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梅田　二郎，片岡　葉子 ……………………………561

皮膚原発性MALTリンパ腫／浅井　俊弥，木村　鉄宣，
卜部　利真 ……………………………………………565

primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma
漆畑　真理，長谷川道子，永井　弥生，田村　敦志，
五十嵐直弥，石川　　治 ……………………………569

primary cutaneous follicle center cell lymphoma
――THP-COP療法が著効した例
内田　洋平，米良健太郎，多田　浩一，上和田理恵，
西　　正行，河井　一浩，金蔵　拓郎 ……………573

ALK陽性未分化大細胞リンパ腫――血球貪食症候群を併
発した例
若松加奈恵，林　　和人，川口　敦子，峯村　徳哉，
長谷　哲男 ……………………………………………577
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――皮膚潰瘍・壊死性病変が急速に多発した例
竹田　公信，南部　昌之，藤井　俊樹，田邉　　洋，
望月　　隆，澤木　俊興，三木美由貴，正木　康史，
黒瀬　　望 ………………………………………581

intravascular large B-cell lymphoma
野網　淑子，堀米　玲子，白籏久美子 ……………585
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――腹部に馬蹄形の皮下結節を生じた例
高橋　ユエ，松山阿美子，高野　藍子，浅井　俊弥，
蒲原　　毅 ……………………………………………589

NK/T細胞リンパ腫――好酸球性筋膜炎として現れた例
人見　勝博，寺木　祐一，伊崎　誠一 ……………593

頭部皮膚に浸潤した多発性骨髄腫
日野上はるな，米田　真理，菊池麻衣子，大畑　千佳，
森山　康弘，足立　史朗 ……………………………597

insect bite-like reaction――mantle cell lymphomaに伴って
生じた例
浅越　健治，岩月　啓氏 ……………………………601

小児のlymphomatoid papulosis
大黒奈津子，福本　隆也，浅田　秀夫 ……………605
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横内　　幸，大原関利章，高橋　　啓 ……………613

治療
菌状息肉症に対するPUVAバス療法
森田　明理，古橋　卓也，前田　　晃 ……………621
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6月号：乳房の皮膚病――2009
editorial
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玉田　康彦，松本　義也 ……………………………671
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貴志　和生 ……………………………………………687
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川口　敦子，三橋善比古，荒井　佳恵，坪井　良治
…………………………………………………………715

浸潤性乳管癌――乳房Paget病を疑った例
峯岸　美紀，大歳　晋平，秋山　正基，飯島　正文，
沢田　晃暢，北村　則子 ……………………………719

metaplastic carcinoma（乳癌）――ダンベル型の増殖をき
たし，皮膚原発SCCと鑑別を要した例
中浦　　淳，藤原　規広，吉川　周佐，清原　祥夫，
嵩　眞佐子 ……………………………………………723
スキルス胃癌の皮膚転移――リンパ管腫様を呈した例
白井　洋彦，松本　考平，大川たをり，山村　弟一
…………………………………………………………727
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飯塚　　一 ……………………………………………731
基底細胞癌――乳頭部に生じた例
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中山樹一郎 ……………………………………………735
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沖山　良子，安部　美穂，佐藤　勘治，饗場　伸作，
金子　　聡，竹森　康子 ……………………………741

「超高齢」化時代の皮膚悪性腫瘍治療――オフィスダーマ
トロジスト，地域病院の果たすべき役割
青木見佳子 ……………………………………………747
office dermatology
大垣オープンカンファレンスから
清島真理子，伊藤　　隆，鹿野由紀子，清水　英樹，
長田　和子，西岡　　清 ……………………………755

私の歩んだ道
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7月号：腫瘍随伴性皮膚疾患
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パンデミック／斉藤　隆三 ……………………………785
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腫瘍随伴性天疱瘡／橋本　　隆 ………………………786
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デルマドロームの概念／三橋善比古 …………………795
臨床例
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橋本　　隆 ……………………………………………799
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田中　俊宏 ……………………………………………807
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…………………………………………………………823
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宮下　　梓，長野　博章 ……………………………827
胃癌に合併した反応性AAアミロイドーシス
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…………………………………………………………831

膵癌に伴う皮下結節性脂肪壊死症
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清水　秀樹 ……………………………………………835
単クローン性高γ-グロブリン血症を合併した壊疽性膿皮症
野口奈津子，長門　　一，澤田　賢一，山田　勝裕，
真鍋　　求，梅林　芳弘 ……………………………839
顔面の腫脹から胸腺腫による上大静脈症候群が判明した例
早乙女敦子，糸魚川　彩，萩原　良哉，日野　治子
…………………………………………………………843

急性骨髄性白血病に合併したSweet病
松本　考平，白井　洋彦，大川たをり，山村　弟一
…………………………………………………………847

成人T細胞白血病（くすぶり型）患者に生じた複発性帯状
疱疹／石名　　航，中川　浩一，岸田　　大，
梶本　敦子，石井　正光 ……………………………851
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皮膚科のsubspeciality／橋本　　隆 …………………856
蝶の博物詩
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アンケート特集：私がみつけたデルマドローム
岩崎　　雅，宇宿　一成，大川　　司，荻野　篤彦，
音山　和宣，川津　智是，川端　康浩，佐々木　豪，
津田　眞五，根本　　治，本庄三知夫 ……………859

新潟Clinical Dermatologyから
風間　　隆，勝見　伸也，勝海　　薫，兼子　泰行，
山本　洋子，浅井　俊弥 ……………………………870

私の歩んだ道
石の上にも三年／西本勝太郎 …………………………880
診察室の四季
日焼け／斉藤　隆三 ……………………………………885
皮膚科のトリビア
第49回／浅井　俊弥 ……………………………………886
声
Vol.31, No.5 editorial“オムソーリ”を読んで／Vol.31, No.6
声「帽針頭大とは」を読んで／往診File No.011 私の往
診3原則 ………………………………………………892

8月号：虫による皮膚病――2009
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ガイドライン／西岡　　清 ……………………………905
topics
アタマジラミとスミスリン抵抗性
冨田　隆史，駒形　　修，葛西　真治 ……………906

総説
皮膚に病変をおこす虫／夏秋　　優 …………………914
臨床例
乳幼児の疥癬／松浦みどり，藤村　奈緒，中村　和子，
廣門未知子，蒲原　　毅，大沼　すみ，池澤　善郎
…………………………………………………………921

ペルメトリン外用が著効した乳児疥癬例
石崎　純子，吉住　順子，田中　　勝 ……………925

偶発性皮膚ハエ症
秋田　尚見，棟方　貴子，田中　　光，冨山　月子
…………………………………………………………929

フタトゲチマダニ幼虫による多発刺咬
中井　智絵，谷口　芳記 ……………………………933

タカサゴキララマダニによるマダニ刺症
新川　博美，平良　清人，安里　　豊，嘉陽　　進，
上里　　博 ……………………………………………937

アカコッコマダニ刺症
畠田　優子，松山　　孝，近藤　章生，赤坂江美子，
生駒　憲広，馬渕　智生，田宮　紫穂，小澤　　明，
松木　美和，篠永　　哲 ……………………………941

ダニ虫体が検出された爪下血腫



萩谷ゆみ子，奥田未加子，武藤　正彦 ……………945
トコジラミによる虫刺症
花川　博義，柳原　　誠 ……………………………949
クモ咬症／鵜飼　佳子，山本　文平，林　　　進 …953
ヨコヅナサシガメによる刺症／宮内　俊次 …………957
クロシタアオイラガ幼虫による虫刺症，皮膚炎
――刺されると激痛が終日続く身近にいる有害虫
山谷　眞吾 ……………………………………………961
蚊刺過敏症
内田　隆夫，末木　博彦，山本　将平，今留　謙一
…………………………………………………………965

DICを併発したツツガムシ病
中藤　奈美，八町　祐宏 ……………………………969
二次性遊走性紅斑を伴ったライム病
橋本　玲奈，木花いづみ，武藤　麻紀，高野　　愛，
川端　寛樹，渡邉　治雄 ……………………………973
皮膚二核顎口虫症
姜　　朱美，住田奈穂子，福田　　均，杉山　　広，
山y 浩 ……………………………………………977
advisorの眼
「治療的自我」／塚本　克彦 ……………………………982
蝶の博物詩
アカボシゴマダラ（1）／西山　茂夫 …………………983
治療
疥癬の治療／石井　則久 ………………………………985
統計
ヒトと動物に共通する皮膚疾患――イヌ疥癬88例の解析
寺田　有里，村山　信雄，永田　雅彦，森田　達志
…………………………………………………………992

私の歩んだ道
私の半生／神崎　　保 …………………………………998
診察室の四季
蝉／斉藤　隆三 ………………………………………1005
皮膚科のトリビア
第50回／浅井　俊弥 …………………………………1006
声
恙虫考／質疑応答：配置医師の仕事は？／往診File

No.012 うちの旦那が亡くなりました …………1008

9月号：皮膚筋炎――2009
editorial
究極の画像診断／三橋善比古 ………………………1019
topics
mechanic’s hand／三井　純雪，衛藤　　光 ………1020
展望
抗ARS抗体症候群／長谷川　稔 ……………………1028
臨床例
脂肪織炎を初発症状とした皮膚筋炎
岸　　史子，永井　弥生，曽我部陽子，石川　　治
………………………………………………………1035

脂肪織炎を呈し急速進行性間質性肺炎を合併した皮膚筋炎
糸魚川　彩，浅野　善英，荒木麻由子，門野　岳史，
玉置　邦彦，尹　　浩信 …………………………1039

急激な経過をとり，間質性肺炎で死亡した amyopathic
dermatomyositis／西野　　洋，大谷　安司 ……1043
トキソプラズマ抗体の著しい上昇をみた皮膚筋炎
太田　智秋 …………………………………………1047
º破性皮膚炎を呈した皮膚筋炎
野村　和夫，千葉　博信，高梨　信吾 …………1051

ATLLを合併し，水疱形成を伴った皮膚筋炎
今井　　聖，倉持　　朗，土田　哲也 …………1055
小児皮膚筋炎――免疫グロブリン大量静注療法が奏効し
た例
三根　義和，小川　文秀，清水　和宏，佐藤　伸一
………………………………………………………1059

mechanic’s hand
丸山　美鈴，井上　考司，加治　賢三，藤本　　学
………………………………………………………1063

抗Ku抗体と抗PL-7抗体を重複して陽性を示した多発性筋
炎と強皮症のオーバーラップ症候群／原　　真由，
清水　和栄，室　　慶直，富田　　靖 …………1067
白色瘢痕様皮疹を呈した皮膚筋炎
池永　五月，会津　隆幸，澤村　大輔 …………1071
関節伸側に多発皮膚潰瘍を伴った皮膚筋炎
清水平ちひろ，谷岡　未樹，荒川　明子，松村　由美，
是枝　　哲，宇谷　厚志，宮地　良樹 …………1075
指尖部壊死を伴った皮膚筋炎／大西　正純，
前田　文彦，高橋　和宏，赤坂　俊英 …………1079
手指の壊死をきたした皮膚筋炎／阪上　陽子，
井形　華絵，平井　陽至，野坂　睦子，大塚　正樹，
辻　　和英，大野　貴司，岩月　啓氏，矢野　隆介，
長谷川健二郎 ………………………………………1083
皮膚筋炎診断3年半後に大腸癌を発症した例
松下　佳代，新田悠紀子，嘉陽　織江，大野　稔之
………………………………………………………1087

甲状腺乳頭癌を合併した皮膚筋炎
廣島　光恵，河合　正博，飛永　純一，半田　芳浩
………………………………………………………1091

advisorの眼
「皮膚が弱い」／古江　増隆 …………………………1096
蝶の博物詩
アカボシゴマダラ（2）／西山　茂夫…………………1097
office dermatology
膠原病診療の病診連携／衛藤　　光 ………………1099
治療
「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン」を
読み解く／田中　郁子，大島　久二…………1105

統計
鹿児島大学における悪性腫瘍を合併した皮膚筋炎症例の
検討／吉福明日香，東　　裕子，内宮　礼嗣，
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猿渡　　浩，米倉健太郎，河井　一浩，
金蔵　拓郎 …………………………………………1110
診察室の四季
秋めく／斉藤　隆三 …………………………………1113
皮膚科のトリビア
第51回／浅井　俊弥 …………………………………1114
声
質疑応答・田舎医者の素朴な疑問／往診File No. 013車馬
賃 ……………………………………………………1120

10月号：膠原病――エリテマトーデスを中心に
editorial
マニフェストを磨く／浅井　俊弥 …………………1133
展望
皮膚エリテマトーデス――最近の話題
古川　福実，池田　高治 …………………………1134
臨床例
多発性皮膚石灰沈着症を呈したSLE
伊藤亜希子，竹尾　直子，加藤　愛子，片桐　一元，
藤原　作平 …………………………………………1141
皮疹が急激に全身に拡大した高齢男性のSLE
森　　志朋，赤坂　俊英 …………………………1145

ムチン沈着を初発症状としてSLEに移行した例
安里　　豊，山本　雄一，平良　清人，大浦　　孝，
上里　　博 …………………………………………1149
出産を契機に発症・増悪したSLE
辻　　貴子，前山　泰彦，安元慎一郎，酒井　和子，
横尾　吏美，奥田　誠也，橋本　　隆 …………1153

SLEの加療中にループス腎炎を発症した例
兵部　理恵，西　　葉月，城野　剛充，江田　幸政，
尹　　浩信 …………………………………………1157
全身性エリテマトーデスに合併した抗リン脂質抗体症候群
遠藤　幸紀，赤坂　俊英 …………………………1161

アナフィラクトイド紫斑を認めたループス腎炎
石田　　勲，谷　　　守，梅垣　知子，片山　一朗，
古松　慶之，猪阪　善隆 …………………………1165

SLEに再発性多発軟骨炎を合併した例
佐々木良輔，稲葉弥寿子，清水　善徳，松永佳世子，
杉山　　敏 …………………………………………1169
全身性エリテマトーデスに合併したリウマチ結節
大塚　　勤 …………………………………………1173

lupus erythematosus tumidus／西山　瑞穂，金澤　伸雄，
廣井　彰久，古川　福実 …………………………1177

深在性エリテマトーデス／野嶋　浩平，上田　暢彦，
佐藤　貴浩，横関　博雄 …………………………1181
新生児エリテマトーデス／村田　朋子，八田　尚人，
畑崎　喜芳 …………………………………………1185
小児DLE／塩見　彩子，佐々木祥人，永井　　宏，
堀川　達弥，錦織千佳子，星野　　力 …………1189
関節リウマチ患者にみられた反応性AAアミロイドーシス

前島　英樹，勝岡　憲生 …………………………1193
Sjögren症候群に伴った環状肉芽腫／澄川　靖之，
木村　鉄宣，安齋　眞一，中村準之助 …………1197
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皮膚科医とタッチケア／馬場　直子 ………………1202
蝶の博物詩
ギンボシヒョウモン／西山　茂夫 …………………1203
治療
リウマチ・膠原病疾患の最新治療
楠　　芳恵，川合　眞一 …………………………1205

office dermatology
オフィスにおけるSjögren症候群への対処
臼田　俊和 …………………………………………1212
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毛利　　忍，渡邊　知雄，鎌田　英明，
杉田　泰之，山川　有子，斉藤　隆三 …………1221
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11月号：接触皮膚炎――2009
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会話力／向井　秀樹 …………………………………1243
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関東　裕美 …………………………………………1244

展望
接触皮膚炎研究――最新の知見／横関　博雄 ……1252
臨床例
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………………………………………………………1259
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妹尾　明美，徳山　弥生，中山　由美，藤井　一恭，
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色素性接触皮膚炎／清水　正之 ……………………1283
植物性染毛剤ヘナによる接触皮膚炎
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大月　國司 …………………………………………1291
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千貫　祐子，古村　南夫，森田　栄伸 …………1299
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………………………………………………………1303
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………………………………………………………1305
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………………………………………………………1309
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木下　華子，末廣　晃宏，加藤　則人 …………1313
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advisorの眼
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………………………………………………………1322
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………………………………………………………1325

統計
理・美容師の職業性接触皮膚炎におけるパッチテスト成績
舛　　明子，谷田　宗男 …………………………1335
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庄内皮膚科医会から
三原　一郎，横山　　靖，木根渕智子，西尾　　彰，
真家　興隆，三橋善比古 …………………………1341

診察室の四季
冬めく／斉藤　隆三 …………………………………1349
皮膚科のトリビア
第53回／浅井　俊弥 …………………………………1350
声
往診File No.015駐車禁止等除外標章は必要／質疑応答

Vol.31, No. 8「タカサゴキララマダニ刺症」論文につい
て／皮膚の日によせて ……………………………1352

12月号：環状を呈する皮膚病
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病名／斉藤　隆三 ……………………………………1365
topics
Hansen病の皮膚症状／石井　則久 …………………1366
展望
Sjögren症候群の環状紅斑／片山　一朗 ……………1372
臨床例
環状扁平苔癬
横井　郁美，森上　純子，窪田　泰夫 …………1379
疱疹状膿痂疹として発症し，産後も環状紅斑を繰り返し
ている例／大口　由香，清水　聡子，大澤　倫子，
安居千賀子，土屋喜久夫 …………………………1383
皮疹を契機に大腸癌が発見されたerythema gyratum repens
吉村理枝子，小島　清登，竹田　公信，阿部　真也，
望月　　隆，川浦　　健 …………………………1387
臨床的に膿疱を欠く好酸球性膿疱性毛包炎
内山　真樹，三橋善比古，大久保ゆかり，加瀬佳代子，
坪井　良治 …………………………………………1391

Wilson病患者に生じた蛇行性穿孔性弾力線維症
早乙女敦子，向井　秀樹，清水　教一 …………1395

Alagille症候群の患者にみられた汎発性環状肉芽腫
生垣　英之，内山　龍平，宇原　　久 …………1399
鑑別に苦慮したinterstitial granulomatous dermatitis with

arthritis／葉山　惟大，松永　晶江，原　　弘之，
照井　　正 …………………………………………1403
悪性腫瘍を合併したannular elastolytic giant cell granuloma
（AEGCG）／具志真希子 ……………………………1407
強皮症に合併したBT型Hansen病
山口さやか，山本　雄一，細川　　篤，上里　　博，
石川　　治 …………………………………………1411
新生児エリテマトーデス／谷本　圭子，岡崎　秀規，
村上　信司，橋本　公二，檜垣　高史 …………1415
間質性膀胱炎を合併したSjögren症候群
椛島利江子，尾藤　利憲，深町　晶子，深町幸一郎，
西井　久枝，戸倉　新樹 …………………………1419

Dsg3型IgA天疱瘡
田嶋　磨美，三橋善比古，坪井　良治 …………1423
皮膚T細胞リンパ腫／竹本　啓伸，原田　　研，
久保　恒明，矢口　　直 …………………………1427
左半身に限局する汗孔角化症に生じた有棘細胞癌
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日本の掌蹠多汗症治療はガラパゴス状態
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村上　昌雄，菱川　良夫 …………………………1439
診療情報
被髪頭部の尋常性乾癬に対するマキサカルシトールロー
ションとステロイドローションの併用からマキサカル
シトールローション単独への切り替え療法の検討
大久保ゆかり，夏目　尚子，臼井　佳恵，坪井　良治
………………………………………………………1446
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河合　修三，北村　浩之，倉知貴志郎，西井貴美子，
宮島　　進，横井　葉子，西岡　　清 …………1452
蝶の博物詩
オオモンシロチョウ／西山　茂夫 …………………1437
皮心伝心
皮膚科形態学の向こうへ／種井　良二 ……………1461
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冬の宿／斉藤　隆三 …………………………………1463
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増刊号：学校保健と学校感染症
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学校保健と皮膚病診療／西岡　　清 ……………………1
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状疱疹…39，40／単純疱疹…41，42，43／尋常性疣贅
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皮膚科と学校保健／大川　　司 ………………………46
学校保健
皮膚科による学校保健に対する取り組みと今後の課題
――神奈川県／岩井　雅彦 …………………………55
皮膚科による学校保健に対する取り組みと今後の課題
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大川　　司，太田美つ子，工藤　隆弘，滝沢　　康，
中沢　康夫，村上　静幹，望月　和子 ……………61

皮膚科における学校保健に対する取り組みと今後の課題
――豊中市／西井貴美子 ……………………………67

皮膚科による学校保健に対する取り組みと今後の課題
――広島県／岡野　伸二 ……………………………72
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内田　健夫 ……………………………………………76

アレルギー疾患と学校保健
服部　　瑛 ……………………………………………81

知っておくべき予防接種の知識
日野　治子 ……………………………………………85
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学校保健と学校感染症／日野　治子 …………………89
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斉藤　隆三 ……………………………………………102

診断と対策
小児科でよく診る小児皮膚疾患
橋本　邦生，古川　　漸 ……………………………108

心身症と皮膚疾患／片岡　葉子 ………………………114
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五十嵐俊弥 ……………………………………………160
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伊藤　信夫 ……………………………………………163

麻疹は青年の伝染性皮膚疾患／上田　　宏 …………164
学校感染症雑感／上田　純嗣 …………………………165
意外と身近な「学校保健」／江畑　俊哉 ………………166
学校保健に携わってみて／小幡　秀一 ………………167
学校保健とは予防医学である／幸野　　健 …………168
学校保健と学校感染症／佐々木りか子 ………………169
学校感染症に“Trichophyton tonsurans感染症（格闘家白
癬）”の明記を！／篠田　英和………………………170

学校保健への皮膚科の参加／島田　辰彦 ……………171
学校感染症／新関　寛二 ………………………………172
学校保健に携わっていて感じること／西井貴美子 …174
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読んで　517，指尖部壊死を伴った皮膚筋炎　1079，
皮疹が急激に全身に拡大した高齢男性のSLE 1145，
全身性エリテマトーデスに合併した抗リン脂質抗体症
候群　1161
秋田　尚見……偶発性皮膚ハエ症　929
秋山　正基……浸潤性乳管癌―乳房Paget病を疑った
例　719

天谷　雅行……w腫型深在性白癬―Castleman病患者
の臀部に生じた例　423
安藤　典子……クルミによるoral allergy syndrome（OAS）

65
安齋　眞一……基底細胞癌―basal cell carcinomaに関す
る臨床病理学的ないくつかの問題　144，Sjögren症候
群に伴った環状肉芽腫　1197
青木見佳子……「超高齢」化時代の皮膚悪性腫瘍治療―
オフィスダーマトロジスト，地域病院の果たすべき役
割　747
青山　裕美……Vörner型掌蹠角化症―ケラチン9遺伝
子（KRT9）の2B領域に新規点突然変異（Glu 450 Lys）を
認めた親子例　159，peeling skin syndrome 179，
痒疹型優性栄養障害型表皮水疱症　191
新井　春枝……乳房の深在性エリテマトーデス　679
新井　　達……乳房の深在性エリテマトーデス　679
荒川　明子……関節伸側に多発皮膚潰瘍を伴った皮膚筋
炎　1075

新川　博美……タカサゴキララマダニによるマダニ刺症
937，質疑応答Vol.31, No.8「タカサゴキララマダニ刺
症」論文について　1352
荒木麻由子……脂肪織炎を呈し急速進行性間質性肺炎を
合併した皮膚筋炎　1039
新倉　冬子……ムコール症　459

浅田　秀夫……小児のlymphomatoid papulosis 605
浅越　健治……insect bite-like reaction―mantle cell

lymphomaに伴って生じた例　601
朝比奈昭彦……乳房Paget病　711
浅井　俊弥……新春放談―第4期の編集方針について

106，皮膚科のトリビア43 126，皮膚科のトリビア
44 266，前橋市皮膚科医会から　365，クロタミト
ンを含有する皮膚科用処方箋医薬品　375，皮膚科の
トリビア45 384，往診File No.007 外陰部の白い粉
388，OTC抗真菌剤に関する実態調査　475，皮膚科
のトリビア46 508，オムソーリ―親愛なる，おた
がいさま　531，皮膚原発性MALTリンパ腫　565，
diffuse large B-cell lymphoma―腹部に馬蹄形の皮下
結節を生じた例　589，皮膚科のトリビア47 652，
乳房の深在性エリテマトーデス　679，皮膚科のトリ
ビア48 772，新潟Clinical Dermatologyから　870，
皮膚科のトリビア49 886，皮膚科のトリビア50
1006，往診File No.012 うちの旦那が亡くなりまし
た　1009，皮膚科のトリビア51 1114，マニフェス
トを磨く　1133，皮膚科のトリビア52 1230，皮膚
科のトリビア53 1350，皮膚科のトリビア54 1464

浅海　千秋……Microsporum canisによる小児の頭部白癬
427，化粧品中のパラベンによる接触皮膚炎　1279

浅野　善英……脂肪織炎を呈し急速進行性間質性肺炎を
合併した皮膚筋炎　1039

浅野　幸恵……職業粉塵コバルトによる全身性接触皮膚
炎　1275

安里　　豊……タカサゴキララマダニによるマダニ刺症
937，ムチン沈着を初発症状としてSLEに移行した例
1149

浅谷　雅文……乳房の深在性エリテマトーデス　679

b
馬場　直子……皮膚科医とタッチケア　1202，アンケ
ート・学校保健と学校感染症―皮膚科医と学校保健
の今後　増178

坂　　義経……米国製ニキビケア化粧品に含まれる過酸
化ベンゾイルによる接触皮膚炎　1307

尾藤　利憲……間質性膀胱炎を合併したSjögren症候群
1419

c
千葉　博信……º破性皮膚炎を呈した皮膚筋炎　1051
千貫　祐子……苦参による接触皮膚炎　1299

人　　名　　索　　引
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d
大黒奈津子……小児のlymphomatoid papulosis 605
出光　俊郎……腫瘍随伴性天疱瘡と水疱性類天疱瘡の合
併例―慢性リンパ球性白血病に併発した例　799
土井　春樹……悪性黒色腫―乳頭・乳輪部に生じた例

731

e
江畑　俊哉……アンケート・学校保健と学校感染症―
意外と身近な「学校保健」 増166

海老原　全……w腫型深在性白癬―Castleman病患者
の臀部に生じた例　423
海老澤元宏……質疑応答：「食物アレルギーへの対応に
ついて」 128，食物アレルギー診断と対策―“食物
アレルギー診療の手引き2008”から　増124
遠藤　英樹……毛包性ムチン沈着症―成人T細胞白血
病/リンパ腫（ATLL）に合併した例　553
遠藤　幸紀……全身性エリテマトーデスに合併した抗リ
ン脂質抗体症候群　1161
衛藤　　光……乳房の深在性エリテマトーデス　679，

mechanic’s hand 1020，膠原病診療の病診連携
1099，

f
藤広満智子……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―手は生活環境を映す鏡　242，Trichophyton ton-
suransによる爪白癬　415
藤井　一恭……DBNPAによるerythema multiforme-like

contact reaction 1263
藤井　俊樹……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma―皮膚潰瘍・壊死性病変が急速に多発し
た例　581

藤本　　学……mechanic’s hand 1063
藤本　　亘……乳癌に併発したacrokeratosis paraneoplasti-

ca（Bazex症候群）様皮膚症　823
藤村　奈緒……乳幼児の疥癬　921
藤田　悦子……鼻部スポロトリコーシス―枕元の土か
ら感染したと考えられる例　467
藤田　美穂……モザイク型体幹被角血管腫　211
藤原　規広……metaplastic carcinoma（乳癌）―ダンベ
ル型の増殖をきたし，皮膚原発SCCと鑑別を要した例
723
藤原　作平……蕁麻疹様紅斑―ウイルス感染が関与し
たと思われる例　61，多発性皮膚石灰沈着症を呈し
たSLE 1141
藤原　　進……足縁に発症したtinea nigra 431
深井　和吉……nail-patella症候群　297，血管型Ehlers-

Danlos症候群と血友病Aの合併例　349
深町幸一郎……間質性膀胱炎を合併したSjögren症候群

1419

深町　晶子……間質性膀胱炎を合併したSjögren症候群
1419
深松　紘子……副乳癌―全摘手術により診断がついた
例　699
福地　　修……胃癌に合併した反応性AAアミロイドー
シス　831
福田　英嗣……植物性染毛剤ヘナによる接触皮膚炎

1287
福田　英三……軽症型薬疹にももっと目を向けてほしい

1322
福田　博美……深在性皮膚カンジダ症―左上肢に多発
性皮下膿瘍を生じた例　435
福田　　均……皮膚二核顎口虫症　977
福田桂太郎……ヒトアジュバント病　687
福本　隆也……小児のlymphomatoid papulosis 605
袋　　秀平……往診File No.004 コンビニ往診？　129，
質疑応答：褥瘡の治療成績―皮膚科医がかかわると
1232
福山國太郎……過硫酸アンモニウムによる顔面の職業性
接触皮膚炎　1319，左半身に限局する汗孔角化症に
生じた有棘細胞癌　1431
船曳　正英……Scedosporium apiospermumによる深在性
皮膚真菌症　439
古江　増隆……「皮膚が弱い」 1096
古橋　卓也……菌状息肉症に対するPUVAバス療法　621
古川　福実……皮膚エリテマトーデス―最近の話題

1134，lupus erythematosus tumidus 1177
古川　　漸……小児科でよく診る小児皮膚疾患　増108
古松　慶之……アナフィラクトイド紫斑を認めたループ
ス腎炎　1165

古村　南夫……苦参による接触皮膚炎　1299

g
後藤　　歩……食道癌との関連が示唆されたデルマドロ
ーム　815
後藤　瑞生……蕁麻疹様紅斑―ウイルス感染が関与し
たと思われる例　61
後藤　哲也……皮膚クリプトコッカス症―成人T細胞
白血病・リンパ腫に合併した例　451
具志真希子……悪性腫瘍を合併したannular elastolytic

giant cell granuloma（AEGCG） 1407

h
蜂谷　征弘……クリプトコッカス症―肝硬変患者に蜂
窩織炎で発症し，不幸な転帰をとった例　455
羽金　重喜……「会津地方でみられるタケノコ採り後，
項部に生ずる紅斑症」について　387

萩原　宏子……深在性皮膚カンジダ症―左上肢に多発
性皮下膿瘍を生じた例　435
萩原　良哉……顔面の腫脹から胸腺腫による上大静脈症



― 14 ―

候群が判明した例　843
萩谷ゆみ子……Microsporum canisによる小児の頭部白癬

427，ダニ虫体が検出された爪下血腫　945
濱田　尚宏……単純型表皮水疱症（Köbner型） 187，

PCR法とAlwNIによる制限酵素消化で診断したA群色
素性乾皮症　317
濱口　太造……アナフィラキシーの兄妹例―お好み焼
き粉に混入したダニが原因と考えられた例　73
花房　崇明……自己免疫性蕁麻疹―モンテルカストが
奏効した例　37
花川　博義……トコジラミによる虫刺症　949
花輪　書絵……片側性Darier病　163
半田　芳浩……甲状腺乳頭癌を合併した皮膚筋炎　1091
原　　弘之……鑑別に苦慮したinterstitial granulomatous

dermatitis with arthritis 1403
原　　真由……抗Ku抗体と抗PL-7抗体を重複して陽性
を示した多発性筋炎と強皮症のオーバーラップ症候群
1067
原田　　研……皮膚T細胞リンパ腫　1427
原田　　栄……アンケート・学校保健と学校感染症―
学校保健と私　増179
原田　　晋……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―刺激性か？　アレルギー性か？　240，フェイ
シャルパックによる接触皮膚炎　1317
春名　邦隆……順天堂大学角化症専門外来における先天
性魚鱗癬患者49例の診断と実態調査　223
長谷川健二郎……手指の壊死をきたした皮膚筋炎　1083
長谷川道子……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma 569
長谷川　稔……抗ARS抗体症候群　1028
橋川　恵子……hypomelanosis of Ito 175
橋本　公二……慢性光線性皮膚炎　1259，新生児エリ
テマトーデス　1415
橋本　邦生……小児科でよく診る小児皮膚疾患　増108
橋本　玲奈……二次性遊走性紅斑を伴ったライム病　973
橋本　　隆……hypomelanosis of Ito 175，単純型表皮
水疱症（Köbner型） 187，PCR法とAlwNIによる制限
酵素消化で診断したA群色素性乾皮症　317，腫瘍随
伴性天疱瘡　786，腫瘍随伴性天疱瘡と水疱性類天疱
瘡の合併例―慢性リンパ球性白血病に併発した例
799，食道癌に合併した抗デスモコリン抗体陽性天疱
瘡　803，皮膚科のsubspeciality 856，出産を契機に
発症・増悪したSLE 1153
橋本　倫子……播種性トリコスポロン症―急性骨髄性白
血病治療中にみられた例　463
羽白　　誠……アンケート・学校保健と学校感染症―
抜毛癖の児童への対応　増175

畑　三恵子……アンケート・学校保健と学校感染症―
アタマジラミ症の集団発生をより早く防ぐために　増
176

畑　　康樹……w腫型深在性白癬―Castleman病患者
の臀部に生じた例　423

秦　　由美……乳房パラフィノーマ　683
畠田　優子……アカコッコマダニ刺症　941
羽田野徹夫……アンケート・学校保健と学校感染症―
愛知県における皮膚科専門校医の活動　増177

畑崎　喜芳……新生児エリテマトーデス　1185
八町　祐宏……DICを併発したツツガムシ病　969
八田　尚人……新生児エリテマトーデス　1185
服部　　瑛……アレルギー疾患と学校保健　増81
葉山　惟大……鑑別に苦慮したinterstitial granulomatous

dermatitis with arthritis 1403
林　　和人……ALK陽性未分化大細胞リンパ腫―血球
貪食症候群を併発した例　577

林　めぐみ……女性化乳房―男性透析患者に合併した
例　691

林　　　進……クモ咬症　953
秀　　道広……蕁麻疹―最近の話題　16，遅延性圧
蕁麻疹　25

檜垣　高史……新生児エリテマトーデス　1415
東　　禹彦……nail-patella症候群　297
東　　裕子……鹿児島大学における悪性腫瘍を合併した
皮膚筋炎症例の検討　1110

東森　倫子……紫雲膏による接触皮膚炎　1301
髭達磨……特養への往診よりも配置医師に　517，質疑
応答：配置医師の仕事は？　1008

日野　治子……顔面の腫脹から胸腺腫による上大静脈症
候群が判明した例　843，学校感染症カラーアトラス
増5，知っておくべき予防接種の知識　増85，学校保
健と学校感染症　増89

日野　亮介……成人T細胞白血病/リンパ腫―紅皮症
を呈し，GVHD型組織反応とCD8陽性T細胞の活性化
をみた例　549

日野上はるな……頭部皮膚に浸潤した多発性骨髄腫
597

平井亜衣子……左半身に限局する汗孔角化症に生じた有
棘細胞癌　1431

平井　陽至……手指の壊死をきたした皮膚筋炎　1083
平井　由児……深在性皮膚カンジダ症―左上肢に多発
性皮下膿瘍を生じた例　435

平形　道人……w腫型深在性白癬―Castleman病患者
の臀部に生じた例　423

廣井　彰久……lupus erythematosus tumidus 1177
廣門未知子……乳幼児の疥癬　921
廣本　敦子……オキサリプラチン（白金製剤）によるアナ
フィラキシー　85，膵癌に伴う皮下結節性脂肪壊死
症　835

廣島　光恵……甲状腺乳頭癌を合併した皮膚筋炎　1091
比留間政太郎……皮膚アルテルナリア症―局所温熱療
法が奏効した例　447，皮膚真菌症診断・治療ガイド
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ラインについて　494
菱川　良夫……粒子線治療と皮膚障害　1439
人見　勝博……NK/T細胞リンパ腫―好酸球性筋膜炎
として現れた例　593
帆足　俊彦……乳房下縁のアポクリン汗腺癌―乳癌と
の鑑別を要した例　707
ホボオバ……質疑応答：施設での疥癬の集団発生の治療
について　514
本田まりこ……質疑応答：「水痘ワクチンによる帯状疱
疹の予防について」 269
本庄三知夫……アンケート特集・私がみつけたデルマド
ローム―グルカゴノーマ症候群にみられる壊死性遊
走性紅斑　869
堀　　和彦……胃癌に合併した反応性AAアミロイドー
シス　831
堀米　玲子……intravascular large B-cell lymphoma 585
堀川　達弥……小児DLE 1189
堀尾　　武……茨なき道　502
星　美智子……水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症　203
星野　　稔……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―手荒れ（進行性指掌角皮症）の生活指導　243
星野　　力……小児DLE 1189
細川　　篤……強皮症に合併したBT型Hansen病　1411
兵部　理恵……SLEの加療中にループス腎炎を発症した
例　1157

i
一愛読者……質疑応答：Vol.30，No.12「Mondor病」を読
んで　517
五十嵐直弥……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma 569
五十嵐俊弥……前橋市皮膚科医会から　365，皮膚科に
よる学校保健に対する取り組みと今後の課題―前橋
市　増61，アンケート・学校保健と学校感染症―
前橋市における小・中学校皮膚科定期健診の手順　増
160
井形　華絵……手指の壊死をきたした皮膚筋炎　1083
井川　　健……急性型adult T-cell leukemia/lymphoma
―中毒疹様の皮膚症状を呈した例　545
尹　　浩信……脂肪織炎を呈し急速進行性間質性肺炎を
合併した皮膚筋炎　1039，SLEの加療中にループス腎
炎を発症した例　1157
飯田　信也……男性乳癌　703
飯田　剛士……片側性Darier病　163
飯島　正文……浸潤性乳管癌―乳房Paget病を疑った
例　719
飯塚　　一……悪性黒色腫―乳頭・乳輪部に生じた例

731
池田　香織……白癬性肉芽腫―壊疽性膿皮症と鑑別が
むずかしかった例　419

池田　志斈……食物依存性運動誘発性アナフィラキシー
（FDEIA）―メカジキによる例　77，Hailey-Hailey病
―ATP2C1の変異を同定しえた例　167，順天堂大
学角化症専門外来における先天性魚鱗癬患者49例の診
断と実態調査　223，食道癌に合併した抗デスモコリ
ン抗体陽性天疱瘡　803
池田　高治……皮膚エリテマトーデス―最近の話題

1134
生垣　英之……Alagille症候群の患者にみられた汎発性
環状肉芽腫　1399
池上　　望……皮膚アルテルナリア症―局所温熱療法
が奏効した例　447
池嶋　文子……順天堂大学角化症専門外来における先天
性魚鱗癬患者49例の診断と実態調査　223

池永　五月……白色瘢痕様皮疹を呈した皮膚筋炎　1071
池澤　善郎……食道癌との関連が示唆されたデルマドロ
ーム　815，乳幼児の疥癬　921
生長奈緒子……乳房Paget病　711
生駒　憲広……アカコッコマダニ刺症　941
今留　謙一……蚊刺過敏症　965
今福　信一……基底細胞癌―乳頭部に生じた例　735
今井　　聖……ATLLを合併し，水疱形成を伴った皮膚
筋炎　1055
今井　祐記……nail-patella症候群　297
今山　修平……乳腺構造をもつ男子の副乳　697
稲葉弥寿子……SLEに再発性多発軟骨炎を合併した例

1169
稲冨　　徹……乳房パラフィノーマ　683
稲垣　克彦……SLC45A2（MATP）遺伝子に新規変異を認
めた眼皮膚白皮症4型　341
井上千津子……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―やはり重層療法がよく効きます　234
井上　考司……mechanic’s hand 1063
井上梨紗子……white sponge nevus―扁平苔癬を疑わ
れた例　195，急性型adult T-cell leukemia/lymphoma
―中毒疹様の皮膚症状を呈した例　545

井上　勝平……現場だ，現場　270，定義は的確に―
肉芽と肉芽腫と（毛細）血管拡張性肉芽腫の峻別　516
井上　利之……ケトプロフェンによる光アレルギー性接
触皮膚炎症候群　1305
井上　雄介……食道癌との関連が示唆されたデルマドロ
ーム　815
伊佐　保香……Vörner型掌蹠角化症―ケラチン9遺伝
子（KRT9）の2B領域に新規点突然変異（Glu 450 Lys）を
認めた親子例　159，peeling skin syndrome 179
猪阪　善隆……アナフィラクトイド紫斑を認めたループ
ス腎炎　1165

石橋　　明……患者さんとともに40余年　378
石橋　正夫……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―「手荒れ」は奥深い！　232
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石田　　勲……自己免疫性蕁麻疹―モンテルカストが
奏効した例　37，アナフィラクトイド紫斑を認めた
ループス腎炎　1165
石田奈津子……乳房のヘルペス　671
石井　正光……nail-patella症候群　297，血管型Ehlers-

Danlos症候群と血友病Aの合併例　349，成人T細胞白
血病（くすぶり型）患者に生じた複発性帯状疱疹　851

石井　則久……質疑応答：施設での疥癬の集団発生の治
療について　514，疥癬の治療　985，Hansen病の皮
膚症状　1366
石井　文人……食道癌に合併した抗デスモコリン抗体陽
性天疱瘡　803

石井　敏直……Vol.31, No.5 editorial“オムソーリ”を読ん
で　892

石地　尚興……菌状息肉症―アトピー性皮膚炎と誤診
され，民間療法中に重症化した例　557
石川　博康……質疑応答：「水痘ワクチンによる帯状疱
疹の予防について」 269，恙虫考　1008，質疑応
答・田舎医者の素朴な疑問　1120
石川　　治……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma 569，脂肪織炎を初発症状とした皮膚筋
炎　1035，強皮症に合併したBT型Hansen病　1411
石河　　晃……ヒトアジュバント病　687
石名　　航……成人T細胞白血病（くすぶり型）患者に生
じた複発性帯状疱疹　851
石崎　純子……ペルメトリン外用が著効した乳児疥癬例

925
磯貝理恵子……白癬性肉芽腫―壊疽性膿皮症と鑑別が
むずかしかった例　419
伊藤亜希子……多発性皮膚石灰沈着症を呈したSLE 1141
伊藤宏太郎……皮膚プロトテコーシス　443
伊藤　雅章……Rapp-Hodgkin症候群　337
伊藤　信夫……アンケート・学校保健と学校感染症―
「皮膚科医の学校保健参加」への他科医師の意見　増
163
伊藤　　隆……大垣オープンカンファレンスから　755
伊藤　友章……まだら症　305
伊藤　康裕……悪性黒色腫―乳頭・乳輪部に生じた例

731
糸魚川　彩……顔面の腫脹から胸腺腫による上大静脈症
候群が判明した例　843，脂肪織炎を呈し急速進行性
間質性肺炎を合併した皮膚筋炎　1039

岩井　雅彦……皮膚科による学校保健に対する取り組み
と今後の課題―神奈川県　増55
岩室　紳也……最近のSTI―若者の実態と求められて
いる予防対策とは　増151
岩崎　　雅……アンケート特集・私がみつけたデルマド
ローム―悪性リンパ腫に関連した2例―日ごろから
他科との連携の心掛けを！　859
岩月　啓氏……播種性トリコスポロン症―急性骨髄性

白血病治療中にみられた例　463，insect bite-like
reaction―mantle cell lymphomaに伴って生じた例
6 0 1，手指の壊死をきたした皮膚筋炎　1 0 8 3，
DBNPAによるerythema multiforme-like contact reac-
tion 1263

伊崎　誠一……NK/T細胞リンパ腫―好酸球性筋膜炎
として現れた例　593

泉　　祐子……下眼瞼の硬結を主徴とした点眼剤中の塩
化ベンザルコニウムによる接触皮膚炎　1271

j
城野　昌義……肺腺癌を伴った皮膚筋炎　827
城野　剛充……SLEの加療中にループス腎炎を発症した
例　1157

城下　　智……ムコール症　459

k
椛島利江子……間質性膀胱炎を合併したSjögren症候群

1419
門野　岳史……脂肪織炎を呈し急速進行性間質性肺炎を
合併した皮膚筋炎　1039

加賀　麻弥……皮膚アルテルナリア症―局所温熱療法
が奏効した例　447

加賀　美緒……男性乳癌　703
甲斐　浩通……色素性神経線維腫を伴ったneurofibro-

matosis type1 329
加治　賢三……mechanic’s hand 1063
梶本　敦子……原発性皮膚アスペルギルス症　407，成
人T細胞白血病（くすぶり型）患者に生じた複発性帯状
疱疹　851，マキロンによる接触皮膚炎　1311

梶原　一亨……後天性C1エステラーゼインヒビター（C1
INH）欠損性血管性浮腫　53

加倉井真樹……腫瘍随伴性天疱瘡と水疱性類天疱瘡の合
併例―慢性リンパ球性白血病に併発した例　799

鎌田　憲明……基底細胞母斑症候群の母子例　325
鎌田　英明……横浜市皮膚科医会から　1221
亀好　良一……遅延性圧蕁麻疹　25
上出　良一……下眼瞼の硬結を主徴とした点眼剤中の塩
化ベンザルコニウムによる接触皮膚炎　1271，紫外
線の子どもへの影響と対策　増119

上和田理恵……primary cutaneous follicle center cell lym-
phoma―THP-COP療法が著効した例　573

金澤　伸雄……lupus erythematosus tumidus 1177
蒲原　　毅……diffuse large B-cell lymphoma―腹部に馬
蹄形の皮下結節を生じた例　589，乳幼児の疥癬　921

神戸　直智……基底細胞母斑症候群の母子例　325
神戸　有希……急性型adult T-cell leukemia/lymphoma
―中毒疹様の皮膚症状を呈した例　545

金田　眞理……悪性末梢神経鞘腫瘍―神経線維腫症Ⅰ
型に伴った例　313，Fabry病に対する酵素補充療法
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357
金子　史男……あくせく皮膚科医40年余　116，福島県
立医科大学皮膚科で経験した伴性遺伝性魚鱗癬―
steroid sulfatase遺伝子の異常～遺伝子治療への展望
150
金子　　栄……アスピリン不耐症―慢性蕁麻疹に合併
した例　49，納豆による遅発性アナフィラキシー　69，
単純型表皮水疱症（Köbner型） 187

金子　　聡……劣性栄養障害型表皮水疱症―シクロス
ポリンを使用した例　183，モーズ軟膏の適用と使い
方　741
兼子　泰行……新潟Clinical Dermatologyから　870
金蔵　拓郎……primary cutaneous follicle center cell lym-

phoma―THP-COP療法が著効した例　573，鹿児島
大学における悪性腫瘍を合併した皮膚筋炎症例の検討
1110
加納　宏行……米国製ニキビケア化粧品に含まれる過酸
化ベンゾイルによる接触皮膚炎　1307
関東　裕美……接触皮膚炎―新しいアレルゲン　1244
神崎　　保……私の半生　998
辛島　正志……hypomelanosis of Ito 175
苅谷　直之……Rapp-Hodgkin症候群　337
葛西　真治……アタマジラミとスミスリン抵抗性　906
嵩　眞佐子……metaplastic carcinoma（乳癌）―ダンベ
ル型の増殖をきたし，皮膚原発SCCと鑑別を要した例
723
加瀬佳代子……臨床的に膿疱を欠く好酸球性膿疱性毛包
炎　1391
片桐　一元……蕁麻疹様紅斑―ウイルス感染が関与し
たと思われる例　61，多発性皮膚石灰沈着症を呈し
たSLE 1141
片岡　葉子……primary cutaneous CD30-positive T-cell

lymphoproliferative disorders 561，心身症と皮膚疾
患　増114
片山　治子……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―持久力と想像力　236
片山　一朗……Fabry病に対する酵素補充療法　357，ア
ナフィラクトイド紫斑を認めたループス腎炎　1165，
「接触皮膚炎診療ガイドライン」について　1325，
Sjögren症候群の環状紅斑　1372
片寄　喜久……adenoma of the nipple 695
加藤　愛子……多発性皮膚石灰沈着症を呈したSLE 1141
加藤　元一……peeling skin syndrome 179
加藤　真紀……adenoma of the nipple 695
加藤　則人……多種類のステロイド外用剤の主剤で接触
皮膚炎を生じた例　1267，10％ポビドンヨード液に
よる化学熱傷　1313
加藤　誠也……最近の結核　増146
加藤　卓朗……皮膚真菌症診断・治療ガイドラインにつ
いて　494

勝見　伸也……新潟Clinical Dermatologyから　870
勝岡　憲生……乳房の深在性エリテマトーデス　679，
関節リウマチ患者にみられた反応性AAアミロイドー
シス　1193
勝海　　薫……新潟Clinical Dermatologyから　870
川端　寛樹……二次性遊走性紅斑を伴ったライム病　973
川端　康浩……アンケート特集・私がみつけたデルマド
ローム―壊疽性膿皮症と環状紅斑　865
川田　　暁……毛包性ムチン沈着症―成人T細胞白血
病/リンパ腫（ATLL）に合併した例　553，食道癌に伴
った黒色表皮腫　819，紫雲膏による接触皮膚炎
1301
川田　博史……食物依存性運動誘発性アナフィラキシー
（FDEIA）―メカジキによる例　77，Hailey-Hailey病
―ATP2C1の変異を同定しえた例　167

川口　敦子……ALK陽性未分化大細胞リンパ腫―血球
貪食症候群を併発した例　577，primary mammary
Paget’s disease 715
川口　雅一……水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症　203，腎
性全身性線維症　282
河井　一浩……primary cutaneous follicle center cell lym-

phoma―THP-COP療法が著効した例　573，鹿児島
大学における悪性腫瘍を合併した皮膚筋炎症例の検討
1110
河合　正博……甲状腺乳頭癌を合併した皮膚筋炎　1091
川合　眞一……リウマチ・膠原病疾患の最新治療　1205
河合　修三……豊中市医師会皮膚科医会から　1452
川上　千佳……成人T細胞白血病/リンパ腫―紅皮症を
呈し，GVHD型組織反応とCD8陽性T細胞の活性化を
みた例　549

川上　佳夫……クリプトコッカス症―肝硬変患者に蜂
窩織炎で発症し，不幸な転帰をとった例　455
川名　誠司……男性乳癌　703
河野　優子……単純型表皮水疱症（Köbner型） 187
川原　　繁……毛包性ムチン沈着症―成人T細胞白血
病/リンパ腫（ATLL）に合併した例　553，食道癌に伴
った黒色表皮腫　819，紫雲膏による接触皮膚炎
1301
河崎　純子……食物依存性運動誘発性アナフィラキシー
（FDEIA）―メカジキによる例　77
川島　　眞……深在性皮膚カンジダ症―左上肢に多発
性皮下膿瘍を生じた例　435
川津　智是……アンケート特集・私がみつけたデルマド
ローム―結果オーライ　864

川浦　　健……皮疹を契機に大腸癌が発見されたerythe-
ma gyratum repens 1387
嘉陽　織江……皮膚筋炎診断3年半後に大腸癌を発症し
た例　1087
嘉陽　　進……タカサゴキララマダニによるマダニ刺症

937
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風間　　隆……新潟Clinical Dermatologyから　870
木藤　正人……後天性C1エステラーゼインヒビター（C1

INH）欠損性血管性浮腫　53
機動　嘉晃……夢幻　258
木嶋　晶子……primary cutaneous CD30-positive T-cell

lymphoproliferative disorders 561
菊池かな子……色素性神経線維腫を伴ったneurofibro-

matosis type 1 329
菊池麻衣子……頭部皮膚に浸潤した多発性骨髄腫　597
木村　鉄宣……皮膚原発性MALTリンパ腫　565，

Sjögren症候群に伴った環状肉芽腫　1197
木根渕智子……庄内皮膚科医会から　1341
木下　華子……10％ポビドンヨード液による化学熱傷

1313
岸　　史子……脂肪織炎を初発症状とした皮膚筋炎

1035
貴志　和生……ヒトアジュバント病　687
岸田　寛子……primary cutaneous CD30-positive T-cell

lymphoproliferative disorders 561
岸田　功典……まだら症　305
岸田　　大……原発性皮膚アスペルギルス症　407，成
人T細胞白血病（くすぶり型）患者に生じた複発性帯状
疱疹　851，マキロンによる接触皮膚炎　1311
岸本　三郎……多種類のステロイド外用剤の主剤で接触
皮膚炎を生じた例　1267
北田　正博……悪性黒色腫―乳頭・乳輪部に生じた例

731
北川　朋子……多種類のステロイド外用剤の主剤で接触
皮膚炎を生じた例　1267
北島　康雄……Vörner型掌蹠角化症―ケラチン9遺伝
子（KRT9）の2B領域に新規点突然変異（Glu 450 Lys）を
認めた親子例　159，peeling skin syndrome 179，
痒疹型優性栄養障害型表皮水疱症　191
北村　浩之……豊中市医師会皮膚科医会から　1452
北村　則子……浸潤性乳管癌―乳房Paget病を疑った
例　719

北野　喜良……ムコール症　459
清原　忠彦……汗孔角化症―日光表在播種型と巨大限
局型を同時に認めた例　215
清原　祥夫……metaplastic carcinoma（乳癌）―ダンベ
ル型の増殖をきたし，皮膚原発SCCと鑑別を要した例
723
清金　公裕……汗孔角化症―日光表在播種型と巨大限
局型を同時に認めた例　215
小林　桂子……日光蕁麻疹　29
小林　美咲……皮膚の日によせて　1353
小林　里実……深在性皮膚カンジダ症―左上肢に多発
性皮下膿瘍を生じた例　435
小林誠一郎……往診File No.009 散歩と往診　654
小林　信一……第三種学校伝染病　増140

幸田　　太……子どもとの接し方，親との対応　増156
江田　幸政……SLEの加療中にループス腎炎を発症した
例　1157

古賀　浩嗣……PCR法とAlwNIによる制限酵素消化で診
断したA群色素性乾皮症　317

小板橋珠代……モザイク型体幹被角血管腫　211
小島　清登……皮疹を契機に大腸癌が発見されたerythe-

ma gyratum repens 1387
駒形　　修……アタマジラミとスミスリン抵抗性　906
小宮根真弓……鼻部スポロトリコーシス―枕元の土か
ら感染したと考えられる例　467

近藤　章生……アカコッコマダニ刺症　941
近藤　泰輔……遺伝性対側性色素異常症―病因遺伝子
の変異部位はADAR1酵素のp150アイソフォームの欠
損を示す　3 0 9，遺伝子解析により診断された
Hermansky-Pudlak症候群の女児例　333

河野　通浩……遺伝性対側性色素異常症―病因遺伝子
の変異部位はADAR1酵素のp150アイソフォームの欠
損を示す　3 0 9，遺伝子解析により診断された
Hermansky-Pudlak症候群の女児例　333

幸野　　健……アンケート・学校保健と学校感染症―
学校保健とは予防医学である　増168

木花　　光……帽針頭大とは　774
木花いづみ……二次性遊走性紅斑を伴ったライム病　973
是枝　　哲……関節伸側に多発皮膚潰瘍を伴った皮膚筋
炎　1075

上郎　一弘……順天堂大学角化症専門外来における先天
性魚鱗癬患者49例の診断と実態調査　223

高路　　修……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―手湿疹は外的刺激があるから生じる　237

小塚　雄民……毛包性ムチン沈着症―成人T細胞白血
病/リンパ腫（ATLL）に合併した例　553

久保　恒明……皮膚T細胞リンパ腫　1427
久保　良二……色素失調症　171
窪田　康浩……副乳癌―全摘手術により診断がついた
例　699

窪田　泰夫……non-episodic angioedema associated with
eosinophilia 57，Rubinstein-Taybi症候群　199，環
状扁平苔癬　1379

久保田由美子……皮膚プロトテコーシス　443
工藤恵理奈……後天性C1エステラーゼインヒビター（C1

INH）欠損性血管性浮腫　53
工藤　隆弘……皮膚科による学校保健に対する取り組み
と今後の課題―前橋市　増61

久原　友江……乳房のヘルペス　671
熊本　貴之……白癬性肉芽腫―壊疽性膿皮症と鑑別が
むずかしかった例　419

熊野　公子……足縁に発症したtinea nigra 431
倉知貴志郎……豊中市医師会皮膚科医会から　1452
倉持　　朗……ATLLを合併し，水疱形成を伴った皮膚
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筋炎　1055
倉繁田鶴子……前橋市皮膚科医会から　365，皮膚科に
よる学校保健に対する取り組みと今後の課題―前橋
市　増61
栗原　誠一……往診File No.005 高齢者のnapkin psoria-

sis 130，往診File No.008 「居住地」格差　518，質疑
応答：配置医師の仕事は？　1008，往診File No.014
“キズ”と“創” 1233
黒田　　聡……悪性末梢神経鞘腫瘍―神経線維腫症Ⅰ
型に伴った例　313
黒瀬　　望……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma―皮膚潰瘍・壊死性病変が急速に多発し
た例　581

楠　　芳恵……リウマチ・膠原病疾患の最新治療　1205
久山　倫代……乳癌に併発したacrokeratosis paraneo-

plastica（Bazex症候群）様皮膚症　823
姜　　朱美……皮膚二核顎口虫症　977

m
馬渕　智生……アカコッコマダニ刺症　941
町野　　博……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―手湿疹をさがして　243

前田亜希子……劣性栄養障害型表皮水疱症―シクロス
ポリンを使用した例　183
前田　　晃……菌状息肉症に対するPUVAバス療法

621
前田　文彦……指尖部壊死を伴った皮膚筋炎　1079
前田　龍郎……伴性遺伝性魚鱗癬―保因者のSTS活性
について　207，モザイク型体幹被角血管腫　211

前島　英樹……関節リウマチ患者にみられた反応性AA
アミロイドーシス　1193
前川みちこ……成人T細胞白血病/リンパ腫―紅皮症
を呈し，GVHD型組織反応とCD8陽性T細胞の活性化
をみた例　549
前山　泰彦……出産を契機に発症・増悪したSLE 1153
真家　興隆……庄内皮膚科医会から　1341
牧野　輝彦……職業粉塵コバルトによる全身性接触皮膚
炎　1275
真鍋　　求……adenoma of the nipple 695，単クロー
ン性高γ -グロブリン血症を合併した壊疽性膿皮症
839
丸山　美鈴……mechanic’s hand 1063
正木　康史……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma―皮膚潰瘍・壊死性病変が急速に多発し
た例　581

舛　　明子……理・美容師の職業性接触皮膚炎における
パッチテスト成績　1335
増田智栄子……神奈川県皮膚科医会Joy Derma Clubから

247，質疑応答：Vol.30，No.12「往診File No.003」を
読んで　386，質疑応答：施設での疥癬の集団発生の

治療について　514
益田　浩司……多種類のステロイド外用剤の主剤で接触
皮膚炎を生じた例　1267
松田　里恵……皮膚クリプトコッカス症―成人T細胞
白血病・リンパ腫に合併した例　451
松立　吉弘……ケトプロフェンによる光アレルギー性接
触皮膚炎症候群　1305
松江　弘之……基底細胞母斑症候群の母子例　325
松井　　潔……往診File No. 013車馬賃　1121
松井　珠乃……後天性C1エステラーゼインヒビター（C1

INH）欠損性血管性浮腫　53
松木　美和……アカコッコマダニ刺症　941
松本　文昭……過硫酸アンモニウムによる顔面の職業性
接触皮膚炎　1319
松本　考平……スキルス胃癌の皮膚転移―リンパ管腫
様を呈した例　727，急性骨髄性白血病に合併した
Sweet病　847
松本　義也……特発性純粋発汗機能不全症―コリン性
蕁麻疹を契機に診断しえた例　41，乳房のヘルペス
671
松村　由美……関節伸側に多発皮膚潰瘍を伴った皮膚筋
炎　1075
松永　晶江……鑑別に苦慮したinterstitial granulomatous

dermatitis with arthritis 1403
松永亜紀子……オキサリプラチン（白金製剤）によるアナ
フィラキシー　85，膵癌に伴う皮下結節性脂肪壊死
症　835，フェイシャルパックによる接触皮膚炎
1317
松永佳世子……SLEに再発性多発軟骨炎を合併した例

1169，脱毛をきたした染毛剤による接触皮膚炎
1303
松尾　啓左……皮膚プロトテコーシス　443
松尾　光馬……菌状息肉症―アトピー性皮膚炎と誤診
され，民間療法中に重症化した例　557
松下　佳代……皮膚筋炎診断3年半後に大腸癌を発症し
た例　1087
松浦　浩徳……乳癌に併発したacrokeratosis paraneo-

plastica（Bazex症候群）様皮膚症　823
松浦みどり……乳幼児の疥癬　921
松山阿美子……diffuse large B-cell lymphoma―腹部に
馬蹄形の皮下結節を生じた例　589
松山　　孝……アカコッコマダニ刺症　941
黛　　暢恭……食道癌に合併した抗デスモコリン抗体陽
性天疱瘡　803

米良健太郎……primary cutaneous follicle center cell lym-
phoma―THP-COP療法が著効した例　573
三原　一郎……庄内皮膚科医会から　1341
三井　純雪……mechanic’s hand 1020
三木美由貴……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma―皮膚潰瘍・壊死性病変が急速に多発し



― 20 ―

た例　581
三根　義和……小児皮膚筋炎―免疫グロブリン大量静
注療法が奏効した例　1059
峯岸　美紀……浸潤性乳管癌―乳房Paget病を疑った
例　719

峯村　徳哉……ALK陽性未分化大細胞リンパ腫―血球
貪食症候群を併発した例　577
峠岡　理沙……多種類のステロイド外用剤の主剤で接触
皮膚炎を生じた例　1267
三橋善比古……新春放談―第4期の編集方針について

106，水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症　203，伴性遺伝
性魚鱗癬―保因者のSTS活性について　207，モザ
イク型体幹被角血管腫　211，神奈川県皮膚科医会
Joy Derma Clubから　247，腎性全身性線維症　282，
まだら症　305，学びに勝る喜びなし　399，primary
mammary Paget’s disease 715，デルマドロームの概
念　795，究極の画像診断　1019，質疑応答・田舎医
者の素朴な疑問　1120，庄内皮膚科医会から　1341，
臨床的に膿疱を欠く好酸球性膿疱性毛包炎　1391，
Dsg3型IgA天疱瘡　1423
三浦　貴子……クリプトコッカス症―肝硬変患者に蜂
窩織炎で発症し，不幸な転帰をとった例　　455
宮地　良樹……関節伸側に多発皮膚潰瘍を伴った皮膚筋
炎　1075

宮城　秀樹……真菌症への取り組み―真菌の分離・同
定を中心として　488
宮島　　進……豊中市医師会皮膚科医会から　1452
宮川　まみ……食道癌との関連が示唆されたデルマドロ
ーム　815
宮下　　梓……肺腺癌を伴った皮膚筋炎　827
宮内　俊次……ヨコヅナサシガメによる刺症　957，質
疑応答Vol.31, No.8「タカサゴキララマダニ刺症」論文
について　1352
宮澤　　仁……アンケート特集・手荒れの治療と生活指
導―自分でコントロールできるように　244

水野　優起……食物依存性運動誘発性アナフィラキシー
（FDEIA）―メカジキによる例　77，順天堂大学角
化症専門外来における先天性魚鱗癬患者49例の診断と
実態調査　223
水谷　公彦……特発性純粋発汗機能不全症―コリン性
蕁麻疹を契機に診断しえた例　41

水谷　友哉……Hallopeau型増殖性天疱瘡　675
持田　耕己……驚き！　出版不況は医学書にも？　774
望月　和子……前橋市皮膚科医会から　365，皮膚科に
よる学校保健に対する取り組みと今後の課題―前橋
市　増61
望月　　隆……Arthroderma vanbreuseghemiiの分子型を
示したTrichophyton mentagrophytesによる体部白癬
―T.mentagrophytes var. interdigitaleによる足白癬と
の菌学的相違　411，primary cutaneous anaplastic

large cell lymphoma―皮膚潰瘍・壊死性病変が急速
に多発した例　581，皮疹を契機に大腸癌が発見され
たerythema gyratum repens 1387

門馬　文子……水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症　203，腎
性全身性線維症　282

森　　志朋……皮疹が急激に全身に拡大した高齢男性の
SLE 1145

森　　俊典……安息香酸による接触蕁麻疹　45
守永　友希……乳腺構造をもつ男子の副乳　697
森桶　　聡……遅延性圧蕁麻疹　25
森下　佳子……副乳癌―全摘手術により診断がついた
例　699

森田　明理……日光蕁麻疹　29，色素失調症　171，菌
状息肉症に対するPUVAバス療法　621

森田　栄伸……アスピリン不耐症―慢性蕁麻疹に合併
した例　49，納豆による遅発性アナフィラキシー
69，蕁麻疹と類症―抗ヒスタミン薬の使い分け
101，単純型表皮水疱症（Köbner型） 187，苦参によ
る接触皮膚炎　1299

森田　健司……往診File No.010 情けない話　775
森田　達志……ヒトと動物に共通する皮膚疾患―イヌ
疥癬88例の解析　992

森上　純子……non-episodic angioedema associated with
eosinophilia 57，Rubinstein-Taybi症候群　199，環
状扁平苔癬　1379

森上　徹也……non-episodic angioedema associated with
eosinophilia 57，Rubinstein-Taybi症候群　199

森脇　真一……汗孔角化症―日光表在播種型と巨大限
局型を同時に認めた例　215

盛山　恵理……左半身に限局する汗孔角化症に生じた有
棘細胞癌　1431

森山　康弘……頭部皮膚に浸潤した多発性骨髄腫　597
毛利　　忍……神奈川県皮膚科医会Joy Derma Clubから

247，横浜市皮膚科医会から　1221
向井　秀樹……新春放談―第4期の編集方針について

106，集中力を研ぎ澄ませ　143，臨床研修制度の見
直し　663，会話力　1243，植物性染毛剤ヘナによる
接触皮膚炎　1287，ルリコナゾールによる接触皮膚
炎　1295，Wilson病患者に生じた蛇行性穿孔性弾力
線維症　1395

棟方　貴子……偶発性皮膚ハエ症　929
村上富美子……神奈川県皮膚科医会Joy Derma Clubから

247
村上　昌雄……粒子線治療と皮膚障害　1439
村上　信司……慢性光線性皮膚炎　1259，新生児エリ
テマトーデス　1415

村上　静幹……皮膚科による学校保健に対する取り組み
と今後の課題―前橋市　増61

村瀬　香奈……peeling skin syndrome 179
村田　壱大……水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症　203
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村田　　哲……鼻部スポロトリコーシス―枕元の土か
ら感染したと考えられる例　467
村田　朋子……新生児エリテマトーデス　1185
村田　洋三……足縁に発症したtinea nigra 431
村山　信雄……ヒトと動物に共通する皮膚疾患―イヌ
疥癬88例の解析　992
室　　慶直……抗Ku抗体と抗PL-7抗体を重複して陽性
を示した多発性筋炎と強皮症のオーバーラップ症候群
1067
武曽　有美……女性化乳房―男性透析患者に合併した
例　691
武藤　麻紀……二次性遊走性紅斑を伴ったライム病　973
武藤　正彦……Microsporum canisによる小児の頭部白癬

427，骨髄異形成症候群に合併した水疱性類天疱瘡
811，ダニ虫体が検出された爪下血腫　945

n
永井　　宏……小児DLE 1189
永井　美貴……Vörner型掌蹠角化症―ケラチン9遺伝
子（KRT9）の2B領域に新規点突然変異（Glu 450 Lys）を
認めた親子例　159，peeling skin syndrome 179，
痒疹型優性栄養障害型表皮水疱症　191
永井　弥生……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma 569，脂肪織炎を初発症状とした皮膚筋
炎　1035
長野　博章……肺腺癌を伴った皮膚筋炎　827
長尾多美子……伴性遺伝性魚鱗癬―保因者のSTS活性
について　207
永田　雅彦……ヒトと動物に共通する皮膚疾患―イヌ
疥癬88例の解析　992
長谷　哲男……ALK陽性未分化大細胞リンパ腫―血球
貪食症候群を併発した例　577，皮膚悪性リンパ腫の
治療方針　629
長門　　一……単クローン性高γ-グロブリン血症を合
併した壊疽性膿皮症　839

中川　秀己……菌状息肉症―アトピー性皮膚炎と誤診
され，民間療法中に重症化した例　557，胃癌に合併
した反応性AAアミロイドーシス　831
中川　浩一……原発性皮膚アスペルギルス症　407，成
人T細胞白血病（くすぶり型）患者に生じた複発性帯状
疱疹　851，マキロンによる接触皮膚炎　1311
中川真実子……脱毛をきたした染毛剤による接触皮膚炎

1303
中橋　佳子……抗菌デスクマットによる接触皮膚炎 1291
中井　智絵……フタトゲチマダニ幼虫による多発刺咬　933
中井　浩三……non-episodic angioedema associated with

eosinophilia 57，Rubinstein-Taybi症候群　199
中島　清一……悪性末梢神経鞘腫瘍―神経線維腫症Ⅰ
型に伴った例　313
中村準之助……Sjögren症候群に伴った環状肉芽腫　1197

中村　和子……乳幼児の疥癬　921
中村　元信……成人T細胞白血病/リンパ腫―紅皮症
を呈し，GVHD型組織反応とCD8陽性T細胞の活性化
をみた例　549

中野　芳明……女性化乳房―男性透析患者に合併した
例　691
中藤　奈美……DICを併発したツツガムシ病　969
中浦　　淳……metaplastic carcinoma（乳癌）―ダンベ
ル型の増殖をきたし，皮膚原発SCCと鑑別を要した例
723
中山樹一郎……皮膚プロトテコーシス　443，基底細胞
癌―乳頭部に生じた例　735

中山　由美……DBNPAによるerythema multiforme-like
contact reaction 1263

中澤　　功……ムコール症　459
中澤　　満……遺伝子解析により診断されたHermansky-

Pudlak症候群の女児例　333
中沢　康夫……皮膚科による学校保健に対する取り組み
と今後の課題―前橋市　増61
南部　昌之……primary cutaneous anaplastic large cell

lymphoma―皮膚潰瘍・壊死性病変が急速に多発し
た例　581
成田　佳香……紫雲膏による接触皮膚炎　1301
夏秋　　優……皮膚に病変をおこす虫　914
夏目　尚子……被髪頭部の尋常性乾癬に対するマキサカ
ルシトールローションとステロイドローションの併用
からマキサカルシトールローション単独への切り替え
療法の検討　1446
根本　　治……アンケート特集・私がみつけたデルマド
ローム―いつも診ている患者さんの異常に気づいて
女性化乳房から肝疾患が判明　868
仁井谷暁子……乳癌に併発したacrokeratosis paraneo-

plastica（Bazex症候群）様皮膚症　823
新関　寛二……アンケート・学校保健と学校感染症―
学校感染症　増172
西　　葉月……SLEの加療中にループス腎炎を発症した
例　1157
西　　正行……primary cutaneous follicle center cell lym-

phoma―THP-COP療法が著効した例　573
西田　俊朗……悪性末梢神経鞘腫瘍―神経線維腫症Ⅰ
型に伴った例　313
錦織千佳子……PCR法とAlwNIによる制限酵素消化で診
断したA群色素性乾皮症　317，小児DLE 1189
西井　久枝……間質性膀胱炎を合併したSjögren症候群

1419
西井貴美子……豊中市医師会皮膚科医会から　1452，
皮膚科における学校保健に対する取り組みと今後の課
題―豊中市　増67，アンケート・学校保健と学校感
染症―学校保健に携わっていて感じること　増174
西本勝太郎……皮膚プロトテコーシス　443，統計・集



― 22 ―

計からみたTrichophyton tonsurans感染症　482，石の
上にも三年　880
西野　　洋……primary cutaneous CD30-positive T-cell

lymphoproliferative disorders 561，急激な経過をと
り，間質性肺炎で死亡したamyopathic dermatomyosi-
tis 1043
西尾　　彰……庄内皮膚科医会から　1341
西岡　和恵……医師のworking style 123，アンケート
特集・手荒れの治療と生活指導―最近気になる防護
用手袋の材質　239，化粧品中のパラベンによる接触
皮膚炎　1279

西岡　　清……Change 9，新春放談―第4期の編集
方針について　106，大垣オープンカンファレンスか
ら　755，ガイドライン　905，「接触皮膚炎診療ガイ
ドライン」について　1325，豊中市医師会皮膚科医会
から　1452，学校保健と皮膚病診療　増1
西山　千春……Hailey-Hailey病―ATP2C1の変異を同
定しえた例　167
西山　瑞穂……lupus erythematosus tumidus 1177
西山　茂夫……アオバセセリ　91，オナガアゲハ　221，
クロマダラソテツシジミ　355，コヒオドシ　473，
ツマムラサキマダラ　611，乳房の深在性エリテマト
ーデス　679，ヒメウラナミジャノメ　739，マルバ
ネルリマダラ　857，Vol.31, No.6 声「帽針頭大とは」
を読んで　892，アカボシゴマダラ（1） 983，アカボ
シゴマダラ（2） 1097，ギンボシヒョウモン　1203，
ウラナミシジミ　1323，オオモンシロチョウ　1437
西澤　　綾……white sponge nevus―扁平苔癬を疑わ
れた例　195
新田悠紀子……皮膚筋炎診断3年半後に大腸癌を発症し
た例　1087
丹羽　康江……粒子線治療と皮膚障害　1439
野網　淑子……intravascular large B-cell lymphoma 585
延山　嘉眞……菌状息肉症―アトピー性皮膚炎と誤診
され，民間療法中に重症化した例　557
野口奈津子……単クローン性高γ-グロブリン血症を合
併した壊疽性膿皮症　839

野嶋　浩平……深在性エリテマトーデス　1181
野村　和夫……º破性皮膚炎を呈した皮膚筋炎　1051
野村　昌代……Vörner型掌蹠角化症―ケラチン9遺伝
子（KRT9）の2B領域に新規点突然変異（Glu 450 Lys）を
認めた親子例　159
野村　有子……神奈川県皮膚科医会Joy Derma Clubから

247
野中　公子……S状結腸癌を合併した落葉状天疱瘡　807
乗杉　　理……職業粉塵コバルトによる全身性接触皮膚
炎　1275

野坂　睦子……手指の壊死をきたした皮膚筋炎　1083

o
小幡　秀一……アンケート・学校保健と学校感染症―
学校保健に携わってみて　増167

落合　宏司……汗孔角化症―日光表在播種型と巨大限
局型を同時に認めた例　215

小田　香織……白癬性肉芽腫―壊疽性膿皮症と鑑別が
むずかしかった例　419

小川　文秀……小児皮膚筋炎―免疫グロブリン大量静
注療法が奏効した例　1059

小川　秀興……順天堂大学角化症専門外来における先天
性魚鱗癬患者49例の診断と実態調査　223

荻野　篤彦……アンケート特集・私がみつけたデルマド
ローム―胃癌をみつけた紅皮症症例と内臓悪性腫瘍
もみつからず皮膚症状も軽快した黒色表皮腫症例
862

大原　晴香……質疑応答：Vol.30，No.12「Mondor病」を
読んで　517

大原　國章……乳房下縁のアポクリン汗腺癌―乳癌と
の鑑別を要した例　707

大原関利章……リンパ節の病理組織の見方　613
大橋　一孝……クリプトコッカス症―肝硬変患者に蜂
窩織炎で発症し，不幸な転帰をとった例　　455

大畑　千佳……頭部皮膚に浸潤した多発性骨髄腫　597
大江　秀一……黄桃による食物依存性運動誘発性アナフ
ィラキシー　81

大口　由香……疱疹状膿痂疹として発症し，産後も環状
紅斑を繰り返している例　1383

大磯　直毅……まだら症　305，毛包性ムチン沈着症
―成人T細胞白血病/リンパ腫（ATLL）に合併した例
553，紫雲膏による接触皮膚炎　1301

大川　　章……皮膚科による学校保健に対する取り組み
と今後の課題―前橋市　増61

大川たをり……スキルス胃癌の皮膚転移―リンパ管腫
様を呈した例　727，急性骨髄性白血病に合併した
Sweet病　847

大川　　司……前橋市皮膚科医会から　365，アンケー
ト特集・私がみつけたデルマドローム―デルマドロー
ムは皮膚科の原点　861，皮膚科と学校保健　増46，
皮膚科による学校保健に対する取り組みと今後の課題
―前橋市　増61

大久保ゆかり……モザイク型体幹被角血管腫　211，臨
床的に膿疱を欠く好酸球性膿疱性毛包炎　1391，被
髪頭部の尋常性乾癬に対するマキサカルシトールロー
ションとステロイドローションの併用からマキサカル
シトールローション単独への切り替え療法の検討
1446

大西　正純……指尖部壊死を伴った皮膚筋炎　1079
大野　弘之……名古屋皮膚科懇談会から　636
大野　貴司……手指の壊死をきたした皮膚筋炎　1083
大野　稔之……皮膚筋炎診断3年半後に大腸癌を発症し
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た例　1087
大沼　すみ……神奈川県皮膚科医会Joy Derma Clubから

247，乳幼児の疥癬　921
大澤　　学……黄桃による食物依存性運動誘発性アナフ
ィラキシー　81

大澤　倫子……疱疹状膿痂疹として発症し，産後も環状
紅斑を繰り返している例　1383

大島　久二……「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療の
ガイドライン」を読み解く　1105

大霜　智子……nail-patella症候群　297
太田　桂子……Muir-Torre症候群―再発性巨大ケラト
アカントーマを生じた例　301
太田美つ子……前橋市皮膚科医会から　365，皮膚科に
よる学校保健に対する取り組みと今後の課題―前橋
市　増61
大田　玲奈……基底細胞母斑症候群の母子例　325
太田　智秋……トキソプラズマ抗体の著しい上昇をみた
皮膚筋炎　1047
大谷　安司……急激な経過をとり，間質性肺炎で死亡し
たamyopathic dermatomyositis 1043
大歳　晋平……浸潤性乳管癌―乳房Paget病を疑った
例　719
大塚　正樹……手指の壊死をきたした皮膚筋炎　1083
大塚　幹夫……クリプトコッカス症―肝硬変患者に蜂
窩織炎で発症し，不幸な転帰をとった例　455
大塚　　勤……全身性エリテマトーデスに合併したリウ
マチ結節　1173
大月　國司……抗菌デスクマットによる接触皮膚炎　1291
大槻マミ太郎……鼻部スポロトリコーシス―枕元の土
から感染したと考えられる例　467

大浦　　孝……ムチン沈着を初発症状としてSLEに移行
した例　1149
大山　文悟……腫瘍随伴性天疱瘡と水疱性類天疱瘡の合
併例―慢性リンパ球性白血病に併発した例　799
岡本　祐之……黄桃による食物依存性運動誘発性アナフ
ィラキシー　81
岡村理栄子……子どもたちのおしゃれ障害　増134
岡野　伸二……皮膚科による学校保健に対する取り組み
と今後の課題―広島県　増72

岡崎　秀規……慢性光線性皮膚炎　1259，新生児エリ
テマトーデス　1415
沖山　良子……劣性栄養障害型表皮水疱症―シクロス
ポリンを使用した例　183，モーズ軟膏の適用と使い
方　741
奥田未加子……ダニ虫体が検出された爪下血腫　945
奥田　誠也……出産を契機に発症・増悪したSLE 1153
奥村　陽子……痒疹型優性栄養障害型表皮水疱症　191
尾上ひろみ……胃癌に合併した反応性AAアミロイドー
シス　831
折原　俊夫……アンケート特集・手荒れの治療と生活指

導―手荒れも皮膚炎，しかも生活習慣病　235
長田　　厚……片側性Darier病　163
長田　和子……大垣オープンカンファレンスから　755
音山　和宣……アンケート特集・私がみつけたデルマド
ローム―何か違う，どこか違う　863

尾山　徳孝……福島県立医科大学皮膚科で経験した伴性
遺伝性魚鱗癬―steroid sulfatase遺伝子の異常～遺伝
子治療への展望　150
尾崎　且子……原発性皮膚アスペルギルス症　407
小笹正三郎……単純型表皮水疱症（Köbner型） 187
小澤　　明……アカコッコマダニ刺症　941

s
貞政　裕子……皮膚アルテルナリア症―局所温熱療法
が奏効した例　447
定本　靖司……Hallopeau型増殖性天疱瘡　675
佐伯　秀久……色素性神経線維腫を伴ったneurofibro-

matosis type1 329
嵯峨　賢次……抗菌デスクマットによる接触皮膚炎　1291
斎田　俊明……Muir-Torre症候群―再発性巨大ケラト
アカントーマを生じた例　301，A.B. Ackermanのこ
と　472
斉藤　　敦……片側性Darier病　163
斉藤　隆三……新春放談―第4期の編集方針について

106，初詣　125，春待つ　265，変　281，彼岸
383，花　507，名古屋皮膚科懇談会から　636，緑
651，梅雨　771，パンデミック　785，日焼け　885，
蝉　1005，秋めく　1113，横浜市皮膚科医会から
1221，夜なべ　1229，植物性染毛剤ヘナによる接触
皮膚炎　1287，冬めく　1349，病名　1365，冬の宿
1463，学校で児童生徒によく診られるcommon skin
disease 増102
齋藤　聖子……皮膚クリプトコッカス症―成人T細胞
白血病・リンパ腫に合併した例　451，ケトプロフェ
ンによる光アレルギー性接触皮膚炎症候群　1305
斉藤　　隆……マキロンによる接触皮膚炎　1311
阪上　陽子……手指の壊死をきたした皮膚筋炎　1083
坂井　浩志……女性化乳房―男性透析患者に合併した
例　691
酒井　和子……出産を契機に発症・増悪したSLE 1153
榊原　代幸……日光蕁麻疹　29
桜井　直樹……乳房Paget病　711
佐野　栄紀……自己免疫性蕁麻疹―モンテルカストが
奏効した例　37
早乙女敦子……顔面の腫脹から胸腺腫による上大静脈症
候群が判明した例　843，Wilson病患者に生じた蛇行
性穿孔性弾力線維症　1395
皿山　泰子……オキサリプラチン（白金製剤）によるアナ
フィラキシー　85，膵癌に伴う皮下結節性脂肪壊死
症　835
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猿丸　朋久……primary cutaneous CD30-positive T-cell
lymphoproliferative disorders 561

猿渡　　浩……鹿児島大学における悪性腫瘍を合併した
皮膚筋炎症例の検討　1110
猿谷佳奈子……ルリコナゾールによる接触皮膚炎　1295
佐々木　豪……アンケート特集・私がみつけたデルマド
ローム―デルマドロームと“raison d’etre” 866

佐々木りか子……アンケート・学校保健と学校感染症
―学校保健と学校感染症　増169

佐々木良輔……SLEに再発性多発軟骨炎を合併した例
1169
佐々木司郎……Hallopeau型増殖性天疱瘡　675
佐々木宗一郎……粒子線治療と皮膚障害　1439
佐々木祥人……小児DLE 1189
佐瀬くらら……質疑応答：「食物アレルギーへの対応に
ついて」 128，往診File No. 016 毎日，悩みながら
1466
里　　博文……フェイシャルパックによる接触皮膚炎

1317
佐藤　勘治……モーズ軟膏の適用と使い方　741
佐藤　健二……遺伝性汎発性色素異常症　321
佐藤　典子……基底細胞癌―乳頭部に生じた例　735
佐藤　伸一……見れども，見えず　90，小児皮膚筋炎
―免疫グロブリン大量静注療法が奏効した例
1059
佐藤　貴浩……寒冷蕁麻疹　33，white sponge nevus
―扁平苔癬を疑われた例　195，急性型adult T-cell
leukemia/lymphoma―中毒疹様の皮膚症状を呈した
例　545，深在性エリテマトーデス　1181，ヒアレイ
ンミニによる接触皮膚炎　1309
佐藤　卓美……アナフィラキシーの兄妹例―お好み焼
き粉に混入したダニが原因と考えられた例　73
佐藤　友隆……w腫型深在性白癬―Castleman病患者
の臀部に生じた例　423
澤田　啓生……色素失調症　171
澤田　賢一……単クローン性高γ-グロブリン血症を合
併した壊疽性膿皮症　839

沢田　晃暢……浸潤性乳管癌―乳房Paget病を疑った
例　719

澤木　俊興……primary cutaneous anaplastic large cell
lymphoma―皮膚潰瘍・壊死性病変が急速に多発し
た例　581

澤本　　学……白癬性肉芽腫―壊疽性膿皮症と鑑別が
むずかしかった例　419
澤村　大輔……白色瘢痕様皮疹を呈した皮膚筋炎　1071
佐山　浩二……慢性光線性皮膚炎　1259
清　　佳浩……最近の皮膚真菌症の疫学　400
清宮　詩敏……食道癌に合併した抗デスモコリン抗体陽
性天疱瘡　803
清島真理子……大垣オープンカンファレンスから　755

妹尾　明美……DBNPAによるerythema multiforme-like
contact reaction 1263

柴田瑠美子……食物負荷試験について　増130
鹿野由紀子……大垣オープンカンファレンスから　755
島田　眞路……クルミによるoral allergy syndrome（OAS）

65
島田　辰彦……アンケート・学校保健と学校感染症―
学校保健への皮膚科の参加　増171

嶋津　苗胤……色素性神経線維腫を伴ったneurofibromato-
sis type 1 329

清水　秀樹……オキサリプラチン（白金製剤）によるアナ
フィラキシー　85，膵癌に伴う皮下結節性脂肪壊死
症　835

清水　英樹……大垣オープンカンファレンスから　755
清水　　宏……爪甲大と小指頭大ではどちらが大きいか？

354
清水　和栄……抗Ku抗体と抗PL-7抗体を重複して陽性
を示した多発性筋炎と強皮症のオーバーラップ症候群
1067

清水　和宏……小児皮膚筋炎―免疫グロブリン大量静
注療法が奏効した例　1059

清水　正之……色素性接触皮膚炎　1283
清水　教一……Wilson病患者に生じた蛇行性穿孔性弾力
線維症　1395

清水　聡子……疱疹状膿痂疹として発症し，産後も環状
紅斑を繰り返している例　1383

清水　忠道……職業粉塵コバルトによる全身性接触皮膚
炎　1275

清水　善徳……SLEに再発性多発軟骨炎を合併した例
1169

清水平ちひろ……関節伸側に多発皮膚潰瘍を伴った皮膚
筋炎　1075

下村　　裕……Rapp-Hodgkin症候群　337
篠田　英和……アンケート・学校保健と学校感染症―
学校感染症に“Trichophyton tonsurans感染症（格闘家白
癬）”の明記を！　増170

篠永　　哲……アカコッコマダニ刺症　941
塩見　彩子……小児DLE 1189
調　　裕次……女性化乳房―男性透析患者に合併した
例　691

白藤　宜紀……播種性トリコスポロン症―急性骨髄性
白血病治療中にみられた例　463

白籏久美子……intravascular large B-cell lymphoma 585
白井　　明……乳房Paget病　711
白井　洋彦……スキルス胃癌の皮膚転移―リンパ管腫
様を呈した例　727，急性骨髄性白血病に合併した
Sweet病　847

白石　　研……Hallopeau型増殖性天疱瘡　675
宋　　寅傑……アナフィラキシーの兄妹例―お好み焼
き粉に混入したダニが原因と考えられた例　73
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曽我部陽子……脂肪織炎を初発症状とした皮膚筋炎
1035
曽和　順子……マキロンによる接触皮膚炎　1311
末廣　晃宏……10％ポビドンヨード液による化学熱傷

1313
末木　博彦……蚊刺過敏症　965
須賀　　康……順天堂大学角化症専門外来における先天
性魚鱗癬患者49例の診断と実態調査　223
菅谷　　誠……リンフォーマの分類について　538
杉田　泰之……むずむず脚症候群と末梢循環障害の関係
は？　131，横浜市皮膚科医会から　1221
杉浦真理子……名古屋皮膚科懇談会から　636
杉山　暖子……播種性トリコスポロン症―急性骨髄性
白血病治療中にみられた例　463
杉山　　広……皮膚二核顎口虫症　977
杉山　　敏……SLEに再発性多発軟骨炎を合併した例

1169
澄川　靖之……Sjögren症候群に伴った環状肉芽腫　1197
住田奈穂子……皮膚二核顎口虫症　977
鈴木　啓之……乳房パラフィノーマ　683，細胞の世界
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神奈川県医師会 ………………………………………増55
環状扁平苔癬 …………………………………………1379
環状紅斑 …1185，1197，1212，1366，1387，1391，

1407，1415
―，Sjögren症候群 ………………………………1372
環状肉芽腫 ……………………………………………1197
肝機能障害 ………………………………………………969
肝硬変 ……………………………………………………455
汗孔角化症………………………………………215，1431
寒冷蕁麻疹 ………………………………………………33
漢方薬 …………………………………………………1299
感作相 …………………………………………………1252
乾癬 ………………………………………………………621
感染症 …………………………………………………増108
関節リウマチ …………………………419，1193，1407
関節痛 …………………………………………………1403
間質性膀胱炎 …………………………………………1419
間質性肺炎 …………1020，1028，1043，1063，1075
間質性肺炎合併 ………………………………………1039
乾燥症状 ………………………………………………1212
過硫酸アンモニウム …………………………………1319
過酸化ベンゾイル ……………………………………1307
下腿潰瘍 …………………………………………………839
蛍光抗体直接法 ………………………………………1177
形態学 ……………………………………………………488
結核 ……………………………………………………増146
血管炎 …………………………………………………増108
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血管型Ehlers-Danlos症候群 ……………………………349
血行障害 ………………………………………………1071
血球貪食症候群 …………………………………577，811
健康教育 ………………………………………………増76
ケラチン …………………………………………………203
ケラチン4 ………………………………………………195
ケラチン9遺伝子（KRT9）………………………………159
ケラチン13 ………………………………………………195
ケラチン14 ………………………………………………187
ケラトアカントーマ ……………………………………301
化粧 ……………………………………………………増134
化粧品 …………………………………………………1279
化粧品皮膚炎 …………………………………………1244
血清アミロイド蛋白（SAA） …………………………1193
結節性紅斑 ………………………………………………835
血漿交換療法 ……………………………………………532
ケトプロフェン ………………………………………1305
血友病A …………………………………………………349
キク皮膚炎 ……………………………………………1259
菌状息肉症 ………………………………………557，629
―，PUVAバス療法 ………………………………621
菌交代現象 ………………………………………………435
金属アレルギー ………………………………………1244
基底細胞母斑症候群 ……………………………………325
基底細胞癌 ………………………………………144，325
―，乳頭部 …………………………………………735
黒癬 ………………………………………………………431
黒色表皮腫 ………………………………………………819
骨粗鬆症 ………………………………………………1105
骨髄異形成症候群 ………………………………………811
抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体 …………………1063
抗ARS抗体症候群 ……………………………1020，1028
抗CADM-140抗体………………………………………1083
抗セントロメア抗体 …………………………………1411
抗デスモグレイン3抗体 ………………………………675
抗デスモコリン抗体 ……………………………………803
抗FcεRⅠ抗体……………………………………………37
硬癌 ………………………………………………………719
膠原病疾患 ……………………………………………1205
膠原病診療 ……………………………………………1099
紅斑症，タケノコ採り …………………………………387
紅皮症 ……………………………………………………549
抗ヒスタミン薬，使い分け ……………………………101
甲状腺乳頭癌 …………………………………………1091
抗Ku抗体 ………………………………………………1067
抗血栓療法 ……………………………………………1161
抗菌デスクマット ……………………………………1291
口腔アレルギー …………………………………………65
抗ロイコトリエン薬 ……………………………………37
抗p155/140抗体 ………………………………………1087

抗PL-7抗体 ……………………………………………1067
高齢化社会 ………………………………………………10
抗リン脂質抗体症候群 ………………………1153，1161
交叉反応 …………………………………………85，1267
好酸球性膿疱性毛包炎 ………………………………1391
好酸球性筋膜炎 …………………………………………593
光線過敏 ………………………………………1134，1177
光線療法 …………………………………………………621
抗Sm抗体 ………………………………………………1157
酵素補充療法 ……………………………………………357
抗SS-A/Ro抗体…………………………………………1185
抗SS-A/抗SS-B抗体……………………………………1212
抗SS-B/La抗体…………………………………………1185
後天性C1エステラーゼインヒビター（C1 INH）欠損性血
管性浮腫 ………………………………………………53

後天性特発性全身性無汗症 ……………………………41
抗TIF1-γ抗体……………………………………………827
KRT9 ……………………………………………………159
苦参 ……………………………………………………1299
クモ咬症 …………………………………………………953
クロシタアオイラガ ……………………………………961
クルミ，OAS………………………………………………65
棘融解 ……………………………………………………163
強迫性障害 ………………………………………………407
強皮症 …………………………………………1067，1411
胸腺腫 ……………………………………………………843
急性型adult T-cell leukemia/lymphoma ………………545
急性骨髄性白血病 ………………………………463，847
急性出血性結膜炎 ……………………………………増140
急速進行性間質性肺炎 ………………………1039，1043
急速進行例 ………………………………………………581

l
LAMP法 …………………………………………………671
ラノコナゾール ………………………………………1295
lawsone …………………………………………………1287
Lennert病変 ……………………………………………1427
LEP ……………………………………………1149，1181
leukocytoclastic vasculitis ……………………………1165
リポソームアムホテリシンB …………………………443
LMX1B遺伝子……………………………………………297
LO-SLE …………………………………………………1145
ルリコナゾール ………………………………………1295
lupus erythematosus tumidus…………………………1177
ループス腎炎…………………………1153，1157，1165
lupus mastitis ……………………………………………679
ライム病 …………………………………………941，973
リンパ管腫 ………………………………………………727
リンパ節，病理組織 ……………………………………613
リンフォーマ，分類 ……………………………………538
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lymphomatoid papulosis…………………………561，605
lymphoproliferative disorders（LPD）…………………561
リソソーム ………………………………………………211
リソソーム関連小器官 …………………………289，333

m
マクログロブリン血症 …………………………………565
マダニ刺症 ………………………………933，937，941
まだら症 …………………………………………………305
前橋市皮膚科医会 ………………………………………365
マイザークリーム ……………………………………1315
マキロン ………………………………………………1311
膜w胞性病変 …………………………………………1035
マレイン酸クロルフェニラミン ……………………1311
MALTリンパ腫 …………………………………………565
mammary Paget’s disease………………………………715
慢性蕁麻疹 …………………………………………37，49
慢性活動性EBウイルス感染症…………………………965
慢性光線性皮膚炎 ……………………………………1259
慢性リンパ球性白血病 …………………………………601
mantle cell lymphoma …………………………………601
末梢循環障害 …………………………………………1372
末梢性T細胞リンパ腫…………………………………1427
MATP遺伝子 ……………………………………………341
マキサカルシトールローション ……………………1446
mechanic’s hand………………………1020，1028，1063
メカジキ，FDEIA ………………………………………77
メラニン …………………………………………………289
メラニン合成 ……………………………………………321
メラノソーム ……………………………………………289
メンブレン・トラフィック病 …………………………289
免疫調整薬 ……………………………………………1205
免疫グロブリン大量静注療法（IVIG）………………1059
免疫抑制 …………………………………………………435
免疫抑制状態 ……………………………………………443
免疫抑制薬（剤）………………………………1157，1205
metaplastic carcinoma …………………………………723
Microsporum canis ………………………………………427
ミスセンス変異 …………………………………………187
ミゾリビン ……………………………………………1419
モーズ軟膏 ………………………………………………741
Mohs micrographic surgery ……………………………741
文部科学省事業 ………………………………………増46
モンテルカスト …………………………………………37
モザイク型体幹被角血管腫 ……………………………211
毛芽細胞 …………………………………………………144
毛芽腫 ……………………………………………………144
毛包性ムチン沈着症 ……………………………………553
網膜色素線条 ……………………………………………345
毛細血管拡張 ……………………………………………585

MPNST（malignant peripheral nerve sheath tumor）…313
MRワクチン ……………………………………………増85
M蛋白血症 ………………………………………………565
ムチン ……………………………………………………553
ムチン沈着 ……………………………………1149，1177
ムコール症 ………………………………………………459
Mucorales…………………………………………………459
Muir-Torre症候群 ………………………………………301
虫，皮膚病変 ……………………………………………914
mutation detection ………………………………………191
むずむず脚症候群 ………………………………………131
myiasis……………………………………………………929

n
名古屋皮膚科懇談会 ……………………………………636
nail-patella症候群 ………………………………………297
内臓悪性腫瘍……………………………………827，1387
内臓皮膚症候群 …………………………………………795
難治性蕁麻疹，シクロスポリン ………………………93
難治性潰瘍 ……………………………………………1083
ナンキンムシ ……………………………………………949
napkin psoriasis …………………………………………130
ナローバンドUVB ………………………………………621
ナトリウムチャネル ……………………………………906
納豆，アナフィラキシー ………………………………69
ネコ飼育 ………………………………………………1047
NEMO遺伝子 ……………………………………………171
nephrogenic systemic fibrosis …………………………282
NF-1（neurofibromatosis type Ⅰ）………………313，329
日本医師会，学校保健 ………………………………増76
新潟Clinical Dermatology ………………………………870
二次性遊走性紅斑 ………………………………………973
二核顎口虫 ………………………………………………977
日光蕁麻疹 ………………………………………………29
任意接種 ………………………………………………増85
NK/T細胞リンパ腫 ……………………………………593
NK細胞リンパ増殖症 …………………………………965
non-episodic angioedema associated with eosinophilia …57
ナンセンス変異 …………………………………………297
膿疱性乾癬 ……………………………………………1383
w腫型深在性白癬 ………………………………………423
novel mutation……………………………………………187
乳房外Paget病 …………………………………………711
乳房，ヘルペス …………………………………………671
―，リンパ流 ………………………………………731
乳房Paget病 ………………………………695，711，719
乳房パラフィノーマ ……………………………………683
乳房腫瘤 …………………………………………………723
乳癌…………………………………683，707，723，823
乳癌治療薬，皮膚障害 …………………………………664
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乳児，疥癬 ………………………………………………925
乳管癌 ……………………………………………………715
乳管 ………………………………………………………679
乳腺アポクリン癌 ………………………………………707
乳腺組織 …………………………………………………697
乳頭部腺腫 ………………………………………………695
乳頭腺管癌 ………………………………………………703
乳頭腫 ……………………………………………………703
乳幼児，疥癬 ……………………………………………921

o
OAS（oral allergy syndrome） …………………65，増124
―，クルミ …………………………………………65
お好み焼き粉，ダニアレルギー ………………………73
オムソーリ ………………………………………………531
温熱療法 …………………………………………………447
大垣オープンカンファレンス …………………………755
オルガノーゲン …………………………………………683
おしゃれ障害 …………………………………………増134
OTC医薬品 ………………………………………………475
OTC抗真菌剤 ……………………………………………475
黄色腫型反応 ……………………………………………679
黄桃，食物依存性運動誘発性アナフィラキシー ……81
オキサリプラチン，アナフィラキシー ………………85

p
p150アイソフォーム ……………………………………309
p63遺伝子 ………………………………………………337
Paget型 …………………………………………………711
Pagetoid型 ………………………………………………711
palisading granuloma …………………………………1173
パラベン ………………………………………………1279
パラフィノーマ …………………………………………683
paraneoplastic syndrome ………………………………593
パッチテスト…………………………1244，1301，1303
パッチテスト成績，職業性接触皮膚炎 ……………1335
PCR-RFLP法 ……………………………………………411
PCR法 ……………………………………………………317
peeling skin syndrome …………………………………179
ペリプラキン ……………………………………………799
ペルメトリン ……………………………………………985
ペルメトリン外用 ………………………………………925
phaeohyphomycosis ……………………………………447
フェノキシエタノール ………………………………1317
ピアス肉芽腫 …………………………………………増134
プラキンファミリー ……………………………………786
プール …………………………………………………増119
ポビドンヨード液 ……………………………………1313
PPD ……………………………………………………1303
primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma

…………………………………………561，569，581
primary cutaneous CD30-positive T-cell lymphoproliferative

disorders ………………………………………………561
primary cutaneous follicle center cell lymphoma ……573
primary mammary Paget’s disease ……………………715
プロスタグランジンD2 ………………………………1252
プロトテコーシス ………………………………………443
シュードアレシェリア症 ………………………………439
PUVAバス療法，菌状息肉症 …………………………621
ピレスロイド ……………………………………………906
ピレスロイド系薬剤 ……………………………………985

r
らい反応 ………………………………………………1366
酪酸ヒドロコルチゾン ………………………………1267
酪酸プロピオン酸ベタメタゾンローション ………1446
落葉状天疱瘡 ……………………………………………807
Rapp-Hodgkin症候群……………………………………337
ラット膀胱 ………………………………………………786
劣性栄養障害型表皮水疱症 ……………………………183
retention hyperkeratosis ………………………………150
レチンA…………………………………………………1283
リウマチ性疾患 ………………………………………増108
リウマチ結節 …………………………………………1173
理・美容師，職業性接触皮膚炎 ……………………1335
リケッチア ………………………………………………969
rituximab併用CHOP療法 ………………………………589
老人性血管腫 ……………………………………………585
rRNA ……………………………………………………488
Rubinstein-Taybi症候群…………………………………199
類天疱瘡 …………………………………………………532
両側耳介腫脹 …………………………………………1169
流行性角結膜炎 ………………………………………増140
硫酸フラジオマイシン ………………………………1309
粒子線治療，皮膚障害 ………………………………1439
粒子線皮膚反応 ………………………………………1439

s
殺虫剤抵抗性 ……………………………………………906
細胞障害型Tリンパ球…………………………………1263
再発性多発軟骨炎 ……………………………………1169
最新治療，リウマチ・膠原病疾患 …………………1205
柵状肉芽腫 ……………………………………………1399
Ⅲ型コラーゲン …………………………………………349
Scedosporium apiospermum ……………………………439
スキルス胃癌 ……………………………………………727
SCLE ……………………………………………………1372
生物学的製剤 …………………………………………1205
成人T細胞白血病/リンパ腫
……………………451，545，549，553，851，1055
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生活指導 ………………………………………………増102
―，手荒れ …………………………………………231
線状掌蹠角化症 …………………………………………199
専門校医（専門相談医）制度 …………増46，増55，増81
染毛 ……………………………………………………増134
染毛剤 …………………………………………………1303
染色体異常 ………………………………………………175
先天性魚鱗癬，実態調査 ………………………………223
先天性表皮水疱症 ………………………………………191
先天性角化症 ……………………………………………223
先天性心ブロック ……………………………………1185
接し方，子ども ………………………………………増156
接触アレルギー ………………………………………1279
接触皮膚炎 …475，1267，1271，1279，1287，1291，

1295，1299，1303，1307，1309，1311，1313，
1315，1317，1319
―，新しいアレルゲン …………………………1244
接触皮膚炎研究 ………………………………………1252
接触皮膚炎診療ガイドライン ………………………1325
接触蕁麻疹 ………………………………………………45
接種性ヘルペス …………………………………………671
節足動物 …………………………………………………914
ショールサイン …………………………………………827
脂肪織炎 ……………………1035，1039，1149，1181
紫外線……………………………………………10，増119
紫外線防御 ……………………………………………増119
紫外線療法 ……………………………………………1259
色素性乾皮症 ……………………………………317，321
色素性接触皮膚炎 ……………………………………1283
色素性神経線維腫 ………………………………………329
浸潤性乳管癌 ……………………………………………719
神経線維腫症I型…………………………………………313
心・血管合併症 …………………………………………345
真菌，分離・同定 ………………………………………488
真菌症 ……………………………………………………488
新生児エリテマトーデス ……………………1185，1415
心身症，皮膚疾患 ……………………………………増114
深在性エリテマトーデス ……………679，1149，1181
深在性皮膚カンジダ症 …………………………………435
深在性皮膚真菌症 ………………………………439，467
脂腺系腫瘍 ………………………………………………301
指端壊死 ………………………………………………1079
紫雲膏 …………………………………………………1301
植物性染毛剤 …………………………………………1287
食道癌 ……………………………………………………803
―，デルマドローム ………………………………815
―，黒色表皮腫 ……………………………………819
職業性アレルギー ……………………………………1244
職業性接触皮膚炎 ……………………………………1319
―，理・美容師 …………………………………1335

食物アレルギー ………………………69，増124，増130
―，対応 ……………………………………………128
食物負荷試験 …………………………………………増130
食物依存性運動誘発性アナフィラキシー（FDEIA）
………………………………………………………増124
―，メカジキ ………………………………………77
―，黄桃 ……………………………………………81
食物経口負荷試験 ……………………………………増130
食物特異IgE抗体 ……………………………………増130
小・中学校皮膚科定期健診，前橋市 ………………増160
症候群附随型眼皮膚白皮症 ……………………………289
庄内皮膚科医会 ………………………………………1341
小児DLE ………………………………………………1189
小児皮膚筋炎 …………………………………………1059
小児皮膚疾患 …………………………………………増108
小児科，皮疹 …………………………………………増108
掌蹠角化症 ………………………………………………159
腫瘍随伴性天疱瘡 ………………………………786，799
色素失調症 ………………………………………………171
Sjögren症候群 687，1099，1197，1372，1415，1419
―，オフィス ……………………………………1212

S状結腸癌 ………………………………………………807
skewed X chromosome inactivation……………………207
SLC45A2（MATP）遺伝子 ………………………………341
SLE …679，1099，1141，1145，1149，1157，1161，

1169，1173，1189
―，出産 …………………………………………1153
º破性皮膚炎 …………………………………………1051
爪下血腫 …………………………………………………945
爪甲変形 …………………………………………………945
スポロトリコーシス ……………………………………467
SSc………………………………………………………1099
steel因子 …………………………………………………305
ステロイドサルファターゼ ……………………………150
steroid sulfatase遺伝子 …………………………………150
ステロイド外用剤 ……………………………………1267
ステロイドパルス療法 ………………………………1145
ステロイド性骨粗鬆症 ………………………………1105
ステロイドスルファターゼ（STS）活性 ………………207
ステロイド抵抗性 ……………………………………1059
STI（sexually transmitted infection）…………………増151
storage mites………………………………………………73
膵癌 ………………………………………………………835
水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症 …………………………203
水疱形成 ………………………………………………1055
水疱性類天疱瘡 …………………………………799，811
水痘ワクチン ……………………………………………269
スミスリン抵抗性 ………………………………………906
サンスクリーン ………………………………………増119
Sweet病 …………………………………………………847
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Swiss cheese appearance ………………………………687
syndromic oculocutaneous albinism……………………289

t
T reg ……………………………………………………1252
多発皮膚潰瘍 …………………………………………1075
多発性皮膚石灰沈着症 ………………………………1141
多発性筋炎 ……………………………………1028，1067
多発性骨髄腫 ……………………………………597，839
体部白癬 …………………………………………………411
帯状疱疹 …………………………………………671，851
―，予防 ……………………………………………269
体幹被角血管腫 …………………………………………211
対応，親 ………………………………………………増156
タカサゴキララマダニ …………………………………937
多毛 ………………………………………………………199
単クローン性高γ-グロブリン血症……………………839
単純型OCA………………………………………………341
単純ヘルペス ……………………………………………671
単純型表皮水疱症（Köbner型）…………………………187
炭素イオン線皮膚障害 ………………………………1439
タキサン系薬剤 …………………………………………664
多剤併用化学療法 ………………………………………629
手荒れ，治療 ……………………………………………231
定期接種 ………………………………………………増85
点眼剤 …………………………………………………1271
天然型IFNγ ……………………………………………569
天疱瘡 ……………………………………………532，803
TGF-α……………………………………………………675
Th17 ……………………………………………………1252
THP-COP療法……………………………………………573
tinea nigra ………………………………………………431
トシリズマブ ……………………………………………423
トコジラミ ………………………………………………949
特発性純粋発汗機能不全症 ……………………………41
特異疹 ……………………………………………………847
頭部白癬，小児 …………………………………………427
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