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褥瘡のつぶやき／栗原　誠一 …………………………657
展望
皮膚疾患における線維化の機序と新規治療法の展望
尹　　浩信 ……………………………………………658

臨床例
前額部皮下膿瘍／滝口光次郎，倉持　　朗，田口　理史，
土田　哲也 ……………………………………………663

カンジダ性毛包炎／津田憲志郎，袴田　　新，
磯田　憲一，黒川　一郎，水谷　　仁 ……………667

Trichophyton tonsuransによるケルスス禿瘡
坂　　義経，前田　　学，太和田知里，永井　美貴，
岩田　　仁，望月　　隆 ……………………………671

Trichophyton rubrumによる頭部白癬
関山　華子，篠田　英和 ……………………………675

先天性皮膚欠損症／出口　弘隆，中野　純二 ………677
tufted hair folliculitis／花田　圭司，益田　浩司，
末廣　晃宏，加藤　則人，岸本　三郎 ……………679

B細胞リンパ腫に発症したeosinophilic folliculitis
石黒麻友子，鎌倉　知子，中島喜美子，池田　光徳，
小玉　　肇 ……………………………………………683

骨化を伴ったDLE／木村　聡子，川上　民裕，
久志本常人，溝口　昌子，相馬　良直 ……………687

側頭動脈炎――頭部の広範囲に潰瘍を生じた症例
成田千佐子，神田　憲子，石黒　直子，川島　　眞，
塚原佐知栄，市田　久恵 ……………………………691

angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia
平井麻起子，本田えり子，十一　英子 ……………695

環状肉芽腫――定型疹に皮下型を伴った症例
小野　公司，黒田　　啓，原　　　大，小林　真己，
多島　新吾 ……………………………………………699

木村病／我妻　恭子，伊藤　尚子，内山麻理子，
石崎　純子，原田　敬之 ……………………………703

里吉病の脱毛
山崎　自子，斎田　俊明，福山　哲広 ……………707
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後頭動脈瘤／中村　泰大，許　　雪珠，永江美香子，
大塚　藤男 ……………………………………………711
毛孔性紅色粃糠疹――頭部の皮疹から始まった症例
渡辺千恵子，蒲原　　毅，中村　和子，猪又　直子，
高橋　一夫，北村　和子，池澤　善郎 ……………715
統計
pseudopelade of Brocq――自験9例のまとめ
春名　邦隆，貞政　裕子，吉池　高志 ……………723
office dermatology
アンケート特集・2005年皮膚の日――印象記（前）
長島　弘明，黒田　啓美，只木　行啓，星野　　稔，
藤平　正利／久保川　透，鈴木　　弓，久保田康暉，
岡村理栄子，石塚　敦子，藤田　　優，野村　有子，
寺本　輝代，奥　　知三，福田　　繁，三木　　甫，
青山　文代，江崎智香子／高木　　肇，田中　隆義
…………………………………………………………729

会津皮膚科ケースカンファランスから――会津地域の特
殊性について
山口　英郎，菊地伊豆実，鈴木　重行，羽金　重喜，
佐瀬　　裕，遠藤　芳信，岸本　和裕 ……………748
私の歩んだ道
落ちこぼれた挙句のケセラセラ／添田　周吾 ………758
一家言
皮膚科医療訴訟への対応／江間　　昭 ………………763
蝶の博物詩
オオウラギンスジヒョウモン／西山　茂夫 …………721
診察室の四季
紫陽花／斉藤　隆三 ……………………………………765
皮膚科のトリビア
第12回／浅井　俊弥 ……………………………………766
声
ソリブジン薬害への遠吠え／女医の「声」――女性医師は
勉強好き？／ああ疥癬／Churg-Strauss症候群とアレル
ギー性肉芽腫性血管炎は区別すべき病名か／スキンケ
ア／ステロイド剤・免疫抑制剤内服時の感染予防対策
…………………………………………………………768

7月号：被髪頭部の皮膚病－腫瘍性
editorial
生物学的製剤／向井　秀樹 ……………………………783
topics
毛包幹細胞の損傷組織修復能――毛包幹細胞は末梢神経
損傷部の再生を促進する／天羽　康之，李　　伶娜，
勝岡　憲生，Robert M. Hoffman……………………785

展望
非ステロイド系抗炎症外用剤の使用状況――神奈川県皮
膚科医会会員のアンケート調査から
杉田　泰之 ……………………………………………791

臨床例
頭頂部の広範な日光角化症に生じた有棘細胞癌
末廣　敬祐，鎌田　憲明，小林　孝志，新海　　浤，
遠藤　秀治 ……………………………………………801
瘢痕癌――脳内浸潤をきたした症例
安井　由紀，安井　宏夫，山下　勝弘，佐藤　史郎，
斉藤　研一 ……………………………………………805

mucinous carcinoma of the skin／川端栄理子，
田内　里美，谷口　芳記，黒川　一郎 ……………809

basal cell carcinoma／澤田　光男，小野　一郎，
山下　利春，神保　孝一 ……………………………813
結節型血管肉腫
山中　真絢，福山國太郎，横関　博雄 ……………817
頭部と鼻腔に生じた悪性黒色腫
岩瀬　七重，関東　裕美，森山ゆうき，大橋　則夫，
吉田　正己，伊藤　正俊 ……………………………821
菌状息肉症――毛包性ムチン沈着症を併発し，一部に黄
色腫を形成した症例
稲見　加恵，石崎　純子，原田　敬之 ……………825
皮膚B細胞リンパ腫／高須　　博，勝岡　憲生 ……829
Langerhans cell histiocytosis――多臓器病変を伴いビンブ
ラスチンとプレドニゾロンの併用療法奏効例
堀内和一朗，箭原　弘典，盛山　吉弘，並木　　剛，
佐藤　貴浩，横関　博雄 ……………………………833

proliferating trichilemmal cyst／金子　夏美，山本　あい，
苅谷　清徳，森田　明理 ……………………………837
脂腺上皮腫
上野真紀子，松永　美帆，松永　　剛 ……………841
脂腺母斑／横山　恵美，高畑ゆみ子，濱本　嘉昭，
武藤　正彦 ……………………………………………845

fibrous histiocytoma
小篠　純一，一宮　　誠，武藤　正彦 ……………849
神経鞘粘液腫
小池裕美子，佐藤　篤子，狩野　俊幸 ……………853

eccrine poroma
大久保倫代，辻野　佳雄，千貫　祐子，金子　　栄，
森田　栄伸，梶　　彰吾 ……………………………857
乳頭状汗管w胞腺腫
川崎里奈子，鈴木　伸吾，佐地　良文 ……………859
皮膚骨腫
今田　微香，林　　義明，南　祥一郎，伊藤　孝明，
夏秋　　優，山西　清文 ……………………………861
office dermatology
アンケート特集・2005年皮膚の日――印象記（後）
荻野　篤彦，船井　龍彦，藤原　　昇，北村　　弥，
泉谷　一裕，阿曽　三樹，中川昌次郎，矢野　貴彦，
安野　秀敏，高橋　　収，森岡　眞治，町野　　博／
村上　信司，井坂　　公，武下　泰三，吉見　圭子，
坂崎　善門，津田　眞五，田崎　高伸 ……………865
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私の歩んだ道
よき師に導かれて／高安　　進 ………………………882
一家言
一緒にうどんを…私の温故知新／宇野　浩正 ………887
蝶の博物詩
ウラナミシロチョウ／西山　茂夫 ……………………863
診察室の四季
梅雨晴／斉藤　隆三 ……………………………………889
皮膚科のトリビア
第13回／浅井　俊弥 ……………………………………890
声
女医のつぶやきパート2／「皮膚科医への入浴指導につい
てのアンケート調査」の報告を読んで／亭主元気で留
守がいい！／個人情報保護と学会と賛助会員／ある編
集委員のぼやき：パート1 …………………………892

8月号：陰股部の皮膚病－非腫瘍性
editorial
めりはり／斉藤　隆三 …………………………………909
展望
ステロイド外用剤と色素異常／相馬　良直 …………910
臨床例
脂漏性皮膚炎，二次感染を繰り返した悪性リンパ腫
塚本　克彦，岡本　　崇，相川　恵子，長田　　厚，
飯野　昌樹 ……………………………………………917
角層下膿疱症／大塚　康子，三砂　範幸，中房　淳司，
成澤　　寛 ……………………………………………921
増殖性天疱瘡／西野　　洋 ……………………………925
線状IgA水疱性皮膚症
山本　向三，岩下　賢一，太田　幸則，小澤　　明，
石井　文人，橋本　　隆，加藤　禮三 ……………929

壊疽性膿皮症／田辺　健一，新井　　達，前島　英樹，
勝岡　憲生 ……………………………………………933
壊疽性膿瘡――骨髄異形成症候群（MDS）と緑膿菌肺炎を
伴った難治性潰瘍
白井　　明，佐藤八千代，日野　治子 ……………937
ネコひっかき病――皮下腫瘤を形成した症例
永田　佳子，藤本　徳毅，藤井　紀和，植西　敏浩，
田中　俊宏 ……………………………………………941

Hailey-Hailey病
山口　道也，森田　和政，武藤　正彦 …………945

伝染性紅斑――両側鼠径，腋窩から全身に紫斑の出現を
みた症例／樫野かおり，吉富　惠美，濱田　利久，
辻　　和英，山田　晶子，荒川　謙三 ……………949

multiple linear lichen planus
松田　聡子，玉置　昭治 ……………………………953
壊死性遊走性紅斑／濱松　　寧，若新　多汪，
伊崎　誠一，徳永　　貢，河津　捷二 ……………957
亜鉛欠乏性皮膚炎
塚本　克彦，遠藤　武男，相川　恵子，長田　　厚，

三羽　啓史 ……………………………………………961
陰股部に限局したクリオグロブリン血症性紫斑――C型
慢性肝炎に伴う症例／浅井　俊弥 …………………965

水銀皮膚炎／牧野　貴充，井上　雄二，行徳　貴志，
尹　　浩信 ……………………………………………969

Epidermophyton floccosumによる股部白癬／坂　　義経，
前田　　学，太和田知里，永井　美貴 ……………973

紅色陰癬／武居　　彰 …………………………………977
図譜
鼠径部の皮膚病／西山　茂夫 …………………………983
office dermatology
アンケート特集・個人情報対策／浅井　俊弥，
石川　博康，稲村　圭一，上田由紀子，内山　光明，
岡崎美知治，荻野　篤彦，笹川　征雄，西村　正幸，
服部　　瑛，松本　博子，宮本　秀明 ……………989

北信皮膚科医会から／武居　　彰，増田　光喜，
八町　祐宏，望月　正子，斉木　　実 …………1001

私の歩んだ道
この道ひとすじに／児浦　純生 ……………………1010
一家言
女性医師と皮膚科／荒木　寿枝 ……………………1015
蝶の博物詩
ギンイチモンジセセリ／西山　茂夫 …………………981
診察室の四季
雷／斉藤　隆三 ………………………………………1017
皮膚科のトリビア
第14回／浅井　俊弥 …………………………………1018
声
女医の「声」―サプリメント／がん告知／ある編集委員の
ぼやき：パートⅡ／Vol.28,No.6「木村病」論文を読んで
………………………………………………………1020

9月号：陰股部の皮膚病－腫瘍性
editorial
Prof. Gottronに言問い／西山　茂夫…………………1035
展望
エビデンスに基づく皮膚感染症治療
五十棲　健 …………………………………………1036

臨床例
表皮腫より生じた有棘細胞癌
辻　　　学，安川　晋輔，増田　禎一，師井　洋一，
占部　和敬，古江　増隆 …………………………1043

double extramammary Paget’s disease
中野　亜紀，宮下　　文，井上　和之，中野　且敬，
迫　　裕孝 …………………………………………1047

基底細胞癌／福田　英嗣，早出　恵里，斉藤　隆三，
漆畑　　修 …………………………………………1051

Bowen癌／吉田　理恵，松田　史雄，田中　京子，
石原　幸子，木本　雅之，長坂　　武，木花　　光，
岡　　史子 …………………………………………1055
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malignant trichilemmoma／佐藤八千代，福田　英嗣，
漆畑　　修，高橋　　啓 …………………………1059

clear cell acanthoma／金子　　聡，向井　秀樹，
角田　幸雄，中森三千代 …………………………1063
悪性黒色腫／早乙女敦子，佐藤八千代，福田　英嗣，
斉藤　隆三，漆畑　　修，山本　泰弘 …………1067
顆粒細胞腫／久野　治人，菅野　正芳，上尾　礼子，
新谷　洋一，森田　明理 …………………………1071

angiomyofibroblastoma／市川　美樹，占部　和敬，
師井　洋一，古江　増隆，桐生　美麿 …………1075
菌状息肉症――真皮に著明なムチン沈着を伴った症例
宮川　健彦，外川　八英，米山　　啓，鎌田　憲明，
小林　孝志，新海　　浤 …………………………1079

Langerhans cell histiocytosis／西田　陽子，梅垣　知子，
長澤　智彦，稲宮　知美 …………………………1083

木村病／鈴木　大介，辻　　和英，森実　　真，
浅越　健治，岩月　啓氏 …………………………1087

Fabry病／荻田あづさ，二神　綾子，下田　貴子，
内海　甲一，川名　誠司 …………………………1091

nevus comedonicus――Blaschko線に沿って生じた症例
関　　詠姿，池田美智子，南光　弘子 …………1095
異所性子宮内膜症／十河　香奈，赤坂季代美，
栗原　香子，岸本　恵美，堀田　健人，江藤　隆史，
石川こずえ，利根川　守 …………………………1099
office dermatology
アンケート特集・軟膏の塗り方――私の外用指導
伊藤　義彦，井上　勝平，今泉　　孝，日下部芳志，
小林誠一郎，清水　正之，多田　讓治，玉置　昭治，
轟　　葉子，新山　史朗，野口　俊彦，速水真理子/
速見　　誠，東　　禹彦 …………………………1105
栃木県の皮膚科医会から／田子　　元，佐藤　俶也，
久保川　透，加藤　英行 …………………………1121
奈良県臨床皮膚科医会から
飯田　孝志，大野佐代子，山科　幸夫，北村　　弥，
山脇　春夫，駒井　道代 …………………………1129
私の歩んだ道
かゆみ，蕁麻疹，アトピー性皮膚炎／青木　敏之 1138
一家言
少子化，女性医師増加に思う／下川　優子 ………1143
蝶の博物詩
カラスアゲハ／西山　茂夫 …………………………1103
診察室の四季
秋めく／斉藤　隆三 …………………………………1145
皮膚科のトリビア
第15回／浅井　俊弥 …………………………………1146
声
女医の「声」――叱る女医でいきます／ジェネリック／優
れて優しい人――井上勝平先生／Vol. 28, No.6座談会
記事の図について …………………………………1150

10月号：分節性の皮膚病
editorial
ジェネリック医薬品／向井　秀樹 …………………1163
展望
食物依存性運動誘発アナフィラキシー―病態解析と正確
な診断に向けて／森田　栄伸 ……………………1164
臨床例
片側性で複数の発症部位をみる帯状疱疹
武重　陽子，佐藤八千代，福田　英嗣，斉藤　隆三，
漆畑　　修 …………………………………………1169
亜急性皮膚エリテマトーデス―帯状疱疹後に隣接した領
域に皮疹を生じた症例
若林　知江，田中　　厚，宮崎　和廣 …………1173
線状扁平苔癬／吉田　理恵，田中　京子，木本　雅之，
木花　　光 …………………………………………1177
線状苔癬／野田さおり，高原　正和，師井　洋一，
占部　和敬，古江　増隆 …………………………1181
帯状強皮症
室田　東彦，中捨　克輝，伊崎　誠一 …………1185
炎症性線状疣状表皮母斑―乳児のBlaschko線に生じ，10
カ月後までに大部分が消褪した症例
山本　瑞枝，藤井　秀孝 …………………………1189
表皮母斑―グラインダーA削術による治療例
洞口　由香，前田　文彦，高橋　和宏，赤坂　俊英
………………………………………………………1193

面皰母斑―Blaschko lineに沿って生じた症例
中島　大毅，安田　　浩，戸倉　新樹 …………1197
色素失調症／小玉　和郎 ……………………………1201
hypomelanosis of Ito／秋好　　茜，高　　理佳，
清水　　篤，小菅　治彦，石河　　晃 …………1205
デルマトームに沿って広範囲な皮疹を認めた先天性

dermal melanocytosis
田崎　典子，金田　真理，片山　一朗 …………1209
先天性血管拡張性大理石様皮斑
原　　彰吾，生越　剛司 …………………………1213
分節状多発性平滑筋腫
高木　　敦，黛　　暢恭，岩佐　智子，丹羽　祐介，
西山　千春，池田　志斈 …………………………1217

segmental neurofibromatosis
藤山　俊晴，東芝　輝臣，橋爪　秀夫 …………1221

S状結腸癌皮膚転移――帯状疱疹様の分布を示した症例
山田　瑠美，杉山美紀子，中田土起丈，末木　博彦，
飯島　正文，清水　喜徳，掘之園　弘 …………1225
office dermatology
アンケート特集・ジェネリック――マイ・スタンス
猿田　隆夫，梅澤　慶紀，大城　晶子，幸野　　健，
斉藤　　昭，鈴木　裕介，長谷川義博，&中すみ子，
早川　道郎，速水　　誠/速水真理子，増田智栄子，
森岡　眞治，若林　正治 …………………………1231
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ジェネリックの問題点
大谷　道輝，斉藤　隆三，向井　秀樹 …………1247

福山皮膚科医会から―皮膚科開業医から他科の先生や薬
剤師へのお願い／幸田　　衞，岩崎　泰政，
赤木　芳文，徳毛　幸枝，下江　敬生 …………1256
私の歩んだ道
慶大皮膚科同窓会と歩んだ22年／田久保　浩 ……1266
一家言
滅私奉公，世のため人のため／小玉　　肇 ………1271
蝶の博物詩
ヒメキマダラヒカゲ／西山　茂夫 …………………1229
診察室の四季
鰯雲／斉藤　隆三 ……………………………………1273
皮膚科のトリビア
第16回／浅井　俊弥 …………………………………1274
声
女医の「声」／老人性皮膚炎／ばーばの近況／質疑応答・
ケルスス禿瘡と頭部白癬 …………………………1279

11月号：聞き慣れない病名―2006
editorial
養生する／栗原　誠一 ………………………………1293
topics
皮膚腫瘍新生血管のバイオイメージング―in vivoバイオ
イメージングの可能性／天羽　康之，李　　伶娜，
勝岡　憲生，Robert M. Hoffman …………………1294
臨床例
手部水疱性膿皮症／北嶋　　渉，市橋かおり，
小西　啓介，楠　　知里 …………………………1302

traumatic anserine folliculosisの兄弟例
浅井　俊弥 …………………………………………1305

lymphomatoid drug eruption／大川　　毅 …………1309
postictal hemifacial purpura（てんかん発作後顔面片側性紫
斑）／宮田あゆみ，幸野　　健 ……………………1313

acral persistent papular mucinosis
北村　真人，杉江　伸夫 …………………………1317

axillary perifollicular xanthomatosis／川那部岳志，
川上　民裕，溝口　昌子，相馬　良直 …………1321

milia-like idiopathic calcinosis cutis―Down症候群を伴わ
ない成人例／北村　香奈，落合　豊子，松本　千幸，
菊島　公夫，小川　眞広 …………………………1325

intravascular histiocytosis
高井　利浩，村田　洋三，熊野　公子 …………1329

verrucous hyperplasia of the distal stump skin
皿山　泰子，高井　利浩，村田　洋三，熊野　公子
………………………………………………………1333

mechanic’s hand
箭原　弘典，佐藤　貴浩，横関　博雄 …………1337

epidermolysis bullosa pruriginosa／建持　敦子，
盛山　吉弘，佐藤　貴浩，横関　博雄 …………1341

Blandin-Nuhn腺胞／島田信一郎，影山　葉月 ……1345
dermal Spitz nevus／花輪香奈子，宮嵜　　敦，
河内　繁雄，斎田　俊明 …………………………1349

trichothiodystrophy／福田　英嗣，斉藤　隆三，
溝口　協子，甘利　雅雄，大原関利章 …………1353

acquired pigmented port-wine stain（仮称）
伊藤絵里子，占部　和敬，古江　増隆 …………1357

office dermatology
ダーモスコープ　どれを選ぶ？　どう使う？
衛藤　　光，浅井　俊弥，小川　純己 …………1363

軟膏の塗り方―私の外用指導／菅原　　信，服部　　瑛，
斉藤　隆三，栗原　誠一 …………………………1373

私の歩んだ道
ミクロの世界／白井　利彦 …………………………1386
一家言
皮膚病の裏を見る／石橋　正夫 ……………………1391
蝶の博物詩
ホシミスジ／西山　茂夫 ……………………………1361
診察室の四季
小春日／斉藤　隆三 …………………………………1393
皮膚科のトリビア
第17回／浅井　俊弥 …………………………………1394
声
女医の「声」―女医の今昔／posturing／処方薬の説明／
皮膚の日によせて ……………………………………1397

12月号：聞き慣れない症候群
editorial
臨床と病理／斉藤　隆三 ……………………………1419
展望
皮膚は内臓の「のぞき穴」―皮膚生検が診断の決め手にな
る遺伝性脳血管障害／石河　　晃 ………………1420

臨床例
papular-purpuric gloves and socks syndrome
長橋　和矢，向井　秀樹 …………………………1427

Rosai-Dorfman disease
日向　麻耶，原田　　晋，斉藤　研二 …………1431

抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候群
山中　新也，清島真理子，加治　賢三，斎藤　佑希
………………………………………………………1435

Olmsted症候群
安藝　良一，原田　晴美，衛藤　　光，安西　有紀，
大矢　達男 …………………………………………1439

Trousseau症候群
平良　清人，山本　雄一，安里　　豊，野里　栄治，
上里　　博 …………………………………………1443

シックビル症候群
鼻岡　佳子，水野　　寛， 高路　　修 ………1447

Hermansky-Pudlak症候群
時田　智子，森　　康記 …………………………1451
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McCune-Albright症候群／寺y健治朗，内宮　礼嗣，
金蔵　拓郎，神崎　　保 …………………………1455

Goltz症候群の男児例／澤田　啓生，森田　明理，
側島　久典，鳥山　和宏 …………………………1459

Ross症候群
八木　葉子，梅澤　慶紀，小澤　　明 …………1463

Bloom症候群
尾山　修一，向井　秀樹，荒井　　亮 …………1467

Diogenes症候群にみられた皮膚病変
宮田あゆみ，幸野　　健 …………………………1471

Kabuki make-up syndrome
大山　公崇，金蔵　拓郎，神崎　　保 …………1475

Harlequin症候群／神代　恵美，前山　泰彦，
安元慎一郎，橋本　　隆 …………………………1478
治療
口腔内速溶錠による内服コンプライアンスの検討―錠剤
と口腔内速溶錠を比較したアンケート調査
山田　裕道，増田智栄子，金子　裕一，金子佳世子，
高橋　泰英，山本　裕子 …………………………1483
office dermatology
アンケート特集・開業医は病理をどう考えるか？
市川　弘城，大草　康弘，岡本　　潔，音山　和宣，
川口とし子，北原比呂人，幸田　　衞，園田　民雄，
竹松　英明，戸澤　孝之，西林　聰武，原　　曜子，
平松　正浩 …………………………………………1491
New Drugs
駆虫剤ストロメクトール®錠3mg／STROMECTOL®

Tablets 3mg 万有製薬株式会社／マルホ株式会社提
供 ……………………………………………………1504

私の歩んだ道
Pringle病との出会い／中内　洋一 …………………1506
一家言
目は心の窓／岡野　慎一 ……………………………1511
蝶の博物詩
ミドリシジミ／西山　茂夫 …………………………1481
診察室の四季
年越し／斉藤　隆三 …………………………………1513
皮膚科のトリビア
第18回／浅井　俊弥 …………………………………1514
声
女医の「声」――臨床研修医に接して／質疑応答・過去に
「水尾」という呼び名は？／インフルエンザワクチン接
種と免疫反応 ………………………………………1516

増刊号：皮膚疾患をおこす化学物質・
金属類－2006

巻頭言
「皮膚疾患をおこす化学物質・金属類――2006」の発刊に
あたって／栗原　誠一 ………………………………増1

総説
金属・化学物質と皮膚
古川　福実，上中智香子，米井　　希 ……………増4

刺激性皮膚病変――病態と代表的物質
高山かおる，横関　博雄 …………………………増12
接触アレルギーによる皮膚病変――接触アレルギーの
病型／池澤　善郎，蒲原　　毅，高橋さなみ，
大沢　純子 …………………………………………増19
沈着症，肉芽腫――異物反応，アジュバント病
山元　　修，杉田　和成 …………………………増32
産業医と皮膚科――環境・職場での金属・化学物質に
よる皮膚障害／戸倉　新樹 ………………………増38
診療技術
問診のポイント／角田　孝彦 ………………………増43
アレルギー検査法Ⅰ――パッチテストの手技と判定法・
基準／河合　敬一 …………………………………増49

アレルギー検査法Ⅱ――スクラッチテスト，プリック
テスト，皮内反応の手技と判定法・基準
梅田　二郎，片岡　葉子 …………………………増55
本邦標準アレルゲン系列の解説／足立　厚子 ……増61
歯科と金属アレルギー／高橋　愼一 ………………増69
各論
光の関係した接触皮膚炎／錦織千佳子 ……………増75
アトピー性皮膚炎と接触アレルギー――air borneを
含めて／山川　有子 ………………………………増83
スタンダード系列以外の注意すべき化学物質，新たな
アレルゲン／西岡　和恵 …………………………増89
金属による接触アレルギー／夏秋　　優 …………増95
特殊な皮膚病との関連性――掌蹠膿疱症
原　　尚道 …………………………………………増101
特殊な皮膚病との関連性――異汗性湿疹
横関　博雄 …………………………………………増104
特殊な皮膚病との関連性――扁平苔癬
片山　一朗，佐々木　豪，西村　香織 …………増106
対策シリーズ
パラベンにアレルギーがあるときの対応――および
パラベンを含む医薬品・市販品・食品について
大磯　直毅 …………………………………………増108
ラノリンにアレルギーがあるときの対応
杉浦真理子，杉浦　啓二 …………………………増114
テープ材：絆創膏／1村　文男 ……………………増119
テープ材：湿布薬／& 雅世，小塚　雄民 ……増123
ステロイド外用剤にかぶれる場合の対応
新井　　達 …………………………………………増126
消毒薬にかぶれる場合の対応／多田　讓治 ………増132
市販医薬品にかぶれる場合の対応
漆畑　　修，篠原　悦子 …………………………増138
ゴム製品にかぶれる場合の対応／鹿庭　正昭 ……増142
化粧品にかぶれる場合の対応／伊藤　正俊 ………増148
美容師の職業性接触皮膚炎対策
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中山　秀夫 …………………………………………増157
column
フッ化水素／伊藤　治夫 ……………………………増163
クリーニング／大橋　則夫 …………………………増164
農薬――原因物質と予防について／堀内　信之，
小口　真司，西垣　良夫，永美　大志 …………増165
抗原入手法／岡　　恵子 ……………………………増168
接触皮膚炎の原因物質推定にLSTが役立つか

関東　裕美 …………………………………………増169
「刺激指数」とは――パッチテストによる皮膚刺激性
評価／河合　敬一 …………………………………増171

物質一覧
皮膚疾患をおこす化学物質・金属類 ………………増175
付表
かぶれをおこしやすい成分を含有する市販皮膚外用剤
漆畑　　修，篠原　悦子 …………………………増212
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A
阿部　浩之……項部にみられたossifying fibromyxoid

tumor 451
足立　厚子……本邦標準アレルゲン系列の解説　増61
足立　秀禎……融合性細網状乳頭腫症　329，warty

dyskeratoma 423
饗場　伸作……口唇に生じた木村病　599
相川　恵子……脂漏性皮膚炎，二次感染を繰り返した悪
性リンパ腫　917，亜鉛欠乏性皮膚炎　961
赤木　　淳……木村病の父子例　595
赤木　芳文……福山皮膚科医会から―皮膚科開業医から
他科の先生や薬剤師へのお願い［座談会］ 1256
赤坂季代美……異所性子宮内膜症　1099
赤坂　俊英……神経線維腫症2型――母娘に生じた症例

33，eccrine porocarcinoma 427，妊娠性痒疹に続発
したpustular vasculitis 555，表皮母斑―グラインダ
ーA削術による治療例　1193

安藝　良一……Olmsted症候群　1439
秋山　真志……いちご状血管腫　459
穐山　富雄……ポンペの言葉　635
秋好　　茜……hypomelanosis of Ito 1205
天谷　雅行……増殖性天疱瘡　567，妊娠性疱疹――産
褥期に発症した症例　579

甘利　雅雄……trichothiodystrophy 1353
天羽　康之……毛包幹細胞の損傷組織修復能─毛包幹細
胞は末梢神経損傷部の再生を促進する　785，皮膚腫
瘍新生血管のバイオイメージング─in vivoバイオイメ
ージングの可能性　1294
安藤　浩一……融合性細網状乳頭腫症　329，warty

dyskeratoma 423
安藤　菜緒……放射線照射部位に生じた基底細胞癌

463
安西　有紀……Olmsted症候群　1439
青地　聖子……amyopathic dermatomyositis 211

青木　敏之……かゆみ，蕁麻疹，アトピー性皮膚炎
1138

青山　文代……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前）「皮膚の日」顛末記〈福井県〉 744

新井　春枝……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　すべて，古い症例ですが…　83

荒井　佳恵……線状の色素脱失を呈したepidermal nevus
syndrome 41

荒井　　亮……Bloom症候群　1467
新井　　達……壊疽性膿皮症　933，ステロイド外用剤
にかぶれる場合の対応　増126

荒井　智子……持久性隆起性紅斑　179
荒川　謙三……伝染性紅斑─両側鼠径，腋窩から全身に
紫斑の出現をみた症例　949

荒木　寿枝……女性医師と皮膚科　1015
麻上　千鳥……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　21世紀型医療は美容医療を求めている　81

浅越　健治……木村病　1087
浅井とし子……Mycobacterium marinumによる非定型抗
酸菌症　293

浅井　俊弥……皮膚科のトリビア　第7回　126，とく
にスギ花粉飛散時にみられる眼瞼の皮膚炎について
142，皮膚科のトリビア　第８回　258，皮膚科のト
リビア　第9回　384，皮膚科のトリビア　第10回
514，皮膚科のトリビア　第11回　638，皮膚科のト
リビア　第12回　766，皮膚科のトリビア　第13回
890，陰股部に限局したクリオグロブリン血症性紫斑
─C型慢性肝炎に伴う症例　965，アンケート特集・
個人情報対策　今は昔？　989，皮膚科のトリビア
第14回　1018，皮膚科のトリビア　第15回　1146，
皮膚科のトリビア　第16回　1274，traumatic anser-
ine folliculosisの兄弟例　1305，ダーモスコープ　ど
れを選ぶ？　どう使う？［座談会］ 1363，皮膚科の
トリビア　第17回　1394，皮膚科のトリビア　第18

人　　名　　索　　引
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回　1514
浅野　聖子……放射線照射部位に生じた基底細胞癌

463
安里　　豊……Trousseau症候群　1443
浅谷　雅文……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　自分のスタンス　82
阿曽　三樹……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後）「皮膚の日」行事，鳥取県の現況　869
厚坂　啓司……東葛地区皮膚臨床懇話会から［座談会］

617
我妻　恭子……Churg-Strauss症候群　563，木村病

703

B
馬場　直子……血管腫に伴う母斑症　19，副耳　407，
血管腫のレーザー治療［座談会］ 607，優れて優しい
人―井上勝平先生　1152
坂　　義経……Trichophyton tonsuransによるケルスス禿
瘡　671，Epidermophyton floccosumによる股部白癬
973，質疑応答・ケルスス禿瘡と頭部白癬　1282

坂東　嫩葉……市川市皮膚科医会から――病診連携の現
状と今後のあり方［座談会］ 489

阪野　正之……愛知県皮膚科医会から［座談会］ 351
万有製薬株式会社……プロペシア®錠0.2mg・1mg 248，
ストロメクトール®錠3mg 1504

C
千貫　祐子……eccrine poroma 857

D
大日本住友製薬株式会社……エバステル® OD錠5mg・

10mg 504
出口　順啓……新生児中毒性紅斑　539
出口　弘隆……先天性皮膚欠損症　677

E
江間　　昭……皮膚科医療訴訟への対応　763
遠度　　舞……結節性硬化症　25
遠藤　秀治……頭頂部の広範な日光角化症に生じた有棘
細胞癌　801

遠藤　武男……亜鉛欠乏性皮膚炎　961
遠藤　芳信……会津皮膚科ケースカンファランスから─
会津地域の特殊性について［座談会］ 747
衛藤　　光……amyopathic dermatomyositis 211，ダー
モスコープ　どれを選ぶ？　どう使う？［座談会］
1363，Olmsted症候群　1439
江藤　隆史……異所性子宮内膜症　1099
江崎智香子……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 11月12日，いいひふ，皮膚の日〈岐阜県〉
745

江崎　勝一……incontinentia pigmentiの親子例　49

F
藤平　正利……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） たまには場所をかえて〈栃木県〉 732
藤井　秀孝……炎症性線状疣状表皮母斑―乳児の

Blaschko線に生じ，10カ月後までに大部分が消褪した
症例　1189
藤井　紀和……ネコひっかき病─皮下腫瘤を形成した症
例　941
藤本　徳毅……ネコひっかき病─皮下腫瘤を形成した症
例　941
藤岡　和美……色素血管母斑症　61
藤岡　　彰……色素血管母斑症　61
藤田　　優……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 皮膚の日の行事〈千葉県〉 737
藤田　　繁……アンケート特集・私の診察室　真菌培養
もしています　482
藤原　　昇……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後）「講演会」と「新聞広告」〈兵庫県〉 866
藤山　俊晴……segmental neurofibromatosis 1221
福田　英嗣……hypomelanosis of Ito 53，毛包性ムチン
沈着症　1 9 1，基底細胞癌　1 0 5 1，m a l i g n a n t
trichilemmoma 1059，悪性黒色腫　1067，片側性
で複数の発症部位をみる帯状疱疹　1169，trichoth-
iodystrophy 1353
福田　英三……アンケート特集・私の診察室　車椅子，
ストレッチャーに優しい診察室　484
福田　　繁……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 富山県における“皮膚の日” 742
福田　知雄……丹毒――外耳道よりA群β溶連菌が検出
された症例　151
福代　新治……出雲皮膚科医会から［座談会］ 237
福山國太郎……結節型血管肉腫　817
福山　哲広……里吉病の脱毛　707
福沢　正男……Hansen病――紅斑を伴う症例　163
舟橋　敬一……incontinentia pigmentiの親子例　49
船井　龍彦……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後）「皮膚の日」大阪より　865

舩越　　建……全身性アミロイドーシス　317
古江　増隆……表皮w腫より生じた有棘細胞癌　1043，

angiomyofibroblastoma 1075，線状苔癬　1181，
acquired pigmented port-wine stain（仮称） 1357
古川　福実……金属・化学物質と皮膚　増4
二神　綾子……Fabry病　1091

G
五味　博子……全身性アミロイドーシス　317
行徳　貴志……水銀皮膚炎　969
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H
八町　祐宏……北信皮膚科医会から［座談会］ 1001
芳賀　恒夫……成人Still病――皮膚筋炎様の皮疹を呈し
た症例　301
羽金　重喜……会津皮膚科ケースカンファランスから─
会津地域の特殊性について［座談会］ 747
袴田　　新……ワルチン腫瘍　455，カンジダ性毛包炎

667
濱　　雅世……テープ材：湿布薬　増123
濱田　利久……伝染性紅斑─両側鼠径，腋窩から全身に
紫斑の出現をみた症例　949
浜口　太造……ヒトパルボウイルスB19感染症　159
濱松　　寧……壊死性遊走性紅斑　957
濱本　嘉昭……脂腺母斑　845
&中すみ子……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　なぜ私はジェネリックを使わないのか
1239
花田　圭司……tufted hair folliculitis 679
鼻岡　佳子……シックビル症候群　1447
花輪香奈子……dermal Spitz nevus 1349
原　　　大……環状肉芽腫─定型疹に皮下型を伴った症
例　699

原　　尚道……特殊な皮膚病との関連性―掌蹠膿疱症
増101

原　　彰吾……先天性血管拡張性大理石様皮斑　1213
原　　曜子……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか 「軟膏医者」にならないために　1501
原田　晴美……Olmsted症候群　1439
原田　　晋……Rosai-Dorfman disease 1431
原田　敬之……Churg-Strauss症候群　563，木村病

703，菌状息肉症─毛包性ムチン沈着症を併発し，一
部に黄色腫を形成した症例　825
原元　　潮……エクリン汗器官癌　467
春名　邦隆……pseudopelade of Brocq─自験9例のまと
め　723

長谷川義博……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　ジェネリックビッグウエイブ　1238
橋爪　秀夫……segmental neurofibromatosis 1221
橋壁　道雄……hypereosinophilic syndrome――皮膚と
リンパ節に病変がみられた症例　591
橋本　　隆……tufted angioma 447，水疱性類天疱瘡

571，小児の後天性表皮水疱症　583，線状IgA水疱性
皮膚症　929，Harlequin症候群　1478
橋本　由紀……接触皮膚炎　285
畑　三恵子……女医の「声」 1279
秦　　維郎……神経線維腫症1型――外傷後巨大な血腫
を形成した症例　29
籏持　　淳……hypereosinophilic syndrome――皮膚と
リンパ節に病変がみられた症例　591
服部　　瑛……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ

れた症例　顔面播種性粟粒性狼瘡でも赤い顔　233，
PDA学会　264，薬剤添付文書　388，皮膚科医への
入浴指導についてのアンケート調査　499，外用療法
ストレッチ　641，スキンケア　771，アンケート特
集・個人情報対策　医療は個人情報なのに　998，が
ん告知　1020，老人性皮膚炎　1280，軟膏の塗り方
─私の外用指導［座談会］ 1373，処方薬の説明 1398

早川　和人……丹毒――外耳道よりA群β溶連菌が検出
された症例　151

早川　道郎……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　私とジェネリック　1241

速見　　誠……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導　ステロイド恐怖症は減少したか？　1118，
アンケート特集・ジェネリック―マイ・スタンス　バ
トンタッチ　1242

速水真理子……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導　ステロイド恐怖症は減少したか？　1118，
アンケート特集・ジェネリック―マイ・スタンス　バ
トンタッチ　1242

林　　義明……皮膚骨腫　861
東　　禹彦……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導　軟膏の塗り方―私の外用指導　1119

日野　治子……壊疽性膿瘡─骨髄異形成症候群（MDS）
と緑膿菌肺炎を伴った難治性潰瘍　937

平原　和久……丹毒――外耳道よりA群β溶連菌が検出
された症例　151

平井麻起子……angiolymphoid hyperplasia with eosinophil-
ia 695

平松　正浩……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　恵まれた環境　1502

廣田　香織……tufted angioma 447
比留間政太郎……顔面白癬　155
人見　勝博……incontinentia pigmentiの親子例　49
本田えり子……angiolymphoid hyperplasia with eosinophil-

ia 695
朴木久美子……女医の「声」――母として医師としてつら
かった日々　129

洞口　由香……表皮母斑―グラインダーA削術による治
療例　1193

掘之園　弘……S状結腸癌皮膚転移―帯状疱疹様の分布
を示した症例　1225

堀内　信之……農薬―原因物質と予防について　増165
堀内和一朗……Langerhans cell histiocytosis─多臓器病
変を伴いビンブラスチンとプレドニゾロンの併用療法
奏効例　833

星野　　稔……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前）「いい皮膚の日」の行事について　731

星野　臣平……愛知県皮膚科医会から［座談会］ 351
細谷　律子……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　最近増えた（？）赤ら顔　234
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堀田　健人……異所性子宮内膜症　1099
日向　麻耶……Rosai-Dorfman disease 1431

I
市田　久恵……側頭動脈炎─頭部の広範囲に潰瘍を生じ
た症例　691

市橋かおり……手部水疱性膿皮症　1302
市川　弘城……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　診断がつかない標本を眺めていても楽しいで
す　1491
市川　美樹……angiomyofibroblastoma 1075
一宮　　誠……fibrous histiocytoma 849
家本　陽一……juvenile temporal arteritis with eosinophil-

ia 559
尹　　浩信……皮膚疾患における線維化の機序と新規治
療法の展望　658，水銀皮膚炎　969

飯田　孝志……奈良県臨床皮膚科医会から［座談会］
1129
飯島　正文……弾力線維性仮性黄色腫　313，S状結腸
癌皮膚転移―帯状疱疹様の分布を示した症例　1225
飯野　昌樹……脂漏性皮膚炎，二次感染を繰り返した悪
性リンパ腫　917
池田　政身……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　医者ほど病気がわからない？
359
池田美智子……nevus comedonicus─Blaschko線に沿っ
て生じた症例　1095
池田　光徳……B細胞リンパ腫に発症したeosinophilic

folliculitis 683
池田　志斈……分節状多発性平滑筋腫　1217
池谷　敏彦……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　思い出、そして老後へ　84
池澤　善郎……annular elastolytic giant cell granuloma―
―日光曝露との関連が強く示唆された症例　187，
panfolliculoma 419，毛孔性紅色粃糠疹─頭部の皮疹
から始まった症例　715，接触アレルギーによる皮膚
病変―接触アレルギーの病型　増19

生駒（玉城）裕妃子……LEOPARD症候群　57
今田　微香……皮膚骨腫　861
今泉　　孝……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導 「体の洗い方」指導は外用指導の一環である
1107
今村　榮一……質疑応答・咬傷？　咬症？　咬創？

388
今岡　千治……出雲皮膚科医会から［座談会］ 237
今山　修平……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　美の生物学と医学　86
稲見　加恵……菌状息肉症─毛包性ムチン沈着症を併発
し，一部に黄色腫を形成した症例　825
稲宮　知美……Langerhans cell histiocytosis 1083

稲村　圭一……アンケート特集・個人情報対策　当院で
の個人情報対策　991
猪又　直子……毛孔性紅色粃糠疹─頭部の皮疹から始ま
った症例　715

井上　和之……double extramammary Paget’s disease
1047
井上　勝平……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　昔話　85，おかげさまで“恩書”に再会　132，
『声』様々　265，ソリブジン薬害への遠吠え　768，
アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外用指導　小言
幸兵衛―それでも医者か　1106

井上　雄二……水銀皮膚炎　969
乾　　重樹……聞き慣れない病名：erosive pustular der-

matosis of the scalp vs amicrobial pustulosis 265
五十棲　健……エビデンスに基づく皮膚感染症治療

1036
入澤　亮吉……皮膚腺病――左頸部膿瘍を繰り返した症
例　297
井坂　　公……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　やっぱり丹毒だ　223，アンケート特集・
2005年皮膚の日─印象記（後） 身の丈にあった皮膚の
日の行事＜高知県＞　876
石橋　正夫……皮膚病の裏をみる　1391
石田　康生……全身性アミロイドーシス　317
石塚　敦子……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 学ぶ1日「皮膚の日」〈埼玉県〉 736
石黒麻友子……B細胞リンパ腫に発症したeosinophilic

folliculitis 683
石黒　直子……側頭動脈炎─頭部の広範囲に潰瘍を生じ
た症例　691

石原　幸子……Bowen癌　1055
石井亜希子……ワルチン腫瘍　455
石井　文人……小児の後天性表皮水疱症　583，線状

IgA水疱性皮膚症　929
石井　則久……Hansen病――紅斑を伴う症例　163
石井　敏直……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　今後の診療のためにも、前車の轍を踏まな
いよう警告を与えられた症例　223
石井　千寸……神経線維腫症1型――外傷後巨大な血腫
を形成した症例　29
石川　博康……質疑応答・ばら疹（roseola, rose spot）の
謎　261，質疑応答・咬傷？　咬症？　咬創？　388，
質疑応答・「アケビツル」と「ツタウルシ」 517，田舎
医者の素朴な疑問　643，ステロイド剤・免疫抑制剤
内服時の感染予防対策　773，個人情報保護と学会と
賛助会員　894，アンケート特集・個人情報対策　公
立病院での「個人情報保護」の虚像・実像・問題点
989，インフルエンザワクチン接種と免疫反応　1518
石川こずえ……異所性子宮内膜症　1099
石川　　剛……東葛地区皮膚臨床懇話会から［座談会］



― 14 ―

617
石川　芳久……愛知県皮膚科医会から［座談会］ 351
石河　　晃……hypomelanosis of Ito 1205，皮膚は内
臓の「のぞき穴」――皮膚生検が診断の決め手になる遺
伝性脳血管障害　1420
石崎　純子……Churg-Strauss症候群　563，木村病

703，菌状息肉症─毛包性ムチン沈着症を併発し，一
部に黄色腫を形成した症例　825
磯田　憲一……ワルチン腫瘍　455，カンジダ性毛包炎

667
板垣　　勉……質疑応答・ばら疹（roseola, rose spot）の
謎　262

伊藤絵里子……acquired pigmented port-wine stain（仮称）
1357
伊東　文行……ヒトパルボウイルスB19感染症　159
伊藤　治夫……Churg-Strauss症候群　563，フッ化水素
増163
伊藤　正俊……知り合いと人脈の違い　255，接触皮膚
炎　285，頭部と鼻腔に生じた悪性黒色腫　821，化
粧品にかぶれる場合の対応　増148
伊藤　尚子……木村病　703
伊藤　孝明……皮膚骨腫　861
伊藤　義彦……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導　外用は皺に沿って　1105
岩原　正純……乳房低形成をきたしたBecker nevus syn-

drome 45
岩本　　拓……甲状舌管w胞　411
岩佐　智子……分節状多発性平滑筋腫　1217
岩崎　泰政……アンケート特集・私の診察室　皮膚科医
のための理想の診察室を求めて　473，福山皮膚科医
会から―皮膚科開業医から他科の先生や薬剤師へのお
願い［座談会］ 1256
岩瀬　七重……接触皮膚炎　285，頭部と鼻腔に生じた
悪性黒色腫　821
岩下　賢一……線状IgA水疱性皮膚症　929
岩田　　仁……Trichophyton tonsuransによるケルスス禿
瘡　671

岩月　啓氏……木村病　1087
伊崎　誠一……線状脂腺母斑症候群　37，incontinentia

pigmentiの親子例　49，壊死性遊走性紅斑　957，帯
状強皮症　1185
泉谷　一裕……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後） 2005年皮膚の日“印象記” 868

J
神保　孝一……basal cell carcinoma 813

K
株式会社科薬……ルリコン®クリーム1％・ルリコン®液

1％　628

影山　葉月……Blandin-Nuhn腺w胞　1345
加治　賢三……抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候
群　1435

梶　　彰吾……eccrine poroma 857
角田　幸雄……clear cell acanthoma 1063
鎌倉　知子……B細胞リンパ腫に発症したeosinophilic

folliculitis 683
鎌田　憲明……頭頂部の広範な日光角化症に生じた有棘
細胞癌　801，菌状息肉症―真皮に著明なムチン沈着
を伴った症例　1079

上村　仁夫……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　体験レポート：スカルプエステ　88

上中智香子……金属・化学物質と皮膚　増4
神谷　玲子……Mycobacterium marinumによる非定型抗
酸菌症　293

関　　詠姿……nevus comedonicus─Blaschko線に沿っ
て生じた症例　1095

蒲原　　毅……毛孔性紅色粃糠疹─頭部の皮疹から始ま
った症例　715，接触アレルギーによる皮膚病変―接
触アレルギーの病型　増19

金田　眞理……血管線維腫　443，デルマトームに沿っ
て広範囲な皮疹を認めた先天性dermal melanocytosis
1209

金子佳世子……口腔内速溶錠による内服コンプライアン
スの検討――錠剤と口腔内速溶錠を比較したアンケー
ト調査　1483

金子　夏美……proliferating trichilemmal cyst 837
金子　　栄……eccrine poroma 857
金子　　聡……clear cell acanthoma 1063
金子　健彦……放射線照射部位に生じた基底細胞癌 463
金子　裕一……口腔内速溶錠による内服コンプライアン
スの検討――錠剤と口腔内速溶錠を比較したアンケー
ト調査　1483

金蔵　拓郎……McCune-Albright症候群　1455，Kabuki
make-up syndrome 1475

鹿庭　正昭……ゴム製品にかぶれる場合の対応　増142
神田　憲子……側頭動脈炎─頭部の広範囲に潰瘍を生じ
た症例　691

菅野　実穂……結節性硬化症　25
神y 寛子……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　鑑別診断多数――帯状疱疹　362

関東　裕美……接触皮膚炎　285，頭部と鼻腔に生じた
悪性黒色腫　821，接触皮膚炎の原因物質推定にLST
が役立つか　増169

神崎　　保……McCune-Albright症候群　1455，Kabuki
make-up syndrome 1475

狩野　俊幸……神経鞘粘液腫　853
苅谷　清徳……proliferating trichilemmal cyst 837
樫野かおり……伝染性紅斑─両側鼠径，腋窩から全身に
紫斑の出現をみた症例　949
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片岡　葉子……アレルギー検査法Ⅱ―スクラッチテス
ト，プリックテスト，皮内反応の手技と判定法・基準
増55
片山　一朗……血管線維腫　443，スギ花粉飛散時にみ
られる眼瞼の皮膚炎　517，generalized atrophic
benign epidermolysis bullosa 587，デルマトームに
沿って広範囲な皮疹を認めた先天性dermal melanocy-
tosis 1209，特殊な皮膚病との関連性―扁平苔癬
増106
加藤　英行……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　小話 三題　362，栃木県皮膚科医
会から［座談会］ 1121
加藤　則人……tufted hair folliculitis 679
加藤　禮三……線状IgA水疱性皮膚症　929
勝岡　憲生……落葉状天疱瘡　175，毛包幹細胞の損傷
組織修復能─毛包幹細胞は末梢神経損傷部の再生を促
進する　785，皮膚B細胞リンパ腫　829，壊疽性膿
皮症　933，皮膚腫瘍新生血管のバイオイメージング
─in vivoバイオイメージングの可能性　1294
川端栄理子……mucinous carcinoma of the skin 809
河内　繁雄……Hailey-Hailey病 309，dermal Spitz nevus

1349
川内　康弘……新生児LE 203
川田　陽弘……Vol.28, No.6「木村病」論文を読んで 1024
川口とし子……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　責任ある診療のためと自分の趣味のため（？）
1494
河合　敬一……アレルギー検査法Ⅰ―パッチテストの手
技と判定法・基準　増49，「刺激指数」とは―パッチ
テストによる皮膚刺激性評価　増171
川上　民裕……成人Still病――皮膚筋炎様の皮疹を呈し
た症例　301，骨化を伴ったDLE 687，axillary peri-
follicular xanthomatosis 1321
川久保　洋……全身性アミロイドーシス　317
川名　誠司……Fabry病　1091
川名　修徳……アンケート特集・私の診察室　顕微鏡へ
のこだわり　477

川那部岳志……axillary perifollicular xanthomatosis
1321
川崎里奈子……乳頭状汗管w胞腺腫　859
川崎　富作……小児科臨床医40年の歩み　630
河瀬　　歩……慢性円板状エリテマトーデス　199
川瀬　健二……市川市皮膚科医会から――病診連携の現
状と今後のあり方［座談会］ 489

川島　淳子……市川市皮膚科医会から――病診連携の現
状と今後のあり方［座談会］ 489，女医の「声」――臨
床研修医に接して　1516
川島　　眞……側頭動脈炎─頭部の広範囲に潰瘍を生じ
た症例　691
川島　拓也……小児の後天性表皮水疱症　583

河津　捷二……壊死性遊走性紅斑　957
建持　敦子……epidermolysis bullosa pruriginosa 1341
岸本　恵美……異所性子宮内膜症　1099
岸本　和裕……会津皮膚科ケースカンファランスから─
会津地域の特殊性について［座談会］ 747
岸本　三郎……tufted hair folliculitis 679
木田　絹代……項部にみられたossifying fibromyxoid

tumor 451
菊地伊豆実……会津皮膚科ケースカンファランスから─
会津地域の特殊性について［座談会］ 747
菊島　公夫……milia-like idiopathic calcinosis cutis─

Down症候群を伴わない成人例　1325
木村　聡子……骨化を伴ったDLE 687
金　　和子……エクリン汗器官癌　467
木本　雅之……増殖性天疱瘡　567，Bowen癌　1055，
線状扁平苔癬　1177
桐生　美麿……angiomyofibroblastoma 1075
木佐　裕美……出雲皮膚科医会から［座談会］ 237
北原比呂人……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　開業医に病理って必要？　1495
北嶋　　渉……手部水疱性膿皮症　1302
北見　由季……弾力線維性仮性黄色腫　313
北村　香奈……milia-like idiopathic calcinosis cutis─

Down症候群を伴わない成人例　1325
北村　和子……毛孔性紅色粃糠疹─頭部の皮疹から始ま
った症例　715

北村　公一……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　老人アトピー性皮膚炎―胃癌合併例　226
北村　真人……acral persistent papular mucinosis 1317
北村　　弥……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後） GO GO！ 「皮膚の日」記念行事　867，奈良
県臨床皮膚科医会から［座談会］ 1129

高　　理佳……線状IgA水疱性皮膚症――好酸球増多，
紅皮症が先行した症例　575，hypomelanosis of Ito
1205
小林　明子……市川市皮膚科医会から――病診連携の現
状と今後のあり方［座談会］ 489
小林　衣子……口唇炎――今時のお化粧事情　261
小林　真己……環状肉芽腫─定型疹に皮下型を伴った症
例　699
小林　美咲……皮膚の日によせて　1400
小林誠一郎……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導 「手当て」しながら指導　1109

小林　孝志……頭頂部の広範な日光角化症に生じた有棘
細胞癌　801，菌状息肉症―真皮に著明なムチン沈着
を伴った症例　1079
幸田　　衞……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　放射線皮膚癌　364，福山皮膚科
医会から―皮膚科開業医から他科の先生や薬剤師への
お願い［座談会］ 1256，アンケート特集・開業医は



― 16 ―

病理をどう考えるか　3年半で生検は1年のみ　1496
小玉　　肇……B細胞リンパ腫に発症したeosinophilic

folliculitis 683，滅私奉公，世のため人のため　1271
小玉　和郎……色素失調症　1201
小寺　浩司……新生児中毒性紅斑　539
小塚　雄民……テープ材：湿布薬　増123
小池さつき……好酸球性膿疱性毛包炎　183
小池裕美子……神経鞘粘液腫　853
小泉雄一郎……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　ボールペンで突いていたから黒
い！！　363
国分　　純……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　美容ブーム…そろそろ心にブレーキを　90
駒井　道代……奈良県臨床皮膚科医会から［座談会］

1129
小松　　平……juvenile temporal arteritis with eosinophil-

ia 559
小松　威彦……粘液水腫性苔癬　325，木村病の父子例

595
近藤　靖児……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　困ったときのメトロクリーム　227
近藤　慈夫……糖尿病性浮腫性硬化症――硬化部に紅斑
を伴った症例　321
小西　啓介……non-episodic angioedema associated with

eosinophilia 601，手部水疱性膿皮症　1302
幸野　　健……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　根拠に基づく美容医学への提言　89，アンケ
ート特集・ジェネリック―マイ・スタンス　ジェネリ
ック問題は日本の医学の試金石である　1235，postic-
tal hemifacial purpura（てんかん発作後顔面片側性紫
斑） 1313，Diogenes症候群にみられた皮膚病変
1471
木花　　光……とびひの全例培養は傾向診療か　130，
血液透析患者の帯状疱疹に対するバルトレックスの投
与量　2 6 3，頸部に生じた結節性筋膜炎　4 3 9，
eosinophilic panniculitis 551，亭主元気で留守がい
い！　893，Bowen癌　1055，ジェネリック　1151，
線状扁平苔癬　1177
木花いづみ……硬化性萎縮性苔癬　305，Darier病

333
小坂　博志……unilateral dermatomal cavernous heman-

giomatosis 65
小菅　治彦……hypomelanosis of Ito 1205
児浦　純生……この道ひとすじに　1010
高路　　修……シックビル症候群　1447
小篠　純一……fibrous histiocytoma 849
久保　直彦……神経線維腫症2型――母娘に生じた症例

33
久保　宜明……高発癌性遺伝性皮膚疾患の遺伝子診断

10

久保川　透……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） たまには場所をかえて〈栃木県〉 732，栃木
県皮膚科医会から［座談会］ 1121

久保田康暉……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 講演会を開催して〈長野県〉 734

熊野　公子……intravascular histiocytosis 1329，verru-
cous hyperplasia of the distal stump skin 1333

神代　恵美……Harlequin症候群　1478
久野　治人……顆粒細胞腫　1071
倉持　　朗……母斑症をめぐって，あるいは母斑症のふ
しぎ　14，持久性隆起性紅斑　179，前額部皮下膿瘍
663

栗原　香子……異所性子宮内膜症　1099
栗原　誠一……皮膚科と写真［座談会］ 109，開業医の
出番ですよ　141，硬化性萎縮性苔癬　305，Darier
病　333，血管腫のレーザー治療［座談会］ 607，「も
んたinducedシイタケ皮膚炎」の再来　642，褥瘡のつ
ぶやき　657，養生する　1293，軟膏の塗り方─私の
外用指導［座談会］ 1373，皮膚疾患をおこす化学物
質・金属類―2006」の発刊にあたって　増1

黒田　啓美……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前）「皮膚の日」のラジオ放送について〈岩手県〉
730

黒田　　啓……粘液水腫性苔癬　325，環状肉芽腫─定
型疹に皮下型を伴った症例　699

黒川　一郎……カンジダ性毛包炎　667，mucinous car-
cinoma of the skin 809

日下部芳志……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導　兎に角，治るまで，たっぷり塗ること
1108

久志本常人……骨化を伴ったDLE 687
楠　　知里……手部水疱性膿皮症　1302
楠山　洋司……Vol.28, No.6座談会記事の図について

1153
桑田　晃治……全身性アミロイドーシス　317
久徳　茂雄……基底細胞母斑症候群　69

L
李　　伶娜……毛包幹細胞の損傷組織修復能─毛包幹細
胞は末梢神経損傷部の再生を促進する　785，皮膚腫
瘍新生血管のバイオイメージング─in vivoバイオイメ
ージングの可能性　1294

M
馬渕恵理子……generalized atrophic benign epidermoly-

sis bullosa 587
町野　　博……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後）「皮膚の日」事始＜愛媛県＞　875

前田　文彦……eccrine porocarcinoma 427，表皮母斑
―グラインダーA削術による治療例　1193
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前田　　学……Trichophyton tonsuransによるケルスス禿
瘡　671，Epidermophyton floccosumによる股部白癬
973
前島　英樹……壊疽性膿皮症　933
前山　泰彦……Harlequin症候群　1478
真家　興隆……皮膚科を楽しむ　511
牧野　貴充……水銀皮膚炎　969
馬庭　重位……Microsporum canis感染症　289
マルホ株式会社……ストロメクトール®錠3mg 1504
丸茂　美幸……新生児中毒性紅斑　539
増田智栄子……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　レーザー導入裏話　95，女医の「声」――子育
て編　640，女医の「声」─サプリメント　1020，アン
ケート特集・ジェネリック―マイ・スタンス　ジェネ
リックの情報公開を望む　1243，口腔内速溶錠によ
る内服コンプライアンスの検討――錠剤と口腔内速溶
錠を比較したアンケート調査　1483
益田　浩司……tufted hair folliculitis 679
増田　光喜……北信皮膚科医会から［座談会］ 1001
増田　禎一……表皮w腫より生じた有棘細胞癌　1043
松葉　祥一……Sjögren症候群　207
松田　史雄……eosinophilic panniculitis 551，Bowen癌

1055
松田　聡子……multiple linear lichen planus 953
松川　　中……spindle cell lipoma 435
松本　千幸……milia-like idiopathic calcinosis cutis─

Down症候群を伴わない成人例　1325
松本　博子……女医のつぶやきパート2 892，アンケ
ート特集・個人情報対策　個人情報　999
松本　和彦……妊娠性疱疹――産褥期に発症した症例

579
松本　聡子……unilateral dermatomal cavernous heman-

giomatosis 65
松村　卓美……ヒトパルボウイルスB19感染症　159
松村　由美……LEOPARD症候群　57
松永佳世子……マンゴーによる接触皮膚炎　167，

Microsporum canis感染症　289
松永　美帆……脂腺上皮腫　841
松永　　剛……脂腺上皮腫　841
松尾　聿朗……全身性アミロイドーシス　317
黛　　暢恭……分節状多発性平滑筋腫　1217
三重野英樹……粘液水腫性苔癬　325，木村病の父子例

595
三原　昌子……出雲皮膚科医会から［座談会］ 237
三上　太郎……juvenile temporal arteritis with eosinophil-

ia 559
三木　　甫……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 皮膚の日（11月12日）の行事　743
南　　　健……成人Still病――皮膚筋炎様の皮疹を呈し
た症例　301

南　祥一郎……皮膚骨腫　861
三砂　範幸……角層下膿疱症　921
御藤　良裕……東葛地区皮膚臨床懇話会から［座談会］

617
三橋善比古……糖尿病性浮腫性硬化症――硬化部に紅斑
を伴った症例　321
三羽　啓史……亜鉛欠乏性皮膚炎　961
宮地　良樹……LEOPARD症候群　57
宮川　健彦……菌状息肉症―真皮に著明なムチン沈着を
伴った症例　1079
宮本はるみ……non-episodic angioedema associated with

eosinophilia 601
宮本　秀明……アンケート特集・個人情報対策　油断大
敵　1000
宮本樹里亜……増殖性天疱瘡　567
宮下　　文……double extramammary Paget’s disease

1047
宮田あゆみ……postictal hemifacial purpura（てんかん発
作後顔面片側性紫斑） 1313，Diogenos症候群にみら
れた皮膚病変　1471
宮嵜　　敦……dermal Spitz nevus 1349
宮崎　和廣……亜急性皮膚エリテマトーデス―帯状疱疹
後に隣接した領域に皮疹を生じた症例　1173

宮澤　　仁……柔らかく学ぶこと　123
溝口　協子……trichothiodystrophy 1353
溝口　昌子……成人Still病――皮膚筋炎様の皮疹を呈し
た症例　301，骨化を伴ったDLE 687，axillary peri-
follicular xanthomatosis 1321
水野　　寛……シックビル症候群　1447
水野万利子……Sjögren症候群　207
水谷　　仁……ワルチン腫瘍　455，カンジダ性毛包炎

667
望月　明子……女医の一念　260
望月　正子……北信皮膚科医会から［座談会］ 1001
望月　　隆……Trichophyton tonsuransによるケルスス禿
瘡　671
門馬　節子……糖尿病性浮腫性硬化症――硬化部に紅斑
を伴った症例　321
門馬　文子……糖尿病性浮腫性硬化症――硬化部に紅斑
を伴った症例　321
森　布衣子……Darier病　333
森　　　理……瞬間接着剤による趣旨の誤接着への対処

131，アンケート特集・赤い顔―― …と思われた症例
日光皮膚炎と思われた大根おろし汁による接触皮膚炎
235
毛利　　忍……panfolliculoma 419
森　　敏恵……tufted angioma 447
森　　康記……妊娠性痒疹に続発したpustular vasculitis

555，Hermansky-Pudlak症候群　1451
森本奈緒子……dyskeratosis congenital――血小板減少を
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武藤　　潤……硬化性萎縮性苔癬　305
武藤　正彦……脂腺母斑　845，fibrous histiocytoma

849，Hailey-Hailey病　945
武藤　美香……Hailey-Hailey病　309

N
永江美香子……後頭動脈瘤　711
長橋　和矢……固定薬疹　171，papular-purpuric gloves

and socks syndrome 1427
永井　彩子……線状の色素脱失を呈したepidermal nevus

syndrome 41
永井　　寛……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　赤い顔・ステロイド皮膚炎と思われた症例
231

永井　美貴……Trichophyton tonsuransによるケルスス禿
瘡　671，Epidermophyton floccosumによる股部白癬
973

永美　大志……農薬―原因物質と予防について　増165
長野　拓三……「皮膚科医への入浴指導についてのアン
ケート調査」の報告を読んで　893

永尾　圭介……全身性エリテマトーデス　195
長坂　　武……Bowen癌　1055
長澤　智彦……Langerhans cell histiocytosis 1083
長島　弘明……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 皮膚の日は天候不順？〈青森県〉 729

永田　佳子……ネコひっかき病─皮下腫瘤を形成した症
例　941

永山　博敏……小児の後天性表皮水疱症　583
中田土起丈……S状結腸癌皮膚転移―帯状疱疹様の分布
を示した症例　1225

中房　淳司……角層下膿疱症　921
中川昌次郎……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　角化性皮疹2題　371，アンケー
ト特集・2005年皮膚の日─印象記（後） 岡山県におけ
る「皮膚の日」の集い　869

中島喜美子……B細胞リンパ腫に発症したeosinophilic
folliculitis 683

名嘉眞武国……tufted angioma 447，水疱性類天疱瘡
571

中森三千代……clear cell acanthoma 1063
中村　浩昭……妊娠性痒疹に続発したpustular vasculitis

555
中村　和子……毛孔性紅色粃糠疹─頭部の皮疹から始ま
った症例　715

中村　和哉……口唇に生じた木村病　599
中村　宣子……頸部に生じた結節性筋膜炎　439
中村　智之……基底細胞母斑症候群　69
中村　敏明……generalized atrophic benign epidermoly-

sis bullosa 587
中村　泰大……後頭動脈瘤　711

伴った症例　337
森本　亜玲……全身性アミロイドーシス　317
森岡　眞治……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後） 香川県の「皮膚の日」行事　874，アンケート
特集・ジェネリック―マイ・スタンス　現状のジェネ
リックによる治療は算術で仁術にはあらず！？　1244
森田　明理……proliferating trichilemmal cyst 837，顆
粒細胞腫　1071，Goltz症候群の男児例　1459
森田　栄伸……eccrine poroma 857，食物依存性運動
誘発アナフィラキシー―病態解析と正確な診断に向け
て　1164

森田　和政……Hailey-Hailey病　945
森田　健司……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病 「医師ともあろうものが」というな
かれ　373
森田　　茂……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　美容皮膚科の必要性　96
盛山　吉弘……Langerhans cell histiocytosis─多臓器病
変を伴いビンブラスチンとプレドニゾロンの併用療法
奏効例　833，epidermolysis bullosa pruriginosa
1341
森山ゆうき……頭部と鼻腔に生じた悪性黒色腫　821
森山マサミ……口唇に生じた木村病　599
森実　　真……木村病　1087
師井　洋一……表皮w腫より生じた有棘細胞癌　1043，

angiomyofibroblastoma 1075，線状苔癬　1181
向井　秀樹……色素血管母斑症　61，皮膚科と写真［座
談会］ 109，固定薬疹　171，新医師臨床研修制度
277，口唇に生じた木村病　599，血管腫のレーザー
治療［座談会］ 607，生物学的製剤　783，ある編集
委員のぼやき：パート1 895，ある編集委員のぼや
き：パートII 1021，clear cell acanthoma 1063，ジ
ェネリック医薬品　1163，ジェネリックの問題点［座
談会］ 1247，papular-purpuric gloves and socks syn-
drome 1427，Bloom症候群　1467
村上　信司……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後）「皮膚の日」事始＜愛媛県＞　875

村田　譲治……東京都皮膚科医会の活動について［座談
会］ 99
村田　雅子……アンケート特集・私の診察室　試行錯誤
の日々　484
村田　　哲……項部にみられたossifying fibromyxoid

tumor 451
村田　洋三……intravascular histiocytosis 1329，verru-

cous hyperplasia of the distal stump skin 1333
村山　直子……アンケート特集・私の診察室　保育園さ
ながら？　486
室田　東彦……帯状強皮症　1185
室田　浩之……generalized atrophic benign epidermoly-

sis bullosa 587
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中野　亜紀……double extramammary Paget’s disease
1047
中野　純二……先天性皮膚欠損症　677
中野　且敬……double extramammary Paget’s disease

1047
中島　大毅……面皰母斑―Blaschko lineに沿って生じた
症例　1197
中捨　克輝……線状脂腺母斑症候群　37，帯状強皮症

1185
中内　洋一……Pringle病との出会い　1506
中山　文子……神経線維腫症1型――外傷後巨大な血腫
を形成した症例　29
中山　秀夫……美容師の職業性接触皮膚炎対策　増157
並木　　剛……Langerhans cell histiocytosis─多臓器病
変を伴いビンブラスチンとプレドニゾロンの併用療法
奏効例　833
南光　弘子……nevus comedonicus─Blaschko線に沿っ
て生じた症例　1095
成澤　　寛……Merkel細胞　533，角層下膿疱症　921
成田千佐子……側頭動脈炎─頭部の広範囲に潰瘍を生じ
た症例　691
夏秋　　優……皮膚骨腫　861，金属による接触アレル
ギー　増95
新村　紀子……hypomelanosis of Ito 53
新山　史朗……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導　ひとり軟膏塗り機　1116
ニンデル・マーギット……spindle cell lipoma 435
西林　聰武……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　臨床病理とは航海における羅針盤のようなも
のではないでしょうか　1500
西田　陽子……Langerhans cell histiocytosis 1083
西垣　良夫……農薬―原因物質と予防について　増165
錦織千佳子……光の関係した接触皮膚炎　増75
西本勝太郎……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　ステロイドによる異型白癬の疑いで紹介さ
れた症例　232
西村　香織……特殊な皮膚病との関連性―扁平苔癬　増

106
西村　正幸……アンケート特集・個人情報対策　個人情
報対策　997
西野　　洋……増殖性天疱瘡　925
西岡　和恵……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　腫瘍2題　372，スタンダード系
列以外の注意すべき化学物質，新たなアレルゲン　増
89
西山　千春……分節状多発性平滑筋腫　1217
西山　茂夫……“シノニムなし”が招く混乱　9，ウラギ
ンシジミ　73，皮膚科と写真［座談会］ 109，オオヒ
カゲ　215，顔面の紅斑　217，「誤診し易い皮膚疾患」
裏話　266，タイワンキチョウ　341，ツバメシジミ

471，皮膚科はマイナーか？　531，エルタテハ
605，オオウラギンスジヒョウモン　721，ウラナミ
シロチョウ　863，ギンイチモンジセセリ　981，鼠
径部の皮膚病　983，Prof. Gottronに言問い　1035，
カラスアゲハ　1103，ヒメキマダラヒカゲ　1229，
ホシミスジ　1361，ミドリシジミ　1481
丹羽　祐介……分節状多発性平滑筋腫　1217
上尾　礼子……顆粒細胞腫　1071
野田さおり……線状苔癬　1181
野口　俊彦……固定薬疹　171，アンケート特集・軟膏
の塗り方―私の外用指導　患者さんと認識を共有する
1117
乃村　俊史……いちご状血管腫　459
野村　有子……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　健康なお肌に美容ありき　健康なお肌のために
は皮膚科へどうぞ　94，女医の「声」――Joy Derma
Club勉強会　386，アンケート特集・私の診察室　チ
ャリオタワーでいごこちのよい空間づくり　481，ア
ンケート特集・2005年皮膚の日─印象記（前） 皮膚科
医をアピールする唯一のお祭り――イベント開催の裏
話　738
野中　信宏……成人Still病――皮膚筋炎様の皮疹を呈し
た症例　301

野里　栄治……Trousseau症候群　1443

O
小幡　宏子……アンケート特集・私の診察室　私たちの
診療空間　476

落合　豊子……milia-like idiopathic calcinosis cutis─
Down症候群を伴わない成人例　1325
緒方　克己……神経線維腫症1型――外傷後巨大な血腫
を形成した症例　29
小川　純己……線状IgA水疱性皮膚症――好酸球増多，
紅皮症が先行した症例　575，ダーモスコープ　どれ
を選ぶ？　どう使う？［座談会］ 1363

小川　眞広……milia-like idiopathic calcinosis cutis─
Down症候群を伴わない成人例　1325
荻野　篤彦……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後） 京都皮膚科医会のひふの日の催し　865，ア
ンケート特集・個人情報対策　個人情報の保護　995
荻田あづさ……Fabry病　1091
生越　剛司……先天性血管拡張性大理石様皮斑　1213
小口　真司……農薬―原因物質と予防について　増165
大原関利章……trichothiodystrophy 1353
大橋　則夫……接触皮膚炎　285，頭部と鼻腔に生じた
悪性黒色腫　821，クリーニング　増164

大野佐代子……奈良県臨床皮膚科医会から［座談会］
1129
大石　礼子……アンケート特集・私の診察室　何もな
い，何気ない私の診療室　474
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大磯　直毅……パラベンにアレルギーがあるときの対応
―およびパラベンを含む医薬品・市販品・食品につい
て　増108
大路　昌孝……東京都皮膚科医会の活動について［座談
会］ 99
岡　　史子……Bowen癌　1055
岡　　恵子……質疑応答・「アケビツル」と「ツタウルシ」

517，抗原入手法　増168
岡田なぎさ……妊娠性疱疹――産褥期に発症した症例

579
岡島加代子……放射線照射部位に生じた基底細胞癌

463
岡本　　潔……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　できる範囲で最終確認としています　1492
岡本　　崇……脂漏性皮膚炎，二次感染を繰り返した悪
性リンパ腫　917
岡村理栄子……東京都皮膚科医会の活動について［座談
会］ 99，アンケート特集・2005年皮膚の日─印象記
（前） 2005年は残念な結果に．そこで2006年は新企画
です〈東京都〉 735
岡野　慎一……目は心の窓　1511
大川　　司……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　花粉による赤ら顔についての一考察　224
大川　　毅……lymphomatoid drug eruption 1309
岡崎美知治……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　健康器具による悲劇　87，アンケート特集・
個人情報対策　五合目あたりで　994

岡沢　敦彦……東葛地区皮膚臨床懇話会から［座談会］
617
沖山奈緒子……炎症期の色素失調症　603
大河内仁志……好酸球性膿疱性毛包炎　183
奥　　知三……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前）「皮膚の日」行事を終えて〈静岡県〉 741
大久保倫代……eccrine poroma 857
大草　康弘……アンケート特集・私の診察室　私の診療
所と診察室　475，アンケート特集・開業医は病理を
どう考えるか　病理組織学的検査はとても大切！
1492
奥山　知音……毛包性ムチン沈着症　191
大西　正純……妊娠性痒疹に続発したpustular vasculitis

555
小野　一郎……basal cell carcinoma 813
小野　公司……環状肉芽腫─定型疹に皮下型を伴った症
例　699

小野田雅仁……panfolliculoma 419
大矢　達男……Olmsted症候群　1439
大山　公崇……Kabuki make-up syndrome 1475
長田　　厚……新生児中毒性紅斑　539，脂漏性皮膚炎，
二次感染を繰り返した悪性リンパ腫　917，亜鉛欠乏
性皮膚炎　961

大沢　純子……接触アレルギーによる皮膚病変―接触ア
レルギーの病型　増19

大沢　真澄……項部にみられたossifying fibromyxoid
tumor 451

大城　晶子……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　使うべきか，使わざるべきか？　1234

大砂　博之……東葛地区皮膚臨床懇話会から［座談会］
617

太田　桂子……好酸球性膿疱性毛包炎　547
太田　幸則……線状IgA水疱性皮膚症　929
大谷　道輝……ジェネリックの問題点［座談会］ 1247
音山　和宣……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　鰯の頭も信心から　361，アンケ
ート特集・開業医は病理をどう考えるか　呪文を唱え
て　1493

大塚　藤男……後頭動脈瘤　711
大塚　康子……角層下膿疱症　921
大槻マミ太郎……項部にみられたossifying fibromyxoid

tumor 451
太和田知里……Trichophyton tonsuransによるケルスス禿
瘡　671，Epidermophyton floccosumによる股部白癬
973

尾山　修一……口唇に生じた木村病　599，Bloom症候
群　1467

小澤　　明……線状IgA水疱性皮膚症　929，Ross症候
群　1463

P
ポーラ化成工業株式会社……ルリコン®クリーム１％・
ルリコン®液１％　628

R
Robert M. Hoffman……毛包幹細胞の損傷組織修復能─
毛包幹細胞は末梢神経損傷部の再生を促進する
785，皮膚腫瘍新生血管のバイオイメージング─in
vivoバイオイメージングの可能性　1294

龍神　綾子……アンケート特集・私の診察室　私のお気
に入り　488

S
貞政　裕子……pseudopelade of Brocq─自験9例のまと
め　723

澤田　啓生……Goltz症候群の男児例　1459
嵯峨　真輝……Churg-Strauss症候群　563
斎田　俊明……Hailey-Hailey病　309，好酸球性膿疱性
毛包炎　547，妊娠性疱疹――産褥期に発症した症例
579，里吉病の脱毛　707，dermal Spitz nevus 1349

斉木　　実……北信皮膚科医会から［座談会］ 1001
斉藤　　昭……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　ジェネリック医薬品に思うこと　1236



― 21 ―

斉藤　研一……瘢痕癌─脳内浸潤をきたした症例　805
斉藤　研二……Rosai-Dorfman disease 1431
斎藤　　京……全身性エリテマトーデス　195
齋藤　昌孝……増殖性天疱瘡　567
斉藤　隆三……hypomelanosis of Ito 53，皮膚科と写真
［座談会］ 109，初詣　125，毛包性ムチン沈着症
191，寒中　257，春めく　383，診断名「皮膚腫瘍」
399，花の人　513，血管腫のレーザー治療［座談会］
607，若葉道　637，紫陽花　765，Churg-Strauss症
候群とアレルギー性肉芽腫性血管炎は区別すべき病名
か　771，梅雨晴　889，めりはり　909，雷　1017，
基底細胞癌　1051，悪性黒色腫　1067，秋めく
1145，片側性で複数の発症部位をみる帯状疱疹
1169，ジェネリックの問題点［座談会］ 1247，鰯雲
1273，trichothiodystrophy 1353，軟膏の塗り方─私
の外用指導［座談会］ 1373，小春日　1393，臨床と
病理　1419，年越し　1513
斎藤　義雄……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　紅い顔・SLEと思われた症例――身につく
誤診例　228

斎藤　佑希……抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候
群　1435
佐地　良文……乳頭状汗管w胞腺腫　859
坂上麻衣子……エクリン汗器官癌　467
酒井　良憲……Microsporum canis感染症　289
坂本　泰子……女医の「声」―叱る女医でいきます

1150
坂崎　善門……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後） マンネリ海からオリジナル海へ漕ぎだそう＜
熊本県＞　879
迫　　裕孝……double extramammary Paget’s disease

1047
佐久間恵一……丹毒――外耳道よりA群β溶連菌が検出
された症例　151
五月女聡浩……hypereosinophilic syndrome――皮膚と
リンパ節に病変がみられた症例　591
早乙女敦子……悪性黒色腫　1067
皿山　泰子……verrucous hyperplasia of the distal stump

skin 1333
猿田　隆夫……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　爪白癬に対するジェネリック内服薬の臨床
効果　1231

笹川　征雄……アンケート特集・個人情報対策　個人情
報保護の危うき皮フ科　996
佐々木　豪……特殊な皮膚病との関連性―扁平苔癬　増

106
佐瀬　　裕……会津皮膚科ケースカンファランスから─
会津地域の特殊性について［座談会］ 747
佐瀬くらら……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　健康と美容についての私見　91，ばーばから

若い人への応援メッセージ　387，このごろ思うこと
516，ああ疥癬　770，ばーばの近況　1281
佐藤　篤子……神経鞘粘液腫　853
佐藤　史郎……瘢痕癌─脳内浸潤をきたした症例　805
佐藤　俶也……栃木県皮膚科医会から［座談会］ 1121
佐藤　勘治……落葉状天疱瘡　175
佐藤公美子……皮膚腺病――左頸部膿瘍を繰り返した症
例　297
佐藤　貴浩……Langerhans cell histiocytosis─多臓器病
変を伴いビンブラスチンとプレドニゾロンの併用療法
奏効例　833，mechanic’s hand 1337，epidermoly-
sis bullosa pruriginosa 1341
佐藤　友隆……全身性アミロイドーシス　317
佐藤八千代……壊疽性膿瘡─骨髄異形成症候群（MDS）
と緑膿菌肺炎を伴った難治性潰瘍　937，malignant
trichilemmoma 1059，悪性黒色腫　1067，片側性
で複数の発症部位をみる帯状疱疹　1169
澤田　光男……basal cell carcinoma 813
沢田　泰之……炎症期の色素失調症　603
澤田　由佳……エクリン汗器官癌　467
瀬口　　允……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　生兵法は大けがのもと　餅は餅屋
へ　367
清島真理子……抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候
群　1435
関　いづみ……妊娠性疱疹――産褥期に発症した症例

579
関山　華子……Trichophyton rubrumによる頭部白癬

675，質疑応答・ケルスス禿瘡と頭部白癬　1282
瀬戸山　充……神経線維腫症1型――外傷後巨大な血腫
を形成した症例　29
志賀　建夫……アニサキス症に伴う多形紅斑　543
島田　直子……神経線維腫症2型――母娘に生じた症例

33
島田　眞路……甲状舌管w胞　411
島田信一郎……Blandin-Nuhnw胞　1345
島影　達也……基底細胞母斑症候群　69
清水　　篤……hypomelanosis of Ito 1205
清水　　宏……いちご状血管腫　459
清水　正之……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導　軟膏の塗り方―私の外用指導　1110

清水　良輔……アンケート特集・私の診察室　診察室の
果たす治療の役割　478
清水　善徳……Microsporum canis感染症　289，S状結
腸癌皮膚転移―帯状疱疹様の分布を示した症例
1225
下田　貴子……Fabry病　1091
下江　敬生……福山皮膚科医会から―皮膚科開業医から
他科の先生や薬剤師へのお願い［座談会］ 1256
下川　優子……少子化，女性医師増加に思う　1143
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新海　　浤……頭頂部の広範な日光角化症に生じた有棘
細胞癌　801，菌状息肉症―真皮に著明なムチン沈着
を伴った症例　1079
篠田　英和……Trichophyton rubrumによる頭部白癬

675
篠原　悦子……市販医薬品にかぶれる場合の対応　増

138，かぶれをおこしやすい成分を含有する市販皮膚
外用剤　増212
四宮　範明……hypomelanosis of Ito 53
新谷　洋一……顆粒細胞腫　1071
塩原　順子……Hailey-Hailey病　309
塩原　哲夫……丹毒――外耳道よりA群β溶連菌が検出
された症例　151
白井　　明……壊疽性膿瘡─骨髄異形成症候群（MDS）
と緑膿菌肺炎を伴った難治性潰瘍　937
白井　利彦……ミクロの世界　1386
白木　祐美……顔面白癬　155
宋　　寅傑……ヒトパルボウイルスB19感染症　159
側島　久典……Goltz症候群の男児例　1459
早出　恵里……基底細胞癌　1051
添田　周吾……落ちこぼれた挙句のケセラセラ　758
十河　香奈……異所性子宮内膜症　1099
相馬　良直……慢性円板状エリテマトーデス　199，成
人Still病――皮膚筋炎様の皮疹を呈した症例　301，
骨化を伴ったDLE 687，ステロイド外用剤と色素異
常　910，axillary perifollicular xanthomatosis 1321
園田　民雄……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　病理検査は必要最低限で施行　1497

S生……質疑応答・ケルスス禿瘡と頭部白癬　1282，質
疑応答・過去に「水尾」という呼び名は？　1531
末廣　晃宏……tufted hair folliculitis 679
末廣　敬祐……頭頂部の広範な日光角化症に生じた有棘
細胞癌　801
末木　博彦……弾力線維性仮性黄色腫　313，S状結腸
癌皮膚転移―帯状疱疹様の分布を示した症例　1225
菅井　順一……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　理解し難いアクシデント　366
菅野　正芳……顆粒細胞腫　1071
菅原　　信……軟膏の塗り方─私の外用指導［座談会］

1373
杉江　伸夫……acral persistent papular mucinosis 1317
杉田　泰之……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　感染症の「赤い顔」は興味深い　229
杉田　和成……沈着症，肉芽腫―異物反応，アジュバン
ト病　増32
杉田　泰之……非ステロイド系抗炎症外用剤の使用状況
─神奈川県皮膚科医会会員のアンケート調査から
791
杉浦　啓二……ラノリンにアレルギーがあるときの対応
増114

杉浦真理子……ラノリンにアレルギーがあるときの対応
増114

杉山美紀子……S状結腸癌皮膚転移―帯状疱疹様の分布
を示した症例　1225

鈴木　大介……木村病　1087
鈴木　理央……神経線維腫症1型――外傷後巨大な血腫
を形成した症例　29

鈴木　重行……会津皮膚科ケースカンファランスから─
会津地域の特殊性について［座談会］ 747，Vol.28,
No.6座談会記事の図について　1153

鈴木　伸吾……乳頭状汗管w胞腺腫　859
鈴木　良夫……小児の後天性表皮水疱症　583
鈴木　洋介……multiple eruptive milia 415
鈴木　　弓……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 事前の準備が大切です〈群馬県〉 733

鈴木　裕介……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　皮膚科はジェネリックを考える必要なし
1237

T
舘　　一史……甲状舌管w胞　411
多田　讓治……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　いまでも気がかりな医師の皮膚病
369，アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外用指導
たかが塗り薬，されど塗り薬　1112，消毒薬にかぶ
れる場合の対応　増132

只木　行啓……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 宮城県での皮膚の日の行事について　731

田上　八朗……妊娠性痒疹に続発したpustular vasculitis
555

田子　　元……栃木県皮膚科医会から［座談会］ 1121
田口　理史……前額部皮下膿瘍　663
平良　清人……Trousseau症候群　1443
多島　新吾……粘液水腫性苔癬　325，木村病の父子例

595，環状肉芽腫─定型疹に皮下型を伴った症例
699

田尻　明彦……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　内科医に生じたトリプルページェ
ット病　368

高木　　敦……分節状多発性平滑筋腫　1217
高木　　肇……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） 11月12日，いいひふ，皮膚の日〈岐阜県〉
745

高木　裕子……妊娠性疱疹――産褥期に発症した症例
579

高原　正和……線状苔癬　1181
高橋　和宏……eccrine porocarcinoma 427，妊娠性痒
疹に続発したpustular vasculitis 555，表皮母斑―グ
ラインダーA削術により治療を施行した症例　1193

高橋　一夫……毛孔性紅色粃糠疹─頭部の皮疹から始ま
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った症例　715
高橋　　啓……malignant trichilemmoma 1059
高橋　　収……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後）「皮膚の日」行事をどう行う？＜徳島県＞
873
高橋さなみ……接触アレルギーによる皮膚病変―接触ア
レルギーの病型　増19
高橋　愼一……市川市皮膚科医会から――病診連携の現
状と今後のあり方［座談会］ 489，歯科と金属アレル
ギー　増69
高橋　泰英……口腔内速溶錠による内服コンプライアン
スの検討――錠剤と口腔内速溶錠を比較したアンケー
ト調査　1483
高畑ゆみ子……脂腺母斑　845
高井　利浩……intravascular histiocytosis 1329，verru-

cous hyperplasia of the distal stump skin 1333
高石　公子……女医の「声」─女性医師は勉強好き？

769
高間　弘道……愛知県皮膚科医会から［座談会］ 351
高森　建二……乳房低形成をきたしたBecker nevus syn-

drome 45，Sjögren症候群　207
高島　　務……好酸球性膿疱性毛包炎　183
高須英津子……マンゴーによる接触皮膚炎　167
高須　　博……落葉状天疱瘡　175，皮膚B細胞リンパ
腫　829
高須由美子……Mycobacterium marinumによる非定型抗
酸菌症　293
高田　　実……Hailey-Hailey病　309，妊娠性疱疹――
産褥期に発症した症例　579
高山かおる……刺激性皮膚病変―病態と代表的物質　増

12
高安　　進……よき師に導かれて　882
竹林英理子……juvenile temporal arteritis with eosinophil-

ia 559
武居　　彰……紅色陰癬　977，北信皮膚科医会から
［座談会］ 1001
竹松　英明……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　皮膚科が信頼されるために　1498

武重　陽子……片側性で複数の発症部位をみる帯状疱疹
1169
武下　泰三……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後） 皮膚の日――雑感＜佐賀県＞　877
滝口光次郎……前額部皮下膿瘍　663
田久保　浩……慶大皮膚科同窓会と歩んだ22年　1266
玉井　克人……generalized atrophic benign epidermoly-

sis bullosa 587
玉置　昭治……multiple linear lichen planus 953，アン
ケート特集・軟膏の塗り方―私の外用指導　外用剤の
指導は必要か　1113
玉木　　毅……好酸球性膿疱性毛包炎　183

田村　正徳……incontinentia pigmentiの親子例　49
田村　政昭……dyskeratosis congenital――血小板減少を
伴った症例　337
田村多繪子……皮膚科医への入浴指導についてのアンケ
ート調査　499

田辺恵美子……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　皮膚病のケアとしての美容も　92
田辺　健一……壊疽性膿皮症　933
田中　　厚……亜急性皮膚エリテマトーデス―帯状疱疹
後に隣接した領域に皮疹を生じた症例　1173
田中　京子……頸部に生じた結節性筋膜炎　439，

Bowen癌　1055，線状扁平苔癬　1177
田中　隆義……愛知県皮膚科医会から［座談会］ 351，
アンケート特集・2005年皮膚の日─印象記（前） 第17
回「皮膚の日」愛知県民の集い　745
田中　俊宏……ネコひっかき病─皮下腫瘤を形成した症
例　941
種田　明生……東京都皮膚科医会の活動について［座談
会］ 99
種井　良二……white fibrous papulosis of the neck 431
種瀬　朋美……炎症期の色素失調症　603
谷藤　順士……ボチボチ・ホドホド　381
谷川　瑛子……全身性エリテマトーデス　195，増殖性
天疱瘡　567

谷口　芳記……mucinous carcinoma of the skin 809
谷津　静江……incontinentia pigmentiの親子例　49
田沼　弘之……質疑応答・ケルスス禿瘡と頭部白癬

1282
田内　里美……mucinous carcinoma of the skin 809
田崎　典子……デルマトームに沿って広範囲な皮疹を認
めた先天性dermal melanocytosis 1209

田崎　高伸……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後） 2005年皮膚の日─印象記＜宮崎県＞　881
手塚　　正……小型先天性色素性母斑の母斑性色素細胞
の真皮内分布像と年齢的変化の検討　75
寺本　輝代……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（前） デルマトスコープによる皮膚の日検診〈山梨
県〉 740
寺y健治朗……McCune-Albright症候群　1455
寺澤　直子……non-episodic angioedema associated with

eosinophilia 601
轟　　葉子……アンケート特集・軟膏の塗り方―私の外
用指導　私の決まり言葉　1115

外川　八英……菌状息肉症―真皮に著明なムチン沈着を
伴った症例　1079
東儀　君子……出雲皮膚科医会から［座談会］ 237
十一　英子……angiolymphoid hyperplasia with eosinophil-

ia 695
時田　智子……eccrine porocarcinoma 427，Hermansky-

Pudlak症候群　1451



徳毛　幸枝……福山皮膚科医会から―皮膚科開業医から
他科の先生や薬剤師へのお願い［座談会］ 1256
1村　文男……テープ材：絆創膏　増119
徳永　　貢……壊死性遊走性紅斑　957
戸倉　新樹……T細胞バランスの揺らぎと皮膚疾患

278，面皰母斑―Blaschko lineに沿って生じた症例
1197，産業医と皮膚科―環境中・職場での金属・化学
物質による皮膚障害　増38
富永　　智……アンケート特集・私の診察室　民間病院
の皮膚科診療室です　479
利根川　守……異所性子宮内膜症　1099
鳥居　秀嗣……spindle cell lipoma 435
鳥山　和宏……Goltz症候群の男児例　1459
東芝　輝臣……segmental neurofibromatosis 1221
外山　　望……アンケート特集・私の診察室　電子カル
テによる診察　480
戸澤　孝之……アンケート特集・開業医は病理をどう考
えるか　日常診療における皮膚生検方法　1499
坪井　良治……線状の色素脱失を呈したepidermal nevus

syndrome 41，皮膚腺病――左頸部膿瘍を繰り返し
た症例　297
坪内　由里……東葛地区皮膚臨床懇話会から［座談会］

617
土田　哲也……持久性隆起性紅斑　179，前額部皮下膿
瘍　663

津田憲志郎……カンジダ性毛包炎　667
津田　眞五……アンケート特集・赤い顔―― …と思わ
れた症例　顔面の紅斑――かぶれを中心に　230，ア
ンケート特集・2005年皮膚の日─印象記（後） 大分県
「皮膚の日」活動報告　879
塚原　哲哉……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　どなたか　僕の背中の粉瘤をとっ
てくれませんか？　370
辻　　和英……伝染性紅斑─両側鼠径，腋窩から全身に
紫斑の出現をみた症例　949，木村病　1087
辻　　　学……表皮w腫より生じた有棘細胞癌　1043
辻野　佳雄……eccrine poroma 857
塚原佐知栄……側頭動脈炎─頭部の広範囲に潰瘍を生じ
た症例　691
塚本　克彦……新生児中毒性紅斑　539，脂漏性皮膚炎，
二次感染を繰り返した悪性リンパ腫　917，亜鉛欠乏
性皮膚炎　961
角田　孝彦……やけどとリザベン　130，問診のポイン
ト　増43

U
内田　敬久……annular elastolytic giant cell granuloma―
―日光曝露との関連が強く示唆された症例　187
内宮　礼嗣……McCune-Albright症候群　1455
内山　光明……アンケート特集・個人情報対策　個人情

報の保護について　992
内山麻理子……木村病　703
上田　　宏……青年老い易く　戦すんで　日が暮れて

374
上田　惠一……皮膚電顕研究遍歴　506
植田　透子……unilateral dermatomal cavernous heman-

giomatosis 65
上田由紀子……アンケート特集・個人情報対策　個人情
報とは？　992

植村　　功……毛包性ムチン沈着症　191
植西　敏浩……ネコひっかき病─皮下腫瘤を形成した症
例　941

上野　賢一……質疑応答・ばら疹（roseola, rose spot）の
謎　263

上野真紀子……脂腺上皮腫　841
上里　　博……Trousseau症候群　1443
梅田　二郎……アレルギー検査法Ⅱ―スクラッチテス
ト，プリックテスト，皮内反応の手技と判定法・基準
増55

梅垣　知子……generalized atrophic benign epidermoly-
sis bullosa 587，Langerhans cell histiocytosis 1083

梅澤　慶紀……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　シクロスポリンのジェネリック医薬品の問
題について　1232，Ross症候群　1463

宇野　浩正……一緒にうどんを…私の温故知新　887
占部　和敬……表皮w腫より生じた有棘細胞癌　1043，

angiomyofibroblastoma 1075，線状苔癬　1181，
acquired pigmented port-wine stain（仮称） 1357

漆畑　　修……hypomelanosis of Ito 53，基底細胞癌
1051，malignant trichilemmoma 1059，悪性黒色腫
1067，片側性で複数の発症部位をみる帯状疱疹
1169，市販医薬品にかぶれる場合の対応　増138，か
ぶれをおこしやすい成分を含有する市販皮膚外用剤
増212，

宇宿　一成……アンケート特集・医師ともあろうものが
――医師の皮膚病　自分で何とかしたくなる？　――
恩人の皮膚病　360

内海　甲一……Fabry病　1091
宇都宮貞俊……原爆後を彷徨うた60年前を顧みて　118

W
和田　秀文……annular elastolytic giant cell granuloma―
―日光曝露との関連が強く示唆された症例　187，
panfolliculoma 419

和田　康夫……質疑応答・過去に「水尾」という呼び名
は？　1518

若林　正治……アンケート特集・ジェネリック―マイ・
スタンス　後発品処方は医師主導で　1245

若林　知江……亜急性皮膚エリテマトーデス―帯状疱疹
後に隣接した領域に皮疹を生じた症例　1173
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若新　多汪……壊死性遊走性紅斑　957
鷲見　康子……マンゴーによる接触皮膚炎　167
渡辺　昭洋……Mycobacterium marinumによる非定型抗
酸菌症　293
渡辺千恵子……毛孔性紅色粃糠疹─頭部の皮疹から始ま
った症例　715

渡辺　　靖……皮膚科医としてカルテの記載で教えられ
たこと　250

X
許　　雪珠……後頭動脈瘤　711

Y
八木　宗彦……ワルチン腫瘍　455
八木　葉子……Ross症候群　1463
箭原　弘典……Langerhans cell histiocytosis─多臓器病
変を伴いビンブラスチンとプレドニゾロンの併用療法
奏効例　833，mechanic’s hand 1337
山田　晶子……伝染性紅斑─両側鼠径，腋窩から全身に
紫斑の出現をみた症例　949
山田　裕道……口腔内速溶錠による内服コンプライアン
スの検討――錠剤と口腔内速溶錠を比較したアンケー
ト調査　1483
山田　恵子……全身性アミロイドーシス　317
山田　瑠美……弾力線維性仮性黄色腫　313，S状結腸
癌皮膚転移―帯状疱疹様の分布を示した症例　1225
山田　朋子……項部にみられたossifying fibromyxoid

tumor 451
山田　義貴……出雲皮膚科医会から［座談会］ 237
山口　英郎……会津皮膚科ケースカンファランスから─
会津地域の特殊性について［座談会］ 747
山口　道也……Hailey-Hailey病　945
山路　和彦……posturing 1398
山川　有子……アトピー性皮膚炎と接触アレルギー―

air borne を含めて　増83
山本　あい……proliferating trichilemmal cyst 837
山本　　泉……東京都皮膚科医会の活動について［座談
会］ 99
山本　向三……線状IgA水疱性皮膚症　929
山本　瑞枝……炎症性線状疣状表皮母斑―乳児の

Blaschko線に生じ，10カ月後までに大部分が消褪した
症例　1189
山本　奈緒……全身性エリテマトーデス　195
山元　　修……沈着症，肉芽腫―異物反応，アジュバン
ト病　増32
山本　泰弘……悪性黒色腫　1067
山本　裕子……口腔内速溶錠による内服コンプライアン
スの検討――錠剤と口腔内速溶錠を比較したアンケー
ト調査　1483
山本百合子……女医の「声」─女医の今昔　1397

山本　雄一……Trousseau症候群　1443
山中　真絢……結節型血管肉腫　817
山中　新也……抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候
群　1435
山根裕美子……annular elastolytic giant cell granuloma―
―日光曝露との関連が強く示唆された症例　187
山西　清文……男性型脱毛症・女性型脱毛症――PHL治
療薬のEBM 400，皮膚骨腫　861

山科　幸夫……奈良県臨床皮膚科医会から［座談会］
1129
山下　勝弘……瘢痕癌─脳内浸潤をきたした症例　805
山下　利春……basal cell carcinoma 813
山脇　春夫……奈良県臨床皮膚科医会から［座談会］ 1129
山y 明子……乳房低形成をきたしたBecker nevus syn-

drome 45
山崎　正視……線状の色素脱失を呈したepidermal nevus

syndrome 41
山崎　雙次……hypereosinophilic syndrome――皮膚と
リンパ節に病変がみられた症例　591

山崎　自子……好酸球性膿疱性毛包炎　547，里吉病の
脱毛　707
柳澤　宏実……アンケート特集・私の診察室　私は診察
室である　486

矢野　貴彦……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後）「皮膚の日」を乗り切るために　871
矢野　　武……井上先生，ありがとうございます　643
安田　　浩……面皰母斑―Blaschko lineに沿って生じた
症例　1197
安井　宏夫……瘢痕癌─脳内浸潤をきたした症例　805
安井　由紀……瘢痕癌─脳内浸潤をきたした症例　805
安川　晋輔……表皮w腫より生じた有棘細胞癌　1043
安元慎一郎……tufted angioma 447，Harlequin syn-

drome 1478
安野　秀敏……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後） これまでの「皮膚の日」の行事を振り返って＜
山口県＞　872

横川　真紀……アニサキス症に伴う多形紅斑　543
横田　徳久……愛知県皮膚科医会から［座談会］ 351
横山　恵美……脂腺母斑　845
横関　博雄……結節型血管肉腫　817，Langerhans cell

histiocytosis─多臓器病変を伴いビンブラスチンとプ
レドニゾロンの併用療法奏効例　833，mechanic’s
hand 1337，epidermolysis bullosa pruriginosa
1341，刺激性皮膚病変―病態と代表的物質　増12，
特殊な皮膚病との関連性―異汗性湿疹　増104

米田　和史……結節性硬化症　25
米井　　希……金属・化学物質と皮膚　増4
米元　康蔵……アンケート特集・どう考える――美容と
健康　美容と皮膚科診療　97
米山　　啓……菌状息肉症―真皮に著明なムチン沈着を
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伴った症例　1079
吉田　暁子……顔面白癬　155
吉田　正己……頭部と鼻腔に生じた悪性黒色腫　821
吉田　益喜……小型先天性色素性母斑の母斑性色素細胞
の真皮内分布像と年齢的変化の検討　75
吉田　理恵……頸部に生じた結節性筋膜炎　439，

eosinophilic panniculitis 551，Bowen癌　1055，線
状扁平苔癬　1177
吉田　隆洋……hypereosinophilic syndrome――皮膚と
リンパ節に病変がみられた症例　591

吉池　高志……pseudopelade of Brocq─自験9例のまと
め　723

吉見　圭子……アンケート特集・2005年皮膚の日─印象
記（後）「皮膚の日2005」奮闘記＜長崎県＞　877

吉住　順子……疥癬虫はシワが好き～虫の残した水尾を
追え！　――特別養護老人ホーム配置医の疥癬対策の
試み　343，質疑応答・過去に「水尾」という呼び名
は？　1517

吉富　惠美……伝染性紅斑─両側鼠径，腋窩から全身に
紫斑の出現をみた症例　949

件　　名　　索　　引

A
acquired pigmented port-wine stain …………………1357
acral persistent papular mucinosis……………………1317
亜鉛 ……………………………………………………増211
亜鉛欠乏性皮膚炎 ………………………………917，961
A群β溶連菌 ……………………………………………151
air borne contact dermatitis……………………………増83
アカツキ病 ……………………………………………1471
アケビツル ………………………………………………517
悪性黒色腫 ……………………………………………1067
――，頭部，鼻腔 ……………………………………821
悪性リンパ腫 ……………………………………………917
亜急性皮膚エリテマトーデス ………………………1173
アレルゲン ……………………………………増49，増89
アレルギー ………………………………………………増4
アレルギー検査法 ……………………………増49，増55
アレルギー性接触皮膚炎……………増49，増95，増142
アレルギー性眼瞼炎 ……………………………………142
α-ガラクトシダーゼ …………………………………1091
α-ガラクトシダーゼA ………………………………1420
アミノフェノール類 …………………………………増176
アミロイドーシス，全身性 ……………………………317
amyopathic dermatomyositis……………………………211
アナフィラキシーショック …………………………増55
angioblastoma（Nakagawa）……………………………447
angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia …………695
angiomyofibroblastoma ………………………………1075
アニサキス症 ……………………………………………543
annular elastolytic giant cell granuloma ………………187
アンチモン ……………………………………………増176
antisynthetase症候群 …………………………………1337

アポトーシス …………………………………………1201
圧迫療法 ………………………………………………1333
アルブチン ……………………………………………増177
アトピー性皮膚炎 ………………142，595，910，増83
ATP2C1 …………………………………………………309
axillary perifollicular xanthomatosis …………………1321

B
絆創膏 …………………………………………………増119
ばら疹 ……………………………………………………261
Bartnella henselae ………………………………………941
basal cell carcinoma ……………………………813，1051
Basedow病 ………………………………………………563
Becker nevus syndrome …………………………………45
benzaikonium chloride ………………………………増177
ベンジルパラベン ……………………………………増200
びまん性神経線維腫 ……………………………………29
びまん性体幹被角血管腫 ……………………………1091
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 …………………829
バイオイメージング …………………………………1294
美容師 …………………………………………………増157
black dot ringworm………………………………………675
Blandin-Nuhnw胞 ……………………………………1345
Blaschko線（Blaschko line）……49，953，1095，1173，

1177，1181，1189，1193，1197，1201
Bloch-Sultzberger症候群…………………………………49
Bloom症候群 …………………………………………1467
母斑性基底細胞癌症候群（NBCCS）………………10，69
母斑症 ………………………………………………14，19
紡錐形細胞腫 ……………………………………………435
Bowen病 ………………………………………………1055
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BP180抗体 ………………………………………………579
B細胞リンパ腫 …………………………………………683
bullous amyloidosis ……………………………………317
分節型無汗症 …………………………………………1463
分節状多発性平滑筋腫 ………………………………1217
ブチルパラベン ………………………………………増200

C
C.minutissimum …………………………………………977
CADASIL ………………………………………………1420
カドミウム ……………………………………………増178
café-au-lait斑 ……………………………………………1455
カイン類 ………………………………………………増178
カンフル ………………………………………………増180
カンジダ性毛包炎 ………………………………………667
カルシウムポンプ ………………………………………309
CBS（cyclohexybenzothiazyl sulfenamide）…………増195
ケルスス禿瘡 ……………………………………………671
ケミカルピーリング ……………………………………増4
チョウジ油 ……………………………………………増186
蝶形紅斑 …………………………………………195，199
超音波 …………………………………………………1325
超音波検査 ………………………………………………711
クロム …………………………………………………増180
Churg-Strauss症候群……………………………………563
シクロスポリン ………………………………………1341
シナモン油 ……………………………………………増186
クリーニング …………………………………………増164
clear cell carcinoma……………………………………1063
clove oil ………………………………………………増186
コバルト ………………………………………………増181
Cole-Engman症候群 ……………………………………337
copper …………………………………………………増182
Cowden病 …………………………………………………10
クリオグロブリン血症 …………………………………965
cutis anserina …………………………………………1305
サイトケラチン ………………………………………1063
サイバーナイフ …………………………………………805

D
大理石様皮斑 …………………………………………1213
代替薬品 ………………………………………………増142
蛇行性穿孔性弾力線維症 ………………………………313
弾力線維性仮性黄色腫 …………………………………313
男性型脱毛症 ……………………………………………400
Darier病 …………………………………………………333
代替化粧品 ……………………………………………増148
脱毛症 ……………………………………………………400
脱毛斑 ……………………………………………………677
脱色素斑 ………………………………………………1475

DDS ………………………………………………575，925
伝染性紅斑 ………………………………………159，949
dermal melanocytosis …………………………………1209
Dermal Spitz nevus ……………………………………1349
dermatofibroma …………………………………………849
デルマトーム …………………………………1177，1209
ダーモスコープ ………………………………………1363
ダーモスコピー…………………………………463，1325
dibucaine HCl…………………………………………増178
Diogenes症候群 ………………………………………1471
ジチオカルバメート …………………………………増182
DLE ………………………………………………………687
DLST ……………………………………………………増55
DOPA反応………………………………………………1205
銅 ………………………………………………………増182
double extramammary Paget’s disease ………………1047
動静脈奇形 ………………………………………………711
DPTT（dipentamethylenethiuram tetrasulfide）……増209
ドライクリーニング …………………………………増164
dyskeratosis congenita …………………………………337

E
EBM ……………………………………………………1036
エクリン汗器官癌 ………………………………………467
eccrine porocarcinoma …………………………………427
eccrine poroma …………………………………………857
エクリン腺 ………………………………………………809
elastophagocytosis………………………………………187
ELISA法 …………………………………………………579
塩化ベンザルコニウム ………………………………増177
円形脱毛症 ………………………………………………707
塩酸ジブカイン ………………………………………増178
塩酸テトラカイン ……………………………………増179
炎症性線状疣状表皮母斑 ……………………………1189
eosinophilic folliculitis …………………………………683
eosinophilic panniculitis…………………………………551
epidermal nevus syndrome ………………………………41
epidermolysis bullosa pruriginosa ……………………1341
Epidermophyton floccosum ………………………………973
episodic angioedema associated with eosinophilia……601
エポキシ樹脂 …………………………………………増183
壊死性遊走性紅斑 ………………………………………957
壊疽性膿皮症 ……………………………………………933
壊疽性膿瘡 ………………………………………………937
エステルガム …………………………………………増183
エストロゲンレセプター（ER）………………………1217
エタノール ……………………………………………増184
エテンザミド ……………………………………………171
エチルパラベン ………………………………………増201
オイゲノール …………………………………………増187
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F
Fabry病…………………………………………1091，1420
FH遺伝子 ………………………………………………1217
fibrous histiocytoma ……………………………………849
フィナステライド ………………………………………400
fluorescent diphtheroids ………………………………977
ホルムアルデヒド……………………………1447，増184
Fox-Fordyce病 …………………………………………1321
fradiomycin sulfate……………………………………増185
fragrance ＆ oil ………………………………………増186
フッ化水素 ……………………………………………増163
複発性帯状疱疹 ………………………………………1169
副耳 ………………………………………………………407
副真珠 ……………………………………………………407
fumarate hydratase ……………………………………1217
浮腫性硬化症 ……………………………………………321

G
外耳道 ……………………………………………………151
外毛根鞘性角化 …………………………………………837
外用指導 ………………………………………………1105
外用薬 …………………………………………………増132
外用剤…………………………………………増43，増138
眼瞼 ………………………………………………………142
顔面白癬 …………………………………………………155
generalized atrophic benign epidermolysis bullosa …587
ジェネリック …………………………………1231，1247
ジェネリック薬 ………………………………………1036
限局性強皮症 …………………………………………1185
原因解明 ………………………………………………増142
原発性稗粒腫 ……………………………………………415
銀 ………………………………………………………増206
偽リンパ腫 ……………………………………………1309
グルカゴノーマ …………………………………………957
glycol salicylate ………………………………………増188
gold ……………………………………………………増188
Goltz症候群 ……………………………………………1459
GOM ……………………………………………………1420
ゴム製品 ………………………………………………増142

H
肺炎 ………………………………………………………937
肺癌 ………………………………………………………325
Hailey-Hailey病 …………………………………309，945
発汗障害 ………………………………………………1478
白斑 ……………………………………………………1475
白皮症 …………………………………………………1451
白金 ……………………………………………………増202
白癬 ………………………………………………………289
瘢痕癌 ……………………………………………………805

瘢痕性脱毛 ………………………………………679，723
Hansen病 ………………………………………163，1036
Harlequin症候群 ………………………………………1478
平滑筋腫 ………………………………………………1217
扁平苔癬 ………………………………953，1177，増106
扁平苔癬型 ……………………………………………増19
片側顔面紅潮 …………………………………………1478
片側性複発性帯状疱疹 ………………………………1169
Hermansky-Pudlak症候群 ……………………………1451
皮膚B細胞リンパ腫 ……………………………………829
皮膚炎 …………………………………………………増165
皮膚原発濾胞中心細胞性リンパ腫 ……………………829
皮膚A削術 ……………………………………………1193
皮膚科医療訴訟 …………………………………………763
皮膚筋炎 ………………………………301，1337，1435
皮膚骨腫 …………………………………………687，861
皮膚ムチン沈着症 ……………………………………1317
皮膚粘着力 ……………………………………………増119
皮膚腺病 …………………………………………………297
皮膚洗浄 …………………………………………………499
皮膚刺激性評価 ………………………………………増171
皮膚腫瘍新生血管 ……………………………………1294
皮膚テスト ……………………………………………1164
皮下型環状肉芽腫 ………………………………………699
皮下膿瘍 …………………………………………………663
光アレルギー性 ………………………………………増75
光貼布試験 ……………………………………………増75
光老化 ……………………………………………………431
光接触皮膚炎 …………………………………………増123
皮下腫瘤 …………………………………………………941
肥満細胞 …………………………………………………845
皮内反応 ………………………………………………増55
非ステロイド系抗炎症外用剤 …………………………791
非定型抗酸菌症 …………………………………………293
ヒトアジュバント病 …………………………………増32
ヒトパルボウイルス ……………………………………949
ヒトパルボウイルスB19 ……………………………1427
ヒトパルボウイルスB19感染症 ………………………159
本邦基準 ………………………………………………増49
放射線後瘢痕癌 …………………………………………805
放射線治療 ………………………………………………463
表皮母斑 ………………………………………………1193
表皮母斑症候群 …………………………………………41
表皮内好酸球性膿疱 ……………………………………567
表皮w腫…………………………………………427，1043
標準アレルゲン ………………………………………増61
hypereosinophilic syndrome ……………………591，601
hypomelanosis of Ito ……………………………53，1205
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I
ICDRG基準 ……………………………………………増49
いちご状血管腫 …………………………………………459
遺伝子診断 ………………………………………………10
遺伝性角化性疾患 ………………………………………333
遺伝子解析 ……………………………………………1091
IFN-γ ……………………………………………………571
IgE………………………………………………………1087
IgG抗基底膜部抗体 ……………………………………929
異汗性湿疹 ……………………………………………増104
異型白癬 …………………………………………………155
IL-5 ………………………………………………………683
in vivoバイオイメージング …………………………1294
incontinentia pigmenti ……………………………………49
インジウム ……………………………………………増189
インドメタシン …………………………………183，547
インターフェロンβ ……………………………………821
integrin αvβ5 …………………………………………658
intravascular histiocytosis ……………………………1329
iodine …………………………………………………増189
IPPD……………………………………………………増190
刺青 ……………………………………………………増32
イリジウム ……………………………………………増190
iron ……………………………………………………増191
異所性子宮内膜症 ……………………………………1099
イソオイゲノール ……………………………………増187
N-isopropyl-N’-phenyl-p-phenylenediamine…………増190
伊藤白斑 …………………………………………………53
医薬外用剤 ……………………………………………増89
医薬品 …………………………………………………増108

J
若年性黒色腫 …………………………………………1349
ジャスミン油 …………………………………………増187
自己反応性T細胞 ……………………………………増106
自律神経神経障害 ……………………………………1463
女性型脱毛症 ……………………………………………400
静脈血栓症 ……………………………………………1443
juvenile temporal arteritis with eosinophilia …………559

K
Kabuki make-up syndrome……………………………1475
かぶれ …………………………………………………増138
化学物質 …………………………………………………増4
化学熱傷………………………………………増12，増165
化学療法 …………………………………………………833
過誤腫 ……………………………………………………443
界面活性剤 ……………………………………………増12
疥癬 ………………………………………………………343
疥癬トンネル ……………………………………………343

角層下膿疱症 ……………………………………………921
格闘技競技者 ……………………………………………671
環状紅斑 …………………………………187，203，207
環状肉芽腫，皮下型 ……………………………………699
環境 ……………………………………………………増38
汗腺系腫瘍 ………………………………………………427
間質性肺炎……………………………1337，1435，1451
顆粒細胞腫 ……………………………………………1071
仮性動脈瘤 ………………………………………………711
ケーソンCG …………………………………………増191
頸部さざなみ状色素沈着 ………………………………910
脛骨前粘液水腫 …………………………………………563
憩室炎 ……………………………………………………933
結核 ……………………………………………………1036
血管炎 ……………………………………………………555
血管肉腫 …………………………………………………817
血管線維腫 ………………………………………………443
血管腫………………………………………………19，607
血球貪食症候群 …………………………………………301
健康食品 ………………………………………………増43
化粧品かぶれ …………………………………………増148
結節型血管肉腫 …………………………………………817
結節性筋膜炎 ……………………………………………439
結節性硬化症………………………………………25，443
結節性裂毛症 …………………………………………1353
血小板減少 ………………………………………………337
血腫 ………………………………………………………29
気管支喘息 ………………………………………………595
木村病 ……………………595，599，695，703，1087
金 ………………………………………………………増188
緊張性瞳孔 ……………………………………………1463
菌状息肉症 ……………………………825，1079，1309
金属 ………………………………………………増4，増95
金属アレルギー ……………増43，増69，増101，増104
金属沈着症 ……………………………………………増32
基底細胞母斑症候群 ……………………………………69
基底細胞癌 ………………………………455，813，1051
基剤 ……………………………………………………増126
Klippel-Trenaunay-Weber症候群 ………………………19
股部白癬 …………………………………………………973
Kogoj海綿状膿疱 ………………………………………921
黒子，汎発性 ……………………………………………57
固定薬疹 …………………………………………………171
骨膜下膿瘍 ………………………………………………663
骨髄異形成症候群 ………………………………………937
抗Dsg3抗体………………………………………………567
抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候群 …………1435
降圧剤 …………………………………………………1309
高分子量グルテニン …………………………………1164
抗デスモグレイン抗体 …………………………………925
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光毒性 …………………………………………………増75
抗原入手法 ……………………………………………増168
紅斑性天疱瘡 ……………………………………………175
高発癌性遺伝性皮膚疾患 ………………………………10
紅皮症 ……………………………………………………575
コウジ酸（kojic acid）…………………………………増192
甲状舌管w胞 ……………………………………………411
交感神経障害 …………………………………………1478
硬化性萎縮性苔癬 ………………………………………305
抗結核薬 …………………………………………………297
抗La/SS-B抗体 …………………………………………203
抗Ro/SS-A抗体 …………………………………………203
香料・精油類 …………………………………………増186
交叉反応 ………………………………………………増126
好酸球 ………………………539，543，555，567，571
好酸球性海綿状態 ……………………………………1201
好酸球性膿疱性毛包炎 …………………………183，547
好酸球性水疱 ……………………………………………603
好酸球増多 ………………………………575，587，925
好酸球増多症 ……………………………………………559
光線過敏型 ……………………………………………増19
口唇 ………………………………………………………599
口唇炎 ……………………………………………………261
紅色陰癬 …………………………………………………977
酵素補充療法 …………………………………………1091
後天性表皮水疱症 ………………………………………583
後頭動脈瘤 ………………………………………………711
巨大腫瘍 …………………………………………………443
棘融解 ……………………………………………………423
巨舌 ………………………………………………………317

L
Langerhans cell histiocytosis …………………833，1083
ラノリン ……………………………………増114，増192
ラノリンアルコール …………………………………増114
レーザー治療 ……………………………………………607
ラテックス ……………………………………………増193
ラテックスアレルギー ………………………………増142
ラウリル硫酸ナトリウム ……………………………増206
LEOPARD症候群 …………………………………………57
leukocytoclastic vasculitis ………………………………179
リドカイン ……………………………………………増179
LST ……………………………………………………増169
リンパ球幼若化試験 …………………………………増169
lymphomatoid drug eruption …………………………1309
リンパ節転移 …………………………………………1055
リンパ球刺激試験 ……………………………………増69

M
Maffucci症候群……………………………………………19

malignant trichilemmoma ……………………………1059
マンガン ………………………………………………増194
マンゴー …………………………………………………167
慢性C型肝炎 ……………………………………325，965
慢性円板状エリテマトーデス …………………………199
慢性増殖性炎症 …………………………………………179
末梢神経 …………………………………………………785
MBT（mercaptobenzothiazole）………………………増195
MBTS（dibenzothiazyl disulfide）……………………増195
McCune-Albright症候群 ………………………………1455
mechanic’s hand ………………………………………1337
免疫ブロット ……………………………………579，583
面皰母斑 ………………………………………1095，1197
メントール ……………………………………………増187
メルカプト類 …………………………………………増195
マーキュロクロム ………………………………………969
mercury ………………………………………………増196
Merkel細胞………………………………………………533
Merkel細胞癌……………………………………………533
メチルパラベン（methyl paraben）…………………増200
Microsporum canis感染症 ………………………………289
milia-like idiopathic calcinosis cutis …………………1325
ミノサイクリン …………………………………171，329
ミノキシジル ……………………………………………400
水尾 ……………………………………………………1517
水尾兆候 …………………………………………………343
MMBT（morpholinylmercaptobenzothiazole）………増195
毛包性ムチン沈着症 ……………………………………191
モリブデン ……………………………………………増197
毛盤 ………………………………………………………533
毛包幹細胞 ………………………………………………785
毛包性ムチン沈着症 ……………………………………825
毛孔性角化症 …………………………………………1305
毛孔性紅色粃糠疹 ………………………………………715
網膜色素線状 ……………………………………………313
毛w系腫瘍 ………………………………………………419
毛隆起 ……………………………………………………785
MRSA……………………………………………………1302
ムチン沈着 ……………………………………………1079
mucinous carcinoma of the skin ………………………809
multiple eruptive milia …………………………………415
無作為性皮膚炎 ………………………………………1471
ムスク類 ………………………………………………増197
Mycobacterium marinum ………………………………293

N
軟骨母斑 …………………………………………………407
軟膏，塗り方 …………………………………1105，1373
ナフトールAS…………………………………………増198
ネコひっかき病 …………………………………………941
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NEMO遺伝子 …………………………………………1201
粘液w腫 ………………………………………………1345
粘液水腫性苔癬 …………………………………………325
ネフローゼ症候群 ………………………………………595
nerve sheath myxoma …………………………………853
寝たきり高齢者 …………………………………………343
neurofibromatosis type2 …………………………………33
nevus comedonicus ……………………………………1095
nevus comedonicus syndrome ………………………1197
日用品 …………………………………………………増89
ニッケル ………………………………………285，増198
ニコチン酸アミド ………………………………………575
日光過敏症 ……………………………………………1467
日光角化症 ………………………………………………801
肉芽腫性血管炎 …………………………………………691
妊娠性疱疹 ………………………………………555，579
non-episodic angioedema associated with eosinophilia
…………………………………………………………601

Noonan症候群 ……………………………………………57
Notch3 …………………………………………………1420
膿疱 ………………………………………………539，555
w腫 ………………………………………………………467
農薬……………………………………………増12，増165
膿瘍 ………………………………………………………297
NSAIDs …………………………………………………増75
NSE陽性 ………………………………………………1071
乳房低形成 ………………………………………………45
乳頭状汗管w胞腺腫 ……………………………………859
入浴指導 …………………………………………………499

O
ω5-グリアジン…………………………………………1164
ossifying fibromyxoid tumor……………………………451
OTC薬 …………………………………………………増132
黄色腫 ……………………………………………………825
黄色腫細胞 ……………………………………………1321

P
panfolliculoma……………………………………………419
papular-purpuric gloves and socks syndrome ………1427
パラベン ………………………………………………増108
パラベン類 ……………………………………………増200
パラジウム ……………………………………………増199
パラフィノーマ ………………………………………増32
parsol® A（4-tert-butyl-4’-methoxydibenzoylmethane）
………………………………………………………増207

parsol® MCX（2-ethylhexyl-p-methoxycinnamate）…増207
パッチテスト …………………167，増49，増61，増95，
増114，増171
ペパーミント油 ………………………………………増186

ペット ……………………………………………………289
フェノールホルムアルデヒド ………………………増201
platinum ………………………………………………増202
poroid hidradenoma ……………………………………857
port-wine stain …………………………………………1357
postictal hemifacial purpura …………………………1313
ポビドンヨード ………………………………………増202
PPDA（para-phenylenediamine） ……………………増203
プリックランセット …………………………………増55
プリックテスト …………………………………………142
Pringle病 …………………………………………………25
prolifrating trinchilemmal cyst …………………………837
プロポリス ……………………………………………増203
プロピルパラベン ……………………………………増201
プロピレングリコール ………………………………増204
pseudopelade of Brocq …………………………………723
PTBP-FR（para-tertiary butylphenol formaldehyde resin）
………………………………………………………増204

PTCH遺伝子 ………………………………………………10
PTEN遺伝子 ………………………………………………10
PUPPP……………………………………………………555
pustular vasculitis ………………………………………555

R
らい菌 ……………………………………………………163
落葉状天疱瘡 ……………………………………………175
regulatory T細胞…………………………………………278
リウマチ性多発筋痛症 …………………………………691
リシノール酸 …………………………………………増205
Rosai-Dorfman disease…………………………………1431
ロジン（rosin）…………………………………………増205
Ross症候群 ……………………………………1463，1478
老人性隠遁症 …………………………………………1471
瘻孔 ………………………………………………………411
緑膿菌 ……………………………………………………937
両側性聴神経腫瘍 ………………………………………33
隆起性皮膚線維肉腫 ……………………………………849
硫酸フラジオマイシン ………………………………増185

S
S-100蛋白 ………………………………………853，1071
細胞接着分子 …………………………………………増106
再発性環状紅斑様乾癬 …………………………………921
細菌感染 …………………………………………………679
再生医療 …………………………………………………785
鰓性遺残 …………………………………………………407
サリチル酸グリコール ………………………………増188
sandalwood oil…………………………………………増186
産業医学 ………………………………………………増38
産褥期 ……………………………………………………579
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里吉病 ……………………………………………………707
SCLE ……………………………………………………207
scratch dermatitis ………………………………………301
スクラッチテスト ……………………………………増55
スクリーニングテスト ………………………………増55
segmental neurofibromatosis …………………………1221
成人Still病 ………………………………………………301
成長ホルモン分泌不全性低身長 ………………………677
声門下血管腫 ……………………………………………459
生理的老化 ………………………………………………431
赤色202号 ……………………………………………増194
石灰硫黄合剤 …………………………………………増193
線維性骨異形成 ………………………………………1455
線状エリテマトーデス ………………………………1173
線状扁平苔癬……………………………………953，1177
線状IgA水疱性皮膚症……………………………575，929
線状乾癬 ………………………………………………1189
線状強皮症 ……………………………………………1185
線状脂腺母斑症候群 ……………………………………37
線状苔癬 ………………………………………………1181
洗浄剤 ……………………………………………285，499
染毛剤 …………………………………………285，増157
先端巨大症 ……………………………………………1455
先天奇形症候群 ………………………………………1475
先天性頸部遺残軟骨 ……………………………………407
先天性皮膚欠損症 ………………………………………677
先天性表皮水疱症 ……………………………………1341
先天性血管拡張性大理石様皮斑 ……………………1213
先天性色素性母斑 ………………………………………75
先天性心ブロック ………………………………………203
接触アレルギー ………………………………………増83
接触皮膚炎…………285，増43，増89，増114，増123，
増126，増132，増138
――，光 ……………………………………………増75
――，マンゴー ………………………………………167
――，要因 …………………………………………増119
接触皮膚炎症候群 ……………………………………増19
脂肪織炎 …………………………………………………551
刺激性皮膚炎 …………………………………………増12
刺激指数 ………………………………………………増171
紫斑 ………………………………………159，949，1427
市販品 …………………………………………………増108
市販医薬品 ……………………………………………増138
歯科金属 ………………………………………………増106
歯科金属疹 ……………………………………………増69
色素沈着…………………………………………910，1357
色素脱失……………………………………………41，910
色素異常 …………………………………………………910
色素血管母斑症 ……………………………………19，61
色素性母斑 ………………………………………………75

色素失調症 ………………………………49，603，1201
姉妹染色分体交換 ……………………………………1467
神経皮膚症候群 …………………………………………37
神経線維腫症1型…………………………………29，1221
神経線維腫症2型 …………………………………………33
神経鞘粘液腫 ……………………………………………853
神経症的人格障害 ……………………………………1471
真皮樹状細胞 ……………………………………………845
新生児中毒性紅斑 ………………………………………539
新生児LE…………………………………………………203
新WHO分類 ……………………………………………829
湿布薬 …………………………………………………増123
脂漏性皮膚炎 ……………………………667，715，917
脂漏性角化症 …………………………………………1063
脂腺母班 …………………………………………841，859
脂腺上皮腫 ………………………………………………841
湿疹型 …………………………………………………増19
至適濃度 ………………………………………………増61
自然消褪 …………………………………………………439
職場 ……………………………………………………増38
植物 ……………………………………………………増43
職業性接触皮膚炎 ……………………………………増157
食品 ……………………………………………………増108
食物依存性運動誘発アナフィラキシー（FDEIA） …1164
消毒薬 …………………………………………………増132
小児定型疹 ………………………………………………699
掌蹠膿疱症 ……………………………………………増101
手部水疱性膿皮症 ……………………………………1302
手術瘢痕 ………………………………………………1075
出血傾向 ………………………………………………1451
掌蹠小陥凹 ………………………………………………69
シックハウス症候群 ……………………………………増4
シックビル症候群 ……………………………………1447
シリコーン肉芽腫 ……………………………………増32
sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy …1431
Sjögren症候群……………………………………………207
S状結腸癌………………………………………………1225
sodium lauryl sulfate（SLS） …………………………増206
即時型アレルギー ……………………………………増55
側頭動脈炎 ………………………………………559，691
損傷組織修復能 …………………………………………785
spindle cell lipoma ………………………………………435
Spitz nevus ……………………………………………1349
ステロイド外用剤 ……………………………………増126
――，色素異常 ………………………………………910

steroid modified tinea……………………………………155
ステロイド内服 …………………………………………587
Sturge-Weber症候群………………………………………19
subclinical Paget’s disease ……………………………1047
スギ花粉症 ………………………………………………142
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水銀 ……………………………………………………増196
水銀皮膚炎 ………………………………………………969
水疱 ………………………………………………………555
水疱性類天疱瘡 …………………………………571，587
サンスクリーン剤 ……………………………………増75
サンスクリーン剤（sun screen）……………………増207
スズ ……………………………………………………増210
systemic contact dermatitis ……………………………969

T
タクロリムス軟膏 ………………………………………309
多発性血管腫 ……………………………………………65
多発性筋炎 ……………………………………………1337
多発性基底細胞癌 ………………………………………69
多発性神経鞘腫 …………………………………………33
帯状疱疹 ………………………………………1169，1173
帯状疱疹様分布 ………………………………………1225
帯状強皮症 ……………………………………………1185
多汗症 …………………………………………………増104
丹毒 ………………………………………………………151
テープ剤 ……………………………………増119，増123
TBTD（tetrabutylthiuram disulfide）…………………増209
手袋靴下型 ……………………………………………1427
低アミノ酸血症 …………………………………………957
定位放射線治療 …………………………………………805
低刺激性絆創膏 ………………………………………増119
テロメラーゼ ……………………………………………337
点状紫斑 ………………………………………………1313
添加物 …………………………………………………増126
てんかん発作後顔面片側性紫斑 ……………………1313
転移性皮膚癌 …………………………………………1225
点頭てんかん ……………………………………………37
TETD（tetraethylthiuram disulfide）…………………増208
TGFα ……………………………………………………567
TGFβ1……………………………………………………567
Th2サイトカイン ………………………………………571
thrombospondin-1 ………………………………………658
チメロサール（thimerosal） …………………………増208
チタン（titanium） ……………………………………増210
特発性中枢性尿崩症 …………………………………1083
頭部カンジダ症 …………………………………………667
頭部白癬 …………………………………………………675
頭部慢性膿皮症 …………………………………………679
頭部腫瘤 …………………………………………………809
糖尿病性浮腫性硬化 ……………………………………321
transforming growth factor-β …………………………658
traumatic anserine folliculosis…………………………1305
trichilemmal keratinization……………………………1059
Trichophyton rubrum ……………………………………675

Trichophyton tonsrans ……………………………155，671
trichothiodystrophy ……………………………………1353
triple extramammary Paget’s disease…………………1047
Trousseau症候群 ………………………………………1443
T細胞 ……………………………………………………278
tuberous sclerosis complex ……………………………443
tufted angioma …………………………………………447
tufted hair folliculitis ……………………………………679
ツタウルシ ………………………………………………517
twin spot phenomenon……………………………………61

U
unilateral dermatomal cavernous hemangiomatosis……65
unilateral hypoplasia of breast……………………………45
ウルシオール …………………………………………増211
UVB療法 …………………………………………………683

V
verrucous hyperplasia of the distal stump skin………1333
ビタミンD3軟膏 …………………………………………309

W
ワルチン腫瘍 ……………………………………………455
warty dyskeratoma………………………………………423
Wells症候群 ……………………………………………551
white fibrous papulosis of the neck ……………………431

X
X線マイクロアナライザー……………………………1325
X染色体優性遺伝………………………………………1459
キシロカイン …………………………………………増179

Y
薬疹 ……………………………………………………1309
イランイラン油（ylang-ylang oil）……………………増187
ヨード …………………………………………………増189
痒疹 ………………………………………………………599
融合性細網状乳頭腫症 …………………………………329
有棘細胞癌 ………………………………801，805，1043
疣贅状異常角化腫 ………………………………………423

Z
前頭洞炎 …………………………………………………663
全身性アミロイドーシス ………………………………317
全身性エリテマトーデス ………………………195，199
全身性接触皮膚炎 ……………………………………増19
前舌腺 …………………………………………………1345
増殖性天疱瘡 ……………………………………………567
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