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私の歩んだ道
聖書1冊を与えられて／二宮　聖耳 …………………618
一家言
一人旅／白岩　照男 ……………………………………623
診察室の四季
新緑／斉藤　隆三 ………………………………………625

皮膚科のトリビア
第23回／浅井　俊弥 ……………………………………626
声
女医の「声」――女医が働く環境整備を願う／最近アタマ
ジラミは増えていませんか？――学校保健活動の重要
性を踏まえて …………………………………………628

6月号：接触皮膚炎―意外な原因と症状
editorial
誰がために／栗原　誠一 ………………………………641
展望
たかが手湿疹，されど手湿疹／西岡　和恵 …………642
難治性趾端・指端潰瘍の治療法の展望／山口　裕史 650
臨床例
別府血の池軟膏に含まれたモクタールによる接触皮膚炎
中澤　有里，矢上　晶子，中川真実子，
松永佳世子 ……………………………………………657

点耳薬による接触皮膚炎―丹毒との鑑別を要した症例
石川　博康，三浦　　歩 ……………………………661

乳房温存手術時に使用された止血剤サージセルによる接
触皮膚炎／三田　有香，尾藤　利憲，仲本　嘉彦 665

カメムシ皮膚炎／宮内　俊次 …………………………669
南米楽器ケーナによる接触皮膚炎
関　　詠姿，池田美智子，南光　弘子 ……………673

補聴器による接触皮膚炎
大井三恵子，大木麻理奈 ……………………………677

ヒアレインミニによる接触皮膚炎／平野　　愛，
夏秋　　優，林　　義明，山西　清文 ……………681

革サンダルによる接触皮膚炎
関東　裕美，大橋　則夫，橋本　由紀，岩瀬　七重，
岩淵千雅子，伊藤　正俊 ……………………………685

プロポリスによる接触皮膚炎／小泉　直人，益田　浩司，
加藤　則人，岸本　三郎 ……………………………689

ラノコナゾールにて感作が成立していたと思われたルリ
コナゾール初回投与での接触皮膚炎
田中　智子，佐藤　貴浩，横関　博雄 ……………693

菌状息肉症も疑われていた10年来続いた歯科金属アレル
ギー／小鍛治知子，津山　昌嗣，寺木　祐一，
松村　光明 ……………………………………………697

ラウリン酸ポリグリセリルによるアレルギー性接触皮膚
炎／鷲崎久美子，矢崎　暁輝 ………………………701

ボディペインティングによる接触皮膚炎
高山　修身 ……………………………………………705

サッカーシンガード皮膚炎／浅井　俊弥 ……………709
蝶の博物詩
コヒョウモン／西山　茂夫 ……………………………715
office dermatology
グリチルレチン酸とアレルギー性接触皮膚炎
太田　知子，大磯　直毅，川田　　暁 ……………717

アンケート特集・私と地域医療／浅島　裕雄，
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足立　功一，岩崎　　雅，大川　　司，岡村理栄子，
荻野　篤彦，荻野　倫子，近藤　和代，斉木　　実，
成田　博実，西村　正幸，根本　　治，槇　　　泉，
水元　俊裕，村木　良一，柳澤　一明 ……………721
神奈川県皮膚科医会―神皮の昨日，今日，明日
川口　博史，袋　　秀平，増田智栄子，鎌田　英明，
野村　有子 ……………………………………………741
私の歩んだ道
大学臨床とプライベート・プラクティス
―Strong Past―Stronger Future
三嶋　　豊 ……………………………………………752
一家言
医者だって患者を選びたい／幸田　　衞 ……………759
診察室の四季
若葉風／斉藤　隆三 ……………………………………761
皮膚科のトリビア
第24回／浅井　俊弥 ……………………………………762
声
女医の「声」――開業医になるということ／「一家言」加茂
紘一郎先生のご意見に寄せて／後発品メーカーは大丈
夫か？／ヒルドイドソフトの顔面への使用についての
疑問 ……………………………………………………764

7月号：臍部の皮膚病
editorial
帯状疱疹ワクチン／向井　秀樹 ………………………775
展望
皮膚血管炎をめぐる諸問題／陳　　科榮 ……………776
tissue eosinophiliaの新しい知見／佐藤　貴浩 ………784
糖尿病性足病変に対するシステマティック・レビュー
宮島　　進 ……………………………………………790
臨床例
臍ピアスによる皮膚障害／中山　秀夫 ………………797
乾　癬／馬渕　智生，梅澤　慶紀，小澤　　明 ……801
linear IgA bullous dermatosis（小児例）／池谷　茂樹，
小出まさよ，浦野　聖子，飯尾　健司 ……………805
酢酸リュープロレリンによる肉芽腫
出口　順啓，原田　和俊，川村　龍吉，柴垣　直孝，
島田　眞路 ……………………………………………809
臍ポリープ／東郷　香奈，原　　弘之，本庄三知夫，
照井　　正 ……………………………………………813
卵黄腸管遺残―臍下部w胞を呈した症例
木花いづみ，栗原　誠一 ……………………………817
臍部の異所性子宮内膜症
赤松　洋子，杉原　重哲，瀬戸口美保子 …………821
基底細胞癌
末廣　敬祐，鎌田　憲明，米山　　啓，宮川　健彦，
小林　孝志，神戸　直智，松江　弘之 ……………825

Bowen病／黒川　晃夫，森脇　真一，清金　公裕 …829
悪性黒色腫

神谷　秀喜，日置　加奈，北島　康雄 ……………833
Sister Mary Joseph’s nodule―術後10カ月後に卵巣癌を
発見／原口　和也，関根　万里，青山　亮介，
平野　孝之 ……………………………………………837
臍部腫瘤として発見された腹膜中皮腫
小川　陽一，古橋　正男，川村　龍吉，柴垣　直孝，
島田　眞路 ……………………………………………841
体部白癬／福田　英嗣，工藤　新也，斉藤　隆三，
漆畑　　修 ……………………………………………845
乳児の疥癬／谷口　裕子，大滝　倫子 ………………847
蝶の博物詩
タイワンヒメシジミ／西山　茂夫 ……………………849
office dermatology
アンケート特集・臍をめぐって
石井　敏直，市川　弘城，今泉　　孝，大滝　倫子，
木下　敬介，津田　眞五，鳥山　　史，西山　貴郁，
日戸　平太 ……………………………………………851
阪大OA会から
原　　洋子，久志本　東，小林　照明，東　　禹彦，
園田　龍三，遠藤　秀彦 ……………………………861
私の歩んだ道
ドイツ文学者になり損なった皮膚科医の軌跡
本田　光芳 ……………………………………………872
一家言
ホームページ開設10周年／平松　　洋 ………………877
診察室の四季
梅雨明け／斉藤　隆三 …………………………………879
皮膚科のトリビア
第25回／浅井　俊弥 ……………………………………880
声
ヒルドイドソフトの小児への使用について／発疹のない
帯状疱疹の経験について／リバノール湿布の矛盾／
「はしか」狂想曲 ………………………………………882

8月号：妊娠と関連する皮膚病
editorial
伝世古／斉藤　隆三 ……………………………………897
展望
末端黒子型黒色腫の新たな展望／影下登志郎 ………898
キズの治療―理想の創傷治療を目指して
河合　修三 ……………………………………………904
重症薬疹の病態―TEN とRegulatory T Cell
小豆澤宏明 ……………………………………………912
臨床例
結節性紅斑―マイコプラズマ感染症に併発した症例
森澤　有希，武藤　　潤，若松　慶太，黒田　　啓，
多島　新吾 ……………………………………………919
妊娠中に合併したSweet病
山田　陽三，堀川　達弥，佐々木絵里子，三田　有香，
尾藤　利憲，北尾　敬祐，錦織千佳子 ……………923
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pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy
（PUPPP）／向久保寿恵，川上　理子………………927
妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑／崎山　真幸，
武藤　　潤，糟谷　有希，酒井　　瞳，藤本　典宏，
黒田　　啓，多島　新吾，長谷川ゆり，芝崎　智子，
松田　秀雄，今給黎敏彦，入江　広弥 ……………931
疱疹状膿痂疹
沖山　良子，饗場　伸作，金子　　聡，向井　秀樹，
田中　真里 ……………………………………………935

2度の妊娠を契機に増悪した膿疱性乾癬
松尾　美希，久保田由美子，中山樹一郎 …………939
妊娠性疱疹
新山奈々子，天羽　康之，浜田　祐子，白井　京美，
齊藤　典充，勝岡　憲生 ……………………………943
多発性筋炎―出産後，両上肢に著明な腫脹をきたした
症例／寺本由紀子，一宮　　誠，武藤　正彦 ……947
妊娠中に発症した再発性多軟骨炎
舩越　　建，佐藤　友隆，齋藤　昌孝，海老原　全，
小山　哲史，桑名　正隆，石河　　晃 ……………951
円形脱毛症患者にみられた出産および流産後の全頭脱毛
への悪化／小林　美和，戸倉　新樹 ………………955
妊娠に伴った色素分界線条／竹原　友貴，井川　　健，
佐藤　貴浩，横関　博雄 ……………………………959
妊娠腫瘍／中藤　奈美，八町　祐宏 …………………963
産褥1日目に発症した表在性血栓性静脈炎
廣田真弓実，宮　　一朗，辻村　隆介 ……………967
蝶の博物詩
タイワンクロホシシジミ／西山　茂夫 ………………969
office dermatology
和歌山県皮膚科医会から
宮崎　孝夫，泉谷　一裕，太田　　孝，和田　眞理，
森　　庸亮，小倉　治雄 ……………………………971
New Drugs
ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
タリオン®錠，タリオン®OD錠
田辺製薬株式会社 提供 ……………………………980
私の歩んだ道
皮膚科へ進んで良かった／吉川　邦彦 ………………982
一家言
三ない科に身をおいて，今思う事／阿曽　三樹 ……987
診察室の四季
炎天／斉藤　隆三 ………………………………………989
皮膚科のトリビア
第26回／浅井　俊弥 ……………………………………990
声
女医の「声」―美を求める女性たち／前号「リバノール
湿布の矛盾」に同感 …………………………………992

9月号：下腿潰瘍（1）
editorial
医療危機／向井　秀樹 ………………………………1003
展望
天然型および擬似セラミド外用剤の展望
&中すみ子 …………………………………………1004

深在性エリテマトーデス
新井　春枝，百瀬　葉子，新井　　達，衛藤　　光，
勝岡　憲生，西山　茂夫 …………………………1010

臨床例
congenital vein valve aplasiaに生じた下腿潰瘍
清原　英司，馬渕恵理子，梅垣　知子，山口　裕史，
中村　敏明，片山　一朗 …………………………1019

Buerger病とChurg-Strauss症候群の合併例／湯川　まみ，
箭原　弘典，佐藤　貴浩，横関　博雄 …………1023

肥満によるうっ滞性下腿潰瘍／坂井　浩志，寺尾　美香，
白井　洋彦，調　　裕次 …………………………1027

診断に苦慮した皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter）
小川　陽一，三井　　広，原田　和俊，川村　龍吉，
柴垣　直孝，島田　眞路 …………………………1031

低補体血症を呈した皮膚型結節性多発動脈炎
澤本　　学，池田　香織，小田　香織，熊本　貴之，
柳下　晃一，磯貝理恵子，山田　秀和 …………1035

Buerger病
永田　佳子，藤本　徳毅，古田　未征，植西　敏浩，
田中　俊宏 …………………………………………1039

結節性多発動脈炎―ループスアンチコアグラント陽性例
太田　桂子，村田　　浩，高田　　実，
斎田　俊明 …………………………………………1043

microscopic polyangiitis―脳出血を生じた症例
石井　貴之，越後　岳士，長谷川　稔，藤本　　学，
竹原　和彦 …………………………………………1047

Bazin硬結性紅斑
安田万理子，幸田　紀子，中川　秀己 …………1051

livedo reticularis with summer ulceration―血中クリオ
グロブリンが検出された症例
坂本　忠秀，楢原進一郎，瀬戸山　充 …………1055

Wegener肉芽腫症／安田　正人，五十嵐直弥，
山中　正義，安藤麻梨子，三原　清香，永井　弥生，
田村　敦志，石川　　治 …………………………1059

関節リウマチに伴う下腿潰瘍／人見　勝博，寺木　祐一，
伊崎　誠一，仲　　　弥 …………………………1063

SLEに合併した下腿潰瘍／三井　純雪，新井　　達，
佐藤　勘治，勝岡　憲生 …………………………1067

抗リン脂質抗体症候群／根本　　仁，神戸　有希，
田中　　厚 …………………………………………1071

下腿潰瘍を伴ったSjögren症候群―先天性プロテインS
欠損症合併例と深部静脈血栓症合併例
佐藤まどか …………………………………………1075
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蝶の博物詩
ウスキシロチョウ／西山　茂夫 ……………………1081
office dermatology
在宅で診た足趾皮膚潰瘍の経過・予後について
浅井　俊弥 …………………………………………1083
長崎臨床皮膚科医会から
牛島　信雄，鳥山　　史，中浦　　優，前田　啓介，
西本勝太郎 …………………………………………1089
New Drugs
オキサロール®ローション25μg/g
マルホ株式会社　提供 ……………………………1100
私の歩んだ道
汲めども尽きぬ皮膚の魅力の虜になって
手塚　　正 …………………………………………1102
一家言
Be the first to know／北島　拓弥 ……………………1107
診察室の四季
夜食／斉藤　隆三 ……………………………………1109
皮膚科のトリビア
第27回／浅井　俊弥 …………………………………1110
声
女医の「声」―JOY DERMA CLUB 勉強会／Vol.29,No.7
“臍”特集号にGOMAがなくて…　 ………………1115

10月号：下腿潰瘍（2）
editorial
“わたし”の湿疹学／栗原　誠一 ……………………1127
展望
固定薬疹からみた薬疹の治療戦略／寺木　祐一 …1128
高齢者のアトピー性皮膚炎とその周辺疾患
種井　良二 …………………………………………1136
臨床例
電撃性紫斑／千見寺貴子，松葉　祥一，佐藤　英里，
高森　建二，野口　雅章 …………………………1145

adult T cell leukemia―リウマチ様関節症状を伴った症
例／島内　隆寿，山田　陽子，椛島　健治，
戸倉　新樹 …………………………………………1149

急性骨髄単球性白血病
寺尾　美香，白井　洋彦，坂井　浩志，調　　裕次，
金　　義浩 …………………………………………1153
四肢の紫斑，潰瘍で発症した多発性骨髄腫
三井　　広，柴垣　直孝，金重　勝博，村田　晋一，
加藤　良平，島田　眞路 …………………………1157
ガス壊疽
宮島　　進，中川　幸延，山本　志織 …………1161
壊死性筋膜炎／朴　　紀央，門田　匡史，米澤　理雄，
吉川　義顕，立花　隆夫，出射　敏宏 …………1165
皮膚Mycobacterium abscessus感染症
西岡　和恵，高旗　博昭，清水　秀樹，國近　尚美，
山口　道也，大友　幸二，御手洗　聡 …………1169

壊疽性膿皮症／古田　淳一 …………………………1173
ブルトン型無γ-グロブリン血症に生じた壊疽性膿皮症
佐藤　俊宏，塩穴　真一，一宮　弘子，荒川　晶子，
松崎　寿久，加藤　有史，深川　修司 …………1177
下腿に広範な潰瘍を形成したcalciphylaxis
齊藤　玲子，石崎　純子，原田　敬之，田中　　勝，
船木　威徳 …………………………………………1181
持続陰圧吸引療法が著効した難治性皮膚潰瘍
根本　　圭，一宮　　誠，武藤　正彦，
小篠　純一 …………………………………………1185
塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治性潰瘍を生じ
た症例／剱持　靖子，國見　裕子，井上　雄介，
松木　美和，服部　紀子，松倉　節子，蒲原　　毅，
長西　裕樹 …………………………………………1189
図譜
下腿の潰瘍／西山　茂夫 ……………………………1194
office dermatology
officeでみる下腿潰瘍／沢田　泰之 …………………1203
アンケート特集・難治だった潰瘍―私の経験談
飯澤　　理，大谷　稔男/宮内　東光，久志本　東，
近藤　摂子，白濱　茂穂，長島　弘明，中村　雄彦，
鼻岡　佳子，堀内　賢二，松田　哲男，森　　志朋
………………………………………………………1212

福井県皮膚科医会から
石田　久哉，三井　　徹，石黒　和守，加畑　雅行，
光戸　　勇，早川　幸紀 …………………………1224
New Drugs
ゼフナート®外用液2％
鳥居薬品株式会社　提供 …………………………1232
私の歩んだ道
ひたすら大学勤務のみの狭い道／小野　友道 ……1234
一家言
皮膚病診療を通して拡がる世界／上田由紀子 ……1239
診察室の四季
虫／斉藤　隆三 ………………………………………1241
皮膚科のトリビア
第28回／浅井　俊弥 …………………………………1242
声
女医の「声」―初めての子育てと仕事 ……………1248

11月号：ムチン沈着症
editorial
麻疹の猛威／向井　秀樹 ……………………………1257
展望
ムチン沈着症／多島　新吾 …………………………1258
膠原病患者の診療における皮膚科医の役割―初期の皮
膚症状から特定の膠原病を予測する
石黒　直子 …………………………………………1264
臨床例
皮膚限局性ムチン沈着症
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齊藤　典充，勝岡　憲生 …………………………1271
acral persistent papular mucinosis／工藤恵理奈，
山田　理子, 肥後　順子，木藤　正人 …………1275

alopecia mucinosa／渡辺裕美子，山田　裕道 ……1279
SLEの合併が疑われた毛包性ムチン沈着症
大西　正純，高橋　和宏，森　　康記，赤坂　俊英，
佐々木　豪 …………………………………………1283

reticular erythematous mucinosis―全身性エリテマトー
デスに伴った症例／菊田　暁子，室　　慶直，
長坂　徹郎，三木　祐介，富田　　靖 …………1287
結節性ループスムチン沈着症
西田　絵美，小林　桂子，森田　明理 …………1291

lupus erythematosus tumidus
百瀬　葉子，田辺みどり，徳永　千春，長瀬　彰夫，
新井　春枝，矢田　義幸 …………………………1295
脛骨前粘液水腫―多房性ドーム状隆起を示した症例
吉田　哲也，大山　　学，石橋　正史，
天谷　雅行 …………………………………………1299
脛骨前粘液水腫―外傷を契機に発症した症例
神y 美玲，長田　　厚，塚本　克彦，井山　晴仁，
千野　孔三 …………………………………………1303

硬化性粘液水腫―筋膜側からの発症が示唆された症例
寿　　順久，松本　佳子，種瀬　朋美，高河　慎介，
沢田　泰之 …………………………………………1307
図譜
ムチン沈着症／西山　茂夫 …………………………1312
蝶の博物詩
キマダラモドキ／西山　茂夫 ………………………1321
office dermatology
陥入爪の考え方と取り扱い
新井　裕子，安木　良博，栗原　誠一 …………1323
アンケート特集・溜まっている症例
新井　　達，上村　仁夫，菊池　一郎，滝脇　弘嗣，
谷口　芳記，玉田　伸二，塚本　克彦，藤岡　　彰，
堀内　義仁，前田　　学，宮本　伸子，宮本　秀明，
向井　秀樹，柳原　　誠 …………………………1336
統計
子どもの白癬について―決してまれではありません
服部　　瑛，田村多繪子 …………………………1351
私の歩んだ道
（車中で歯磨きの）カミカゼ皮科医特攻記
小泉雄一郎 …………………………………………1356
一家言
子どもの好奇心から学んだ身近な環境への配慮
長谷川義博 …………………………………………1361
診察室の四季
小春日／斉藤　隆三 …………………………………1363
皮膚科のトリビア
第29回／浅井　俊弥 …………………………………1364

声
女医の「声」―新米開業医の往診奮闘記／皮膚の日によ
せて …………………………………………………1366

12月号：眼囲の皮膚病―非炎症性
editorial
再び病理組織検査について／斉藤　隆三 …………1387
展望
性差医療と女性皮膚科学／檜垣　祐子 ……………1388
好酸球をめぐる皮膚科の話題／照井　　正 ………1394
臨床例
外霰粒腫／細川　知聡，高原　正和，幸田　　太，
柴田　智子，濱田　　学，師井　洋一，古江　増隆
………………………………………………………1403

霰粒腫―急速に増大する下眼瞼皮下腫瘤を形成した症
例／横倉　英人，若旅　功二，山田　朋子，
小宮根真弓，村田　　哲，大槻マミ太郎 ………1407

subcutaneous dermoid cyst
平光　裕子，前田　　学，太和田知里 …………1411

石灰化上皮腫―表皮w腫構造を伴った症例
服部　令子，足立　秀禎，安藤　浩一 …………1415

clear cell syringoma―糖尿病に併発した症例
若松加奈恵，山y 正視，大井　綱郎，坪井　良治
………………………………………………………1419

木村病／中村　悠美，原田　和俊，古橋　正男，
岩本　　拓，柴垣　直孝，川村　龍吉，松江　弘之，
島田　眞路 …………………………………………1423

polypoid BCC／飯野　志郎，安田　聖人，清原　隆宏，
熊切　正信 …………………………………………1427

脂腺癌／松尾　宏美，清水　　真，臼田　奏子，
原　　一夫 …………………………………………1431

悪性黒色腫―先天性色素性母斑に生じ，自然消褪傾向
を示した症例／武曽　有美，城村　拓也，坂井　浩志，
調　　裕次 …………………………………………1435

mantle cell lymphoma―両側性に開眼困難をきたした症
例／矢島　智子，菊池麻衣子，大畑　千佳，
片岡　良久 …………………………………………1439

図譜
眼囲の皮膚病／西山　茂夫 …………………………1443
office dermatology
アンケート特集・“目から鱗”の話
磯山　勝男，加藤　則人，木花　　光，佐瀬くらら，
田中　　勝，角田　孝彦，馬場　直子，比江嶋睦典
細谷　律子，三橋善比古，米元　康蔵 …………1455

城南皮膚病勉強会から
松岡　芳隆，北原比呂人，福田　英嗣，日野　治子，
木下三和子 …………………………………………1467

私の歩んだ道
全力投球の国家公務員医師35年間とその後
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石井　敏直 …………………………………………1478
一家言
Hard-boiled doctor／町野　　博 ……………………1483
蝶の博物詩
クロボシセセリ／西山　茂夫 ………………………1453
診察室の四季
年惜しむ／斉藤　隆三 ………………………………1485

皮膚科のトリビア
第30回／浅井　俊弥 …………………………………1486
声
女医の「声」―学校専門相談医の初仕事／質疑応答：臀
部角化性苔癬化皮膚と褥瘡の関係について／指ブロッ
クにエピネフミン入りキシロカインは禁忌ではな
い？！／テレビ，おそるべし………………………1491
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A
足立　秀禎……石灰化上皮腫―表皮w腫構造を伴った
症例　1415
足立　　浩……小児皮膚筋炎　563
足立　功一……釧路皮膚科医会から［座談会］ 210，ア
ンケート特集・私と地域医療　医師会活動について
722
足立　柳理……釧路皮膚科医会から［座談会］ 210
足立　了平……強アルカリ性歯科・暫間根管充填剤によ
る顔面の化学熱傷　409
饗場　伸作……coma blister 161，毛巣洞　177，疱疹
状膿痂疹　935
赤松　洋子……臍部の異所性子宮内膜症　821
赤坂　俊英……SLEの合併が疑われた毛包性ムチン沈着
症　1283

安藝　良一……小児の全身性エリテマトーデス―LE
profundus多発例　547
秋葉　 ……秋田県皮膚科談話会から［座談会］ 610
秋田　洋一……photodynamic therapy（PDT）―併用薬
剤による効果増強の試み　378
天谷　雅行……minocycline-induced cutaneous hyperpig-

mentation 47，脛骨前粘液水腫―多房性ドーム状
隆起を示した症例　1299
天野　博雄……小児皮膚筋炎　524
天羽　康之……妊娠性疱疹　943
安藤　浩一……石灰化上皮腫―表皮w腫構造を伴った
症例　1415
安藤麻梨子……Wegener肉芽腫症　1059
青木　武雄……第220回沖縄皮膚科勉強会から　脱毛症
の2例（Brocq瘢痕性脱毛症，汎発性脱毛症） 495
青山　浩明……山形皮膚科勉強会から［座談会］ 345，
アンケート特集・意外な原因による皮膚病　学会に出
せなかった症例　455，質疑応答：臀部角化性苔癬化
皮膚と褥瘡の関係について　1490
青山　亮介……Sister Mary Joseph’s nodule――術後10カ
月後に卵巣癌を発見　837
新垣　　肇……第220回沖縄皮膚科勉強会から　脂肪織
炎様の臨床像を呈したATLLの1例　491
新嘉喜　長……第220回沖縄皮膚科勉強会から　脂肪織
炎様の臨床像を呈したATLLの1例　491
新井　春枝……小児の全身性エリテマトーデス―LE

profundus多発例　547，深在性エリテマトーデス
1010，lupus erythematousus tumidus 1295
新井　裕子……陥入爪の考え方と取り扱い［座談会］

1323

荒井　佳恵……腸性肢端皮膚炎――低亜鉛母乳による症
例　153

荒井　　亮……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　○○による「かぶれ」と診断したけれど，実は…
456

新井　　達……malignant proliferating trichilemmal
tumor 265，小児の全身性エリテマトーデス―LE
profundus多発例　547，深在性エリテマトーデスを伴
った小児皮膚筋炎　567，深在性エリテマトーデス
1010，SLEに合併した下腿潰瘍　1067，アンケート
特集・溜まっている症例　いろいろと教えていただき
ました　1336

荒川　晶子……ブルトン型無γ-グロブリン血症に生じた
壊疽性膿皮症　1177

荒川智佳子……全身性エリテマトーデス―多種の抗リ
ン脂質抗体を検出した症例　543

浅野　祐介……つけまつ毛用接着剤によるアナフィラキ
シー　397

浅井　　純……難治性皮膚潰瘍―病態解明と新たな治
療戦略　253

浅井　俊弥……皮膚科のトリビア　第19回　106，皮膚
科のトリビア　第20回　232，皮膚科のトリビア　第
21回　362，フットマッサージ師に生じた手の白癬
389，皮膚科のトリビア　第22回　506，皮膚科のト
リビア　第23回　626，サッカーシンガード皮膚炎
709，皮膚科のトリビア　第24回　762，皮膚科のト
リビア　第25回　880，皮膚科のトリビア　第26回
990，在宅で診た足趾皮膚潰瘍の経過・予後について
1083，皮膚科のトリビア　第27回　1110，皮膚科の
トリビア　第28回　1242，皮膚科のトリビア　第29
回　1364，皮膚科のトリビア　第30回　1486

浅島　裕雄……アンケート特集・私と地域医療　離島と
皮膚科開業医　721

阿曽　三樹……三ない科に身をおいて，今思う事　987
小豆澤宏明……若年性関節リウマチの経過中，Blau症候
群と診断された小児例　559，重症薬疹の病態―
TENとRegulatory T Cell 912

B
馬場　直子……脳病変を合併した剣創状強皮症　595，
ヒルドイドソフトの小児への使用について　882，ア
ンケート特集・“目から鱗”の話 「抗ヒスタミン薬の
使い方」，「痂皮からウイルス検出」，「傷はウェットで」．
1461

人　　名　　索　　引



― 11 ―

番場　秀和……腸性肢端皮膚炎―低亜鉛母乳による症
例　153
尾藤　利憲……強アルカリ性歯科・暫間根管充填剤によ
る顔面の化学熱傷　409，乳房温存手術時に使用され
た止血剤サージセルによる接触皮膚炎　665，妊娠中
に合併したSweet病　923

C
千見寺貴子……電撃性紫斑　1145
陳　　科榮……皮膚血管炎をめぐる諸問題　776
千野　孔三……脛骨前粘液水腫―外傷を契機に発症し
た症例　1303
中條　知孝……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎
―私の対策　難治性臀部湿疹の治療　203，医学部
入学から50年を顧みて　354
ちゅーりっぷ……女医の「声」―新米開業医の往診奮闘
記　1366

D
大日　輝記……神経線維腫瘤V型に続発した悪性神経鞘
腫　269
出口　順啓……酢酸リュープロレリンによる肉芽腫

809
土井　和子……神経線維腫瘤V型に続発した悪性神経鞘
腫　269

E
海老原　全……妊娠中に発症した再発性多軟骨炎　951
越後　岳士……microscopic polyangiitis―脳出血を生
じた症例　1047
遠藤　秀彦……阪大OA会から［座談会］ 861
榎本　美生……新生児エリテマトーデス　538
衛藤　　光……深在性エリテマトーデス　1010

F
F.K.……女医の「声」―美を求める女性たち　992
藤井　紀和……pencil-core granuloma 61，eccrine

poroma 293
藤井　勇一……毛巣洞　177
藤本　　学……microscopic polyangiitis―脳出血を生
じた症例　1047
藤本　典宏……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑

931
藤本　徳毅……pencil-core granuloma 61，Buerger病

1039
藤岡　　彰……「一家言」加茂紘一郎先生のご意見に寄せ
て　765，発疹のない帯状疱疹の経験について　882，
アンケート特集・溜まっている症例　scleroederma
Buschke 1343
藤沢　智美……有痛性皮膚潰瘍を伴った原発性抗リン脂

質抗体症候群　583
藤田　　優……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　HIV感染者にみられた皮膚疾患　469
深川　修司……ブルトン型無γ-グロブリン血症に生じた
壊疽性膿皮症　1177
福田　英嗣……柑皮症　57，顔面のfriction melanosis

429，体部白癬　845，城南皮膚病勉強会から　1467
福本沙緒里……遺伝性対側性色素異常症―ADAR1遺
伝子に新規変異（c.1798C→T）を認めた症例　31
袋　　秀平……神奈川県皮膚科医会―神皮の昨日，今
日，明日［座談会］ 741
船木　威徳……下腿に広範な潰瘍を形成したcalciphylax-

is 1181
舩越　　建……妊娠中に発症した再発性多軟骨炎　951
古江　増隆……神経線維腫瘤V型に続発した悪性神経鞘
腫　269，外霰粒腫　1403
古橋　正男……臍部腫瘤として発見された腹膜中皮腫

841，木村病　1423
古川　福実……心w液貯留を呈した小児強皮症　587
古田　淳一……壊疽性膿皮症　1173
古田　未征……pencil-core granuloma 61，Buerger病

1039

G
具志真希子……尋常性白斑を合併した小児のSjögren症
候群　551

H
濱田　　学……外霰粒腫　1403
浜田　祐子……妊娠性疱疹　943
濱本　嘉昭……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎―
私の対策　本当に湿疹でいいのか？　206
&中すみ子……天然型および擬似セラミド外用剤の展望

1004
濱野　英明……minocycline-induced cutaneous hyperpig-

mentation 47
鼻岡　佳子……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　新任地での経験　1220
原　　弘之……臍ポリープ　813
原　　一夫……脂腺癌　1431
原　　洋子……阪大OA会から［座談会］ 861
原田　和俊……酢酸リュープロレリンによる肉芽腫 809，
診断に苦慮した皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter）
1031，木村病　1423
原田　敬之……質疑応答・グリセオフルビンの副作用に
肝障害は多いのか　109，下腿に広範な潰瘍を形成し
たcalciphylaxis 1181
原口　和也……Sister Mary Joseph’s nodule―術後10
カ月後に卵巣癌を発見　837
針生　敬三……秋田県皮膚科談話会から［座談会］ 610



― 12 ―

長谷川　稔……microscopic polyangiitis―脳出血を生
じた症例　1047
長谷川義博……子どもの好奇心から学んだ身近な環境へ
の配慮　1361
長谷川ゆり……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑

931
橋本　秀樹……山形皮膚科勉強会から［座談会］ 345
橋本　　隆……solitary hidradenoma 309，特異な外用
習慣を背景として発症した線状皮膚萎縮症　425，顔
面に環状紅斑を生じた小児のsubclinical Sjögren syn-
drome 555
橋本　由紀……革サンダルによる接触皮膚炎　685
橋爪　秀夫……晩発性皮膚ポルフィリン症 23，Laugier-

Hunziker-Baran症候群　55
八町　祐宏……小児皮膚筋炎　563，妊娠腫瘍　963
服部　　瑛……最近アタマジラミは増えていませんか？
―学校保健活動の重要性を踏まえて　629，子ども
の白癬について―決してまれではありません
1351
服部　紀子……塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治
性潰瘍を生じた症例　1189
服部　令子……石灰化上皮腫―表皮w腫構造を伴った
症例　1415
早川　彰紀……表在性脂肪腫性母斑　301
早川　和人……慢性色素性紫斑―手掌，手関節に限局
して生じた症例　63
早川　幸紀……福井県皮膚科医会から［座談会］ 1224
林　　　健……尾骨部に生じた基底細胞癌　277
林　　義明……ヒアレインミニによる接触皮膚炎　681
秀　　道広……臀部慢性膿皮症―ステロイドの長期投
与中に重篤化した症例　133，「蕁麻疹・血管性浮腫
の治療ガイドライン」について　601

比江嶋睦典……アンケート特集・“目から鱗”の話　アト
ピーは口呼吸が原因か？　1462
檜垣　祐子……性差医療と女性皮膚科学　1388
東　　禹彦……阪大OA会から［座談会］ 861
肥後　順子……acral persistent papular mucinosis 1275
樋口　雅子……特異な外用習慣を背景として発症した線
状皮膚萎縮症　425
日野　治子……クロモミコーシス　137，fiddler’s neck

421，アンケート特集・意外な原因による皮膚病　問
診は大事！　468，城南皮膚病勉強会から　1467
日置　加奈……悪性黒色腫　833
平松　　洋……ホームページ開設10周年　877
平光　裕子……subcutaneous dermoid cyst 1411
平野　　愛……ヒアレインミニによる接触皮膚炎　681
平野　孝之……Sister Mary Joseph’s nodule―術後10
カ月後に卵巣癌を発見　837
平山　正昭……道路の側溝に落ち，横紋筋融解症を併発
したcoma blister 405

廣瀬　秀行……シーティングの知識と褥瘡の予防につい
て［座談会］ 319

廣田真弓実……産褥1日目に発症した表在性血栓性静脈
炎　967

人見　勝博……関節リウマチに伴う下腿潰瘍　1063
日浦ゆかり……トイレに長期間座っていたために生じた
褥瘡　449

ホボオバ……田辺先生　女医の「声」に共感　235
本田　光芳……ドイツ文学者になり損なった皮膚科医の
軌跡　872

本庄三知夫……臍ポリープ　813
堀川　達弥……妊娠中に合併したSweet病　923
堀内　賢二……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　現在も悩んでいます―Klinefelter症候群（？）
に伴った下腿潰瘍の1例　1220

堀内　義仁……アンケート特集・溜まっている症例
steatocystoma multiplexの経験例を振り返って　1344

細川　知聡……外霰粒腫　1403
細谷　律子……質疑応答・耳垢のタイプと腋臭症

366，アンケート特集・“目から鱗”の話 「つかむな，
放せよ」は私の教訓　1463

藤田　尚平……神経線維腫瘤V型に続発した悪性神経鞘
腫　269

福田　英嗣……Bowen病　281

I
市川　弘城……アンケート特集・臍をめぐって　お臍だ
って洗ってほしい　852

一宮　弘子……ブルトン型無γ-グロブリン血症に生じ
た壊疽性膿皮症　1177

一宮　　誠……多発性筋炎―出産後，両上肢に著明な
腫脹をきたした症例　947，持続陰圧吸引療法が著効
した難治性皮膚潰瘍　1185

井出　葉子……小児皮膚筋炎　563
出射　敏宏……壊死性筋膜炎　1165
五十嵐直弥……Wegener肉芽腫症　1059
井川　　健……妊娠に伴った色素分界線条　959
飯田　憲治……釧路皮膚科医会から［座談会］ 210
飯島　茂子……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？　湿疹……侮ることなかれ
329

飯野　志郎……polypoid BCC 1427
飯尾　健司……linear IgA bullous dermatosis（小児例）

805
飯澤　　理……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　皮膚科医のあり方を教えてくれた下腿の潰瘍
1212

碇　　優子……外傷性刺青　413
池田　香織……低補体血症を呈した皮膚型結節性多発動
脈炎　1035
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池田美智子……Addison病　15，南米楽器ケーナによる
接触皮膚炎　673

池谷　茂樹……linear IgA bullous dermatosis（小児例）
805
今福　信一……神経線維腫瘤V型に続発した悪性神経鞘
腫　269
今泉　　孝……アンケート特集・臍をめぐって　幻の臍
石コレクション　853
今給黎敏彦……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑

931
稲垣　克彦……遺伝性対側性色素異常症―ADAR1遺
伝子に新規変異（c.1798C→T）を認めた症例　31
稲岡　峰幸……慢性色素性紫斑―手掌，手関節に限局
して生じた症例　63
井上奈津彦……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ 「う～ん　湿疹ですね」．
331
井上　雄介……塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治
性潰瘍を生じた症例　1189
猪爪　隆史……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌

261
乾　　重樹……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ “湿疹”と“皮膚炎”という言
葉をどう使い分けるか　330
五十棲　健……後天性結節性裂毛症　431
入江　広弥……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑

931
入澤　亮吉……手術瘢痕部に生じた頭部血管肉腫　445
石橋　正史……脛骨前粘液水腫―多房性ドーム状隆起
を示した症例　1299
石田　昭雄……秋田県皮膚科談話会から［座談会］ 610
石田　久哉……福井県皮膚科医会から［座談会］ 1224
石黒　和守……福井県皮膚科医会から［座談会］ 1224
石黒　直子……膠原病患者の診療における皮膚科医の役
割―初期の皮膚症状から特定の膠原病を予測する
1264
石井　貴之……microscopic polyangiitis―脳出血を生
じた症例　1047
石井　敏直……アンケート特集・臍をめぐって　忘れら
れない臍部皮膚子宮内膜症症例の経験　851，全力投
球の国家公務員医師35年間とその後　1478
石河　　晃……minocycline-induced cutaneous hyperpig-

mentation 47
石川　博康……抗ヒ剤と眠気と診断書　112，山形皮膚
科勉強会から［座談会］ 345，皮膚科診療におけるIT
化の実態調査　473，点耳薬による接触皮膚炎―丹
毒との鑑別を要した症例　661，「はしか」狂想曲
884，テレビ，おそるべし　1492
石川　　学……晩発性皮膚ポルフィリン症　23
石川　　治……pedunculated lipofibroma 305，小児皮

膚筋炎　524，Wegener肉芽腫症　1059
石河　　晃……質疑応答：“OMIM#…”について教えて
ください　509，妊娠中に発症した再発性多軟骨炎
951
石崎　純子……下腿に広範な潰瘍を形成したcalciphylax-

is 1181
磯貝理恵子……低補体血症を呈した皮膚型結節性多発動
脈炎　1035
磯山　勝男……アンケート特集・“目から鱗”の話　思い
つくままに　1455
板澤　寿子……間質性肺炎を合併した小児皮膚筋炎

579
伊藤　明子……質疑応答・耳垢のタイプと腋臭症　365
伊藤　文子……solid-cystic hidradenoma 297
伊藤　孝一……若年性関節リウマチの経過中，Blau症候
群と診断された小児例　559
伊藤　靖典……間質性肺炎を合併した小児皮膚筋炎

579
伊藤　正俊……尾骨部に生じた基底細胞癌　277，革サ
ンダルによる接触皮膚炎　685

伊藤　史朗……遺伝性対側性色素異常症―ADAR1遺
伝子に新規変異（c.1798C→T）を認めた症例　31
岩淵千雅子……革サンダルによる接触皮膚炎　685
岩原　邦夫……皮膚石灰沈着症――皮膚筋炎に伴う症例

169
岩本　　拓……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌

261，木村病　1423
岩崎　　雅……アンケート特集・私と地域医療　足許か
らさらなる展開へ　723
岩瀬　七重……革サンダルによる接触皮膚炎　685
岩田　政弘……トイレに長期間座っていたために生じた
褥瘡　449
井山　晴仁……脛骨前粘液水腫―外傷を契機に発症し
た症例　1303

伊崎　誠一……関節リウマチに伴う下腿潰瘍　1063
伊豆　邦夫……PL顆粒中のメチレンジサリチル酸プロ
メタジンによる固定薬疹　51
泉谷　一裕……和歌山県皮膚科医会から［座談会］ 971

K
椛島　健治……adult T cell leukemia―リウマチ様関節症
状を伴った症例　1149
加畑　雅行……福井県皮膚科医会から［座談会］ 1224
鏑木　公夫……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ 「湿疹」という診断名を日常
診療で使っていますか？　334

門田　匡史……壊死性筋膜炎　1165
影下登志郎……末端黒子型黒色腫の新たな展望　898
鎌田　英明……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　皆さん気をつけましょう！　459，神奈川県皮膚
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科医会――神皮の昨日，今日，明日［座談会］ 741
鎌田　憲明……基底細胞癌　825
上村　仁夫……アンケート特集・溜まっている症例　わ
たしの原点　1337

神谷　秀喜……悪性黒色腫　833
加茂紘一郎……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ 「かぶれ」ではいけません
か？　335，おもねる（阿る） 503
関　　詠姿……南米楽器ケーナによる接触皮膚炎　673
金澤　伸雄……心w液貯留を呈した小児強皮症　587
蒲原　　毅……塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治
性潰瘍を生じた症例　1189
神戸　直智……基底細胞癌　825
神戸　有希……抗リン脂質抗体症候群　1071
金子美佐男……血栓予防用フットポンプによる皮膚障害

417
金子　　聡……coma blister 161，疱疹状膿痂疹　935
金蔵　拓郎……トイレに長期間座っていたために生じた
褥瘡　449
金丸　哲山……神奈川県皮膚科医会　Let’s enjoy 専門医
試験［座談会］ 75
金重　勝博……四肢の紫斑，潰瘍で発症した多発性骨髄
腫　1157

神吉　晴久……localized involutional lipoatrophy 165
神成　摩耶……rheumatoid neutrophilic dermatitis―多
彩な皮疹を生じた症例　149
菅野　聖逸……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？　湿疹，便利な病名？　337
狩野　葉子……つけまつ毛用接着剤によるアナフィラキ
シー　397
関東　裕美……尾骨部に生じた基底細胞癌　277，革サ
ンダルによる接触皮膚炎　685，原因植物の同定法
増14
神y 美玲……脛骨前粘液水腫―外傷を契機に発症し
た症例　1303
神崎　　保……トイレに長期間座っていたために生じた
褥瘡　449
糟谷　有希……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑

931
片岡　良久……mantle cell lymphoma―両側性に開眼
困難をきたした症例　1439
片山　一朗……若年性関節リウマチの経過中，Blau症候
群と診断された小児例　559，表皮母斑様の皮疹を呈
した小児皮膚筋炎　575，congenital vein valve aplasia
に生じた下腿潰瘍　1019，植物による皮膚炎　増4

加藤　良平……四肢の紫斑，潰瘍で発症した多発性骨髄
腫　1157

加藤　卓朗……テレビ広告を診療現場で評価する　531
加藤　則人……プロポリスによる接触皮膚炎　689，ア
ンケート特集・“目から鱗”の話 「先生，よくなった

でしょ！」 1456
加藤　聡彦……BCG膀胱内注入療法による陰茎の皮膚結
核　393

加藤　有史……ブルトン型無γ-グロブリン血症に生じ
た壊疽性膿皮症　1177

加藤　理子……ウニ棘刺症―肉芽腫性結節を伴った海
外受傷例　59

加藤　禮三……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？　湿疹と皮膚炎　333

勝岡　憲生……malignant proliferating trichilemmal
tumor 265，外傷性刺青　413，小児の全身性エリテ
マトーデス―LE profundus多発例　547，深在性エ
リテマトーデスを伴った小児皮膚筋炎　567，妊娠性
疱疹　943，深在性エリテマトーデス　1010，SLEに
合併した下腿潰瘍　1067，皮膚限局性ムチン沈着症
1271

河内　繁雄……色素病変―抗癌剤による症例　43，
いわゆる脊麻後紅斑　157，小児皮膚筋炎　563

川田　　暁……グリチルレチン酸とアレルギー性接触皮
膚炎　717

川口　博史……神奈川県皮膚科医会―神皮の昨日，今
日，明日［座談会］ 741

川口とし子……異物沈着―塗装材料による症例　35
河合　修三……キズの治療―理想の創傷治療を目指し
て　904

川上　理子……pruritic urticarial papules and plaques of
pregnancy（PUPPP） 927

川上　典子……血栓予防用フットポンプによる皮膚障害
417

川上　民裕……rheumatoid neutrophilic dermatitis―多
彩な皮疹を生じた症例　149

川村　龍吉……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌
261，酢酸リュープロレリンによる肉芽腫　809，臍
部腫瘤として発見された腹膜中皮腫　841，診断に苦
慮した皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 1031，木村
病　1423

川名　誠司……限局性銀皮症　19
河野志穂美……後天性結節性裂毛症　431
川崎　　奏……rheumatoid neutrophilic dermatitis―多
彩な皮疹を生じた症例　149

川崎　　了……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？　ありふれた湿疹について
336

川頭　祐一……道路の側溝に落ち，横紋筋融解症を併発
したcoma blister 405

剱持　靖子……塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治
性潰瘍を生じた症例　1189

木藤　正人……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？　湿疹……皮膚の形態的反応
パターンを表わす記載皮膚科学的用語の1つとして残
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したい言葉． 338，acral persistent papular mucinosis
1275
菊池　一郎……Vol.28,No11「postictal hemifacial purpura
（てんかん発作後顔面片側性紫斑）」を読んで　111，
Vol.29,No.7“臍”特集号にGOMAがなくて…　1116，
アンケート特集・溜まっている症例　溜まった液で圧
迫・壊死　1337
菊池麻衣子……mantle cell lymphoma―両側性に開眼
困難をきたした症例　1439
菊田　暁子……reticular erythematous mucinosis―全
身性エリテマトーデスに伴った症例　1287
金　　義浩……急性骨髄単球性白血病　1153
木村　鉄宣……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ 「湿疹Eczama」は使用せず
にすむ臨床用語であり，病理用語には必要ない　338
木村　雅明……尾骨部に生じた基底細胞癌　277
木村　聡子……rheumatoid neutrophilic dermatitis―多
彩な皮疹を生じた症例　149
城村　拓也……悪性黒色腫―先天性色素性母斑に生
じ，自然消褪傾向を示した症例　1435

木村　佳史……minocycline-induced cutaneous hyperpig-
mentation 47
金城　紀子……尋常性白斑を合併した小児のSjögren症
候群　551
木下　敬介……アンケート特集・臍をめぐって　臍窩の
腫瘤　855
木下三和子……城南皮膚病勉強会から　1467
岸本　三郎……難治性皮膚潰瘍―病態解明と新たな治
療戦略　253，プロポリスによる接触皮膚炎　689
北原比呂人……城南皮膚病勉強会から　1467
北河　亜希……Laugier-Hunziker-Baran症候群　55
北島　拓弥……Be the first to know 1107
北島　康雄……悪性黒色腫　833
北村　和子……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　眼瞼炎の増悪因子はカレー？　460
北村　真人……eccrine poroma 293
北尾　敬祐……妊娠中に合併したSweet病　923
清原　英司……congenital vein valve aplasiaに生じた下腿
潰瘍　1019
清原　隆宏……polypoid BCC 1427
清金　公裕……Bowen病　829
小林　桂子……結節性ループスムチン沈着症　1291
小林　美咲……皮膚の日によせて　1367
小林　美和……円形脱毛症患者にみられた出産および流
産後の全頭脱毛への悪化　955
小林　孝志……基底細胞癌　825
小林　照明……阪大OA会から［座談会］ 861
幸田　　太……外霰粒腫　1403
幸田　　衞……医者だって患者を選びたい　759
幸田　紀子……Bazin硬結性紅斑　1051

小塚　雄民……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　ネコ疥癬　461
古賀　弘志……色素病変―抗癌剤による症例　43
小出まさよ……linear IgA bullous dermatosis（小児例）

805
小泉　直人……プロポリスによる接触皮膚炎　689
小泉雄一郎……（車中で歯磨きの）カミカゼ皮科医特攻記

1356
小鍛治知子……菌状息肉症も疑われていた10年来続いた
歯科金属アレルギー　697
小宮根真弓……霰粒腫―急速に増大する下眼瞼皮下腫
瘤を形成した症例　1407
近藤　章生……炭酸ガスレーザー治療を受けた部位に発
生した基底細胞癌　437
近藤　和代……アンケート特集・私と地域医療　患者も
人間，医者も人間　729
近藤　摂子……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　潰瘍治療―今・昔　1215
近藤　滋夫……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　意外な原因による皮膚病　462
近藤　幸子……皮膚石灰沈着症―皮膚筋炎に伴う症例

169
小西　紀子……晩発性皮膚ポルフィリン症　23
高野　浩章……巨大粉瘤　285
河野　通浩……遺伝性対側性色素異常症―ADAR1遺
伝子に新規変異（c.1798C→T）を認めた症例　31
木花　　光……神奈川県皮膚科医会　Let’s enjoy 専門医
試験［座談会］ 75，BCG膀胱内注入療法による陰茎
の皮膚結核　393，帯状疱疹と単純疱疹の鑑別　510，
リバノール湿布の矛盾　883，アンケート特集・“目
から鱗”の話“水疱再感染”に左反回神経麻痺を続発，
実は…　1457

木花いづみ……卵黄腸管遺残―臍下部w胞を呈した症
例　817
小菅　治彦……Cronkhite-Canada症候群　27
寿　　順久……硬化性粘液水腫―筋膜側からの発症が
示唆された症例　1307
小山　哲史……妊娠中に発症した再発性多軟骨炎　951
小山　剛司……異物沈着―塗装材料による症例　35
久保田由美子……2度の妊娠を契機に増悪した膿疱性乾
癬　939
工藤恵理奈……acral persistent papular mucinosis 1275
工藤　新也……体部白癬　845
熊切　正信……pencil-core granuloma 61，polypoid

BCC 1427
熊本　貴之……低補体血症を呈した皮膚型結節性多発動
脈炎　1035
熊野　公子……localized involutional lipoatrophy 165
國近　尚美……皮膚Mycobacterium abscessus感染症

1169
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國見　裕子……塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治
性潰瘍を生じた症例　1189

栗原　誠一……新春放談　編集委員のぼやき　88，第
一歩を踏みしめる　123，脂漏性皮膚炎をめぐって
［座談会］ 189，シーティングの知識と褥瘡の予防に
ついて［座談会］ 319，「蕁麻疹・血管性浮腫の治療
ガイドライン」について　601，誰がために　641，卵
黄腸管遺残――臍下部w胞を呈した症例　817，“わ
たし”の湿疹学　1127，陥入爪の考え方と取り扱い
［座談会］ 1323，問診のポイント　増24
黒田　　啓……結節性紅斑―マイコプラズマ感染症に
併発した症例　919，妊婦に生じたアナフィラクトイ
ド紫斑　931

黒川　晃夫……Bowen病　829
黒瀬浩一郎……特異な外用習慣を背景として発症した線
状皮膚萎縮症　425
久志本　東……阪大OA会から［座談会］ 861，アンケ
ート特集・難治だった潰瘍―私の経験談　治療に難渋
した下腿潰瘍2例　1214
楠原　正洋……顔面に環状紅斑を生じた小児のsubclini-

cal Sjögren syndrome 555
楠　　　舞……深在性エリテマトーデスを伴った小児皮
膚筋炎　567
楠　　俊雄……皮膚科の臨床医として　98
桑名　正隆……妊娠中に発症した再発性多軟骨炎　951

M
馬渕恵理子……congenital vein valve aplasiaに生じた下腿
潰瘍　1019
馬渕　智生……乾癬　801
町野　　博……Hard-boiled doctor 1483
前田亜希子……深在性エリテマトーデスを伴った小児皮
膚筋炎　567
前田　啓介……長崎臨床皮膚科医会から［座談会］ 1089
前田　　学……アンケート特集・溜まっている症例　毛
髪内になぜ重金属が溜まるのか，その機序を推理する
1345，subcutaneous dermoid cyst 1411
前山　泰彦……顔面に環状紅斑を生じた小児のsubclini-

cal Sjögren syndrome 555
槇　　　泉……アンケート特集・私と地域医療　いつの
間にか　735
牧野寒河江……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　問診は大事！　468
牧野　輝彦……間質性肺炎を合併した小児皮膚筋炎

579
マルホ株式会社……オキサロール®ローション25μg/g

1100
増田智栄子……神奈川県皮膚科医会　Let’s enjoy 専門医
試験［座談会］ 75，神奈川県皮膚科医会―神皮の
昨日，今日，明日［座談会］ 741

益田　浩司……プロポリスによる接触皮膚炎　689
増田　禎一……神経線維腫瘤V型に続発した悪性神経鞘
腫　269

増澤真実子……malignant proliferating trichilemmal
tumor 265

又吉　武光……限局性銀皮症　19
松葉　祥一……bursal cyst 289，電撃性紫斑　1145
松田　史雄……BCG膀胱内注入療法による陰茎の皮膚結
核　393

松田　秀雄……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑
931

松田　哲男……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　皮膚潰瘍（たまにはクリーンヒット！？） 1221

松江　弘之……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌
261，基底細胞癌　825，木村病　1423

松木　美和……塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治
性潰瘍を生じた症例　1189

松倉　節子……塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治
性潰瘍を生じた症例　1189

松本　佳子……硬化性粘液水腫―筋膜側からの発症が
示唆された症例　1307

松本　義也……photodynamic therapy（PDT）―併用薬
剤による効果増強の試み　378

松村　光明……菌状息肉症も疑われていた10年来続いた
歯科金属アレルギー　697

松永佳世子……別府血の池軟膏による含まれたモクター
ルによる接触皮膚炎　657

松尾　宏美……脂腺癌　1431
松尾　聿朗……脂漏性皮膚炎をめぐって［座談会］ 189
松尾　正文……localized involutional lipoatrophy 165
松尾　美希……2度の妊娠を契機に増悪した膿疱性乾癬

939
松岡　芳隆……城南皮膚病勉強会から　1467
松島陽一郎……小児皮膚筋炎　524
松崎　寿久……ブルトン型無γ-グロブリン血症に生じ
た壊疽性膿皮症　1177

三原　清香……Wegener肉芽腫症　1059
三原　祥嗣……臀部慢性膿皮症―ステロイドの長期投
与中に重篤化した症例　133

三井　純雪……SLEに合併した下腿潰瘍　1067
三木　祐介……reticular erythematous mucinosis―全
身性エリテマトーデスに伴った症例　1287

峯村　徳哉……ガス壊疽―左臀部から下腿に至る症例
129，手術瘢痕部に生じた頭部血管肉腫　445

三砂　範幸……Gianotti症候群―特異な臨床像を呈し
た症例　145

三嶋　　豊……大学臨床とプライベート・プラクティス
Strong Past―Stronger Future 752

三田　有香……強アルカリ性歯科・暫間根管充填剤によ
る顔面の化学熱傷　409，乳房温存手術時に使用され
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た止血剤サージセルによる接触皮膚炎　665，妊娠中
に合併したSweet病　923
御手洗　聡……皮膚Mycobacterium abscessus感染症

1169
三橋善比古……アンケート特集・“目から鱗”の話 “ツ
ヅラゴ”を塗った話　1464
三井　　広……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌

261，診断に苦慮した皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter）
1031，四肢の紫斑，潰瘍で発症した多発性骨髄腫　1157
三井　　徹……福井県皮膚科医会から［座談会］ 1224
満間　照之……表在性脂肪腫性母斑　301
光戸　　勇……福井県皮膚科医会から［座談会］ 1224
三浦　　歩……点耳薬による接触皮膚炎―丹毒との鑑
別を要した症例　661
宮　　一朗……産褥1日目に発症した表在性血栓性静脈
炎　967
宮川　幸子……新生児エリテマトーデス　538
宮島　　進……糖尿病性足病変に対するシステマティッ
ク・レビュー　790，ガス壊疽　1161
宮川　健彦……基底細胞癌　825
三宅　浩行……ウニ棘刺症―肉芽腫性結節を伴った海
外受傷例　59
宮本　秀明……アンケート特集・溜まっている症例　臍
石，指趾粘液w腫　1347
宮本　伸子……アンケート特集・溜まっている症例　溜
まっている症例にまつわる思い出　1346
宮内　東光……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　高齢者の眼周囲に生じた小潰瘍　1213
宮内　俊次……カメムシ皮膚炎　669
宮脇　俊男……間質性肺炎を合併した小児皮膚筋炎　579
宮崎　孝夫……和歌山県皮膚科医会から［座談会］ 971
宮里　　肇……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　ハブ咬傷後の瘢痕に生じた有刺細胞癌　470
宮澤　　仁……fixed food eruption（固定食物疹）―イク
ラ摂取により繰り返し両手に皮疹を生じた症例　401
宮澤　七郎……限局性銀皮症　19，外傷性刺青　413
水元　俊裕……アンケート特集・私と地域医療　辺地に
おける皮膚科医療　736
水野　敏子……臀部慢性膿皮症―ステロイドの長期投
与中に重篤化した症例　133
水谷　陽子……全身性エリテマトーデス―多種の抗リ
ン脂質抗体を検出した症例　543
持田　耕己……後発品メーカーは大丈夫か？　765
望月　明子……女医の「声」―毛の話　234
百瀬　葉子……深在性エリテマトーデスを伴った小児皮
膚筋炎　567，深在性エリテマトーデス　1010，
lupus erythematousus tumidus 1295
森　　志朋……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　腹部の巨大皮膚潰瘍　1222

森　　康記……SLEの合併が疑われた毛包性ムチン沈着

症　1283
森　　庸亮……和歌山県皮膚科医会から［座談会］ 971
森澤　有希……結節性紅斑―マイコプラズマ感染症に
併発した症例　919
森田　明理……結節性ループスムチン沈着症　1291
森田美佳子……線状強皮症―Blaschko線の走行に沿っ
た症例　591

森脇　真一……Bowen病　829
師井　洋一……神経線維腫瘤V型に続発した悪性神経鞘
腫　269，外霰粒腫　1403
向井　秀樹……新春放談　編集委員のぼやき　88，coma

blister 161，毛巣洞　177，電子カルテの導入　245，
線状強皮症― Blaschko線の走行に沿った症例
591，「蕁麻疹・血管性浮腫の治療ガイドライン」につ
いて　601，帯状疱疹ワクチン　775，疱疹状膿痂疹
935，医療危機　1003，麻疹の猛威　1257，アンケ
ート特集・溜まっている症例 PVPの溜まっている症例
1348
向久保寿恵……pruritic urticarial papules and plaques of

pregnancy（PUPPP） 927
村井　博宣……秋田県皮膚科談話会から［座談会］ 610
村上富美子……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　白斑の外用PUVA治療中に生じた真皮メラノサイ
トーシス　471，女医の「声」―JOY DERMA CLUB
勉強会　1115

村上　　昇……rheumatoid neutrophilic dermatitis―多
彩な皮疹を生じた症例　149
村木　良一……アンケート特集・私と地域医療　ネット
ワークを基盤にした地域での褥瘡ケア　737
村田　　浩……いわゆる脊麻後紅斑　157，結節性多発
動脈炎―ループスアンチコアグラント陽性例
1043，霰粒腫―急速に増大する下眼瞼皮下腫瘤を
形成した症例　1407
村田　晋一……四肢の紫斑，潰瘍で発症した多発性骨髄
腫　1157
村田　洋三……localized involutional lipoatrophy 165
室　　慶直……reticular erythematous mucinosis―全
身性エリテマトーデスに伴った症例　1287
室田　浩之……若年性関節リウマチの経過中，Blau症候
群と診断された小児例　559
武曽　有美……悪性黒色腫―先天性色素性母斑に生
じ，自然消褪傾向を示した症例　1435
武藤　　潤……結節性紅斑―マイコプラズマ感染症に
併発した症例　919，妊婦に生じたアナフィラクトイ
ド紫斑　931

武藤　正彦……黒癬　39，IFN-β皮下注射による皮膚潰
瘍　173，脂肪肉腫　273，多発性筋炎―出産後，
両上肢に著明な腫脹をきたした症例　947，持続陰圧
吸引療法が著効した難治性皮膚潰瘍　1185



― 18 ―

―血中クリオグロブリンが検出された症例　1055
成澤　　寛……Gianotti症候群―特異な臨床像を呈し
た症例　145

成田　博実……アンケート特集・私と地域医療　皮膚科
有床診療所　731

夏秋　　優……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ 「湿疹」という病名は使わざ
るをえない　343，アンケート特集・意外な原因によ
る皮膚病　予想外の原因による皮膚病　466，ヒアレ
インミニによる接触皮膚炎　681

根本　　仁……抗リン脂質抗体症候群　1071
根本　　圭……脂肪肉腫　273，持続陰圧吸引療法が著
効した難治性皮膚潰瘍　1185

根本　典子……外傷性刺青　413
根本　　治……アンケート特集・私と地域医療　在宅医
療でのケアマネージャーとの関わり　734

新出真理子……ガス壊疽―左臀部から下腿に至る症例
129

新山奈々子……妊娠性疱疹　943
新関　寛徳……新生児エリテマトーデス　538
二宮　聖耳……聖書1冊を与えられて　618
西　　隆久……ヒルドイドソフトの顔面への使用につい
ての疑問　766

西田　絵美……結節性ループスムチン沈着症　1291
錦織千佳子……妊娠中に合併したSweet病　923
西本勝太郎……質疑応答・グリセオフルビンの副作用に
肝障害は多いのか　109，長崎臨床皮膚科医会から［座
談会］ 1089

西村　正幸……アンケート特集・私と地域医療　医療制
度改革に翻弄される皮膚科地域医療　732

西岡　和恵……壊疽性膿皮症　141，たかが手湿疹，さ
れど手湿疹　642，皮膚Mycobacterium abscessus感染
症　1169

西山　茂夫……聞き慣れない病名　9，リュウキュウム
ラサキ　67，手足の色素異常　69，新春放談　編集
委員のぼやき　88，オキナワビロードセセリ　181，
臀部の皮膚病　183，ヒメジャノメ　317，ミヤマセ
セリ　453，開業医でこそ成しえた珠玉の研究　523，
ヒメアサギマダラ　599，コヒョウモン　715，タイ
ワンヒメシジミ　849，タイワンクロホシシジミ
969，深在性エリテマトーデス　1010，ウスキシロチ
ョウ　1081，下腿の潰瘍　1194，ムチン沈着症
1312，キマダラモドキ　1321，眼囲の皮膚病　1443，
クロボシセセリ　1453

西山　貴郁……アンケート特集・臍をめぐって　臍に関
してのあれこれ考察　858

日戸　平太……アンケート特集・臍をめぐって　表皮の
臍　859

野田　英貴……臀部慢性膿皮症―ステロイドの長期投
与中に重篤化した症例　133

N
N.H.……女医の「声」―初めての子育てと仕事　1248
永井　弥生……pedunculated lipofibroma 305，小児皮
膚筋炎　524，Wegener肉芽腫症　1059
永森　克志……後天性結節性裂毛症　431
長西　裕樹……塩酸ジブカインによる接触皮膚炎―難治
性潰瘍を生じた症例　1189
長坂　徹郎……reticular erythematous mucinosis―全
身性エリテマトーデスに伴った症例　1287
長瀬　彰夫……lupus erythematousus tumidus 1295
長島　弘明……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　合併症検索の重要性　1217

永田　佳子……pencil-core granuloma 61，Buerger病
1039
長谷　哲男……ガス壊疽―左臀部から下腿に至る症例

129，手術瘢痕部に生じた頭部血管肉腫　445
仲　　　弥……関節リウマチに伴う下腿潰瘍　1063
中川　秀己……Bazin硬結性紅斑　1051
中川真実子……別府血の池軟膏による含まれたモクター
ルによる接触皮膚炎　657
中川　幸延……ガス壊疽　1161
名嘉眞武国……solitary hidradenoma 309
仲本　嘉彦……乳房温存手術時に使用された止血剤サー
ジセルによる接触皮膚炎　665
中村　裕之……釧路皮膚科医会から［座談会］ 210
中村　雄彦……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　壊疽性膿皮症とBehçet病　1218
中村　敏明……congenital vein valve aplasiaに生じた下腿
潰瘍　1019
中村　好貴……IFN-β皮下注射による皮膚潰瘍　173
中村　悠美……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌

261，木村病　1423
中島　倫子……晩発性皮膚ポルフィリン症　23
中捨　克輝……ガス壊疽―左臀部から下腿に至る症例

129
中藤　奈美……妊娠腫瘍　963
中浦　　優……長崎臨床皮膚科医会から［座談会］ 1089
中山　秀夫……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ 「湿疹」という病名を少なく
する努力が必要　341，臍ピアスによる皮膚障害
797
中山樹一郎……2度の妊娠を契機に増悪した膿疱性乾癬

939
中澤　有里……別府血の池軟膏による含まれたモクター
ルによる接触皮膚炎　657
並川健二郎……術後放射線照射部位に生じた皮膚血管肉
腫　441

南光　弘子……Addison病　15，南米楽器ケーナによる
接触皮膚炎　673

楢原進一郎……livedo reticularis with summer ulceration
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野口　雅章……電撃性紫斑　1145
野村　房江……クロモミコーシス　137
野村　有子……神奈川県皮膚科医会―神皮の昨日，今
日，明日［座談会］ 741
乗杉　　理……間質性肺炎を合併した小児皮膚筋炎　579

O
小幡　宏子……私の「皮膚病診療」に関する一家言　103
小田　香織……低補体血症を呈した皮膚型結節性多発動
脈炎　1035
小川　文秀……免疫グロブリン大量静注療法が奏効した
小児皮膚筋炎　571
小川　陽一……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌

261，臍部腫瘤として発見された腹膜中皮腫　841，
診断に苦慮した皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter）
1031
荻野　篤彦……アンケート特集・私と地域医療　近くに
頼れる病院があって大助かり　727

荻野　倫子……アンケート特集・私と地域医療　皮膚科
医が行う訪問診療　728
荻原　護久……solid-cystic hidradenoma 297
小倉　治雄……和歌山県皮膚科医会から［座談会］ 971
小楠　浩二……Laugier-Hunziker-Baran症候群　55
大原　直樹……臀部慢性膿皮症―ステロイドの長期投
与中に重篤化した症例　133
大橋　次郎……前号「リバノール湿布の矛盾」に同感

992
大橋　則夫……尾骨部に生じた基底細胞癌　277，革サ
ンダルによる接触皮膚炎　685
大畑　千佳……mantle cell lymphoma―両側性に開眼
困難をきたした症例　1439
大井三恵子……補聴器による接触皮膚炎　677
大井　綱郎……clear cell syringoma―糖尿病に併発し
た症例　1419
大磯　直毅……グリチルレチン酸とアレルギー性接触皮
膚炎　717

大木麻理奈……補聴器による接触皮膚炎　677
太田　桂子……結節性多発動脈炎―ループスアンチコ
アグラント陽性例　1043
大友　幸二……皮膚Mycobacterium abscessus感染症

1169
大屋　周子……表在性脂肪腫性母斑　301
大山　　学……脛骨前粘液水腫―多房性ドーム状隆起
を示した症例　1299
岡　　恵子……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎
―私の対策　臀部―お恥ずかしい所―の湿疹・皮膚
炎　200，ウルシを含む身の回りの製品　増31

岡村理栄子……アンケート特集・私と地域医療　医師会
での活動は大切　726
沖永　剛志……表皮母斑様の皮疹を呈した小児皮膚筋炎

575
沖山　良子……coma blister 161，毛巣洞　177，疱疹
状膿痂疹　935

大熊　慶湖……bursal cyst 289
奥野　公成……chondrodermatitis nodularis chronica

antihelicis 433
大西　正純……SLEの合併が疑われた毛包性ムチン沈着
症　1283
尾野　大洋……尾骨部に生じた基底細胞癌　277
小野　友道……ひたすら大学勤務のみの狭い道　1234
大毛　宏喜……臀部慢性膿皮症―ステロイドの長期投
与中に重篤化した症例― 133
大川　　司……アンケート特集・私と地域医療　市，県，
日臨皮での学校保健活動　724
長田　　厚……脛骨前粘液水腫―外傷を契機に発症し
た症例　1303

尾作　　文……女医の「声」―開業医になるということ
764
太田　　孝……和歌山県皮膚科医会から［座談会］ 971
太田　知子……グリチルレチン酸とアレルギー性接触皮
膚炎　717
大滝　倫子……乳児の疥癬　847，アンケート特集・臍
をめぐって　臍と疥癬を巡って　853
大谷　稔男……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　高齢者の眼周囲に生じた小潰瘍　1213
音山　和宣……山形皮膚科勉強会から［座談会］ 345
大塚　　靖……線状強皮症―Blaschko線の走行に沿っ
た症例　591

大槻マミ太郎……霰粒腫―急速に増大する下眼瞼皮下
腫瘤を形成した症例　1407
小宅　慎一……手術瘢痕部に生じた頭部血管肉腫　445
尾山　修一……毛巣洞　177，線状強皮症―Blaschko
線の走行に沿った症例　591
小篠　純一……持続陰圧吸引療法が著効した難治性皮膚
潰瘍　1185
小澤　　明……炭酸ガスレーザー治療を受けた部位に発
生した基底細胞癌　437，乾癬　801
小澤　雅邦……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　意外な原因の皮膚病　458

P
朴　　紀央……壊死性筋膜炎　1165

S
斎田　俊明……色素病変―抗癌剤による症例　43，
いわゆる脊麻後紅斑　157，結節性多発動脈炎―ル
ープスアンチコアグラント陽性例　1043
斉木　　実……アンケート特集・私と地域医療　私と地
域医療―信州地方会　730

齋藤　昌孝……妊娠中に発症した再発性多軟骨炎　951
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齊藤　典充……外傷性刺青　413，妊娠性疱疹　943，
皮膚限局性ムチン沈着症　1271
齊藤　玲子……下腿に広範な潰瘍を形成したcalciphylax-

is 1181
斉藤　隆三……柑皮症　57，新春放談　編集委員のぼ
やき　88，初詣　105，胼　231，Bowen病　281，
春の風邪　361，意外性　377，顔面の f r i c t ion
melanosis 429，春の陽　505，「蕁麻疹・血管性浮
腫の治療ガイドライン」について　601，新緑　625，
若葉風　761，体部白癬　845，梅雨明け　879，伝
世古　897，炎天　989，夜食　1109，虫　1241，小
春日　1363，再び病理組織検査について　1387，年
惜しむ　1485
坂井　浩志……肥満によるうっ滞性下腿潰瘍　1027，
急性骨髄単球性白血病　1153，悪性黒色腫―先天
性色素性母斑に生じ，自然消褪傾向を示した症例
1435
酒井　　瞳……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑

931
境沢　香里……いわゆる脊麻後紅斑　157
坂本　忠秀……livedo reticularis with summer ulceration
―血中クリオグロブリンが検出された症例　1055

崎山　真幸……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑
931
桜庭　一子……Addison病　15
桜井　健晴……eccrine poroma 293
真田　弘美……シーティングの知識と褥瘡の予防につい
て［座談会］ 319，質疑応答：臀部角化性苔癬化皮膚
と褥瘡の関係について　1490
佐野　栄紀……表皮母斑様の皮疹を呈した小児皮膚筋炎

575
早乙女敦子……柑皮症　57，Bowen病　281
猿谷佳奈子……Bowen病　281
笹井　　収……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　意外な経過をとった帯状疱疹　463
佐々木絵里子……妊娠中に合併したSweet病　923
佐々木　豪……SLEの合併が疑われた毛包性ムチン沈着
症　1283

佐々木りか子……臀部の湿疹　367
佐々木嘉広……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　蜂窩織炎様の臨床像を呈した皮膚クリプトコッカ
ス症　464
佐瀬くらら……アンケート特集・“目から鱗”の話 “目
から鱗”とserendipity 1458

指田　　豊……ウルシ科植物の簡易鑑別法　増36，皮
膚炎をおこす植物とその活性成分　増43，図譜　皮
膚炎をおこす植物2007 増53

佐藤　伸一……免疫グロブリン大量静注療法が奏効した
小児皮膚筋炎　571
佐藤　英里……電撃性紫斑　1145

佐藤　英嗣……釧路皮膚科医会から［座談会］ 210
佐藤　浩信……第220回沖縄皮膚科勉強会から　コンピ
ュータネットワークによる離島支援　480

佐藤　勘治……SLEに合併した下腿潰瘍　1067
佐藤まどか……下腿潰瘍を伴ったSjogren症候群―先
天性プロテインS欠損症合併例と深部静脈血栓症合併
例　1075

佐藤　貴浩……ラノコナゾールにて感作が成立していた
と思われたルリコナゾール初回投与での接触皮膚炎
693，tissue eosinophiliaの新しい知見　784，妊娠に
伴った色素分界線条　959，Buerger病とChurg-
Strauss症候群の合併例　1023

佐藤　友隆……妊娠中に発症した再発性多軟骨炎　951
佐藤　俊宏……ブルトン型無γ-グロブリン血症に生じ
た壊疽性膿皮症　1177

澤田　昌樹……道路の側溝に落ち，横紋筋融解症を併発
したcoma blister 405

沢田　泰之……officeでみる下腿潰瘍　1203，硬化性粘
液水腫―筋膜側からの発症が示唆された症例
1307

澤本　　学……低補体血症を呈した皮膚型結節性多発動
脈炎　1035

清　　佳浩……脂漏性皮膚炎をめぐって［座談会］ 189
清島真理子……全身性エリテマトーデス―多種の抗リ
ン脂質抗体を検出した症例　543，有痛性皮膚潰瘍を
伴った原発性抗リン脂質抗体症候群　583

関根　万里……Sister Mary Joseph’s nodule―術後10
カ月後に卵巣癌を発見　837

瀬底　里美……質疑応答・耳垢のタイプと腋臭症　364
瀬戸口美保子……臍部の異所性子宮内膜症　821
瀬戸山　充……livedo reticularis with summer ulceration
―血中クリオグロブリンが検出された症例　1055

柴垣　直孝……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌
261，酢酸リュープロレリンによる肉芽腫　809，臍
部腫瘤として発見された腹膜中皮腫　841，診断に苦
慮した皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 1031，四肢
の紫斑，潰瘍で発症した多発性骨髄腫　1157，木村
病　1423

芝崎　智子……妊婦に生じたアナフィラクトイド紫斑
931

柴田　真一……道路の側溝に落ち，横紋筋融解症を併発
したcoma blister 405

柴田　智子……外霰粒腫　1403
渋谷　佳直……全身性エリテマトーデス―多種の抗リ
ン脂質抗体を検出した症例　543

新後閑幸江……ガス壊疽―左臀部から下腿に至る症例
129

島田　眞路……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌
261，酢酸リュープロレリンによる肉芽腫　809，臍
部腫瘤として発見された腹膜中皮腫　841，診断に苦
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慮した皮膚アレルギー性血管炎（Ruiter） 1031，四肢
の紫斑，潰瘍で発症した多発性骨髄腫　1157，木村
病　1423
島貫　美和……皮膚科診療におけるIT化の実態調査

473
島内　隆寿……PL顆粒中のメチレンジサリチル酸プロ
メタジンによる固定薬疹　51，adult T cell leukemia―
リウマチ様関節症状を伴った症例　1149
清水　秀樹……皮膚Mycobacterium abscessus感染症

1169
清水　　真……脂腺癌　1431
清水　忠道……光発癌と紫外線感受性遺伝子　246，間
質性肺炎を合併した小児皮膚筋炎　579
志村智恵子……coccygeal pad 313
塩穴　真一……ブルトン型無γ-グロブリン血症に生じ
た壊疽性膿皮症　1177
塩原　哲夫……慢性色素性紫斑―手掌，手関節に限局
して生じた症例　63，つけまつ毛用接着剤によるア
ナフィラキシー　397
調　　裕次……肥満によるうっ滞性下腿潰瘍　1027，
急性骨髄単球性白血病　1153，悪性黒色腫―先天
性色素性母斑に生じ，自然消褪傾向を示した症例
1435
白濱　茂穂……アンケート特集・難治だった潰瘍―私の
経験談　全身症状の強くない悪性関節リウマチに伴う
難治性皮膚潰瘍　1216
白井　　明……クロモミコーシス　137
白井　洋彦……肥満によるうっ滞性下腿潰瘍　1027，
急性骨髄単球性白血病　1153
白井　京美……深在性エリテマトーデスを伴った小児皮
膚筋炎　567，妊娠性疱疹　943
白岩　照男……一人旅　623
相馬　良直……rheumatoid neutrophilic dermatitis―多
彩な皮疹を生じた症例　149
園田　龍三……阪大OA会から［座談会］ 861
S生……質疑応答：“OMIM#…”について教えてください

509
末廣　敬祐……基底細胞癌　825
末木　博彦……糖尿病による皮膚の病態変化　384
杉原　重哲……臍部の異所性子宮内膜症　821
椙山　秀昭……臀部慢性膿皮症より生じた有刺細胞癌

261
隅田　幸男……餅は餅屋　229
鈴木　賢司……全身性エリテマトーデス―多種の抗リ
ン脂質抗体を検出した症例　543
鈴木　教之……遺伝性対側性色素異常症―ADAR1遺
伝子に新規変異（c.1798C→T）を認めた症例　31
鈴木　民夫……遺伝性対側性色素異常症―ADAR1遺
伝子に新規変異（c.1798C→T）を認めた症例　31
鈴木都史郎……いわゆる脊麻後紅斑　157

鈴木　利明……山形皮膚科勉強会から［座談会］ 345
鈴木　康之……Gianotti症候群―特異な臨床像を呈し
た症例　145

T
立花　隆夫……壊死性筋膜炎　1165
多田　有平……秋田県皮膚科談話会から［座談会］ 610
多島　新吾……結節性紅斑―マイコプラズマ感染症に
併発した症例　919，妊婦に生じたアナフィラクトイ
ド紫斑　931，ムチン沈着症　1258

高河　慎介……硬化性粘液水腫―筋膜側からの発症が
示唆された症例　1307
高原　正和……外霰粒腫　1403
高橋　和宏……SLEの合併が疑われた毛包性ムチン沈着
症　1283
高橋さなみ……女医の「声」―初心を忘れずに…　508
高橋　　聡……術後放射線照射部位に生じた皮膚血管肉
腫　441
高橋　祐史……表皮母斑様の皮疹を呈した小児皮膚筋炎

575
高旗　博昭……壊疽性膿皮症　141，皮膚Mycobacterium

abscessus感染症　1169
高畑ゆみ子……黒癬　39
高間　弘道……遺伝性対側性色素異常症―ADAR1遺
伝子に新規変異（c.1798C→T）を認めた症例　31
高森　建二……bursal cyst 289，電撃性紫斑　1145
高須　　博……神奈川県皮膚科医会　Let’s enjoy 専門医
試験［座談会］ 75，malignant proliferating trichilem-
mal tumor 265，外傷性刺青　413
高田　　実……結節性多発動脈炎―ループスアンチコ
アグラント陽性例　1043
高山　修身……ボディペインティングによる接触皮膚炎

705
武林　亮子……つけまつ毛用接着剤によるアナフィラキ
シー　397
竹上與志昌……間質性肺炎を合併した小児皮膚筋炎

579
竹原　和彦……microscopic polyangiitis―脳出血を生
じた症例　1047

竹原　友貴……妊娠に伴った色素分界線条　959
竹村　典子……eccrine poroma 293
竹中　秀也……難治性皮膚潰瘍―病態解明と新たな治
療戦略　253

武沼　永治……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎―
―私の対策　乳幼児と老人　201
竹内　吉男……solid-cystic hidradenoma 297
竹崎伸一郎……限局性銀皮症　19
瀧川　雅浩……晩発性皮膚ポルフィリン症　23
瀧田　祐子……脂肪肉腫　273
滝脇　弘嗣……アンケート特集・溜まっている症例　溜



― 22 ―

まった誤診例　1338
玉田　伸二……アンケート特集・溜まっている症例　ア
クリル化合物添加ヒアルロン酸注射による異物肉芽腫
1340
玉置　昭治……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？　湿疹の3主徴　339
田村　敦志……Wegener肉芽腫症　1059
田村多繪子……子どもの白癬について―決してまれで
はありません　1351
田村　康博……Addison病　15
田辺恵美子……女医の「声」―なんとかならないの？

108
田辺みどり……lupus erythematousus tumidus 1295
田辺製薬株式会社……タリオン®錠，タリオン®OD錠

980
田辺　俊英……深在性エリテマトーデスを伴った小児皮
膚筋炎　567
田辺　智明……いわゆる脊麻後紅斑　157
田中　　厚……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　掌蹠膿疱症の急性増悪の原因として肥厚性硬膜炎
の関与が疑われた例など　465，抗リン脂質抗体症候
群　1071

田中　京子……Cronkhite-Canada症候群　27
田中　　信……ふたたび，爪白癬を内服しないで治療す
る方法―今度はボンルリ療法です　235

田中　真里……疱疹状膿痂疹　935
田中　　勝……日常診療のバージョンアップ　10，Cronkhite-

Canada症候群　27，下腿に広範な潰瘍を形成した
calciphylaxis 1181，アンケート特集・“目から鱗”の
話　イベルメクチンは食後投与が良い　1459
田中　智子……ラノコナゾールにて感作が成立していた
と思われたルリコナゾール初回投与での接触皮膚炎
693
田中　俊宏……pencil-core granuloma 61，eccrine

poroma 293，Buerger病　1039
種井　良二……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎
―私の対策　高齢者の臀部の湿疹・皮膚炎　202，
高齢者のアトピー性皮膚炎とその周辺疾患　1136
種瀬　朋美……硬化性粘液水腫―筋膜側からの発症が
示唆された症例　1307
谷藤　順士……釧路皮膚科医会から［座談会］ 210
谷口　芳記……アンケート特集・溜まっている症例　カ
ルシウムが溜まっている例　1339
谷口　裕子……乳児の疥癬　847
田沼　弘之……質疑応答・グリセオフルビンの副作用に
肝障害は多いのか　109
樽谷　勝仁……表皮母斑様の皮疹を呈した小児皮膚筋炎

575
太和田知里……subcutaneous dermoid cyst 1411
寺木　祐一……菌状息肉症も疑われていた10年来続いた

歯科金属アレルギー　697，関節リウマチに伴う下腿
潰瘍　1063，固定薬疹からみた薬疹の治療戦略
1128

寺本　輝代……女医の「声」―私のこの一年（2006年）
364

寺本由紀子……脂肪肉腫　273，多発性筋炎――出産後，
両上肢に著明な腫脹をきたした症例　947

寺尾　美香……急性骨髄単球性白血病　1153，肥満に
よるうっ滞性下腿潰瘍　1027

寺内　雅美……血栓予防用フットポンプによる皮膚障害
417

照井　　正……臍ポリープ　813，好酸球をめぐる皮膚
科の話題　1394

照屋　美貴……第220回沖縄皮膚科勉強会から　顔面丹
毒の1例　493

手塚　　正……汲めども尽きぬ皮膚の魅力の虜になって
1102

東郷　香奈……臍ポリープ　813
徳久　弓恵……黒癬　39
徳永　千春……lupus erythematousus tumidus 1295
戸倉　新樹……PL顆粒中のメチレンジサリチル酸プロ
メタジンによる固定薬疹　51，円形脱毛症患者にみ
られた出産および流産後の全頭脱毛への悪化　955，
adult T cell leukemia―リウマチ様関節症状を伴った症
例　1149

富井　直子……女医の「声」―学校専門相談医の初仕事
1489

富村　沙織……免疫グロブリン大量静注療法が奏効した
小児皮膚筋炎　571

富永　康仁……表皮母斑様の皮疹を呈した小児皮膚筋炎
575

富田　　靖……遺伝性対側性色素異常症―ADAR1遺
伝子に新規変異（c.1798C→T）を認めた症例　31，道
路の側溝に落ち，横紋筋融解症を併発したcoma blis-
ter 405，reticular erythematous mucinosis―全身
性エリテマトーデスに伴った症例　1287

鳥居薬品株式会社……ゼフナート®外用液2％　1232
鳥山　　史……アンケート特集・臍をめぐって　巨大臍
ヘルニアの破裂を乗り越えて　857，長崎臨床皮膚科
医会から［座談会］ 1089

豊澤　聖子……心w液貯留を呈した小児強皮症　587
坪井　良治……腸性肢端皮膚炎―低亜鉛母乳による症
例　153，手術瘢痕部に生じた頭部血管肉腫　445，
clear cell syringoma―糖尿病に併発した症例　1419

坪内利江子……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎
―私の対策　臀部の湿疹・皮膚炎に思うこと
205，アンケート特集・「湿疹」という診断名を日常診
療で使いますか？　電子カルテと湿疹病名　340

津田　眞五……アンケート特集・臍をめぐって　臍の皮
膚病　856
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辻　　　香……ガス壊疽―左臀部から下腿に至る症例
129
辻村　隆介……産褥1日目に発症した表在性血栓性静脈
炎　967
塚原　哲哉……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎
―私の対策　おしりもいろいろ　人生もいろいろ
204
塚本　克彦……脛骨前粘液水腫―外傷を契機に発症し
た症例　1303，アンケート特集・溜まっている症例
溜まっている症例（壊死性筋膜炎）は皮膚科の出番
1342
角田　孝彦……山形皮膚科勉強会から［座談会］ 345，

chondrodermatitis nodularis chronica antihelicis 433，
アンケート特集・“目から鱗”の話 「目から鱗が落ち
たこと」などを振り返って　1460，指ブロックにエピ
ネフミン入りキシロカインは禁忌ではない？！
1491
津山　昌嗣……菌状息肉症も疑われていた10年来続いた
歯科金属アレルギー　697

U
内平　美穂……IFN-β皮下注射による皮膚潰瘍　173
内宮　礼嗣……トイレに長期間座っていたために生じた
褥瘡　449
鵜殿　雅子……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎
―私の対策　オシリ―まずみせてもらうことから
199
上田　厚登……solitary angiokeratoma 309
上田　暢彦……coccygeal pad 313
上田由紀子……皮膚病診療を通して拡がる世界　1239
上原絵里子……アンケート特集・意外な原因による皮膚
病　脂肪融解注射後のアレルギー性皮膚炎の1例
457，第220回沖縄皮膚科勉強会から　川崎病にマイ
コプラズマ感染症を合併した1例　485
植西　敏浩……pencil-core granuloma 61，eccrine

poroma 293，Buerger病　1039
上里　　博……尋常性白斑を合併した小児のSjögren症
候群　551
宇原　　久……色素病変―抗癌剤による症例　43
梅林　芳弘……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ 「答：使います」の理由
332
梅垣　知子……congenital vein valve aplasiaに生じた下腿
潰瘍　1019
梅澤　慶紀……炭酸ガスレーザー治療を受けた部位に発
生した基底細胞癌　437，乾癬　801
占部　和敬……神経線維腫瘤V型に続発した悪性神経鞘
腫　269
浦野　聖子……linear IgA bullous dermatosis（小児例）

805

漆畑　　修……柑皮症　57，Bowen病　281，顔面の
friction melanosis 429，体部白癬　845
宇佐美奈央……柑皮症　57，Bowen病　281
牛島　信雄……長崎臨床皮膚科医会から［座談会］

1089
臼田　奏子……脂腺癌　1431
宇宿　一成……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎―
私の対策　肛囲溶連菌性皮膚炎　198

W
和田　眞理……和歌山県皮膚科医会から［座談会］ 971
和田　　隆……坐骨部褥瘡の取り扱い　124
若松加奈恵……clear cell syringoma―糖尿病に併発し
た症例　1419

若松　慶太……結節性紅斑―マイコプラズマ感染症に
併発した症例　919
若旅　功二……霰粒腫―急速に増大する下眼瞼皮下腫
瘤を形成した症例　1407
鷲崎久美子……ラウリン酸ポリグリセリルによるアレル
ギー性接触皮膚炎　701
渡部　秀憲……rheumatoid neutrophilic dermatitis―多
彩な皮疹を生じた症例　149
渡辺裕美子……alopecia mucinosa 1279

Y
矢田　義幸……lupus erythematousus tumidus 1295
矢上　晶子……別府血の池軟膏による含まれたモクター
ルによる接触皮膚炎　657
屋宜　宣武……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎
―私の対策　湿疹・皮膚炎治療の悩み　207，第
220回沖縄皮膚科勉強会から　顔面潮紅の1例　484
矢口　　厚……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎
―私の対策　日常の診療で思うこと　208

箭原　弘典……Vol.28,No11訂正　112，Buerger病と
Churg-Strauss症候群の合併例　1023

矢島　智子……mantle cell lymphoma―両側性に開眼
困難をきたした症例　1439
山田　秀和……アンケート特集・「湿疹」という診断名を
日常診療で使いますか？ “湿疹”病名はなくならない
343，低補体血症を呈した皮膚型結節性多発動脈炎
1035
山田　裕道……alopecia mucinosa 1279
山田　典夫……泥濘を歩き続けて50年　498
山田　理子……acral persistent papular mucinosis 1275
山田　朋子……霰粒腫―急速に増大する下眼瞼皮下腫
瘤を形成した症例　1407
山田　陽子……adult T cell leukemia―リウマチ様関節症
状を伴った症例　1149
山田　陽三……妊娠中に合併したSweet病　923
山口　　潤……アンケート特集・臀部の湿疹・皮膚炎―私



の対策　寝たきり老人のおむつかぶれ～臀裂部に亀裂
をみつけたら～　208
山口　道也……皮膚Mycobacterium abscessus感染症

1169
山口　裕史……難治性趾端・指端潰瘍の治療法の展望

650，congenital vein valve aplasiaに生じた下腿潰瘍
1019
山口　全一……ウニ棘刺症―肉芽腫性結節を伴った海
外受傷例　59
山川　有子……女医の「声」―女医が働く環境整備を願
う　628

山本　明史……術後放射線照射部位に生じた皮膚血管肉
腫　441
山本　一哉……写真で見ていただく道中記　224
山本　道子……血栓予防用フットポンプによる皮膚障害

417
山本　志織……ガス壊疽　1161
山本　雄一……尋常性白斑を合併した小児のSjögren症
候群　551
山中　正義……Wegener肉芽腫症　1059
山西　清文……ヒアレインミニによる接触皮膚炎　681
山下　研弥……脂肪肉腫　273
山崎　　究……慢性色素性紫斑―手掌，手関節に限局
して生じた症例　63
山y 正視……clear cell syringoma―糖尿病に併発し
た症例　1419
山y 直也……術後放射線照射部位に生じた皮膚血管肉
腫　441
柳原　　誠……アンケート特集・溜まっている症例　ア
ミロイドーシス　1349
柳澤　一明……アンケート特集・私と地域医療　私が辿
った地域医療　738
柳下　晃一……低補体血症を呈した皮膚型結節性多発動
脈炎　1035
矢野　　武……皮膚科医と産業保健　359
矢野登志恵……表皮母斑様の皮疹を呈した小児皮膚筋炎

575
安田万理子……Bazin硬結性紅斑　1051
安田　正人……Wegener肉芽腫症　1059
安田　聖人……polypoid BCC 1427
安井　耕三……小児皮膚筋炎　563
康井　真帆……皮膚石灰沈着症―皮膚筋炎に伴う症例

169
安木　良博……陥入爪の考え方と取り扱い［座談会］ 1323
安元慎一郎……solitary hidradenoma 309，特異な外用
習慣を背景として発症した線状皮膚萎縮症　425，顔面
に環状紅斑を生じた小児のsubclinical Sjögren syndrome
555

矢崎　暁輝……ラウリン酸ポリグリセリルによるアレル
ギー性接触皮膚炎　701

Y子……質疑応答・グリセオフルビンの副作用に肝障害
は多いのか　109

横倉　英人……霰粒腫―急速に増大する下眼瞼皮下腫
瘤を形成した症例　1407

横田　　綾……巨大粉瘤　285
横関　博雄……coccygeal pad 313，ラノコナゾールに
て感作が成立していたと思われたルリコナゾール初回
投与での接触皮膚炎　693，妊娠に伴った色素分界線
条　959，Buerger病とChurg-Strauss症候群の合併例
1023

米元　康蔵……アンケート特集・“目から鱗”の話 「目
から鱗が落ちる経験」って…　1465

米山　　啓……基底細胞癌　825
米澤　理雄……壊死性筋膜炎　1165
吉田　和恵……minocycline-induced cutaneous hyperpig-

mentation 47
吉田まり子……顔面に環状紅斑を生じた小児のsubclini-

cal Sjögren syndrome 555
吉田　理恵……BCG膀胱内注入療法による陰茎の皮膚結
核　393

吉田さやか……新生児エリテマトーデス　538
吉田　哲也……脛骨前粘液水腫―多房性ドーム状隆起
を示した症例　1299

吉川　邦彦……皮膚科へ進んで良かった　982
吉川　義顕……壊死性筋膜炎　1165
吉益　　隆……心w液貯留を呈した小児強皮症　587
吉見　真弓……Addison病　15
吉村　知哲……全身性エリテマトーデス―多種の抗リ
ン脂質抗体を検出した症例　543，有痛性皮膚潰瘍を
伴った原発性抗リン脂質抗体症候群　583

吉澤　奈穂……Cronkhite-Canada症候群　27
湯川　まみ……Buerger病とChurg-Strauss症候群の合併
例　1023
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件　　名　　索　　引

A
アビエチン酸 ……………………………………………657
acral persistent papular mucinosis……………………1275
ADAR1遺伝子 ……………………………………………31
Addison病 …………………………………………………15
adult T cell leukemia …………………………………1149
悪性黒色腫 ………………………………61，833，1435
悪性末梢神経鞘腫瘍（MPNST） ………………………269
悪性神経鞘腫 ……………………………………………269
悪性増殖性外毛根鞘腫 …………………………………265
アルコール ………………………………………………23
アルデヒド類 ……………………………………………669
アルドラーゼ ……………………………………………563
アルカリ熱傷 ……………………………………………409
アレルゲン ……………………………………………1136
アレルギー性接触皮膚炎 ………………677，701，717
alopecia mucinosa（benign）……………………………1279
アナフィラクトイド紫斑 ………………………………931
アナフィラキシー ………………………………………397
アスベスト ………………………………………………841
足病変 ……………………………………………………790
ASO ……………………………………………………1083
アテローム ………………………………………………285
ATL ……………………………………………………1149
アトピー性皮膚炎………………425，709，1004，1136
アザチオプリン …………………………………………579

B
晩発性皮膚ポルフィリン症 ……………………………23
Basedow病 ……………………………………1299，1303
Bazin硬結性紅斑 ………………………………………1051
BCC ……………………………………………………1427
BCG ………………………………………………………393
ベンゾジアゼピン薬剤 …………………………………161
美容液 ……………………………………………………701
Blaschko線 ………………………………………………591
Blau症候群 ………………………………………………559
ボディペインティング …………………………………705
膀胱癌 ……………………………………………………393
Bowen病 …………………………………………281，829
Bowen様丘疹症 …………………………………………829
ブルトン型無γ-グロブリン血症 ……………………1177
Buerger病 ……………………………………1023，1039
ブフェキサマク …………………………………………661

分節型神経線維腫症（NF5）……………………………269
bursal cyst ………………………………………………289

C
calciphylaxis ……………………………………………1181
カシューナッツシェルオイル ………………………増31
センチネルリンパ節 ……………………………………833
地域医療 …………………………………………………721
クロラムフェニコール …………………………………661
重複感染 ………………………………………………1165
腸管ポリポーシス ………………………………………27
chondrodermatitis ………………………………………433
chondrodermatitis nodularis chronica antihelicis ……433
腸性肢端皮膚炎 …………………………………………153
クロモミコーシス ………………………………………137
中毒性表皮壊死症 ……………………………………1128
中皮腫 ……………………………………………………841
Churg-Strauss症候群 …………………………………1023
シクロスポリン …………………………………………141
clear cell hidradenoma …………………………………297
clear cell syringoma……………………………………1419
clostridium ……………………………………………1161
クロストリジウム ………………………………………129
coccygeal pad ……………………………………………313
coma blister ………………………………………161，405
congenital vein valve aplasiani ………………………1019
Cronikhite-Canada症候群 ………………………………27
クリオグロブリン血症 ………………………………1055
cyclooxygenase-2（COX-2）………………………………378
超音波診断 ………………………………………………967

D
大動脈炎症候群 ………………………………………1173
脱感作療法 ……………………………………………1128
脱毛…………………………………………………27，153
デブリドマン……………………………………124，1165
臀部慢性膿皮症 …………………………………133，261
電気メス …………………………………………………157
伝染性軟属腫 ……………………………………………10
ダーモスコープ …………………………………………847
ダーモスコピー……………………………………43，309
discrete papular lichen myxedematosus ……………1275
ジチオラン骨格 …………………………………………693
DLST ………………………………………………………51
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ドセタキセル ……………………………………………265
動注療法 …………………………………………………445
動脈性潰瘍 ……………………………………………1203
動静脈瘻 ………………………………………………1203
drug hypersensitivity ……………………………………912
DSRAD遺伝子 ……………………………………………31
DVT ……………………………………………………1019
dystrophic carcinosis cutis………………………………169

E
イアモールド ……………………………………………677
EBウイルス………………………………………………145
eccrine poroma …………………………………………293
栄養障害性石灰沈着症 …………………………………169
円形脱毛症 ………………………………………………955
鉛筆の芯 …………………………………………………61
塩酸ミノサイクリン ……………………………………47
塩酸ジブカイン ………………………………………1189
炎症性粉瘤くり抜き術 …………………………………10
ε-アミノカプロン酸……………………………………681
壊死性血管炎 …………………………………1043，1157
壊死性筋膜炎 …………………………………………1165
壊疽 ………………………………………………………790
壊疽性膿皮症 …………………………141，1173，1177

F
fiddler’s neck ……………………………………………421
fixed food eruption………………………………………401
flagellate erythema………………………………………575
flame figure ……………………………………………1394
follicular hybrid cyst……………………………………1415
follicular mucinosis ……………………………………1279
Fonsecaea pedrosoi ………………………………………137
フットケア ……………………………………………1323
フットマッサージ師 ……………………………………389
friction melanosis ………………………………………429
副腎腫大 …………………………………………………15
腹壁瘢痕ヘルニア ………………………………………825
腹壁内卵黄腸管w腫 ……………………………………817
粉瘤 ………………………………………………………285

G
外傷性刺青…………………………………………19，413
ガンガゼ棘刺症 …………………………………………59
眼囲，皮膚病 …………………………………………1443
眼瞼 ……………………………………………………1435
眼瞼部 …………………………………………………1423
γ-グロブリン大量静注療法……………………………571
ガス壊疽…………………………………………129，1161
限局性銀皮症 ……………………………………………19

限局性強皮症 ……………………………………………595
原発性副腎機能低下症 …………………………………15
原発性抗リン脂質抗体症候群 …………………………583
Gianotti症候群 …………………………………………145
擬似セラミド …………………………………………1004
銀皮症，限局性 …………………………………………19
銀細工師 …………………………………………………19
グリケーション …………………………………………384
グリチルレチン酸 ………………………………………717
グリチルリチン酸 ………………………………………717

H
肺梗塞 ……………………………………………………583
白癬 ………………………………………………………389
白癬，子ども …………………………………………1351
汎発性 ……………………………………………………169
HAS ……………………………………………………1258
閉塞性動脈硬化症 ……………………………1185，1203
胼胝様皮疹 ………………………………………………313
偏光顕微鏡 ………………………………………………61
ヘナ ………………………………………………………705
臍ピアス …………………………………………………797
臍ポリープ ………………………………………………813
非クロストリジウム ……………………………………129
皮膚異物沈着症 …………………………………………35
皮膚ムチン沈着症 ……………………………………1275
皮膚アレルギー性血管炎 ……………………………1031
皮膚型結節性多発動脈炎 ……………………………1035
皮膚限局性ムチン沈着症 ……………………………1271
皮膚白血球破砕性血管炎 ……………………………1031
皮膚萎縮 …………………………………………………165
皮膚潰瘍 ………173，417，1039，1047，1063，1067
――，難治性 …………………………………………253
皮膚感染症 ……………………………………………1169
皮膚結核，陰茎 …………………………………………393
皮膚血管炎 ………………………………………………776
皮膚血管肉腫 ……………………………………………441
皮膚結節 ………………………………………………1153
皮膚筋炎 …………………………………169，567，1264
皮膚硬化 ………………………………………………1307
皮膚石灰沈着症 …………………………………………169
皮膚浸潤 ………………………………………………1153
皮膚転移 …………………………………………………837
皮膚筋炎 …………………………………………………567
非観血的治療 ……………………………………………281
光発癌 ……………………………………………………246
皮下腫瘤 …………………………………………………289
ひきこもり ………………………………………………449
非ステロイド治療 ………………………………………805
日和見感染 ……………………………………………1169
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補聴器 ……………………………………………………677
Hortaea werneckii …………………………………………39
放射線治療 ………………………………………………265
放射線療法 ………………………………………………445
疱疹状膿痂疹 ……………………………………………935
放射線照射 ………………………………………………441
保存的治療 ………………………………………………124
HTLV-I関連関節症 ……………………………………1149
Huntington舞踏病 ………………………………………405
ヒアルロン酸 …………………………………………1258
表皮ターンオーバー ……………………………………384
表皮バリア ……………………………………………1004
表皮母斑 …………………………………………………575
表皮w腫…………………………………………285，1415
表在性脂肪腫性母斑 ……………………………………301
表在性血栓性静脈炎 ……………………………………967

I
異物沈着 …………………………………………………35
一次刺激性接触皮膚炎 …………………………………709
遺伝子組み換え型インターフェロンβ ………………173
遺伝性対側性色素異常症 ………………………………31
遺伝子解析 ………………………………………………898
IFN-β皮下注射 …………………………………………173
IgE………………………………………………………1136
イクラ ……………………………………………………401
IL-10 ……………………………………………………1128
ileus ……………………………………………………1161
陰茎 ………………………………………………………393
intravenous immunoglobulin（IVIG）…………………1177
刺青，外傷性 ……………………………………………19
IT化 ………………………………………………………473

J
若年発症サルコイドーシス ……………………………559
若年性関節リウマチ（JRA）……………………………559
耳介 ………………………………………………………433
尋常性白斑 ………………………………………………551
蕁麻疹・血管性浮腫の治療ガイドライン ……………601
尋常性乾癬等角化症治療剤 …………………………1100
実態調査 …………………………………………………473
持続陰圧吸引療法 ……………………………………1185
褥瘡 ………………………………………124，319，449
静脈血栓症予防 …………………………………………417
静脈弁 …………………………………………………1019
女性皮膚科学 …………………………………………1388
女性ホルモン ……………………………………………919
女性医療 ………………………………………………1388
静脈瘤 …………………………………………………1203
常染色体優性遺伝 ………………………………………31

重症薬疹 …………………………………………………912

K
花粉症 ……………………………………………………397
開眼困難 ………………………………………………1439
界面活性剤 ………………………………………………701
疥癬 ………………………………………………………847
疥癬トンネル ……………………………………………847
潰瘍,  難治………………………………………………1212
海洋生物 …………………………………………………59
潰瘍性大腸炎 ……………………………………………923
角層セラミド …………………………………………1004
カメムシ皮膚炎 …………………………………………669
過粘稠度症候群 ………………………………………1157
環状紅斑 …………………………………538，555，951
感受性 ……………………………………………………246
汗管腫 …………………………………………………1419
陥入爪 …………………………………………………1323
陥入爪テーピング法 ……………………………………10
化膿性汗腺炎 ……………………………………………133
柑皮症 ……………………………………………………57
乾癬 ………………………………………………………801
関節リウマチ……………………………………149，1063
関節症状 …………………………………………………563
間質性肺炎 ………………………………………………579
間質性好酸球 …………………………………………1394
甘草 ………………………………………………………717
下腿潰瘍 ……583，1035，1043，1071，1075，1149，

1153，1194，1203
滑液包 ……………………………………………………289
革サンダル ………………………………………………685
鶏眼くり抜き術 …………………………………………10
脛骨前粘液水腫 ………………………………1299，1303
結核性 ……………………………………………………15
結核疹 …………………………………………………1051
血管病変 ………………………………………………1010
血管炎 …………………………………………1047，1063
血管肉腫 …………………………………………………441
――，頭部 ……………………………………………445
血管再生 …………………………………………………253
ケーナ ……………………………………………………673
剣創状強皮症 ……………………………………………595
結節性多発動脈炎 ……………………………………1043
血栓 ……………………………………………………1145
血栓予防用フットポンプ ………………………………417
結節性ループスムチン沈着症 ………………………1291
化粧品 ……………………………………………………701
結節性紅斑 ………………………………………………919
木村病 …………………………………………………1423
筋原酵素上昇 …………………………………………1307
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金属アレルギー …………………………………………797
菌状息肉症 ………………………………………………697
基底細胞癌 ………………………………………437，825
――，尾骨部 …………………………………………277
黒癬 ………………………………………………………39
固定食物疹 ………………………………………………401
固定薬疹 …………………………………………51，1128
骨髄細胞 …………………………………………………650
高圧酸素療法 …………………………………………1161
抗BP180抗体 ……………………………………………943
抗カルジオリピンIgA抗体 ……………………………543
好中球 ……………………………………………………149
後大腿皮弁 ………………………………………………124
高γ-グロブリン血症 …………………………………1157
抗癌剤 ……………………………………………………43
膠原病 …………………………………………………1264
抗原決定基 ………………………………………………693
硬化性粘液水腫 ………………………………………1307
高気圧酸素療法 …………………………………………129
口腔アレルギー症候群 …………………………………増4
抗ホスファチジルセリン依存性プロトロンビン抗体……583
抗La/SSB抗体……………………………………………538
高齢者 …………………………………………………1136
抗リン脂質抗体症候群 ………………543，1067，1071
抗Ro/SSA抗体 …………………………………………538
交叉反応……………………………………………51，689
好酸球……………………………………………784，1394
好酸球増多 ……………………………………………1023
好酸球性海綿状態 ……………………………………1394
好酸球性血管炎 ………………………………………1394
光線過敏症 ………………………………………………23
後天性結節性裂毛症 ……………………………………431
果物アレルギー …………………………………………397
クサギカメムシ …………………………………………669
空気圧式マッサージ器 …………………………………417
巨大粉瘤 …………………………………………………285
強皮症関連病態 ………………………………………1264
急性骨髄単球性白血病 ………………………………1153
休止期脱毛 ………………………………………………955

L
ラノコナゾール …………………………………………693
ラテックス ………………………………………………397
Laugier-Hunziker-Baran症候群 …………………………55
ラウリン酸ポリグリセリル ……………………………701
LE profundus多発例 ……………………………………547
linear IgA bullous dermatosis …………………………805
lipoatrophy ………………………………………………165
lipodermatosclerosis …………………………………1027
livedo reticularis with summer ulceration……………1055

localized idiopathic lipoatrophy…………………………165
localized involutional lipoatrophy ………………………165
lower leg ulcer …………………………………………1149
ルリコナゾール …………………………………………693
ループス腎炎 ……………………………………………543
ループスアンチコアグラント ………………………1043
lupus erythematosus tumidus…………………………1295
lupus panniculitis ………………………………………1010
リンパ腫 ………………………………………………1149
リンパ管再生 ……………………………………………253

M
マクロライド ……………………………………………805
マクロファージ …………………………………………253
マキロン ………………………………………………1189
巻き爪 …………………………………………………1323
malignant proliferating trichilemmal tumor……………265
慢性腎不全 ……………………………………………1181
慢性膿皮症，臀部 ………………………………133，261
慢性刺激 …………………………………………………421
慢性色素性紫斑 …………………………………………63
mantle cell lymphoma …………………………………1439
摩擦黒皮症 ………………………………………………429
マイボーム腺癌 ………………………………………1407
メラノーマ ………………………………………………898
免疫グロブリン大量静注療法 …………………………571
免疫不全者 ……………………………………………1169
免疫抑制剤 ………………………………………………277
methyl methacrylate（MMA）……………………………677
メチレンジサリチル酸プロメタジン …………………51
マイクロキメリズム ……………………………………927
microscopic polyangiitis ………………………………1047
minocycline-induced cutaneous hyperpigmentation……47
みずむし ………………………………………………1351
モクタール ………………………………………………657
モノクローナル抗体 ……………………………………898
morphea …………………………………………………595
毛包性ムチン沈着症 …………………………1279，1283
毛細血管拡張性肉芽腫 …………………………………963
毛巣洞 ……………………………………………………177
MPA ……………………………………………………1047
MRSA……………………………………………………1165
ムチン …………………………………………1283，1291
ムチン沈着症…………………………1258，1287，1312
ムチン沈着 …………………1271，1295，1299，1307
脈管肉腫 …………………………………………………441
Mycobacterium abscessus ………………………………1169
マイコプラズマ感染症 …………………………………919
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N
内服抗真菌薬 ……………………………………………531
内臓悪性腫瘍 ……………………………………………281
難治性皮膚潰瘍 ………………………253，1059，1185
難治性潰瘍 ……………………………………………1189
難治性趾端・指端潰瘍 …………………………………650
ネオーラル ………………………………………………141
熱傷 ………………………………………………………904
熱傷瘢痕 …………………………………………………445
nevus lipomatosus cutaneous superficialis ……………305
肉芽腫………………………………………………59，809
妊娠性疱疹 ………………………………………………943
妊娠腫瘍 …………………………………………………963
脳病変 ……………………………………………………595
膿疱性乾癬 ………………………………………………939
脳出血 …………………………………………………1047
ナイロンタオル …………………………………………429
乳房温存手術 ……………………………………………665

O
音楽家 ……………………………………………………421
オニヒトデ ………………………………………………59
温熱便座 …………………………………………………449
横紋筋融解症 ……………………………………………405

P
PAD ……………………………………………………1083
paint brush fracture ……………………………………431
parallel ridge pattern………………………………………43
パッチテスト ……………685，689，増4，増14，増24
pedunculated lipofibroma ………………………………305
pencil-core granuloma ……………………………………61
ペルーバルサム …………………………………………657
フェノチアジン系向精神薬 ……………………………161
ホスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体……543
photodynamic therapy（PDT）…………………………378
ピアス肉芽腫 ……………………………………………797
polymethyl methacrylate（PMMA）……………………677
polymorphic eruption of pregnancy ……………………927
polypoid BCC …………………………………………1427
poroid hidradenoma ……………………………………297
プレドニゾロン …………………………………………943
プロメタジン ……………………………………………51
プロポリス ………………………………………………689
プロテインS……………………………………………1145
プロテオグリカン ……………………………………1258
protoporphyrin ⅠⅩ（PpⅠⅩ）…………………………378
pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy …927
psychodermatology ……………………………………1388
PUPPP……………………………………………………927

Q
Qスイッチルビーレーザー ……………………………413

R
卵黄腸管遺残 ……………………………………813，817
卵巣癌 ……………………………………………………837
レーザー治療 ……………………………………………437
regulatory T cell …………………………………………912
連鎖説 ……………………………………………………253
reticular erythematous mucinosis ……………………1287
rheumatoid neutrophilic dermatitis ……………………149
リウマトイド因子 ………………………………………149
Rhus Toxicodendron ……………………………………増36
リン・カルシウム代謝 ………………………………1181
臨床的特徴 ……………………………………………1136
ロジン ……………………………………………………657
瘻孔 ………………………………………………………177
類上皮細胞肉芽腫 ……………………………………1051
Ruiter……………………………………………………1031

S
臍部腫瘤 …………………………………………………813
臍部腫瘍 …………………………………………837，841
再発性多軟骨炎 …………………………………………951
再生医療 …………………………………………650，904
酢酸リュープロレリン …………………………………809
サリチル酸絆創膏 ………………………………………10
産褥期 ……………………………………………………967
酸化セルロース …………………………………………665
霰粒腫…………………………………1403，1407，1431
酸性ムコ多糖 …………………………………………1258
scleroderma en coup de sabre …………………………595
シーティング ……………………………………………319
制御性CD4＋T細胞 ……………………………………1128
製品化学分析 ……………………………………………685
成人皮膚筋炎 ……………………………………………169
成人T細胞性白血病……………………………………1149
生毛部白癬 ………………………………………………389
性差医療 ………………………………………………1388
脊麻後紅斑 ………………………………………………157
石灰化上皮腫 …………………………………………1415
セミパルス療法 …………………………………………935
線状皮膚萎縮症 …………………………………………425
線状強皮症 ………………………………………………591
先天性色素性母斑 ……………………………………1435
先天性心ブロック ………………………………………538
先天性プロテインS欠損症……………………………1075
sepsis……………………………………………………1161
接触アレルギー …………………………………642，661
接触皮膚炎…665，673，681，689，693，705，1189，
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増4，増31
――，点耳薬 …………………………………………661
脂肪萎縮 …………………………………………………165
脂肪肉腫 …………………………………………………273
脂肪織炎…………………………………………567，1067
紫外線感受性遺伝子 ……………………………………246
紫斑 ……………………………………………1039，1145
歯科金属アレルギー ……………………………………697
止血剤サージセル ………………………………………665
色素分界線条 ……………………………………………959
色素病変 …………………………………………………43
色素沈着………………………………………43，47，959
――，全身 ……………………………………………15
色素斑 ……………………………………………………55
色素異常，遺伝性対側性 ………………………………31
色素異常，手足 …………………………………………69
歯根管治療 ………………………………………………409
子宮内膜症 ………………………………………………821
紫斑病性腎炎 ……………………………………………931
深部静脈血栓症 ………………………………………1075
心合併症 ………………………………………………1083
神経線維腫瘤V型 ………………………………………269
真菌検査 ………………………………………………1351
心w液貯蓄 ………………………………………………587
新生児エリテマトーデス ………………………………538
深在性エリテマトーデス ………………547，567，1010
脂漏性皮膚炎 ……………………………………………189
脂腺癌 …………………………………………………1431
湿疹・皮膚炎 ……………………………………………198
植物エキス ……………………………………………増14
植物アレルゲン ………………………………………増14
職業病 ……………………………………………………421
職業性皮膚疾患 …………………………………………389
食物アレルギー …………………………………………401
小児強皮症 ………………………………………………587
小児皮膚筋炎 ………524，563，567，571，575，579
手術瘢痕 …………………………………………………445
手術療法 …………………………………………………124
腫瘍随伴性血管炎 ……………………………………1157
シンガード ………………………………………………709
Sister Mary Joseph’s nodule ……………………………837
Sjögren症候群 …………………………551，1075，1295
Sjögren’s syndrome ……………………………………951
スキンタイプ ……………………………………………246
SLE ……………………………547，1071，1283，1291
Smith-Coburn型 …………………………………………293
足趾皮膚潰瘍 …………………………………………1083
solid-cystic hidradenoma ………………………………297
solitary angiokeratoma …………………………………309
爪甲異常 …………………………………………………27

創傷治癒 …………………………………384，650，904
創傷治癒カスケード ……………………………………253
スフィンゴシン1－リン酸 ……………………………1004
ステロイド ………………………………………………133
ステロイド抵抗性 ………………………………………571
ステロイド内服 ………………………………1307，1423
ステロイド外用剤 ………………………………………845
subclinical Sjögren syndrome …………………………555
subcutaneous dermoid cyst……………………………1411
スギ花粉皮膚炎 ………………………………………増14
水疱性類天疱瘡 …………………………………………943
水酸化カルシウム ………………………………………409
Sweet病 …………………………………………………923
植皮 ………………………………………………………650
小児皮膚筋炎 ……………………………………563，579
システマティック・レビュー …………………………790

T
多発性筋炎 ………………………………………………947
多発性骨髄腫 …………………………………………1157
多発性硬化症 ……………………………………………173
体部白癬 …………………………………………………845
対耳輪 ……………………………………………………433
多形紅斑 …………………………………………………673
多毛 ………………………………………………………177
丹毒 ………………………………………………………661
炭酸ガスレーザー治療 …………………………………437
TEG ………………………………………………………431
手白癬 ……………………………………………………389
低亜鉛母乳 ………………………………………………153
低補体血症 ……………………………………………1035
TEN ………………………………………………………912
点眼薬 ……………………………………………………681
点耳薬 ……………………………………………………661
てんかん …………………………………………………595
貼布試験 …………………………………………………51
テレビ広告 ………………………………………………531
手湿疹 ……………………………………………………642
Th1/Th2 …………………………………………………955
tinea corporis ……………………………………………845
tissue eosinophilia ………………………………………784
TNF ………………………………………………………246
塗料 ……………………………………………………増31
塗装材料 …………………………………………………35
頭部血管肉腫 ……………………………………………445
糖尿病……………………………384，790，1185，1419
糖尿病合併症 ……………………………………………384
toxic epidermal necrolysis………………………………912
つけまつ毛用接着剤 ……………………………………397
爪白癬 ……………………………………………………531
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爪 ………………………………………………………1323

U
ウニ棘刺症 ………………………………………………59
ウルシ …………………………………………………増31
――，簡易鑑別法 …………………………………増36
うっ滞性潰瘍 …………………………………………1027
うつ病 ……………………………………………………429

V
ビニルイミダゾール ……………………………………693
バイオリン ………………………………………………421
vitamin D…………………………………………………378

W
ワーファリン …………………………………………1071
Wegener肉芽腫症 ……………………………………1059

X
X線マイクロアナライシス ……………………………413
X線マイクロアナライザー ………………………………35

Y
薬疹 ………………………………………………………912
有痛性皮膚潰瘍 …………………………………………583
有棘細胞癌 ………………………………………………261
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