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dermal duct tumor／清水　理会，衛藤　　光 ……1123
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扇谷　芳光，宗近　宏次 …………………………1143
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私の半生記／齋藤　文雄 ……………………………1342
一家言
運・鈍・根／中西　淳朗 ……………………………1348
診察室の四季
秋の日／斉藤　隆三 …………………………………1350
声
質疑応答・パルス内服で副作用軽減？／食物アレルギー
の対応，皮膚科医も「うちで治す」気概を ………1352
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11月号：指の皮膚病
editorial
心地よい遊び／向井　秀樹 …………………………1367
総説
Gottron徴候／新井　　達 ……………………………1369
臨床例
Mycobacterium marinumによる皮膚非定型抗酸菌症
猿田　隆夫，猿田　祐輔，岡田由香里 …………1375

HIV陽性の第Ⅱ期顕性梅毒
鈴木　理華，坪井　廣美，勝岡　憲生 …………1379

BL型Hansen病／宮岡　由規，滝脇　弘嗣，荒瀬　誠治，
山本　忠利，長尾　栄治 …………………………1383

パスツレラ皮膚感染症
井上　利之，佐野　明彦，荒瀬　誠治 …………1387

Kaposi肉腫／山中　新也，小田真喜子，清島真理子，
小杉　浩史，尾崎　泰子，佐多徹太郎 …………1391
リウマチ性丘疹／新井　春枝，新井　　達 ………1395
Rendu-Osler-Weber病／西藤　由美，中村えり子，
竹中　秀也，岸本　三郎 …………………………1399

Buerger病
新山　史朗，向井　秀樹，葛西　邦博 …………1403
クリオフィブリノーゲン血症／竹本　啓伸，梅木　　薫，
片桐　雅樹，湯川　昌広 …………………………1407
多彩な症状を伴った掌蹠膿疱症
一宮　弘子，波多野　豊，藤原　作平 …………1411
硬化性粘液水腫／湯上　　徹，長谷川　稔，稲沖　　真，
佐藤　伸一，竹原　和彦 …………………………1415
軽症型Ehlers-Danlos症候群
三原　　典，石井　文人，安元慎一郎，橋本　　隆，
籏持　　淳，宇谷　厚志，新海　　浤 …………1419

Osler結節／梶本　敦子，寺前　浩之，中西　健史，
中川　浩一，石井　正光 …………………………1423
蝶の博物詩
リュウキュウアサギマダラ／西山　茂夫 …………1427
office dermatology
スキンケア――洗顔・入浴について〔座談会〕
山本 泉，角田 孝彦，下条 直樹，栗原 誠一 …1429
山口皮膚アレルギーネットワーク　例会から
山本俊比古，西岡　和恵，小笠原万里枝，安野　秀敏，
小笠原弓恵，瀬口　得二，高旗　博昭，冨永　和行，
廣田　　徹，原　　曜子 …………………………1440

皮膚科医学史
南蛮紅毛流膏薬の諸々―3 春林軒の膏薬
中西　淳朗 …………………………………………1450
私の歩んだ道
患者とともに／中嶋　　弘 …………………………1454
一家言
老医の手帳／中野　　拓 ……………………………1459

診察室の四季
小春／斉藤　隆三 ……………………………………1461
声
「皮膚の日」によせて／市販のE入り局麻剤を使わないで
出血を減らす方法／もう一度読みたい“恩書”…1464

12月号：指の腫瘍性疾患
editorial
患者と医師／斉藤　隆三 ……………………………1477
展望
全身性強皮症の基礎治療―その適応と実際
佐藤　伸一 …………………………………………1478

臨床例
Bowen病／溝口　協子，福田　英嗣，斉藤　隆三 …1485
有棘細胞癌／藤本　篤嗣，田中　京子，山上　　淳，
小菅　治彦，杉浦　　丹 …………………………1489

甲状腺癌皮膚転移／山中　真絢，盛山　吉弘，
福山國太郎，横関　博雄 …………………………1493

無色素性悪性黒色腫
鈴木　教之，藤田　直昭，山田　元人 …………1497

Woringer-Kolopp病／出月　健夫，五十嵐敦之 ……1501
外傷性表皮w腫―手指に生じた症例
石川　武子，鹿田　祐子，鈴木　　拓，大西　誉光，
渡辺　晋一，大門　建夫 …………………………1505

指趾粘液w腫とガングリオン――ミノサイクリン注入療
法の経験／三重野英樹，大西　善博，矢島　麻弓，
多島　新吾 …………………………………………1509

giant cell tumor of tendon sheath
猿谷佳奈子，福田　英嗣，斉藤　隆三 …………1513
後天性被角線維腫／宮倉　　崇，大澤　徳哉，
石原　政彦，三原　基之 …………………………1517

若年性黄色肉芽腫／中村　裕之 ……………………1521
皮下に生じたsclerotic fibroma／村尾　聡美 ………1525
multicentric reticulohistiocytosis
朝比奈昭彦，神人　正寿，玉置　邦彦 …………1529

low-grade myxofibrosarcoma
河野美乃里，堺　　則康，川名　誠司 …………1533
痛風結節／鹿島　眞人，柳川　忠二，矢島　健司，
菱山　美絵 …………………………………………1537

神経鞘腫／植木　ゆり，島田　英彦，金蔵　拓郎，
神崎　　保 …………………………………………1541

蝶の博物詩
コノハチョウ／西山　茂夫 …………………………1543
office dermatology
関節リウマチとそのリハビリテーション
斉藤　栄造，小川　武彦，小倉　剛久 …………1545

アンケート特集・私のIT度／阿南　貞雄，市川　弘城，
上村　仁夫，幸田　　衞，津田　眞五，鶴　圭一郎，
松井　　潔，西川　律子，松岡　芳隆，宮崎　和廣，
原　　尚道，山田　晴義，山本　　泉 …………1552
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アンケート
皮膚科医のIT使用状況――アンケートにみる皮膚科診療
のIT化
神奈川県皮膚科医会IT委員会　浅井　俊弥 ……1567
皮膚科医学史
南蛮紅毛流膏薬の諸々―4 塩見流膏方便覧をめぐって
中西　淳朗 …………………………………………1574

私の歩んだ道
思い出／北郷　　修 …………………………………1578
一家言
betterの持続的実践／鈴木　　守……………………1583
診察室の四季
晦日そば／斉藤　隆三 ………………………………1585
声
二分脊椎症と腰仙部先天異常／「衛生環境」について／洗
いすぎ・肛囲皮膚炎 ………………………………1588

増刊号：紅斑のみられる皮膚疾患カラーアトラス
巻頭言
紅斑 erythema／西山　茂夫……………………………増1
執筆者一覧
…………………………………………………………増5

1．扁平な紅斑
固定薬疹 …………………………………………………増8
SLE（蝶形紅斑）…………………………………………増10
紅斑性天疱瘡（蝶形紅斑） ……………………………増12
落葉状天疱瘡（蝶形紅斑） ……………………………増13
丹毒 ……………………………………………………増14
皮膚筋炎 ………………………………………………増17
伝染性紅斑 ……………………………………………増20
褥瘡（Ⅰ度） ……………………………………………増23
2．滲出性紅斑
凍瘡 ……………………………………………………増24
DIHS ……………………………………………………増26
多形滲出性紅斑 ………………………………………増28
水疱の出てきたEEM …………………………………増30
MPO-ANCA陽性の滲出性紅斑 ………………………増31
単純ヘルペス …………………………………………増32
マイコプラズマ ………………………………………増33
薬疹 ……………………………………………………増34
TEN（Lyell） ……………………………………………増35
Stevens-Johnson症候群 ………………………………増36
SLE………………………………………………………増38
サイトメガロウイルス ………………………………増39
Sweet病 …………………………………………………増40
REM症候群 ……………………………………………増41
川崎病 …………………………………………………増42
3．環状紅斑
erythema gyratum repens ……………………………増43
Sjögren症候群 …………………………………………増44

亜急性皮膚エリテマトーデス ………………………増48
新生児エリテマトーデス ……………………………増50
erythema annulare centrifugum Darier ………………増53
薬疹 ……………………………………………………増54
erythema papulatum centrifugum ……………………増56
環状扁平苔癬 …………………………………………増58
悪性腫瘍 ………………………………………………増60
再発性環状紅斑様乾癬 ………………………………増64
環状肉芽腫 ……………………………………………増66
necrolytic migratory erythema ………………………増69
環状紅斑 ………………………………………………増70
Hansen病（少菌型，境界型）…………………………増71
虫刺症 …………………………………………………増72
ライム病（erythema chronicum migrans）……………増73
Sweet病 …………………………………………………増74
白癬 ……………………………………………………増75
4．蕁麻疹様紅斑
SLE………………………………………………………増76
成人Still病 ………………………………………………増78
薬疹 ……………………………………………………増80
Stevens-Johnson症候群 ………………………………増82
蕁麻疹様血管炎 ………………………………………増83
関節リウマチ …………………………………………増84
回帰性リウマチ ………………………………………増85
リウマチ熱 ……………………………………………増86
マイコプラズマ ………………………………………増87
上気道感染 ……………………………………………増88
サイトメガロウイルス ………………………………増90
HIV………………………………………………………増91
B型肝炎に伴う紅斑……………………………………増92
5．その他の紅斑
erythema chronicum migrans…………………………増93
色素異常性固定紅斑 …………………………………増94
持久性隆起性紅斑 ……………………………………増96
遠心性丘疹性紅斑 ……………………………………増98
新生児中毒性紅斑 ……………………………………増100
角層下膿疱症 …………………………………………増102
慢性円板状エリテマトーデス ………………………増104
点状紅斑（樋口）………………………………………増106
点状紅斑 ………………………………………………増108
乳児寄生菌性紅斑 ……………………………………増109
手掌紅斑 ………………………………………………増110
リンパ浮腫に伴う紅斑 ………………………………増113
疱疹状天疱瘡 …………………………………………増114
炎症性白癬 ……………………………………………増115
6．ときに紅斑
inflammatory vitiligo …………………………………増116
伝染性膿痂疹 …………………………………………増118
脂漏性皮膚炎 …………………………………………増120
結節性紅斑 ……………………………………………増122
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接触皮膚炎 ……………………………………………増126
水疱性類天疱瘡 ………………………………………増129
扁平苔癬 ………………………………………………増132

好酸球性膿疱性毛包炎 ………………………………増135
出血性紅斑としての血管炎 …………………………増138
アナフィラクトイド紫斑 ……………………………増139
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A
安倍　将隆……再発性環状紅斑様乾癬　増64
阿部　安子……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（第2
報） 490
足立　厚子……金属アレルギーと皮膚疾患　159，湿疹
患者における食物性接触抗原に対する即時型アレルギ
ー検索の重要性と抗原蛋白の特徴について　809，グ
ルタルアルデヒドによる職業性アレルギー性接触皮膚
炎　833

足立　孝司……内科医の両手指に生じた放射線照射後有
棘細胞癌と放射線角化症の多発例　747
安積　輝夫……acne inversa 187
相場　節也……neutrophilic eccrine hidradenitis像を伴っ
たSweet病　39，infantile myofibromatosis（solitary
type） 455

相原　道子……第67回日本皮膚科学会東京支部学術大会
から［対談］ 672
赤井　　昭……新潟三木会から［座談会］ 634
赤松　浩彦……色汗症　345
赤坂江美子……扁平苔癬　増132
赤坂　俊英……スポロトリコーシス　703
安岐　敏行……内科医の両手指に生じた放射線照射後有
棘細胞癌と放射線角化症の多発例　747
秋山　真志………環状扁平苔癬 増58，水疱性類天疱瘡
増129
秋山　正基……MRI所見よりliposarcomaが疑われた

spindle cell lipoma 1143，足底の海綿状血管腫
1151
穐山雄一郎……黒癬―dermoscopeで経過を追った症
例　293

天谷　雅行……仁丹による銀皮症　313，コンピュータ
キーボードによる角化症　682
天野　彰人……前頸部に生じた軟骨母斑　445
天野　正宏……accessory scrotum 1167
甘利　　淳……骨髄性プロトポルフィリン症　1257
阿南　貞雄……アンケート特集・私のIT度・パソコンは
壊れるもの　1552
安齋　眞一……第67回日本皮膚科学会東部支部総会・学
術大会から［対談］ 148，アンケート特集・皮膚疾患

の記載について・皮疹の記載：その理想と現実　617
青木奈津子……麩製造業者に生じた職業性接触皮膚炎

845
青山　浩明……アンケート特集・耳に痛かった一言・耳
に痛い患者さんからの苦情　225

新井　春枝……局面性類乾癬　595，缶コーヒーと滋養
強壮剤の中止にて速やかに症状改善をみた扁平苔癬型
発疹　1011，リウマチ性丘疹　1395，Hansen病（少
菌型，境界型） 増71，HIV 増91

荒井　佳恵……骨髄性プロトポルフィリン症の姉弟例
1261

新井　　達……βカロチンによる柑皮症　1015，骨髄
性プロトポルフィリン症　1257，Gottron徴候　1369，
リウマチ性丘疹　1395

新井　真悟……骨外性軟骨腫　467
荒木　麻里……成人Still病　増78
荒瀬　誠治……pacemaker dermatitis 167，BL型

Hansen病　1383，パスツレラ皮膚感染症　1387
有田　　賢……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・記載皮膚科学はもう古い？　616

朝比奈昭彦……multicentric reticulohistiocytosis 1529
浅井とし子……局面性類乾癬　595
浅井　俊弥……高齢者施設職員の疥癬　711，皮膚科医
のIT使用状況――アンケートにみる皮膚科診療のIT化
1567

朝井　靖彦……自己免疫性肝炎を伴うSLE 1301
朝倉　昭雄……原発性皮膚骨腫　459
朝岡　昭子……原発性皮膚紅痛症　309
麻生　和雄……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・皮膚疾患の記載　615

B
馬場　俊一……ライム病（erythema chronicum migrans）
増73

漠テリア……アンケート特集・耳に痛かった一言・「先
生，もっと勉強してくださいよ！」 235

C
千釜　理佳……neutrophilic eccrine hidradenitis像を伴っ
たSweet病　39

人　　名　　索　　引
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陳　　貴史……新しいアイデア――携帯顕微鏡を利用し
た直接検鏡検査　790
知野　剛直……増殖性天疱瘡　567
千代丸康治……角層下膿疱症　増102

D
大門　建夫……外傷性表皮w腫―手指に生じた症例

1505
出来尾　哲……coccygeal pad 207
土居　敦子……ツツガムシ病　1297
土井　久和……蕁麻疹様紅斑で発症した急性B型肝炎

1277
土井　　聖……アンケート特集・私の産業医的活動・産
業医資格，取っておいても損はない？　892
土居　良雄……地区医師会は何をしているところ［座談
会］ 355

E
海老原香子……systemic sclerosisに伴ったnodular

scleroderma 179
江川　清文……色素性疣贅―黒いぼを追って（Ⅱ）

286，疣贅治療としてのグルタルアルデヒド塗布の是
非について　1217
江藤　宏光……環状肉芽腫　増66
衛藤　 光……juvenile temporal arteritis with eosinophilia

175，dermal duct tumor 1123，SLE 増77

F
藤井　俊樹……弾力線維性仮性黄色腫　325
藤井由美子……pacemaker dermatitis 167
藤本　篤嗣……コンピュータキーボードによる角化症

682，露光部の毛細血管拡張　1253，有棘細胞癌
1489
藤本　和久……梅干によるアナフィラキシー　987，ワ
インとブドウによるアナフィラキシー　991
藤本　圭一……塩酸ビペリデンによる職業性接触皮膚炎

817
藤本　美穂……汎発型多発性グロムス腫瘍　1159
藤本美津夫……悪性リンパ腫を合併したparaneoplastic

pemphigus 47
藤本　　亘……塩酸セフォチアム（パンスポリン）による
接触蕁麻疹症候群　869
藤村　響男……日本をとり巻くHansen病の現状［座談
会］ 477
藤岡　　彰……アンケート特集・心に残る症例・心に残
る患者さん――M先生の思い出　367

藤沢薬品工業株式会社……プロトピック®軟膏0.03％小児
用　926
藤澤　章弘……手掌紅斑　増110
藤澤　明彦……外傷性Vibrio vulnificus感染症　1289

藤沢　伸次……静岡県皮膚科医会から［座談会］ 897
藤田　靖幸……水疱性類天疱瘡　増129
藤田　直昭……無色素性悪性黒色腫　1497
藤原　　昇……兵庫県皮膚科医会から［座談会］ 1047
藤原　作平……多彩な症状を伴った掌蹠膿疱症　1411
福田　英嗣……側胸部に生じたPinkus型eccrine poroma

1111，Bowen病　1485，giant cell tumor of tendon
sheath 1513，多形滲出性紅斑　増29，erythema
gyratum repens 増43，亜急性皮膚エリテマトーデス
増49，白癬　増75，結節性紅斑　増125
福田　美和……水疱の出てきたEEM 増30，薬疹 増34
福田　知雄……皮膚筋炎　増19
福田　恭子……急性汎発性発疹性膿疱症　43
福井　米正……肝障害を伴った第Ⅱ期顕症梅毒　1293
福本　大輔……pacemaker dermatitis 167
福山國太郎……angioleiomyoma（血管平滑筋腫） 451，
甲状腺癌皮膚転移　1493，伝染性紅斑　増21，Sweet
病　増40
福山　　柳……豊中市医師会皮膚科医会から［座談会］

96
船井　龍彦……高齢者施設アンケートにみる「皮膚科医
に求められていること」 917
古畑由美子……エポキシ樹脂硬化剤（alkylamine）による
接触皮膚炎　821

G
後藤　隆子……tufted angioma―血管芽細胞腫（中川）
との異同について　199
具嶋　敏文……広範な硬結を形成した転移性皮膚腫瘍

471

H
波部　幸司……尖塔状に突出した前額部の皮膚混合腫瘍

421
袴田　　新……ダイエット食品と化粧品により増悪をき
たしたと考えられるアトピー性皮膚炎および丘疹紅皮
症　979
濱田　尚宏……水疱性類天疱瘡　増130
濱田　稔夫……皮膚科学を生涯の友として　930
濱松奈々子……丹毒　増14
濱本　嘉昭……慢性痒疹　1273
濱崎洋一郎……Sneddon症候群――Sjögren症候群合併例

75，生体肝移植後の幼児に生じたGianotti-Crosti症候群
1285，Sjögren症候群　増44，慢性円板状エリテマト
ーデス　増105，出血性紅斑としての血管炎　増138
花田　勝美……壊死性遊走性紅斑の合併をみた膿疱性乾
癬　547
繁益　弘志……左上眼瞼に生じたnodular hidradenoma

1115
原　　肇秀……Stevens-Johnson症候群　増82
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原　　曜子……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か
ら　1440
原　　尚道……アンケート特集・私のIT度・幸せの電話
予約システム　1563
原田　佳代……広範な硬結を形成した転移性皮膚腫瘍

471
原田昭一郎……高齢者に生じた爪下外骨腫　443
原田　　晋……グルタルアルデヒドによる職業性アレル
ギー性接触皮膚炎　833
原田　敬之……質疑応答・Vol.26, No.1「炎症性白癬」を
読んで　518，左上眼瞼に生じたnodular hidradenoma
1115
原藤　　玲……striaelike epidermal distension 221，続
発性ヘモクロマトーシス　349，大型so-called mixed
tumor of the skin 1127
長谷川晃三……黒色真菌症　301
長谷川　稔……自己免疫性肝炎を伴うSLE 1301，硬化
性粘液水腫　1415
橋本　　隆……linear IgA bullous dermatosis of childfood
（lamina lucida type） 59，トレビスによる接触蕁麻疹
841，軽症型Ehlers-Danlos症候群　1419，SLE（蝶形
紅斑） 増10，紅斑性天疱瘡（蝶形紅斑） 増12，皮膚
筋炎　増17，Sjögren症候群　増45，亜急性皮膚エリ
テマトーデス　増48，新生児エリテマトーデス　増
51，環状肉芽腫　増67，疱疹状天疱瘡　増114
橋本　公二……lupus erythematosus tumidus 63
橋本　　学……subacute cutaneous lupus erythematosus

587
橋詰　直孝……健康食品の功罪　954
秦　　まき……黒色真菌症　301
畑　　康樹……striaelike epidermal distension 221，続
発性ヘモクロマトーシス　349，コンピュータキーボ
ードによる角化症　682，大型so-called mixed tumor
of the skin 1127
籏持　　淳……軽症型Ehlers-Danlos症候群　1419
波多野　豊……多彩な症状を伴った掌蹠膿疱症　1411
服部　　瑛……迷惑メールとその周辺　134，入浴再考

265，読書と皮膚科　392，低刺激洗浄剤へのアンケ
ート調査　494，薬剤相互作用について　657，混合
診療について　791，スキンケア―洗顔，入浴につい
て［座談会］ 907，入浴習慣について　940，また私
の「声の欄」 1080，群馬実地皮膚科医会から［座談
会］ 1184，抗ウイルス剤内服と外用　1216，アンケ
ート特集・心に残る症例――検査しておけばよかった
症例・遺された言葉　1322，「衛生環境」について
1589
早川　　順……伝染性紅斑　増20，サイトメガロウイ
ルス　増90
早川　和人……結節性紅斑　増124，アナフィラクトイ
ド紫斑　増139

早川　律子……occupational protein contact dermatitis
837

速水　　誠……私，こう診察してきました　511
林　　　忍……coccygeal pad 207
東　　直行……ゼムクリップを用いたコメド圧出法

515，環状扁平苔癬　563
東竹　逸子……implantation dermatosis 79
樋口　雅子……伝染性膿痂疹　増118
樋口　光弘……Netherton症候群　575
日野　治子……pemphigoid nodularis 51，アンケート
特集・私の産業医的活動・職業性接触皮膚炎だけでな
い皮膚科産業医活動　894，blue rubber bleb nevus
syndrome 1155，ツツガムシ病　1297，マイコプラ
ズマ　増33，サイトメガロウイルス　増39，リウマ
チ熱　増86

平松　正浩……white sponge nevus 333，アンケート
特集・私の産業医的活動・一人前の産業医に　895

平野　眞也……アンケート特集・心に残る症例・アトピ
ー性白内障　374

平岡　邦彦……疱疹状膿痂疹　571
平田　靖彦……高知皮膚科医会例会から　766
廣門未知子……弾力線維性仮性黄色腫に合併した蛇行性
穿孔性弾力線維症　579

廣根　孝衞……アンケート特集・心に残る症例・忘れて
いたこと　375

廣瀬　康昭……高知皮膚科医会例会から　766
廣田　　徹……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か
ら　1440

比留間政太郎……爪白癬に対する経口抗真菌薬内服療法
における注意点［鼎談］ 1025

菱山　美絵……痛風結節　1537
檜澤　孝之……乗馬教室講師に発症した大腿内側のリン
パ管閉塞　723

帆足　俊彦……コンパートメント症候群　195
法貴　　憲……兵庫県皮膚科医会から［座談会］ 1047
本田　元子……infantile myofibromatosis（solitary type）

455
本田　　栄……coccygeal pad 207
本田　　聡……露光部の毛細血管拡張　1253
本多　芳英……エポキシ樹脂硬化剤（alkylamine）による
接触皮膚炎　821，骨髄性プロトポルフィリン症の姉
弟例　1261

北郷　　修……思い出　1578
堀　　　真……アンケート特集・心に残る症例――検査
しておけばよかった症例・看護師は知っていた/偶然
の末血検査でとんでもない発見　1322

堀川　達弥……湿疹患者における食物性接触抗原に対す
る即時型アレルギー検索の重要性と抗原蛋白の特徴に
ついて　809

堀見　忠司……pacemaker dermatitis 167
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堀尾　　武……フッ化水素酸による化学熱傷　735
細谷　律子……アンケート特集・私の洗顔・入浴指導
皮膚をいたわる気持ちを忘れずに　1181

I
市原　麻子……疣贅治療としてのグルタルアルデヒド塗
布の是非について　1217
市橋　直樹……上気道感染　増88
市川　弘城……アンケート特集・私のIT度・いま私のIT
機器はパソコンのみです　1553
市來　善郎……点状紅斑（樋口） 増107
一宮　弘子……多彩な症状を伴った掌蹠膿疱症　1411
出射　敏宏……色素異常性固定紅斑　増94
出月　健夫……Woringer-Kolopp病　1501
五十嵐俊弥……群馬実地皮膚科医会から［座談会］

1184
五十嵐敦之……Woringer-Kolopp病　1501
井川　　健……薬疹　増81，手掌紅斑　増111
飯島　正文……高齢者に生じた爪下外骨腫　443，MRI
所見よりliposarcomaが疑われたspindle cell lipoma
1143，左示指に生じたsolitary neurofibroma 1147，
足底の海綿状血管腫　1151
飯島みわ子……骨外性骨肉腫　463
飯塚万利子……接触皮膚炎　増126
池田美智子……胃穿孔による急性腹症をみたrheumatoid

vasculitis 71
池田　志斈……multicentric Castleman’s disease 214
池永　五月……壊死性遊走性紅斑の合併をみた膿疱性乾
癬　547
生駒　晃彦……erythema chronicum migrans 増93
生駒　憲広……結節性紅斑　増122
今井　龍介……高齢者施設アンケートにみる「皮膚科医
に求められていること」 917
今井　康友……尖塔状に突出した前額部の皮膚混合腫瘍

421
今村　貞夫……わが四つの人生を振り返って　1206
稲福　寿史……疱疹状膿痂疹　571
稲沖　　真……塩酸セフォチアム（パンスポリン）による
接触蕁麻疹症候群　869，自己免疫性肝炎を伴うSLE
1301，硬化性粘液水腫　1415
稲岡　峰幸……好酸球性膿疱性毛包炎　増137
井上　光世……トレビスによる接触蕁麻疹　841
井上小保理……色素性痒疹よりペットボトル症候群を見
出した症例　1007
井上　勝平……三月四日に偲う　658，患者と先人と仲
間との出会い　780，目から鱗　1216，もう一度読み
たい“恩書” 1466，二分脊椎症と腰仙部先天異常
1588
井上　利之……高知皮膚科医会例会から　766，パスツ
レラ皮膚感染症　1387

井上　雄二……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・皮膚疾患の記載について― 臨床写真の残し方
619，外傷性Vibrio vulnificus感染症　1289
五百井寛明……骨髄性プロトポルフィリン症の姉弟例

1261
井坂　　公……アンケート特集・耳に痛かった一言・心
で聴く　226

伊崎　誠一……日本をとり巻くHansen病の現状［座談
会］ 477
為政　大幾……フッ化水素酸による化学熱傷　735
石井　敏直……群馬実地皮膚科医会から［座談会］

1184
石田　　卓……ある皮膚科医と患者との会話　1082
石黒　葉子……骨外性骨肉腫　463
石黒　直子……Vol.26, No.2「striaelike epidermal disten-

sion」を読んで　654
石原　幸子……下腿に生じたMerkel細胞癌　1119，大
型so-called mixed tumor of the skin 1127
石原　政彦……後天性被角線維腫　1517
石井　文人……軽症型Ehlers-Danlos症候群　1419，脂
漏性皮膚炎　増120
石井　正光……Osler結節　1423
石地　尚興……機械油を誘因として発症したと考えられ
た多発性Bowen病　751
石氏　陽三……機械油を誘因として発症したと考えられ
た多発性Bowen病　751
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（第2
報） 490，クロレラによる中毒疹　960
石川　謹也……老人性角化症に始まって　112
石川　武子……外傷性表皮w腫―手指に生じた症例

1505
石河　　晃……仁丹による銀皮症　313
石崎　純子……左上眼瞼に生じたnodular hidradenoma

1115
石澤　俊幸……汗疱様類天疱瘡　55
磯田　憲一……ダイエット食品と化粧品により増悪をき
たしたと考えられるアトピー性皮膚炎および丘疹紅皮
症　979
磯貝理恵子……粘液型脂肪肉腫　1135
磯貝　善蔵……化学物質の関与が考えられた好酸球性筋
膜炎　719
伊藤　　篤……アンケート特集・私の産業医的活動・産
業医もどき　881
伊藤　光政……EBMなんてくそ食らえ―医者は断じ
て科学者ではない！　385
伊藤　正俊……自動車整備オイルによる職業性接触皮膚
炎　853，ウコン茶による紅皮症　999
伊藤　義彦……山形皮膚科勉強会のあゆみ［座談会］

1327
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伊藤　裕子……C型肝炎に伴うクリオグロブリン血症
1269
岩村　経子……white sponge nevus 333
岩田　賢治……Job症候群――アトピー性皮膚炎との鑑
別を要した症例　183
岩月　啓氏……いわゆる「シックハウス症候群」―皮膚症
状からみた層別化　20
伊豆　邦夫……スピルリナ製品によるDIHS 995
和泉　智子……Sjögren症候群　増46

J
ヤンセン ファーマ株式会社……経口抗真菌剤イトリゾ
ール®カプセル50――爪白癬治療に対するパルス療法
776
神保　孝一……骨化型悪性黒色腫　435
神人　正寿……multicentric reticulohistiocytosis 1529

K
門野　岳史……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・皮膚疾患の記載能力の向上を目指して　622

加賀谷真起子……骨化型悪性黒色腫　435
梶本　敦子……Osler結節　1423
掛水　夏恵……緑色腫　329
鎌田　麻子……骨化型悪性黒色腫　435
亀井和可奈……増殖性天疱瘡　567，新生児エリテマト
ーデス　増52
上出　良一……chronic actinic dermatitis 31，機械油を
誘因として発症したと考えられた多発性Bowen病
751
上村　仁夫……アンケート特集・私のIT度・思えば遠く
に来たものだ　1554
神谷　秀喜……薬疹　増80
金井信一郎……骨外性骨肉腫　463
金井　康真……抗菌デスクマットによる接触皮膚炎

861
金丸　哲山……アンケート特集・耳に痛かった一言・意
外とナイーヴな私　227
金沢　佑星……重篤な肝障害を合併した成人水痘

1281
蒲原　　毅……Netherton症候群　575
神戸　直智……慢性円板状エリテマトーデス　増104
兼古　理恵……骨化型悪性黒色腫　435
金子　　聡……white sponge nevus 333
金子　高英……壊死性遊走性紅斑の合併をみた膿疱性乾
癬　547

金蔵　拓郎……神経鞘腫　1541
兼松　隆之……生体肝移植後の幼児に生じたGianotti-

Crosti症候群　1285
菅野　　重……diffuse neonatal hemangiomatosis――高
ガラクトース血症を伴う症例　1309

菅野与志子……pemphigoid nodularis 51
狩野　葉子……eruption of lymphocyte recovery 211
狩野　俊幸……悪性リンパ腫を合併したparaneoplastic

pemphigus 47
関東　裕美……自動車整備オイルによる職業性接触皮膚
炎　853，洗浄剤スプレイによる職業性接触皮膚炎
857

神y 寛子……アンケート特集・心に残る症例――検査
しておけばよかった症例・心に残る症例―検査してお
けばよかった症例　1315

神崎　　保……神経鞘腫　1541
葛西　邦博……Buerger病　1403
笠井　達也……black dot ringworm 297，アンケート特
集・心に残る症例・一目みて診断はついたが…　368

鹿島　眞人……痛風結節　1537
片桐　雅樹……クリオフィブリノーゲン血症　1407
片岡　葉子……乗馬教室講師に発症した大腿内側のリン
パ管閉塞　723

片山　一朗……Sneddon症候群――Sjögren症候群合併例
75，Job症候群――アトピー性皮膚炎との鑑別を要し
た症例　183，黒癬――dermoscopeで経過を追った症
例　293，生体肝移植後の幼児に生じたGianotti-Crosti
症候群　1285，関節リウマチ　増84，遠心性丘疹性
紅斑　増98，角層下膿疱症　増103，手掌紅斑　増
112，脂漏性皮膚炎　増121

加藤　敦子……麩製造業者に生じた職業性接触皮膚炎
845

加藤　礼章……肝障害を伴った第Ⅱ期顕症梅毒　1293
加藤　一郎……青色ゴムまり様母斑症候群　341
加藤　吉策……新潟三木会から［座談会］ 634
加藤　真弓……新生児中毒性紅斑　増100
加藤　直子……札幌・ダルマ会例会から　239
加藤　則人……linear IgA bullous dermatosis of childfood
（lamina lucida type） 59
加藤　卓朗……質疑応答・みずむしの治療について

1077
加藤弥寿子……色汗症　345
加藤　佳美……occupational protein contact dermatitis

837
加藤　雪彦……systemic sclerosisに伴ったnodular

scleroderma 179
甲木　和子……外傷性Vibrio vulnificus感染症　1289
勝見　秀也……新潟三木会から［座談会］ 634
勝岡　憲生……粘表皮癌（mucoepidermoid carcinoma）

431，歯科材料中のユージノールによる多形滲出性紅
斑型接触皮膚炎　825，ウコンによる皮膚障害　1003，
骨髄性プロトポルフィリン症　1257，HIV陽性の第Ⅱ
期顕性梅毒　1379

勝浦　純子……石灰硫黄合剤による化学熱傷　731
川田　　暁……皮膚の色を測る［座談会］ 605，粘液型
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脂肪肉腫　1135
川口　博史……色素血管母斑症　337，linear poroke-

ratosis 555，Netherton症候群　575，aggressive
angiomyxoma 1139
川口とし子……弾力線維性仮性黄色腫に合併した蛇行性
穿孔性弾力線維症　579
河原　由恵……nevus lipomatosus cutaneus superficialis

1131，回帰性リウマチ　増85
河合　敬一……アンケート特集・私の産業医的活動・日
本産業皮膚衛生協会　885

河合江理子……質疑応答・Vol.25, No.9「にきびと化粧品」
鼎談を読んで　133
川上　聡経……骨化型悪性黒色腫　435
川上　民裕……blistering distal ductylitis 171，毛孔性
紅色粃糠疹　551
川村　　愛……急性汎発性発疹性膿疱症　43
川名　誠司……前頸部に生じた軟骨母斑　445，fibrillar

IgA typeのDuhring疱疹状皮膚炎　559，環状扁平苔癬
563，梅干によるアナフィラキシー　987，ワインと
ブドウによるアナフィラキシー　991，low-grade
myxofibrosarcoma 1533
辛島　正志……環状肉芽腫　増67
河島　尚志……骨髄性プロトポルフィリン症の姉弟例

1261
菊池かな子……コンパートメント症候群　195，第67回
日本皮膚科学会東京支部学術大会から［対談］ 672

菊池　一郎……Vol.26, No.2「 striaelike epidermal
distension」を読んで　653，ただ1回の曝露でBowen病
1081
木本　雅之……下腿に生じたMerkel細胞癌　1119
木村　鉄宣……札幌・ダルマ会例会から　239
木村　佳史……結節性黄色腫　321
木下　敬介……アンケート特集・心に残る症例・心に残
る3症例　370
木下三和子……アンケート特集・心に残る症例――検査
しておけばよかった症例・わたしの失敗　1316
桐生　美麿……trichoadenoma 423
貴志　和生……大型so-called mixed tumor of the skin

1127
貴志　知生……電撃傷　739
岸本　三郎……linear IgA bullous dermatosis of childfood
（lamina lucida type） 59，Rendu-Osler-Weber病
1399
北場　　俊……汎発型多発性グロムス腫瘍　1159
北島　康雄……成人Still病　増78
北村　浩之……フッ化水素酸による化学熱傷　735
北村　公一……豊中市医師会皮膚科医会から［座談会］

96，アンケート特集・心に残る症例・これはわたく
しのシンボルです　369
喜多野征夫……皮膚科医は皮疹の八卦見になれ　785

鬼頭由紀子……シンナムアルデヒドによる中毒疹　695
清金　公裕……trichoblastoma 427
高　　理佳……結節性黄色腫　321，側頭部に生じた腫
瘤型石灰化上皮腫　419
小林　明博……時流に逆らう―放射線N線の教訓　117
小林　衣子……札幌・ダルマ会例会から　239
小林　美咲……日本臨床皮膚科医学会20周年を迎えて

516，アンケート特集・皮膚疾患の記載について・記
載に総てがあらわれる　623，「皮膚の日」によせて
1464
小林誠一郎……コンピュータキーボードによる角化症

682
古林　利治……乗馬教室講師に発症した大腿内側のリン
パ管閉塞　723

幸田　　衞……アンケート特集・私のIT度・私のIT度は
0.5以下　1555
古賀　文二……trichoadenoma 423
小島　実緒……linear porokeratosis 555，aggressive

angiomyxoma 1139
古結　英樹……皮膚および皮下結節を形成したムーコル
症　707
駒井　礼子……linear IgA bullous dermatosis of childfood
（lamina lucida type） 59
昆　　宰市……大学生活39年を顧みて　380
近藤　慈夫……inflammatory vitiligo 543，聴診器皮膚
炎―山形大学附属病院の看護師に対するアンケート
調査　865
紺野　隆之……汗疱様類天疱瘡　55
幸野　　健……Vol.26, No3伊藤光政先生「EBMなんてく
そ食らえ－医者は断じて科学者ではない！」を読ん
で－EBMはくそを食らわされるべきか？　658，質疑
応答・「皮膚科学における暗黙知の問題」（本誌Vol.26,
No.4）の梅林先生へ　1079
河野美乃里……low-grade myxofibrosarcoma 1533
木花　　光……爪白癬に対する経口抗真菌薬内服療法に
おける注意点［鼎談］ 1025，下腿に生じたMerkel細
胞癌　1119
是枝　　哲……drug-induced hypersensitivity syndrome
（DIHS） 35，褥瘡（Ⅰ度） 増23
小菅　治彦……有棘細胞癌　1489
小杉　浩史……Kaposi肉腫　1391
小山　哲史……nevus lipomatosus cutaneus superficialis

1131
古谷野さとみ……疱疹状天疱瘡　599
小塚　雄民……次亜塩素酸ソーダによる刺激性接触皮膚
炎　717
久保容二郎……アトピ－性皮膚炎の自家療法（紫雲膏，
プロポリス等）で生じた接触皮膚炎　983，1984～
2003年の20年間に当院を受診したシイタケ皮膚炎症例
の統計的検討　1060
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窪田　泰夫……石灰硫黄合剤による化学熱傷　731
久保田由美子……trichoadenoma 423，脱感作療法を
行ったタバコ皮膚炎　829
熊野　高行……クロレラによる中毒疹　960
倉繁田鶴子……群馬実地皮膚科医会から［座談会］

1184
栗原　誠一……皮膚科の病名について［座談会］ 121，
前医へのオピニオン　147，質疑応答・Trichophyton
tonsransによる白癬――特徴と対応策　263，スタン
スをとってアドレスして…　671，高齢者施設職員の
疥癬　711，風俗嬢の口唇に生じた硬性下疳　715，
EBMへの行き違い　792，高齢者施設アンケートにみ
る「皮膚科医に求められていること」 917，Vol.26,
No.6浅井氏のSR分類をたたき台にして　941，皮膚科
在宅医療に思う――2004 1229，第20回日本臨床皮
膚科医学会総会・臨床学術大会から［座談会］ 1241，
スキンケア――洗顔・入浴について［座談会］ 1429，
洗い過ぎ・肛囲皮膚炎　1589
栗原　貴子……エポキシ樹脂硬化剤（alkylamine）による
接触皮膚炎　821
栗村　理恵……続発性ヘモクロマトーシス　349
黒澤誠一郎……アンケート特集・心に残る症例――検査
しておけばよかった症例・即，脳裡に浮ぶ，検査をし
ておけばよかった症例　1317
黒瀬浩一郎……扁平苔癬　増133
楠原　正洋……結節性紅斑　増123
楠　　　舞……歯科材料中のユージノールによる多形滲
出性紅斑型接触皮膚炎　825，新生児エリテマトーデ
ス　増50
桑名隆一郎……infantile perianal pyramidal protrusion

219
野　嘉弘……コンパートメント症候群　195

M
町田裕美子……蕁麻疹様紅斑で発症した急性B型肝炎

1277
前田　一郎……兵庫県皮膚科医会から［座談会］ 1047
前島　英樹……necrolytic migratory erythema 増69
前山　泰彦……erythema annulare centrifugum Darier
増53
槇　　　泉……アンケート特集・心に残る症例――検査
しておけばよかった症例・検査以前の問題―疑って初
めて　1324
牧野寒河江……原発性皮膚骨腫　459
牧野　好夫……black dot ringworm 297，アンケート特
集・心に残る症例―検査しておけばよかった症例
・臭気で診断がつく疾患　1324
牧浦　宗彦……色汗症　345
丸口　幸也……爪白癬に対する経口抗真菌薬内服療法に
おける注意点［鼎談］ 1025

正木　貞男……diffuse neonatal hemangiomatosis――高
ガラクトース血症を伴う症例　1309

増田智栄子……アンケート特集・耳に痛かった一言・
「あなた，そのとき説明しましたか」 236，高齢者施
設職員の疥癬　711，恐るべしPaget病　1078

増澤真実子……凍瘡　増24
増澤　幹男……皮膚科医療を考える　649，erythema

papulatum centrifugum 増57
又吉　武光……fibrillar IgA typeのDuhring疱疹状皮膚炎

559
松井はるか……nevus lipomatosus cutaneus superficialis

1131
松井　　潔……アンケート特集・私のIT度・ええかげん
にやっています　1559

松本　和彦……骨外性骨肉腫　463
松本　京子……white sponge nevus 333，青色ゴムま
り様母斑症候群　341

松本　祥代……骨外性骨肉腫　463
松本　佳子……lupus erythematosus tumidus 63
松本　義也……原発性皮膚紅痛症　309
松村　由美……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・皮膚疾患の記載について想うこと　629，遠心性
丘疹性紅斑　増99

松村　剛一……アンケート特集・心に残る症例――検査
しておけばよかった症例・人助けはイイカンじ！
1326

松永佳世子……ラテックス-フルーツ症候群と口腔アレ
ルギー症候群　11，色汗症　345

松尾　明子……塩酸セフォチアム（パンスポリン）による
接触蕁麻疹症候群　869

松尾　聿朗……除去に苦渋した高温アスファルトによる
熱傷　727

松岡　晃弘……tufted angioma―血管芽細胞腫（中川）と
の異同について　199，毛孔性紅色粃糠疹　551

松岡　徳子……弾力線維性仮性黄色腫　325
松岡　由恵……石灰硫黄合剤による化学熱傷　731
松岡　芳隆……blue rubber bleb nevus syndrome 1155，
アンケート特集・私のIT度・メールカンファレンス 1561

松下　貴史……肝障害を伴った第Ⅱ期顕症梅毒　1293
松山　　孝……結節性紅斑　増122，接触皮膚炎　増

126，扁平苔癬　増132
松嵜　安理……ワインとブドウによるアナフィラキシー

991
間山真美子……日本をとり巻くHansen病の現状［座談
会］ 477

目々澤　愛……neonatal hemangiomatosis 1305
メルク株式会社……エピペン®注射液0.3mg 928
三重野英樹……指趾粘液w腫とガングリオン――ミノサ
イクリン注入療法の経験　1509

三原　基之……内科医の両手指に生じた放射線照射後有
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棘細胞癌と放射線角化症の多発例　747，後天性被角
線維腫　1517
三原　　典……軽症型Ehlers-Danlos症候群　1419
三木　吉治……皮膚病理組織学との出会い　506
見元弘一郎……高知皮膚科医会例会から　766
皆見　春生……mucinosis carcinoma of the skin 439
南崎　　剛……内科医の両手指に生じた放射線照射後有
棘細胞癌と放射線角化症の多発例　747
南谷　洋策……色素性痒疹よりペットボトル症候群を見
出した症例　1007
湊　　恵美……trichoblastoma 427
三島　大徳……色素血管母斑症　337
三富　陽子……褥瘡（Ⅰ度） 増23
三富　弘之……aggressive angiomyxoma 1139
三橋善比古……汗疱様類天疱瘡　55，inflammatory

vitiligo 543，聴診器皮膚炎―山形大学附属病院の看
護師に対するアンケート調査　865，山形皮膚科勉強
会のあゆみ［座談会］ 1327
光石　幸市……multicentric Castleman’s disease 214
三石　　剛……前頸部に生じた軟骨母斑　445
三輪　秀明……弾性線維腫　447
宮y 安洋……REM症候群　増41，悪性腫瘍　増60
宮地　良樹……第103回日本皮膚科学会総会（Dermato-

logy Week 2004）を振り返って［座談会］ 1230，褥瘡
（Ⅰ度） 増23，色素異常性固定紅斑　増94
宮地　素子……脱感作療法を行ったタバコ皮膚炎　829
宮治　　誠……質疑応答・白癬の発症について　1075
三宅亜矢子……丹毒　増15，水疱性類天疱瘡　増131
三宅　大我……外傷性Vibrio vulnificus感染症　1289
宮倉　　崇……後天性被角線維腫　1517
宮本樹里亜……大型so-called mixed tumor of the skin

1127
宮本由香里……疱疹状天疱瘡　599
宮岡　由規……BL型Hansen病　1383
宮坂　次郎……外傷性Vibrio vulnificus感染症　1289
宮田　聡子……日本をとり巻くHansen病の現状［座談
会］ 477
宮崎　和廣……アンケート特集・私のIT度・受け身のIT

1562
溝口　昌子……blistering distal ductylitis 171，tufted

angioma―血管芽細胞腫（中川）との異同について
199，毛孔性紅色粃糠疹　551
溝口　協子……Bowen病　1485
水川　良子……固定薬疹　増8，扁平苔癬　増134
水越　恒夫……mucinosis carcinoma of the skin 439
水元　俊裕……病院内で皮膚科が生き残るために

1097
水谷　　仁……尖塔状に突出した前額部の皮膚混合腫瘍

421，ダイエット食品と化粧品により増悪をきたしたと考
えられるアトピー性皮膚炎および丘疹紅皮症　979

持田　耕己……皮膚科専門医試験問題解説集に取り組ん
で　134
百瀬　葉子……缶コーヒーと滋養強壮剤の中止にて速や
かに症状改善をみた扁平苔癬型発疹　1011
森　　秋津……兵庫県皮膚科医会から［座談会］ 1047
森　　俊二……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・イラストを付けて能率の良い記載を心掛ける
630
森上　徹也……石灰硫黄合剤による化学熱傷　731
森川　昭廣……スキンケア―洗顔，入浴について［座談
会］ 907
森川　玲子……札幌・ダルマ会例会から　239
森本　亜玲……除去に苦渋した高温アスファルトによる
熱傷　727
森田　明理……化学物質の関与が考えられた好酸球性筋
膜炎　719
森田　博子……乗馬教室講師に発症した大腿内側のリン
パ管閉塞　723

森田　健司……高齢者施設アンケートにみる「皮膚科医
に求められていること」 917
盛山　吉弘……甲状腺癌皮膚転移　1493，TEN（Lyell）
増35，Stevens-Johnson症候群　増36
諸橋　正昭……イオン顕微鏡　89
師井　庸夫……帯状疱疹に有効な治療法はない　519
向井　秀樹……βカロチンによる柑皮症　1015，皮膚
科の病名について［座談会］ 121，近未来の病院勤務
医　277，white sponge nevus 333，青色ゴムまり様
母斑症候群　341，皮膚の色を測る［座談会］ 605，
医療と癒し　803，心地よい遊び　1367，Buerger病
1403
宗近　宏次……MRI所見よりliposarcomaが疑われた

spindle cell lipoma 1143
村上かおり……左示指に生じたsolitary neurofibroma

1147
村上　通敏……原発性皮膚骨腫　459
村上　　昇……tufted angioma―血管芽細胞腫（中川）と
の異同について　199
村上　信司……lupus erythematosus tumidus 63
村野　啓明……皮膚筋炎　増18，多形滲出性紅斑　増

28，成人Still病　増79
村尾　聡美……皮下に生じたsclerotic fibroma 1525
村田　雅子……アンケート特集・私の洗顔・入浴指導

3種の入浴，洗顔指導　1182
室井　栄治……色素異常性固定紅斑　増95，持久性隆
起性紅斑　増97

室田　東彦……tufted angioma―血管芽細胞腫（中川）と
の異同について　199
室田　浩之……Sneddon症候群――Sjögren症候群合併例

75，Job症候群―アトピー性皮膚炎との鑑別を要し
た症例　183，生体肝移植後の幼児に生じたGianotti-
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集　1338，運・鈍・根　1348，紅毛流膏薬の諸々―3
春林軒の膏薬　1450，南蛮紅毛流膏薬の諸々―4 塩
見流膏方便覧をめぐって　1574

中西　健史……Osler結節　1423
中野　　創……壊死性遊走性紅斑の合併をみた膿疱性乾
癬　547

中野　　拓……老医の手帳　1459
中野　純二……色素沈着型皮膚サルコイド　583
中山　創生……外へ出よう　937
中山　明弘……色汗症　345
中山　秀夫……アンケート特集・私の産業医的活動・花
粉症対策と美容師皮膚炎対策　893

中山樹一郎……trichoadenoma 423，脱感作療法を行
ったタバコ皮膚炎　829

中山　りわ……MRI所見よりliposarcomaが疑われた
spindle cell lipoma 1143

南光　弘子……胃穿孔による急性腹症をみたrheumatoid
vascul i t is 71，質疑応答・白癬の発症について
1076，アンケート特集・私の洗顔・入浴指導・洗浄
剤の品質よりも使用法に注意！　1176

根岸　正充……multicentric Castleman’s disease 214
日本臨床皮膚科医学会在宅医療委員会……高齢者施設ア
ンケートにみる「皮膚科医に求められていること」
917

新見やよい……fibrillar IgA typeのDuhring疱疹状皮膚炎
559

新山　史朗……青色ゴムまり様母斑症候群　341，
Buerger病　1403

任　　恵美……linear IgA bullous dermatosis of childfood
（lamina lucida type） 59
二宮　文乃……ひたすらに医療に生きる　1066，アン
ケート特集・私の洗顔・入浴指導・入浴法について
1178

西田　尚史……自分史の歌　644
西田　隆昭……成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATLL）

591，皮膚および皮下結節を形成したムーコル症
707

西川　武二……仁丹による銀皮症　313
西川　律子……アンケート特集・私のIT度・おばさん開
業医のIT度　1560

錦織千佳子……角層下膿疱症　増102
西本勝太郎……黒癬――dermoscopeで経過を追った症
例　293，最近話題の表在性皮膚真菌症　804，乳児
寄生菌性紅斑　増109

西村　直記……原発性皮膚紅痛症　309
西村　洋介……neutrophilic eccrine hidradenitis像を伴っ
たSweet病　39

西尾　大介……スピルリナ製品によるDIHS 995
西尾　和倫……高齢者に生じた爪下外骨腫　443
西岡　和恵……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か

Crosti症候群　1285，悪性腫瘍　増62，悪性腫瘍　増
63
武藤　正彦……慢性痒疹　1273
武藤　美香……骨外性骨肉腫　463

N
長江　哲夫……マムシ咬傷　743
長橋　和矢……粘表皮癌（mucoepidermoid carcinoma）

431，Stevens-Johnson症候群　増37
永森　克志……chronic actinic dermatitis 31
長野　拓三……豊中市医師会皮膚科医会から［座談会］

96，アンケート特集・心に残る症例――検査してお
けばよかった症例・たかが糖尿病，されど糖尿病
1321
長尾　栄治……BL型Hansen病　1383
長岡　榮子……聴診器皮膚炎―山形大学附属病院の看護
師に対するアンケート調査　865
長沢　由美……疱疹状天疱瘡　599
長瀬　彰夫……ウコンによる皮膚障害　1003
長島　正治……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・negativeな所見も記載しよう　628
長島　陽子……subacute cutaneous lupus erythematosus

587
長谷　哲男……緑色腫　329
長門谷洋治……アンケート特集・耳に痛かった一言・ス
リム　234
中田土起丈……左示指に生じたsolitary neurofibroma

1147
中川　秀己……悪性リンパ腫を合併したparaneoplastic

pemphigus 47
中川　浩一……Osler結節　1423
中嶋　　弘……Netherton症候群　575，アガリクスに
よるscratch dermatitis 967，軟膏中のステロイドを
見出す簡単な方法　1042，患者とともに　1454

中島　静香……アンケート特集・心に残る症例・抗エピ
リグリン瘢痕性類天疱瘡　373，左上眼瞼に生じた
nodular hidradenoma 1115
名嘉眞武国……凍瘡　増25，アナフィラクトイド紫斑
増141
中村　元信……持久性隆起性紅斑　増96
中村えり子……Rendu-Osler-Weber病　1399
中村　健一……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・皮膚疾患の記載　626
中村　雄彦……シイタケ皮膚炎（中村）―30年間の自験
例105例の考察　1055
中村　香子……diffuse neonatal hemangiomatosis――高
ガラクトース血症を伴う症例　1309
中村　裕之……若年性黄色肉芽腫　1521
中西　淳朗……南蛮紅毛流膏薬の諸々―1 大乙膏の研究

1204，南蛮紅毛流膏薬の諸々―2 ある阿蘭陀外科秘
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ら　1440
西岡　　清……皮膚科の病名について［座談会］ 121，

angioleiomyoma（血管平滑筋腫）451，石綿・グラスウ
ールが原因と考えられた亜急性痒疹　699，抗菌デス
クマットによる接触皮膚炎　861，スキンケア―洗顔，
入浴について［座談会］ 907，環状扁平苔癬　増59
西山　千秋……皮疹を読む　1211
西村　香織……角層下膿疱症　増103
西山　牧江……環状紅斑　増70，蕁麻疹様血管炎　増

83
西山　茂夫……最近流行の病名　9，ヒメシジミ（1）

83，皮膚科の病名について［座談会］ 121，ヒメシジ
ミ（2） 223，コヒョウモンモドキ　353，キチョウ
475，“記載”に思う　531，モンキアゲハ　603，リ
ュウキュウミスジ　755，シータテハ　873，エゾシ
ロチョウ　1023，触れる　1095，イワカワシジミ
1171，コウトウシロシタセセリ　1313，リュウキュ
ウアサギマダラ　1427，コノハチョウ　1543，紅斑
erythema 増1
西澤　千尋……multicentric Castleman’s disease 214
西沢　春彦……Netherton症候群　575
新田悠紀子……アンケート特集・私の洗顔・入浴指導・
普通の石鹸で二度洗いを！　1177
野田健太郎……機械油を誘因として発症したと考えられ
た多発性Bowen病　751
野田　路子……石灰硫黄合剤による化学熱傷　731
能美　晶子……内科医の両手指に生じた放射線照射後有
棘細胞癌と放射線角化症の多発例　747
野村　有子……アンケート特集・私の洗顔・入浴指導
・患者さんに尋ねてから指導してみる　1179
野中　浩充‥‥足底の海綿状血管腫　1151
野中　薫雄……疱疹状膿痂疹　571
野崎　　誠……inflammatory vitiligo 543

O
小幡　宏子……私の一家言　1071，アンケート特集・
心に残る症例――検査しておけばよかった症例・ここ
ろに残った症例　1315
小尾真理子……DIHS 増27
落合　廣武……環状扁平苔癬　563
落合　豊子……急性汎発性発疹性膿疱症　43
小田真喜子……Kaposi肉腫　1391
小笠原万里枝……山口皮膚アレルギーネットワーク例会
から　1440
小笠原弓恵……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か
ら　1440
小方　冬樹……色素性痒疹よりペットボトル症候群を見
出した症例　1007

緒方　克己……皮膚および皮下結節を形成したムーコル
症　707

小川　　愛……後頭部に生じたhemangiopericytoma 1163
小川　秀興……multicentric Castleman’s disease 214
小川　純己……結節性黄色腫　321，側頭部に生じた腫
瘤型石灰化上皮腫　419，アンケート特集・私の産業
医的活動・みずむしと安全靴　884
小川　武彦……関節リウマチとそのリハビリテーション

1545
荻野　次郎……骨化型悪性黒色腫　435
小倉　剛久……関節リウマチとそのリハビリテーション

1545
大畑　恵之……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・理想と現実の狭間で　621
扇谷　芳光……MRI所見よりliposarcomaが疑われた

spindle cell lipoma 1143
大井　綱郎……systemic sclerosisに伴ったnodular

scleroderma 179
大河内亨子……黄色苔癬（lichen aureus） 305，ラテッ
クスアレルギーについてのアンケート調査　875
大森　房之……骨化型悪性黒色腫　435
大野　康治……生体肝移植後の幼児に生じたGianotti-

Crosti症候群　1285
大嶋雄一郎……原発性皮膚紅痛症　309
大塚　　勤……疱疹状天疱瘡　599
大槻マミ太郎……悪性リンパ腫を合併したparaneo-

plastic pemphigus 47
大山　正彦……悪性リンパ腫を合併したparaneoplastic

pemphigus 47
岡　　恵子……アンケート特集・私の産業医的活動・糖
尿病予防の教育入院に参加して　883
岡部　素典……イオン顕微鏡　89
岡田　悦子……後頭部に生じたhemangiopericytoma

1163
岡田由香里……Mycobacterium marinumによる皮膚非定
型抗酸菌症　1375
岡村理栄子……アンケート特集・心に残る症例・20年間
診ているSLE男性症例はDLE……もっと勉強しなくて
は　367
岡崎　美佳……neonatal hemangiomatosis 1305
沖田　　博……疱疹状天疱瘡　599
沖山奈緒子……落葉状天疱瘡（蝶形紅斑） 増13，アナ
フィラクトイド紫斑　増140
奥　　知三……静岡県皮膚科医会から［座談会］ 897
奥口　順也……黄色苔癬（lichen aureus） 305
大隈　貞夫……高知皮膚科医会例会から　766
大西　誉光……外傷性表皮w腫―手指に生じた症例

1505
大西　善博……指趾粘液w腫とガングリオン―ミノサ
イクリン注入療法の経験　1509

小野　文武……固定薬疹　増9，好酸球性膿疱性毛包炎
増136
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小野　公義……兵庫県皮膚科医会から［座談会］ 1047，
皮膚病サーベイランス　17年間の動向――1987～2003
年　1194

小野　友道……外傷性Vibrio vulnificus感染症　1289
小野寺英夫……高齢者施設アンケートにみる「皮膚科医
に求められていること」 917

大原　　学……スポロトリコーシス　703
大岡　志穂……tufted angioma―血管芽細胞腫（中川）と
の異同について　199
太田　幸則……扁平苔癬　増132
折原　俊夫……群馬実地皮膚科医会から［座談会］

1184
大澤　徳哉……後天性被角線維腫　1517
雄山　瑞栄……erythema papulatum centrifugum 増56
尾崎　泰子……Kaposi肉腫　1391
小澤　　明……好酸球性膿疱性毛包炎　増135
小澤　麻紀……infantile myofibromatosis（solitary type）

455

S
定平知江子……石灰硫黄合剤による化学熱傷　731
嵯峨　賢次……骨化型悪性黒色腫　435
相模成一郎……はかない追懐　254
相楽　　玲……左示指に生じたsolitary neurofibroma

1147
佐井　嘉之……質疑応答・みずむしの治療について

1077
斎田　俊明……骨外性骨肉腫　463
西條　正城……市販のE入り局麻剤を使わないで出血を
減らす方法　1465

税田　知子……subacute cutaneous lupus erythematosus
587
斉藤　　昭……アンケート特集・私の産業医的活動・学
校医・産業医・職業医（？） 886

齋藤　文雄……私の半生記　1342
齊藤　典充……粘表皮癌（mucoepidermoid carcinoma）

431
斉藤　隆三……新年　119，皮膚科の病名について［座
談会］ 121，雪　259，春風　387，ペーパードクタ
ー　403，原発性皮膚骨腫　459，花　513，藤の花
651，質疑応答・アカツキ病の鱗屑痂皮とは？　656，
梅雨空　787，炎天　939，代替医療　953，花火
1073，側胸部に生じたPinkus型eccrine poroma
1111，虫　1213，第103回日本皮膚科学会総会
（Dermatology Week 2004）を振り返って［座談会］
1230，秋の日　1350，小春　1461，患者と医師
1477，Bowen病　1485，giant cell tumor of tendon
sheath 1513，晦日そば　1585，SLE（蝶形紅斑）
増11，多形滲出性紅斑　増29，水疱の出てきたEEM
増30，単純ヘルペス　増32，薬疹　増34，川崎病

増42，erythema gyratum repens 増43，亜急性皮膚
エリテマトーデス　増49，悪性腫瘍　増61，Sweet病
増74，白癬　増75，B型肝炎に伴う紅斑　増92，点
状紅斑　増108，リンパ浮腫に伴う紅斑　増113，結
節性紅斑　増125

齋藤　史緒……左上眼瞼に生じたnodular hidradenoma
1115

西藤　由美……Rendu-Osler-Weber病　1399
斉藤　栄造……関節リウマチとそのリハビリテーション

1545
堺　　則康……low-grade myxofibrosarcoma 1533
酒井　咲子……骨外性骨肉腫　463
坂本ちひろ……足底の海綿状血管腫　1151
坂本　典子……広範な硬結を形成した転移性皮膚腫瘍

471
坂本　忠秀……accessory scrotum 1167
佐久間恵一……DIHS 増26
櫻庭　一子……胃穿孔による急性腹症をみたrheumatoid

vasculitis 71
桜井　　弘……色汗症　345
櫻根　純子……弾性線維腫　447
桜岡　浩一……アンケート特集・耳に痛かった一言・耳
（心）に痛かった体験　227
佐野　明彦……パスツレラ皮膚感染症　1387
佐野　　勉……静岡県皮膚科医会から［座談会］ 897
皿山　泰子……湿疹患者における食物性接触抗原に対す
る即時型アレルギー検索の重要性と抗原蛋白の特徴に
ついて　809

猿田　隆夫……高知皮膚科医会例会から　7 6 6，
Mycobacterium marinumによる皮膚非定型抗酸菌症
1375

猿田　祐輔……Mycobacterium marinumによる皮膚非定
型抗酸菌症　1375

猿谷佳奈子……側胸部に生じたPinkus型eccrine poroma
1111，giant cell tumor of tendon sheath 1513

佐々木和江……点状紅斑（樋口） 増106
佐々木邦子……アンケート特集・私の洗顔・入浴指導
私なりの患者指導　1174

佐々木雅美……高齢者に生じた爪下外骨腫　443
佐々木哲雄……緑色腫　329
佐々木嘉広……アンケート特集・私の産業医的活動・は
さまれ（crush syndrome）にご注意！　887

佐瀬くらら……私の休日　519，アンケート特集・私の
洗顔・入浴指導・洗顔についての雑記帖　1175，食
物アレルギーの対応，皮膚科医も「うちで治す」気概を
1353

佐多徹太郎……Kaposi肉腫　1391
佐藤　貴浩……石綿・グラスウールが原因と考えられた
亜急性痒疹　699，上気道感染　増89

佐藤　伸一……第54回日本皮膚科学会中部支部学術大会
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から［対談］ 404，自己免疫性肝炎を伴うSLE 1301，
硬化性粘液水腫　1415，全身性強皮症の基礎治療
―その適応と実際　1478

佐藤　龍男……アンケート特集・私の産業医的活動・私
の産業医活動　888
佐藤　友隆……除去に苦渋した高温アスファルトによる
熱傷　727
佐藤　昌明……骨化型悪性黒色腫　435
佐藤八千代……pemphigoid nodularis 51，ツツガムシ
病　1297
里見　　至……「声」の欄礼賛　135
佐藤　俊樹……スポロトリコーシス　703
沢田　泰之……多臓器血栓を認めた non episodic

angioedema associated with eosinophilia（NEAE） 27，
microscopic polyangiitis 67

沢田　俊道……Vol.26, No.4声「帯状疱疹に有効な治療法
はない」を読んで　791
瀬口　得二……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か
ら　1440
清島真理子……遺伝子発現の網羅的解析――乾癬を例と
して　1103，Kaposi肉腫　1391
関根亜希子……MPO-ANCA陽性の滲出性紅斑　増31，
環状肉芽腫　増68
瀬戸山　充……成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATLL）

591，皮膚および皮下結節を形成したムーコル症
707，accessory scrotum 1167
瀬底　里美……アンケート特集・耳に痛かった一言・美
容皮膚科に思う　232
芝木　晃彦……再発性環状紅斑様乾癬　増64
柴田　史子……扁平黄色腫――アトピー性皮膚炎患者の
顔面に生じた症例　317
柴崎　淳夫……骨外性軟骨腫　467
重枝　明子……左上眼瞼に生じたnodular hidradenoma

1115
鹿田純一郎……コンパートメント症候群　195
鹿田　祐子……外傷性表皮w腫―手指に生じた症例

1505
鹿野由紀子……アンケート特集・心に残る症例・心に残
った3症例　372
嶋　　聡子……ダイエット食品と化粧品により増悪をき
たしたと考えられるアトピー性皮膚炎および丘疹紅皮
症　979
島田　浩光……丹毒　増16
島田　英彦……神経鞘腫　1541
清水　　宏……環状扁平苔癬　増58，再発性環状紅斑
様乾癬　増64，水疱性類天疱瘡　増129
清水　和宏……第55回日本皮膚科学会西部支部学術大会
から［対談］ 278，黒癬――dermoscopeで経過を追っ
た症例 293，hepatomaを発症した晩発性皮膚ポルフィ
リン症 1265，生体肝移植後の幼児に生じたGianotti-

Crosti症候群 1285，再発性環状紅斑様乾癬　増65
清水　昭彦……trichoadenoma 423
清水　　篤……仁丹による銀皮症　313
清水　秀樹……湿疹患者における食物性接触抗原に対す
る即時型アレルギー検索の重要性と抗原蛋白の特徴に
ついて　809，グルタルアルデヒドによる職業性アレ
ルギー性接触皮膚炎　833
清水　宏和……原発性皮膚紅痛症　309
清水　正寛……地区医師会は何をしているところ［座談
会］ 355
清水　正之……紙幣状皮膚　1249
清水　理会……dermal duct tumor 1123
下条　直樹……スキンケア――洗顔・入浴について［座
談会］ 1429
新海　　浤……軽症型Ehlers-Danlos症候群　1419
篠田　京香……骨化型悪性黒色腫　435
篠原　三秀……Sneddon症候群――Sjögren症候群合併例

75
塩原　哲夫……eruption of lymphocyte recovery 211，
丹毒　増15，水疱性類天疱瘡　増131
白木　祐美……質疑応答・Trichophyton tonsransによる
白癬――特徴と対応策　263
白岩　照男……アンケート特集・耳に痛かった一言・イ
ンフォームドコンセントはむずかしい　228
庄司　昭伸……麩製造業者に生じた職業性接触皮膚炎

845
生野麻美子……postmenopausal frontal fibrosing alopecia

203
宿輪　哲生……Job症候群――アトピー性皮膚炎との鑑
別を要した症例　183
島田　眞路……mucinosis carcinoma of the skin 439
相馬　良直……blistering distal ductylitis 171，tufted

angioma―血管芽細胞腫（中川）との異同について
199，毛孔性紅色粃糠疹　551
薗部　　陽……除去に苦渋した高温アスファルトによる
熱傷　727
末広　晃宏……linear IgA bullous dermatosis of childfood
（lamina lucida type） 59
末木　博彦……高齢者に生じた爪下外骨腫　443，MRI
所見よりliposarcomaが疑われたspindle cell lipoma
1143，左示指に生じたsolitary neurofibroma 1147，
足底の海綿状血管腫　1151
末次　敏之……アンケート特集・耳に痛かった一言・オ
トスコープ　230
菅　麻衣子……色素沈着型皮膚サルコイド　583
菅原　　信……nevus lipomatosus cutaneus superficialis

1131
菅原　祐樹……スポロトリコーシス　703
菅屋　潤壹……原発性皮膚紅痛症　309
杉浦　久嗣……扁平黄色腫――アトピー性皮膚炎患者の
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顔面に生じた症例　317，コーヒーが悪化因子である
と判明したアトピー性皮膚炎　975
杉浦　啓二……occupational protein contact dermatitis

837
杉浦　　丹……静岡県皮膚科医会から［座談会］ 897，
露光部の毛細血管拡張　1253，有棘細胞癌　1489

杉浦真理子……occupational protein contact dermatitis
837
鷲見　浩史……抗菌デスクマットによる接触皮膚炎

861，環状扁平苔癬　増59
住田　治子……エポキシ樹脂硬化剤（alkylamine）による
接触皮膚炎　821
隅坂　修身……内科医の両手指に生じた放射線照射後有
棘細胞癌と放射線角化症の多発例　747
春原　晶代……アンケート特集・耳に痛かった一言・先
生，うつらないっていったよね　232

鈴木亜希子……化学物質の関与が考えられた好酸球性筋
膜炎　719
鈴木　有彦……acne inversa 187
鈴木　　元……新潟三木会から［座談会］ 634
鈴木　啓之……皮膚組織内の微量金属の同定―X線微小
分析法の応用　85
鈴木　正之……悪性リンパ腫を合併したparaneoplastic

pemphigus 47
鈴木利栄子……drug-induced hypersensitivity syndrome
（DIHS） 35
鈴木　理華……骨髄性プロトポルフィリン症　1257，

HIV陽性の第Ⅱ期顕性梅毒　1379
鈴木　　守……betterの持続的実践　1583
鈴木　教之……無色素性悪性黒色腫　1497
鈴木　　拓……外傷性表皮w腫―手指に生じた症例

1505
鈴木　　正……骨外性軟骨腫　467
鈴木　裕介……アンケート特集・耳に痛かった一言・何
かがおかしい昨今の診療　231

T
田畑　伸子……neonatal hemangiomatosis 1305
田上　八朗……隠れキリシタン的存在，山田瑞穂先生ご
逝去　388，infantile myofibromatosis（solitary type）
455，アンケート特集・皮膚疾患の記載について・皮
膚疾患の記載法は皮膚科医の知的文化遺産　625
田口　理史……骨外性軟骨腫　467
多島　新吾……指趾粘液w腫とガングリオン――ミノサ
イクリン注入療法の経験　1509
田尻　明彦……「食べるしいたけ」によるシイタケ皮膚
炎　963

高木　　肇……SLE 増76
高橋　一夫……Netherton症候群　575
高旗　博昭……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か

ら　1440
高井　郁美……石灰硫黄合剤による化学熱傷　731
t岩　　堯……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・理想の記載・言うは易く行うは難し　624

高野　浩章……高知皮膚科医会例会から　766
高島　秀樹……イオン顕微鏡　89
高須　　博……粘表皮癌（mucoepidermoid carcinoma）

431，歯科材料中のユージノールによる多形滲出性紅
斑型接触皮膚炎　825，マイコプラズマ　増87

高田　　実……メラノーマ診断のピットフォール　687
高屋　憲一……イオン顕微鏡　89
武　　信昭……アンケート特集・私の産業医的活動・地
域産業保健センターでの活動　889

武田　仁志……壊死性遊走性紅斑の合併をみた膿疱性乾
癬　547

竹原　和彦……自己免疫性肝炎を伴うSLE 1301，硬化
性粘液水腫　1415

竹松　英明……第20回日本臨床皮膚科医学会総会・臨
床学術大会から［座談会］ 1241

竹本　啓伸……クリオフィブリノーゲン血症　1407
竹村　　司……アンケート特集・心に残る症例――検査
しておけばよかった症例・あの時検査をしておけば…
1318

竹中　　基……薬疹　増55，虫刺症　増72，伝染性膿
痂疹　増119

竹中　秀也……Rendu-Osler-Weber病　1399
武岡　和仁……胃潰瘍の外用療法　393
竹下　弘道……広範な硬結を形成した転移性皮膚腫瘍

471
竹内　瑞恵……色素血管母斑症　 3 3 7， l i n e a r

porokeratosis 555，Netherton症候群　575，
aggressive angiomyxoma 1139

瀧川　雅浩……黒色真菌症　301，第103回日本皮膚科
学会総会（Dermatology Week 2004）を振り返って［座談
会］ 1230

滝脇　弘嗣……皮膚の色を測る［座談会］ 605，食器用
洗剤中の界面活性剤アルキルグルコシドによるアレル
ギー性接触皮膚炎　849，BL型Hansen病　1383

玉田　康彦……原発性皮膚紅痛症　309
玉置　昭治……薬疹――原因薬剤をどうして決めるか，
なぜ決めなければならないか　532

玉置　邦彦……コンパートメント症候群　195，第103
回日本皮膚科学会総会（Dermatology Week 2004）を振
り返って［座談会］ 1230，multicentric reticulo-
histiocytosis 1529

田宮　紫穂……接触皮膚炎　増126
田村多繪子……低刺激洗浄剤へのアンケート調査　494
田辺みどり……Sjögren症候群　増47
田邉　　洋……弾力線維性仮性黄色腫　325
田辺　貞雄……多臓器血栓を認めた non episodic
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angioedema associated with eosinophilia（NEAE） 27
田中　聖子……薬疹　増54，接触皮膚炎　増128
田中　京子……露光部の毛細血管拡張　1253，有棘細
胞癌　1489
田中　壯一……炎症性白癬　107，炎症性白癬　増115
田中　隆義……acne inversa 187
田中　利治……山形皮膚科勉強会のあゆみ［座談会］

1327
田中　　勝……質疑応答・「ダーモスコープ」の有用性

264，コンピュータキーボードによる角化症　682，患
者のQOLを著しく高める炎症性粉瘤の治療法　1215
種田　明生……高齢者施設アンケートにみる「皮膚科医
に求められていること」 917
谷　　　守……塩酸ビペリデンによる職業性接触皮膚炎

817
谷口　龍生……弾性線維腫　447，汎発型多発性グロム
ス腫瘍　1159
谷口　芳記……アンケート特集・私の産業医的活動・医
療現場の皮膚疾患　890

谷戸　克己……機械油を誘因として発症したと考えられ
た多発性Bowen病　751
谷内　克成……自己免疫性肝炎を伴うSLE 1301
立脇　聡子……色素血管母斑症　337
龍野佐知子…… juvenile temporal arteritis with

eosinophilia 175
寺木　祐一……inflammatory vitiligo 増116，接触皮膚
炎　増127
寺前　浩之……Osler結節　1423
寺山　　勇……アンケート特集・心に残る症例――検査
しておけばよかった症例・Darier病　1319
照井　　正……第67回日本皮膚科学会東部支部総会・学
術大会から［対談］ 148，infantile myofibromatosis
（solitary type） 455
戸田　憲一……色素異常性固定紅斑　増94
東海林眞司……山形皮膚科勉強会のあゆみ［座談会］

1327
土岐　尚親……高齢者施設アンケートにみる「皮膚科医
に求められていること」 917
徳田　祥子……トレビスによる接触蕁麻疹　841
徳永　千春……缶コーヒーと滋養強壮剤の中止にて速や
かに症状改善をみた扁平苔癬型発疹　1011
戸倉　新樹……黒色真菌症　301，シンナムアルデヒド
による中毒疹　695，スピルリナ製品によるDIHS
995
冨永　和行……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か
ら　1440
富永　　智……いわゆる“健康食品”を外用に用いた4例

1019
冨田　昌宏……粘表皮癌（mucoepidermoid carcinoma）

431

富田　　靖……diffuse neonatal hemangiomatosis――高
ガラクトース血症を伴う症例　1309
鳥山　　史……新生児中毒性紅斑　増101
豊田　雅彦……イオン顕微鏡　89
豊澤　聖子……電撃傷　739
坪井　廣美……HIV陽性の第Ⅱ期顕性梅毒　1379
坪井　良治……systemic sclerosisに伴ったnodular

scleroderma 179，骨髄性プロトポルフィリン症の姉
弟例　1261
土田　哲也……骨外性軟骨腫　 4 6 7， s u b a c u t e

cutaneous lupus erythematosus 587
土屋喜久夫……札幌・ダルマ会例会から　239
辻　　　博……肝障害を伴った第Ⅱ期顕症梅毒　1293
塚崎　直子……黒癬――dermoscopeで経過を追った症
例　293，hepatomaを発症した晩発性皮膚ポルフィリ
ン症　1265
津守伸一郎……成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATLL）

591
角田　孝彦……ラテックスアレルギーについてのアンケ
ート調査　875，山形皮膚科勉強会のあゆみ［座談会］
1327，スキンケア――洗顔・入浴について［座談会］
1429
堤　　祐子……blistering distal ductylitis 171
津田　眞五……アンケート特集・私のIT度・若葉マーク
のIT環境　1556
鶴　圭一郎……アンケート特集・私のIT度・このアンケ
ートを契機にIT度をアップしたい　1557

堤　　　寛……質疑応答・Vol.26, No.1「炎症性白癬」を
読んで　517

U
内山　光明……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・皮疹を診て分子を識る　620，erythema gyratum
repens葡匐性回転状紅斑　654
宇田川　晃……地区医師会は何をしているところ［座談
会］ 355，高齢者施設アンケートにみる「皮膚科医に
求められていること」 917，第20回日本臨床皮膚科
医学会総会・臨床学術大会から［座談会］ 1241
鵜殿　雅子……長崎医療センター皮膚科における化学熱
傷の経験例　757
上田由紀子……アンケート特集・私の洗顔・入浴指導
心のケアとしての洗顔・入浴　1173
上原　正巳……扁平黄色腫――アトピー性皮膚炎患者の
顔面に生じた症例　317，コーヒーが悪化因子である
と判明したアトピー性皮膚炎　975
植木　ゆり……神経鞘腫　1541
植西　敏浩……コーヒーが悪化因子であると判明したア
トピー性皮膚炎　975
上野巳智雄……豊中市医師会皮膚科医会から［座談会］

96



宇賀神つかさ……石綿・グラスウールが原因と考えられ
た亜急性痒疹　699
氏原　真弓……高知皮膚科医会例会から　766
梅林　芳弘……皮膚科学における暗黙知の問題　411，
アンケート特集・私の産業医的活動・電撃傷　882，
質疑応答・「皮膚科学における暗黙知の問題」（本誌
Vol.26, No.4）の梅林先生へ　1080
梅垣　知子……壊死性遊走性紅斑の合併をみた膿疱性乾
癬　547

梅原真紀子……フッ化水素酸による化学熱傷　735
梅木　　薫……クリオフィブリノーゲン血症　1407
梅澤　慶紀……好酸球性膿疱性毛包炎　増135
宇野　明彦……静岡県皮膚科医会から［座談会］ 897
浦野　芳夫……マムシ咬傷　743
臼井理枝子……postmenopausal frontal fibrosing alopecia

203
宇谷　厚志……軽症型Ehlers-Danlos症候群　1419
内海　雅子……骨髄性プロトポルフィリン症の姉弟例

1261
上野　賢一……皮膚病の分類は可能なのだろうか　538

W
鷲見　康子……色汗症　345
鷲崎久美子……ウコン茶による紅皮症　999
渡邊　　憲……石綿・グラスウールが原因と考えられた
亜急性痒疹　699
渡邉　昌彦……黄色苔癬（lichen aureus） 305
渡辺　雅久……hepatomaを発症した晩発性皮膚ポルフ
ィリン症　1265
渡辺　哲朗……洗浄剤スプレイによる職業性接触皮膚炎

857
渡部　裕子……乾燥スペアミントによる頭皮の接触皮膚
炎　971

渡邉　京子……質疑応答・白癬の発症について　1076
渡辺　晋一……質疑応答・パルス内服で副作用軽減？

1352，外傷性表皮w腫，手指に生じた症例　1505

Y
矢上　晶子……ラテックス－フルーツ症候群と口腔アレ
ルギー症候群　11，色汗症　345

矢口　　厚……缶コーヒーと滋養強壮剤の中止にて速や
かに症状改善をみた扁平苔癬型発疹　1011
矢島　健司……痛風結節　1537
矢島　麻弓……指趾粘液w腫とガングリオン――ミノサ
イクリン注入療法の経験　1509
山田　晴耕……microscopic polyangiitis 67
山田　裕道……implantation dermatosis 79
山田　雅彦……紙幣状皮膚　1249
山田　元人……無色素性悪性黒色腫　1497
山田　利恵……Netherton症候群　575，アガリクスに

よるscratch dermatitis 967，軟膏中のステロイドを
見出す簡単な方法　1042

山田　朋子……悪性リンパ腫を合併したparaneoplastic
pemphigus 47

山田　晴義……アンケート特集・私のIT度・電子カルテ
によせて――IT化は他力本願を狙え　1564

山上　　淳……露光部の毛細血管拡張　1253，有棘細
胞癌　1489

山内　　卓……静岡県皮膚科医会から［座談会］ 897
山路　和彦……friction dermatosis 393
山本　文平……炎症性白癬　増115
山本　俊幸……SLE 増38，inflammatory vitiligo 増

117
山本　明美……アンケート特集・皮膚疾患の記載につい
て・病理検査票の記載を読みながら　632

山本　　泉……スキンケア――洗顔・入浴について［座
談会］ 1429，アンケート特集・私のIT度・IT度は低
いが，ITの恩恵を受けている　1565

山本　一哉……スキンケア―洗顔，入浴について［座談
会］ 907

山本　雅章……地区医師会は何をしているところ［座談
会］ 355

山本　雅一……壊疽性膿瘡　191
山本　昌充……蕁麻疹様紅斑で発症した急性B型肝炎

1277
山本　奈緒……striaelike epidermal distension 221，続
発性ヘモクロマトーシス　349，Vol.26, No.2「striae-
like epidermal distension」を読んで　653，大型so-
called mixed tumor of the skin 1127

山本　忠利……BL型Hansen病　1383
山本俊比古……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か
ら　1440

山本　有紀……電撃傷　739
山村　弟一……汎発型多発性グロムス腫瘍　1159
山中　快子……環状扁平苔癬　増58
山中　新也……Kaposi肉腫　1391
山中　真絢……甲状腺癌皮膚転移　1493
山西　清文……第54回日本皮膚科学会中部支部学術大会
から［対談］ 404

山西　貴仁……梅干によるアナフィラキシー　987，ワ
インとブドウによるアナフィラキシー　991

山之内寛嗣……重篤な肝障害を合併した成人水痘
1281

山岡　俊文……生体肝移植後の幼児に生じたGianotti-
Crosti症候群　1285

山下　竜也……自己免疫性肝炎を伴うSLE 1301
山崎　雙次……疱疹状天疱瘡　599
柳川　忠二……痛風結節　1537
柳原　　誠……弾力線維性仮性黄色腫　325
柳澤　宏実……高齢者施設アンケートにみる「皮膚科医
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に求められていること」 917
矢野　　武……Paul Langerhansの生涯（Ⅱ）――評価に

100年を要した天才　500
安田　秀美……札幌・ダルマ会例会から　239，C型肝
炎に伴うクリオグロブリン血症　1269
安元慎一郎……第55回日本皮膚科学会西部支部学術大会
から［対談］ 278，トレビスによる接触蕁麻疹　841，
軽症型Ehlers-Danlos症候群　1419，伝染性紅斑　増
22
安野　秀敏……山口皮膚アレルギーネットワーク例会か
ら　1440
矢崎　暁輝……ウコン茶による紅皮症　999
横川　真紀……高知皮膚科医会例会から　766
横倉　英人……悪性リンパ腫を合併したparaneoplastic

pemphigus 47
横田　雅史……diffuse neonatal hemangiomatosis――高
ガラクトース血症を伴う症例　1309

横山　一雄……慢性痒疹　1273
横山　嘉洋……「クロム（ペンキ）による全身性接触皮膚
炎？」について　1081
横関　博雄……angioleiomyoma（血管平滑筋腫） 451，

A
accessory scrotum ……………………………………1167
acne fulminans …………………………………………1447
acne inversa………………………………………………187
アガリクス ………………………………………………967
aggressive angiomyxoma ……………………………1139
A群β溶連菌感染症 ……………………………………171
airborne contact dermatitis ………………………………20
アカツキ病 ………………………………………………656
悪性黒色腫 ………………………………………………435
悪性リンパ腫 ……………………………………………47
悪性腫瘍 ………………………増60，増61，増62，増63
亜急性皮膚エリテマトーデス…………587，増48，増49
亜急性痒疹 ………………………………………………699
Albright’s hereditary osteodystropy（AHO）……………459
アルカリ …………………………………………………757
alkylamine ………………………………………………821
アルキルアミンオキシド ………………………………849
アルキルグルコシド ……………………………………849
アレルゲン ………………………………………………853
アレルギー ………………………………………………837
――，果実 ……………………………………………991

抗菌デスクマットによる接触皮膚炎　861，甲状腺癌
皮膚転移　1493

米田　和史……増殖性天疱瘡　567
米増　博俊……広範な硬結を形成した転移性皮膚腫瘍

471
米澤　理雄……drug-induced hypersensitivity syndrome
（DIHS） 35
吉田　直美……乗馬教室講師に発症した大腿内側のリン
パ管閉塞　723

吉田　理恵……仁丹による銀皮症　313
吉田　淑子……イオン顕微鏡　89
吉田　良夫……山形皮膚科勉強会のあゆみ［座談会］

1327
湯上　　徹……硬化性粘液水腫　1415
湯川　昌広……クリオフィブリノーゲン血症　1407

Z
財満　信次……アンケート特集・心に残る症例・乳房外

Paget病の思い出　371
周　　　円……増殖性天疱瘡　567

アナフィラクトイド紫斑 ……………………………増139
アナフィラキシー ………………………………987，991
angioblastoma……………………………………………199
angioedema with eosinophilia……………………………27
angioleiomyoma …………………………………………451
angiolipoma ……………………………………………1541
暗黙知 ……………………………………………………411
安定剤 ……………………………………………………861
アレルギー性接触皮膚炎 ………………………833，861
アロマテラピー …………………………………………971
足・爪白癬 ………………………………………………804
ATLL ……………………………………………………591
アトピー（素因）…………………………………………575
アトピー性皮膚炎
………………………20，171，183，317，975，983

AVシャント………………………………………………309

B
梅毒………………………………………………715，1293
梅毒性アンギーナ ……………………………………1379
晩発性皮膚ポルフィリン症 …………………………1265
胼胝 ………………………………………………………682

件　　名　　索　　引
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βカロチン ……………………………………………1015
B型肝炎に伴う紅斑……………………………………増92
微量金属 …………………………………………………85
鼻出血 …………………………………………………1399
black dot ringworm………………………………………297
BL型Hansen病…………………………………………1383
blistering distal ductylitis ………………………………171
blue rubber bleb nevus syndrome ……………………1155
ボディマップ法 ………………………………………1103
紡錐形細胞脂肪腫 ……………………………………1143
Bowen病 ………………………………………………1485
――，多発性 …………………………………………751
ブドウ ……………………………………………………991
Buerger病………………………………………………1403

C
C-ANCA……………………………………………………67
Candida albicans …………………………………………89
カンジダ …………………………………………………567
C型肝炎…………………………………………………1269
――，クリオグロブリン血症 ……………………1269

C型肝炎ウイルス………………………………………1273
キチンキトサン ………………………………………1019
クロレラ …………………………………………………960
chloroma …………………………………………………329
chondroid syringoma……………………………………421
聴診器皮膚炎 ……………………………………………865
chronic actinic dermatitis…………………………………31
中毒疹 ……………………………………………695，960
虫刺症 …………………………………………………増72
シンナムアルデヒド ……………………………………695
シナモン …………………………………………………695
circumscribed storiform collagenoma ………………1525
coccygeal pad ……………………………………………207
コーヒー …………………………………………………975
コルヒチン ………………………………………………39
コラーゲン分析 ………………………………………1419
コメド圧出法 ……………………………………………515
コンパートメント症候群 ………………………………195
コンピュータキーボード，角化症 ……………………682
cornoid lamella …………………………………………555
クリオフィブリノーゲン血症 ………………………1407
クリオグロブリン ……………………………………1269
cutaneous PN ……………………………………………249
サイトケラチン20 ……………………………………1119
サイトメガロウイルス ………………………増39，増90

D
第Ⅱ期顕性梅毒 ………………………………1293，1379
蛇行性穿孔性弾力線維症 ………………………………579

弾力線維性仮性黄色腫 …………………………325，579
弾性軟骨 …………………………………………………445
弾性線維 …………………………………………………579
弾性線維腫 ………………………………………………447
脱感作療法 ………………………………………………829
脱毛 ………………………………………………………203
DDS ………………………………………………59，1529
デジタルイメージングディバイス …………………1567
電撃傷 ……………………………………………………739
電流斑 ……………………………………………………739
伝染性紅斑 ……………………………増20，増21，増22
伝染性膿痂疹 ………………………………増118，増119
電子カルテ ……………………………………………1567
dermal duct tumor ……………………………………1123
dermoscope………………………………………………293
dermatitis due to shiitake mushroom…………………1060
ダーモスコープ，有用性 ………………………………264
ダイエット ………………………………………………979
diffuse neonatal hemangiomatosis……………………1309
DIHS ……………………………………995，増26，増27
DLST………………………………………………532，979
DNAチップ ……………………………………………1103
銅 …………………………………………………………345
動静脈奇形 ………………………………………………337
drug-induced hypersensitivity syndrome（DIHS）……35
Duhring疱疹状皮膚炎 …………………………………559

E
EBM………………………………………………………385
EBウイルス ……………………………………………1285
eccrine poroma…………………………………………1111
Ehlers-Danlos症候群 …………………………………1419
栄養機能食品 ……………………………………………954
腋窩 ………………………………………………………579
encapsulated non-plexiform neurofibroma …………1147
鉛筆芯 ……………………………………………………79
塩酸ビペリデン …………………………………………817
塩酸セフォチアム ………………………………………869
塩酸メキシレチン ………………………………………35
遠心性丘疹性紅斑 ……………………………増98，増99
炎症性粉瘤，治療法 …………………………………1215
炎症性白癬 ……………………………………107，増115
炎症性辺縁隆起性白斑 …………………………………543
eosinophilic spongiosis …………………………………599
エピペン®注射液0.3mg …………………………………928
エポキシ化大豆油 ………………………………………861
エポキシ樹脂硬化剤（alkylamine）……………………821
eruption of lymphocyte recovery ………………………211
erythema annulare centrifugum Darier ………………増53
erythema chronicum migrans…………………………増93
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erythema gyratum repens ……………………………増43
erythema papulatum centrifugum ……………増56，増57
壊疽 ……………………………………………………1407
壊疽性膿瘡 ………………………………………………191
壊死性筋膜炎……………………………………195，1289
壊死性遊走性紅斑 ………………………………………547
エトレチナート …………………………………………551
ユージノール ……………………………………………825
Exophiala jeanselmei ……………………………………301

F
ホルムアルデヒド ………………………………………20
麩 …………………………………………………………845
フッ化水素酸 ……………………………………………735
副陰w …………………………………………………1167
副耳 ………………………………………………………445
封入体疣贅（inclusion wart）……………………………286
麩製造業者 ………………………………………………845

G
外陰部 …………………………………………………1139
外骨腫型 …………………………………………………443
外毛根鞘漏斗部分化 ……………………………………423
外傷 ……………………………………………………1289
外傷性表皮w腫 ………………………………………1505
外傷性Vibrio vulnificus感染症 ………………………1289
ガングリオン …………………………………………1509
眼瞼 ……………………………………………………1115
顔面白癬 …………………………………………………297
原発性皮膚紅痛症 ………………………………………309
原発性皮膚骨腫 …………………………………………459
Gianotti-Crosti症候群 …………………………………1285
giant cell tumor of tendon sheath ……………………1513
銀皮症 ……………………………………………………313
グロムス腫瘍 …………………………………1159，1541
glomus tumor ……………………………………………247
グルコン酸カルシウム …………………………………735
グルタルアルデヒド ……………………………………833
極低出生体重児 ………………………………………1305
ゴマ油 ……………………………………………………983
Gottron徴候 ……………………………………………1369
Gottron丘疹 ……………………………………………1369
グラミ－ ………………………………………………1375
granulocytic sarcoma……………………………………329
granuloma faciale………………………………………1447
グラスウール ……………………………………………699
グルテン過敏性腸症 ……………………………………559
GVHD ……………………………………………………211
魚介類 ……………………………………………………837

H
肺病変 …………………………………………………1293
Hailey-Hailey病 …………………………………………243
hair nevus ………………………………………………1446
ヘアダイ皮膚炎 …………………………………………766
白癬………………………………………………804，増75
――，多様性 …………………………………………107
白色ワセリン ……………………………………………727
汎発型多発性グロムス腫瘍 …………………………1159
汎発型白斑 ……………………………………………1445
Hansen病 ………………………………………………1383
――，少菌型，境界型 ……………………………増71
――，現状［座談会］…………………………………477
播種性血管内凝固 ……………………………………1407
HCV感染 ………………………………………………1265
hemangiopericytoma …………………………………1163
ヘモクロマトーシス ……………………………………349
扁平上皮癌 ………………………………………………187
扁平黄色腫 ………………………………………………317
扁平苔癬 …………………………増132，増133，増134
――，環状 ……………………………………………563
――型発疹 …………………………………………1011

hepatoma，晩発性皮膚ポルフィリン症 ……………1265
ハーブ ……………………………………………………971
HHV-6 ……………………………………………………995
閉塞性血栓性血管炎 …………………………………1403
皮膚付属器腫瘍 …………………………………………419
皮膚非定型抗酸菌症 …………………………………1375
皮膚感染症，統計 ……………………………………1194
皮膚過伸展 ……………………………………………1419
皮膚血流量 ………………………………………………309
皮膚筋炎 ………………………1369，増17，増18，増19
皮膚混合腫瘍 ……………………………………………421
皮膚骨腫 …………………………………………………459
皮膚硬化 ………………………………………………1415
皮膚ムーコル症 …………………………………………707
皮膚軟骨腫 ………………………………………………467
皮膚粘液癌 ………………………………………………439
皮膚の動静脈吻合（AVシャント）………………………309
皮膚温 ……………………………………………………309
皮膚サルコイド …………………………………………583
皮膚糸状菌症 ……………………………………………804
皮膚症状 …………………………………………………20
皮膚転移 ………………………………………………1493
皮膚テスト ………………………………………………532
被角線維腫 ……………………………………………1517
皮下腫瘍 …………………………………………427，463
非結核性抗酸菌症 ……………………………………1375
貧血 ……………………………………………………1155
砒素 ……………………………………………………1489
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ヒトヘルペスウイルス8 ………………………………1391
HIV………………………………………………………増91
HIV陽性，第Ⅱ期顕性梅毒……………………………1379
日和見感染…………………………………………47，707
蜂窩織炎 …………………………………………………195
保健機能食品 ……………………………………………954
泡沫細胞 …………………………………………………321
放射線N線 ………………………………………………117
放射線癌 …………………………………………………747
放射線角化症 ……………………………………………747
疱疹状膿痂疹 ……………………………………………571
疱疹状天疱瘡 …………………………………599，増114
HPV4/60/65 ……………………………………………286
human seminal plasma allergy（HSPA） ………………775
表皮母斑 …………………………………………………337
表皮w腫 ………………………………………………1505
表在性皮膚真菌症 ………………………………………804

I
異物肉芽腫 ………………………………………………79
一卵性双胎 ………………………………………………987
遺伝子発現 ……………………………………………1103
IgA …………………………………………………………59
異汗症 ……………………………………………………55
IL-6 ………………………………………………………214
implantation dermatosis …………………………………79
infantile myofibromatosis（solitary type）………………455
infantile perianal pyramidal protrusion…………………219
inflammatory vitiligo…………………543，増116，増117
インボルクリン …………………………………………555
イオン顕微鏡 ……………………………………………89
刺青 ……………………………………………………1273
胃穿孔 ……………………………………………………71
石綿 ………………………………………………………699
イソチアゾロン系殺菌剤 ………………………………757
IT使用状況 ……………………………………………1567
イトリゾール®カプセル50………………………………776
イベルメクチン …………………………………………711
いわゆる深在性白癬 ……………………………………107

J
若年性黄色肉芽腫 ……………………………………1521
弱酸性洗浄剤 ……………………………………………494
次亜塩素酸ソーダ，刺激性接触皮膚炎 ………………717
自動車整備オイル ………………………………………853
自家療法 …………………………………………………983
自己免疫性肝炎 ………………………………………1301
持久性隆起性紅斑 ……………………………増96，増97
人畜共通感染症 ………………………………………1387
蕁麻疹様紅斑 …………………………………………1277

蕁麻疹様血管炎 ………………………………………増83
仁丹，銀皮症 ……………………………………………313
滋養強壮剤 ……………………………………………1011
持続動脈内投与 …………………………………………735
Job症候群 ………………………………………………183
褥瘡（Ⅰ度） ……………………………………………増23
褥瘡対策，診療報酬改定 ………………………………490
乗馬 ………………………………………………………723
上気道感染 ……………………………………増88，増89
常染色体優性遺伝 ………………………………………333
juvenile temporal arteritis with eosinophilia …………175
除去・投与試験 …………………………………………975

K
花粉 ………………………………………………………11
化学熱傷 …………………………………731，735，757
化学療法 ………………………………………………1119
回帰性リウマチ ………………………………………増85
海綿状血管腫 …………………………………………1151
界面活性剤 ………………………………………494，849
疥癬 ………………………………………………………711
果実アレルギー …………………………………………991
角化症 ……………………………………………………682
角層下膿疱症 ………………………………増102，増103
汗疱様類天疱瘡 …………………………………………55
環状・連圏（状皮）疹 ……………………………………575
環状紅斑…………………………………………587，増70
環状扁平苔癬……………………………563，増58，増59
環状肉芽腫 ……………………………増66，増67，増68
肝血管腫 ………………………………………………1309
肝機能障害 …………………1249，1257，1261，1297
缶コーヒー ……………………………………………1011
肝硬変 …………………………………………………1253
嵌入性裂毛 ………………………………………………575
化膿性汗腺炎 ……………………………………………187
柑皮症 …………………………………………………1015
汗疱 ………………………………………………………55
肝細胞癌 ………………………………………………1265
汗腺 ………………………………………………………345
乾癬感受性遺伝子 ……………………………………1103
感染性心内膜炎 ………………………………………1423
汗腺腫瘍 ………………………………………………1115
関節症状 ………………………………………………1411
関節炎 …………………………………………………1529
関節リウマチ …………………………1529，1545，増84
関節症性乾癬 ……………………………………………238
肝障害 …………………………………………1281，1293
乾燥シイタケ ……………………………………………963
乾燥スペアミントによる頭皮の接触皮膚炎 …………971
Kaposi肉腫 ……………………………………………1391
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下腿潰瘍 …………………………………………………71
川崎病 …………………………………………………増42
家族内発生 ……………………………………………1261
脛骨前粘液水腫 ………………………………………1448
携帯顕微鏡，直接検鏡検査 ……………………………790
血管中心性 ………………………………………………591
血管炎 …………………………………………1395，1423
血管破壊性 ………………………………………………591
血管平滑筋腫 ……………………………………………451
血管芽細胞腫（中川）……………………………………199
血管腫 …………………………………………1155，1309
顕微鏡的PN ………………………………………………67
健康食品…………………………960，979，1015，1019
――，功罪 ……………………………………………954
ケラチン …………………………………………………333
化粧品，にきび …………………………………………133
血清βグルカン値 ………………………………………967
血清病様症候群 ………………………………………1277
結節性紅斑………………増122，増123，増124，増125
結節性黄色腫 ……………………………………………321
結節性天疱瘡 ……………………………………………51
ケトーシス ……………………………………………1007
結膜炎 …………………………………………………1411
キーボード ………………………………………………682
機械油 ……………………………………………………751
金属アレルギー，皮膚疾患 ……………………………159
金属異物 ………………………………………………1505
金属内服テスト …………………………………………159
金属制限食 ………………………………………………159
金属接触アレルギー ……………………………………159
erythema gyratum repens匍匐性回転状紅斑 …………654
紅斑 ………………………………………………………増1
紅斑性天痕瘡（蝶形紅斑） ……………………………増12
紅皮症 ……………………………………………960，999
弧状（arciform）…………………………………………591
黒癬 ………………………………………………293，804
黒色真菌症 ………………………………………………301
小麦粉 ……………………………………………………845
固定薬疹 …………………………………1003，増8，増9
骨外性骨肉腫 ……………………………………463，467
骨化 ………………………………………………………435
骨化型悪性黒色腫 ………………………………………435
骨肉腫 ……………………………………………………435
骨転移 …………………………………………………1119
骨髄性プロトポルフィリン症 ………………………1257
――，姉弟例 ………………………………………1261
骨髄線維症 ………………………………………………329
骨髄抑制 …………………………………………………211
好中球機能低下 …………………………………………183
抗デスモグレイン1抗体 ………………………………567

抗デスモグレイン抗体（抗Dsg抗体）…………………599
高ガラクトース血症 …………………………………1309
抗原蛋白 …………………………………………………809
口囲紅斑，おむつ皮膚炎 ……………………………1449
甲状腺癌皮膚転移 ……………………………………1493
甲状腺乳頭癌 …………………………………………1441
硬化性線維腫 …………………………………………1525
硬化性粘液水腫 ………………………………………1415
硬結 ………………………………………………………471
抗菌デスクマット ………………………………………861
抗菌剤 ……………………………………………………861
口腔アレルギー …………………………………………11
――症候群 ……………………………………………875
肛門垂 ……………………………………………………219
高温アスファルト ………………………………………727
抗リン脂質抗体症候群 …………………………75，1301
交叉感作 …………………………………………………825
好酸球性筋膜炎 …………………………………………719
好酸球性膿疱性毛包炎 …………増135，増136，増137
好酸球性側頭動脈炎 ……………………………………175
硬性下疳…………………………………………715，1379
光線過敏 …………………………………………………63
光線過敏症 ………………………………………31，1261
口唇 ………………………………………………………715
抗真菌薬，経口 ………………………………………1025
後天性被角線維腫 ……………………………………1517
後天性免疫不全症候群 ………………………………1391
クモ状血管腫 …………………………………………1253
黒いぼ ……………………………………………………286
局面性類乾癬 ……………………………………………595
急性B型肝炎……………………………………………1277
急性浮腫 …………………………………………………221
急性汎発性発疹性膿疱症 ………………………………43

L
ラテックスアレルギー……………………………11，875
ラテックス-フルーツ症候群 ……………………………11
lentinus edodes…………………………………………1055
lichen aureus ……………………………………………305
lichen purpuricus ………………………………………305
linear IgA bullous dermatosis of childhood
（lamina lucida type）……………………………………59

linear porokeratosis ……………………………………555
low-grade myxofibrosarcoma …………………………1533
lupus erythematosus tumidus……………………………63
ライム病（erythema chronicum migrans）……………増73
リンパ浮腫に伴う紅斑 ………………………………増113
リンパ球 …………………………………………………211
リンパ球刺激テスト（DLST） …………………………532
リンパ管閉塞 ……………………………………………723
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リンパ漏 …………………………………………………723

M
マムシ咬傷 ………………………………………………743
慢性円板状エリテマトーデス ……………増104，増105
慢性機械的刺激 …………………………………………207
慢性光線性皮膚炎 ………………………………………31
慢性色素性紫斑 …………………………………………305
慢性痒疹 ………………………………………………1273
マラセチア症 ……………………………………………804
明澄細胞 ………………………………………………1115
免疫不全 …………………………………………………191
免疫抑制剤 ……………………………………………1285
面皰 ………………………………………………………325
メラノーマ診断ピットフォール ………………………687
Merkel細胞癌 …………………………………………1119
未分化間葉系腫瘍 ……………………………………1163
microscopic polyangiitis …………………………………67
味覚障害 ………………………………………………1411
MRI検査 ………………………………………………1151
ミツロウ …………………………………………………983
mixed tumor ……………………………………………421
毛孔性紅色粃糠疹 ………………………………………551
毛細血管拡張性肉芽腫 ………………………………1493
毛細血管拡張 …………………………………1253，1399
毛巣洞 ……………………………………………………187
MPO-ANCA陽性の滲出性紅斑 ………………………増31
MRI ……………………………………………………1143
ムチン …………………………………………………1415
――沈着 ………………………………………………63

mucinous carcinoma of the skin ………………………439
mucoepidermoid carcinoma ……………………………431
ムーコル症 ………………………………………………707
multicentric Castleman’s disease ………………………214
multicentric reticulohistiocytosis ……………………1529
無色素性悪性黒色腫 …………………………………1497
無色素性黒色腫 …………………………………………687
Mycobacterium marinum………………………………1375
マイコプラズマ ………………………………増33，増87
ミノサイクリン注入療法 ……………………………1509
myofibroblast ……………………………………………455

N
内服テスト ………………………………………………999
内臓癌皮膚転移 …………………………………………439
軟骨・骨組織 ……………………………………………463
軟骨母斑 …………………………………………………445
軟骨様汗管腫 ……………………………………………421
軟膏，ステロイド ……………………………………1042
南蛮紅毛流膏薬の諸々 ……1204，1338，1450，1574

軟性線維腫 ……………………………………………1111
necrolytic migratory erythema ………………………増69
粘液型脂肪肉腫 ………………………………………1135
粘液状基質 ……………………………………………1135
粘表皮癌（mucoepidermoid carcinoma）………………431
neonatal hemangiomatosis ……………………………1305
熱傷 ………………………………………………………727
Netherton症候群 ………………………………………575
熱帯魚 …………………………………………………1375
neutrophilic dermatosis …………………………………39
neutrophilic eccrine hidradenitis…………………………39
nevus lipomatosus cutaneus superficialis ……………1131
Ⅱb型高脂血症 …………………………………………321
ニッケル……………………………………………89，865
二次イオン質量分析計 …………………………………89
にきび，化粧品 …………………………………………133
日光角化症 ……………………………………………1485
肉芽腫 …………………………………………1395，1529
nodular hidradenoma …………………………………1115
nodular scleroderma ……………………………………179
nonepisodic angioedema associated with eosinophilia
（NEAE）…………………………………………………27

non-Langerhans cell histiocytosis ……………………1529
ノニオン系界面活性剤 …………………………………857
膿疱性乾癬 ………………………………………………547
農薬 ………………………………………………………731
NSE ……………………………………………………1119
乳児寄生菌性紅斑 ……………………………………増109
入浴指導 ………………………………………………1173

O
occupational protein contact dermatitis ………………837
オルトフタルアルデヒド ………………………………833
Osler 結節………………………………………………1423
黄色苔癬（lichen aureus）………………………………305

P
pacemaker dermatitis……………………………………167
pagetoid reticulosis ……………………………595，1501
paraneoplastic pemphigus ………………………………47
パスツレラ皮膚感染症 ………………………………1387
パッチテスト ……………………………829，853，999
pemphigoid nodularis ……………………………………51
ペットボトル症候群 …………………………………1007
ペット …………………………………………………1387
phaeohyphomycosis ………………………………………301
pigmented wart …………………………………………286
Pinkus型eccrine poroma………………………………1111
pleomorphic adenoma…………………………………1127
postmenopausal frontal fibrosing alopecia ……………203
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pressure dermatitis………………………………………167
prick test …………………………………………………869
プリックテスト …………………………………845，991
プリック－プリックテスト ……………………………837
プロポリス………………………………………983，1019
Protein C …………………………………………………27
protein contact dermatitis ………………809，837，841
Protein S……………………………………………………27
プロトピック®軟膏0.03％小児用………………………926
pseudocyst of the auricle ………………………………769

R
らい反応 ………………………………………………1383
落葉状天疱瘡（蝶形紅斑） ……………………………増13
REM症候群 ……………………………………………増41
Rendu-Osler-Weber病 …………………………………1399
連圏状膿疱 ………………………………………………571
リウマチ熱 ……………………………………………増86
リウマチ性丘疹 ………………………………………1395
rheumatoid vasculitis ……………………………………71
リケッチア ……………………………………………1297
ridged wart ………………………………………………286
リハビリテーション …………………………………1545
労働災害 …………………………………………………739
老人性角化症 ……………………………………………112
緑膿菌感染 ………………………………………………191
緑色腫 ……………………………………………………329

S
再発性環状紅斑様乾癬 ………………………増64，増65
採算性 …………………………………………………1097
酸 …………………………………………………………757
サルコイドーシス ………………………………………240
SCC ………………………………………………………244
sclerotic fibroma ………………………………………1525
scratch dermatitis ………………………………………967
成人Still病………………………………………増78，増79
成人水痘 ………………………………………………1281
成人Ｔ細胞性白血病・リンパ腫（ATLL） ……………591
青色ゴム乳首様母斑症候群 …………………………1155
青色ゴムまり様母斑症候群 ……………………………341
生体肝移植 ……………………………………………1285
石灰沈着 …………………………………………………325
石灰硫黄合剤 ……………………………………………731
石灰化上皮腫 ……………………………………………419
洗顔指導 ………………………………………………1173
線状皮疹 …………………………………………………221
洗浄剤スプレイ …………………………………………857
先天異常 ………………………………………………1167
先天性皮膚欠損症 ………………………………………769

セフェム系抗生物質 ……………………………………43
接触皮膚炎
………717，849，971，983，増126，増127，増128
――，アレルギー性 …………………………833，861
――，職業性 ……………817，821，845，853，857
――，多形滲出性紅斑型 ……………………………825
接触皮膚炎症候群 ………………………………………817
接触蕁麻疹 ………………………………………809，841
接触蕁麻疹症候群 ………………………………841，869
sex worker ………………………………………………715
脂肪芽細胞 ……………………………………………1135
脂肪腫 …………………………………………………1167
刺激物質 …………………………………………………853
紫斑 ……………………………………………………1269
紙幣状皮膚 ……………………………………………1249
shiitake dermatitis ……………………………………1055
シイタケ皮膚炎 ………………………963，1055，1060
歯科金属 …………………………………………………159
歯科材料 …………………………………………………825
色汗症 ……………………………………………………345
色素沈着 …………………………………………349，583
――型皮膚サルコイド ………………………………583
色素異常性固定紅斑 …………………………増94，増95
色素血管母斑症 …………………………………………337
色素性痒疹 ……………………………………………1007
色素性疣贅（pigmented wart）…………………………286
神経鞘腫 ………………………………………………1541
神経障害 ………………………………………………1383
新生児中毒性紅斑 …………………………増100，増101
新生児血管腫症 ………………………………………1305
脂漏性皮膚炎 ………………………………増120，増121
脂漏性角化症 …………………………………………1446
指尖部転移 ……………………………………………1493
指節関節過可動 ………………………………………1419
指趾粘液w腫 …………………………………………1509
肢端黒色腫 ………………………………………………687
紫雲膏 ……………………………………………………983
自然消褪 …………………………………………………219
食器用洗剤 ………………………………………………849
職業病 ……………………………………………………715
職業被曝 …………………………………………………747
職業性 ……………………………………682，717，837
職業性アレルギー性接触皮膚炎 ………………………833
職業性皮膚炎 ……………………………………………865
職業性皮膚腫瘍 …………………………………………751
職業性接触皮膚炎 …………817，821，845，853，857
食物アレルギー……………………………………11，809
食物性接触抗原 …………………………………………809
消化管血管腫 ……………………………………………341
掌蹠膿疱症 ……………………………………………1411
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出血傾向 ………………………………………………1399
出血性紅斑としての血管炎 …………………………増138
集簇性!瘡 ………………………………………………187
腫瘍随伴性天疱瘡 ………………………………………47
手掌 ………………………………………………………293
手掌紅斑 …………………………増110，増111，増112
進行胃癌 …………………………………………………471
新生児エリテマトーデス ……………増50，増51，増52
シックハウス症候群 ……………………………………20
Sjögren症候群 ……75，587，増44，増45，増46，増47
スキンケア―洗顔，入浴について［座談会］
…………………………………………………907，1429

SLE ……………………………1301，増38，増76，増77
SLE（蝶形紅斑）…………………………………増10，増11
Sneddon症候群……………………………………………75
so-called mixed tumor of the skin ……………………1127
即時型アレルギー ………………………………………809
足底 ……………………………………………………1151
solitary neurofibroma …………………………………1147
爪下外骨腫 ………………………………………………443
スペアミント ……………………………………………971
spider-web cell …………………………………………1135
spindle cell lipoma ……………………………………1143
Spitz母斑 …………………………………………………687
スポロトリキン反応 ……………………………………703
スポロトリコーシス ……………………………………703
Sporothrix shenckii ………………………………………703
ステロイド………………………………………743，1415
ステロイド外用剤 ………………………………………317
ステロイド簡易検出法 ………………………………1042
ステロイドパルス療法 …………………………………35
Stevens-Johnson syndrome ……………………………532
Stevens-Johnson症候群 ………………増36，増37，増82
striaelike epidermal distension …………………221，653
subacute cutaneous lupus erythematosus（SCLE）……587
水疱，EEM ……………………………………………増30
水疱性類天疱瘡 ………51，55，増129，増130，増131
水溶性蛋白 ………………………………………………809
サプリメント ……………………………………………954
Sweet 病 …………………………………39，増40，増74
systemic sclerosis ………………………………………179

T
タバコ皮膚炎 ……………………………………………829
多発性Bowen病 …………………………………………751
多発性血管腫 ……………………………………………341
多因子疾患 ……………………………………………1103
多形滲出性紅斑 ………………………………増28，増29
多形滲出性紅斑型接触皮膚炎 …………………………825
丹毒 ……………………………………増14，増15，増16

単純ヘルペス …………………………………………増32
単純性血管腫 ……………………………………………337
ターメリック ……………………………………………999
多種化学物質過敏症 ……………………………………20
低亜鉛血症 ………………………………………………547
低アミノ酸血症 …………………………………………547
低刺激洗浄剤，アンケート ……………………………494
TEN（Lyell） ……………………………………………増35
転移性皮膚腫瘍 …………………………………………471
転移性腫瘍 ………………………………………………431
点状紅斑 …………………………増106，増107，増108
手湿疹 ……………………………………………………841
鉄 …………………………………………………………349
特定保健用食品 …………………………………………954
突出性腫瘤 ……………………………………………1115
頭部 ……………………………………………………1163
頭部解離性蜂巣炎 ………………………………………187
糖尿病……………………………………………707，1407
凍瘡 ……………………………………………増24，増25
Touton型巨細胞 ………………………………………1521
疼痛 ……………………………………………………1513
トレビス …………………………………………………841
trichoadenoma …………………………………………423
trichoblastoma……………………………………………427
Trichophyton glabrum……………………………………297
Trichophyton tonsurans …………………………………804
――，白癬 …………………………………………1442

Trichophyton violaceum …………………………………297
爪白癬 …………………………………………………1025
ツツガムシ病 …………………………………………1297
tufted angioma …………………………………………199
痛風結節 ………………………………………………1537

U
ウコン ……………………………………………………999
――，皮膚障害 ……………………………………1003
梅干 ………………………………………………………987

V
vascular spider …………………………………………1249
Vibrio vulnificus ………………………………………1289

W
white sponge nevus ……………………………………333
widespread osteoma ……………………………………459
widespread type DLE …………………………………1301
ワイン ……………………………………………………991
Woringer-Kolopp病 ……………………………………1501
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X
Ｘ線解析 ………………………………………………1505
Ｘ線微小分析………………………………………85，313

Y
薬物乱用 ………………………………………………1273
薬疹 ………35，532，増34，増54，増55，増80，増81
薬剤リンパ球刺激試験（DLST） ………………………979
薬剤性高尿酸血症 ……………………………………1537
薬剤相互作用 ……………………………………………657
溶連菌感染…………………………………………43，551
痒疹 ………………………………………………………975
痒疹結節 …………………………………………………51
有棘細胞癌 ………………………………………………747
誘発テスト ………………………………………532，967

有茎性腫瘤 ……………………………………………1139
有機溶媒 …………………………………………………719
有棘細胞癌 ……………………………………………1489

Z
ゼムクリップ ……………………………………………515
前立腺癌 …………………………………………………39
全身型金属アレルギー …………………………………159
全身性エリテマトーデス ……………………………1301
全身性形質細胞腫 ………………………………………214
全身性接触皮膚炎 ………………………………………767
前息肉期菌状息肉腫 ……………………………………595
続発性ヘモクロマトーシス ……………………………349
増殖性天疱瘡 ……………………………………………567
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