキスによる薬疹　221

廣門未知子……透析アミロイドーシス　513
廣根　孝衞……皮膚科学との40年　94
比留間政太郎……動物園勤務者に生じたArthroderma

vanbreuseghemiiによる体部白癬　657
発地　雅夫……白血病患者にみられたトリコスポロン症

1239
法貴　　憲……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：典型的な経過を辿っているアトピー性皮膚炎
463

本田えり子……紅皮症を呈したノルウェー疥癬　899
堀江　正樹……40年間診断されなかったDarier病　1255
堀内　信之……農薬による皮膚障害　1091，在宅診療
での皮膚悪性腫瘍への対応　増1-158

星野　　慶……毛細血管拡張性肉芽腫と思われた悪性黒
色腫　増2-41

星山　弓恵……皮膚紅痛症様症状を伴った本態性血小板
血症　25

細谷　律子……心身医学会のアトピー性皮膚炎ガイドラ
イン　783，アンケート特集・私のテリトリー：私に
とっての心身医学　1163

I
市橋　正光……幼児の頬部に発症したlupus erythemato-

sus profundus 419
市川　栄子……eccrine hidrocystoma――炭酸ガスレーザ
ー治療例　1107，皮下腫瘤を呈した肺外糸状虫症
1251

一宮　　誠……蚊アレルギーとgranular lymphocytes
proliferative disorder合併例　879

五十嵐　稔……仙台・水曜勉強会から　817
五十嵐　司……脊麻後紅斑　21，drug combinationによ
る固定薬疹　205

尹　　浩信……乳児期に発症した汎発性正脂血性扁平黄
色腫　315，血清P-Ⅲ-P値が病勢を反映した好酸球性
筋膜炎　1367

飯島　正文……糖尿病に合併したStraphylococcus aureus
による重症軟部組織感染症　1215

飯島みわ子……膵癌に伴った皮下結節性脂肪壊死症
1371

飯島　　節……廃用症候群を防ぐために　増1-20
飯島　茂子……扁平苔癬に対するタクロリムス軟膏の有
効性　1342

飯塚　　一……北海道のマダニ刺咬症とライム病　926
イカレ皮膚科医……靴屋さんが鶏眼処置をしているって
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ご存じですか？　242
池田美智子……糖尿病発見の契機となったclear cell

syringoma 1103
池田　佳弘……部分的脂肪萎縮症　69
池上　隆太……壊疽性膿皮症　439
今泉　明子……新生児皮下脂肪壊死症　61
今泉　　孝……アンケート特集・私のテリトリー：医学
史について　1153

今門　純久……eccrine hidrocystoma――炭酸ガスレー
ザー治療例　1107

稲積　豊子……Xanthomonas maltophiliaによる敗血疹
17

井上　勝平……アンケート特集・“痛かった”症例：患者
とは心に串が刺さったひと　79，冥利　480，アンケ
ート特集・皮膚科医の皮膚病：僚友と私の罹った皮膚
病　670，イトラコナゾール内服が奏効した重症型マ
ラセチア!瘡　979

井上　利之……両下腿に索状硬結としてみられたパラフ
ィノーマ　1403

入交　純也……Microsporum canis感染症　649
井坂　　公……アンケート特集・“痛かった”症例：胸の
痛み再浮上　78

石黒　直子……白血病患者にみられたトリコスポロン症
1239

石黒　葉子……膵癌に伴った皮下結節性脂肪壊死症
1371

石原　幸子……Birt-Hogg-Dubé症候群　1115
石井　　明……マダニ幼虫の多数寄生例　887
石井　正光……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：当帰
芍薬散による薬疹　214，甲状腺機能亢進症を伴った
サルコイドーシス　1391

石井　則久……少菌型Hansen病　1223
石井　敏直……真の医療連携をしたいもの――罹患者の
身近に適切な治療をしてくれる専門医は必ずいるはず
592

石川　博康……診療報酬改定に伴う褥瘡対策について――
皮膚科医常勤医療施設におけるアンケート調査　226

石川　　治……小児の強皮症　394
石河亜紀子……質疑応答：滑膜包炎の治療に困っていま
す　706

石河　　晃……Birt-Hogg-Dubé症候群　1115
石崎　純子……血液透析患者に生じたサルコイドーシス

505
磯田　憲一……eosinophilic cellulitis――木村病，好酸球
性肺臓炎を伴った症例　45，生検後急速に消褪した
pseudolymphoma 755

磯崎　泰政……水戸皮膚科勉強会から　681
板見　　智……プロピルチオウラシルによるANCA関連
血管炎　197

伊藤　　薫……造血幹細胞移植と皮膚　957

伊東　慶子……二重濾過血漿交換療法が奏効した尋常性
天疱瘡の2例 541

伊藤　雅章……扁桃摘出術が有効であった慢性苔癬状粃
糠疹　287

伊藤　寿樹……色素性乾皮症　327
伊藤　義彦……医学の進歩にとり残されない開業医であ
りたい　1181

岩崎　泰政……よくみる子どもの皮膚病――広島皮膚科
医会から　1284

岩田　浩明……悪性黒色腫――自然消褪例の臨床および
組織　721

岩月　啓氏……一過性に種痘様水疱症皮疹がみられた症
例　999

伊崎　誠一……ジアミノジフェニルスルホン（DDS）が
奏効したacne fulminans 991，第102回日本皮膚科学
会総会から　1074，埼玉県皮膚科医会から　1167，
皮膚から疑う内臓病変　増1-103，高齢社会の皮膚科
医　増1-149

J
ヤンセン ファーマ株式会社……ニゾラール®ローション

2％　1177
神保　孝一……多発性痛風結節　73
実川久美子……アンケート特集・“誤診”から得た教訓：
シャーロック・ホームズの謎解き　増2-137

K
門田　匡央……紅皮症を呈したノルウェー疥癬　899
格谷　敦子……甲状腺機能亢進症を伴ったサルコイドー
シス　1391

加賀美　潔……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：印象に残ったみずいぼ　456

影下登志郎……メラノーマ原発巣の自然消褪現象は予後
不良の兆候――Hammond effect 779

蔭山　晶子……幼児の頬部に発症したlupus erythemato-
sus profundus 419

欠田　成人……透析中の乾癬症例に対する高濃度ビタミ
ンD3外用療法の経験――経時的に血清カルシウム濃度
を測定し治療しえた症例　549

柿沼　　誉……皮下結節性脂肪壊死症　65
角田　寿之……BCG接種後の皮膚腺病様のリンパ節腫
脹と皮膚穿孔　283

鎌田ケイ子……高齢者のスキンケア――看護師から　増
1-95

亀井　敏昭……糖尿病患者に合併した蜂窩織炎・敗血症
1211

上村　仁夫……アンケート特集・“痛かった”症例：「あッ
痛ッ！」「ヤバイ！」 80

神谷　秀喜……好酸球性筋膜炎　57，良性病変との鑑
別を要した隆起性線維肉腫の3例　増2-24，脂漏性角
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pseudolymphoma 751，multicentric reticulohistiocy-
tosis 1135
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菅野　聖逸……顔面播種状粟粒性狼瘡　1007
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ノシドおよびイチョウの葉エキスによる薬疹　221，
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蜂窩織炎と思われたpsychogenic purpura 増2-117
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腫　311

加藤　則人……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：子どもが母乳を飲んでくれなくなった…　457

加藤　五月……播種性血管内凝固症候群，急性腎不全，
間質性肺炎を伴ったツツガムシ病　875

加藤　卓朗……Microsporum canis感染症　649，埼玉県
皮膚科医会から　1167，真菌症　増1-130

勝岡　憲生……acquired reactive perforating collagenosis
509，酒0性!瘡　1019，質疑応答・Vol.26, Suppl.2
落葉状天疱瘡と紅斑性天疱瘡，臨床像からの鑑別は？
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ス症　1247，結節性紅斑から発見されたCrohn病
1351，polyarteritis nodusa cutanea 1379，基底細胞
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33，滲出性紅斑と思われた疥癬　増2-77，接触皮膚炎
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891
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河内　繁雄……パスツレラ感染症　1227
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川上麻弥子……再発性多軟骨炎　33
川上　理子……新生児の皮膚　266
川久保　洋……透析時における薬の投与法　554，質疑
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川名　誠司……脊麻後紅斑　21，ムコソルバンによる
多形紅斑型薬疹　157，ゾニサミドによるStevens-
Johnson症候群　161，drug combinationによる固定薬
疹　205，Propionibacterium acnesと皮膚　963，第
102回日本皮膚科学会総会から　1074，Bazin硬結性
紅斑　1359

川崎　　了……脛骨前粘液水腫　1399
川島　　眞……回帰性リウマチ　29，白血病患者にみ
られたトリコスポロン症　1239

菊池　一郎……Hansen病の理解　387
菊地伊豆実……ゾニサミドによるStevens-Johnson症候
群　161

菊地　克子……成人のeosinophilic pustular folliculitisの
症状を呈したinfantile acropustulosis 295

木本　雅之……抗Scl-70抗体を認めた新生児エリテマト
ーデス　423，Birt-Hogg-Dubé症候群　1115

木村　俊次……Xanthomonas maltophiliaによる敗血疹
17

木村　鉄宣……後天性色素細胞性母斑：Unna型，Mie-
scher型，Spitz型，Clark型――後天性の病変は本当に
後天性か？　1205

木村　佳史……Xanthomonas maltophiliaによる敗血疹
17

木村　　裕……成人のeosinophilic pustular folliculitisの
症状を呈したinfantile acropustulosis 295，一過性に
種痘様水疱症皮疹がみられた症例　999

金城　紅子……皮膚紅痛症様症状を伴った本態性血小板
血症　25

木下　敬介……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：有効例もあれば無効例もある　1261

木下美由紀……テガフール・ウラシルによるDLE型薬疹
193

岸　　晶子……自然消褪傾向を示したBowen病　771
岸岡亜紀子……タランピシリンによるacute generalized

exanthematous pustulosis 185
北島　進司……色素性蕁麻疹　319
北嶋　敏之……バファリンによると思われるTEN型薬疹

165
北島　康雄……好酸球性筋膜炎　57，良性病変との鑑
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別を要した隆起性線維肉腫の3例　増2-24，脂漏性角
化症と思われた結節型悪性黒色腫　増2-37

北村　和子……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：感染症に併発した非ステロイド外用剤の接触皮膚
炎症候群でよかったと思う症例　805

北村　公一……老人性皮膚q痒症，皮脂欠乏性湿疹――
独居老人に対する皮膚科在宅診療　増1-140

北岡　光彦……Dermatobia hominisによるハエ幼虫症
891

小林　明博……アンケート特集・“痛かった”症例：帯状
疱疹後神経痛を中心に　83

小林　裕美……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：当帰
芍薬散による薬疹　214

小林　　仁……血液透析治療中に発症した穿孔性環状肉
芽腫　501，ネコノミ刺症　641，生検を契機に自然
消褪をみた帯状扁平苔癬　735

小林　桂子……calciphylaxisによる皮膚石灰沈着症――
体幹部に広範な潰瘍を生じた症例　517

小林　衣子……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：苦しまされたケラトアカントーマ　806

小林　美咲……アンケート特集・“痛かった”症例：もう
一度会いたい　84，「皮膚の日」によせて　1319

小林　　聡……膵癌に合併した皮下結節性脂肪壊死症
1371

小林誠一郎……難治性下腿潰瘍と思われたポビドンヨー
ド化学熱傷　増2-113

小林　信一……学校保健の伝染性疾患について　339
小玉　和郎……結節性筋膜炎　53
古賀　弘志……血栓性微小血管症を伴う高血圧性腎クリ
ーゼを発症した全身性強皮症　533

古賀　哲也……小児皮膚筋炎　407
小金平容子……パスツレラ感染症　1227
小出まさよ……マダニ幼虫の多数寄生例　887
小池　正直……睫毛部のケジラミ（Phthirus pubis）寄生

911
小泉　洋子……アンケート特集・“誤診”から得た教訓：
患者さんはATLだった　増2-134

小泉雄一郎……アンケート特集・“痛かった”症例：身も
心も痛めつけられて米国を知る　82，皮膚科，優勝
だ！　937

小島　武士……皮膚クリプトコックス症　1243
古城八寿子……Dermatobia hominisによるハエ幼虫症

891
国分　　純……皮膚科医でも　増1-152
駒田　信二……異型白癬に白癬菌性毛瘡を併発した症
例　975

小中　理会……新生児エリテマトーデス　743
近藤　雅雄……日本における先天性ポルフィリン症の臨
床検討　271

近藤　慈夫……lichen planus-like keratosis 767

近藤　滋夫……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：当院での乾癬治療について（ビタミン
D3製剤を中心に） 1263，山梨県皮膚科医会から
1417

近藤　隆男……塩酸メキシレチンによるhypersensitivity
syndrome 177

河野美乃里……足白癬，爪白癬と思われた疥癬　増2-73
幸野　　健……EBMという言葉の理解について　243，
質疑応答：「EBMという言葉の理解について」の幸野
先生へ　362，在宅診療特集を読んで：国手たちの復
活　481，Vol.25, No.8服部先生：「なぜ，声の欄なの
か」を読んで―情報の双方向性に関して　1191

木花　　光……既往歴が先か？　現病歴が先か？　365，
Birt-Hogg-Dubé症候群　1115，アンケート特集・私の
テリトリー：三界にテリトリーなし　1157

木花いづみ……毛ww腫を合併した面皰母斑　1111
小沼　博義……膵癌に合併した皮下結節性脂肪壊死症

1371
是永　正敬……スナノミ症　895
高路　　修……よくみる子どもの皮膚病――広島皮膚科
医会から　1284

小杉　朗代……難治性下腿潰瘍と思われたポビドンヨー
ド化学熱傷　増2-113

児浦　純義（純生）……ネコひっかき病　629，Micros-
porum canis感染症の親子例　653

小山　貴之……reactive angioendotheliomatosisの組織像
を呈したcalciphylaxis 521

古谷野妙子……Sweet病を発症したSjögren症候群　37
久保容二郎……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：ボタンをボタンホールに正しく掛け
た？：1262，アンケート特集・“誤診”から得た教
訓：新生児!瘡の診断　増2-133

K生……福田先生の一家言を読んで　364
熊沢　秀雄……スナノミ症　895
国定　　充……アシナガバチによるアナフィラキシーシ
ョック――急速減感作療法成功例　863

栗原　誠一……『皮膚病診療』の編集　103，質疑応答：
「EBMという言葉の理解について」の幸野先生へ　362，
混合処方　603，ネット情報　1073，第19回日本臨床
皮膚科医学会総会・臨床学術大会から　1081，歯科医
と合同で学んだ「金属アレルギー」と「レジンアレルギ
ー」 1442，皮膚科の在宅診療　増1-5，体圧分散（除
圧）器具への考察　増1-166

黒川　基樹……痒疹結節と思われたプロトテコーシス
増2-65

黒瀬浩一郎……足白癬に伴う潰瘍と思われた有棘細胞
癌　増2-9

楠　　俊雄……足白癬，爪白癬と思われた疥癬　増2-73
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M
町野　　博……classic, not authentic Dermatologist 増

1-160
前田亜希子……酒0性!瘡　1019，基底細胞上皮腫と
思われた被角血管腫（angiokeratoma） 増2-33

前田　　学……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：漢方
薬・民間薬による薬疹　223，ツツガムシ病　1231

前島　英樹……生検後に自然消褪したcutaneous B cell
pseudolymphoma 751，polyarteritis nodusa cutanea
1379

槇村　浩一……動物園勤務者に生じたArthroderma vanb-
reuseghemiiによる体部白癬　657

牧野寒河江……にきびと化粧品　1031
牧野　好夫……仙台・水曜勉強会から　817
丸茂　愛子……炎症性粉瘤と思われた外歯瘻　増2-125
舛　　眞一……仙台・水曜勉強会から　817
増田智栄子……訪問看護師さんとの連携が支え　増1-159
増澤　幹男……酒0性!瘡　1019
増澤真実子……Sweet病を発症したSjögren症候群　37
松原三希子……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：洗浄，ささやかな喜び　812

松原　康美……ストーマ・胃瘻の管理　増1-143
松田　真弓……脂漏性角化症と思われたeccrine poroma
増2-53

松本　和彦……reactive angioendotheliomatosisの組織像
を呈したcalciphylaxis 521

松本　公一……Langerhans cell histiocytosis 323
松本真理子……汎発性環状肉芽腫　739，老人性脂腺増
殖症　1119

松本　聡子……アリ咬傷がきっかけとなったMycobacte-
rium avium皮膚感染症　883

松本　義也……Langerhans cell histiocytosis 323，二
重濾過血漿交換療法が奏効した尋常性天疱瘡の2例
541

松村　和子……扁平苔癬と思われた骨髄腫関連アミロイ
ドーシスの爪病変　増2-97

松永佳世子……抗トポイソメラーゼⅠ抗体陽性小児限局
性強皮症　403

松永　　剛……ネコひっかき病（イヌ飼育例） 633
松尾　聿朗……再発性多軟骨炎　33，世の中，“わかっ
ていることとわからないこと”しかない　235，抗ss-
DNA抗体価が高値を示した小児generalized morphea
399，抗Scl-70抗体を認めた新生児エリテマトーデス
423

松岡　　均……側頭動脈炎　41
松岡　　慎……calciphylaxisによる皮膚石灰沈着症――
体幹部に広範な潰瘍を生じた症例　517

松岡　芳隆……頭部の脱毛斑，ムチン沈着と思われた木
村病　増2-101

松下　明子……動物園勤務者に生じたArthroderma vanb-

reuseghemiiによる体部白癬　657
松下　明正……膵癌を合併した皮下結節性脂肪壊死症

1371
松下　貴史……板状硬結をきたしたnecrobiosis lipoidica

1395
松吉　徳久……紅皮症を呈したノルウェー疥癬　899
三井田　博……扁桃摘出術が有効であった慢性苔癬状粃
糠疹　287

三方　　修……睫毛部のケジラミ（Phthirus pubis）寄生
911

三木　聡子……老人性脂腺増殖症　1119
三木　俊治……健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジ
ア症　1235

美濃　良夫……褥瘡患者の全身管理　増1-49
三橋善比古……第66回日本皮膚科学会東部支部学術大会
から　256，lichen planus-like keratosis 767

光楽　文生……膵癌に合併した皮下結節性脂肪壊死症
1371

三浦健太郎……keratoacanthoma 775
三浦　由宏……Pasteurella感染症　637
宮　　一朗……顔面の皮疹から診断に至った結節性硬化
症　1131

宮林　　徹……たかが床ずれ，されど床ずれ　増1-161
宮地　良樹……褥瘡の理論と予防　増1-31
宮川　眞一……膵癌に伴った皮下結節性脂肪壊死症

1371
宮城　良充……海辺での皮膚トラブルの応急処置　915
宮島　　進……皮下膿瘍を形成したWegener肉芽腫症

1383
宮川　俊一……顔面播種状粟粒性狼瘡　1007
三宅亜矢子……毛ww腫を合併した面皰母斑　1111
宮国　　均……痒疹結節と思われたプロトテコーシス
増2-65

宮本　秀明……アンケート特集・私のテリトリー：さま
ざまな役割分担　1165

宮本　健司……北海道のマダニ刺咬症とライム病　926
宮田　聡子……Langerhans cell histiocytosis 323
宮内　俊次……マツカレハ，ヒロヘリアオイラガによる
皮膚炎　903，カミキリモドキ類による水疱性皮膚炎
913，アンケート特集・私のテリトリー：私はツバ
メ？　1164

宮嵜　　敦……reactive angioendotheliomatosisの組織像
を呈したcalciphylaxis 521，ダーモスコピーを用い
たメラノーマの診断と鑑別　1275

宮崎　和廣……予約（ご指名？）料500円の悲喜こもごも
482

宮里　　稔……乳房外Paget病と思われた陰茎基部の基
底細胞癌　増2-13

宮澤　　仁……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：初期に潮紅がなかった水疱型先天性魚鱗癬様
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紅皮症　464
溝口　秀昭……白血病患者にみられたトリコスポロン症

1239
溝口　昌子……新生児皮下脂肪壊死症　61
水谷　　仁……eosinophilic cellulitis――木村病，好酸球
性肺臓炎を伴った症例　45，透析中の乾癬症例に対
する高濃度ビタミンD3外用療法の経験―経時的に血清
カルシウム濃度を測定し治療しえた症例　549，生検
後急速に消褪したpseudolymphoma 755

望月　　隆……第53回日本皮膚科学会中部支部総会・学
術大会から　130

百瀬　葉子……皮膚サルコイド　1015
門馬　節子……カメとコウモリによる咬症　661
森　　雅亮……小児の膠原病　443
森　　雅史……水戸皮膚科勉強会から　681
森　　　理……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：遺伝子異常に伴う症例と確率の残酷さ
465，足白癬に伴う潰瘍と思われた有棘細胞癌　増2-9

森　　志朋……脂漏性角化症と思われたeccrine poroma
増2-53

森　　俊二……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：私としての“…”でよかったと思う症例　813，ア
ンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬治療に有効か：
ビタミンD3軟膏は乾癬外用の第一選択薬　1272，ア
ンケート特集・“誤診”から得た教訓：メラノーマ誤診
例から学んだこと　増2-147

森　　喜紀……疥癬――居宅での対応　増1-81
森田　明理……第53回日本皮膚科学会中部支部総会・学
術大会から　130，calciphylaxisによる皮膚石灰沈着
症――体幹部に広範な潰瘍を生じた症例　517

森田　健司……アンケート特集・私のテリトリー，院長
室　1166，よくみる子どもの皮膚病――広島皮膚科
医会から　1284

盛山　吉弘……Still病　431，ネコひっかき病（イヌ飼育
例） 633

向井千伽子……皮膚サルコイド　1015
向井　秀樹……『皮膚病診療』の編集　103，オーダー
メイド医療　129，小児の膠原病　443，acquired
reactive perforating collagenosis 509，アンチエージ
ング――皺およびしみの治療　559，重症急性呼吸器
症候群（ S A R S） 7 1 9，生検後に自然消褪した
cutaneous B cell pseudolymphoma 751，
k e r a t o a c a n t h o m a 7 7 5，m u l t i c e n t r i c
reticulohistiocytosis 1135，0.03％プロトピック軟膏
1203

村上　通敏……アンケート特集・“誤診”から得た教訓：
先入観は誤診のもと　増2-146

村川世津子……毛虫皮膚炎と思われた皮膚カンジダ症
増2-61

村木　良一……褥瘡の保存的治療――日常の管理で見逃

しがちなこと　増1-111，疾患のある患者さんへのチ
ームでの関わり　増1-162

村野　啓明……Sweet病を発症したSjögren症候群　37
村澤　章子……後天性色素細胞性母斑：Unna型，Mie-

scher型，Spitz型，Clark型――後天性の病変は本当に
後天性か？　1205

武藤　正彦……金チオリンゴ酸ナトリウムによる湿疹型
薬疹　169，蚊アレルギーとgranular lymphocytes
proliferative disorder合併例　879，救命しえたtoxic
shock-like syndrome 1219，結節性痒疹と思われた
結節型類天疱瘡　増2-89

武藤　美香……パスツレラ感染症　1227，膵癌に合併
した皮下結節性脂肪壊死症　1371

武藤　　潤……脛骨前粘液水腫　1399
撫養　宗信……壊疽性膿皮症　439

N
永井　　寛……塩酸ロキサチジンアセタートによる苔癬
型薬疹　173

永井　　寛……埼玉県皮膚科医会から　1167
永江美香子……扁平苔癬に対するタクロリムス軟膏の有
効性　1342

長野　拓三……往診歴27年　増1 -157，アンケート特
集・“誤診”から得た教訓・糖尿病性浮腫性硬化症と誤
断した胃癌の皮膚転移例　増2-141

長沼弘三郎……質疑応答・Vol.25, No.5治療欄論文を読
んで　1060

長尾　貞紀……仙台・水曜勉強会から　817
長坂　　武……Birt-Hogg-Dubé症候群　1115
長島　正治……質疑応答・Vol.26, Suppl.2落葉状天疱瘡
と紅斑性天疱瘡，臨床像からの鑑別は？　1189

長谷　哲男……第66回日本皮膚科学会東京支部学術大会
から　604

仲　　　弥……埼玉県皮膚科医会から　1167
中川　浩一……甲状腺機能亢進症を伴ったサルコイドー
シス　1391

中島　康爾……播種性血管内凝固症候群，急性腎不全，
間質性肺炎を伴ったツツガムシ病　875

中嶋　　弘……皮膚非結核性抗酸菌症――下腿発症例に
関する文献的検討　1298

名嘉真武国……乳房外Paget病と思われた陰茎基部の基
底細胞癌　増2-13

中村　敦子……アリ咬傷がきっかけとなったMycobacte-
rium avium皮膚感染症　883

中村　知恵……救命しえたtoxic shock-like syndrome
1219

中村　裕之……結節性筋膜炎　53
中村　和哉……acquired reactive perforating collagenosis

509
中村　立一……疥癬――居宅での対応　増1-81
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西尾　晴子……テガフール・ウラシルによるDLE型薬疹
193

西岡　和恵……ライム病　867，アンケート特集・“誤
診”から得た教訓：誤診の要因　増2-142

西岡　　清……アナフィラキシーの原因検索――過去5
年間に当施設において行った症例の検討　139，EBM
（evidence-based medicine） 255，深在性硬化病巣を
認めたgeneralized morphea 1387

西山　茂夫……日臨皮に期待する　9，『皮膚病診療』の
編集　103，皮膚と肌　495，アンケート特集・皮膚
科医の皮膚病：私の皮膚病歴；無治療で経過をみると
…　675，なぜ，声の欄なのか　843，Stevens-
Johnson症候群の変遷　955，ヒメシロチョウ　1023，
ルリタテハ（1） 1143，ルリタテハ（2） 1259，アオ
スジアゲハ　1407，誤診に想う　増2-5

仁田原綾乃……扁桃摘出術が有効であった慢性苔癬状粃
糠疹　287

野口　俊彦……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：長男の成長とともに　461，アンケート特
集・皮膚科医の皮膚病：診させてくれてありがとう
676，multicentric reticulohistiocytosis 1135，アンケ
ート特集・“誤診”から得た教訓・ほら吹き男爵症候群
にふりまわされた日々　増2-143

野平　元備……BCG接種後の皮膚腺病様のリンパ節腫
脹と皮膚穿孔　283

野元　康代……足白癬に伴う潰瘍と思われた有棘細胞癌
増2-9

野村　和夫……播種性血管内凝固症候群，急性腎不全，
間質性肺炎を伴ったツツガムシ病　875

野村　真木……皮膚に限局したLangerhans cell histiocy-
tosis 763

野村　有子……体圧分散（除圧）器具への考察　増1-166
野中　薫雄……皮膚紅痛症様症状を伴った本態性血小板
血症　25

塗木　裕子……スポロトリコーシスと思われた皮膚B細
胞リンパ腫　増2-30

O
落合　廣武……ムコソルバンによる多形紅斑型薬疹

157
落合　豊子……テガフール・ウラシルによるDLE型薬疹

193，紅皮症を呈した毛孔性紅色粃糠疹　291
小田裕次郎……低亜鉛母乳による腸性肢端皮膚炎　303，
皮膚クリプトコックス症　1243

緒方　克己……イトラコナゾール内服が奏効した重症型
マラセチア!瘡　979，皮膚クリプトコックス症
1243

小川　英作……multiple perifollicular fibroma 1123
小川　純己……手足に大型の皮膚潰瘍が多発した小児

SLE 415
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中村　　敬……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：高濃度活性型ビタミンD3軟膏は有効，
ただし反応しすぎる場合も　1267

中村　敏明……健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジ
ア症　1235

中根　理枝……睫毛部のケジラミ（Phthirus pubis）寄生
911

中西　淳朗……一開業医の覚え書　932，Vol.25, No.8
「私の歩んだ道」著者から　1192
中西　孝文……「みずいぼ」は放置してどのくらい治る
のか？　1441

中野　純二……救命しえたtoxic shock-like syndrome
1219

中野　敬一……頸部のcreeping diseaseと思われた毛髪
の皮内潜行　増2-121

中野　政男……アンケート特集・皮膚科医の皮膚病：皮
膚科医の嘆き　673，麻疹，風疹　1320

中田　珠美……マダニ幼虫の多数寄生例　887
中山　文子……低亜鉛母乳による腸性肢端皮膚炎　303，
皮膚クリプトコックス症　1243

中山　秀夫……Eyelid dermatitis――とくに虫との関連
について　854

中山樹一郎……自然消褪を示したATL皮疹　759，第102
回日本皮膚科学会総会から　1074

並川健二郎……扁平苔癬に対するタクロリムス軟膏の有
効性　1342

南光　弘子……本邦における重篤な有害薬物反応（ADR）
と重症薬疹――過去3年間に認定された皮膚障害の概
要および今後の展望　145，糖尿病発見の契機となっ
たclear cell syringoma 1103

奈良　武史……部分的脂肪萎縮症　69
成田　博実……側頭動脈炎　41
成田のり子……トリベノシドによる多形紅斑型薬疹

153
夏秋　　優……毛虫皮膚炎の発症機序　11
根本　　治……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：漢方
による薬疹？　220

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社……レンドル
ミン錠，レンドルミンD錠0.25mg 700

新見やよい……Bazin硬結性紅斑　1359
二宮　文乃……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：漢方
薬と薬疹　218

西原　修美……アンケート特集・“痛かった”症例：人間
としての大きさ，医師に求められるもの　90

西川　武二……手足に大型の皮膚潰瘍が多発した小児
SLE 415

西村　正幸……アンケート特集・“誤診”から得た教訓：
乳児の熱傷――見落とされた受傷の背景　増2-143

西野　　洋……皮下膿瘍を形成したWegener肉芽腫症
1383



小川　知来……顔面の皮疹から診断に至った結節性硬化
症　1131

荻堂　優子……健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジ
ア症　1235

小口　真司……シアナミドによる全身脱毛　201
大原　國章……自然消褪傾向を示したBowen病　771
大原　　学……ウシからの白癬　645
大橋　徳巳……脛骨前粘液水腫　1399
大石　礼子……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：微笑み　455

大松　華子……テガフールによる薬剤性ループスと考え
られた症例　189

大西　善博……トリベノシドによる多形紅斑型薬疹
153，質疑応答：滑膜包炎の治療に困っています　706，
埼玉県皮膚科医会から　1167

大野　友也……色素性乾皮症　327
岡　　博史……顔面播種状粟粒性狼瘡　1007
岡田奈津子……皮下膿瘍を形成したWegener肉芽腫症

1383
岡本　壽男……難治性水疱性類天疱瘡　545
岡野　伸二……よくみる子どもの皮膚病――広島皮膚科
医会から　1284

大川　　司……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：病診連携の重要さを痛感した症例：triple cancer
804

沖山奈緒子……深在性硬化病巣を認めたgeneral ized
morphea 1387

奥　　知三……介護保険が導入されて　増1-151
奥田未加子……金チオリンゴ酸ナトリウムによる湿疹型
薬疹　169

奥山　洋子……カンジダ性毛瘡　983
大前比呂思……皮下腫瘤を呈した肺外糸状虫症　1251
尾本　陽一……生検後急速に消褪したpseudolymphoma

755
小野　雅史……Langerhans cell histiocytosis 323
尾上　康弘……低亜鉛母乳による腸性肢端皮膚炎　303
大畑　恵之……脛骨前粘液水腫　1399
大路　昌孝……往診は皮膚科医自身のためになる　増1-

150
大滝　倫子……イヌ疥癬　625，いろいろな疥癬　増1-

124
大谷裕一郎……難治性水疱性類天疱瘡　545
折原　俊夫……アンケート特集・“誤診”から得た教訓：
誤診およびさまざまなトラブルからの教訓　増2-131

折戸　秀光……板状硬結をきたしたnecrobiosis lipoidica
1395

長田　　厚……超音波手術器による皮膚疾患の治療――
尋常性白斑の研究から始まって　1335

長村　洋三……埼玉県皮膚科医会から　1167，医者の
戯れ言　1315

長村　蔵人……糖尿病に合併したStraphylococcus aureus
による重症軟部組織感染症　1215

大嶋　正人……健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジ
ア症　1235

大城　晶子……アンケート特集・私のテリトリー：ムン
テラ下手なイボトリバアサン　1154

太田　桂子……reactive angioendotheliomatosisの組織像
を呈したcalciphylaxis 521

太田　幸則……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：魚鱗癬様紅皮症？　456

大竹　直人……山梨県皮膚科医会から　1417
音山　和宣……angioimmunoblastic T-cell lymphomaに合
併した好酸球性膿疱性毛包炎　995

大塚　藤男……eccrine hidrocystoma――炭酸ガスレーザ
ー治療例　1107，皮下腫瘤を呈した肺外糸状虫症
1251

大塚　　勤……40年間診断されなかったDarier病　1255
雄山　瑞栄……少菌型Hansen病　1223
小澤　　明……血漿交換療法（膜分離法）が奏効したTEN

525
小澤　宏明……multiple perifollicular fibroma 1123

R
六波羅詩穂……reactive angioendotheliomatosisの組織像
を呈したcalciphylaxis 521

S
佐伯　秀久……テガフールによる薬剤性ループスと考え
られた症例　189

嵯峨　賢次……多発性痛風結節　73
斎田　俊明……reactive angioendotheliomatosisの組織像
を呈したcalciphylaxis 521，血栓性微小血管症を伴
う高血圧性腎クリーゼを発症した全身性強皮症
533，パスツレラ感染症　1227，ダーモスコピーを用
いたメラノーマの診断と鑑別　1275，膵癌に伴った
皮下結節性脂肪壊死症　1371

斉木　　実……若年性黄色肉芽腫の経過観察　747
斉藤　　昭……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：外来は生涯学習　809，アンケート特集・ビタミ
ンD3軟膏は乾癬治療に有効か：疾患特異的外用剤
1264

斉藤恵里子……ステロイドおよび各種治療に抵抗性で
γ-グロブリン大量併用療法が有効であった小児皮膚
筋炎　411

齋藤　信也……仙台・水曜勉強会から　817
斉藤　隆三……初詣　101，『皮膚病診療』の編集　103，
しもやけ　237，学校保健の伝染性疾患について
339，春の日射し　361，原因は何ですか　375，櫻
475，柿若葉　589，アンケート特集・皮膚科医の皮
膚病：慢性蕁麻疹と付き合う　671，風薫る　705，
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汎発性環状肉芽腫　739，皮膚に限局したLangerhans
cell histiocytosis 763，心身医学会のアトピー性皮膚
炎ガイドライン　783，夏の日　837，患者を診る
847，クサギカメムシによる炎症後の色素沈着　907，
トコジラミによる皮膚炎　909，蝉時雨　939，にき
びと化粧品　1031，鈴虫　1055，石灰沈着を伴った
稗粒種　 1 0 9 9，老人性脂腺増殖症　 1 1 1 9，
lymphadenosis benigna cutis 1139，虫　1183，小春
1317，硬さ　1333，sclerosing panniculitis 1375，
年忘れ　1439，皮膚腺病と思われた炎症性粉瘤　増2-
45，帯状疱疹と思われた感染性粉瘤　増2-49，毛虫皮
膚炎と思われた皮膚カンジダ症　増2-61，頭部の脱毛
斑，ムチン沈着と思われた木村病　増2-101，頸部の
creeping diseaseと思われた毛髪の皮内潜行　増2 -
121，

齋藤　寛幸……lichen planus-like keratosis 767
齋藤　史緒……血液透析患者に生じたサルコイドーシス

505
栄枝　重典……Bowen病と思われたsuperficial basal cell

carcinoma 増2-17，スポロトリコーシスと思われた
皮膚B細胞リンパ腫　増2-30

酒井ふき子……褥瘡の保存的治療――日常の管理で見逃
しがちなこと　増1-111

酒井　咲子……膵癌に伴った皮下結節性脂肪壊死症
1371

坂元　征行……水戸皮膚科勉強会から　681
坂本　忠秀……日本紅斑熱　871
坂本　泰子……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：ずっと診てゆく　458

佐久間恵一……ケロイドと思われた萎縮型の隆起性皮膚
線維肉腫　増2-20

真田　弘美……褥瘡のアセスメント　増1-37，褥瘡の予
防と治療に必要な体圧分散寝具の知識　増1-69

三田　哲郎……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：安全
神話に踊らされず，細心の注意で診療を！　215

猿田　隆夫……スナノミ症　895
猿田　祐輔……スナノミ症　895
猿谷佳奈子……皮膚に限局したLangerhans cell histio-

cytosis 763
猿渡　　浩……Microsporum canis感染症の親子例　653
佐々木りか子……小児腹壁遠心性脂肪萎縮症　335
佐々木喜教……カメとコウモリによる咬症　6 6 1，

angioimmunoblastic T-cell lymphomaに合併した好酸球
性膿疱性毛包炎　995

佐々木宗一郎……アンケート特集・“痛かった”症例：
subcutaneous morphea 85

佐々木裕子……褥瘡の保存的治療――日常の管理で見逃
しがちなこと　増1-111

笹倉真理子……石灰沈着を伴った稗粒種　1099，皮膚
腺病と思われた炎症性粉瘤　増2-45

佐瀬くらら……最近の皮膚病診療を読んで　364，心の
問題への対応に思う　943，アンケート特集・私のテ
リトリー：ノンキャリおばちゃんのテリトリーは？
1158，アンケート特集・“誤診”から得た教訓：「誤診」
から学んだこと　増2-136

佐藤　寛子……eccrine hidrocystoma――炭酸ガスレー
ザー治療例　1107

佐藤　　賢……イヌによるlick dermatitis 665
佐藤　　穣……蚊アレルギーとgranular lymphocytes

proliferative disorder合併例　879
佐藤　伸一……ステロイドおよび各種治療に抵抗性で
γ-グロブリン大量併用療法が有効であった小児皮膚
筋炎　411

佐藤　俊樹……ウシからの白癬　645
佐藤　吉昭……色素性乾皮症患者とともに　354
里見　　至……いくつかの雑感　116
沢田　俊道……水戸皮膚科勉強会から　681
沢田　泰之……血漿交換療法が有効であった皮膚筋炎に
合併した急性間質性肺炎　529

澤田　由佳……皮下膿瘍を形成したWegener肉芽腫症
1383

瀬口　　允……軟膏療法の技を磨け　703
清島真理子……少菌型Hansen病　1223
関　　正計……水戸皮膚科勉強会から　681
関　　太輔……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：薬疹

VS食物アレルギー　216，アンケート特集・“誤診”か
ら得た教訓：誤診―護身―御信　増2-139

関　　利仁……水戸皮膚科勉強会から　681
関藤　成文……褥瘡――理学療法　増1-117
関根亜希子……汎発性環状肉芽腫　739，石灰沈着を伴
った稗粒種　1099

瀬戸山　充……低亜鉛母乳による腸性肢端皮膚炎　303，
イトラコナゾール内服が奏効した重症型マラセチア!
瘡　979，皮膚クリプトコックス症　1243，痒疹結節
と思われたプロトテコーシス　増2-65

柴田　真一……毛細血管拡張性肉芽腫と思われた悪性黒
色腫　増2-41

澁谷修一郎……皮下結節性脂肪壊死症　65
鹿田純一郎……血清P-Ⅲ-P値が病勢を反映した好酸球性
筋膜炎　1367

鹿野由紀子……アンケート特集・“痛かった”症例：昨年
の夏に経験した，痛かった皮膚病について――とくに
線状皮膚炎の多発　87

島田　眞路……バファリンによると思われるTEN型薬疹
165

嶋田　聖子……回帰性リウマチ　29
島田　洋子……睫毛部のケジラミ（Phthirus pubis）寄
生　911

嶋村　祐美……顔面に初発した腺病性苔癬―BCG接種
が原因と考えられた9歳男児例　1011
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清水　　宏……結節性筋膜炎　53，扁平苔癬と思われ
た骨髄腫関連アミロイドーシスの爪病変　増2-97

清水　正之……掌蹠角化症のために見逃した足白癬　増
2-70

清水　良輔……アンケート特集・“誤診”から得た教訓：
診断はできるだけ一元的に考えるべきである　増2-
138

清水　聡子……Ⅱb型高脂血症に伴った若年性黄色肉芽腫
311

下田　益弘……小児に生じた結節性多発動脈炎　435
志村　英樹……扁桃摘出術が有効であった慢性苔癬状粃
糠疹　287

篠田　秀夫……扁桃摘出術が有効であった慢性苔癬状粃
糠疹　287

新谷　洋一……色素性蕁麻疹　319
塩原　哲夫……汗管腫と多発性脂腺w腫症のレーザー治
療　1147，ケロイドと思われた萎縮型の隆起性皮膚
線維肉腫　増2-20，Darier病と思われた苔癬型（毛包
型）サルコイドーシス　増2-105，炎症性粉瘤と思われ
た外歯瘻　増2-125

塩谷千賀子……診療支援について　480，予期せぬ出来
事　増1-154

白井　京美……接触皮膚炎と思われた落葉状天疱瘡　増
2-81

白井　利彦……かたちをみること　587
白岩　照男……医療連携を重視して　増1-155
宍戸　悦子……白血病患者にみられたトリコスポロン症

1239
宋　　寅傑……睫毛部のケジラミ（Phthirus pubis）寄生

911
園田　早苗……壊疽性膿皮症　439
S生……質疑応答・Vol.26, Suppl.2落葉状天疱瘡と紅斑性
天疱瘡，臨床像からの鑑別は？　1187

末木　博彦……糖尿病に合併したStraphylococcus aureus
による重症軟部組織感染症　1215

須貝　哲郎……接触皮膚炎の分類と接触アレルゲンのパ
ッチテスト陽性頻度変遷　849

須釜　淳子……褥瘡の予防と治療に必要な体圧分散寝具
の知識　増1-69

杉岡久美子……健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジ
ア症　1235

鈴木　啓之……紅皮症を呈した毛孔性紅色粃糠疹　291，
動物による皮膚病　615

鈴木布衣子……毛ww腫を合併した面皰母斑　1111
鈴木利栄子……確定診断が困難であったコレステロール
塞栓による足趾壊疽　増2-109

鈴木　理華……結節性紅斑から発見されたC r o h n病
1351

鈴木　重興……水戸皮膚科勉強会から　681
鈴木　　琢……石灰沈着を伴った稗粒種　1099，皮膚

腺病と思われた炎症性粉瘤　増2-45
鈴木　洋介……!瘡様の皮疹を混じたDLE 1003，顔
面播種状粟粒性狼瘡　1007

鈴木　裕介……アンケート特集・“痛かった”症例：MM
は忘れたころにやってくる　88

T
立花　隆夫……血管手術後に著しく増悪したコレステロ
ール塞栓症　537，褥瘡の理論と予防　増1-31，確定
診断が困難であったコレステロール塞栓による足趾壊
疽　増2-109

田上　八朗……成人のeosinophilic pustular folliculitisの
症状を呈したinfantile acropustulosis 295

田口詩路麻……皮下腫瘤を呈した肺外糸状虫症　1251
田島麻衣子……脛骨前粘液水腫　1399
多島　新吾……トリベノシドによる多形紅斑型薬疹

153
田尻　明彦……皮膚科と往診　増1-156
高田　香織……ゾニサミドによるStevens-Johnson症候群

161
高木　章好……アンケート特集・“誤診”から得た教訓：
痛痒い発疹　増2-140

高橋　英至……ネコひっかき病（イヌ飼育例） 633
高橋　博之……よくみる子どもの皮膚病――広島皮膚科
医会から　1284

高橋　　久……局所免疫　727
高橋よしえ……マダニ症10例について――宮崎市，甘木
市における症例　922

高旗　博昭……ライム病　867
高畑ゆみ子……金チオリンゴ酸ナトリウムによる湿疹型
薬疹　169，結節性痒疹と思われた結節型類天疱瘡
増2-89

高見　昭良……cytophagic histiocytic panniculitis 49
高森　建二……透析療法の皮膚科的応用　497，動物園
勤務者に生じたArthroderma vanbreuseghemiiによる体
部白癬　657

高根登貴子……超音波手術器による皮膚疾患の治療――
尋常性白斑の研究から始まって　1335

高須　　博……基底細胞上皮腫と思われた被角血管腫
（angiokeratoma） 増2-33，滲出性紅斑と思われた疥
癬　増2-77

高山　修身……山梨県皮膚科医会から　1417
武田　克之……大学生活44年の回顧　468
竹原　和彦……ステロイドおよび各種治療に抵抗性で
γ-グロブリン大量併用療法が有効であった小児皮膚
筋炎　411

竹松　英明……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：ビタミンD3軟膏は安全かつ有効――ス
テロイドから切り替えています　1265

竹村　　司……埼玉県皮膚科医会から　1167
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竹中　　基……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：セン
ノシドおよびイチョウの葉エキスによる薬疹　221

竹尾　直子……難治性水疱性類天疱瘡　545
武下　泰三……ネコ疥癬　621
竹下　弘道……小児皮膚筋炎　407
竹内　善治……メチシリン耐性黄色ぶどう球菌による成
人膿痂疹　971

瀧本　玲子……動物園勤務者に生じたArthroderma vanb-
reuseghemiiによる体部白癬　657

滝内　石夫……カンジダ性毛瘡　983
滝脇　弘嗣……第54回日本皮膚科学会西部支部学術大会
から　376，皮膚毛包虫症　987

田久保　浩……アンケート特集・“痛かった”症例：痛か
った症例　89，皮膚科医星霜45年 835

玉田　康彦……Langerhans cell histiocytosis 323，二
重濾過血漿交換療法が奏効した尋常性天疱瘡の2例
541

玉置　邦彦……テガフールによる薬剤性ループスと考え
られた症例　189，乳児期に発症した汎発性正脂血性
扁平黄色腫　315，血清P-Ⅲ-P値が病勢を反映した好
酸球性筋膜炎　1367

玉置　昭治……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：高濃度活性型ビタミンD3軟膏は有効，
ただし反応しすぎる場合も　1267

玉木　　毅……皮下結節性脂肪壊死症　65
田邉みどり……小児に生じた結節性多発動脈炎　435
田辺　直樹……Langerhans cell histiocytosis 323
棚橋　俊夫……健常人に生じた皮膚リンパ管型ノカルジ
ア症　1235

田中　　信……円形脱毛症にプロスタンディン軟膏を外
用してみりん　838，アンケート特集・私のテリトリ
ー：テリトリーってなんだん――ヤンキースへ行った
松井選手のように　1160

田中　　勝……アンケート特集・皮膚科医の皮膚病：多
発性円形脱毛症　672，皮膚科における遠隔画像診断
――画像によるセコンドオピニオン　1409

田中　盛久……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：薬疹
で思うこと　217

種田　明生……アンケート特集・ビタミンD3軟膏は乾癬
治療に有効か：ビタミンD 3軟膏は乾癬に有効か
1266

種井　良二……高齢者のスキンケア――皮膚科医から
増1-89

谷　　昌寛……アリ咬傷がきっかけとなったMycobacte-
rium avium皮膚感染症　883

谷川　瑛子……手足に大型の皮膚潰瘍が多発した小児
SLE 415，難治性下腿潰瘍と思われたポビドンヨー
ド化学熱傷　増2-113

谷口　裕子……イヌ疥癬　625
田沼　弘之……浸潤性紅斑のみられた全身性クリプトコ

ックス症　1247
田代　博嗣……アンケート特集・私のテリトリー：都議
会議員唯一の専門医として　1159

寺木　祐一……Darier病と思われた苔癬型（毛包型）サル
コイドーシス　増2-105，炎症性粉瘤と思われた外歯
瘻　増2-125

寺前佳洋子……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：当帰
芍薬散による薬疹　214，甲状腺機能亢進症を伴った
サルコイドーシス　1391

寺本　範子……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：悩んでよかった脱毛症　810

寺本　輝代……質疑応答：きれいに染まるパーカーイン
ク？　パート2 240，山梨県皮膚科医会から　1417

寺尾　美香……高脂血症治療薬（スタチン）と帯状疱疹
115

寺嶋　和子……褥瘡――各種潰瘍治療剤の特性―訪問看
護師から　増1-65

鐵田ゆう子……汎発性環状肉芽腫　307
轟　　葉子……発熱と結節性紅斑様皮疹で急性発症した

Behçet病　1355
藤山　幹子……塩酸ロキサチジンアセタートによる苔癬
型薬疹　173

時女　和也……eosinophilic cellulitis――木村病，好酸球
性肺臓炎を伴った症例　45

徳田　安基……パスツレラ感染症　1227
徳永　千春……皮膚サルコイド　1015
戸倉　新樹……第66回日本皮膚科学会東部支部学術大会
から　256，アンケート特集・皮膚科医の皮膚病：4
疾患の思い出　669

徳山　敏恵……乳房外Paget病と思われた陰茎基部の基
底細胞癌　増2-13

トミ坊……新規の皮膚科専門医試験を受験して　114
冨田　昌宏……acquired reactive perforating collagenosis

509，生検後に自然消褪したcutaneous B cell pseudo-
lymphoma 751

富田　　靖……質疑応答：マイケルジャクソンの皮膚色
変化　591，毛細血管拡張性肉芽腫と思われた悪性黒
色腫　増2-41

冨高　晶子……抗トポイソメラーゼⅠ抗体陽性小児限局
性強皮症　403

富山　勝博……扁桃摘出術が有効であった慢性苔癬状粃
糠疹　287

酉抜和喜夫……成人のeosinophilic pustular folliculitisの
症状を呈したinfantile acropustulosis 295

利谷　昭治……私の定年まで　230
坪井　廣美……acquired reactive perforating collagenosis

509，結節性紅斑から発見されたCrohn病　1351
津田　眞五……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：知識過剰，知恵不足　460

津田　毅彦……扁平苔癬に対するタクロリムス軟膏の有
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効性　1342
辻　　卓夫……色素性蕁麻疹　319，高齢者皮膚の特徴
増1-24

辻　由紀子……扁平苔癬と思われた骨髄腫関連アミロイ
ドーシスの爪病変　増2-97

辻岡　　馨……タランピシリンによるacute generalized
exanthematous pustulosis 185

塚本　克彦……超音波手術器による皮膚疾患の治療――
尋常性白斑の研究から始まって　1335，山梨県皮膚
科医会から　1417

津守伸一郎……日本紅斑熱　871
恒石　靜男……納得診療　1053
角田　孝彦……CRPについて　241，カメとコウモリに
よる咬症　661，angioimmunoblastic T-cell lymphoma
に合併した好酸球性膿疱性毛包炎　995，一過性に種
痘様水疱症皮疹がみられた症例　999

土屋喜久夫……Ⅱb型高脂血症に伴った若年性黄色肉芽
腫　311

土屋　知子……発熱と結節性紅斑様皮疹で急性発症した
Behçet病　1355

筒井　清広……cytophagic histiocytic panniculitis 49，
板状硬結をきたしたnecrobiosis lipoidica 1395

U
内林　義知……異型白癬に白癬菌性毛瘡を併発した症例

975
内平　孝雄……糖尿病患者に合併した蜂窩織炎・敗血症

1211
植田　代三……色素性乾皮症　327
上田絵里子……自己免疫性水疱症と思われた単純疱疹
増2-57

上田　正登……幼児の頬部に発症したlupus erythema-
tosus profundus 419

植村　　功……lymphadenosis benigna cutis 1139
上野　賢一……質疑応答・リント布の裏表はどっち？

1058
宇賀神つかさ……アナフィラキシーの原因検索――過去

5年間に当施設において行った症例の検討　139，深
在性硬化病巣を認めたgeneralized morphea 1387

宇原　　久……血栓性微小血管症を伴う高血圧性腎クリ
ーゼを発症した全身性強皮症　533

梅林　芳弘……皮下腫瘤を呈した肺外糸状虫症　1251
梅澤　慶紀……血漿交換療法（膜分離法）が奏効したTEN

525，Bowen病と思われた superficial basal cell
carcinoma 増2-17，スポロトリコーシスと思われた
皮膚B細胞リンパ腫　増2-30

浦田　喜子……色素性蕁麻疹　319
漆畑　　修……質疑応答：マイケルジャクソンの皮膚色
変化　591，汎発性環状肉芽腫　739，トコジラミに
よる皮膚炎　909，石灰沈着を伴った稗粒種　1099，

帯状疱疹と思われた感染性粉瘤　増2-49
宇佐美まゆみ……高齢の患者との接し方――主に，言葉
遣いを中心に　増1-13

臼田　俊和……小児のSjögren症候群　427
宇津木龍一……アンチエージング――皺およびしみの治
療　559

W
若林　知江……血漿交換療法が有効であった皮膚筋炎に
合併した急性間質性肺炎　529

若松　勝雄……山梨県皮膚科医会から　1417
分山　英子……強皮症と思われたHutchison-Gilford症候
群　増2-93

脇田　加恵……女性診療外来について　115，浸潤性紅
斑のみられた全身性クリプトコックス症　1247

湧川　基史……汎発性環状肉芽腫　307
鷲尾　久予……紅皮症を呈した毛孔性紅色粃糠疹　291
渡部　光子……成人のeosinophilic pustular folliculitisの
症状を呈したinfantile acropustulosis 295

渡邊　　憲……アナフィラキシーの原因検索――過去5
年間に当施設において行った症例の検討　139，深在
性硬化病巣を認めたgeneralized morphea 1387

渡辺　　玲……糖尿病発見の契機となった clear cell
syringoma 1103

Y
八木　伸江……動物園勤務者に生じたArthroderma vanb-

reuseghemiiによる体部白癬　657
八木　葉子……血漿交換療法（膜分離法）が奏効したTEN

525，Bowen病と思われた superficial basal cell
carcinoma 増2-17

矢島　千穂……血液透析治療中に発症した穿孔性環状肉
芽腫　501，ネコノミ刺症　641，生検を契機に自然
消褪をみた帯状扁平苔癬　735

山田　雅啓……質疑応答：マイケルジャクソンの皮膚色
変化　591

山田　　悟……よくみる子どもの皮膚病――広島皮膚科
医会から　1284

山田　利恵……皮膚非結核性抗酸菌症――下腿発症例に
関する文献的検討　1298

山口　淳子……Birt-Hogg-Dubé症候群　1115
山口　全一……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：漢方
薬と薬疹について　223，第66回日本皮膚科学会東京
支部学術大会から　604

山路　和彦……されど手湿疹　4 8 2，ツツガムシ病
1231

山本　明史……悪性黒色腫――自然消褪例の臨床および
組織　721

山本　綾子……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：経表皮的排泄によって自然治癒したと思われる皮
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膚石灰沈着症　816
山本　　泉……アンケート特集・漢方薬の薬疹？：漢方
薬の薬疹に関するダブルショック，副作用を防ぐには
成分に対する知識が必要　225，皮膚科医による在宅
医療・往診の意義　増1-6

山本　一哉……アンケート特集・印象に残った症例――
乳児編：“なぜないの” 466

山本　瑞枝……血管手術後に著しく増悪したコレステロ
ール塞栓症　537

山本菜穂子……w腫面皰性結節性皮膚弾力線維症　1127
山本　志織……プロピルチオウラシルによるANCA関連
血管炎　197

山本　俊幸……深在性硬化病巣を認めたgeneral ized
morphea 1387

山根　謙一……血清P-Ⅲ-P値が病勢を反映した好酸球性
筋膜炎　1367

山西　貴仁……drug combinationによる固定薬疹　205
山崎　直也……悪性黒色腫――自然消褪例の臨床および
組織　721

山崎　雙次……40年間診断されなかったDarier病　1255
山崎　隆治……ツツガムシ病　1231
山崎　泰広……褥瘡の予防に必要な車椅子の知識　増1-

76
山崎　自子……膵癌に伴った皮下結節性脂肪壊死症

1371
柳澤　宏実……水戸皮膚科勉強会から　681，往診とデ
ジタルライフ　増1-164

柳澤　一明……アンケート特集・…でよかったと思う症
例：治療のあれこれ　815，私の在宅診療　増1-163

柳井　秀雄……蚊アレルギーとgranular lymphocytes
proliferative disorder合併例　879

梁瀬　恵子……アンケート特集・“誤診”から得た教訓：
誤診から得た教訓　増2-148

矢野　貴彦……よくみる子どもの皮膚病――広島皮膚科

医会から　1284，疥癬――病院，施設での対応　増1-
85

矢野　　武……Paul Langerhansの生涯――評価に100年
を要した天才　1304

安居千賀子……Ⅱb型高脂血症に伴った若年性黄色肉芽腫
311

安松　知子……メチシリン耐性黄色ぶどう球菌による成
人膿痂疹　971

安本美奈子……Bazin硬結性紅斑　1359
安元慎一郎……自己免疫性水疱症と思われた単純疱疹
増2-57

横山　知明……抗ss-DNA抗体価が高値を示した小児
generalized morphea 399

横関　博雄……深在性硬化病巣を認めたgeneral ized
morphea 1387

米田　　豊……マダニ症10例について――宮崎市，甘木
市における症例　922

米元　康蔵……アンケート特集・“誤診”から得た教訓・
誤診について思うこと　増2-149

寄藤　和彦……BCG接種後の皮膚腺病様のリンパ節腫脹
と皮膚穿孔　283

吉田　正美……乳児の顔の湿疹とスキンケアについて
707

吉江　治彦……山梨県皮膚科医会から　1417
吉川　邦彦……プロピルチオウラシルによるANCA関連
血管炎　197

吉永健太郎……白血病患者にみられたトリコスポロン症
1239

Z
財満　信次……往診は音の出る自転車に乗って　増1 -

153，アンケート特集・“誤診”から得た教訓：たかが
水虫，されど水虫　増2-135

周　　　圓……好酸球性筋膜炎　57
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acne fulminans …………………………………………991
――，ジアミノジフェニルスルホン ………………991
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閉塞性動脈硬化症 ………………………………………537
ヘモクロン ………………………………………………153
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皮膚限局 …………………………………………………763
皮膚非結核性抗酸菌症…………………………883，1298
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皮膚線維肉腫，隆起性………………………………増2-20
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皮脂量 ……………………………………………………573
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骨突出…………………………………………………増1-69
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イヌ糸状虫 ……………………………………………1251
胃瘻 …………………………………………………増1-143
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雀卵斑 ……………………………………………………327
自己免疫性水疱症 …………………………………増1-135
――，単純疱疹……………………………………増2-57
尋常性白斑 ……………………………………………1335
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――，汎発―― ………………………………307，739
汗管腫 …………………………………………………1147
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血管線維腫 ……………………………………………1131
血管手術後に著しく増悪したコレステロール塞栓症 537
血球貪食症候群 …………………………………………49
コウモリ，咬症 …………………………………………661

― 28 ―



毛虫皮膚炎…………………………………………11，903
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症 ………………………………………………………533

結節型悪性黒色腫……………………………………増2-37
結節型疥癬 …………………………………………増1-124
結節型類天疱瘡，結節性痒疹………………………増2-89
結節性痒疹，結節型類天疱瘡………………………増2-89
結節性筋膜炎 ……………………………………………53
結節性紅斑 ………………………………………………37
――，Crohn病………………………………………1351
――様皮疹，Behcet病 ……………………………1355
結節性硬化症 …………………………………………1131
結節性多発動脈炎，小児 ………………………………435
血小板減少 ………………………………………………533
血漿交換 …………………………………………………529
血漿交換療法（膜分離法）が奏効したTEN ……………525
――が有効であった皮膚筋炎に合併した急性間質性肺
炎 ………………………………………………………529

血液浄化 …………………………………………………497
血液透析 …………………………………………………549
血液透析患者 ……………………………………………505
――に生じたサルコイドーシス ……………………505
血液透析治療中に発症した穿孔性環状肉芽腫 ………501
木村病 …………………………………………45，増2-101
金チオリンゴ酸ナトリウム ……………………………169
――による湿疹型薬疹 ………………………………169
筋皮弁 ………………………………………………増1-119
筋膜炎，結節性 …………………………………………53
――，好酸球性 ………………………………………57
寄生虫 …………………………………………………1251
基底細胞癌，表在型…………………………………増2-17
――，乳房外Paget病 ……………………………増2-13
基底細胞上皮腫，被角血管腫………………………増2-33
コレステロール塞栓症 …………………………………537
子ども，皮膚病 ………………………………………1284
固定薬疹 …………………………………………………205
――，drug combination ……………………………205
骨髄異形成症候群 ……………………………………1363
骨髄移植 …………………………………………………957
骨髄腫関連アミロイドーシス，扁平苔癬…………増2-97
高Ca血症…………………………………………………549
抗DNA抗体………………………………………………193
光毒性接触皮膚炎 ………………………………………849

抗Dsg抗体 ………………………………………………541
抗ss-DNA抗体……………………………………………399
――価が高値を示した小児generaliced morphea …399
膠原病，小児 ……………………………………………443
抗凝固療法 …………………………………415，増2-109
紅斑性天疱瘡，日光角化症…………………………増2-85
――，脊麻後 …………………………………………21
紅皮症 ……………………………………………………291
――，ノルウェー疥癬 ………………………………899
紅皮症を呈した毛孔性紅色粃糠疹 ……………………291
甲状腺機能亢進症，サルコイドーシス ……………1391
抗けいれん剤 ……………………………………………161
抗血小板療法 ……………………………………………415
硬結，板状 ……………………………………………1395
口腔ケア ……………………………………………増1-111
口腔内アフタ …………………………………………1351
高齢者皮膚……………………………………………増1-24
――，疥癬…………………………………………増2-73
――，スキンケア，皮膚科医……………………増1-89
――，スキンケア，看護師………………………増1-95
高齢社会，皮膚科医 ………………………………増1-149
好酸球 ……………………………………………………45
好酸球性肺臓炎 …………………………………………45
好酸球性筋膜炎 …………………………57，1367，1387
好酸球性膿疱性毛包炎，angioimmunoblastic T-cell

lymphoma ……………………………………………995
好酸球増多 ………………………………………………537
抗Scl-70抗体 ……………………………………………423
――を認めた新生児エリテマトーデス ……………423
抗セントロメア抗体 ……………………………………415
咬症，カメ，コウモリ …………………………………661
抗SS-A/抗SS-B抗体 ……………………………………427
後天性色素細胞性母斑 ………………………………1205
抗トポイソメラーゼⅠ抗体 ……………………………403
――陽性小児限局性強皮症 …………………………403
クラゲ ……………………………………………………915
クリプトコックス ……………………………………1247
クリプトコックス症，皮膚 …………………………1243
――，全身性，浸潤紅斑 …………………………1247
クロタミトン ……………………………………………987
車椅子 ………………………………………………増1-166
――，褥瘡…………………………………………増1-76
クサギカメムシ …………………………………………907
局所皮弁 ……………………………………………増1-119
局所環境因子，褥瘡…………………………………増1-60
局所免疫 …………………………………………………727
強皮症，汎発性限局性 ………………………………1387
――，皮下型限局性 ………………………………1387
――，小児 ……………………………………………394
――様皮膚…………………………………………増2-93
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――，全身性，血栓性微小血管症，高血圧性腎クリー
ゼ ………………………………………………………533
――腎クリーゼ ………………………………………533
急性ポルフィリン症 ……………………………………271
丘疹型汎発性環状肉芽腫 ………………………………307
急性腎不全 ………………………………………………875
急速減感作療法 …………………………………………863

L
lactoferrin ………………………………………………727
Langerhans cell histiocytosis……………………323，763
レーザー ……………………………………………増1-117
leukocytoclastic vasculitis ………………………………197
lichen planus-like keratosis ……………………………767
lichen scrofulosorumu…………………………………1011
lick dermatitis……………………………………………665
――，イヌ ……………………………………………665

lipoatrophy…………………………………………………69
lipodystrophy………………………………………………69
lupus erythematosus profundus，幼児，頬部 ………419
ライム病 …………………………………………867，922
――，マダニ刺咬症 …………………………………926

lymphadenosis benigna cutis …………………………1139
lymphadenosis benigna cutis（LABC）…………………751

M
マダニ ……………………………………………………871
――症 …………………………………………………922
――刺咬症，ライム病 ………………………………926
――幼虫，多数寄生 …………………………………887
慢性色素性紫斑型薬疹 …………………………………181
――，ムコソルバン …………………………………181
慢性苔癬状粃糠疹 ………………………………………287
――，扁桃摘出術 ……………………………………287
慢性腎不全 ………………………………………………521
マラセチア毛包炎 ………………………………………979
マラセチア!瘡 …………………………………………979
marginal zone B cell lymphoma ………………………755
末梢血幹細胞移植 ………………………………………299
――後に生じたGVHD ………………………………299
メチシリン耐性黄色ぶどう球菌による成人膿痂疹 …971
マツカレハ ………………………………………………903
M.avium皮膚感染症 …………………………………1298
MDS（myelodysplastic syndrome）……………………1363
メキシチール ……………………………………………177
メラノーマ，自然消褪 …………………………………779
免疫エスケープ現象 ……………………………………779
面皰 ……………………………………………………1127
面皰母斑 ………………………………………………1111
――，毛w腫 ………………………………………1111

メンタルケア …………………………………………1025
メラノーマ ……………………………………………1275
メチシリン耐性黄色ぶどう球菌 ………………………971
microangiopathy…………………………………………509
Microsporum canis感染症 ………………………………649
――の親子例 …………………………………………653
水戸皮膚科勉強会 ………………………………………681
毛髪皮内潜行，creeping disease …………………増2-121
毛包 …………………………………………………増2-105
毛包虫 ……………………………………………………987
毛包周囲 ………………………………………………1123
毛孔一致性小丘疹 ……………………………………1003
毛孔性角化症 ……………………………………………331
毛孔性紅色粃糠疹 ………………………………………291
毛w腫 …………………………………………………1111
――を合併した面皰母斑 …………………………1111
毛細血管拡張性肉芽腫，悪性黒色腫………………増2-41
ムチン沈着，木村病 ………………………………増2-101
ムコソルバンによる慢性色素性紫斑型薬疹 …………181
――による多形紅斑型薬疹 …………………………157

multicentric reticulohistiocytosis ……………………1135
multiple perifollicular fibroma…………………………1123
虫，eyelid dermatitis……………………………………854
無色素性悪性黒色腫…………………………………増2-41
Mycobacterium bovis……………………………………1011
Mycobacterium tuberculosis ……………………………1011
Mycobacterium avium……………………………………883

N
内生胞子………………………………………………増2-65
軟部組織感染症，重症，Staphylococcus aureus，糖尿病

1215
難治性皮膚潰瘍，ポビドンヨード化学熱傷 ……増2-113
ナンキンムシ ……………………………………………909
necrobiosis lipoidica……………………………………1395
ネフローゼ症候群 ……………………………………1247
ネコひっかき病 …………………………………629，633
ネコひっかき病（イヌ飼育例）…………………………633
ネコ疥癬 …………………………………………………621
ネコノミ …………………………………………………641
ネコノミ刺症 ……………………………………………641
neutrophilic dermatosis…………………………………439
IIb型高脂血症……………………………………………311
――に伴った若年性黄色肉芽腫 ……………………311
日本紅斑熱 ………………………………………871，922
日本臨床皮膚科医学会 ………………………………増1-6
二重膜濾過血漿交換療法（DFPP）が奏効した尋常性天疱
瘡 ………………………………………………………541

にきび様皮疹，統計，薬剤 …………………………1042
にきび，化粧品 ………………………………………1031
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日光曝露 ………………………………………………1139
日光過敏 …………………………………………………327
日光角化症，紅斑性天疱瘡…………………………増2-85
肉芽腫，類上皮細胞性 ………………………………1359
肉芽腫性血管炎 ………………………………………1383
ニゾラール®ローション2％ …………………………1176
Nocardia Brasiliennie …………………………………1235
ノカルジア症，皮膚リンパ管 ………………………1235
ノルウェー疥癬 ……………………………………増1-124
――，紅皮症 …………………………………………899
w腫 ……………………………………………………1127
w腫面皰性結節性皮膚弾力線維症 …………………1127
農薬，皮膚障害 ………………………………………1091
乳房外Paget病，基底細胞癌 ………………………増2-13
乳児強皮症，Hutchinson-Gilford症候群 …………増2-93
入浴……………………………………………………増1-95
――，疥癬…………………………………………増1-81
乳児，印象に残った症例 ………………………………455
乳児期，汎発性正脂血症性扁平黄色腫 ………………315

O
obsessive-compulsive desorder…………………………665
オコゼ ……………………………………………………915
太藤病 ……………………………………………………295
往診 ………………増1-6，増1-150，増1-152，増1-153，

増1-154，増1-156，増1-157，増1-160，増1-162
――，デジタルライフ …………………………増1-164
黄色肉芽腫，若年性 ……………………………………747

P
palisading granuloma …………………………………1395
paraneoplastic syndrome………………………………1135
パラフィノーマ ………………………………………1403
Pasteurella multosida …………………………………1227
Pasteurella感染症 ………………………………………637
パスツレラ感染症 ……………………………………1227
パッチテスト……………………………………849，1091
Paul Langerhansの生涯 ………………………………1304
PCR診断法 ………………………………………………657
PEG …………………………………………………増1-143
perifollicular fibroma …………………………1115，1123
ペット ……………………………………………………615
phthirus pubis……………………………………………911
ピチロスポルム毛包炎 …………………………………979
ポビドンヨード化学熱傷，難治性下腿潰瘍 ……増2-113
polyarteritis nodosa cutanea …………………………1379
プレーリードッグ ………………………………………661
――，咬症 ……………………………………………661

Propionibacterium acnes（P.acnes） ……………………963
プロトテカ……………………………………………増2-65

プロトテコーシス，痒疹結節………………………増2-65
pseudolymphoma…………………………………751，755
psychogenic purpura，蜂窩織炎 …………………増2-117
プロピルチオウラシル（PTU）によるANCA関連血管炎
…………………………………………………………197

PUVA bath療法 …………………………………………403

R
落葉状天疱瘡，接触皮膚炎…………………………増2-81
reactive angioendotheliomatosisの組織像を呈した

calciphylaxis …………………………………………521
レーザー治療，汗管腫，多発性脂腺w腫症 ………1147
Rickettsia japonica ………………………………………871
リハビリテーション…………………………………増1-20
リンパ節腫脹 ……………………………283，629，633
――，皮膚穿孔，BCG接種後，皮膚腺病様………283
老人性皮膚掻痒症 …………………………………増1-140
瘻孔 …………………………………………………増1-143
老人性脂腺増殖症 ……………………………………1119
類上皮細胞性肉芽腫 …………………………………1359
類天疱瘡型疥癬 ……………………………………増1-124
隆起性皮膚線維肉腫………………………増2-20，増2-24

S
再発性多軟骨炎 …………………………………………33
埼玉県皮膚科医会から ………………………………1167
索状硬結，パラフィノーマ …………………………1403
サル，咬症 ………………………………………………661
サルコイドーシス ………………………………505，963
――，甲状腺機能亢進症 …………………………1391
――，苔癬型 ……………………………………増2-105
――，血液透析患者 …………………………………505

screlosing panniculitis…………………………………1375
セコンドオピニオン，画像 …………………………1409
生検後自然治癒 …………………………………………735
脊麻後紅斑 ………………………………………………21
石灰沈着 …………………………………………407，521
――，稗粒腫 ………………………………………1099
腺病性苔癬 ……………………………………………1011
仙台・水曜勉強会 ………………………………………817
線維腫 …………………………………………………1123
線状苔癬 …………………………………………………735
穿孔性皮膚症 ……………………………………………501
穿孔性環状肉芽腫 ………………………………………501
――，血液透析 ………………………………………501
先天性ポルフィリン ……………………………………271
穿通枝皮弁 …………………………………………増1-119
接触アレルゲン …………………………………………849
接触皮膚炎………………………………………849，1091
――，ポビドンヨード …………………………増2-113
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――，落葉状天疱瘡………………………………増2-81
脂肪織炎 ………………………………………………1375
刺激性接触皮膚炎 ………………………………………849
紫斑 …………………………………………………増2-117
色素沈着 …………………………………………………907
深部静脈血栓症 ……………………………………増2-109
浸潤細胞 …………………………………………………721
真菌症 ………………………………………………増1-130
心身医学会，アトピー性皮膚炎ガイドライン ………783
新生児エリテマトーデス ………………………………743
滲出性紅斑，疥癬……………………………………増2-77
脂漏性角化症，eccrine poroma ……………………増2-53
――，結節型悪性黒色腫…………………………増2-37
湿潤環境，褥瘡……………………………増1-57，増1-60
自然消褪 775，721，739，747，751，755，763，767
――，帯状扁平苔癬 …………………………………735
――，Bowen病 ………………………………………771
――，ATL皮疹 ………………………………………759
――，メラノーマ ……………………………………779
ショック ………………………………………………1215
少菌型Hansen病 ………………………………………1223
睫毛，ケジラミ …………………………………………911
小児エリテマトーデス …………………………………419
小児generalized morphea，抗ss-DNA抗体価高値……399
小児限局性強皮症 ………………………………………403
――，抗トポイソメラーゼ｡抗体陽性 ……………403
小児皮膚筋炎 ……………………………………407，411
小児腹壁遠心性脂肪萎縮症 ……………………………335
小児に生じた結節性多発動脈炎 ………………………435
小児の膠原病 ……………………………………………443
小児のSjögren症候群……………………………………427
小児SLE，大型潰瘍 ……………………………………415
掌蹠角化症，足白癬…………………………………増2-70
手術療法 ………………………………………………1243
出血性丘疹 ………………………………………………323
シュルツェマダニ ………………………………………926
酒0 ……………………………………………………1019
酒0性!瘡 ……………………………………………1019
種痘様水疱症 ……………………………………879，999
集簇性!瘡 ………………………………………………991
腫瘍随伴性皮膚症候群 ……………………………増1-103
シアナマイド ……………………………………………201
シアナミドによる全身脱毛 ……………………………201
脂肪壊死症，皮下結節性 ………………………………65
脂肪萎縮 …………………………………………………335
脂肪萎縮症，遠心性，小児腹壁 ………………………335
市中感染 …………………………………………………971
色素細胞性母斑，後天性 ……………………………1205
色素性皮膚病変 ………………………………………1275
――，乾皮症 …………………………………………327

――，蕁麻疹 …………………………………………319
シクロスポリン …………………………………………545
Still病 ……………………………………………………431
しみ ………………………………………………………559
心因性 ……………………………………………………139
浸潤性紅斑のみられた全身性クリプトコックス症 1247
真菌症 ……………………………………………………983
新生児エリテマトーデス（NLE），抗Scl-70抗体 ……423
――皮下脂肪壊死症 …………………………………61
――・未熟児 …………………………………………266
――皮膚科学 …………………………………………266
――の皮膚 ……………………………………………266
深在性エリテマトーデス…………………………69，419
シオゾール ………………………………………………169
脂腺増殖症，老人性 …………………………………1119
湿疹型薬疹，金チオリンゴ酸ナトリウム ……………169
肢端紅痛症 ………………………………………………25
皺 …………………………………………………………559
Sjögern症候群 ……………………………………………37
――，小児 ……………………………………………427
スキンケア …………………………………………増1-143
――，高齢者………………………………………増1-89

SLE，小児，大型潰瘍 …………………………………415
側頭動脈炎 ………………………………………………41
総合的機能評価（CGA）………………………………増1-20
º破行動 ………………………………………………1025
爪下疥癬………………………………………………増2-73
爪甲変形………………………………………………増2-97
早老症…………………………………………………増2-93
創傷治癒法……………………………………………増1-57
q痒 ………………………………………………………505
スポロトリコーシス，皮膚B型細胞リンパ腫 ……増2-30
Staphylococcus aureus …………………………………1215
Stevens-Johnson症候群…………………………………161
――，ゾニサミド ……………………………………161
ストーマ ……………………………………………増1-143
ストレス ……………………………………………増2-117
水分量…………………………………………………増1-60
膵炎 ………………………………………………………65
膵外分泌酵素 …………………………………………1371
膵癌，皮下結節性脂肪壊死症 ………………………1371
水疱 ………………………………………………………987
水疱性皮膚炎，カミキリモドキ類 ……………………913
水疱性類天疱瘡 …………………………………………641
――，難治性 …………………………………………545
水疱症，自己免疫性 ………………………………増1-135
――，在宅診療 …………………………………増1-135
スキンケア，皮膚病変，透析患者 ……………………573
スナノミ症 ………………………………………………895
superficial basal cell carcinoma，Bowen病 ………増2-17
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頭部浅在性白癬 …………………………………………649
統計，にきび様皮疹，薬剤 …………………………1042
特養・老健，疥癬……………………………………増1-85
糖尿病 ……1391，増1-103，509，1211，1215，1103
糖尿病患者に合併した蜂窩織炎・敗血症 …………1211
糖尿病に合併したStaphylococcus aureusによる重症軟部組
織感染症 ……………………………………………1215

糖尿病発見の契機となったclear cell syringoma……1103
透析 ………………………………497，521，554，1099
透析アミロイドーシス …………………………………513
透析中の乾癬症例に対する高濃度ビタミンD3外用療法の
経験 ……………………………………………………549

透析患者の皮膚病変とスキンケア ……………………573
透析療法の皮膚科的応用 ………………………………497
透析時における薬の投与法 ……………………………554
toxic shock-like syndrome ……………………………1215
trichodiscoma …………………………………………1115
Trichophyton vurrucosum ………………………………645
ツベルクリン反応……………………………………増2-45
痛風 ………………………………………………………73
痛風結節 …………………………………………………73
――，多発性―― ……………………………………73
ツマグロカミキリモドキ ………………………………913
爪白癬，疥癬…………………………………………増2-73
爪疥癬 ………………………………………………増1-124
tumor thickness …………………………………………721
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