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若葉風／斉藤　隆三 ……………………………………609
皮膚科のトリビア
第35回／浅井　俊弥 ……………………………………610
声
女医の声｜｜「あれもこれも」／質疑応答・Vol.30, No.1
「著明な視力低下を呈した小児の帯状疱疹」を読んで／
質疑応答・イベルメクチン“無効例”とは？／皮膚科勤
務医の絶滅／30歳にして立つ／西山先生の抜けた穴が
埋まっていない？ ……………………………………612

6月号：糖尿病と皮膚
editorial
何かおかしい／三橋善比古 ……………………………629
展望
透析患者に生じた糖尿病性皮膚潰瘍
竹本　啓伸，原田　　研 ……………………………630

臨床例
顔面に発症した糖尿病性浮腫性硬化症
小島　知子，馬渕　智生，梅澤　慶紀，小澤　　明，
栗原　誠一 ……………………………………………639

糖尿病性浮腫性硬化症――2型糖尿病の長期経過中に合
併した症例／太田　　学，千釜　理佳，村上　一宏，
佐藤　義憲 ……………………………………………643

diabetic digital sclerosis, palmoplantar fibromatosisと糖尿
病性浮腫性硬化症合併例／山本　真実，大久保ゆかり，
坪井　良治，三橋善比古 ……………………………647

糖尿病性腎症による透析患者に続発したKyrle病
杉山　由華，町田　秀樹，橋爪　秀夫 ……………651

acquired reactive perforating collagenosis
種村　　篤，村上有香子，片山　一朗 ……………655

1型糖尿病が発見された色素性痒疹
横関真由美，月永　一郎，本多　敏朗，鈴木　研一
…………………………………………………………659

chondrodermatitis nodularis chronica helicis
中村　元樹，渡辺　正一，齋藤　稚代，苅谷　清徳，
森田　明理 ……………………………………………663

汎発性環状肉芽腫／馬渕　智生，松山　　孝，
小澤　　明，日下部芳志 ……………………………667

発疹性黄色腫――著明な高脂血症と糖尿病に伴った症例
横林ひとみ，玉木　　毅，佐藤　昌三 ……………671

― 4 ―



フルニエ壊疽／黄　　昌弘，成田　智彦，吉永　英司，
大磯　直毅，川原　　繁，川田　　暁 ……………675

非クロストリジウム性ガス壊疽
林　亜矢子，田代あかり，今福　信一 ……………679
壊死性筋膜炎――2型糖尿病が発現された症例
東森　倫子，吉永　英司，川原　　繁，川田　　暁
…………………………………………………………683

薬剤性過敏症症候群――劇症1型糖尿病を発症した症例
康村　綾子，加藤　千草，小野　恵理，庄司　道子，
岡村ゆか里 ……………………………………………687

verrucous skin lesion on the foot in diabetic neuropathy
石丸　崇史，近藤　誠司，岡崎　秀規 ……………691

topical haemotherapyが有効であった難治性糖尿病性足趾
潰瘍／原　　　武，三原　祥嗣，堀　　郁子，
中村　吏江，秀　　道広 ……………………………695
足底板が有用であった難治性皮膚潰瘍
高野　浩章，井上　利之，菅野　　尚，原田　浩史，
津野　憲雄 ……………………………………………699
advisorの眼
診療と研究は両立できないのか／赤坂　俊英 ………704
蝶の博物詩
タイワンシロチョウ／西山　茂夫 ……………………705
皮膚疾患と生活指導
糖尿病のフットケア／金児　玉青 ……………………707
統計
愛媛大学医学部皮膚科におけるステロイド長期投与患者
の糖尿病発症状況／丸山　美鈴，村上　信司，
橋本　公二 ……………………………………………712
office dermatology
鳥取県臨床皮膚科医会から／石原　政彦，神戸　直登，
木村秀一郎，清水　康之，斉藤　隆三，阿曽　三樹
…………………………………………………………716

私の歩んだ道
で
・

も
・

・し
・

か
・

皮膚科医／原田　敬之 ……………………726
一家言
医師会の事業経営／中川昌次郎 ………………………731
診察室の四季
五月晴れ／斉藤　隆三 …………………………………733
皮膚科のトリビア
第36回／浅井　俊弥 ……………………………………734
声
副作用，合併症，誤診の報告／「全国皮膚科医メーリン
グリスト」立ち上げます／皮膚科のシネマ談義 …737

7月号：巨大な皮膚病――腫瘍性
editorial
医
い

の中
なか

の皮
かわ

ズ／浅井　俊弥 ……………………………751
展望
皮膚病変において“巨大”の意味するもの――「巨大」病変
で苦しむ患者を逸脱者としてのアウトサイダーにして

はならない／小野　友道 ……………………………752
臨床例
後頸部に生じた石灰化上皮腫／代田　志保，高沢　裕子，
林　　宏一，河内　繁雄，斎田　俊明 ……………759

eccrine spiradenoma
明田　智子，日高　良子，波部　幸司，袴田　　新，
磯田　憲一，黒川　一郎，水谷　　仁 ……………763

trichilemmal horn／森澤　有希，武藤　　潤，
藤本　典宏，若松　慶太，黒田　　啓，多島　新吾
…………………………………………………………767

clear cell hidradenoma／山田　勝裕，長門　　一，
梅林　芳弘，眞鍋　　求，吉成　　力 ……………771
寝たきり老人に発症したケラトアカントーマ
平田　靖彦 ……………………………………………775
乳房外Paget病／会津　隆幸，金子　高英，池永　五月，
中野　　創，澤村　大輔，秋田　尚見 ……………779
耳介に生じたverrucous carcinoma／倉知貴志郎 ……783
malignant proliferating trichilemmal tumor
高野　藍子，和田　秀文，今井満ちる，
小野田雅仁，毛利　　忍，池澤　善郎 ……………787
腰部に生じた基底細胞癌
酒井　麻帆，柴田　真一，奥田　容子，榊原　彰浩，
富田　　靖 ……………………………………………791
顔面の破壊型基底細胞癌
加藤　雪彦，田代　吾子，坪井　良治，今井龍太郎，
伊藤　博之 ……………………………………………795

eccrine porocarcinoma――5-FU軟膏で治療した症例
横関真由美，月永　一郎，深澤雄一郎 ……………799
有棘細胞癌――右腕切断術施行例
永江美香子，石川　雅士 ……………………………803

amelanotic melanoma／織田眞理子，中村　友紀，
幸田　公人，石地　尚興，中川　秀己 ……………807
萎縮型隆起性皮膚線維肉腫
入澤　亮吉，坪井　良治，川名　万季 ……………811
皮膚転移巣から診断しえた肺小細胞癌
早乙女敦子，渡辺　　彩，萩原　良哉，
日野　治子，新井　秀宜，岡　　輝明 ……………815
advisorの眼
皮膚科医の賞味期限／伊藤　光政 ……………………820
蝶の博物詩
オナガシジミ／西山　茂夫 ……………………………821
皮膚疾患と生活指導
植物による接触皮膚炎に対する説明と指導
角田　孝彦 ……………………………………………823
統計
マムシ咬症30例の治療経験／石川　博康，島貫　美和，
三浦　　歩，熊野　高行，鈴木　昌幸 ……………828
office dermatology
徳島における皮膚科医の活動・沿革について
斎藤　一夫，木下　浩彰，麻野誠一郎，向井　秀樹，
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福本　洋治，重見　文雄，佐川　禎昭 ……………834
私の歩んだ道
年
とし

月
つき

の流れ止まらず／溝口　昌子 ……………………842
一家言
皮疹をみつめて“皮疹も一期一会”
新田悠紀子 ……………………………………………847
診察室の四季
梅雨晴／斉藤　隆三 ……………………………………849
皮膚科のトリビア
第37回／浅井　俊弥 ……………………………………850
声
Pinkus先生の一家言 ……………………………………853

8月号：巨大な皮膚病――炎症性
editorial
患者の品格／向井　秀樹 ………………………………867
展望
びらん性毒ガスによる皮膚障害／山元　　修 ………868
臨床例
癰――未治療の糖尿病に合併した例
秋田　尚見，棟方　貴子，冨山　月子，坪　　健司，
古川　　隆 ……………………………………………877
背部膿瘍――糖尿病性ケトアシドーシス合併例

大治朗，小林　康隆，谷野千鶴子，谷戸　克己，
上出　良一 ……………………………………………881
壊疽性膿皮症／南　　満芳，庄野　佳孝 ……………885
痛風結節――内科治療に抵抗した例
村田　朋子，八田　尚人，平野　郁代 ……………889
顔面に生じた皮膚限局性結節性アミロイドーシス
影山　潮人，新田悠紀子，嘉陽　織江，大野　稔之，
森谷　鈴子 ……………………………………………893
皮下型サルコイドーシス
根岸　　晶，内藤　静夫 ……………………………897
リンパ球腫型ピアス肉芽腫
室　　繭子，大久保ゆかり，三橋善比古，
内田日奈子，坪井　良治 ……………………………901

annular elastolytic giant cell granuloma
塚本　克彦，内田　書絵，飯田　剛士，長田　　厚，
小山　敏雄，中澤美智雄 ……………………………905
巨大尖圭コンジローマ／高橋　明仁，竹之内辰也 …909
Bowenoid papulosis／工藤　新也，溝口　協子，
寺田　知音，斉藤　隆三，向井　秀樹 ……………913

背部弾性線維腫
青木　　類，熊野　充剛，沖　　正直，
岩本　　拓，高山　修身，島田　眞路 ……………917
点滴漏れによる潰瘍――カミソリ植皮術施行例／若林麻
記子，藤井　紀和，田中　俊宏，田澤　隆弘，
冨士森英之 ……………………………………………921
臀部褥瘡――陰圧閉鎖療法，パッチ植皮，吸引水疱蓋植
皮を施行した例／大西　里佳，藤井　秀孝 ………925

the case of the month
fibroepithelial polyps of the vagina／伊藤　志保，
饗場　伸作，金子　　聡，向井　秀樹 ……………929

advisorの眼
守破離／石川　　治 ……………………………………934
蝶の博物詩
ウラミスジシジミ／西山　茂夫 ………………………935
治療
アンケート特集・治療に難渋したcommon skin diseases
梅林　芳弘，太田みどり，小川　純己，上村　仁夫，
川口　俊夫，川津　智是，幸田　　衞，小林　與市，
田辺恵美子，平野　眞也 ……………………………937

office dermatology
佐賀県皮膚科懇談会から
夏秋まき子，永瀬　浩一，篠田　英和，中原　哲士，
西岡　　清 ……………………………………………949

私の歩んだ道
ピルツとともに半世紀／笠井　達也 …………………960
一家言
論文―読む楽しみと書く楽しみ／清島真理子 ………967
診察室の四季
暑さ／斉藤　隆三 ………………………………………969
皮膚科のトリビア
第38回／浅井　俊弥 ……………………………………970
声
フットケアについて ……………………………………972

9月号：膝の皮膚病
editorial
5分間診療／斉藤　隆三 ………………………………985
展望
乾癬研究up to date／佐野　栄紀………………………986
臨床例
多発性筋炎――毛孔性紅色粃糠疹を合併した例
山田　七子，吉田　雄一，山元　　修，清水　英治
…………………………………………………………991

人工血管周囲膿瘍
野田　佳織，山y 文和，水野　可魚，藤井　弘史，
岡本　祐之 ……………………………………………995

黒色真菌症――皮膚筋炎患者にみられた例
服部ゆかり，荒木　絵里，武内　英二 ……………999

限局型皮膚ノカルジア症／溝口　協子，福田　英嗣，
工藤　新也，向井　秀樹 …………………………1003

poroid hidradenoma／早乙女敦子，福田　英嗣，
斉藤　隆三，漆畑　　修，向井　秀樹，高橋　　啓
………………………………………………………1007

eccrine porocarcinoma
木下　朋子，植木　理恵，山下　史記，平井　　周，
池田　志斈 …………………………………………1011

エクリン汗孔腫内に生じたエクリン汗孔癌　
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峯村　徳哉，新後閑幸江，今井　　香，長谷　哲男，
宇都宮元和 …………………………………………1015

Duhring疱疹状皮膚炎
伊東　詩織，太田　有史，中川　秀己 …………1019

4歳男児の左膝にみられたSpitz母斑
石川　博士，宿輪　哲生 …………………………1023

汎発型環状肉芽腫
久保　秀通，松下　茂人，金蔵　拓郎，神崎　　保，
米良　修二 …………………………………………1027

サルコイドーシス
齊藤　知子，亀井　恭子，河崎　玲子，安川　史子，
古江　増隆，今山　修平 …………………………1031

TT型Hansen病
石川　牧子，是枝　　哲，松吉　徳久，尾崎　元昭，
十一　英子 …………………………………………1035

タール・ピッチ皮膚症――Bowen病を生じた例
川上　千佳，吉木竜太郎，椛島　健治，中村　元信，
戸倉　新樹 …………………………………………1039

悪性黒色腫
竹之内辰也，高塚　純子，須山　孝雪 …………1043
advisorの眼
学会誌，専門誌に関する皮膚科医アンケート
加藤　卓朗 …………………………………………1048

蝶の博物詩
マサキウラナミジャノメ／西山　茂夫 ……………1049
境界領域から
治療抵抗性壊疽に対するマゴットセラピー
宮本　正章，高木　　元，水野　博司，水野　杏一
………………………………………………………1051

office dermatology
2008年度診療報酬改定について
若林　正治，鳥居　秀嗣，浅井　俊弥 …………1061
東三河皮膚科症例検討会から
三橋善比古，山田　元人，山本　敬三，横山　嘉洋，
井上かがね，小山　知来 …………………………1072

私の歩んだ道
思い出をたどって／喜多野征夫 ……………………1080
一家言
傾聴／松岡　芳隆 ……………………………………1085
診察室の四季
台風／斉藤　隆三 ……………………………………1087
皮膚科のトリビア
第39回／浅井　俊弥 …………………………………1088
声
「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を知っていま
すか？／麻疹が流行れば風疹も流行る？ ………1090

10月号：肘の皮膚病
editorial
コピペ／西岡　　清 …………………………………1103

展望
関節リウマチの皮膚症状／山本　俊幸 ……………1104
臨床例
刺咬31時間後に受診したマムシ咬傷／佐藤　秀英，
後藤　瑞生，岡本　　修，藤原　作平 …………1111
湿布薬による接触皮膚炎／浅井　俊弥 ……………1115
環状扁平苔癬／上原　和子，福田　英嗣，工藤　新也，
向井　秀樹 …………………………………………1119
毛孔性紅色粃糠疹――マイコプラズマ感染が誘因と考え
られた例／菅谷　直樹，清水　善徳，濱口　　哲，
松永佳世子 …………………………………………1123
皮膚筋炎／天野　博雄，永井　弥生，曽我部陽子，
石川　　治 …………………………………………1127

Duhring疱疹状皮膚炎
坂本久美子，大圃　詩子，原　　弘之，照井　　正，
橋本　　隆 …………………………………………1131
瘢痕浸潤を初発症状としたサルコイドーシス
澤田　雄宇，小林　美和，林　　みき，戸倉　新樹
………………………………………………………1135

frictional amyloidosis／加藤　景一，猿谷佳奈子，
向井　秀樹 …………………………………………1139

Erdheim-Chester病――肘窩にxanthomaを認めた例
村上有香子，金田　眞理，片山　一朗 …………1143
単発型グロムス腫瘍／上原　和子，猿谷佳奈子，
福田　英嗣，向井　秀樹 …………………………1147
皮膚原発CD30陽性リンパ腫
塩原　順子，宇原　　久，河内　繁雄，高田　　実，
斎田　俊明，繁田　美香 …………………………1151

diffuse large B cell lymphoma
若松　研弥，一宮　　誠，武藤　正彦 …………1155
多発性有棘細胞癌――汗孔角化症から発生した例
一宮　弘子，荒川　晶子，佐藤　俊宏，園田　忠重
………………………………………………………1159

advisorの眼
皮膚科医はなぜ怒らないのか？／岡崎美知治 ……1164
蝶の博物詩
ルリシジミ／西山　茂夫 ……………………………1165
皮膚疾患と生活指導
脂漏性皮膚炎の生活指導／前島　英樹，勝岡　憲生
………………………………………………………1167

境界領域から
肘の滑液包炎――膝・足関節滑液包炎を含む
戸部　正博，水谷　一裕 …………………………1172
office dermatology
血管炎・血管障害のガイドラインを作成して
陳　　科榮，川上　民裕，勝岡　憲生 …………1178
私の歩んだ道
成り行きまかせの人生／旭　　正一 ………………1188
一家言
虫を巡って思うこと／大滝　倫子 …………………1193
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診察室の四季
秋の夕べ／斉藤　隆三 ………………………………1195
皮膚科のトリビア
第40回／浅井　俊弥 …………………………………1196
声
ハチ刺症／プレミネントにご注意を／敏感力――subtle

clueを見逃さない力…………………………………1198

11月号：人名症候群
editorial
もの知らざれば発見多し／三橋善比古 ……………1213
topics
Ehlers-Danlos症候群――最近の進歩
籏持　　淳 …………………………………………1214
臨床例
Bazex症候群
森　　志朋，赤坂　俊英，池田健一郎 …………1225

Churg-Strauss症候群
山y 有子，杉浦　一充，富田　　靖 …………1229

Cronkhite-Canada症候群
永田　貴久，木村　　達，遠藤　伸悟 …………1233

Crow-Fukase症候群／多田光太郎，片山　治子，
寺田　　亨， 能勢聡一郎 ………………………1237

Kasabach-Merritt症候群――プレドニゾロンとビンクリ
スチンの併用が奏効した例／渡辺　　拓，北川　好郎，
渡辺　大輔，玉田　康彦，松本　義也 …………1241
脂腺腫（Muir-Torre症候群）――大腸癌発見の契機となっ
た例／坂　　義経，林　　美穂，加納　宏行，
市來　善郎 …………………………………………1245

Rothmund Thomson症候群
馬場ひろみ，上出　良一，中川　秀己 …………1249

Senear-Usher症候群――C型肝炎治療中に発症した紅斑
性天疱瘡／高木恵美子，波部　幸司，磯田　憲一，
黒川　一郎，水谷　　仁 …………………………1253

Stevens-Johnson症候群／阿南　　隆，石川　　正，
藤原　作平 …………………………………………1257

Hutchinson-Gilford症候群――局所皮弁を利用して頭蓋再
建を行った例／佐藤　精一，清水　史明，岡本　　修，
高安　　進，藤原　作平 …………………………1261

Werner症候群／嶋岡　弥生，籏持　　淳，山y 雙次，
鹿島　隆一，戸田　正夫 …………………………1265

Wells症候群（eosinophilic cellulitis）
高沢　裕子，鶴田　恭子，古賀　弘志，松本　和彦，
高田　　実，斎田　俊明 …………………………1269

Zinsser-Cole-Engmann症候群（dyskeratosis congenita）
内宮　礼嗣，児玉　祐一，神崎　　保，金蔵　拓郎
………………………………………………………1273

Vogt-Koyanagi-Harada病
福田　英嗣，北　　善幸，善利　晶子，加藤　弓子，
斉藤　隆三，向井　秀樹 …………………………1277

advisorの眼
摘るべきか，摘らざるべきか／荻野　篤彦 ………1282
蝶の博物詩
ホソバヒョウモン／西山　茂夫 ……………………1283
office dermatology
アンケート特集：皮膚科医の医師会活動
生冨　公明，内山　光明，岡村理栄子，木下　敬介，
佐藤　龍男，澤田　俊一，白岩　照男，恒石　靜男，
中川昌次郎，服部　　瑛，船井　龍彦，三原　一郎
………………………………………………………1285

皮膚疾患の漢方療法①／石井　正光，小林　裕美…1301
皮膚疾患の漢方療法②／荒浪　暁彦 ………………1309
私の歩んだ道
山盛りの思い出／服山　公江 ………………………1316
一家言
さじ加減／仲　　　弥 ………………………………1323
診察室の四季
爽やか／斉藤　隆三 …………………………………1325
皮膚科のトリビア
第41回／浅井　俊弥 …………………………………1326
声
質疑応答：陥入爪でみられるのは肉芽？　肉芽腫？　血
管拡張性肉芽腫？／往診File No. 000 往診のある日常
診療／往診File No. 001 ほっとした／往診File No. 002
医は仁術？／皮膚の日によせて …………………1328

12月号：人名のついた皮膚病
editorial
「しない」権利の主張／浅井　俊弥 …………………1343
展望
Kaposi肉腫――最新の知見／上田　啓次 …………1344
抗けいれん薬による薬疹――新規薬剤を含めて
藤山　幹子，橋本　公二 …………………………1349

臨床例
血管Behçet病／谷戸　克己， 大治朗，小林　康隆，
谷野千鶴子，上出　良一 …………………………1357

Bazin硬結性紅斑
宮本樹里亜，石橋　正史，陳　　科榮 …………1361

Darier病――Vesiculo-bullous Darier’s diseaseが疑われた
例／池谷　茂樹，小出まさよ ……………………1365

Hailey-Hailey病――一次性接触皮膚炎を契機に診断に至
った例／鈴木　規弘，青地　聖子，山本　哲也，
岩月　啓氏 …………………………………………1369

Basedow病――匙状爪により発見された例／谷村　裕嗣，
杉原　　昭，水野　可魚，岡本　祐之 …………1373

Fabry病――脳血管障害を伴った例／布施　恵理，
山口　奈央，村上富美子，矢崎　俊二 …………1377

Mondor病／大原　晴香，赤坂　俊英 ………………1381
AIDS関連Kaposi肉腫／森　　達吉，中田　珠美，
井上　裕介，小清水直樹，中坊　幸晴 …………1385
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成人Still病／赤澤　啓人………………………………1389
Sweet病――肺癌に合併した例
原　　清佳，廣門未知子，繁平　有希，小野田雅仁，
池澤　善郎 …………………………………………1393

Rosai-Dorfman disease――ステロイドが著効した例
後藤　典子，加茂　統良，長野　　徹，岡　　昌宏，
錦織千佳子，平山　裕次，丹生　健一 …………1397

Langerhans細胞組織球症／上田亜紀子，永田　　誠，
林　　　藍，足立　晋介 …………………………1401

Sutton母斑／榎並　寿男………………………………1405
肛囲Paget病／松澤　有希，内田　隆夫，秋山　正基，
飯島　正文，角田　明良 …………………………1409

Wegener肉芽腫症／小林めぐみ ……………………1413
Wegener肉芽腫症／村瀬　香奈，小林　　彩，
野村　昌代，清水　　舞，前田　　学 …………1417
advisorの眼
皮膚科看護のスペシャリティー／衛藤　　光 ……1422
蝶の博物詩
フタスジチョウ／西山　茂夫 ………………………1424
治療
塩化亜鉛パッチテスト陽性例における亜鉛華（単）軟膏使
用の是非
高山かおる，佐藤　貴浩，横関　博雄 …………1426
随想
ミャンマー・サイクロン被害　医療派遣でみた皮膚病
堀内　義仁 …………………………………………1431

New Drugs
抗ヘルペスウイルス剤ファムビル®錠250mgファムシクロ
ビル／マルホ株式会社　提供 ……………………1438
私の歩んだ道
「ふりかえる」終章：国際関係と私
西川　武二 …………………………………………1440

一家言
ºく手は心とつながっている――心身医療は皮膚診療の
未来を開く／小林　美咲 …………………………1445

診察室の四季
御用納め／斉藤　隆三 ………………………………1447
皮膚科のトリビア
第42回／浅井　俊弥 …………………………………1448
声
質疑応答：「神輿こぶ」の話／質疑応答：マンゴー皮膚炎
患者はマンゴーを食べてもいいか？／往診File No. 003
特養へ往診に行こう ………………………………1450

増刊号：老化と皮膚
巻頭言
高齢者の皮膚／西岡　　清 ………………………………1
総説
皮膚老化のメカニズム／川田　　暁 ……………………4

論考
高齢者によくみられる皮膚病／種田　明生 …………10
高齢者の皮膚の特徴／種井　良二 ……………………18
高齢者のデルマドローム／伊崎　誠一 ………………24
光老化／上出　良一 ……………………………………32
高齢者皮膚疾患における診断・治療のポイント
山本　　泉 ……………………………………………38

老化とスキンケア／田上　八朗 ………………………44
COLOR ATLAS
高齢者のcommon skin disease／西山　茂夫
高齢者の生理的な皮膚の状態（その1） 51，高齢者の
生理的な皮膚の状態（その2） 52，高齢者の外耳の多
毛　53，actinic elastosis 54，老人性面皰　55，老
人性血管腫　56，老人性白斑　57，white fibrous
papulosis of the neck（清水） 58，項部菱形皮膚　59，
cutis linearis punctata colli 60，老人性脂腺増殖症
61，星状偽瘢痕　62，臀部老人性苔癬化局面　63，
老人性色素斑　64，老人性疣贅　65，扁平苔癬様角
化症　66，老人性紫斑　67，老人の乾燥した皮膚
68，老人性乾皮症　69，後天性魚鱗癬　70，皮膚q
痒症　71，皮脂欠乏性皮膚炎　72，うっ滞性皮膚炎
73，多形慢性痒疹　74，老人性紅皮症　75，水疱性
類天疱瘡　76，側頭動脈炎（巨細胞性動脈炎） 77，
黒色表皮腫（悪性） 7 8，黒色表皮腫（仮性）と
acrochordon 79，眼瞼黄色腫　80，陰門萎縮症　81，
カンジダ症　82，足・爪白癬　83，顔の白癬　84，
生毛部深在性白癬　85，類アフタ　86，帯状疱疹
87，ノルウェー疥癬　88，日光角化症　89，Bowen
病　90，乳房外Paget病　91，基底細胞上皮腫　92，
有棘細胞癌　93，悪性リンパ腫　94，悪性血管内被
細胞腫　95

アンケート特集・老化と皮膚
皮膚の寿命は何歳？／北村　　弥 ……………………98
臀部苔癬状皮膚／熊野　公子 …………………………100
胼胝腫：メスで削らず，スピール膏を貼らず，ビタミン

D3外用で／田中　　信 ………………………………102
お尻の悩み，足の悩み／増田智栄子 …………………103
高齢者外来診療のトリアージ？／柳澤　宏実 ………104
超高齢者の皮膚疾患／青木　武雄 ……………………106
皮膚癌はもはやcommon disease？／伊崎　誠一……107
高齢者医療の中での褥瘡／磯貝　善蔵 ………………108
治療のスキルを増やそう／伊藤　義彦 ………………109
日本人は洗いすぎ／井上千津子 ………………………110
高齢者に漢方治療で診療の味つけを／岩崎　　雅……111
高齢者の皮膚病は皮膚だけが問題なのではない
植木　理恵 ……………………………………………112
新老人時代の高齢者診療／衛藤　　光 ………………113
介護老人保健施設における皮膚疾患
菊池　一郎 ……………………………………………114
みえない，聞こえない／楠　　俊雄 …………………116
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高齢者とのやりとりにおける心がけ
斉木　　実 ……………………………………………117

ひざまずき，暖め，敬い，学び，そして…支える
佐瀬くらら ……………………………………………118
私のムンテラ／沢田　俊道 ……………………………119
高齢者とのやりとりにおける心がけ
鈴木　裕介 ……………………………………………120

“高齢者”は手に負えない／田中　　厚 ………………121
高齢医師が高齢患者を診るメリット
谷藤　順士 ……………………………………………122

高齢者の爪を診て／仲　　　弥 ………………………123
実感高齢者診療／西本勝太郎 …………………………124
酸素ひとつで命拾い…日常診療の経験から
羽金　重喜 ……………………………………………125

私はこうして高齢者の皮膚を診ている
長谷　哲男 ……………………………………………126

「長幼の序」が基本～往診も含めて～
袋　　秀平 ……………………………………………128

高齢者のスキンケア・生活指導／山田　義貴 ………129
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a
阿部　浩之……metastatic tuberculosis abscess 137
安部　正通……マンソン孤虫症　189
阿部　祥子……チーズによる食物依存性サリチル酸誘発
性アナフィラキシー　39
足立　晋介……Langerhans細胞組織球症　1401
饗場　伸作……fibroepithelial polyps of the vagina 929
相川　恵子……肺動静脈瘻より脳膿瘍をきたしたOsler
病　405
会津　隆幸……乳房外Paget病　779
赤松　浩彦……マンソン孤虫症　189
赤坂　俊英……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから　より多彩な企画を　73，
oral florid papillomatosis――口角部の再建例　417，
診療と研究は両立できないのか　704，Bazex症候群
1225，Mondor病　1381
赤澤　啓人……成人Still病　1389
明田　智子……eccrine spiradenoma 763
秋田　尚見……乳房外Paget病　779，癰――未治療の
糖尿病に合併した例　877
秋山　正基……肛囲Paget病　1409
天野　博雄……皮膚筋炎　1127
阿南　　隆……Stevens-Johnson症候群　1257
安西　三郎……Microsporum gypseumによる体部白癬

173
青地　聖子……Hailey-Hailey病――一次性接触皮膚炎を
契機に診断に至った例　1369
青木　　類……背部弾性線維腫　917
青木　武雄……超高齢者の皮膚疾患　増106
新井　秀宜……皮膚転移巣から診断しえた肺小細胞癌

815
荒川智佳子……“M. ulcerans subsp. shinshuense”による
皮膚潰瘍　145
荒川　晶子……多発性有棘細胞癌―汗孔角化症から発生
した例　1159
荒木　絵里……黒色真菌症――皮膚筋炎患者にみられた
例　999
荒浪　暁彦……皮膚疾患の漢方療法② 1309
旭　　正一……成り行きまかせの人生　1188
浅井　俊弥……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから オレンジ色のにくいやつ
74，皮膚科のトリビア31 110，皮膚科のトリビア32
238，皮膚科のトリビア33 354，皮膚科のトリビア
34 470，皮膚科のトリビア35 610，皮膚科のトリ
ビア36 734，医の中の皮ズ　751，皮膚科のトリビ

ア37 850，皮膚科のトリビア38 970，2008年度診
療報酬改定について　1061，皮膚科のトリビア39
1088，湿布薬による接触皮膚炎　1115，皮膚科のト
リビア40 1196，皮膚科のトリビア41 1326，「しな
い」権利の主張　1343，皮膚科のトリビア42 1448
麻野誠一郎……徳島における皮膚科医の活動・沿革等に
ついて　834

浅野　裕子……“M. ulcerans subsp. shinshuense”による
皮膚潰瘍　145

安里　　豊……infliximabが原因と考えられたleukocyto-
clastic vasculitis 543
阿曽　三樹……鳥取県臨床皮膚科医会から……716
葦原　義典……白癬性肉芽腫――Trichophyton rubrumに
よる深在性真菌症――　177

b
馬場ひろみ……後天性表皮水疱症　　397，Rothmund

Thomson症候群　1249
馬場　直子……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから　私の「皮膚病診療」の楽し
み方　89
坂　　義経……高齢者の手のsuperficial white onychomy-

cosis（SWO）の10例　224，脂腺腫（Muir-Torre症候群）
―大腸癌発見の契機となった例　1245

c
陳　　科榮……necrobiosis lipoidica 299，Behçet病
――皮膚血管炎を伴った症例　429，血管炎・血管障
害のガイドラインを作成して　1178，Bazin硬結性紅
斑　1361
千葉　高司……皮膚腺病　141
千釜　理佳……糖尿病性浮腫性硬化症――2型糖尿病の
長期経過中に合併した症例　643

e
江畑　俊哉……水疱性類天疱瘡――口腔粘膜に初発した
症例　389
江口　弘伸……霰粒腫とスポロトリコーシスの紛らわし
い症例　23

江間　　聡……筋痛を初発症状とした筋サルコイドーシ
ス　295
恵美　宣彦……マンソン孤虫症　189
榎並　寿男……Sutton母斑　1405
遠藤　伸悟……Cronkhite-Canada症候群　1233

人　　名　　索　　引



衛藤　　光……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから　骨太の独自路線で　76，
皮膚科看護のスペシャリティー　1422，新老人時代
の高齢者診療 増113

f
File発起人一同……往診File No. 000 往診のある日常診
療　1329

藤広満智子……高齢者の手のsuperficial white onychomy-
cosis（SWO）の10例　224
藤井　秀孝……臀部褥瘡――陰圧閉鎖療法，パッチ植皮，
吸引水疱蓋植皮を施行した例　925
藤井　弘史……人工血管周囲膿瘍　995
藤井　紀和……点滴漏れによる潰瘍――カミソリ植皮術
施行例　921
冨士森英之……点滴漏れによる潰瘍――カミソリ植皮術
施行例　921
藤本　典宏……metastatic tuberculosis abscess 137，

trichilemmal horn 767
藤本　徳毅……Churg-Strauss症候群　311
藤本　　亘……「粘膜類天疱瘡」の考え方　250
藤岡　　彰……蒲田皮膚科医会から　590
藤田　　歩……アフロクアロンによる光線過敏型薬疹

531
藤田　　優……四次元皮膚科　351
藤原　作平……水疱性エリテマトーデス　377，刺咬31
時間後に受診したマムシ咬傷　1111，Stevens -
Johnson症候群　1257，Hutchinson-Gilford症候群―局
所皮弁を利用して頭蓋再建を行った例　1261
深澤雄一郎……eccrine porocarcinoma――5-FU軟膏で治
療した例　799
福田　英三……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから　発刊30周年を祝して　91
福田　英嗣……顔面播種状粟粒性狼瘡様の臨床像を呈し
た皮膚サルコイド　27，顔面播種状粟粒様狼瘡――塩
酸ミノサイクリンによるdrug-induced hypersensitivity
syndrome 31，著明な視力低下を呈した小児の帯状
疱疹　51，木村病　315，限局型皮膚ノカルジア症
1003，poroid hidradenoma 1007，環状扁平苔癬
1119，単発型グロムス腫瘍　1147，Vogt-Koyanagi-
Harada病　1277
福本　　瞳……metastatic tuberculosis abscess 137
福本　洋治……徳島における皮膚科医の活動・沿革等に
ついて　834
袋　　秀平……「長幼の序」が基本～往診も含めて～ 増

128，高齢者の感染症　213
服山　公江……山盛りの思い出　1316
福山國太郎……水中眼鏡皮膚炎　16
船井　龍彦……アンケート特集：皮膚科医の医師会活動
医師会活動に積極的に参入しましょう！　1297

古江　増隆……スポロトリコーシス　185，サルコイド
ーシス　1031

古川　福実……病院皮膚科が生き残るために　331
布施　恵理……Fabry病―脳血管障害を伴った例

1377

g
後藤　瑞生……刺咬31時間後に受診したマムシ咬傷

1111
後藤　典子……Rosai-Dorfman disease――ステロイドが
著効した例　1397

h
波部　幸司……腹筋麻痺を伴った帯状疱疹　153，

eccrine spiradenoma 763，Senear-Usher症候群―C
型肝炎治療中に発症した紅斑性天疱瘡　1253

羽金　重喜……酸素ひとつで命拾い…日常診療の経験か
ら 増125

萩原　良哉……皮膚転移巣から診断しえた肺小細胞癌
815

萩原　正則……後天性表皮水疱症　　397
袴田　　新……eccrine spiradenoma 763
濱口　　哲……毛孔性紅色粃糠疹―マイコプラズマ感染
が誘因と考えられた例　1123

原　　弘之……Duhring疱疹状皮膚炎　1131，グリベッ
ク内服中に急速に多発した汗孔角化症　547

原　　清佳……Sweet病――肺癌に合併した例　1393
原　　　武……topical haemotherapyが有効であった難
治性糖尿病性足趾潰瘍　695

原田　浩史……足底板が有用であった難治性皮膚潰瘍
699

原田　　研……透析患者に生じた糖尿病性皮膚潰瘍
630

原田　敬之……卵巣癌を合併した皮膚筋炎　61，で
も・しか皮膚科医　726

橋本　公二……アロプリノールが原因薬剤として疑われ
たTEN型薬疹　279，愛媛大学医学部皮膚科における
ステロイド長期投与患者の糖尿病発症状況　712，抗
けいれん薬による薬疹――新規薬剤を含めて　1349

橋本　　任……Kikuchi-Fujimoto disease 409
橋本　　隆……霰粒腫とスポロトリコーシスの紛らわし
い症例　23，後天性亜鉛欠乏症による腸性肢端皮膚
炎　47，眼囲のびらんを呈した尋常性天疱瘡　65，
アンケート特集・「皮膚病診療」について思うこと――
advisorから 「皮膚病診療」の素晴らしさについて
87，粘膜類天疱瘡　385，水疱性類天疱瘡――口腔粘
膜に初発した症例　389，IgG/IgA pemphigus 393，
ブシラミンによると考えられた薬剤性水疱症　535，
アロプリノールによるdrug-induced hypersensitivity
syndrome 559，Duhring疱疹状皮膚炎　1131
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端本　宇志……脳原発リンパ腫に伴って発症したと思わ
れたアナフィラクトイド紫斑　303
橋本　喜夫……Kikuchi-Fujimoto disease 409
橋本　由起……眼鏡による色素沈着型接触皮膚炎　19
橋爪　秀夫……糖尿病性腎症による透析患者に続発した

Kyrle病　651
籏持　　淳……Ehlers -Danlos症候群―最近の進歩

1214，Werner症候群　1265
八田　尚人……質疑応答・Vol.30, No.2「不明を恥ず」投
稿に対して　475，ピロリ菌除菌中に発症した薬疹
499，痛風結節――内科治療に抵抗した例　889

服部　　瑛……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから 「声」の欄がんばれ！――
「皮膚病診療」30周年をお祝いして　88，医学情報の
マスコミ報道　115，スキンケア雑感　356，フット
ケアについて　972，「学校生活管理指導表（アレルギ
ー疾患用）」を知っていますか？　1090，ハチ刺症
1198，アンケート特集：皮膚科医の医師会活動　学
校保健と医師会――医師会と学校保健のネットワーク
をつくりませんか　1296
服部ゆかり……黒色真菌症――皮膚筋炎患者にみられた
例　999
林　　　藍……Langerhans細胞組織球症　1401
林　亜矢子……非クロストリジウム性ガス壊疽　679
林　　宏一……後頸部に生じた石灰化上皮腫　759
林　　正幸……質疑応答・イベルメクチン“無効例”と
は？　614
林　　美穂……脂腺腫（Muir-Torre症候群）―大腸癌発見
の契機となった例　1245
林　　みき……瘢痕浸潤を初発症状としたサルコイドー
シス　1135
秀　　道広……topical haemotherapyが有効であった難
治性糖尿病性足趾潰瘍　695
東　　禹彦……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　アクリル人工療法は最良の治療法
585，質疑応答：陥入爪でみられるのは肉芽？　肉芽
腫？　血管拡張性肉芽腫？　1328
東森　倫子……壊死性筋膜炎――2型糖尿病が発見され
た症例　683

肥後　尚孝……蒲田皮膚科医会から　590
樋口　雅子……アロプリノールによるdrug-induced

hypersensitivity syndrome 559
日野　治子……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから 「皮膚病診療」の役目　90，
水疱性類天疱瘡――口腔粘膜に初発した症例　389，
アンケート特集・陥入爪の治療――私はこうしている
ごく平凡な陥入爪の治療　587，皮膚転移巣から診断
しえた肺小細胞癌　815
平井　　周……eccrine porocarcinoma 1011
平野　郁代……ピロリ菌除菌中に発症した薬疹　499，

痛風結節――内科治療に抵抗した例　889
平野　眞也……アンケート特集・治療に難渋したcom-

mon skin diseases アトピー性皮膚炎の治療で難渋し
ないために　947
平田　靖彦……寝たきり老人に発症したケラトアカント
ーマ　775
平山　裕次……Rosai-Dorfman disease――ステロイドが
著効した例　1397
廣門未知子……Sweet病――肺癌に合併した例　1393
日高　良子……腹筋麻痺を伴った帯状疱疹　153，

eccrine spiradenoma 763
本多　　新……疥癬――イベルメクチンによる肝障害を
呈した症例　193
本田まりこ……後天性表皮水疱症　　397，質疑応答・

Vol.30, No.1「著明な視力低下を呈した小児の帯状疱疹」
を読んで　613

本多　敏朗……1型糖尿病が発見された色素性痒疹
659
堀　　郁子……topical haemotherapyが有効であった難
治性糖尿病性足趾潰瘍　695
堀内　信之……農村における皮膚病の解明をめざして

230
堀内和一朗……水中眼鏡皮膚炎　16
堀内　義仁……ミャンマー・サイクロン被害　医療派遣
でみた皮膚病　1431
堀田　朝子……卵巣癌を合併した皮膚筋炎　61
法貴　　憲……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　非観血的治療を目指して　588

I
市橋　正光……光線通り　344
市來　善郎……脂腺腫（Muir-Torre症候群）―大腸癌発見
の契機となった例　1245
一宮　弘子……toxic shock-like syndrome 149，多発性
有棘細胞癌―汗孔角化症から発生した例　1159
一宮　　誠……diffuse large B cell lymphoma 1155
五十嵐　司……necrobiotic xanthogranuloma 35
井川　哲子……IgG/IgA pemphigus 393
飯田　剛士……肺動静脈瘻より脳膿瘍をきたしたOsler
病　405，annular elastolytic giant cell granuloma
905
飯島　正文……肛囲Paget病　1409
飯塚　　一……IgG/IgA pemphigus 393，Kikuchi-

Fujimoto disease 409
井階　幸一……クエン酸第一鉄ナトリウムによる

Stevens-Johnson syndrome 555
池田健一郎……Bazex症候群　1225
池田　志斈……セファゾリンナトリウムによる蕁麻疹型
薬疹　519，eccrine porocarcinoma 1011
池永　五月……乳房外Paget病　779
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池谷　茂樹……Darier病――Vesiculo-bullous Darier’s
diseaseが疑われた例　1365
池澤　善郎……malignant proliferating trichilemmal

tumor 787，Sweet病――肺癌に合併した例　1393
生田　　稔……口腔ケアの理論的背景とその実際　446
生冨　公明……アンケート特集：皮膚科医の医師会活動
皮膚科医のみた医師会活動　1285
今福　信一……スポロトリコーシス　185，非クロスト
リジウム性ガス壊疽　679
今井　　香……エクリン汗孔腫内に生じたエクリン汗孔
癌　1015

今井満ちる……malignant proliferating trichilemmal
tumor 787

今井龍太郎……顔面の破壊型基底細胞癌　795
今山　修平……サルコイドーシス　1031
稲本　伸子……necrobiosis lipoidica 299
稲村　圭一……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　ジェネリックでください　575
井上千津子……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　私の治療は間違っていたのでしょうか
574，日本人は洗いすぎ 増110

井上かがね……東三河皮膚科症例検討会から　1072
井上　勝平……地域を生かす皮膚病診療　116，30歳に
して立つ　617，Pinkus先生の一家言　853，敏感力
―subtle clueを見逃さない力　1199

井上　利之……足底板が有用であった難治性皮膚潰瘍
699
井上　裕介……AIDS関連Kaposi肉腫　1385
入澤　亮吉……萎縮型隆起性皮膚線維肉腫　811
石橋　正史……Behçet病――皮膚血管炎を伴った症例

429，Bazin硬結性紅斑　1361
石田晋之介……皮膚クリプトコッカス症　181
石黒　直子……pyostomatitis vegetans――潰瘍性大腸炎
に併発した症例　　401
石原　政彦……鳥取県臨床皮膚科医会から　716
石井　宏治……水疱性エリテマトーデス　377
石井　正光……急性進行性間質性肺炎を伴った皮膚筋炎

55，混合型クリオグロブリン血症患者にみられた紫
斑病　307，セファゾリンナトリウムによる蕁麻疹型
薬疹　519，皮膚疾患の漢方療法① 1301
石井　則久……質疑応答・Vol.30, No.2「不明を恥ず」投
稿に対して　475
石井　文人……IgG/IgA pemphigus 393
石地　尚興……amelanotic melanoma 807
石川　博士……4歳男児の左膝にみられたSpitz母斑

1023
石川　博康……不明を恥ず　240，山形県立中央病院に
おける成人はしかの流行in 2007 342，マムシ咬症30
例の治療経験　828，質疑応答：「神輿こぶ」の話
1450

石川　牧子……TT型Hansen病　1035
石川真奈美……アロプリノールが原因薬剤として疑われ
たTEN型薬疹　279

石川　雅士……有棘細胞癌――右腕切断術施行例　803
石川　　治……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから　皮膚病診療について思うこ
と　74，守破離　934，皮膚筋炎　1127

石川　　正……Stevens-Johnson症候群　1257
石河　　晃……ペグインターフェロン・リバビリン併用
療法による薬疹　503

石丸　崇史……verrucous skin lesion on the foot in dia-
betic neuropathy 691

石崎　純子……卵巣癌を合併した皮膚筋炎　61
磯田　憲一……eccrine spiradenoma 763，Senear-

Usher症候群―C型肝炎治療中に発症した紅斑性天疱
瘡　1253

磯貝　善蔵……高齢者医療の中での褥瘡 増108
伊藤　博之……顔面の破壊型基底細胞癌　795
伊藤　正俊……眼鏡による色素沈着型接触皮膚炎　19
伊藤　光政……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから 「皮膚病診療」礼賛　何も
adviseしないadvisorから　75，皮膚科医の賞味期限
820

伊藤　志保……fibroepithelial polyps of the vagina 929
伊東　詩織……Duhring疱疹状皮膚炎　1019
伊藤　義彦……治療のスキルを増やそう 増109
伊藤　芳幸……腹筋麻痺を伴った帯状疱疹　153
岩渕千雅子……眼鏡による色素沈着型接触皮膚炎　19
岩本　　拓……背部弾性線維腫　917
岩崎　　雅……高齢者に漢方治療で診療の味つけを…
増111

岩澤　真理……口腔咽頭粘膜の帯状疱疹――汎発疹，髄
膜炎症状を合併した症例　157

岩瀬　七重……眼鏡による色素沈着型接触皮膚炎　19
岩月　啓氏……Hailey-Hailey病――一次性接触皮膚炎を
契機に診断に至った例　1369

伊崎　誠一……医療はどこへ向かうのか：個別化と画一
化の狭間　564，高齢者のデルマドローム 増24，皮
膚癌はもはやcommon disease？ 増107

j
陣内　逸郎……骨髄線維症患者のG-CSFを投与中に生じ
たneutrophilic dermatosis 523

城野　昌義……伝染性単核症　373

k
椛島　健治……チーズによる食物依存性サリチル酸誘発
性アナフィラキシー　39，タール・ピッチ皮膚症
――Bowen病を生じた例　1039

加賀　美緒……パクリタキセルとドセタキセルによる強
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皮症様皮膚硬化　551
影山　潮人……顔面に生じた皮膚限局性結節性アミロイ
ドーシス　893
加治　英雅……アロプリノールによるdrug-induced

hypersensitivity syndrome 559
梶本　敦子……歯科用根管治療剤（ペリオドン）による全
身性接触皮膚炎　511，セファゾリンナトリウムによ
る蕁麻疹型薬疹　519
加倉井真樹……アトピー性皮膚炎顔面頸部皮疹に対する
タクロリムス軟膏と塩酸セチリジンの併用効果の検討
201
亀井　恭子……サルコイドーシス　1031
亀井　敏昭……筋痛を初発症状とした筋サルコイドーシ
ス　295
上出　良一……背部膿瘍――糖尿病性ケトアシドーシス
合併例　881，Rothmund Thomson症候群　1249，血
管Behçet病　1357，光老化 増32

神川　知之……顔面播種状粟粒様狼瘡――塩酸ミノサイ
クリンによるdrug-induced hypersensitivity syndrome
31
上岡なぎさ……肛囲Paget病　1409
上村　仁夫……アンケート特集・治療に難渋したcom-

mon skin diseases いぼ，この憎っくきもの　940
加茂　統良……Rosai-Dorfman disease――ステロイドが
著効した例　1397
神戸　直登……鳥取県臨床皮膚科医会から　716
金林　純子……女医の声――「あれもこれも」 612
金田　眞理……Erdheim-Chester病―肘窩にxanthomaを
認めた例　1143
金子　夏美……結節型類天疱瘡　267
金子　　聡……fibroepithelial polyps of the vagina 929
金子　高英……乳房外Paget病　779
金児　玉青……糖尿病のフットケア　707
金蔵　拓郎……汎発型環状肉芽腫　1027，Zinsser-Cole-

Engmann症候群（dyskeratosis congenita） 1273
加納　宏行……脂腺腫（Muir-Torre症候群）―大腸癌発
見の契機となった例　1245
狩野　俊幸……環状扁平苔癬　263
関東　裕美……眼鏡による色素沈着型接触皮膚炎　19，
履き物による接触皮膚炎に対する生活指導　567
神崎　　保……汎発型環状肉芽腫　1027，Zinsser-Cole-

Engmann症候群（dyskeratosis congenita） 1273
苅谷　清徳……chondrodermatitis nodularis chronica

helicis 663
笠井　達也……ピルツとともに半世紀　960
加瀬　貴美……transient acantholytic dermatosis（Grover
病）――本邦例のまとめと海外報告例との比較　275
鹿島　隆一……Werner症候群　1265
片山　治子……Crow-Fukase症候群　1237
片山　一朗……アンケート特集・「皮膚病診療」について

思うこと――advisorから　IT時代の皮膚病診療　79，
私見：進化論的皮膚学　198，病院皮膚科が生き残る
ために　331，acquired reactive perforating collageno-
sis 655，Erdheim-Chester病―肘窩にxanthomaを認
めた例　1143

加藤　千草……薬剤性過敏症症候群――劇症1型糖尿病
を発症した症例　687
加藤　景一……frictional amyloidosis 1139
加藤　響子……Bazex症候群　283
加藤　卓朗……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから 「皮膚病診療」の広告から時
代の流れを読む　80
加藤　雪彦……顔面の破壊型基底細胞癌　795
加藤　弓子……Vogt-Koyanagi-Harada病　1277
加藤　卓朗……学会誌，専門誌に関する皮膚科医アンケ
ート　1048
勝岡　憲生……脂漏性皮膚炎の生活指導　1167，血管
炎・血管障害のガイドラインを作成して　1178
河内　繁雄……Bazex症候群　283，後頸部に生じた石
灰化上皮腫　759，皮膚原発CD30陽性リンパ腫
1151
川田　　暁……フルニエ壊疽　675，壊死性筋膜炎――

2型糖尿病が発見された症例　683，皮膚老化のメカ
ニズム 増4
川口　俊夫……アンケート特集・治療に難渋したcom-

mon skin diseases 背部の脂肪腫：甘くみたわけでは
ないのだが…　941
川上　千佳……タール・ピッチ皮膚症――Bowen病を生
じた例　1039

川上　民裕……Laugier-Hunziker-Baran症候群　425，ア
フロクアロンによる光線過敏型薬疹　531，血管炎・
血管障害のガイドラインを作成して　1178
川上　倫子……混合型クリオグロブリン血症患者にみら
れた紫斑病　307，セファゾリンナトリウムによる蕁
麻疹型薬疹　519
川名　万季……萎縮型隆起性皮膚線維肉腫　811
川名　誠司……necrobiotic xanthogranuloma 35，パク
リタキセルとドセタキセルによる強皮症様皮膚硬化
551
河野　晶子……Churg-Strauss症候群　311
川原　　繁……フルニエ壊疽　675，壊死性筋膜炎――

2型糖尿病が発見された症例　683
河崎　純子……セファゾリンナトリウムによる蕁麻疹型
薬疹　519
河崎　玲子……サルコイドーシス　1031
河崎　由真……アセトアミノフェンによるnonpigment-

ing fixed drug eruption 527
川島　淳子……扁平苔癬　381
川島　　眞……pyostomatitis vegetans――潰瘍性大腸炎
に併発した症例　401
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川津　智是……アンケート特集・治療に難渋したcom-
mon skin diseases 時には忘れることも　942
嘉陽　織江……顔面に生じた皮膚限局性結節性アミロイ
ドーシス　893
菊池　一郎……介護老人保健施設における皮膚疾患 増

114
菊池麻衣子……lichen planopilaris 259，ユーエフティ
ーE顆粒内服中に生じたDLE型薬疹　539
木村秀一郎……鳥取県臨床皮膚科医会から　716
木村　　達……Cronkhite-Canada 症候群　1233
木村　容子……眼囲のびらんを呈した尋常性天疱瘡

65
木村　幸博……頭部白癬――在宅の寝たきり患者に生じ
た症例　165
木下　浩彰……徳島における皮膚科医の活動・沿革等に
ついて　834
木下　敬介……皮膚科開業医の医師会活動と医政活動

102，アンケート特集：皮膚科医の医師会活動　医師
会活動と医政活動　1289
木下　朋子……eccrine porocarcinoma 1011
木ノ内基史……IgG/IgA pemphigus 393
北　　善幸……Vogt-Koyanagi-Harada病　1277
北川　好郎……Kasabach-Merritt症候群―プレドニゾロ
ンとビンクリスチンの併用が奏効した例　1241
北嶋　　渉……ランサップに含まれるアモキシシリンに
よる薬疹　507
北村　　弥……皮膚の寿命は何歳？ 増98
喜多野征夫……思い出をたどって　1080
小林　　彩……Wegener肉芽腫症　1417
小林　裕美……急性進行性間質性肺炎を伴った皮膚筋炎

55，セファゾリンナトリウムによる蕁麻疹型薬疹
519，皮膚疾患の漢方療法① 1301
小林めぐみ……Wegener肉芽腫症　1413
小林　美咲……皮膚の日によせて　1331，ºく手は心
とつながっている――心身医療は皮膚診療の未来を開
く　1445

小林　美和……瘢痕浸潤を初発症状としたサルコイドー
シス　1135

小林　孝志……metastatic tuberculosis abscess 137
小林　康隆……背部膿瘍――糖尿病性ケトアシドーシス
合併例　881，血管Behçet病　1357
小林　與市……アンケート特集・治療に難渋したcom-

mon skin diseases まさつ2題　945
児玉　祐一……Zinsser-Cole-Engmann症候群（dyskerato-

sis congenita） 1273
古賀　弘志……質疑応答・Vol.30, No.2「不明を恥ず」投
稿に対して　4 7 5，W e l l s症候群（e o s i n o p h i l i c
cellulitis） 1269
古川　　隆……癰――未治療の糖尿病に合併した例

877

黄　　昌弘……フルニエ壊疽　675
幸田　　太……スポロトリコーシス　185
小出まさよ……Darier病――Vesiculo-bullous Darier’s

diseaseが疑われた例　1365
小池祥一郎……Bazex症候群　283
小池裕美子……環状扁平苔癬　263
小島　知子……顔面に発症した糖尿病性浮腫性硬化症

639
古城八寿子……伝染性単核症　373
近藤　誠司……verrucous skin lesion on the foot in dia-

betic neuropathy 691
小西　啓介……ランサップに含まれるアモキシシリンに
よる薬疹　507

高野　浩章……足底板が有用であった難治性皮膚潰瘍
699

木花　　光……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから 「皮膚病診療」雑感　82，
病院皮膚科の崩壊　320，質疑応答・Vol.30, No.1「著
明な視力低下を呈した小児の帯状疱疹」を読んで
613，西山先生の抜けた穴が埋まっていない？　617，
麻疹が流行れば風疹も流行る？　1091，質疑応答：
陥入爪でみられるのは肉芽？　肉芽腫？　血管拡張性
肉芽腫？　1328，質疑応答：マンゴー皮膚炎患者は
マンゴーを食べてもいいか？　1451

困憊の田舎皮膚科医……皮膚科勤務医の絶滅　616
是枝　　哲……TT型Hansen病　1035
小清水直樹……AIDS関連Kaposi肉腫　1385
幸田　　衞……アンケート特集・治療に難渋したcom-

mon skin diseases なんだか泣けてくる，治りきらな
い“common diseases” 943

幸田　公人……amelanotic melanoma 807
幸野　　健……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから　百尺竿頭，さらに一歩を進
めて欲しい　81，蒙古襲来　434

河野美乃里……necrobiotic xanthogranuloma 35
小山　知来……東三河皮膚科症例検討会から　1072
久保　秀通……汎発型環状肉芽腫　1027
窪田　泰子……急性進行性間質性肺炎を伴った皮膚筋炎

55
工藤　新也……Bowenoid papulosis 913，限局型皮膚
ノカルジア症　1003，環状扁平苔癬　1119

熊野　公子……臀部苔癬状皮膚 増100
熊野　充剛……背部弾性線維腫　917
熊野　高行……山形県立中央病院における成人はしかの
流行in 2009 342，マムシ咬症30例の治療経験　828

倉知貴志郎……耳介に生じたverrucous carcinoma 783
倉持　　朗……骨髄線維症患者のG-CSFを投与中に生じ
たneutrophilic dermatosis 523

栗原　誠一……皮膚病診療を楽しむために　125，高齢
者の感染症　213，質疑応答・イベルメクチン“無効
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例”とは？　614，顔面に発症した糖尿病性浮腫性硬
化症　639，往診File No. 001 ほっとした　1330
栗川　幸子……蒲田皮膚科医会から　590
黒田　勝宏……肺動静脈瘻より脳膿瘍をきたしたOsler
病　405
黒田　　啓……trichilemmal horn 767
黒川　一郎……腹筋麻痺を伴った帯状疱疹　153，

eccrine spiradenoma 763，Senear-Usher症候群―C
型肝炎治療中に発症した紅斑性天疱瘡　1253
黒川麻里子……結節型類天疱瘡　267
日下部芳志……汎発性環状肉芽腫　667
楠原　正洋……霰粒腫とスポロトリコーシスの紛らわし
い症例　23
楠　　俊雄……みえない，聞こえない 増116
桑原　　章……日本紅斑熱　161

m
馬渕　智生……顔面に発症した糖尿病性浮腫性硬化症

639，汎発性環状肉芽腫　667
町田　秀樹……糖尿病性腎症による透析患者に続発した

Kyrle病　651
前田　文彦……oral florid papillomatosis――口角部の再
建例　417
前田　　学……Wegener肉芽腫症　1417
前島　英樹……脂漏性皮膚炎の生活指導　1167
前島　圭佑……水疱性エリテマトーデス　377
前山　泰彦……眼囲のびらんを呈した尋常性天疱瘡

65
真木　博幸……イトラコナゾールの内服による多形紅斑
型薬疹　515
真木登喜世……イトラコナゾールの内服による多形紅斑
型薬疹　515
眞鍋　　求……皮膚クリプトコッカス症　181，clear

cell hidradenoma 771
マルホ株式会社……ファムビル®錠250mg 1438
丸山　美鈴……愛媛大学医学部皮膚科におけるステロイ
ド長期投与患者の糖尿病発症状況　712
増田智栄子……往診File No. 003 特養へ往診に行こう

1453，お尻の悩み，足の悩み 増103
松田　哲男……スポロトリコーシス　185
松本　和彦……Wells症候群（eosinophilic cellulitis）

1269
松本　義也……Kasabach-Merritt症候群―プレドニゾ
ロンとビンクリスチンの併用が奏効した例　1241
松永佳世子……マンソン孤虫症　189，毛孔性紅色粃糠
疹―マイコプラズマ感染が誘因と考えられた例
1123
松永　直子……皮膚クリプトコッカス症　181
松岡　芳隆……傾聴　1085
松下　茂人……汎発型環状肉芽腫　1027

松山　　孝……汎発性環状肉芽腫　667
松吉　徳久……TT型Hansen病　1035
松澤　有希……肛囲Paget病　1409
米良　修二……汎発型環状肉芽腫　1027
三原　一郎……アンケート特集：皮膚科医の医師会活動

ITを切り口とした医師会活動　1298
三原　祥嗣……topical haemotherapyが有効であった難
治性糖尿病性足趾潰瘍　695
南　　満芳……壊疽性膿皮症　885
峯村　徳哉……エクリン汗孔腫内に生じたエクリン汗孔
癌　1015
三砂　範幸……pigmented fungiform papillae of the

tongue 421
三嶋　志穂……悪性黒色表皮腫　413
三橋善比古……何かおかしい　629，diabetic digital

sclerosis, palmoplantar fibromatosisと糖尿病性浮腫性
硬化症合併例　647，リンパ球腫型ピアス肉芽腫
901，東三河皮膚科症例検討会から　1072，もの知ら
ざれば発見多し　1213，質疑応答：「神輿こぶ」の話
1450
三浦　　歩……マムシ咬症30例の治療経験　828
三浦　由宏……pigmented fungiform papillae of the

tongue 421
宮地　良樹……病院皮膚科が生き残るために　331
宮本樹里亜……Behçet病――皮膚血管炎を伴った症例

429，Bazin硬結性紅斑　1361
宮本　正章……治療抵抗性壊疽に対するマゴットセラピ
ー　1051
溝口　協子……Bowenoid papulosis 913，限局型皮膚
ノカルジア症　1003
溝口　昌子……年月の流れ止まらず　842
水野　博司……治療抵抗性壊疽に対するマゴットセラピ
ー　1051
水野　可魚……人工血管周囲膿瘍　995，Basedow病
――匙状爪により発見された例　1373

水野　杏一……治療抵抗性壊疽に対するマゴットセラピ
ー　1051
水谷　　仁……腹筋麻痺を伴った帯状疱疹　153，

eccrine spiradenoma 763，Senear-Usher症候群―
C型肝炎治療中に発症した紅斑性天疱瘡　1253
水谷　一裕……肘の滑液包炎―膝・足関節滑液包炎を
含む　1172
持田　耕己……プレミネントにご注意を　1199
望月　　隆……Trichophyton verrucosum感染症　169
毛利　　忍……malignant proliferating trichilemmal

tumor 787
森　　　啓……多発性骨髄腫による全身性アミロイドー
シス――透析アミロイドーシスとの鑑別に苦慮した症
例　43
森　　　理……佐世保皮膚科医会の現在，過去，未来
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92，副作用，合併症，誤診の報告　737
森　　志朋……Bazex症候群　1225
森　　達吉……AIDS関連Kaposi肉腫　1385
森　　敏恵……眼囲のびらんを呈した尋常性天疱瘡

65
守口　　蘭……歯科用根管治療剤（ペリオドン）による全
身性接触皮膚炎　511
森川　玲子……transient acantholytic dermatosis（Grover
病）――本邦例のまとめと海外報告例との比較　275
森本　光明……扁平苔癬　381
森澤　有希……metastatic tuberculosis abscess 137，

trichilemmal horn 767
森田　明理……結節型類天疱瘡　267，急性汎発性発疹
性膿疱症　291，chondrodermatitis nodularis chronica
helicis 663
森谷　鈴子……顔面に生じた皮膚限局性結節性アミロイ
ドーシス　893

森山かおり……水疱性エリテマトーデス　377
森山マサミ……娘への遺言　467
師井　洋一……スポロトリコーシス　185
向井　秀樹……顔面播種状粟粒性狼瘡様の臨床像を呈し
た皮膚サルコイド　27，顔面播種状粟粒様狼瘡――塩
酸ミノサイクリンによるdrug-induced hypersensitivity
syndrome 31，著明な視力低下を呈した小児の帯状
疱疹　51，鈍感力を磨け　249，木村病　315，徳島
における皮膚科医の活動・沿革等について　834，患者
の品格　867，Bowenoid papulosis 913，fibroepithe-
lial polyps of the vagina 929，限局型皮膚ノカルジア
症　1003，poroid hidradenoma 1007，環状扁平苔
癬　1119，frictional amyloidosis 1139，単発型グロ
ムス腫瘍　1147，Vogt-Koyanagi-Harada病　1277

向山　　仁……口腔ケアの理論的背景とその実際
446，口腔内写真の撮り方　456
棟方　貴子……癰――未治療の糖尿病に合併した例

877
村上富美子……Fabry病――脳血管障害を伴った例　1377
村上　一宏……糖尿病性浮腫性硬化症――2型糖尿病の
長期経過中に合併した症例　643
村上　　昇……アフロクアロンによる光線過敏型薬疹

531
村上　信司……アロプリノールが原因薬剤として疑われ
たTEN型薬疹　279，愛媛大学医学部皮膚科における
ステロイド長期投与患者の糖尿病発症状況　712
村上有香子……acquired reactive perforating collagenosis

655，Erdheim-Chester病―肘窩にxanthomaを認めた
例　1143

村瀬　香奈……Wegener肉芽腫症　1417
村田　朋子……痛風結節――内科治療に抵抗した例

889
村山　史男……佐世保皮膚科医会の現在，過去，未来

92
室　　繭子……リンパ球腫型ピアス肉芽腫　901
武藤　　潤……trichilemmal horn 767
武藤　正彦……diffuse large B cell lymphoma 1155

n
永江美香子……有棘細胞癌――右腕切断術施行例　803
永井　弥生……皮膚筋炎　1127
永森　克志……後天性表皮水疱症　　397
長野　　徹……Rosai-Dorfman disease――ステロイドが
著効した例　1397

長坂　　武……Behçet病――皮膚血管炎を伴った症例
429

永瀬　浩一……佐賀県皮膚科懇談会から　949
永田　　誠……Langerhans細胞組織球症　1401
永田　貴久……Cronkhite-Canada症候群　1233
長谷　哲男……エクリン汗孔腫内に生じたエクリン汗孔
癌　1015，私はこうして高齢者の皮膚を診ている
増126

長戸　　紀……佐世保皮膚科医会の現在，過去，未来
92

長門　　一……clear cell hidradenoma 771
内藤　静夫……皮下型サルコイドーシス　897
仲　　　弥……さじ加減　1323，高齢者の爪を診て
増123

中坊　幸晴……AIDS関連Kaposi肉腫　1385
中川　秀己……アトピー性皮膚炎顔面頸部皮疹に対する
タクロリムス軟膏と塩酸セチリジンの併用効果の検討
2 0 1，後天性表皮水疱症　　3 9 7，a m e l a n o t i c
melanoma 807，Duhring疱疹状皮膚炎　1019，
Rothmund Thomson症候群　1249

中川　浩一……歯科用根管治療剤（ペリオドン）による全
身性接触皮膚炎　511

中川昌次郎……医師会の事業経営　731，アンケート特
集：皮膚科医の医師会活動　医師会の役割　1294

中原　哲士……佐賀県皮膚科懇談会から　949
名嘉眞武国……後天性亜鉛欠乏症による腸性肢端皮膚炎

47
中村　元樹……chondrodermatitis nodularis chronica

helicis 663
中村　元信……タール・ピッチ皮膚症――Bowen病を生
じた例　1039

中村　吏江……topical haemotherapyが有効であった難
治性糖尿病性足趾潰瘍　695

中村　　敬……アセトアミノフェンによるnonpigment-
ing fixed drug eruption 527

中村　雄彦……平凡な「ほどほど開業医」――論文作成,
シイタケ皮膚炎など　602

中村　友紀……amelanotic melanoma 807
中西　健史……混合型クリオグロブリン血症患者にみら
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れた紫斑病　307
中野　　創……乳房外Paget病　779
中野　忠男……Microsporum gypseumによる体部白癬

173
中尾　由絵……疥癬――イベルメクチンによる肝障害を
呈した症例　193
中田　珠美……AIDS関連Kaposi肉腫　1385
中澤美智雄……annular elastolytic giant cell granuloma

905
中澤　有里……マンソン孤虫症　189
難波　純英……骨髄線維症患者のG-CSFを投与中に生じ
たneutrophilic dermatosis 523

成澤　　寛……pigmented fungiform papillae of the
tongue 421

成田　多恵……皮膚クリプトコッカス症　181
成田　智彦……フルニエ壊疽　675
夏秋まき子……佐賀県皮膚科懇談会から　949
根岸　　晶……皮下型サルコイドーシス　897
根来　伸夫……急性進行性間質性肺炎を伴った皮膚筋炎

55
丹生　健一……Rosai-Dorfman disease――ステロイドが
著効した例　1397
西田　絵美……結節型類天疱瘡　267
錦織千佳子……Rosai-Dorfman disease――ステロイドが
著効した例　1397
西川　武二……「ふりかえる」終章：国際関係と私

1440
西本勝太郎……実感高齢者診療 増124
西尾　晴子……グリベック内服中に急速に多発した汗孔
角化症　547
西岡　和恵……ヘアダイによる接触皮膚炎に対する生活
指導　437

西岡　　清……新しい風を　9，皮膚科医の眼の値段
491，蒲田皮膚科医会から　590，佐賀県皮膚科懇談
会から　949，コピペ　1103，高齢者の皮膚 増1
西山　茂夫……ヤエヤマイチモンジ　71，ベニヒカゲ

199，キタテハ　321，クロセセリ　435，キマダラ
ヒカゲ　565，タイワンシロチョウ　705，オナガシ
ジミ　821，ウラミスジシジミ　935，マサキウラナ
ミジャノメ　1049，ルリシジミ　1165，ホソバヒョ
ウモン　1283，フタスジチョウ　1423，高齢者の
common skin disease 増51
新田悠紀子……皮疹をみつめて “皮疹も一期一会”

847，顔面に生じた皮膚限局性結節性アミロイドーシ
ス　893
野田　佳織……人工血管周囲膿瘍　995
野間　陽子……アロプリノールが原因薬剤として疑われ
たTEN型薬疹　279
野村　昌代……Wegener肉芽腫症　1417
能勢聡一郎……Crow-Fukase症候群　1237

o
落合　豊子……グリベック内服中に急速に多発した汗孔
角化症　547

織田眞理子……amelanotic melanoma 807
緒方　克己……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　元の姿に返すために　579
小川　純己……ダーモスコピー診断用紙　441，アンケ
ート特集・治療に難渋したcommon skin diseases 毛
w炎様皮疹を呈した疥癬＝うつ病管理に難渋し，診断
に至らなかった症例　939
小川　絹代……口腔ケアの理論的背景とその実際　446
荻野　篤彦……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから 「特集」のテーマ選びが重要
な課題　78，摘るべきか，摘らざるべきか　1282

小倉香奈子……アセトアミノフェンによるnonpigment-
ing fixed drug eruption 527
大場　一生……悪性黒色表皮腫　413
大原　晴香……Mondor病　1381
大橋　次郎……学会抄録の厚み　357
大橋　則夫……眼鏡による色素沈着型接触皮膚炎　19
大畑　千佳……lichen planopilaris 259，ユーエフティ
ーE顆粒内服中に生じたDLE型薬疹　539

大圃　詩子……Duhring疱疹状皮膚炎　1131
大磯　直毅……フルニエ壊疽　675
大川　　司……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　なるべく保存的治療を心掛けています
…　577
大久保ゆかり……リンパ球腫型ピアス肉芽腫　901，

diabetic digital sclerosis, palmoplantar fibromatosisと糖
尿病性浮腫性硬化症合併例　647
大楠　清文……“M. ulcerans subsp. shinshuense”による
皮膚潰瘍　145

大西　　清……木村病　315
大西　里佳……臀部褥瘡――陰圧閉鎖療法，パッチ植皮，
吸引水疱蓋植皮を施行した例　925
大野　稔之……顔面に生じた皮膚限局性結節性アミロイ
ドーシス　893

大澤　政彦……急性進行性間質性肺炎を伴った皮膚筋炎
55
大城　晶子……何もかも中途半端な側道で　462
太田　有史……Duhring疱疹状皮膚炎　1019
太田　　学……糖尿病性浮腫性硬化症――2型糖尿病の
長期経過中に合併した症例　643
太田みどり……アンケート特集・治療に難渋したcom-

mon skin diseases 中高年の女性の脂漏性皮膚炎
938
大滝　倫子……質疑応答・イベルメクチン“無効例”と
は？　614，虫を巡って思うこと　1193
大谷　道輝……質疑応答・Vol.30，No.2「不明を恥ず」投
稿に対して　475
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皮膚科医30余年雑感　235，蒲田皮膚科医会から
590

長田　　厚……肺動静脈瘻より脳膿瘍をきたしたOsler
病　405，annular elastolytic giant cell granuloma
905

音山　和宣……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　陥入爪は皮膚科で治療するの？　582

小山　敏雄……annular elastolytic giant cell granuloma
905

尾崎　元昭……TT型Hansen病　1035
小篠　純一……筋痛を初発症状とした筋サルコイドーシ
ス　295

小澤　　明……顔面に発症した糖尿病性浮腫性硬化症
639，汎発性環状肉芽腫　667

s
定本　靖司……日本紅斑熱　161
佐伯　圭介……Plummer-Vinson症候群を疑ったIgG-κ型
骨髄腫関連の口腔・口角病変　287

佐川　禎昭……徳島における皮膚科医の活動・沿革等に
ついて　834

斎田　俊明……質疑応答・Vol.30, No.2「不明を恥ず」投
稿に対して　475，後頸部に生じた石灰化上皮腫
759，皮膚原発CD30陽性リンパ腫　1151，Wells症候
群（eosinophilic cellulitis） 1269

斉木　　実……高齢者とのやりとりにおける心がけ 増
117

斉藤　　昭……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　部活と治療は両立しない　582

齋藤　稚代……尋常性狼瘡　133，chondrodermatitis
nodularis chronica helicis 663

斎藤　一夫……徳島における皮膚科医の活動・沿革等に
ついて　834

齋藤　昌孝……ペグインターフェロン・リバビリン併用
療法による薬疹　503

齊藤　玲子……卵巣癌を合併した皮膚筋炎　61
斉藤　隆三……顔面播種状粟粒性狼瘡様の臨床像を呈し
た皮膚サルコイド　27，日向ぼこ　109，春めく
237，春寒　353，論文考　365，花見　469，若葉風
609，鳥取県臨床皮膚科医会から　716，五月晴れ
733，梅雨晴　849，Bowenoid papulosis 913，暑さ
969，5分間診療　985，poroid hidradenoma 1007，
台風　1087，秋の夕べ　1195，Vogt-Koyanagi-
Harada病　1277，爽やか　1325，御用納め　1447

齊藤　知子……サルコイドーシス　1031
齊藤　和美……紅皮症を呈した疱疹状天疱瘡　271
齊藤　典充……円形脱毛症の発症機序と難治例に対する
今後の治療の展望――全頭型脱毛，汎発型脱毛患者に
どのように対峙していくか　366

坂井　博之……Kikuchi-Fujimoto disease 409

大坪　紗和……Kikuchi-Fujimoto disease 409
大塚　康子……pigmented fungiform papillae of the

tongue 421
大槻マミ太郎……アトピー性皮膚炎顔面頸部皮疹に対す
るタクロリムス軟膏と塩酸セチリジンの併用効果の検
討　201
大山　文悟……ブシラミンによると考えられた薬剤性水
疱症　535

岡　　恵子……質疑応答：マンゴー皮膚炎患者はマンゴ
ーを食べてもいいか？　1451

岡　　昌宏……Rosai-Dorfman disease――ステロイドが
著効した例　1397
岡　　輝明……皮膚転移巣から診断しえた肺小細胞癌

815
岡田　　茂……佐世保皮膚科医会の現在，過去，未来

92
岡本　恵芽……尋常性狼瘡　133
岡本　祐之……人工血管周囲膿瘍　995，Basedow病
――匙状爪により発見された例　1373
岡本　　修……水疱性エリテマトーデス　377，刺咬31
時間後に受診したマムシ咬傷　1111，Hutchinson-
Gilford症候群―局所皮弁を利用して頭蓋再建を行った
例　1261

岡村理栄子……アンケート特集：皮膚科医の医師会活動
皮膚科医も医師会活動に参加しなくては　1287
岡村ゆか里……薬剤性過敏症症候群――劇症1型糖尿病
を発症した症例　687
岡崎　秀規……アロプリノールが原因薬剤として疑われ
たTEN型薬疹　279，verrucous skin lesion on the foot
in diabetic neuropathy 691
岡崎美知治……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから 「声」の欄はバーチャル医局
77，「全国皮膚科医メーリングリスト」立ち上げます
738，皮膚科医はなぜ怒らないのか？　1164
沖　　正直……背部弾性線維腫　917
奥田　容子……腰部に生じた基底細胞癌　791
奥津　一郎……多発性骨髄腫による全身性アミロイドー
シス――透析アミロイドーシスとの鑑別に苦慮した症
例　43

小野　敦子……急性汎発性発疹性膿疱症　291
小野　恵理……セファゾリンナトリウムによる蕁麻疹型
薬疹　519，薬剤性過敏症症候群――劇症1型糖尿病
を発症した症例　687
小野　紀子……necrobiosis lipoidica 299
小野　友道……皮膚病変において“巨大”の意味するもの
――「巨大」病変で苦しむ患者を逸脱者としてのアウト
サイダーにしてはならない　752

小野田雅仁……malignant proliferating trichilemmal
tumor 787，Sweet病――肺癌に合併した例　1393
小野田　進……眼鏡による色素沈着型接触皮膚炎　19，
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酒井　麻帆……腰部に生じた基底細胞癌　791
堺　　則康……パクリタキセルとドセタキセルによる強
皮症様皮膚硬化　551
榊原　彰浩……腰部に生じた基底細胞癌　791
榊原　代幸……急性汎発性発疹性膿疱症　291
坂本久美子……Duhring疱疹状皮膚炎　1131
佐野　栄紀……乾癬研究up to date 986
佐野　　勉……北の都の皮膚科学教室　607
早乙女敦子……水疱性類天疱瘡――口腔粘膜に初発した
症例　389，皮膚転移巣から診断しえた肺小細胞癌
815，poroid hidradenoma 1007
猿田　隆夫……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　凍結療法と硝酸銀圧抵法で治療　580
猿谷佳奈子……顔面播種状粟粒性狼瘡様の臨床像を呈し
た皮膚サルコイド　27，顔面播種状粟粒様狼瘡――塩
酸ミノサイクリンによるdrug-induced hypersensitivity
syndrome 31，著明な視力低下を呈した小児の帯状
疱疹　51，質疑応答・Vol.30, No.1「著明な視力低下を
呈した小児の帯状疱疹」を読んで　613，frictional
amyloidosis 1139，単発型グロムス腫瘍　1147
笹田　昌宏……クエン酸第一鉄ナトリウムによる

Stevens-Johnson syndrome 555
佐々木　一……後天性表皮水疱症　　397
佐々木司郎……日本紅斑熱　161
佐瀬くらら……ひざまずき，暖め，敬い，学び，そして
…支える 増118

佐藤　雅道……多発性骨髄腫による全身性アミロイドー
シス――透析アミロイドーシスとの鑑別に苦慮した症
例　43
佐藤　精一……Hutchinson-Gilford症候群―局所皮弁を
利用して頭蓋再建を行った例　1261
佐藤　伸一……悪性黒色表皮腫　413
佐藤　昌三……発疹性黄色腫――著明な高脂血症と糖尿
病に伴った症例　671
佐藤　俊樹……頭部白癬――在宅の寝たきり患者に生じ
た症例　165

佐藤　秀英……刺咬31時間後に受診したマムシ咬傷
1111
佐藤　貴浩……脳原発リンパ腫に伴って発症したと思わ
れたアナフィラクトイド紫斑　303，塩化亜鉛パッチ
テスト陽性例における亜鉛華（単）軟膏使用の是非
1426
佐藤　俊宏……toxic shock-like syndrome 149，多発性
有棘細胞癌―汗孔角化症から発生した例　1159
佐藤　義憲……糖尿病性浮腫性硬化症――2型糖尿病の
長期経過中に合併した症例　643
佐藤　龍男……アンケート特集：皮膚科医の医師会活動
川崎市の皮膚科医の医師会活動と地域活動　1290
澤田　俊一……アンケート特集：皮膚科医の医師会活動
医師会活動は自己満足，でも多少は理解してほしい

1291
沢田　俊道……私のムンテラ 増119
澤田　海彦……グリベック内服中に急速に多発した汗孔
角化症　547

澤田　雄宇……瘢痕浸潤を初発症状としたサルコイドー
シス　1135
澤村　大輔……栄養障害型表皮水疱症の病態とその治療
法についての展望　10，乳房外Paget病　779
清島真理子……“M. ulcerans subsp. shinshuense”による
皮膚潰瘍　145，論文―読む楽しみと書く楽しみ
967
関根　万里……疥癬――イベルメクチンによる肝障害を
呈した症例　193
仙波　京子……水疱性エリテマトーデス　377
柴田　真一……腰部に生じた基底細胞癌　791
渋谷　博美……白癬性肉芽腫――Trichophyton rubrumに
よる深在性真菌症　177
渋谷　佳直……“M. ulcerans subsp. shinshuense”による
皮膚潰瘍　145

繁平　有希……Sweet病――肺癌に合併した例　1393
重見　文雄……徳島における皮膚科医の活動・沿革等に
ついて　834

繁田　美香……皮膚原発CD30陽性リンパ腫　1151
新後閑幸江……エクリン汗孔腫内に生じたエクリン汗孔
癌　1015
島田　英幹……クエン酸第一鉄ナトリウムによる

Stevens-Johnson syndrome 555
島田　眞路……背部弾性線維腫　917
島井　信子……Behçet病――皮膚血管炎を伴った症例

429
島貫　美和……山形県立中央病院における成人はしかの
流行in 2008 342，マムシ咬症30例の治療経験　828
嶋岡　弥生……Werner症候群　1265
清水　康之……鳥取県臨床皮膚科医会から　716
清水　晶子……Bazex症候群　283
清水　英治……多発性筋炎――毛孔性紅色粃糠疹を合併
した例　991

清水　史明……Hutchinson-Gilford症候群―局所皮弁を
利用して頭蓋再建を行った例　1261
清水　　宏……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから　アンケートに答えて　83
清水　　舞……Wegener肉芽腫症　1417
清水　善徳……毛孔性紅色粃糠疹―マイコプラズマ感染
が誘因と考えられた例　1123
下田　貴子……パクリタキセルとドセタキセルによる強
皮症様皮膚硬化　551
新元　五月……pyostomatitis vegetans――潰瘍性大腸炎
に併発した症例　401
篠田　英和……佐賀県皮膚科懇談会から　949
四宮　　茂……蒲田皮膚科医会から　590
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新谷　洋一……急性汎発性発疹性膿疱症　291
塩原　順子……皮膚原発CD30陽性リンパ腫　1151
白樫　祐介……ペグインターフェロン・リバビリン併用
療法による薬疹　503
白岩　照男……アンケート特集：皮膚科医の医師会活動
「知らない・できない・やらない」ではすまされない医
師会役員　1292
代田　志保……後頸部に生じた石灰化上皮腫　759
庄司　道子……薬剤性過敏症症候群――劇症1型糖尿病
を発症した症例　687
庄野　佳孝……壊疽性膿皮症　885
宿輪　哲生……4歳男児の左膝にみられたSpitz母斑

1023
S.K.……皮膚科専門医試験を受験して　114
袖本　衣代……ピロリ菌除菌中に発症した薬疹　499
曽我部陽子……皮膚筋炎　1127
宋　　寅傑……産業医活動の現状と展望　492
相馬　良直……Laugier-Hunziker-Baran症候群　425，ア
フロクアロンによる光線過敏型薬疹　531
園田　忠重……多発性有棘細胞癌―汗孔角化症から発生
した例　1159
曽和　順子……セファゾリンナトリウムによる蕁麻疹型
薬疹　519
末木　博彦……多発性骨髄腫による全身性アミロイドー
シス――透析アミロイドーシスとの鑑別に苦慮した症
例　43，ブシラミンによると考えられた薬剤性水疱
症　535

菅井　順一……アトピー性皮膚炎顔面頸部皮疹に対する
タクロリムス軟膏と塩酸セチリジンの併用効果の検討
201
菅野　　尚……足底板が有用であった難治性皮膚潰瘍

699
菅谷　直樹……毛孔性紅色粃糠疹―マイコプラズマ感染
が誘因と考えられた例　1123
杉原　　昭……Basedow病――匙状爪により発見された
例　1373

杉浦　一充……Churg-Strauss症候群　1229
杉山美紀子……ブシラミンによると考えられた薬剤性水
疱症　535
杉山　孝博……皮膚科医が知っておくべき認知症の知識

323
杉山　由華……糖尿病性腎症による透析患者に続発した

Kyrle病　651
大治朗……背部膿瘍――糖尿病性ケトアシドーシス
合併例　881，血管Behçet病　1357
春原　晶代……尋常性狼瘡　133
須山　孝雪……悪性黒色腫　1043
鈴木　研一……1型糖尿病が発見された色素性痒疹

659
鈴木　昌幸……マムシ咬症30例の治療経験　828

鈴木　規弘……Hailey-Hailey病――一次性接触皮膚炎を
契機に診断に至った例　1369

鈴木　智子……“M. ulcerans subsp. shinshuense”による
皮膚潰瘍　145

鈴木　　琢……顔面播種状粟粒性狼瘡様の臨床像を呈し
た皮膚サルコイド　27，顔面播種状粟粒様狼瘡――塩
酸ミノサイクリンによるdrug-induced hypersensitivity
syndrome 31，著明な視力低下を呈した小児の帯状
疱疹　51

鈴木　裕介……高齢者とのやりとりにおける心がけ 増
120

t
多田光太郎……Crow-Fukase症候群　1237
多田　　靖……アフロクアロンによる光線過敏型薬疹

531
田上　八朗……老化とスキンケア 増44
平良　清人……inflixmabが原因と考えられたleukocyto-

clastic vasculitis 543
多島　新吾……metastatic tuberculosis abscess 137，

trichilemmal horn 767
田尻　明彦……敏感力　107
高木恵美子……Senear-Usher症候群―C型肝炎治療中
に発症した紅斑性天疱瘡　1253

高木　　元……治療抵抗性壊疽に対するマゴットセラピ
ー　1051

高木　誠二……著明な視力低下を呈した小児の帯状疱疹
51

高原　正和……スポロトリコーシス　185
高橋　明仁……巨大尖圭コンジローマ　909
高橋　和宏……oral florid papillomatosis――口角部の再
建例　417

高橋　　啓……poroid hidradenoma 1007
高橋　愼一……扁平苔癬　381
高野　藍子……malignant proliferating trichilemmal

tumor 787
高沢　裕子……後頸部に生じた石灰化上皮腫　759
高田　　実……皮膚原発CD30陽性リンパ腫　1151，

Wells症候群（eosinophilic cellulitis） 1269
高塚　純子……悪性黒色腫　1043
高山かおる……塩化亜鉛パッチテスト陽性例における亜
鉛華（単）軟膏使用の是非　1426

高山　修身……背部弾性線維腫　917
高安　　進……白癬性肉芽腫――Trichophyton rubrumに
よる深在性真菌症　177，Hutchinson-Gilford症候群―
局所皮弁を利用して頭蓋再建を行った例　1261

高沢　裕子……Wells症候群（eosinophilic cellulitis）
1269

武市　幸子……日本紅斑熱　161
武石恵美子……悪性黒色表皮腫　413
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竹本　朱美……筋痛を初発症状とした筋サルコイドーシ
ス　295
竹本　啓伸……透析患者に生じた糖尿病性皮膚潰瘍

630
武村　朋代……pyostomatitis vegetans――潰瘍性大腸炎
に併発した症例　401
竹之内辰也……巨大尖圭コンジローマ　909，悪性黒色
腫　1043
竹尾　直子……toxic shock-like syndrome 149
武内　英二……黒色真菌症――皮膚筋炎患者にみられた
例　999
滝川　未歩……口腔ケアの理論的背景とその実際　446
玉田　康彦……Kasabach-Merritt症候群―プレドニゾロ
ンとビンクリスチンの併用が奏効した例　1241
玉置　昭治……アセトアミノフェンによるnonpigment-

ing fixed drug eruption 527
玉木　　毅……発疹性黄色腫――著明な高脂血症と糖尿
病に伴った症例　671
田村　敦志……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　フェノール法や爪棘切除に対する誤解
583
田辺恵美子……アンケート特集・治療に難渋したcom-

mon skin diseases 生活の中のスキンケア指導が重要
946
田邉　　洋……Trichophyton verrucosum感染症　169
田中　　厚……“高齢者”は手に負えない 増121
田中　京子……ペグインターフェロン・リバビリン併用
療法による薬疹　503
田中　　信……胼胝腫：メスで削らず，スピール膏を貼
らず，ビタミンD3外用で 増102

田中　　勝……卵巣癌を合併した皮膚筋炎　61，「医療」
と「病院サービス」を切り離す　70，アンケート特
集・「皮膚病診療」について思うこと――advisorから
「皮膚病診療」に改革を　84，ダーモスコピー診断用
紙　441
田中　利明……蒲田皮膚科医会から　590
田中　俊宏……Churg-Strauss症候群　311，点滴漏れに
よる潰瘍――カミソリ植皮術施行例　921
種田　明生……高齢者の感染症　213，高齢者によくみ
られる皮膚病 増10
種井　良二……高齢者の皮膚疾患に対する薬の使い方

207，紅皮症を呈した疱疹状天疱瘡　271，高齢者の
皮膚の特徴 増18

種村　　篤……acquired reactive perforating collagenosis
655
谷藤　順士……高齢医師が高齢患者を診るメリット 増

122
谷村　裕嗣……Basedow病――匙状爪により発見された
例　1373
谷戸　克己……背部膿瘍――糖尿病性ケトアシドーシス

合併例　881，血管Behçet病　1357
田代あかり……非クロストリジウム性ガス壊疽　679
田代　吾子……顔面の破壊型基底細胞癌　795
田澤　隆弘……点滴漏れによる潰瘍――カミソリ植皮術
施行例　921

寺田麻衣子……Trichophyton verrucosum感染症　169
寺田　知音……木村病　315，Bowenoid papulosis 913
寺田　　亨……Crow-Fukase症候群　1237
寺島えつこ……口腔ケアの理論的背景とその実際　446
照井　　正……Duhring疱疹状皮膚炎　1131
戸部　正博……肘の滑液包炎―膝・足関節滑液包炎を含
む　1172
戸田　正夫……Werner症候群　1265
藤山　幹子……アロプリノールが原因薬剤として疑われ
たTEN型薬疹　279，抗けいれん薬による薬疹―新
規薬剤を含めて　1349
十一　英子……TT型Hansen病　1035
徳田　安孝……Bazex症候群　283
匿名希望……皮膚科のシネマ談義　738
戸倉　新樹……チーズによる食物依存性サリチル酸誘発
性アナフィラキシー　39，アンケート特集・「皮膚病
診療」について思うこと――advisorから　診断のため
のアルゴリズムパターンと引き出しパターン　86，
タール・ピッチ皮膚症――B o w e n病を生じた例
1039，瘢痕浸潤を初発症状としたサルコイドーシス
1135
富田　　靖……腰部に生じた基底細胞癌　791，Churg-

Strauss症候群　1229
冨山　月子……癰―未治療の糖尿病に合併した例

877
友枝　裕人……スポロトリコーシス　185
鳥居　秀嗣……2008年度診療報酬改定について　1061
鳥飼佳奈子……伝染性単核症　373
坪　　健司……癰―未治療の糖尿病に合併した例

877
坪井　良治……diabetic digital sclerosis, palmoplantar

fibromatosisと糖尿病性浮腫性硬化症合併例　647，顔
面の破壊型基底細胞癌　795，萎縮型隆起性皮膚線維
肉腫　811，リンパ球腫型ピアス肉芽腫　901
坪内利江子……質疑応答・Vol.30, No.2「不明を恥ず」投
稿に対して　475
土田　　眞……Plummer-Vinson症候群を疑ったIgG-κ型
骨髄腫関連の口腔・口角病変　287
土田　哲也……骨髄線維症患者のG-CSFを投与中に生じ
たneutrophilic dermatosis 523
辻　　　学……スポロトリコーシス　185
塚本　克彦……アンケート特集・「皮膚病診療」について
思うこと――advisorから　見て視て診る皮膚病診療
85，肺動静脈瘻より脳膿瘍をきたしたOsler病　405，
annular elastolytic giant cell granuloma 905
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月永　一郎……1型糖尿病が発見された色素性痒疹
659，eccrine porocarcinoma――5-FU軟膏で治療した
例　799

恒石　靜男……アンケート特集：皮膚科医の医師会活動
皮膚科医として医師会活動，医政活動を体験して思う
こと　1293

津野　憲雄……足底板が有用であった難治性皮膚潰瘍
699
角田　明良……肛囲Paget病　1409
角田　孝彦……植物による接触皮膚炎に対する説明と指
導　823，質疑応答：マンゴー皮膚炎患者はマンゴー
を食べてもいいか？　1451
鶴田　恭子……Wells症候群（eosinophilic cellulitis）

1269
堤　　祐子……Laugier-Hunziker-Baran症候群　425

u
内田　書絵……肺動静脈瘻より脳膿瘍をきたしたOsler
病　405，annular elastolytic giant cell granuloma
905
内田日奈子……リンパ球腫型ピアス肉芽腫　901
内田　隆夫……肛囲Paget病　1409
内宮　礼嗣……Zinsser-Cole-Engmann症候群（dyskerato-

sis congenita） 1273
内山　光明……アンケート特集・陥入爪の治療――私は
こうしている　ソフラチュールガーゼによる爪起こし
と金属プレートによる巻き爪の矯正　576，アンケー
ト特集：皮膚科医の医師会活動　皮膚科医の医師会活
動　1286

宇田川　晃……扁平苔癬　381
上田亜紀子……Langerhans細胞組織球症　1401
上田　啓次……Kaposi肉腫――最新の知見　1344
上田　暢彦……脳原発リンパ腫に伴って発症したと思わ
れたアナフィラクトイド紫斑　303
上原　和子……環状扁平苔癬　1119，単発型グロムス
腫瘍　1147
植木　理恵……eccrine porocarcinoma 1011，高齢者の
皮膚病は皮膚だけが問題なのではない 増112
上里　　博……infliximabが原因と考えられたleukocyto-

clastic vasculitis 543
宇原　　久……皮膚原発CD30陽性リンパ腫　1151
梅林　芳弘……皮膚クリプトコッカス症　181，clear

cell hidradenoma 771，アンケート特集・治療に難
渋したcommon skin diseases 長年の鶏眼　937

梅澤　慶紀……顔面に発症した糖尿病性浮腫性硬化症
639
漆畑　　修……顔面播種状粟粒様狼瘡――塩酸ミノサイ
クリンによるdrug-induced hypersensitivity syndrome
31，著明な視力低下を呈した小児の帯状疱疹　51，
poroid hidradenoma 1007

臼井　圭子……グリベック内服中に急速に多発した汗孔
角化症　547

宇都宮元和……エクリン汗孔腫内に生じたエクリン汗孔
癌　1015

w
和田　秀文……malignant proliferating trichilemmal

tumor 787
若林麻記子……点滴漏れによる潰瘍――カミソリ植皮術
施行例　921

若林　正治……2008年度診療報酬改定について　1061
若松　慶太……trichilemmal horn 767
若松　研弥……diffuse large B cell lymphoma 1155
若森　　健……ランサップに含まれるアモキシシリンに
よる薬疹　507

渡辺　　彩……水疱性類天疱瘡――口腔粘膜に初発した
症例　389，皮膚転移巣から診断しえた肺小細胞癌
815

渡辺　大輔……Kasabach-Merritt症候群―プレドニゾロ
ンとビンクリスチンの併用が奏効した例　1241

渡辺　正一……chondrodermatitis nodularis chronica
helicis 663

渡辺　　拓……Kasabach-Merritt症候群―プレドニゾロ
ンとビンクリスチンの併用が奏効した例　1241

y
矢島　智子……lichen planopilaris 259，ユーエフティ
ーE顆粒内服中に生じたDLE型薬疹　539

山田　勝裕……clear cell hidradenoma 771
山田　元人……東三河皮膚科症例検討会から　1072
山田　七子……多発性筋炎――毛孔性紅色粃糠疹を合併
した例　991

山田　義貴……高齢者のスキンケア・生活指導 増129
山縣沙希子……顔面播種状粟粒性狼瘡様の臨床像を呈し
た皮膚サルコイド　27，顔面播種状粟粒様狼瘡―
塩酸ミノサイクリンによるdrug-induced hypersensitiv-
ity syndrome 31

山口　奈央……Fabry病―脳血管障害を伴った例
1377

山本　明美……IgG/IgA pemphigus 393
山本　文平……Churg-Strauss症候群　311
山本　　泉……高齢者の感染症　213，高齢者皮膚疾患
における診断・治療のポイント 増38

山本　敬三……東三河皮膚科症例検討会から　1072
山本　真実……diabetic digital sclerosis, palmoplantar

fibromatosisと糖尿病性浮腫性硬化症合併例　647
山元　　修……びらん性毒ガスによる皮膚障害　868，
多発性筋炎――毛孔性紅色粃糠疹を合併した例　991

山本　哲也……Hailey-Hailey病――一次性接触皮膚炎を
契機に診断に至った例　1369
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山本　俊幸……自然消褪現象のメカニズムを探る
126，関節リウマチの皮膚症状　1104
山本　雄一……infliximabが原因と考えられたleukocyto-

clastic vasculitis 543
山根　源之……扁平苔癬　381
山之内健伯……伝染性単核症　373
山下　史記……eccrine porocarcinoma 1011
山下　高明……肺動静脈瘻より脳膿瘍をきたしたOsler
病　405
山屋　雅美……著明な視力低下を呈した小児の帯状疱疹

51
山y 有子……Churg-Strauss症候群　1229
山y 文和……人工血管周囲膿瘍　995
山y 雙次……Werner症候群　1265
柳澤　宏実……往診File No. 002 医は仁術？　1330，
高齢者外来診療のトリアージ？ 増104
谷野千鶴子……背部膿瘍――糖尿病性ケトアシドーシス
合併例　881，血管Behçet病　1357
安川　史子……サルコイドーシス　1031
安元慎一郎……後天性亜鉛欠乏症による腸性肢端皮膚炎

47，眼囲のびらんを呈した尋常性天疱瘡　65，アロ
プリノールによるdrug-induced hypersensitivity syn-
drome 559
康村　綾子……薬剤性過敏症症候群――劇症1型糖尿病
を発症した症例　687
矢崎　俊二……Fabry病―脳血管障害を伴った例

1377
横林ひとみ……発疹性黄色腫――著明な高脂血症と糖尿
病に伴った症例　671
横山　嘉洋……東三河皮膚科症例検討会から　1072

横関　博雄……脳原発リンパ腫に伴って発症したと思わ
れたアナフィラクトイド紫斑　303，塩化亜鉛パッチ
テスト陽性例における亜鉛華（単）軟膏使用の是非
1426
横関真由美……1型糖尿病が発見された色素性痒疹

659，eccrine porocarcinoma――5-FU軟膏で治療した
例　799
米田　真理……lichen planopilaris 259，ユーエフティ
ーE顆粒内服中に生じたDLE型薬疹　539

寄藤　和彦……口腔咽頭粘膜の帯状疱疹――汎発疹，髄
膜炎症状を合併した症例　157
吉田　理恵……ペグインターフェロン・リバビリン併用
療法による薬疹　503
吉田　雄一……多発性筋炎――毛孔性紅色粃糠疹を合併
した例　991

吉田由和子……環状扁平苔癬　263
吉木竜太郎……タール・ピッチ皮膚症――Bowen病を生
じた例　1039

吉村　和弘……後天性亜鉛欠乏症による腸性肢端皮膚炎
47，アロプリノールによるdrug-induced hypersensitiv-
ity syndrome 559
吉村　正子……佐世保皮膚科医会の現在，過去，未来

92
吉永　英司……フルニエ壊疽　675，壊死性筋膜炎――

2型糖尿病が発見された症例　683
吉成　　力……clear cell hidradenoma 771
由布　克巳……toxic shock-like syndrome 149

ｚ
善利　晶子……Vogt-Koyanagi-Harada病　1277
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件　　名　　索　　引

a
アセトアミノフェン ……………………………………527
acquired reactive perforating collagenosis ……………655
acute generalized exanthematous pustulosis …………291
亜鉛アレルギー ………………………………………1426
亜鉛華（単）軟膏 ………………………………………1426
亜鉛欠乏症 ………………………………………………47
アフロクアロン …………………………………………531
AIDS ……………………………………………………1385
AIDS関連Kaposi肉腫 …………………………………1385
悪性黒色表皮腫 …………………………………………413
悪性黒色腫 ……………………………………1023，1043
悪性リンパ腫 ……………………………………………303
亜急性壊死性リンパ節炎 ………………………………409
ALアミロイドーシス ……………………………………43
α-ガラクトシダーゼ …………………………………1377
アレルギー性靴皮膚炎 …………………………………567
アレルギー性肉芽腫性血管炎 ………………………1229
アロプリノール …………………………………279，559
amelanotic melanoma……………………………………807
アモキシシリン …………………………………499，507
アミロイドーシス ………………………………………893
アナフィラクトイド紫斑 ………………………………303
アナフィラキシー ………………………………………39
ANCA関連血管炎………………………………………1417
annular elastolytic giant cell granuloma ………………905
アポトーシス ……………………………………………126
アスピリン ………………………………………………39
アトピー性皮膚炎 ………………………………………201
ATP2C1遺伝子…………………………………………1369

b
Basedow病 ……………………………………………1373
Bazex症候群 …………………………………2，831，225
Bazin硬結性紅斑 ………………………………………1361
Behçet病 …………………………………………………429
belt flap……………………………………………………417
胼胝 ……………………………………………………1261
びまん性被角血管腫 …………………………………1377
びらん，両口角・赤唇部 ………………………………287
びらん性毒ガス …………………………………………868
微量元素 …………………………………………………47
Blaschko線 ……………………………………………1119
Bowen病 ………………………………………………1039

Bowenoid papulosis ……………………………………913
BP180 ……………………………………………………385
ブシラミン……………………………………5，351，257
ぶどう膜炎 ……………………………………………1277
Buruli潰瘍 ………………………………………………145
病院皮膚科 ………………………………………………331

c
カンデサルタンシレキセチル …………………………291
カルバマゼピン ………………………………………1349
carbuncle…………………………………………………877
CD30陽性リンパ腫 ……………………………………1151
セファゾリンナトリウム ………………………………519
C型肝炎…………………………………………………1253
遅延型アレルギー ………………………………………511
治療抵抗性 ………………………………………………275
治療抵抗性壊疽 ………………………………………1051
腟 …………………………………………………………929
chondrodermatitis nodularis chronica helicis…………663
超高齢者 …………………………………………………803
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