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paraneoplastic vasculitis
福田　英嗣，長谷川　毅，斉藤　隆三 ……………663

腫瘍随伴性天疱瘡―胸腺腫を合併し軽症に経過した症例
熊野　仁子，石井　文人，三原　　典，濱田　尚宏，
前山　泰彦，安元慎一郎，橋本　　隆 ……………667

類天疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコントロールが良好と
なった症例／横倉　英人，梅本　尚可，大沢　真澄，
加倉井真樹，太田　　康，田部井　薫，山田　朋子，
鈴木　正之，出光　俊郎 ……………………………671

グルカゴノーマ症候群／新山　史朗，向井　秀樹 …675
Bowen病―膀胱癌患者に多発した症例
澤田　美月，山下　尚子，原田　敬之 ……………679

図譜
悪性腫瘍と皮膚（1）／西山　茂夫 ……………………683
蝶の博物詩
ベニモンアゲハ／西山　茂夫 …………………………689
office dermatology
アンケート特集・私がみつけた内臓病変（1）
安齋　眞一，池村　郁男，和泉　秀彦，磯山　勝男，
小澤　雅邦，小幡　秀一，折原　俊夫，戸澤　孝之，
根本　　治，水元　俊裕 ……………………………691

提言
隠された薬害に関わった私の失われた10年
滝沢　和彦 ……………………………………………702

私の歩んだ道
抗原除去治療／中山　秀夫 ……………………………710
皮膚科医学史
2世紀の膏薬ねり板／中西　淳朗 ……………………715
一家言
開業医／芝木　秀臣 ……………………………………717
診察室の四季
梅雨寒／斉藤　隆三 ……………………………………719

― 4 ―



声
女医の「声」―アトピー編／質疑応答・爪白癬に対する抜
爪の是非／疣贅の液体窒素療法“綿球法”…………721

7月号：悪性腫瘍と皮膚（2）
editorial
世間にファイル／向井　秀樹 …………………………733
展望
他所の皮膚科はどう治療しているか？
―東京都皮膚科医会会員アンケート結果を交えて
玉木　　毅 ……………………………………………734
臨床例
paraneoplastic pemphigus／舩越　　建，安西　秀美，
谷川　瑛子，天谷　雅行，町井理江子，角田　和之，
杜　　)林，佐々木裕子 ……………………………743
水疱性類天疱瘡―肺癌切除直後に発症した症例
渡辺　　彩，藤本　　学，桑野　嘉弘，尹　　浩信，
菊池かな子，玉置　邦彦 ……………………………749
壊疽性膿皮症／横見　明典，辻　　真紀，荻堂　優子，
東山　真里，和泉　真紀，中川　雅史，末村　正樹，
佐藤　誠紀 ……………………………………………753
悪性リンパ腫／有馬　優子，鳥山　　史，田中　洋一，
城　　達郎 ……………………………………………757
皮膚γδT細胞リンパ腫―膿皮症状態を呈した症例
楠本美奈子，鵜殿　雅子 ……………………………761
クリオグロブリン血症―多発性骨髄腫を伴った症例
守屋美佳子，伴野　朋裕，藤澤　康弘，川内　康弘，
大塚　藤男，鈴川　和己 ……………………………765
アミロイドーシス―腎不全で透析中の患者に生じた多発
性骨髄腫による症例
仁田原綾乃，伊藤　　薫，伊藤　雅章，金子　一真，
亀田　茂美，上野　光博 ……………………………769
全身性アミロイドーシス
河瀬　　歩，久志本常人，相馬　良直 ……………773

acanthosis nigricans／木下　恭子，宇谷　厚志，
新海　　浤，小田　健司 ……………………………777
後天性魚鱗癬―悪性リンパ腫に伴った症例
百瀬　葉子，徳永　千春，新井　春枝，椿原　裕美，
田中　住明 ……………………………………………781

Cronkhite-Canada症候群―大腸癌併発例
浅木　弘子，原　　弘之，鈴木　啓之 ……………785

Morvan’s syndrome―多汗症を認めた悪性胸腺腫合併例
上田　暢彦，井川　　健，横関　博雄 ……………789

多発性皮膚線維腫―慢性骨髄性白血病急性転化時発症例
日高　良子，西口　　健，袴田　　新，磯田　憲一，
水谷　　仁，西井　正美 ……………………………793
図譜
悪性腫瘍と皮膚／西山　茂夫 …………………………797
蝶の博物詩
クロテンシロチョウ／西山　茂夫 ……………………803

office dermatology
アンケート特集・私がみつけた内臓病変（2）
青山　浩明，阿曽　三樹，上村　仁夫，川津　智是，
北村　　弥，桜岡　浩一，佐瀬くらら，鈴木　裕介，
藤岡　　彰，町野　　博，森　　　理 ……………805
岡山県皮膚科診療の現在・過去・未来［座談会］
藤本　　亘，岩月　啓氏，荒川　謙三，梅村　茂夫，
藤田　愼一，中川昌次郎 ……………………………817
熊本皮膚科医会から／藤澤　明詔，税田　武三，
下村　　洋，村上　文男，前川　嘉洋 ……………828
私の歩んだ道
裁判になった色素沈着―放射線皮膚炎ではなかった
日戸　平太 ……………………………………………836
一家言
恙虫病との遭遇／関口　直男 …………………………841
診察室の四季
夏座布団／斉藤　隆三 …………………………………843
皮膚科のトリビア
第1回／浅井　俊弥 ……………………………………848
声
女医の「声」はいかが？～パート2

frictionとdermatitis／質疑応答・水痘の空気感染対
策 ………………………………………………………850

8月号：日光と皮膚病
editorial
日光と付き合う／斉藤　隆三 …………………………861
展望
退官後の展望／山本　昇壯 ……………………………863
総説
日光蕁麻疹／松尾　聿朗 ………………………………871
臨床例
伝染性紅斑―日光曝露により水疱を生じた症例
戸倉　広一 ……………………………………………877
いわゆる種痘様水疱症
幸田　公人，伊東　慶悟，岩崎　慈子，竹内　常道，
本田まりこ，中川　秀己，河　　敬世 ……………881
接触皮膚炎―美白剤による症例
関東　裕美，岩瀬　七重，岩佐　明子，伊藤　正俊，
高野　恭子 ……………………………………………885
職業性接触皮膚炎―光線過敏を示したコケ類による症
例／西岡　和恵，高旗　博昭 ………………………889

chronic actinic dermatitis―白斑黒皮症様の皮疹を伴っ
た症例／上郎　一弘，須賀　　康，杉村　知美，
池田　志斈 ……………………………………………893

lupus erythematosus tumidus
穀内　晶子，室田　浩之，大畑　千佳，片山　一朗，
船井　龍彦 ……………………………………………897
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慢性円板状エリテマトーデス
梅林由実子，寺本由紀子，山本浩一朗，横山　恵美，
武藤　正彦 ……………………………………………901

皮膚筋炎
中島喜美子，志賀　建夫，鎌倉　知子，中島　英貴，
小玉　　肇 ……………………………………………905

annular elastolytic giant cell granuloma―actinic
granulomaとの異同を含めて
井内　里恵，滝脇　弘嗣，荒瀬　誠治 ……………909

Favre-Racouchot症候群―タカルシトール軟膏外用療法
有効例／竹中　祐子，池田美智子，南光　弘子 …913
色素性乾皮症D群／星野　優子，松島陽一郎，
衛藤　　光，森脇　真一 ……………………………917
色素性乾皮症A群／芦川　大介，町田　秀樹，
白井　滋子，森脇　真一 ……………………………921

actinic keratosis／柳下　武士，秋田　洋一，三笠　聖美，
近藤　千晴，中瀬古裕乃，渡辺　大輔，玉田　康彦，
松本　義也 ……………………………………………925
骨髄性プロトポルフィリン症
上里　　博，野中　薫雄 ……………………………929
蝶の博物詩
シロオビヒカゲ／西山　茂夫 …………………………935
office dermatology
チオリダジンの光パッチテストで生ずる即時型の光毒性
反応／滝脇　弘嗣，湊　　真弓，宮岡　由規，
鹿子　美香，土屋浩一郎 ……………………………937
骨髄性プロトポルフィリン症患者の追跡調査
渡辺　雅久，塚崎　直子，佐藤　伸一 ……………941
露光部の外用剤かぶれ患者さんの問診について―湿布
剤・外用剤による光線過敏を経験して思ったこと
牛島　信雄 ……………………………………………944
第68回日本皮膚科学会東京支部学術大会シンポジウムⅣ
より―在宅医療における皮膚科医の役割・皮膚科医
への期待 ………………………………………………949

在宅医療における皮膚科医の役割・皮膚科医への期待
［座談会］／寺岡　　暉，淺沼　廣幸，浅井　俊弥，
栗原　誠一 ……………………………………………956
岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に関するアンケー
トを含めて／小瀬川　玄，佐藤　俊樹，中村　浩昭，
黒田　啓美，前田　文彦，森　　康記，瀬川　郁雄，
岩崎　　雅 ……………………………………………961
私の歩んだ道
細切れ自分史―その時どきの出会い
長島　正治 ……………………………………………972
私の論文・改訂版
心残りのペーパーたち／菊池　一郎 …………………976
一家言
町医者のつぶやき／久保川　透 ………………………979
医師として歩みはじめるあなたに／黒田　啓美 ……981

診察室の四季
遠花火／斉藤　隆三 ……………………………………983
皮膚科のトリビア
第2回／浅井　俊弥 ……………………………………984
声
明日はわが身／お犬様／イボ治療／女医の声はいかが？
「先生，ちょっといいですか？」……………………987

9月号：接触皮膚炎―2005
editorial
医会さまざま／西山　茂夫 …………………………1001
展望
病院皮膚科生き残りへの模索―機能別医療連携の試み
沢田　泰之 …………………………………………1002

総説
パラベンによるアレルギー性接触皮膚炎とパラベンパラ
ドックス／大磯　直毅 ……………………………1011

臨床例
サクラソウ皮膚炎―花に魅せられた人たち
和田　康夫 …………………………………………1015

ランタナによる接触皮膚炎
溝口　協子，竹中　　基，片山　一朗 …………1019

ギンナンによる全身性接触皮膚炎
山根裕美子，綾部　原子，高橋　ユエ，小林　照子，
山田　正子，相原　道子，池澤　善郎 …………1023

刺激性接触皮膚炎
花井　　博，照井　　正，鈴木　啓之 …………1027

ヘナのペインティングによる接触皮膚炎
川口　博史，小島　実緒，竹内　瑞恵 …………1031

ダーマボンドによる接触皮膚炎症候群／関東　裕美，
吉岡　敦子，吉田　正己，伊藤　正俊 …………1035

着用部位を越え拡大した弾性ストッキングによる接触皮
膚炎／武林　亮子，平原　和久，勝田　倫江，
早川　和人，狩野　葉子，塩原　哲夫 …………1039

整形外科治療に用いた創外固定器が原因と考えられた金
属アレルギー／椿　　俊和，笹本　明義，山出　晶子，
舘野　規子，星岡　　明，西須　　孝，亀ヶ谷真琴，
黒岩　　玲 …………………………………………1043

水銀による全身性接触皮膚炎／秦　　直子，鷲見　康子，
八代　　浩，松永佳世子 …………………………1047

サリチル酸グリコールによる接触皮膚炎
杉浦真理子，早川　律子，杉浦　啓二 …………1051

クロタミトンによる接触皮膚炎
杉浦真理子，早川　律子，杉浦　啓二 …………1055

ピペラシリンによる接触蕁麻疹
金林　純子，坂本　泰子 …………………………1059

塩酸リドカインによる接触皮膚炎
栗川　幸子，細野久美子，伊藤　正俊 …………1063
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エポキシ樹脂系コーティング剤主剤による職業性接触皮
膚炎／大橋　則夫，関東　裕美，岩佐　明子，
岩瀬　七重，伊藤　正俊，林　　　健 …………1067

the case of the month
タクロリムス軟膏による酒0様皮膚炎
藤原　尚子，入澤　亮吉，坪井　良治 …………1071
蝶の博物詩
トラフシジミ／西山　茂夫 …………………………1075
office dermatology
おしゃれ障害［鼎談］
小幡　秀一，岡村理栄子，栗原　誠一 …………1077
アンケート特集・接触皮膚炎／猿田　隆夫，稲村　圭一，
北村　和子，竹松　英明，種田　明生，角田　孝彦，
法貴　　憲，槇　　　泉，山本　康生 …………1087
青森県南皮膚科医会から［座談会］
亀田　忠孝，境　　繁雄，野沢　　忍，高橋　秀東，
玉井　定美 …………………………………………1098
私の歩んだ道
私の小さな人生遍歴／薄場　　眞 …………………1106
一家言
批判的であれ／三原　一郎 …………………………1111
若きドクター諸君！！　どんな皮膚科医になりたいです
か？／伊藤　俊輔 …………………………………1113
診察室の四季
虫／斉藤　隆三 ………………………………………1115
皮膚科のトリビア
第3回／浅井　俊弥 ……………………………………1116
声
地方開業―女医のつぶやき／固形石鹸は手のひらで泡立
たない ………………………………………………1120

10月号：薬疹―2005
editorial
更新する／栗原　誠一 ………………………………1131
topics
毛包幹細胞による移植再生医療の可能性―Hair follicle

is good source of stem cells.／天羽　康之，李　　伶娜，
勝岡　憲生，Robert M. Hoffman …………………1133

展望
皮膚真菌症と皮膚科的センス／藤広満智子 ………1139
臨床例
ブシラミンによる固定薬疹
宮本はるみ，寺澤　直子，小西　啓介 …………1145
ウコンによる多発性固定薬疹
西尾　大介，戸倉　新樹 …………………………1149
ランソプラゾールによる多形紅斑型薬疹
池田　佳弘 …………………………………………1153
塩酸メキシレチンによるStevens-Johnson症候群型薬疹
久保田智樹，堺　　則康，川名　誠司，
川崎　　了 …………………………………………1157

ヘム鉄によると考えられたTEN型薬疹
大沢　真澄，木田　絹代，山田　朋子，村田　　哲，
大槻マミ太郎 ………………………………………1161
フロセミドによる水疱型薬疹／嶋　　聡子，袴田　　新，
磯田　憲一，黒川　一郎，水谷　　仁 …………1165
カルバマゼピンによるDIHS／新原　寛之，本田　　栄，
辻野　佳雄，森田　栄伸，林　　　忍 …………1169
エデト酸ナトリウムによるアナフィラキシーショック
斉木　　実，川村　陽子 …………………………1173

acute generalized exanthematous pustulosis／生垣　英之，
長谷川淳一，林　　宏一，斎田　俊明 …………1177

G-CSF治療中に発症したneutrophilic dermatosis
木曽　雅子，長濱　通子，堀川　達弥 …………1181
メシル酸イマチニブによる扁平苔癬型薬疹
小野　竜輔，村田　洋三，熊野　公子 …………1185
イソニアジドによるpapuloerythroderma様の薬疹
小鍛治知子，杉浦　宏詩，寺木　祐一 …………1189
全身性びまん性脱毛を伴ったシアナミドによる薬疹
小川　陽一，長阪　晶子，椙山　秀昭，川村　龍吉，
柴垣　直孝，松江　弘之，島田　眞路 …………1193
ゲフィチニブによる薬疹／饗場　伸作，沖山　良子，
新山　史朗，向井　秀樹 …………………………1197

4薬剤による薬疹／徳田　安基，光楽　文生，
古賀　弘志，藤森　睦美 …………………………1201
蝶の博物詩
クロアゲハ／西山　茂夫 ……………………………1205
治療
ゲフィチニブによる皮膚病変―非小細胞肺癌42例の検
討／進　　洋子 ……………………………………1207
office dermatology
大阪皮膚科症例検討会より［座談会］／東　　禹彦，
青木　敏之，川津　智是，井上千津子，
伊藤　裕啓 …………………………………………1212
皮膚科医学史
新撰・東京検梅史（その1）／中西　淳朗 ……………1220
私の歩んだ道
皮膚科医は地の塩，海の塩／植木　宏明 …………1222
一家言
みんなちがって，みんないい／宮崎　和廣 ………1227
診察室の四季
秋の雲／斉藤　隆三 …………………………………1229
皮膚科のトリビア
第4回／浅井　俊弥 ……………………………………1230
声
女医の声―仕事と子育て／アナフィラキシー型薬疹と

DLST／「聞きなれない病名」と患者心理／DEM／日戸
先生の『裁判になった色素沈着』を拝読して ……1237
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11月号：薬剤による有害事象
editorial
アトピーの入院療法／向井　秀樹 …………………1249
展望
強皮症　20年間の進歩と展望／佐々木哲雄 ………1250
臨床例
水疱性類天疱瘡を疑ったスルピリドによる薬疹
関　　玲子，大谷　恵理，渡邊　京子 …………1257
ブシラミンによる薬剤性落葉状天疱瘡
北川　敬之，小川真希子，中村　保夫 …………1261
プロピルチオウラシルによるANCA関連血管炎
木村　雅明，大橋　則夫，森山ゆうき，関東　裕美，
吉田　正己，伊藤　正俊 …………………………1265

BCG接種後にみられた紅斑状非定型的結核疹
池田　光徳，鎌倉　知子，小玉　　肇，尾崎　明子，
久川　浩章，前田　明彦，藤枝　幹也，脇口　　宏，
猿田　隆夫 …………………………………………1269
グルコン酸カルシウム投与による皮膚石灰沈着症
杉山　由華，田中　正人，小西　紀子，
橋爪　秀夫 …………………………………………1273
酢酸リュープロレリン3カ月徐放剤皮下注射による異物
肉芽腫／山下　史記，植木　理恵，指出　一彦，
平井　　周，池田　志斈 …………………………1277
ハイドレア内服中に顔面に多発した有棘細胞癌
石川　由華，斉藤まるみ，高橋　政史，大塚　幹夫，
中村晃一郎，金子　史男 …………………………1281
シクロスポリン内服後に下口唇扁平苔癬から生じた有棘
細胞癌／織田眞理子，尾上　智彦，米本　広明，
太田真由美，石地　尚興，内田　　満 …………1285
低用量ビタミンD3外用療法による高カルシウム血症
菅井　順一，大槻マミ太郎 ………………………1289
インターフェロンα自己注射部位に生じた皮膚潰瘍
田中麻紀子，山下　尚子，我妻　恭子，伊藤　治夫，
石崎　純子，原田　敬之 …………………………1293
メシル酸ガベキサートによる難治性皮膚潰瘍
吉崎　仁胤，河崎　由真，原田　　晋 …………1297

Hydroxyurea による下腿潰瘍
赤坂季代美，江藤　隆史 …………………………1301

ワーファリン治療中に生じた足部壊死
田中えり子，中村　晶子，堀　啓一郎 …………1305
塩酸ヒドロキシジン筋注による皮膚壊死
中野　純二，寺本由紀子 …………………………1309

Ca（カルシウム）拮抗剤による歯肉増殖症
河野　経子，金子　　聡，向井　秀樹 …………1313
私の論文―改訂版
ヘム鉄によると考えられたTEN型薬疹（補遺）
村田　　哲，大沢　真澄，木田　絹代，山田　朋子，
大槻マミ太郎 ………………………………………1317
蝶の博物詩
ヤマトシジミ／西山　茂夫 …………………………1319

office dermatology
低濃度砒素曝露時における発癌のリスクについて
松田　史雄，吉田　理恵，谷川　瑛子，石河　　晃，
田中　　勝 …………………………………………1321

Valaciclovirによる神経症状と腎機能障害
青地　聖子，衛藤　　光 …………………………1327

松山市皮膚科医会から［座談会］
村上　早織，渡部　裕子，中山　恵二，町野　　博，
鉾石武一郎，鈴木　裕介 …………………………1331

皮膚科医学史
新撰・東京検梅史（その2）／中西　淳朗 ……………1342
私の歩んだ道
夕暮の時―思い出すままに／荒田　次郎 ………1344
一家言
母から娘へ／池田　律子 ……………………………1349
診察室の四季
七五三／斉藤　隆三 …………………………………1351
皮膚科のトリビア
第5回／浅井　俊弥 ……………………………………1352
声
丹毒とニューキノロン／優れて優しい人／Vol.27, No.8声
「イボ治療」に対するコメント／石鹸の泡／女医の声―
困った患者さんたち／「皮膚の日」によせて／今年度の
皮膚科専門医試験を振り返って …………………1354

12月号：発熱を伴う皮膚病
editorial
診断のために／斉藤　隆三 …………………………1379
展望
アトピー性皮膚炎と真菌／川口　博史 ……………1380
臨床例
心筋炎に併発した結節性紅斑
仙波　京子，佐藤　俊宏，中池　竜一 …………1387

好中球性皮膚症／西村　幸秀，上田英一郎，竹中　秀也，
加藤　則人，岸本　三郎 …………………………1391

Sweet症候群―MCTD，Sjögren症候群に合併した症例
谷口　彩子，倉持　　朗，秋山　雄次，
土田　哲也 …………………………………………1395

高齢者アナフィラクトイド紫斑―十二指腸出血を伴っ
た症例／加納　宏行，北島　康雄 ………………1399

壊疽性膿皮症―潰瘍性大腸炎に合併した症例
石塚　洋典，伴野　朋裕，大塚　藤男，
柴原　　健 …………………………………………1403

感染性心内膜炎に伴う点状出血斑／藤沢　智美，
山中　新也，川合さなえ，清島真理子 …………1407

小児皮膚筋炎
荒木　文子，生嶋　　聡，岸本　三郎 …………1411

小児MCTD／徳田　安孝，野呂瀬　昇，飯島みわ子，
畑　由紀子，平林佳奈枝，上松　一永 …………1415
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再発性多発軟骨炎―Sjögren症候群に合併した症例
関　　真美，猿谷佳奈子，白井　　明，
日野　治子 …………………………………………1419
成人Stiil病／西　　香織，一山　伸一………………1423
骨髄異形成症候群
大谷　恵理，福山國太郎，横関　博雄 …………1427
全身に浸潤性紅斑を生じた菊池病／小野　藤子，
石地　尚興，上出　良一，中川　秀己 …………1431
蕁麻疹様血管炎／阿南　　隆，仙波　京子，竹内　善治，
藤原　作平 …………………………………………1435

Sjögren症候群―SCLEの皮疹を呈した症例
菅原　京子，東谷　　薫，臼田　俊和，岩田　洋平，
小寺　雅也 …………………………………………1441
蝶の博物詩
カバタテハ／西山　茂夫 ……………………………1447
office dermatology
タバコと皮膚［座談会］／溝口　昌子，幸野　　健，
原　　尚道，木花　　光 …………………………1449
岐阜市皮膚科医会から［座談会］
和泉　秀彦，尾関　信彦，森川　孝雄，森　　健一，
森　也寸史，馬渕　愃之 …………………………1459
皮膚科医学史
新撰・東京検梅史（その3）
中西　淳朗 …………………………………………1468
私の歩んだ道
皮膚科分野での国際的な情報発信を目指して
田上　八朗 …………………………………………1472
一家言
えらそうな，たわごと／藤沢　明詔 ………………1477
診察室の四季
晦日蕎麦／斉藤　隆三 ………………………………1479
皮膚科のトリビア
第6回／浅井　俊弥 ……………………………………1480
声
女医の声―困った患者さんたち（2）／「アナフィラキシ
ー型薬疹とDLST」を拝読して／ステロイド長期内服に
注意しましょう ……………………………………1482

増刊号：聞き慣れない病名　2005
巻頭言
聞き慣れない病名／西山　茂夫 ………………………増1
総説
長島型掌蹠角化症／皆川　　結，石河　　晃 ………増5
臨床例
blistering distal dactylitis
高城　倫子，松本賢太郎 …………………………増11

adult Blaschkitis
小西　朝子，松原　邦彦，青島　敏行 …………増15

superficial granulomatous pyoderma
鈴木　理華，新井　　達，長橋　和矢，楠　　　舞，
冨田　昌宏，勝岡　憲生，酒井　智恵 …………増19

infantile acropustulosis／松永　晶江，岡田　知善，
原　　弘之，照井　　正，鈴木　啓之 …………増23

pyodermatitis-pyostomatitis vegetans
高橋　愼一，川島　淳子，森本　光明，山根　源之，
松尾　聿朗 …………………………………………増27

bullous morphea／横山小名美，川久保　洋，伊崎　誠一，
仲　　　弥 …………………………………………増31

cancer-associated fasciitis panniculitis
下川　稚代，磯村　　巌，新谷　洋一，苅谷　清徳，
森田　明理 …………………………………………増35

post-scabetic nodules／西　　　薫，辻　ひとみ，
中村　哲史，山本　明美，飯塚　　一 …………増39

lower limb stasis syndrome
山本菜穂子，田中　　信 …………………………増43
不完全型Heerfordt症候群
大久保倫代，外川　八英，貝田　真郷，鎌田　憲明，
小林　孝志，宇谷　厚志，新海　　浤 …………増47

RS3PE症候群／金親　香子，角田　寿之……………増51
macular arteritis／定平知江子，窪田　泰夫 ………増55
erosive pustular dermatosis of the scalp
青木　　類，安藤　典子，島田　眞路 …………増59

necrobiotic xanthogranuloma／藤原　規広 …………増63
全身性脂肪萎縮症（generalized lipodystrophy）
川村　繁美，赤坂　俊英 …………………………増67

circumscribed palmar or plantar hypokeratosis
白井　　明，関　　真美，日野　治子 …………増71

spiny keratoderma／竹尾　直子，白川　典参 ……増75
punctate porokeratotic keratoderma
藤井由美子，荒瀬　誠治 …………………………増79

notalgia paresthetica／幸田　紀子，延山　嘉眞，
山y 典子，上出　良一，中川　秀己 …………増83

Laugier-Hunziker-Baran症候群／安藤　菜緒，大野　祐樹，
浅野　聖子，金子　健彦 …………………………増87

Bier’s spot／小野　公司，三浦　義則，藤本　栄大，
黒田　　啓，多島　新吾 …………………………増91

pseudolymphomatous folliculitis
二神　綾子，川名　誠司 …………………………増95

fibroma of tendon sheath／t木　　敦，黛　　暢恭，
川田　博史，丹羽　祐介，池田　志斈 …………増99

acral pseudolymphomatous angiokeratoma of children
（APACHE）／定延　直哉，夏秋　　優，山西　清文，
杉本　　直 …………………………………………増103

infantile myofibromatosis（solitary type）
小池文美香，森　　重彰，早川　清順 …………増107

aggressive angiomyxoma／村本　剛三，江嶋　崇浩，
内平　孝雄，亀井　敏昭，内平　信子 …………増111

sclerotic fibroma／横関真由美，松村　哲理………増115
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線状脂腺母斑症候群／寺澤　直子，宮本はるみ，
小西　啓介，前田　洋佐，岡野　創造 …………増119

melanocytic agminated nevi／稲積　豊子，大内　健嗣，
大塚　知子，木村　俊次 …………………………増123
アンケート
聞き慣れない病名／赤坂　俊英 ……………………増127
聞き慣れない病名＝勉強不足？！／石河亜紀子 …増128
聞き慣れない病名―2005／片山　一朗 ……………増129
聞き慣れない病名／荻野　篤彦 ……………………増130
聞き慣れない病名を考えています／加藤　卓朗 …増132
brachioradial pruritus／上出　良一…………………増133
まれな例と最近の命名／菊池　一郎 ………………増134
昔の名前で出ています―Schloffer腫瘤
木花　　光 …………………………………………増135
好奇心とアンテナと…／佐瀬くらら ………………増136
聞き慣れない疾患：Birt-Hogg-Dubé syndrome
澤村　大輔 …………………………………………増137

itching purpura（angiodermatitis）について
清水　正之 …………………………………………増138

いまが旬のHermansky-Pudlak症候群
鈴木　民夫 …………………………………………増139

抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候群
竹原　和彦 …………………………………………増140

infantile perianal pyramidal protrusionと先天性肛門皺壁と
肛門垂／田中　　信 ………………………………増141

erythema punctata（Higuchi）／長野　拓三…………増142
聞き慣れない病名の効用／西岡　和恵 ……………増143
intercellular IgA vesiculopustular dermatosis（IAVPD）
橋本　　隆 …………………………………………増144

「眼囲皮膚炎」と「ジーパン皮膚炎」／服部　　瑛 …増145
「infantile perianal pyramidal protrusion」という病名につい
て／馬場　直子 ……………………………………増146

pitted keratolysis（点状角質融解症）／濱田　稔夫…増147
聞き慣れない薬疹の病名／福田　英三 ……………増148
聞き慣れない病名というより覚えられない病名
藤田　　優 …………………………………………増149

聞き慣れない病名／森　　俊二 ……………………増150
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A
阿部　澄乃……Trichophyton tonsurans感染症―格闘技
選手間で流行例の特徴とその対策　525
阿部　俊文……肛門垂　413
足立　孝司……pilonidal sinus 557
上松　一永……小児MCTD 1415
相場　節也……folliculitis decalvans 517
饗場　伸作……acne fulminans 265，ゲフィチニブに
よる薬疹　1197
相原　道子……ギンナンによる全身性接触皮膚炎 1023
赤羽　賢浩……晩発性皮膚ポルフィリン症―肝細胞に
赤色蛍光を確認しえた症例　293
赤坂季代美……Hydroxyureaによる下腿潰瘍　1301
赤坂　俊英……紅皮症―膀胱癌患者にみられた症例

651，全身性脂肪萎縮症（generalized lipodystrophy）
増67，アンケート特集・聞き慣れない病名　聞き慣
れない病名　増127
安藝　良一……閉塞性動脈硬化症　47
秋葉　　弘……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　足Ⅰ趾爪白癬の治療　189，皮膚真菌
症の培養（一工夫） 340，質疑応答・爪白癬に対する
抜爪の是非　722
秋田　尚見……多発性痛風結節―機能障害を認めた症
例　529

秋田　洋一……actinic keratosis 925
秋山　雄次……Sweet症候群―MCTD，Sjögren症候群
を合併した症例　1395

天谷　雅行……Trousseau症候群―胃癌を伴い，
Trousseau症候群が疑われた多発性皮膚壊死　273，
paraneoplastic pemphigus 743

天羽　康之……毛包幹細胞による移植再生医療の可能
性－Hair follicle is good source of stem cells. 1133

阿南　　隆……蕁麻疹様血管炎　1435
安藤　菜緒……Laugier-Hunziker-Baran症候群　増87
安藤　典子……erosive pustular dermatosis of the scalp
増59

安齋　眞一……coccygeal pad 567，アンケート特集・
私がみつけた内臓病変（1） 内臓病変はみつかってか
らが勝負　691

安西　秀美……paraneoplastic pemphigus 743
青地　聖子……Valaciclovirによる神経症状と腎機能障害

1327
青木　　類……erosive pustular dermatosis of the scalp
増59

青木　敏之……大阪皮膚科症例検討会より［座談会］
1212

青木　洋子……宮崎県皮膚科医会の歩みと展望［座談会］
586

人　　名　　索　　引
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青島　敏行……adult Blaschkitis 増15
青山　浩明……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） みつけたもの，見逃したもの，気になる患者
805
荒金　兆典……palmoplantar fibromatosis―糖尿病患
者にみられた症例　553
新井　春枝……閉塞性動脈硬化症　47，後天性魚鱗癬
―悪性リンパ腫に伴った症例　781
新井　　達……関節リウマチに伴った潰瘍　59，necro-

biosis lipoidica 381，superficial granulomatous pyo-
derma 増19
荒川　謙三……岡山皮膚科診療の現在・過去・未来［座
談会］ 817
荒木　文子……小児皮膚筋炎　1411
荒瀬　誠治……punctate porokeratotic keratoderma 増

79，annular elastolytic giant cell granuloma―actinic
granulomaとの異同を含めて　909
荒田　次郎……Bullous impetigoとSSSS 611，夕暮の
時―思い出すままに　1344

有川　佳代……種痘様水疱症　285
有馬　優子……悪性リンパ腫　757
浅田　秀夫……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647
麻上　千鳥……世界最高精度の電子顕微鏡（2009）で再び
研究してみたい　332
浅井とし子……閉塞性動脈硬化症　47
浅井　俊弥……皮膚科のトリビア　第1回　848，在宅
医療における皮膚科医の役割・皮膚科医への期待［座
談会］ 956，皮膚科のトリビア　第2回　984，皮膚
科のトリビア　第3回　1116，皮膚科のトリビア　第
4回　1230，皮膚科のトリビア　第5回　1352，皮膚
科のトリビア　第6回　1480
浅木　弘子……Cronkhite-Canada症候群―大腸癌併発
例　785
浅野　聖子……Laugier-Hunziker-Baran症候群　増87
淺沼　廣幸……第68回日本皮膚科学会東京支部学術大会
シンポジウムⅣより―在宅医療における皮膚科医の
役割・皮膚科医への期待　951，在宅医療における皮
膚科医の役割・皮膚科医への期待［座談会］ 956
芦川　大介……色素性乾皮症A群　921
阿曽　三樹……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） 発見は不幸の始まり？　806
綾部　原子……ギンナンによる全身性接触皮膚炎

1023
東　　昌広……コレステロール結晶塞栓症　51
我妻　恭子……インターフェロンα自己注射部位に生じ
た皮膚潰瘍　1293

B
馬場　直子……アンケート特集・聞き慣れない病名

「infantile perianal pyramidal protrusion」という病名に
ついて　増146

番場　秀和……皮膚病診療40年　211
伴野　朋裕……クリオグロブリン血症―多発性骨髄腫
を伴った症例　765，壊疽性膿皮症―潰瘍性大腸炎
に合併した症例　1403

D
段野貴一郎……爪下有棘細胞癌　143
出光　俊郎……コレステロール結晶塞栓症　51，類天
疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコントロールが良好と
なった症例　671
杜　　)林……paraneoplastic pemphigus 743

E
海老原　全……肝斑　416
江嶋　崇浩……aggressive angiomyxoma 増111
遠藤　幸紀……紅皮症―膀胱癌患者にみられた症例

651
衛藤　　光……色素性乾皮症D群　917，Valaciclovirに
よる神経症状と腎機能障害　1327
江藤　宏光……関節リウマチに伴った潰瘍　59
江藤　隆史……急性陰門潰瘍　261，Hydroxyureaによ
る下腿潰瘍　1301

F
藤枝　幹也……BCG接種後にみられた紅斑状非定型的結
核疹　1269
藤広満智子……皮膚真菌症と皮膚科的センス　1139
藤井　紀和……爪下有棘細胞癌　143
藤井由美子……punctate porokeratotic keratoderma 増

79
藤森　睦美……4薬剤による薬疹　1201
藤本　　学……水疱性類天疱瘡―肺癌切除直後に発症
した症例　749

藤本　　亘……岡山皮膚科診療の現在・過去・未来［座
談会］ 817
藤本　栄大……Bier’s spot 増91
藤野　裕美……紅皮症―膀胱癌患者にみられた症例

651
藤岡　　彰……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） 皮膚より内臓病変へ―開業医としての取り組
み　813
藤沢　明詔……熊本皮膚科医会から　828，えらそうな，
たわごと　1477

藤澤　重樹……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　何
も塗らないことも治療の選択肢　432
藤沢　智美……ヒトパルボウイルスB19感染症　361，
感染性心内膜炎に伴う点状出血斑　1407
藤澤　康弘……クリオグロブリン血症―多発性骨髄腫
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を伴った症例　765
藤田　博己……野兎病―千葉県利根川河川敷近くで発
生した症例　253
藤田　　優……アンケート特集・聞き慣れない病名　聞
き慣れない病名というより覚えられない病名　増149

藤田　愼一……岡山皮膚科診療の現在・過去・未来［座
談会］ 817

藤原　規広……necrobiotic xanthogranuloma 増63
藤原　尚子……タクロリムス軟膏による酒0様皮膚炎

1071
藤原　作平……蕁麻疹様血管炎　1435
深水　秀一……第4回浜松皮膚科懇話会から　448
福田　英嗣……livedo reticularis with summer ulceration

31，Gougerot-Blum disease 277，汗管腫　409，コ
レステロール結晶塞栓症　537，paraneoplastic vas-
culitis 663

福田　英三……アンケート特集・聞き慣れない病名　聞
き慣れない薬疹の病名　増148

福山國太郎……壊疽性膿皮症　35，骨髄異形成症候群
1427
船井　龍彦……lupus erythematosus tumidus 897
舩越　　建……paraneoplastic pemphigus 743
二神　綾子……pseudolymphomatous folliculitis 増95

G
後藤　康文……紅皮症―膀胱癌患者にみられた症例

651

H
蜂須賀淳子……肢端紅痛症　27
葉狩　良孝……pilonidal sinus 557
袴田　　新……多発性皮膚線維腫―慢性骨髄性白血病
急性転化時発症例　793，フロセミドによる水疱型薬
疹　1165

濱田　尚宏……腫瘍随伴性天疱瘡―胸腺腫を合併し軽
症に経過した症例　667
濱田　稔夫……アンケート特集・聞き慣れない病名

pitted keratolysis（点状角質融解症） 増147
濱川　素子……色素分界線条―妊婦にみられた症例

397
濱野　英明……結節性硬化症の患者に生じたKoenen腫
瘍　167

花井　　博……刺激性接触皮膚炎　1027
原　　弘之……Münchhausen症候群―納豆の混入し
た異物の皮膚への刺入により生じた症例　405，
Cronkhite-Canada症候群―大腸癌併発例　785，
infantile acropustulosis 増23

原　　尚道……タバコと皮膚　1449
原田　玲子……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　手間暇惜しまず的確な診断・治療を心

掛けています　200
原田　　晋……メシル酸ガベキサートによる難治性皮膚
潰瘍　1297

原田　敬之……Bowen病―膀胱癌患者に多発した症例
679，インターフェロンα自己注射部位に生じた皮膚
潰瘍　1293

長谷川淳一……Bazin硬結性紅斑　257，acute general-
ized exanthematous pustulosis 1177

長谷川　稔……全身性強皮症による足趾潰瘍　71
長谷川　毅……paraneoplastic vasculitis 663
長谷川義博……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　ひとり歩きの爪白癬CM 198，アン
ケート特集・忘れえぬ女性患者　クリスマスのゴミ箱
への贈り物　441

橋本　　隆……肛門垂　413，腫瘍随伴性天疱瘡―胸
腺腫を合併し軽症に経過した症例　667，アンケート
特集・聞き慣れない病名　intercellular IgA vesiculo-
pustular dermatosis（IAVPD） 増144

橋本　喜夫……丘疹―紅皮症（太藤）―PUVA-Bath療
法が奏効した症例　545

橋本由美子……lichen amyloidosis 533
橋爪　秀夫……グルコン酸カルシウム投与による皮膚石
灰沈着症　1273

はっしー（匿名）……今年度の皮膚科医専門医試験を振り
返って　1365

秦　　直子……水銀による全身性接触皮膚炎　1047
畑　由紀子……小児MCTD 1415
羽藤　誠記……フルニエ壊疽―MRSAによる症例 521
服部　　瑛……Meet the expert in 伊香保温泉　217，皮
膚科を楽しんでください―第21回日臨皮学術大会よ
り　613，ステロイド長期内服に注意しましょう
1483，アンケート特集・聞き慣れない病名 「眼囲皮
膚炎」と「ジーパン皮膚炎」 増145

早川　和人……着用部位を越え拡大した弾性ストッキン
グによる接触皮膚炎　1039

早川　律子……サリチル酸グリコールによる接触皮膚炎
1051，クロタミトンによる接触皮膚炎　1055

早川　清順……infantile myofibromatosis（solitary type）
増107

林　　宏一……悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節
生検と足底からのリンパ流路について　183，acute
generalized exanthematous pustulosis 1177

林　　　忍……カルバマゼピンによるDIHS 1169
林　　　健……エポキシ樹脂系コーティング剤主剤によ
る職業性接触皮膚炎　1067

日高　良子……多発性皮膚線維腫―慢性骨髄性白血病
急性転化時発症例　793

檜垣　祐子……皮膚科と女性外来［鼎談］ 421
東　　禹彦……質疑応答・爪白癬に対する抜爪の是非

722，大阪皮膚科症例検討会より［座談会］ 1212



― 13 ―

東谷　　薫……Sjögren症候群―SCLEの皮疹を呈した
症例　1441
東山　真里……壊疽性膿皮症　753
日野　治子……皮膚科医は学校伝染病にどう関わるか

236，急性陰門潰瘍　261，皮膚科と学校保健―皮
膚科専門相談医の実現に向けて［鼎談］ 317，臀部慢
性膿皮症　513，質疑応答・水痘の空気感染対策
851，再発性多発軟骨炎―Sjögren症候群に合併した
症例　1419，circumscribed palmar or plantar hypoker-
atosis 増71
平林佳奈枝……小児MCTD 1415
平原　和久……着用部位を越え拡大した弾性ストッキン
グによる接触皮膚炎　1039
平井　愛山……第68回日本皮膚科学会東京支部学術大会
シンポジウムⅣより―在宅医療における皮膚科医の
役割・皮膚科医への期待　954
平井　　周……酢酸リュープロレリン3カ月徐放剤皮下
注射による異物肉芽腫　1277
平山　　芳……膿痂疹の診断名について　340，Bullous

impetigoとSSSS 611
広川　雅之……Buerger病―交感神経切除術有効例 541
広瀬　祐子……皮膚ノカルジア症　171
比留間政太郎……Trichophyton tonsurans感染症―格闘
技選手間で流行例の特徴とその対策　525
久川　浩章……BCG接種後にみられた紅斑状非定型的結
核疹　1269
人見　勝博……糖尿病性壊疽　55
ホボオバ（匿名）……固形石鹸は手のひらで泡立たない 1121
Hoffman, Robert M.……毛包幹細胞による移植再生医療
の可能性－Hair follicle is good source of stem cells.
1133
鉾石武一郎……松山市皮膚科医会から［座談会］ 1331
本田まりこ……いわゆる種痘様水疱症　881
本田　　栄……カルバマゼピンによるDIHS 1169
本間　亜美……悪性黒色表皮腫―胃癌術後リンパ節転
移の増大消失に並行して皮疹の消長をみた症例　635
堀　啓一郎……ワーファリン治療中に生じた足部壊死

1305
堀米　玲子……Bazin硬結性紅斑　365
堀川　達弥……自己血清中の因子が関与する蕁麻疹とし
てのアスピリン蕁麻疹と物理性蕁麻疹　502，G-CSF
治療中に発症したneutophilic dermatosis 1181
堀尾　　武……色素分界線条―妊婦にみられた症例

397
星野　優子……色素性乾皮症D群　917
星岡　　明……整形外科治療に用いた創外固定器が原因
と考えられた金属アレルギー　1043

細野久美子……塩酸リドカインによる接触皮膚炎 1063
細谷　律子……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　患
者さんは医者の師　443

法貫　　憲……アンケート特集・接触皮膚炎　皮膚科学
会に要望したいこと　1095

I
市橋　正光……Rothmund-Thomson症候群　301
市川　尚子……爪下外骨腫　163
一宮　　誠……lichen amyloidosis 533
一山　伸一……成人Stiil病　1423
井川　　健……壊疽性膿皮症　35，Morvan’s syndrome
―多汗症を認めた悪性胸腺腫合併例　789

伊木まり子……女医の声―仕事と子育て　1237
尹　　浩信……水疱性類天疱瘡―肺癌切除直後に発症
した症例　749

飯島みわ子……小児MCTD 1415
飯尾　　健……第4回浜松皮膚科懇話会から　448
飯塚　　一……丘疹―紅皮症（太藤）―PUVA-Bath療
法が奏効した症例　545，post-scabetic nodules 増39
池田美智子……Favre-Racouchot症候群―タカルシト
ール軟膏外用療法有効例　913
池田　光徳……BCG接種後にみられた紅斑状非定型的結
核疹　1269
池田　律子……母から娘へ　1349
池田　志斈……chronic actinic dermatitis―白斑黒皮症
様の皮疹を伴った症例　893，酢酸リュープロレリン
3カ月徐放剤皮下注射による異物肉芽腫　1277，fibro-
ma of tendon sheath 増99
池田　佳弘……ランソプラゾールによる多形紅斑型薬疹

1153
池田　雄一……丘疹―紅皮症（太藤）―PUVA-Bath療
法が奏効した症例　545
生垣　英之……acute generalized exanthematous pustulo-

sis 1177
池村　郁男……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） 紫斑が初発症状であった急性骨髄性白血病 692
池澤　善郎……悪性黒色腫　159，Chediak-Higashi syn-

drome 297，ギンナンによる全身性接触皮膚炎
1023
生嶋　　聡……小児皮膚筋炎　1411
今泉　明子……osteosarcomaの皮膚転移　135
今門　純久……osteosarcomaの皮膚転移　135
今中　千秋……三重皮膚科医会から［座談会］ 464
井村　　純……肢端紅痛症　27
稲村　圭一……アンケート特集・接触皮膚炎　無用の用

1090
稲積　豊子……melanocytic agminated nevi 増123
井上千津子……大阪皮膚科症例検討会より［座談会］

1212
井上　光世……肛門垂　413
井上　勝平……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　卵
巣癌の臍転移―Sister Mary Josephとの邂逅　435，
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Pinkus先生逝って20年　610，優れて優しい人　1355
猪爪　隆史……皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 289
乾　　重樹……frictionとdermatitis 851
入澤　亮吉……タクロリムス軟膏による酒0様皮膚炎

1071
石黒　直子……膠原病が女性に多いのはなぜか―女性
に多いことでの問題点を含め　354

石井　文人……腫瘍随伴性天疱瘡―胸腺腫を合併し軽
症に経過した症例　667
石井　良征……マンソン孤虫症　571
石地　尚興……シクロスポリン内服後に下口唇扁平苔癬
から生じた有棘細胞癌　1285，全身に浸潤性紅斑を
生じた菊池病　1431
石川　　治……膠原病による下腿・足趾の壊疽・潰瘍

10，スポロトリコーシス　249
石川　由華……ハイドレア内服中に顔面に多発した有棘
細胞癌　1281

石河亜紀子……アンケート特集・聞き慣れない病名　聞
き慣れない病名＝勉強不足？！　増128
石河　　晃……結節性硬化症の患者に生じたKoenen腫
瘍　167，低濃度砒素曝露時における発癌のリスクに
ついて　1321，長島型掌蹠角化症　増5
石丸　正寛……悪性黒色表皮腫―胃癌術後リンパ節転
移の増大消失に並行して皮疹の消長をみた症例　635
石塚　洋典……壊疽性膿皮症―潰瘍性大腸炎に合併し
た症例　1403
石崎　純子……インターフェロンα自己注射部位に生じ
た皮膚潰瘍　1293
石塚　文平……ホルモン補充療法と皮膚　177
磯田　憲一……多発性皮膚線維腫―慢性骨髄性白血病
急性転化時発症例　793，フロセミドによる水疱型薬
疹　1165

磯貝理恵子……palmoplantar fibromatosis―糖尿病患
者にみられた症例　553
磯村　　巌……cancer-associated fasciitis panniculitis
増35

磯山　勝男……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） 私の経験　694
伊東　文行……悪性黒色表皮腫―胃癌術後リンパ節転
移の増大消失に並行して皮疹の消長をみた症例　635
伊藤　治夫……インターフェロンα自己注射部位に生じ
た皮膚潰瘍　1293
伊藤　裕啓……大阪皮膚科症例検討会より［座談会］

1212
伊藤　　薫……アミロイドーシス―腎不全で透析中の
患者に生じた多発性骨髄腫による症例　769
伊東　慶悟……いわゆる種痘様水疱症　881
伊藤　　誠……nonepisodic angioedema associated with

eosinophilia―寄生虫感染症との鑑別を要した症例
377

伊藤　雅章……アミロイドーシス―腎不全で透析中の
患者に生じた多発性骨髄腫による症例　769

伊藤　正俊……色素沈着型接触皮膚炎　373，接触皮膚
炎―美白剤による症例　885，ダーマボンドによる
接触皮膚炎症候群　1035，塩酸リドカインによる接
触皮膚炎　1063，エポキシ樹脂系コーティング剤主
剤による職業性接触皮膚炎　1067，プロピルチオウ
ラシルによるANCA関連血管炎　1265

伊藤　俊輔……若きドクター諸君！！　どんな皮膚科医
になりたいですか？　1113

伊藤　康裕……丘疹―紅皮症（太藤）―PUVA-Bath療
法が奏効した症例　545

伊藤ゆり子……急性陰門潰瘍　261
井内　里恵……annular elastolytic giant cell granuloma
―actinic granulomaとの異同を含めて　909

岩井　雅彦……皮膚科と学校保健―皮膚科専門相談医
の実現に向けて［鼎談］ 317

岩佐　明子……接触皮膚炎―美白剤による症例 885，
エポキシ樹脂系コーティング剤主剤による職業性接触
皮膚炎　1067

岩崎　　雅……岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に
関するアンケートを含めて　961

岩崎　慈子……いわゆる種痘様水疱症　881
岩瀬　七重……接触皮膚炎―美白剤による症例 885，
エポキシ樹脂系コーティング剤主剤による職業性接触
皮膚炎　1067

岩田　洋平……Sjögren症候群―SCLEの皮疹を呈した
症例　1441

岩月　啓氏……岡山皮膚科診療の現在・過去・未来［座
談会］ 817

伊崎　誠一……糖尿病性壊疽　55，肉芽腫性炎の理
論：再考　626，bullous morphea 増31

泉　　敦子……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647

和泉　秀彦……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） こまめな皮膚処置で下足切断を免れた？　糖尿
病性壊疽　693，岐阜市皮膚科医会から　1459

和泉　真紀……壊疽性膿皮症　753

J
地土井襄璽……恥ずかしきことの数々　206
神保　孝一……ペラグラ―アルコール依存症に伴った
症例　549

城　　達郎……悪性リンパ腫　757
女医S（匿名）……女医の声はいかが？ 「先生，ちょっと
いいですか？」 989

城野　剛充……悪性黒色腫―リンパ節にサルコイド反
応を認めた症例　155

12年目の皮膚科医（匿名）……イボ治療　988



― 15 ―

K
影下登志郎……悪性黒色腫―リンパ節にサルコイド反
応を認めた症例　155
加口　敦士……悪性黒色腫―リンパ節にサルコイド反
応を認めた症例　155
貝田　真郷……不完全型Heerfordt症候群　増47
加倉井真樹……類天疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコン
トロールが良好となった症例　671
角田　寿之……RS3PE症候群　増51
鎌田　憲明……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75，不完全型Heerfordt症候群　増47
鎌倉　知子……皮膚筋炎　905，BCG接種後にみられた
紅斑状非定型的結核疹　1269
亀田　茂美……アミロイドーシス―腎不全で透析中の
患者に生じた多発性骨髄腫による症例　769
亀田　忠孝……青森県南皮膚科医会から［座談会］ 1098
亀ヶ谷真琴……整形外科治療に用いた創外固定器が原因
と考えられた金属アレルギー　1043
亀井　敏昭……aggressive angiomyxoma 増111
上出　良一……全身に浸潤性紅斑を生じた菊池病

1431，notalgia paresthetica 増83，アンケート特
集・聞き慣れない病名　brachioradial pruritus 増133
上村　仁夫……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） こんな症例がありました　807
金林　純子……ピペラシリンによる接触蕁麻疹　1059
金子　史男……Behçet病の変遷と新しい診断基準をめぐ
って　230，ハイドレア内服中に顔面に多発した有棘
細胞癌　1281
金子　一真……アミロイドーシス―腎不全で透析中の
患者に生じた多発性骨髄腫による症例　769
金子　　聡……Buerger病　43，Ca（カルシウム）拮抗剤
による歯肉増殖症　1313
金子　健彦……Laugier-Hunziker-Baran症候群　増87
金親　香子……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75，RS3PE症候群　増51

狩野　葉子……着用部位を越え拡大した弾性ストッキン
グによる接触皮膚炎　1039
加納　宏行……高齢者アナフィラクトイド紫斑―十二
指腸出血を伴った症例　1399
鹿子　美香……チオリダジンの光パッチテストで生ずる
即時型の光毒性反応　937
関東　裕美……色素沈着型接触皮膚炎　373，Vol.27,

No.4臨床例　訂正　614，接触皮膚炎―美白剤によ
る症例　885，ダーマボンドによる接触皮膚炎症候群
1035，エポキシ樹脂系コーティング剤主剤による職
業性接触皮膚炎　1067，プロピルチオウラシルによ
るANCA関連血管炎　1265
神y 美玲……晩発性皮膚ポルフィリン症―肝細胞に
赤色蛍光を確認しえた症例　293
苅谷　清徳……cancer-associated fasciitis panniculitis

増35
笠井　達也……来たし方を顧みて　337
片岡　葉子……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　ア
トピー性皮膚炎・ひきこもり…皮膚心身症は皮膚科医
の手で　445

片山　一朗……lupus erythematosus tumidus 897，ラ
ンタナによる接触皮膚炎　1019，アンケート特集・
聞き慣れない病名　聞き慣れない病名―2005 増
129
片山　聖子……livedo reticularis with summer ulceration

31，lichen sclerosus et atrophicus 281
加藤　吉策……教科書の一行になる研究を　476
加藤　則人……好中球性皮膚症　1391
加藤　禮三……聞かれなくなった病名［鼎談］ 307
加藤　卓朗……アンケート特集・聞き慣れない病名　聞
き慣れない病名を考えています　増132
勝見　祥子……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647
勝岡　憲生……関節リウマチに伴った潰瘍　5 9，

microvenular hemangioma 151，頭部人工植毛膿皮
症　245，pseudopelade 269，necrobiosis lipoidica
381，Davis紫斑　389，毛包幹細胞による移植再生医
療の可能性―Hair follicle is good source of stem cells.
―　1133，superficial granulomatous pyoderma 増19
葛城麻実子……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647
勝田　倫江……着用部位を越え拡大した弾性ストッキン
グによる接触皮膚炎　1039
河　　敬世……いわゆる種痘様水疱症　881
川内　康弘……クリオグロブリン血症―多発性骨髄腫
を伴った症例　765
川田　　暁……palmoplantar fibromatosis―糖尿病患
者にみられた症例　553
川田　博史……fibroma of tendon sheath 増99
川口　博史……ヘナのペインティングによる接触皮膚炎

1031，アトピー性皮膚炎と真菌　1380
河原　由恵……爪下外骨腫　163
川合さなえ……ヒトパルボウイルスB19感染症　361，
感染性心内膜炎に伴う点状出血斑　1407
川上　聡経……ペラグラ―アルコール依存症に伴った
症例　549
川久保　洋……糖尿病性壊疽　55，bullous morphea
増31
川村　龍吉……皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 289，
全身性びまん性脱毛を伴ったシアナミドによる薬疹
1193
川村　繁美……全身性脂肪萎縮症（generalized lipodys-

trophy） 増67
川村　陽子……エデト酸ナトリウムによるアナフィラキ
シーショック　1173



― 16 ―

河村　幸郎……三重皮膚科医会から［座談会］ 464
川名　誠司……肢端紅痛症 27，erythema ab igne 393，
塩酸メキシレチンによるStevens-Johnson症候群型薬疹
1157，pseudolymphomatous folliculitis 増95
河野　経子……Ca（カルシウム）拮抗剤による歯肉増殖
症　1313

川崎　晶子……SLE 67
川崎　　了……塩酸メキシレチンによるStevens-Johnson
症候群型薬疹　1157
河崎　由真……メシル酸ガベキサートによる難治性皮膚
潰瘍　1297
河瀬　　歩……全身性アミロイドーシス　773
川島　淳子……pyodermatitis-pyostomatitis vegetans 増

27，壊疽性膿皮症　39
川筋　綾子……全身性強皮症による足趾潰瘍　71
川津　智是……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） 私がみつけそこなった内臓悪性病変　808，大
阪皮膚科症例検討会より［座談会］ 1212
見坊　公子……皮膚ノカルジア症　171
建持　敦子……壊疽性膿皮症　35
木田　絹代……コレステロール結晶塞栓症　51，ヘム
鉄によると考えられたTEN型薬疹　1161，ヘム鉄に
よると考えられたTEN型薬疹（補遺） 1317
黄原　恵子……弾力線維性仮性黄色腫　401
菊池　一郎……大学，病院，療養所での40年　106，

Vol.27, No.1「私の歩んだ道」訂正　341，Medlineの欠
陥について　487，心残りのペーパーたち　976，日
戸先生の『裁判になった色素沈着』を拝読して　1239，
アンケート特集・聞き慣れない病名　まれな例と最近
の命名　増134
菊池かな子……水疱性類天疱瘡―肺癌切除直後に発症
した症例　749
菊田　暁子……nonepisodic angioedema associated with

eosinophilia―寄生虫感染症との鑑別を要した症例
377
木村　雅明……プロピルチオウラシルによるANCA関連
血管炎　1265
木村　俊次……melanocytic agminated nevi 増123
木下　洋和……皮膚筋炎―大腸癌切除により著明な改
善をみた症例　643
木下　恭子……acanthosis nigricans 777
桐山　貴至……爪下有棘細胞癌　143
岸本　三郎……弾力線維性仮性黄色腫　401，好中球性
皮膚症　1391，小児皮膚筋炎　1411
木曽　雅子……G-CSF治療中に発症したneutophilic der-

matosis 1181
北川　敬之……ブシラミンによる薬剤性落葉状天疱瘡

1261
北島　康雄……高齢者アナフィラクトイド紫斑―十二
指腸出血を伴った症例　1399

北村　和子……アンケート特集・接触皮膚炎　最近経験
した小児の医原性接触皮膚炎について　1091

北村　敬利……晩発性皮膚ポルフィリン症―肝細胞に
赤色蛍光を確認しえた症例　293

北村　達彦……毛孔性紅色粃糠疹―肺腺癌を合併し，
切除後に皮疹が軽快した症例　659

北村　　弥……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） 私の秘かな楽しみ　809
鬼頭　芳子……第4回浜松皮膚科懇話会から　448
小林　美咲……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　内服薬の活用が白癬治療のQOLを上げ
る　193，「皮膚の日」によせて　1357

小林　孝志……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75，不完全型Heerfordt症候群　増47

小林　照子……ギンナンによる全身性接触皮膚炎 1023
幸田　公人……いわゆる種痘様水疱症　881
幸田　紀子……notalgia paresthetica 増83
小玉　　肇……皮膚筋炎　905，BCG接種後にみられた
紅斑状非定型的結核疹　1269

小寺　雅也……Sjögren症候群―SCLEの皮疹を呈した
症例　1441

古賀　弘志……4薬剤による薬疹　1201
小池文美香……infantile myofibromatosis（solitary type）
増107

小島　実緒……ヘナのペインティングによる接触皮膚炎
1031

小鍛治知子……イソニアジドによるpapuloerythroderma
様の薬疹　1189

穀内　晶子……lupus erythematosus tumidus 897
近藤　千晴……actinic keratosis 925
近藤　章生……第68回日本皮膚科学会東京支部学術大会
シンポジウムⅣより―在宅医療における皮膚科医の
役割・皮膚科医への期待　951

小西　朝子……adult Blaschkitis 増15
小西　啓介……ブシラミンによる固定薬疹　1145，線
状脂腺母斑症候群　増119

小西　清隆……三重皮膚科医会から［座談会］ 464
小西　紀子……グルコン酸カルシウム投与による皮膚石
灰沈着症　1273

幸野　　健……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　懲りない面々との対話から：爪白癬を
めぐって　191，タバコと皮膚　1449

木花　　光……お犬様　987，タバコと皮膚　1449，ア
ンケート特集・聞き慣れない病名　昔の名前で出てい
ます―Schloffer腫瘤　増135

木花いづみ……verrucous carcinoma 139，エクリン汗
孔腫　147

小瀬川　玄……岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に
関するアンケートを含めて　961

小菅　治彦……Trousseau症候群―胃癌を伴い，



― 17 ―

Trousseau症候群が疑われた多発性皮膚壊死　273
上郎　一弘……chronic actinic dermatitis―白斑黒皮症
様の皮疹を伴った症例　893
久保川　透……町医者のつぶやき　979
久保田智樹……塩酸メキシレチンによるStevens-Johnson
症候群型薬疹　1157
窪田　泰夫……macular arteritis 増55
熊野　公子……皮膚外科と皮膚科的センス―軟膏治療
で見えないもの，見えてくるもの　126，アンケート
特集・忘れえぬ女性患者　100歳女性の顔面の悪性黒
色腫　431，腫瘍随伴性天疱瘡―胸腺腫を合併し軽
症に経過した症例　667，メシル酸イマチニブによる
扁平苔癬型薬疹　1185
椚田　陽子……紅皮症―膀胱癌患者にみられた症例

651
倉持　　朗……Sweet症候群―MCTD，Sjögren症候群
に合併した症例　1395
栗原　誠一……verrucous carcinoma 139，皮膚科医
をやる と である　125，魅せられて　625，第68回
日本皮膚科学会東京支部学術大会シンポジウムⅣより
―在宅医療における皮膚科医の役割・皮膚科医への
期待　952，在宅医療における皮膚科医の役割・皮膚
科医への期待［座談会］ 956，おしゃれ障害［鼎談］
1077，更新する　1131
栗川　幸子……塩酸リドカインによる接触皮膚炎 1063
黒田　啓美……岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に
関するアンケートを含めて　961，医師として歩みは
じめるあなたに　981
黒田　　啓……Bier’s spot 増91
黒岩　　玲……整形外科治療に用いた創外固定器が原因
と考えられた金属アレルギー　1043
黒川　一郎……フロセミドによる水疱型薬疹　1165
久志本常人……全身性アミロイドーシス　773
楠本美奈子……皮膚γδT細胞リンパ腫―膿皮症状態
を呈した症例　761
楠　　　舞……superficial granulomatous pyoderma 増19
桑名　正隆……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75
桑野　嘉弘……水疱性類天疱瘡―肺癌切除直後に発症
した症例　749

L
李　　伶娜……毛包幹細胞による移植再生医療の可能性
―Hair follicle is good source of stem cells. 1133

M
馬渕　愃之……岐阜市皮膚科医会より［座談会］ 1459
町田　秀樹……色素性乾皮症A群　921
町井理江子……paraneoplastic pemphigus 743
町野　　博……アンケート特集・私がみつけた内臓病変

（2） グレンフィデイックを探して　814，松山市皮
膚科医会から［座談会］ 1331
前田　明彦……BCG接種後にみられた紅斑状非定型的結
核疹　1269
前田　文彦……岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に
関するアンケートを含めて　961
前田　洋佐……線状脂腺母斑症候群　増119
町田　　暁……第4回浜松皮膚科懇話会から　448
三田　　均……第4回浜松皮膚科懇話会から　448
前島　英樹……Davis紫斑　389
前島　精治……後天性爪囲被角線維腫　131
前川　　博……皮膚筋炎―大腸癌切除により著明な改
善をみた症例　643
前川　嘉洋……熊本皮膚科医会から　828
前山　泰彦……腫瘍随伴性天疱瘡―胸腺腫を合併し軽
症に経過した症例　667
槇　　　泉……アンケート特集・接触皮膚炎　懲りない
人々　1096
牧野寒河江……汗管腫　409，Leser-Trélat徴候　639
真鍋恵津子……野兎病―千葉県利根川河川敷近くで発
生した症例　253
真鍋　　求……coccygeal pad 567
丸岡　和也……北九州市皮膚科医会の現状［座談会］ 92
舛　　貴史……folliculitis decalvans 517
増田智栄子……女医の「声」はいかが　609，女医の「声」
―アトピー編　721

増田三千男……第4回浜松皮膚科懇話会から　448
増永　博幸……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647
松原　邦彦……adult Blaschkitis 増15
松江　弘之……全身性びまん性脱毛を伴ったシアナミド
による薬疹　1193
松井はるか……爪下外骨腫　163
松本　博子……地方開業―女医のつぶやき　1120
松本　和彦……Bazin硬結性紅斑　365
松本賢太郎……blistering distal dactylitis 増11
松本　義也……脂腺増殖症―光線力学的療法（PDT）有
効例　565，actinic keratosis 925
松田　史雄……低濃度砒素曝露時における発癌のリスク
について　1321

松永　晶江……infantile acropustulosis 増23
松永　　純……folliculitis decalvans 517
松永佳世子……水銀による全身性接触皮膚炎　1047
松野　匡克……毛孔性紅色粃糠疹―肺腺癌を合併し，
切除後に皮疹が軽快した症例　659
松尾　聿朗……pyodermatitis-pyostomatitis vegetans 増

27，日光蕁麻疹　871
松尾　健三……北九州市皮膚科医会の現状［座談会］

92
松岡　芳隆……急性陰門潰瘍　261
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疹　1165
百瀬　葉子……後天性魚鱗癬―悪性リンパ腫に伴った
症例　781

森　　健一……岐阜市皮膚科医会より［座談会］ 1459
森　布衣子……エクリン汗孔腫　147
森　　　理……肛門垂　413，アンケート特集・私がみ
つけた内臓病変（2） 匙状爪と鉄欠乏性貧血　815

森　　重彰……infantile myofibromatosis（solitary type）
増107

森　　志朋……紅皮症―膀胱癌患者にみられた症例
651

森　　俊二……アンケート特集・聞き慣れない病名　聞
き慣れない病名　増150

森　　康記……紅皮症―膀胱癌患者にみられた症例
651，岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に関する
アンケートを含めて　961

森　也寸史……岐阜市皮膚科医会より［座談会］ 1459
森川　孝雄……岐阜市皮膚科医会より［座談会］ 1459
森本　光明……pyodermatitis-pyostomatitis vegetans 増

27
森田　明理……cancer-associated fasciitis panniculitis
増35

森田　栄伸……カルバマゼピンによるDIHS 1169
森脇　真一……色素性乾皮症D群　917，色素性乾皮症

A群　921
守屋美佳子……クリオグロブリン血症―多発性骨髄腫
を伴った症例　765

盛山　吉弘……acroangiodermatitis 23，口囲皮膚炎
369，Buerger病―交感神経切除術有効例　541

森山ゆうき……プロピルチオウラシルによるANCA関連
血管炎　1265

毛利　　忍……女医の声―困った患者さんたち 1357，
女医の声―困った患者さんたち（2） 1482

向井　秀樹……Buerger病 43，言葉の乱れ 229，acne ful-
minans 265，necrobiosis lipoidica 381，グルカゴノ
ーマ症候群　675，世間にファイル　733，ゲフィチ
ニブによる薬疹　1197，アトピーの入院療法　1249，
Ca（カルシウム）拮抗剤による歯肉増殖症　1313

向野　　哲……頭部人工植毛膿皮症　245
棟方　貴子……多発性痛風結節―機能障害を認めた症
例　529

村上　早織……松山市皮膚科医会から［座談会］ 1331
村上　文男……熊本皮膚科医会から　828
村松　哲理……sclerotic fibroma 増115
村本　剛三……aggressive angiomyxoma 増111
村田　　哲……コレステロール結晶塞栓症　51，ヘム
鉄によると考えられたTEN型薬疹　1161，ヘム鉄に
よると考えられたTEN型薬疹（補遺） 1317

村田　洋三……メシル酸イマチニブによる扁平苔癬型薬
疹　1185

松島陽一郎……色素性乾皮症D群　917
松田　真弓……紅皮症―膀胱癌患者にみられた症例

651
黛　　暢恭……fibroma of tendon sheath 増99
三原　一郎……批判的であれ　1111
三原　　典……腫瘍随伴性天疱瘡―胸腺腫を合併し軽
症に経過した症例　667
三笠　聖美……actinic keratosis 925
三木　聡子……livedo reticularis with summer ulceration

31
皆川　　結……長島型掌蹠角化症　増5
湊　　真弓……チオリダジンの光パッチテストで生ずる
即時型の光毒性反応　937
箕輪　留以……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647
三砂　範幸……発作性寒冷血色素尿症　63
三井湖麻江……osteosarcomaの皮膚転移　135
光楽　文生……4薬剤による薬疹　1201
三浦　由宏……発作性寒冷血色素尿症　63
三浦　義則……Bier’s spot 増91
宮川　幸子……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647
三宅亜矢子……結節性硬化症の患者に生じたKoenen腫
瘍　167

宮本はるみ……ブシラミンによる固定薬疹　1145，線
状脂腺母斑症候群　増119
宮本　秀明……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　19
歳，18金ピアスによる耳垂結節　442
宮本　　亨……pilonidal sinus 557
宮岡　由規……チオリダジンの光パッチテストで生ずる
即時型の光毒性反応　937

宮田　奈穂……verrucous carcinoma 139
宮田　聡子……脂腺増殖症―光線力学的療法（PDT）有
効例　565
宮崎　和廣……みんなちがって，みんないい　1227
溝口　協子……コレステロール結晶塞栓症　537，ラン
タナによる接触皮膚炎　1019
溝口　昌子……osteosarcomaの皮膚転移　135，ホルモ
ン補充療法と皮膚　177，悪性黒色表皮腫―胃癌術
後リンパ節転移の増大消失に並行して皮疹の消長をみ
た症例　635，タバコと皮膚　1449
水元　俊裕……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） 膀胱・子宮脱を合併した高齢者皮膚筋炎　699
水野久美子……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　内服のハードルは低くなったけれども
…　201
水野　可魚……色素分界線条―妊婦にみられた症例

397
水谷　　仁……多発性皮膚線維腫―慢性骨髄性白血病
急性転化時発症例　793，フロセミドによる水疱型薬
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室田　浩之……lupus erythematosus tumidus 897
武藤　　潤……verrucous carcinoma 139，エクリン汗
孔腫　147
武藤　正彦……lichen amyloidosis 533，慢性円板状エ
リテマトーデス　901

N
長濱　通子……G-CSF治療中に発症したneutophilic der-

matosis 1181
長橋　和矢……superficial granulomatous pyoderma 増

19
長野　拓三……アンケート特集・聞き慣れない病名

erythema punctata（Higuchi） 増142
長阪　晶子……晩発性皮膚ポルフィリン症―肝細胞に
赤色蛍光を確認しえた症例　293，全身性びまん性脱
毛を伴ったシアナミドによる薬疹　1193
長島　正治……細切れ自分史―その時どきの出会い

972
長谷　哲男……悪性黒色腫　159
長門　　一……coccygeal pad 567
長戸　　紀……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　田舎の小さな診療所から最近の爪白癬
治療について思うこと　197

内藤　享世……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647
仲　　　弥……bullous morphea 増31
中田　朋子……erythema ab igne 393
中川　秀己……いわゆる種痘様水疱症　881，全身に浸
潤性紅斑を生じた菊池病　1431，notalgia parestheti-
ca 増83
中川　雅史……壊疽性膿皮症　753
中川昌次郎……岡山皮膚科診療の現在・過去・未来［座
談会］ 817
中池　竜一……心筋炎に併発した結節性紅斑　1387
中島　英貴……皮膚筋炎　905
中島喜美子……皮膚筋炎　905
中村　晶子……ワーファリン治療中に生じた足部壊死

1305
中村　浩昭……岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に
関するアンケートを含めて　961
中村　浩志……Buerger病―交感神経切除術有効例

541
中村晃一郎……ハイドレア内服中に顔面に多発した有棘
細胞癌　1281
中村　哲史……post-scabetic nodules 増39
中村　康博……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75
中村　保夫……ブシラミンによる薬剤性落葉状天疱瘡

1261
中根　幸雄……門外不出の陣旗　111

中西　朝子……verruciform xanthoma―陰wに生じた
症例　561
中西　淳朗……南蛮紅毛流軟膏の諸々―5 鶴大蔵文書
の中から　102，南蛮紅毛流軟膏の諸々―6 海軍さ
んのザルベ　202，南蛮紅毛流軟膏の諸々―最終回
道三の『衆方規矩』から　328，2世紀の膏薬ねり板
715，新撰・東京検梅史 その1 1220，新選・東京検
梅史 その2 1342，新撰・東京検梅史 その3 1468
中野　純二……塩酸ヒドロキシジン筋注による皮膚壊死

1309
中野　政男……DEM 1239，石鹸の泡　1356
中瀬古裕乃……脂腺増殖症―光線力学的療法（PDT）有
効例　565，actinic keratosis 925
中須　一郎……皮膚筋炎―大腸癌切除により著明な改
善をみた症例　643
中山　秀夫……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　Itraconazoleの光と影　196，抗原除去
治療　710
中山　恵二……松山市皮膚科医会から［座談会］ 1331
南光　弘子……Favre-Racouchot症候群―タカルシト
ール軟膏外用療法有効例　913
奈良　武史……弾力線維性仮性黄色腫　401，疣贅の液
体窒素療法“綿球法” 723
成澤　　寛……発作性寒冷血色素尿症　63
成田　博実……宮崎県皮膚科医会の歩みと展望［座談会］

586
夏秋　　優……acral pseudolymphomatous angioker-

atoma of children（APACHE） 増103
根本　　治……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） 繰り返す口腔内潰瘍で受診した患者に低亜鉛血
症を確認し，基礎疾患として膵炎がみつかった例
698，第68回日本皮膚科学会東京支部学術大会シンポ
ジウムⅣより―在宅医療における皮膚科医の役割・
皮膚科医への期待　950
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社……アレジオ
ン®ドライシロップ1％　474

新原　寛之……カルバマゼピンによるDIHS 1169
新山奈々子……microvenular hemangioma 151
新山　史朗……グルカゴノーマ症候群　675，ゲフィチ
ニブによる薬疹　1197
新関　寛徳……皮膚筋炎―胃癌・食道癌・前立腺癌合
併例　647
新関　寛二……学校保健，産業保健に40年　600
西　　香織……成人Stiil病　1423
西　　　薫……post-scabetic nodules 増39
錦織千佳子……Rothmund-Thomson症候群　301
西口　　健……多発性皮膚線維腫―慢性骨髄性白血病
急性転化時発症例　793
西井　正美……多発性皮膚線維腫―慢性骨髄性白血病
急性転化時発症例　793
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西嶋　攝子……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　も
っともたくさん診た症例，その中の1例　439

西川　武二……結節性硬化症の患者に生じたKoenen腫
瘍　1 6 7，T r o u s s e a u症候群―胃癌を伴い，
Trousseau症候群が疑われた多発性皮膚壊死　273

西村　幸秀……好中球性皮膚症　1391
西尾　大介……ウコンによる多発性固定薬疹　1149
西岡　和恵……職業性接触皮膚炎―光線過敏を示した
コケ類による症例　889，アンケート特集・聞き慣れ
ない病名　聞き慣れない病名の効用　増143
西岡　　清……acroangiodermatitis 23
西脇　誠二……皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 289
西山　牧江……汗管腫　409
西山　茂夫……“診断基準”について―老医の感想　9，
アオタテハモドキ　79，ベニシジミ　175，オオミス
ジ　305，ウラギンヒョウモン　419，Vol.26, No.9臨
床例訂正　488，触診，その後　501，キバネセセリ
577，悪性腫瘍と皮膚（1） 683，ベニモンアゲハ
689，悪性腫瘍と皮膚　797，クロテンシロチョウ
803，シロオビヒカゲ　935，医会さまざま　1001，
トラフシジミ　1075，クロアゲハ　1205，ヤマトシ
ジミ　1319，カバタテハ　1447，聞き慣れない病名
増1
仁田原綾乃……アミロイドーシス―腎不全で透析中の
患者に生じた多発性骨髄腫による症例　769
新田悠紀子……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　食
思不振症で発症した全身性エリテマトーデスの女性例
440，毛孔性紅色粃糠疹―肺腺癌を合併し，切除後
に皮疹が軽快した症例　659
日戸　平太……裁判になった色素沈着―放射線皮膚炎
ではなかった　836
丹羽　祐介……fibroma of tendon sheath 増99
延山　嘉眞……notalgia paresthetica 増83
野平　元備……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75
野見山朋彦……北九州市皮膚科医会の現状［座談会］

92
野村　真木……臀部慢性膿皮症　513
野村　　茂……三重皮膚科医会から［座談会］ 464
野村　有子……皮膚科と女性外来［鼎談］ 421，女医の
「声」はいかが？　～パート2～　850
野中　薫雄……骨髄性プロトポルフィリン症　929
野呂瀬　昇……小児MCTD 1415
野澤　雅樹……膿瘍性穿掘性頭部毛包周囲炎　508
野沢　　忍……青森県南皮膚科医会から［座談会］ 1098

O
小幡　秀一……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） 内臓疾患を皮膚病変から見つけ出すことは
696，おしゃれ障害［鼎談］ 1077

小田　健司……acanthosis nigricans 777
織田眞理子……シクロスポリン内服後に下口唇扁平苔癬
から生じた有棘細胞癌　1285

小川　香里……Bazin硬結性紅斑　257
小川真希子……ブシラミンによる薬剤性落葉状天疱瘡

1261
小川　陽一……皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 289，
全身性びまん性脱毛を伴ったシアナミドによる薬疹
1193

荻堂　優子……壊疽性膿皮症　753
荻野　篤彦……アンケート特集・聞き慣れない病名　聞
き慣れない病名　増130

大原　國章……第68回日本皮膚科学会東京支部学術大会
シンポジウムⅣより―在宅医療における皮膚科医の
役割・皮膚科医への期待　950

大橋　則夫……エポキシ樹脂系コーティング剤主剤によ
る職業性接触皮膚炎　1067，プロピルチオウラシル
によるANCA関連血管炎　1265

大畑　千佳……lupus erythematosus tumidus 897
大磯　直毅……パラベンによるアレルギー性接触皮膚炎
とパラベンパラドックス　1011

大久保倫代……不完全型Heerfordt症候群　増47
大前比呂思……マンソン孤虫症　571
大野　祐樹……Laugier-Hunziker-Baran症候群　増87
太田　幸則……膿瘍性穿掘性頭部毛包周囲炎　508
大谷　恵理……水疱性類天疱瘡を疑ったスルピリドによ
る薬疹　1257，骨髄異形成症候群　1427

大塚　藤男……クリオグロブリン血症―多発性骨髄腫
を伴った症例　765，壊疽性膿皮症―潰瘍性大腸炎
に合併した症例　1403

大塚　知子……melanocytic agminated nevi 増123
大槻マミ太郎……コレステロール結晶塞栓症　51，ヘ
ム鉄によると考えられたTEN型薬疹　1161，低用量
ビタミンD3外用療法による高カルシウム血症　1289，
ヘム鉄によると考えられたTEN型薬疹（補遺） 1317

岡　　博史……Trousseau症候群―胃癌を伴い，
Trousseau症候群が疑われた多発性皮膚壊死　273

岡　　昌宏……Rothmund-Thomson症候群　301
岡田　知善……infantile acropustulosis 増23
岡本　　潔……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　爪白癬の治療―試行錯誤あれこれ
190

岡本　祐之……色素分界線条―妊婦にみられた症例
397

岡村理栄子……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　い
まのそのままのあなたが一番かわいい　446，おしゃ
れ障害［鼎談］ 1077

岡野　創造……線状脂腺母斑症候群　増119
岡崎美知治……災害医療活動と皮膚科医　341，明日は
わが身　987
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沖山　良子……ゲフィチニブによる薬疹　1197
小野　公司……Bier’s spot 増91
小野　竜輔……メシル酸イマチニブによる扁平苔癬型薬
疹　1185
小野　藤子……全身に浸潤性紅斑を生じた菊池病 1431
小野　友道……悪性黒色腫―リンパ節にサルコイド反
応を認めた症例　155
尾上　智彦……シクロスポリン内服後に下口唇扁平苔癬
から生じた有棘細胞癌　1285
折原　俊夫……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） 口腔カンジダ症が契機で診断がついたAIDS
697
大沢　真澄……類天疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコン
トロールが良好となった症例　671，ヘム鉄によると
考えられたTEN型薬疹　1161，ヘム鉄によると考え
られたTEN型薬疹（補遺） 1317
押田　美香……ホルモン補充療法と皮膚　177
太田真由美……シクロスポリン内服後に下口唇扁平苔癬
から生じた有棘細胞癌　1285
太田　　康……類天疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコン
トロールが良好となった症例　671
大槻　典男……種痘様水疱症　285
大塚　幹夫……ハイドレア内服中に顔面に多発した有棘
細胞癌　1281

大内　健嗣……melanocytic agminated nevi 増123
尾崎　明子……BCG接種後にみられた紅斑状非定型的結
核疹　1269
小澤　麻紀……folliculitis decalvans 517
小澤　雅邦……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） 忘れられない内臓病変　695
尾関　信彦……岐阜市皮膚科医会より［座談会］ 1459

R
RIND  知子……palmoplantar fibromatosis―糖尿病患
者にみられた症例　553

S
定平知江子……macular arteritis 増55
定延　直哉……acral pseudolymphomatous angioker-

atoma of children（APACHE） 増103
嵯峨　賢次……ペラグラ―アルコール依存症に伴った
症例　549
斎田　俊明……悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節
生検と足底からのリンパ流路について　183，Bazin
硬結性紅斑　257，acute generalized exanthematous
pustulosis 1177
斉木　　実……エデト酸ナトリウムによるアナフィラキ
シーショック　1173
西須　　孝……整形外科治療に用いた創外固定器が原因
と考えられた金属アレルギー　1043

税田　武三……熊本皮膚科医会から　828
斉藤まるみ……ハイドレア内服中に顔面に多発した有棘
細胞癌　1281

齊藤　典充……microvenular hemangioma 151，頭部
人工植毛膿皮症　245，pseudopelade 269
斉藤　隆三……livedo reticularis with summer ulceration

31，足・下腿の壊疽・潰瘍［対談］ 81，初詣　113，
寒灯　213，Gougerot-Blum disease 277，lichen
sclerosus et atrophicus 281，聞かれなくなった病名
［鼎談］ 307，春の日　339，性差と医療　353，汗
管腫　409，花　483，コレステロール結晶塞栓症
537，若葉風　607，Leser-Trélat徴候　639，paraneo-
plastic vasculitis 663，梅雨寒　719，夏座布団　843，
日光と付き合う　861，遠花火　983，虫　1115，秋
の雲　1229，七五三　1351，診断のために　1379，
晦日蕎麦　1479

酒井　智恵……superficial granulomatous pyoderma 増
19
堺　　則康……塩酸メキシレチンによるStevens-Johnson
症候群型薬疹　1157
境　　繁雄……青森県南皮膚科医会から［座談会］ 1098
坂本　篤宏……肢端紅痛症　27
坂本　泰子……ピペラシリンによる接触蕁麻疹　1059
桜岡　浩一……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） 皮膚は内臓の鏡？　810
早乙女敦子……livedo reticularis with summer ulceration

31
猿田　隆夫……アンケート特集・接触皮膚炎　マトリカ
リア皮膚炎　1087，BCG接種後にみられた紅斑状非
定型的結核疹　1269
猿谷佳奈子……Gougerot-Blum disease 277，臀部慢性
膿皮症　513，再発性多発軟骨炎―Sjögren症候群に
合併した症例　1419
笹川　征雄……シックハウス症候群―基礎と診断・皮
膚への影響　16，質疑応答・Vol.27, No.1総説「シック
ハウス症候群」について　486
佐々木哲雄……強皮症　20年間の進歩と展望　1250
佐々木裕子……paraneoplastic pemphigus 743
笹本　明義……整形外科治療に用いた創外固定器が原因
と考えられた金属アレルギー　1043
佐瀬くらら……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） なかなかみつからない内臓病変　810，アンケ
ート特集・聞き慣れない病名　好奇心とアンテナと…
増136
指出　一彦……酢酸リュープロレリン3カ月徐放剤皮下
注射による異物肉芽腫　1277
佐藤　勘治……Buerger病　43
佐藤　克彦……丘疹―紅皮症（太藤）―PUVA-Bath療
法が奏効した症例　545
佐藤　誠紀……壊疽性膿皮症　753
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佐藤　伸一……骨髄性プロトポルフィリン症患者の追跡
調査　941
佐藤　俊宏……心筋炎に併発した結節性紅斑　1387
佐藤　貴浩……口囲皮膚炎　369，Buerger病―交感
神経切除術有効例　541
佐藤　俊樹……岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に
関するアンケートを含めて　961
澤田　美月……Bowen病―膀胱癌患者に多発した症例

679
沢田　俊道……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　爪白癬治療―私はこうしています
194
沢田　泰之……sclerosing panniculitis 385，病院皮膚科
生き残りへの模索―機能別医療連携の試み　1002

澤村　大輔……アンケート特集・聞き慣れない病名　聞
き慣れない疾患：Birt-Hogg-Dubé syndrome 増137
澤登　雅一……osteosarcomaの皮膚転移　135
シェリング・プラウ株式会社……クラリチン®レディタ
ブ錠10mg 598
瀬川　郁雄……岩手県皮膚科医会の活動状況―往診に
関するアンケートを含めて　961
清島真理子……ヒトパルボウイルスB19感染症　361，
感染性心内膜炎に伴う点状出血斑　1407
関　　真美……臀部慢性膿皮症　513，再発性多発軟骨
炎―Sjögren症候群に合併した症例　1419，circum-
scribed palmar or plantar hypokeratosis 増71
関　　玲子……水疱性類天疱瘡を疑ったスルピリドによ
る薬疹　1257
関口　直男……恙虫病との遭遇　841
仙波　京子……心筋炎に併発した結節性紅斑　1387，
蕁麻疹様血管炎　1435
柴垣　直孝……皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 289，
全身性びまん性脱毛を伴ったシアナミドによる薬疹
1193
柴原　　健……壊疽性膿皮症―潰瘍性大腸炎に合併し
た症例　1403
芝木　秀臣……開業医　717
柴田　史子……爪下有棘細胞癌　143
柴山　英一……悪性黒色表皮腫―胃癌術後リンパ節転
移の増大消失に並行して皮疹の消長をみた症例　635
志賀　建夫……皮膚筋炎　905
嶋　　聡子……フロセミドによる水疱型薬疹　1165
島田　眞路……皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 289，
晩発性皮膚ポルフィリン症―肝細胞に赤色蛍光を確
認しえた症例　293，全身性びまん性脱毛を伴ったシ
アナミドによる薬疹　1193，erosive pustular der-
matosis of the scalp 増59

清水　　宏……Rothmund-Thomson症候群　301
清水　正之……アンケート特集・聞き慣れない病名

itching purpura（angiodermatitis）について　増138

下川　稚代……cancer-associated fasciitis panniculitis
増35

進　　洋子……ゲフィチニブによる皮膚病変―非小細
胞肺癌42例の検討　1207

新海　　浤……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75，acanthosis nigricans 777，不完全
型Heerfordt症候群　増47

新谷　洋一……cancer-associated fasciitis panniculitis
増35

下村　　洋……熊本皮膚科医会から　828
塩原　哲夫……着用部位を越え拡大した弾性ストッキン
グによる接触皮膚炎　1039

塩野義製薬株式会社……クラリチン®レディタブ錠10mg
598

白井　　明……再発性多発軟骨炎―Sjögren症候群に
合併した症例　1419，circumscribed palmar or plantar
hypokeratosis 増71

白井　滋子……色素性乾皮症A群　921
白石　照男……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　あ
のヤケドのご婦人はいまどうしているのか　437

白川　典参……spiny keratoderma 増75
白木　祐美……Trichophyton tonsurans感染症―格闘技
選手間で流行例の特徴とその対策　525

相馬　良直……悪性黒色表皮腫―胃癌術後リンパ節転
移の増大消失に並行して皮疹の消長をみた症例
635，全身性アミロイドーシス　773， 本誌Vol.27,
No.8声「イボ治療」に対するコメント　1355

園田　民雄……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　爪白癬治療薬の過剰な広告について
194

S生（匿名）……質疑応答・Vol.27, No.1総説「シックハウ
ス症候群」について　486，質疑応答・爪白癬に対す
る抜爪の是非　722，「聞き慣れない病名」と患者心理
1238

末村　正樹……壊疽性膿皮症　753
須賀　　康……chronic actinic dermatitis―白斑黒皮症
様の皮疹を伴った症例　893

菅井　順一……低用量ビタミンD3外用療法による高カル
シウム血症　1289

菅原　京子……Sjögren症候群―SCLEの皮疹を呈した
症例　1441

菅原　　信……爪下外骨腫　163
杉本　英樹……Leser-Trélat徴候　639
杉本　恭子……verruciform xanthoma―陰wに生じた
症例　561

杉本　　直……acral pseudolymphomatous angioker-
atoma of children（APACHE） 増103

杉村　知美……chronic actinic dermatitis―白斑黒皮症
様の皮疹を伴った症例　893

杉浦　宏詩……イソニアジドによるpapuloerythroderma
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様の薬疹　1189
杉浦　一充……nonepisodic angioedema associated with

eosinophilia―寄生虫感染症との鑑別を要した症例
377
杉浦　啓二……サリチル酸グリコールによる接触皮膚炎

1051，クロタミトンによる接触皮膚炎　1055
杉浦真理子……サリチル酸グリコールによる接触皮膚炎

1051，クロタミトンによる接触皮膚炎　1055
椙山　秀昭……皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 289，
全身性びまん性脱毛を伴ったシアナミドによる薬疹
1193
杉山　由華……グルコン酸カルシウム投与による皮膚石
灰沈着症　1273
須藤　千春……nonepisodic angioedema associated with

eosinophilia―寄生虫感染症との鑑別を要した症例
377
鈴川　和己……クリオグロブリン血症―多発性骨髄腫
を伴った症例　765
鈴木　啓之……Cronkhite-Canada症候群―大腸癌併発
例　785，刺激性接触皮膚炎　1027，infantile acro-
pustulosis 増23
鈴木　健司……第4回浜松皮膚科懇話会から　448
鈴木　正之……類天疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコン
トロールが良好となった症例　671
鈴木　理華……superficial granulomatous pyoderma 増

19
鈴木　伸吾……フルニエ壊疽―MRSAによる症例

521
鈴木　民夫……アンケート特集・聞き慣れない病名　い
まが旬のHermansky-Pudlak症候群　増139
鈴木　裕介……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（2） 皮膚科をアピールしよう　811，松山市皮膚科
医会から［座談会］ 1331

T
田部井　薫……類天疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコン
トロールが良好となった症例　671
田上　八朗……folliculitis decalvans 517，皮膚科分野
での国際的な情報発信を目指して 1472

田口詩路麻……マンソン孤虫症　571
多島　新吾……Bier’s spot 増91
田尻　明彦……宮崎県皮膚科医会の歩みと展望［座談会］

586
t木　　敦……fibroma of tendon sheath 増99
高城　倫子……blistering distal dactylitis 増11
高橋　秀東……青森県南皮膚科医会から［座談会］ 1098
高橋　一夫……天疱瘡治療―cyclophosphamideの併用
について　579
高橋　政史……ハイドレア内服中に顔面に多発した有棘
細胞癌　1281

高橋　愼一……pyodermatitis-pyostomatitis vegetans 増
27，壊疽性膿皮症　39
高橋　ユエ……ギンナンによる全身性接触皮膚炎 1023
高旗　博昭……職業性接触皮膚炎―光線過敏を示した
コケ類による症例　889
高野　恭子……接触皮膚炎―美白剤による症例　885
高須　　博……necrobiosis lipoidica 381
武林　亮子……着用部位を越え拡大した弾性ストッキン
グによる接触皮膚炎　1039
竹原　和彦……全身性強皮症による足趾潰瘍　71，ア
ンケート特集・聞き慣れない病名　抗アミノアシル
tRNA合成酵素抗体症候群　増140
竹松　英明……アンケート特集・接触皮膚炎　医師がつ
くる接触皮膚炎　1092
竹中　秀也……好中球性皮膚症　1391
竹中　　基……ランタナによる接触皮膚炎　1019
竹中　祐子……Favre-Racouchot症候群―タカルシトー
ル軟膏外用療法有効例　913
竹尾　直子……spiny keratoderma 増75
竹内　順子……爪下外骨腫　163
竹内　瑞恵……ヘナのペインティングによる接触皮膚炎

1031
竹内　常道……いわゆる種痘様水疱症　881
竹内　善治……蕁麻疹様血管炎　1435
滝脇　弘嗣……annular elastolytic giant cell granuloma
―actinic granulomaとの異同を含めて　909，チオ
リダジンの光パッチテストで生ずる即時型の光毒性反
応　937
滝沢　和彦……隠された薬害に関わった私の失われた10
年　702
玉田　康彦……脂腺増殖症―光線力学的療法（PDT）有
効例　565，actinic keratosis 925
玉井　定美……青森県南皮膚科医会から［座談会］ 1098
玉置　邦彦……水疱性類天疱瘡―肺癌切除直後に発症
した症例　749

玉木　　毅……他所の皮膚科はどう治療しているか？
―東京都皮膚科医会会員アンケート結果を交えて
734
田辺恵美子……足・下腿の壊疽・潰瘍［対談］ 81
田中えり子……ワーファリン治療中に生じた足部壊死

1305
田中　　信……爪白癬患者が内服できないときはどうし
ていますか？　―爪白癬を内服しないで治療する方
法：ボンラミ療法　114，凍傷の治療は？　217，
lower limb stasis syndrome 増43，アンケート特集・
聞き慣れない病名　infantile perianal pyramidal protru-
sionと先天性肛門皺壁と肛門垂　増141
田中麻紀子……インターフェロンα自己注射部位に生じ
た皮膚潰瘍　1293
田中　　勝……低濃度砒素曝露時における発癌のリスク



について　1321
田中　正人……グルコン酸カルシウム投与による皮膚石
灰沈着症　1273
田中　住明……後天性魚鱗癬―悪性リンパ腫に伴った
症例　781
田中　達朗……発作性寒冷血色素尿症　63
田中　俊宏……爪下有棘細胞癌　143
田中　洋一……悪性リンパ腫　757
種田　明生……アンケート特集・接触皮膚炎　患者さん
は意外と原因に気づかないという症例　1093

種井　良二……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　公立の高齢者専門病院で思うこと
195
谷川　仁子……汗管腫　409
谷口　彩子……Sweet症候群―MCTD，Sjögren症候群
を合併した症例　1395
谷口　芳記……三重皮膚科医会から［座談会］ 464
谷川　瑛子……Trousseau症候群―胃癌を伴い，

Trousseau症候群が疑われた多発性皮膚壊死　273，
paraneoplastic pemphigus 743，低濃度砒素曝露時に
おける発癌のリスクについて　1321
谷野隆三郎……第68回日本皮膚科学会東京支部学術大会
シンポジウムⅣより―在宅医療における皮膚科医の
役割・皮膚科医への期待　953
谷内　克成……種痘様水疱症　285
舘野　規子……整形外科治療に用いた創外固定器が原因
と考えられた金属アレルギー　1043
田崎　高伸……宮崎県皮膚科医会の歩みと展望［座談会］

586
寺木　祐一……イソニアジドによるpapuloerythroderma
様の薬疹　1189
寺本由紀子……慢性円板状エリテマトーデス　901，塩
酸ヒドロキシジン筋注による皮膚壊死　1309
寺岡　　暉……第68回日本皮膚科学会東京支部学術大会
シンポジウムⅣより―在宅医療における皮膚科医の
役割・皮膚科医への期待　954，在宅医療における皮
膚科医の役割・皮膚科医への期待［座談会］ 956
寺澤　直子……ブシラミンによる固定薬疹　1145，線
状脂腺母斑症候群　増119
寺山　　勇……一芯になれ　605
照井　　正……Münchhausen症候群―納豆の混入した
異物の皮膚への刺入により生じた症例　405，刺激性
接触皮膚炎　1027，infantile acropustulosis 増23
栃木美寿紀……Münchhausen症候群―納豆の混入した
異物の皮膚への刺入により生じた症例　405
外川　八英……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75，不完全型Heerfordt症候群　増47

徳田　安孝……小児MCTD 1415
徳永　千春……後天性魚鱗癬―悪性リンパ腫に伴った
症例　781

戸倉　広一……伝染性紅斑―日光曝露により水疱を生
じた症例　877

戸倉　新樹……北九州市皮膚科医会の現状［座談会］
92，多形慢性痒疹―内臓悪性腫瘍に随伴した難治例
655，ウコンによる多発性固定薬疹　1149

徳田　安基……4薬剤による薬疹　1201
冨田　昌宏……superficial granulomatous pyoderma 増

19，Buerger病　43
富田　　靖……nonepisodic angioedema associated with

eosinophilia―寄生虫感染症との鑑別を要した症例
377

鳥山　　史……アンケート特集・忘れえぬ女性患者　結
核とサルコイドーシス　438，悪性リンパ腫　757

外山　　望……宮崎県皮膚科医会の歩みと展望［座談会］
586

戸澤　孝之……アンケート特集・私がみつけた内臓病変
（1） 内臓悪性腫瘍と関連ある皮膚疾患患者をみると
き　698

椿　　俊和……整形外科治療に用いた創外固定器が原因
と考えられた金属アレルギー　1043

椿原　裕美……後天性魚鱗癬―悪性リンパ腫に伴った
症例　781

坪　　健司……多発性痛風結節―機能障害を認めた症
例　529

坪井　廣美……pseudopelade 269
坪井　良治……タクロリムス軟膏による酒0様皮膚炎

1071
土田　哲也……SLE 67，Sweet症候群―MCTD，

Sjögren症候群に合併した症例　1395
土屋浩一郎……チオリダジンの光パッチテストで生ずる
即時型の光毒性反応　937

辻　ひとみ……post-scabetic nodules 増39
辻　　真紀……壊疽性膿皮症　753
辻野　佳雄……カルバマゼピンによるDIHS 1169
塚本　克彦……晩発性皮膚ポルフィリン症―肝細胞に
赤色蛍光を確認しえた症例　293

塚崎　直子……骨髄性プロトポルフィリン症患者の追跡
調査　941

角田　和之……paraneoplastic pemphigus 743
角田　孝彦……アンケート特集・接触皮膚炎　パッチテ
スト陰性の意味　1093，アナフィラキシー型薬疹と
DLST 1238，丹毒とニューキノロン　1354

U
内田　　満……シクロスポリン内服後に下口唇扁平苔癬
から生じた有棘細胞癌　1285

内平　信子……aggressive angiomyxoma 増111
内平　孝雄……aggressive angiomyxoma 増111
内山　光明……アンケート特集・忘れえぬ女性患者

stageⅡで24年間followし，現在も健在な悪性黒色腫の
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患者　434
宇田川　晃……アンケート特集・最近の爪白癬治療―
私はこう思う　爪白癬の治療　189
鵜殿　雅子……皮膚γδT細胞リンパ腫―膿皮症状態
を呈した症例　761
上田英一郎……弾力線維性仮性黄色腫　401，好中球性
皮膚症　1391
上田　正登……Rothmund-Thomson症候群　301
上田　暢彦……Morvan’s syndrome―多汗症を認めた
悪性胸腺腫合併例　789
上原　正巳……爪下有棘細胞癌　143
植木　宏明……皮膚科医は地の塩，海の塩　1222
植木　理恵……酢酸リュープロレリン3カ月徐放剤皮下
注射による異物肉芽腫　1277
植村　　功……livedo reticularis with summer ulceration

31
梅村　茂夫……岡山皮膚科診療の現在・過去・未来

817
上野　賢一……聞かれなくなった病名［鼎談］ 307
上野　光博……アミロイドーシス―腎不全で透析中の
患者に生じた多発性骨髄腫による症例　769
上里　　博……骨髄性プロトポルフィリン症　929
宇原　　久……悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節
生検と足底からのリンパ流路について　183
梅林　芳弘……coccygeal pad 567，マンソン孤虫症

571
梅林由実子……慢性円板状エリテマトーデス　901
梅本　尚可……類天疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコン
トロールが良好となった症例　671
梅澤　慶紀……膿瘍性穿掘性頭部毛包周囲炎　508
海野　公成……皮膚筋炎―大腸癌切除により著明な改
善をみた症例　643
宇佐神治子……第4回浜松皮膚科懇話会から　448
牛島　信雄……露光部の外用剤かぶれ患者さんの問診に
ついて―湿布剤・外用剤による光線過敏を経験して
思ったこと　944

薄場　　眞……私の小さな人生遍歴　1106
臼田　俊和……Sjögren症候群―SCLEの皮疹を呈した
症例　1441
宇谷　厚志……全身性強皮症―両下肢の動脈閉塞症を
伴った症例　75，acanthosis nigricans 777，不完全
型Heerfordt症候群　増47
植村　文子……多形慢性痒疹―内臓悪性腫瘍に随伴し
た難治例　655

W
和田　秀文……悪性黒色腫　159，Chediak-Higashi syn-

drome 297
和田　康夫……サクラソウ皮膚炎―花に魅せられた人
たち　1015

若井　正一……フルニエ壊疽―MRSAによる症例 521
脇口　　宏……BCG接種後にみられた紅斑状非定型的結
核疹　1269
輪湖　雅彦……coccygeal pad 567
鷲見　康子……水銀による全身性接触皮膚炎　1047
鷲崎久美子……色素沈着型接触皮膚炎　373
渡部　晶子……folliculitis decalvans 517
渡辺　　彩……水疱性類天疱瘡―肺癌切除直後に発症
した症例　749

渡辺　大輔……脂腺増殖症―光線力学的療法（PDT）有
効例　565，actinic keratosis 925
渡邊　京子……水疱性類天疱瘡を疑ったスルピリドによ
る薬疹　1257

渡辺　雅久……骨髄性プロトポルフィリン症患者の追跡
調査　941
渡辺　智久……フルニエ壊疽―MRSAによる症例 521
渡部　裕子……松山市皮膚科医会から［座談会］ 1331

Y
谷内江昭宏……種痘様水疱症　285
山田　正子……ギンナンによる全身性接触皮膚炎 1023
山田　朋子……類天疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコン
トロールが良好となった症例　671，ヘム鉄によると
考えられたTEN型薬疹　1161，ヘム鉄によると考え
られたTEN型薬疹（補遺） 1317
山田　孝宏……質疑応答・水痘の空気感染対策　851
山出　晶子……整形外科治療に用いた創外固定器が原因
と考えられた金属アレルギー　1043
山路　和彦……皮膚病にひそむfriction dermatosis 613
山本　明美……post-scabetic nodules 増39
山本　千秋……皮膚ノカルジア症　171
山本浩一朗……慢性円板状エリテマトーデス　901
山本菜穂子……lower limb stasis syndrome 増43
山元　　修……多形慢性痒疹―内蔵悪性腫瘍に随伴し
た難治例　655

山本　昇壯……退官後の展望　863
山本　康生……アンケート特集・接触皮膚炎　接触皮膚
炎あれこれ　1096
山本百合子……皮膚科と女性外来［鼎談］ 421
山中　真絢……Buerger病―交感神経切除術有効例

541
山中　正義……スポロトリコーシス　249
山中　新也……ヒトパルボウイルスB19感染症　361，
感染性心内膜炎に伴う点状出血斑　1407
山根　源之……pyodermatitis-pyostomatitis vegetans 増

27
山根裕美子……ギンナンによる全身性接触皮膚炎 1023
山西　清文……acral pseudolymphomatous angioker-

atoma of children（APACHE） 増103
山崎雄一郎……Trousseau症候群―胃癌を伴い，
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Trousseau症候群が疑われた多発性皮膚壊死　273
山下　尚子……Bowen病―膀胱癌患者に多発した症例

679，インターフェロンα自己注射部位に生じた皮膚
潰瘍　1293
山下　史記……酢酸リュープロレリン3カ月徐放剤皮下
注射による異物肉芽腫　1277
山y 文和……色素分界線条―妊婦にみられた症例

397
山y 典子……notalgia paresthetica 増83
柳澤　一明……北九州市皮膚科医会の現状［座談会］ 92
柳下　武士……actinic keratosis 925
安元慎一郎……腫瘍随伴性天疱瘡―胸腺腫を合併し軽
症に経過した症例　667
八代　　浩……水銀による全身性接触皮膚炎　1047
横倉　英人……コレステロール結晶塞栓症　51，類天
疱瘡―喉頭癌摘出後，皮疹のコントロールが良好と
なった症例　671
横見　明典……壊疽性膿皮症　753
横山小名美……bullous morphea 増31
横山　恵美……慢性円板状エリテマトーデス　901
横関　博雄……acroangiodermatitis 23，壊疽性膿皮症

35，口囲皮膚炎　369，Buerger病―交感神経切除
術有効例　541，Morvan’s syndrome―多汗症を認め
た悪性胸腺腫合併例　789，骨髄異形成症候群　1427

横関真由美……sclerotic fibroma 増115
四方田まり……肛門垂　413
米本　広明……シクロスポリン内服後に下口唇扁平苔癬
から生じた有棘細胞癌　1285

米谷さおり……Rothmund-Thomson症候群　301
寄藤　和彦……野兎病―千葉県利根川河川敷近くで発
生した症例　253

吉田　和恵……Trousseau症候群―胃癌を伴い，
Trousseau症候群が疑われた多発性皮膚壊死　273

吉田　正己……ダーマボンドによる接触皮膚炎症候群
1035，プロピルチオウラシルによるANCA関連血管炎
1265

吉田　理恵……低濃度砒素曝露時における発癌のリスク
について　1321

吉池　高志……皮膚筋炎―大腸癌切除により著明な改
善をみた症例　643

吉岡　敦子……ダーマボンドによる接触皮膚炎症候群
1035

吉崎　仁胤……メシル酸ガベキサートによる難治性皮膚
潰瘍　1297

四本　秀昭……てげてげ　481
雪下　國雄……皮膚科と学校保健―皮膚科専門相談医
の実現に向けて［鼎談］ 317
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件　　名　　索　　引

A
acanthosis nigricans ……………………………………777
アシクロビル …………………………………………1327
acne fulminans …………………………………………265
acquired periungual fibrokeratoma ……………………131
acral erythema…………………………………………増148
acral pseudolymphomatous angiokeratoma of children
（APACHE）…………………………………………増103

acroangiodermatitis ………………………………………23
acropustulosis of infancy ………………………………増23
actinic granuloma ………………………………………909
actinic keratosis …………………………………………925
acute generalized exanthematous pustulosis ………1177
Addison病 ………………………………………………797
adult Blaschkitis ………………………………………増15
aggressive angiomyxoma ……………………………増111
air borne fungi …………………………………………1380
悪性関節リウマチ ………………………………………59
悪性黒色表皮腫 …………………………………635，777

悪性黒色腫…………………………155，159，183，431
悪性胸腺種 ………………………………………………789
悪性リンパ腫 ……………………………757，781，1181
悪性腫瘍………273，643，647，659，663，671，777
悪性腫瘍と皮膚 …………………………………683，797
亜急性皮膚エリテマトーデス ………………………1441
ALアミロイドーシス……………………………………773
アルコール ………………………………………………293
―依存症……………………………………549，1193
アミロイドーシス ………………………………769，797
アミロイド苔癬 …………………………………………533
アナフィラキシー型薬疹 ……………………………1238
アナフィラキシーショック …………………………1173
アナフィラクドイド紫斑，高齢者 …………………1399
ANCA関連血管炎………………………………………1265
Angelmans syndrome…………………………………増136
annular elastolytic giant cell granuloma ………………909
APACHE ………………………………………………増103
アレジオン®ドライシロップ1％ ………………………474
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アレルギー性接触皮膚炎 ……………………………1011
汗 ………………………………………………………1039
足・下腿の壊疽・潰瘍［対談］ …………………………81
アトピー性皮膚炎 ……………………………1380，増11
―，疫学 ……………………………………………863
―，入院療法 ……………………………………1249
アトピー性皮膚炎治療ガイドライン …………………863

B
ばち状指 …………………………………………………683
balanitis xerotica obliterans ……………………………281
晩発性皮膚ポルフィリン症 ……………………………293
抜爪 ………………………………………………………722
Bazex症候群 ……………………………………………797
Bazin硬結性紅斑…………………………………257，365
BCG肉芽腫 ……………………………………………1269
BCGワクチン …………………………………………1269
Behçet病 …………………………………………………230
胼胝様皮疹 ………………………………………………567
Bier’s spot ………………………………………………増91
美白剤 ……………………………………………………885
Birt-Hogg-Dube syndrome …………………………増137
black dot ringworm………………………………………525
Blaschko線 ……………………………………………増15
blistering distal dactylitis………………………………増11
防腐剤 …………………………………………………1011
膀胱癌 ……………………………………651，663，679
ボンラミ療法 ……………………………………………114
Bowen病 ………………………………………………1321
―，膀胱癌 …………………………………………679

brachioradial pruritus…………………………………増133
Brunsting型 ……………………………………………1411
ブシラミン ……………………………………1145，1261
ブドウ膜炎 ……………………………………………増47
Buerger病 …………………………………………43，541
Bullous Impetigo…………………………………………611
bullous morphea ………………………………………増31
burns ……………………………………………………976
病院皮膚科，生き残り ………………………………1002

C
Ca拮抗剤 ………………………………………………1313
cancer-associated fasciitis panniculitis ………………増35
カンジダ ………………………………………………1380
カルバマゼピン ………………………………………1169
CD1a ……………………………………………………増95
CEAP分類 ………………………………………………増43
セロテープ法 …………………………………………1139
Cellular Phone Dermatitis（携帯電話皮膚炎）………増130
Chediak-Higashi syndrome ……………………………297

知覚異常 ………………………………………………増83
chloasma …………………………………………………416
超音波検査 ………………………………………………385
コレステロール結晶塞栓症 ………………51，537，848
コリン性蕁麻疹 …………………………………………502
腸性肢端皮膚炎 …………………………………………675
クロモフォア ……………………………………………871
chronic actinic dermatitis ………………………………893
シクロスポリン…………………………………753，1285
circumscribed acral hypokeratosis……………………増71
circumscribed palmar or plantar hypokeratosis ……増71
クラリチン®レディタブ錠10mg ………………………598
クローズドテスト，20分 ……………………………1067
coccygeal pad ……………………………………………567
congenital fascial dystrophy …………………………増134
congenital generalized fibromatosis…………………増107
cornoid lamella …………………………………………増75
Cowden病………………………………………797，増115
Cronkhite-Canada症候群 ………………………………785
クロタミトン …………………………………………1055
Crow-Fukase症候群 ……………………………………797
クリオグロブリン血症 …………………………………765
クルクミン ……………………………………………1149
Cushing症候群 …………………………………………797
シアナミド ……………………………………………1193
シアノアクリレイト …………………………………1035
cyclophosphamide ………………………………………579
cystadenoma of bartholin gland ……………………増143

D
大腸癌………………………………639，643，655，785
大理石様皮斑 …………………………………………1411
弾性線維 …………………………………………………909
弾性線維性仮性黄色腫 …………………………………401
弾性ストッキング ……………………………………1039
弾性ストッキング着用悪化足白癬 …………………増132
脱毛 ……………………………………………1193，増59
Davis紫斑 ………………………………………………389
DDS………………………………………………905，増27
degeneration of collagen ………………………………増63
臀部慢性膿皮症 …………………………………………513
dendritic cells …………………………………………増95
電撃性!瘡 ………………………………………………265
伝染性紅斑 ………………………………………361，877
伝染性軟属腫 ……………………………………………734
伝染性膿痂疹 ……………………………………………734
ダーマボンド …………………………………………1035
デルマドローム …651，655，679，694，1403，増79
ダーモスコピー ………………………………………増71
ジアフェニルスルホン ………………………………1435
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diffuse large B-cell lymphoma …………………………743
DIHS……………………………………………1157，1169
DIHS型診断基準 ………………………………………1169
DLST …………………………………1157，1238，1317
DNAヘリカーゼ…………………………………………301
DNA修復…………………………………………………917
動脈硬化 …………………………………………………537
動静脈奇形 ………………………………………………23
動静脈瘻 …………………………………………………23
動脈閉塞症 ………………………………………………75

E
EBウイルス………………………………………………285
EBウイルス関連NK／Tリンパ腫 ……………………285
エクリン汗孔腫 …………………………………………147
エデト酸ナトリウム …………………………………1173
栄養障害 …………………………………………………781
液体窒素療法 ……………………………………………723
ELISA法 …………………………………………………571
encapsulated fat necrosis ……………………………増134
エンドキサン ……………………………………………579
アンケート調査 …………………………………………734
塩酸ヒドロキシジン …………………………………1309
塩酸リドカイン ………………………………………1063
塩酸マニジピン ………………………………………1313
塩酸メキシレチン ……………………………………1157
炎症後脱色素斑 …………………………………………885
炎症性腸疾患 …………………………………………増27
冤罪創造 …………………………………………………702
epidermal growth factor…………………………………777
エポキシ樹脂主剤 ……………………………………1067
erosive pustular dermatosis of the scalp………………増59
eruptive syringoma………………………………………409
erythema ab igne ………………………………………393
erythema punctata（Higuchi） ………………………増142
エリテマトーデス ………………………………………10
エリスロウイルスB19 …………………………………361
erythromelalgia …………………………………………976
壊死性遊走性紅斑 ………………………………675，797
壊疽 …………………………………………………10，31
壊疽・潰瘍，足・下腿 …………………………………81
壊疽性膿皮症
……………35，39，753，753，1403，増19，増59

壊疽，糖尿病性 …………………………………………55

F
Favre-Racouchot症候群…………………………………913
フェリチン ……………………………………………1423
fibrokeratoma ……………………………………………131
fibroma of tendon sheath ………………………………増99

fibrosis …………………………………………………増99
フィラリア症 ……………………………………………377
filiform keratodermas …………………………………増79
filiform palmoplantar hyperkeratosis …………………増79
foamy histiocyte ………………………………………増63
folliculitis ………………………………………………増95
folliculitis decalvans ……………………………………517
footprints in the snow……………………………………269
フルニエ壊疽 ……………………………………………521
FOY ……………………………………………………1297
friction dermatosis ………………………………613，851
不完全型Heerfordt症候群 ……………………………増47
福地桜痴 ………………………………………………1342
副腎皮質ステロイド内服 ……………………………1387
粉瘤 ……………………………………………………増130
フロセミド ……………………………………………1165

G
外用剤，かぶれ …………………………………………944
学校伝染病 ………………………………………………236
学校保健 …………………………………………………317
学校保健法 ………………………………………………236
眼皮膚白皮症（oculocutaneous albinism：OCA）……297
眼囲皮膚炎 ……………………………………………増145
顔面毛孔性紅斑黒皮症 ………………………………増131
顔面神経麻痺 …………………………………………増47
ガーデニング …………………………………………1019
G-CSF……………………………………………………1181
ゲフィニチブ …………………………………1197，1207
劇症!瘡 …………………………………………………265
generalized lipodystrophy ……………………………増67
原因物質 …………………………………………………373
原発性限局性皮膚アミロイドーシス …………………533
原発性皮膚ノカルジア症 ………………………………171
ギンナン ………………………………………………1023
偽性副甲状腺機能低下症 ……………………………増115
グリベック ……………………………………………1185
グルコン酸カルシウム ………………………………1273
5-aminolevulinic acid（ALA）……………………………565
Gougerot-Blum disease …………………………………277
granulocyte colony-stimulating factor（G-CSF）………1181
グルカゴノーマ症候群 …………………………………675

H
背部錯感覚症 …………………………………………増83
肺病変 ……………………………………………………753
肺癌 ……………………………………749，1207，1305
肺結核 ……………………………………………………257
Hair follicle ……………………………………………1133
肺性肥厚性骨関節症 ……………………………………683
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肺腺癌 ……………………………………………………659
白斑黒皮症 ………………………………………………893
白癬菌 …………………………………………………1139
白色斑 …………………………………………………増91
瘢痕性脱毛治療 …………………………………………517
発癌 ……………………………………………………1321
発癌性 …………………………………………………1285
発熱 ……………………………………………………1431
閉塞性動脈硬化症 …………………………………47，75
ヘム鉄 …………………………………………1161，1317
ヘナ ……………………………………………………1031
ヘナタトゥー …………………………………………1031
扁平苔癬…………………………………………683，1285
扁平苔癬型薬疹 ………………………………………1185
Herman Pinkus …………………………………………610
Hermansky-Pudlak症候群……………………………増139
HHV-6 …………………………………………………1169
HHV-6再活性化 ………………………………………1177
皮膚アミロイドーシス …………………………………533
皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter）……………………289
皮膚壊死 …………………………63，273，1305，1309
皮膚外科 …………………………………………………126
皮膚反応 ………………………………………………1380
皮膚Ig-E …………………………………………………863
皮膚潰瘍…………10，59，63，67，385，1293，1297
―，難治性 …………………………………………71
皮膚腫瘍 ………………………………………………1281
皮膚科のトリビア
………………848，984，1116，1230，1352，1480

皮膚科専門相談医 ………………………………………317
皮膚科と女性外来 ………………………………………421
皮膚科と学校保健 ………………………………………317
皮膚筋炎……………………………643，647，683，905
―，小児 …………………………………………1419
皮膚硬化 …………………………………………………769
皮膚ノカルジア症 ………………………………………171
皮膚の日 ………………………………………………1357
皮膚石灰沈着症 ………………………………………1273
皮膚真菌症 ……………………………………………1139
―，培養 ……………………………………………340
皮膚心身症 ………………………………………………445
皮膚転移 …………………………………………………135
皮膚γδT細胞リンパ腫 ………………………………761
ハイヒール角化症 ……………………………………増132
樋口点状紅斑 …………………………………………増142
被角線維腫 ………………………………………………131
皮下膿瘍 …………………………………………………39
光パッチテスト …………………………………………937
皮下腫瘤 …………………………………………………571
肥満 ………………………………………………………557

肥満細胞 …………………………………………………871
貧血母斑 ………………………………………………増91
非小細胞肺癌 …………………………………………1207
砒素 ……………………………………………………1321
砒素角化症 ……………………………………………1321
非ステロイド消炎外用剤 ………………………………734
非定型的紅斑 ……………………………………………683
非典型DIHS ……………………………………………1169
ヒトパルボウイルスB19感染症 ………………………361
HLA-B51 …………………………………………………230
葡行性花環状紅斑 ………………………………………683
本態性血小板血症 ……………………………………1301
ホルムアルデヒド ………………………………………16
ホルモン補充療法 ………………………………………177
発作性寒冷血色素尿症 …………………………………63
放射線皮膚炎 ……………………………………………836
ハイドレア ……………………………………………1281
ハイドロキノン …………………………………………885
hydroxyurea……………………………………1281，1301
hypertrophic discoid lupus erythematosus ……………901
hypokeratosis …………………………………………増71

I
異物 ………………………………………………………405
異物肉芽腫 ……………………………………………1277
遺伝性掌蹠角化症 ………………………………………増5
遺伝性早老症 ……………………………………………301
遺伝子 …………………………………………………1250
遺伝子異常 ………………………………………………929
遺伝子検査 ………………………………………………921
胃癌 ……………………………………………………増35
IgE………………………………………………………1380
医原性接触皮膚炎，小児 ……………………………1091
胃潰瘍 …………………………………………………1265
異汗性湿疹（dyshidrotic eczema）……………………増131
implantation dermatosis…………………………………245
indeterminate cell………………………………………増39
infantile acropustulosis ………………………………増23
infantile myofibromatosis（solitary type）……………増107
infantile perianal pyramidal protrusion
……………………………………413，増141，増146

INH ……………………………………………………1201
陰w ………………………………………………………561
インターフェロンα …………………………………1293
intercellular IgA vesiculopustular dermatosis
（IAVPD）……………………………………………増144

interstitial granulomatous drug reaction ……………増148
intertriginous drug eruption（間擦疹型薬疹）………増148
イレッサ ………………………………………1197，1207
医療用瞬間接着剤 ……………………………………1035
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移植再生医療 …………………………………………1133
萎縮性・瘢痕性脱毛 ……………………………………269
イソニアジド …………………………………………1189
itching purpura（angiodermatitis）……………………増138
イトラコナゾール ………………………………………249
岩手県皮膚科医会 ………………………………………961
いわゆる種痘様水疱症 …………………………………881

J
ジーパン皮膚炎 ………………………………………増145
自家骨髄単核球細胞移植 ………………………………43
自己免疫性蕁麻疹 ………………………………………502
人畜共通感染症 …………………………………………571
腎機能障害 ……………………………………………1327
蕁麻疹 ……………………………………………………502
―様紅斑 ……………………………………683，757
―様血管炎…………………………………757，1435
耳垂結節 …………………………………………………442
自傷 ………………………………………………………405
女医の「声」 ………………609，721，850，989，1120
静脈瘤 ……………………………………………………385
女性外来 …………………………………………………421
女性患者 …………………………………………………431
女子深在性紫斑 …………………………………………389
静脈瘤性症候群 ………………………………………増43
重複癌 ……………………………………………………647
循環障害，糖尿病性 ……………………………………55
十二指腸出血 …………………………………………1399
若年女性剃毛皮膚炎 …………………………………増132

K
化学物質 ………………………………………………1027
化学物質過敏症 …………………………………………16
開口障害 …………………………………………………769
疥癬 ……………………………………1116，増23，増39
潰瘍 ………………………………………………………59
潰瘍性大腸炎 ……………………………………39，1403
角化，隆起性局面 ………………………………………901
核分裂像 …………………………………………………147
角化異常症 ……………………………………………増71
角層水分量 ………………………………………………177
格闘技選手 ………………………………………………525
環状の紅斑 ………………………………………………683
汗管腫 ……………………………………………………409
汗孔角化症 ……………………………………………増71
肝斑 ………………………………………………177，416
汗疱状湿疹（pompholyx）……………………………増131
寒冷蕁麻疹 ………………………………………………502
間擦疹型薬疹…………………………………1201，増148
肝生検 ……………………………………………………293

乾癬 ……………………………………………………1289
感染性心内膜炎 ………………………………………1407
関節リウマチ ………………………10，59，1435，増51
肝障害 ……………………………………………………941
顆粒球形成異常 …………………………………………297
下肢静脈うっ滞性皮膚炎 ……………………………増43
下腿 ………………………………………………………10
下腿潰瘍 ………………………………………………1301
経口摂取 ………………………………………………1023
結核 ………………………………………………………438
結核疹 ……………………………………257，365，1269
血管炎……………………………………………663，1265
血管性浮腫 ………………………………………………377
血管腫 ……………………………………………………151
血管造影 …………………………………………………47
検梅……………………………………1220，1342，1468
腱鞘線維腫 ……………………………………………増99
腱鞘腫瘍 ………………………………………………増99
keratolysis plantare sulcatum ………………………増147
keratoma palmoplantare mutilans………………………976
血栓性静脈炎 ……………………………………………683
結節 ………………………………………………………171
結節性血管炎 ……………………………………………365
結節性硬化症 ……………………………………………167
結節性紅斑………………………………………683，1387
血小板減少性紫斑 ………………………………………797
菊池病 …………………………………………………1431
機能障害 …………………………………………………529
機能別医療連携 ………………………………………1002
金属アレルギー ………………………………………1043
北九州市皮膚科医会 ……………………………………92
Köbner現象………………………………………………901
抗BP180抗体 ……………………………………………749
抗Jo-1抗体………………………………………………1411
Koenen腫瘍………………………………………………167
紅皮症 ……………………………………651，659，683
口囲皮膚炎 ………………………………………………369
固形石鹸 ………………………………………………1121
コケ類 ……………………………………………………889
黒色表皮腫 ………………………………………………683
黒色面皰 …………………………………………………913
混合性結合織病 ………………………………………1411
光線過敏 …………………………………………285，889
光線過敏症 ………………………………………893，897
こたつ皮膚炎 …………………………………………増130
固定薬疹 ………………………………………1145，1149
後天性魚鱗癬 ……………………………………………781
骨髄性プロトポルフィリン症 …………………………929
―，追跡調査 ………………………………………941
骨髄異形成症候群 ……………………………………1431
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抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候群…………増140
高カルシウム血症 ……………………………………1289
好中球増加 ……………………………………………1391
好中球性皮膚症 ………………………………………1391
抗デスモグレイン1抗体 ………………………………1261
光毒性反応 ………………………………………………937
膠原病 ……………………………………………………10
―，女性 ……………………………………………354
抗原除去治療 ……………………………………………710
紅斑状非定型的結核疹 ………………………………1269
抗核抗体 ………………………………………………1431
交感神経切除術 …………………………………………541
硬膜外ブロック …………………………………………27
肛門疾患 …………………………………………………413
肛門垂 …………………………………………413，増141
好酸球性筋膜炎 ………………………………………増35
好酸球増多…………………………………………43，377
光線過敏症 ………………………………………………921
光線力学療法 ……………………………………………925
光線力学的療法（PDT）…………………………………565
後天性魚鱗癬 ……………………………………………683
後天性軟毛性多毛症 ……………………………………797
後天性脂肪萎縮症 ……………………………………増67
後天性爪囲被角線維腫 …………………………………131
喉頭癌 ……………………………………………………671
抗VGKC抗体 ……………………………………………789
kraurosis penis …………………………………………281
くも状血管腫 ……………………………………………797
強皮症 …………………………………………………1250
胸腺腫 ……………………………………………………667
急性陰門潰瘍 ……………………………………………261
丘疹 ………………………………………………………773
丘疹―紅皮症 …………………………………………545
急性骨髄性白血病 ………………………………………692

L
Langerhans cell…………………………………………増39
ランソプラゾール ……………………………1153，1201
Laugier-Hunziker-Baran症候群 ………………………増87
Laugier-Hunziker症候群 ………………………………増87
LE…………………………………………………………897
Leser-Trélat徴候 …………………………………639，683
lichen amyloidosis ………………………………………533
lichen planopilaris………………………………………1185
lichen sclerosis et atrophicus …………………………増31
lichen sclerosus et atrophicus …………………………281
linear nevus sebaceous syndrome …………………増119
lipodermatosclerosis ……………………………………385
Lipschutz潰瘍……………………………………………261
livedo reticularis with summer ulceration ………………31

livedoid vasculopathy ……………………………………63
localized morphea………………………………………増31
lower limb stasis syndrome……………………………増43
lupus erythematosus tumidus …………………………897
リンパ節転移 ……………………………………155，635
lymphomatoid drug eruption…………………………増148
リンパ流 …………………………………………………183
リンパ節郭清 ……………………………………………183
リンパ節サルコイド反応 ………………………………155
リンパ節郭清 ……………………………………………253

M
macular arteritis ………………………………………増55
慢性円板状エリテマトーデス …………………………901
慢性静脈不全 …………………………………………増43
慢性静脈機能不全 ………………………………………23
慢性活動性EBウイルス感染症（CAEBV）……………881
慢性光線性皮膚炎 ………………………………………893
慢性骨髄性白血病 ………………………………………793
慢性膿皮症 ………………………………………………508
―，臀部 ……………………………………………513
慢性色素性紫斑 …………………………………………277
慢性進行性脱毛 …………………………………………269
慢性多形痒疹 ……………………………………………683
マンソン孤虫症 …………………………………………571
マラセチア ……………………………………………1380
マトリカリア皮膚炎 …………………………………1087
MCTD …………………………………………………1395
―，小児 …………………………………………1411

MDS………………………………………………………753
melanocytic agminated nevi …………………………増123
melanocytoma…………………………………………増127
melasma …………………………………………………416
Melda型掌蹠角化症 ……………………………………増5
免疫異常 …………………………………………………793
免疫抑制剤 ………………………………………………579
綿球法 ……………………………………………………723
メシル酸ガベキサート ………………………………1297
メタボリックシンドローム …………………………増129
メシル酸イマニチブ …………………………………1185
マイクロキメリズム ……………………………………354
microvenular hemangioma ……………………………151
網状皮斑 ……………………………………51，393，683
Mongolian spot …………………………………………976
Morvan’s syndrome ……………………………………789
毛包幹細胞 ……………………………………………1133
毛孔性紅色粃糠疹 ………………………………………659
毛隆起 …………………………………………………1133
MRSA ……………………………………………………521
ムチン沈着 ………………………………………………897
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Muir-Torre症候群 ………………………………………797
multicentric reticulohistiocytosis ………………………797
Münchhausen症候群……………………………………405
music box spine keratoderma…………………………増79

N
長島型掌蹠角化症 ………………………………………増5
内臓悪性腫瘍 ……………………………………………655
南蛮紅毛流軟膏の諸々 …………………102，202，328
難治性潰瘍…………………………………………71，143
軟骨・骨組織 ……………………………………………135
軟膏治療 …………………………………………………126
necrobiosis lipoidica ……………………………………381
necrobiotic xanthogranuloma …………………………増63
ネスチン ………………………………………………1133
熱ショック蛋白 …………………………………………230
neutrophic dermatosis…………………………………1181
ニューキノロン ………………………………………1354
ニコチン酸 ………………………………………………549
ニフェジピン …………………………………………1313
日光 ………………………………………………………877
日光曝露 …………………………………………………913
日光蕁麻疹 ………………………………………502，871
日光過敏 …………………………………………………905
日光過敏症 ………………………………………929，944
肉芽腫性炎 ………………………………………………626
肉芽腫性過敏 ……………………………………………626
ノカルジア性菌腫 ………………………………………171
Nocardia nova……………………………………………171
膿皮症 ……………………………………………517，761
nonepisodic angioedema associated with eosinophilia
…………………………………………………………377

notalgia paresthetica …………………………………増83
膿疱 ……………………………………………………1391
膿痂疹 ……………………………………………………340
乳房外Paget病 …………………………………………126

O
oculocutaneous albinism：OCA ………………………297
オメプラゾール ………………………………………1153
温熱蕁麻疹 ………………………………………………502
温熱灌流療法 ……………………………………………159
温熱曝露 …………………………………………………393
大久保適斎 ……………………………………………1342
open application test……………………………………1145
オープンテスト ………………………………………1067
おしゃれ障害……………………………………446，1077
往診 ………………………………………………………961
osteosarcoma ……………………………………………135
黄色丘疹 …………………………………………………401

オキシダント ……………………………………………937

P
palmar fibromatosis ……………………………………553
palmoplantar fibromatosis………………………………553
palntar fibromatosis ……………………………………553
P-ANCA…………………………………………………1265
papuloerythroderma……………………………………1189
パラベン，アレルギー性接触皮膚炎とパラベンパラドッ
クス …………………………………………………1011

パラベンパラドックス ………………………………1011
paraneoplastic pemphigus………………………………743
paraneoplastic vasculitis …………………………663，797
paraproteinaemia ………………………………………増63
パッチテスト …………………………373，1051，1055
―，陰性 …………………………………………1093

PDT ………………………………………………………565
ペラグラ …………………………………………………549
pemphigoid vegetans…………………………………増143
ピアス ……………………………………………………442
pigmentation ……………………………………………増55
pilonidal sinus……………………………………………557
ピペラシリン …………………………………………1059
pitted keratolysis（点状角質融解症）…………………増147
プラントハンター ……………………………………1015
pleomorphic sclerotic fibroma ………………………増115
porokeratosis punctata palmaris et plantaris…増75，増79
post-scabetic nodules …………………………………増39
PPD ……………………………………………………1031
プレドニゾロン …………………………………35，1423
プロピルチオウラシル ………………………………1265
プロスタグランジンE1……………………………………47
pseudo-Kaposi’s sarcoma…………………………………23
pseudolymphoma ………………………………………増95
pseudolymphomatous folliculitis ……………………増95
pseudopelade ……………………………………………269
punctate keratoderma …………………………………増79
punctate porokeratotic keratoderma …………増75，増79
プリムラ・マラコイデス ……………………………1015
PUVA-Bath療法 …………………………………………545
pyoderma chronica glutaealis …………………………513
pyodermatitis-pyostomatitis vegetans ………………増27
pyostomatitis vegetans…………………………………増27

R
落葉状天疱瘡，薬剤性 ………………………………1261
卵巣癌 ……………………………………………………435
ランタナ ………………………………………………1019
リウマチ性多発筋痛症 ………………………………増51
リン酸コデイン ………………………………………1201
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露光部のかぶれ …………………………………………944
Rothmund-Thomson症候群 ……………………………301
RS3PE …………………………………………………増129
RS3PE症候群……………………………………………増51
類上皮細胞 ………………………………………………626
類脂肪壊死 ………………………………………………381
類天疱瘡 …………………………………………………671

S
災害医療活動 ……………………………………………341
再発性環状紅斑様乾癬 ………………………………増131
再発性多発軟骨炎 ……………………………………1415
細菌感染症 ………………………………………………55
最近の爪白癬治療 ………………………………………189
再生医療 ………………………………………………1133
サクラソウ皮膚炎 ……………………………………1015
酢酸リュープロレリン3カ月徐放剤 …………………1277
サリチル酸グリコール ………………………………1051
サルコイド反応，リンパ節 ……………………………155
サルコイドーシス………………………………438，増47
Schloffer腫瘍 …………………………………………増135
SCLE ……………………………………………………1441
sclerosing panniculitis …………………………………385
sclerotic fibroma ……………………………………増115
性ホルモン ………………………………………………354
成人発症線状苔癬 ……………………………………増15
成人Still病………………………………………………1423
星状神経節 ……………………………………………増83
Seip-Lawrence症候群 …………………………………増67
性差 ………………………………………354，409，537
精神運動発達遅滞 ……………………………………増119
赤色蛍光 …………………………………………………293
尖兵ポリープ ……………………………………………413
線維筋痛症 ……………………………………………増128
線状脂腺母斑症候群 …………………………………増119
線状苔癬 ………………………………………………増15
染色体不安定症候群 ……………………………………301
先天性肛門皺壁 ………………………………………増141
先天性絞扼輪症候群 …………………………………増127
先天性無痛無汗症 ……………………………………増127
センチネルリンパ節 ……………………………………183
接触皮膚炎 ……………………………………1027，1087
―，美白剤 …………………………………………885
―，弾性ストッキング …………………………1039
―，塩酸リドカイン ……………………………1063
―，エポキシ樹脂系 ……………………………1067
―，ギンナン ……………………………………1023
―，ヘナ …………………………………………1031
―，医原性 ………………………………………1091
―，コケ類 …………………………………………889

―，クロタミトン ………………………………1055
―，ランタナ ……………………………………1019
―，職業性 …………………………………………889
―，サクラソウ …………………………………1015
―，サリチル酸グリコール ……………………1051
―，色素沈着 ………………………………………373
―，職業性 ………………………………………1067
―，全身性 ………………………………1023，1043
―，全身性，水銀 ………………………………1047
接触皮膚炎症候群，ダーマボンド …………………1035
接触蕁麻疹，ピペラシリン …………………………1059
脂肪萎縮症 ……………………………………………増67
シックハウス症候群………………………………16，486
刺激性接触皮膚炎 ……………………………………1027
紫斑 ………………………………………361，773，1407
―，Davis …………………………………………389
―，女子深在性 ……………………………………389
―，単純性 …………………………………………389
紙幣状皮膚 ………………………………………………797
匙状爪 ……………………………………………………815
色素分界線条，妊婦 ……………………………………397
色素沈着 …………………………………………397，785
―，接触皮膚炎 ……………………………………373
色素斑 …………………………………………………増87
色素性乾皮症A群 ………………………………………921
色素性乾皮症D群 ………………………………………917
色素性紫斑性苔癬様皮膚炎 ……………………………277
しみ ………………………………………………………416
診断基準 …………………………………………………230
歯肉増殖症 ……………………………………………1313
浸潤性紅斑 ……………………………………………1431
神経症状 ………………………………………………1327
神経障害，糖尿病性 ……………………………………55
真菌 ……………………………………………………1380
心筋炎 …………………………………………………1387
真菌症 ……………………………………………………増5
真菌検査 ………………………………………………1139
診断 ……………………………………………………1250
診療ガイドライン ………………………………………734
滲出性紅斑 ……………………………………………増131
湿布剤，かぶれ …………………………………………944
脂腺母斑 ………………………………………………増119
脂腺増殖症 ………………………………………………565
肢端紅痛症 ………………………………………………27
自然消褪 ………………………………………………増107
職業性接触皮膚炎 ……………………………………1067
―，光線過敏，コケ類 ……………………………889
植毛 ………………………………………………………245
食物アレルギー ………………………………………1317
症候性痒疹 ………………………………………………683
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小児皮膚筋炎 …………………………………………1419
小児MCTD ……………………………………………1411
小児肢端膿疱症 ………………………………………増23
小児掌蹠丘疹性紅斑性皮膚炎 ………………………増130
手掌多汗 ………………………………………………増91
掌蹠角化症 ……………………………………………増79
酒0様皮膚炎 …………………………………………1071
種痘様水疱症 ……………………………………………285
種痘様水疱症様皮疹 ……………………………………881
集学的治療 ………………………………………………71
臭化水素酸デキストロメトルファン ………………1201
膿瘍性穿掘性頭部毛包周囲炎 …………………………508
腫瘍随伴性天疱瘡 ………………………………………667
水疱型薬疹 ……………………………………………1165
心臓カテーテル検査 ……………………………………51
脂漏性角化症 ……………………………………………639
Sister Mary Joseph結節…………………………………435
Sjögren症候群 ………897，1395，1415，1431，1441
SLE…………………………………………………………67
創外固定器 ……………………………………………1043
足趾潰瘍 …………………………………………………47
ソリブジン薬害 …………………………………………702
組織球性壊死性リンパ節炎 …………………………1431
相補性試験 ………………………………………………917
爪下外骨腫 ………………………………………………163
爪下有棘細胞癌 …………………………………………143
Sparganosis mansoni ……………………………………571
speckled lentiginous nevus …………………………増123
spiny keratoderma ……………………………増75，増79
spiny keratoderma of the palm and soles ……………増79
スポロトリコーシス ……………………………………249
SSSS………………………………………………………611
stem cell…………………………………………………1133
ステロイド ……………………………………………1169
ステロイド局注療法 …………………………………1309
ステロイド外用剤 ………………………………………369
ステロイドパルス療法 …………………………………905
ステロイド酒0 …………………………………………369
ステロイド剤内服 ……………………………………増19
Stethoscope dermatitis（聴診器皮膚炎）……………増130
Stevns-Johnson症候群…………………………………1157
ST合剤……………………………………………………171
Streptococcus sanguinis …………………………………230
スギ花粉 ………………………………………………1116
水銀皮下注射 …………………………………………1342
水銀，全身性接触皮膚炎 ……………………………1047
水疱 ………………………………………………393，877
水疱性類天疱瘡…………………………………749，1257
水疱症 …………………………………………………1165
水疱，空気感染対策 ……………………………………851

スルピリド ……………………………………………1257
superficial granulomatous pyoderma ………増19，増143
サプリメント …………………………………………1317
Sweet病 ………………………683，1391，1395，1431
Sweet症候群 ……………………………………………683
酒0様皮膚炎 ……………………………………………369

T
タバコと皮膚 …………………………………………1449
多発性Bowen病 …………………………………………679
多発性骨髄症 ……………………………………765，773
多発性皮膚壊死 …………………………………………273
多発性皮膚線維腫 ………………………………………793
多発性骨髄腫 ……………………………………………769
多発性痛風結節，機能障害 ……………………………529
苔癬型反応 ……………………………………………増103
苔癬型組織反応 …………………………………………373
多汗 ………………………………………………………増5
タカルシトール軟膏 ……………………………………913
多形皮膚萎縮 ……………………………………………301
多形紅斑 ………………………………………………増131
多形慢性痒疹 ……………………………………………655
タクロリムス軟膏 ……………………………………1071
多毛 ………………………………………………………557
丹毒 ……………………………………………………1354
単純性紫斑 ………………………………………………389
単球，マクロファージ …………………………………626
炭酸ガスレーザー ………………………………………533
テグレトール …………………………………………1169
低アミノ酸血症 …………………………………………675
低濃度砒素曝露 ………………………………………1321
低用量ビタミンD3 ……………………………………1289
TEN ……………………………………………1161，1317
点状角質融解症 ………………………………………増147
点状出血斑 ……………………………………………1407
点状集簇性母斑 ………………………………………増123
てんかん ………………………………………………増119
天疱瘡，治療 ……………………………………………579
天疱瘡，腫瘍随伴性 ……………………………………667
TEN型薬疹 ……………………………………………1161
テルビナフィン…………………………………249，1177
Terry’s nail症候群 ………………………………………797
チオリダジン ……………………………………………937
チオリダジンラジカル …………………………………937
Tinea capitis………………………………………………525
頭部白癬 …………………………………………………525
糖尿病 ……………………………………381，553，909
糖尿病性壊疽………………………………………55，693
糖尿病性循環障害 ………………………………………55
糖尿病性神経障害 ………………………………………55
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凍傷 ………………………………………………………217
頭部人工植毛膿皮症 ……………………………………245
東京都皮膚科医会会員アンケート調査 ………………734
Touton giant cell ………………………………………増63
Trichophyton tonsurans …………………………525，1139
Trousseau症候群 ………………………………………273
トリプターゼ …………………………………………1059
T細胞抗原レセプター …………………………………761
TSC1………………………………………………………167
TSC2………………………………………………………167
痛風結節，多発性 ………………………………………529
爪白癬 ……………………………………………114，722
爪白癬治療 ………………………………………………189
恙虫病 ……………………………………………………841
tularemia …………………………………………………253
tumidus …………………………………………………897
Type1免疫反応 …………………………………………626
Type2免疫反応 …………………………………………626
中枢神経障害 ……………………………………………67

U
ウコン …………………………………………………1149
usnic acid（ウスニン酸）…………………………………889
うっ滞性症候群 ………………………………………増43
uveo-parotid fever（不完全型）…………………………増47

V
Valaciclovir ……………………………………………1327
vasculitis…………………………………………………増55
vasculitis allergica cutis（Ruiter）………………………289
vegetative pyoderma gangrenosum …………………増19
verruciform xanthoma …………………………………561
verrucous carcinoma ……………………………………139
ウイルス発疹症 …………………………………………361
ビタミンD3 ……………………………………………1289
ビタミン剤 ……………………………………………1161
Voigt境界線………………………………………………397

W
wandering fixed drug eruption ………………………増148

ワーファリン……………………………………765，1305
忘れえぬ女性患者 ………………………………………431
Wiedemann-Rautenstrauch syndrome………………増136

Y
薬害 ………………………………………………………702
薬疹 …………………1153，1189，1193，1201，1207
―，スルピリド …………………………………1257
薬剤性脳症 ……………………………………………1327
薬剤性落葉状天疱瘡 …………………………………1261
野兎病 ……………………………………………………253
Yellow nail症候群 ………………………………………797
抑制波長 …………………………………………………871
腰部交感神経節ブロック ………………………………59
ヨウ化カリウム …………………………………………249
溶連菌感染 ……………………………………………1177
有棘細胞癌………………………143，393，1281，1285
融合性細網状乳頭膿症（papillomatose confluente et

réticulée）……………………………………………増131
疣状癌 ……………………………………………………139

Z
在宅医療 …………………………………………………961
―，皮膚科医 ………………………………949，956
!瘡，電撃性 ……………………………………………265
!瘡，劇症 ………………………………………………265
前立腺癌 ………………………………………………1277
全身性アミロイドーシス ………………………………773
全身性エリテマトーデス………………………440，1441
全身性強皮症 …………………………10，71，75，1250
全身性接触皮膚炎 ……………………………………1047
全身性末梢神経興奮性亢進症候群 ……………………789
全身性接触皮膚炎 ……………………………1023，1043
全身性脂肪萎縮症 ……………………………………増67
全身性多汗症 ……………………………………………789
増殖性静脈内膜炎 ………………………………………797
増殖性化膿性口内炎 …………………………………増27
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