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the case of the month
necrolytic acral erythema─新しいdermadrome
　水上　潤哉，入澤　亮吉，坪井　良治，三橋善比古
 ･･････････････････････････････････････････････････････303
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advisorの眼
皮膚科医のPR（public relations）／伊崎　誠一 ････････308
蝶の博物詩
ヒメウスバシロチョウ／西山　茂夫 ･････････････････309
検査
interferon-gamma release assay（IGRA）による結核検査
　藤本　　亘 ･････････････････････････････････････････311
office dermatology
京都皮膚科医会から
　荻野　篤彦，近藤　摂子，小西　啓介，長谷川義博，
　平野　眞也，向井　秀樹 ･･･････････････････････････319
皮心伝心
パターン認識？／音山　和宣 ････････････････････････331
診察室の四季
彼岸詣／斉藤　隆三 ･･････････････････････････････････333
皮膚科のトリビア
第57回／浅井　俊弥 ･･････････････････････････････････334
声
昨今の学会／往診File No.019 水疱症の病診連携 ･････338

4月号：光線と皮膚
editorial
コンプライアンスとアドヒアランス／向井　秀樹 ･･･349
展望
光線過敏症診断のポイント／清水　忠道 ････････････350
臨床例
日光蕁麻疹／金子　夏美，森田　明理 ･･･････････････357
UFT-E顆粒による光線過敏型薬疹
　小島　知子，田宮　紫穂，馬渕　智生，松山　　孝，
　小澤　　明 ･････････････････････････････････････････361
プレミネント（ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチア

ジド）による光線過敏型薬疹
　須甲　礼奈，谷戸　克己，上出　良一 ････････････365
クロレラによる皮膚障害
　原田　　研，北村　英夫，原子　一郎 ････････････369
シクロスポリンの内服が奏効した慢性光線性皮膚炎
　柴田　章貴，長縄　真帆，杉山亜希子，満間　照之
 ･･････････････････････････････････････････････････････373
ペラグラ
　北山明日香，大川　　毅，三砂　範幸，成澤　　寛
 ･･････････････････････････････････････････････････････377
C型慢性肝炎患者に30歳代で発症した晩発性皮膚ポル

フィリン症
　笠井　麻希，松村　和子，関谷　千尋 ････････････381
光線過敏を伴うポルフィリン症／川原　　繁 ･･･････385
Sjögren症候群─露光部にSCLEの皮疹を呈したSLE合

併例／山本真有子，青木奈津子，佐野　栄紀 ･････389
全身性エリテマトーデス
　新井　　達，増澤真実子，楠　　　舞，勝岡　憲生，
　濱口　太造 ･････････････････････････････････････････393

lupus erythematosus tumidus
　江藤　宏光，新井　　達，勝岡　憲生 ････････････397
amyopathic dermatomyositis─皮膚症状が日光曝露に

より再燃した小児期発症例
　新井　　達，勝岡　憲生，冨田　昌宏 ････････････401
肉芽腫症─コラーゲン注入10年後に日光曝露を契機

に生じた例
　⻆　大治朗，石地　尚興，中川　秀己 ････････････405
光沢苔癬様の病理組織像を呈したpapulovesicular light 

eruption
　井上　友介，足立　厚子 ･･･････････････････････････409
重症型種痘様水疱症
　鈴木　大介，岩月　啓氏 ･･･････････････････････････413
nodular colloid degeneration
　徳丸　良太，古賀　佳織，藤﨑　亜紀，中山樹一郎
 ･･････････････････････････････････････････････････････417
the case of the month
Schnitzler症候群─bath-PUVA療法が有効であった例
　末次　香織，大久保ゆかり，瀬戸山　充，三橋善比古，
　坪井　良治 ･････････････････････････････････････････419
advisorの眼
再考：皮膚科指導医の役割／片山　一朗 ････････････424
蝶の博物詩
ハヤシミドリシジミ／西山　茂夫 ･･･････････････････425
治療
肝斑治療の現状／川田　　暁 ････････････････････････427
office dermatology
トラブル（暴力・暴言・セクハラ・理不尽な要求，クレー

ム）にどうむきあうか／沢田　泰之 ････････････････434
私の歩んだ道
臨床一途に50年／東　　禹彦 ････････････････････････444
皮心伝心
“砂かぶれ様皮膚炎”のまぼろし／滝脇　弘嗣 ････････449
診察室の四季
花／斉藤　隆三 ･･･････････････････････････････････････451
皮膚科のトリビア
第58回／浅井　俊弥 ･･････････････････････････････････452
声
質疑応答：Sweetʼs syndromeからSweet病へ（in Japan）／

Vol.32, No.1「皮心伝心」を拝読して／質疑応答： 帯状
疱疹後に遅れて発症する顔面神経麻痺や難聴について
／Vol.32, No.3「結節性紅斑様病変を呈したBazin硬結
性紅斑」論文を読んで ･･････････････････････････････454

5月号：lichen
editorial
言語力／斉藤　隆三 ･･････････････････････････････････471
topics
扁平苔癬におけるシグナル伝達分子の発現／内　　博史
 ･･････････････････････････････････････････････････････472
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北里大学病院皮膚科脈管肉腫の集計と解析
　増澤　幹男，増澤真実子，勝岡　憲生，西山　茂夫
 ･･････････････････････････････････････････････････････476
展望
苔癬様反応lichenoid tissue reactionは臨床から凡そ診断

できる／今山　修平 ･･･････････････････････････････483
臨床例
palmoplantar lichen planus
　安藤　典子，青木　　類，原田　和俊，川村　龍吉，
　柴垣　直孝，島田　眞路 ･･･････････････････････････491
肛囲と外陰部に生じた扁平苔癬
　溝口　協子，猿谷佳奈子，向井　秀樹 ････････････495
環状扁平苔癬／濱田　和俊，中田土起丈，秋山　正基，

飯島　正文 ･････････････････････････････････････････499
線状苔癬
　山縣沙希子，福田　英嗣，猿谷佳奈子，向井　秀樹
 ･･････････････････････････････････････････････････････503
lichen aureus
　若松　順子，前田　龍郎，坪井　良治，三橋善比古
 ･･････････････････････････････････････････････････････507
紅皮症を呈したフロセミドによる苔癬型薬疹
　久保田　愛，西澤　　綾，上田　暢彦，佐藤　貴浩，
　横関　博雄 ･････････････････････････････････････････511
左腋窩部に生じた萎縮性硬化性苔癬
　鷲野裕味子，鷲尾　　健，中村　敦子，谷　　昌寛
 ･･････････････････････････････････････････････････････515
モルフェアとの鑑別を要した硬化性萎縮性苔癬
　石川　翔子 ･････････････････････････････････････････519
外陰部硬化性萎縮性苔癬から生じた有棘細胞癌
　斉藤　まり，池田　政身 ･･･････････････････････････523
nodular type lichen myxedematosus
　荻田あづさ，東　　直行，細根　　勝，川名　誠司
 ･･････････････････････････････････････････････････････527
慢性C型肝炎に伴った粘液水腫性苔癬
　山根　尚子，加藤　直子，西村真智子，伊藤　　幹，
　高橋　祥公 ･････････････････････････････････････････531
シクロスポリンが奏効した激痒を伴った扁平苔癬様角化

症／木曽　真弘，伊東　詩織，上出　良一 ･･･････535
NB-UVB療法が奏効した肥大性扁平苔癬
　市橋　淳子，吉永　英司，成田　佳香，大磯　直毅，
　川原　　繁，川田　　暁 ･･･････････････････････････539
胸腺腫を合併した扁平苔癬
　湯川　まみ，高山かおる，佐藤　貴浩，横関　博雄
 ･･････････････････････････････････････････････････････543
C型肝炎に合併した口腔粘膜扁平苔癬
　秋野　　愛，松島佐都子，本田えり子，戸田　憲一
 ･･････････････････････････････････････････････････････547
下口唇扁平苔癬から生じた有棘細胞癌
　國見　裕子，三津山信治，佐々木哲雄，田中　一郎
 ･･････････････････････････････････････････････････････551

the case of the month
Meleda病─SLURP-1遺伝子に変異を確認した本邦第1

例
　前田　龍郎，門馬　文子，中野　　創，鈴木　民夫，
　坪井　良治，三橋善比古 ･･･････････････････････････555
advisorの眼
ハイリスク患者のウォーキング／加藤　卓朗 ･･･････560
蝶の博物詩
ヒメギフチョウ／西山　茂夫 ････････････････････････561
統計
苔癬型薬疹─今と昔／福田　英嗣 ･････････････････563
随想
タカサゴキララマダニ幼虫遭難の記／青木　敏之 ･･･571
皮心伝心
深切り（deep cut）のすすめ／川上　民裕 ･････････････575
診察室の四季
柿若葉／斉藤　隆三 ･･････････････････････････････････577
皮膚科のトリビア
第59回／浅井　俊弥 ･･････････････････････････････････578
声
掌蹠膿疱症の扁摘による治療／音山先生の“皮膚科はパ

ターン認識？”と“皮膚科学の醍醐味”／Vol.32, No.4投
稿に対する回答（「結節性紅斑様病変を呈したBazin硬
結性紅斑」） ･････････････････････････････････････････580

6月号：いぼをめぐって
editorial
指1本／西岡　　清 ･･･････････････････････････････････591
topics
子宮頸癌予防ワクチン（HPVワクチン）／宮城　悦子
 ･･････････････････････････････････････････････････････592
ケラトアカントーマ─最近の話題
　安齋　眞一，木村　鉄宣 ･･･････････････････････････600
展望
HPV─最近の話題／江川　清文 ･･･････････････････607
臨床例
病理組織学的にウイルス性疣贅の所見を伴った爪床部

Bowen病
　許　　美穂，三浦久美子，佐藤　雅道，川口　順啓，
　杉山美紀子，末木　博彦 ･･･････････････････････････615
HPV陽性であった陰茎基部Bowen病
　森本里江子，江藤　隆史，川瀬　正昭 ････････････619
有棘細胞癌を発症したbowenoid papulosis
　西澤　　綾，佐藤　貴浩，横関　博雄 ････････････623
HPV16型を検出した足趾原発のBowen癌
　三井　純雪，高須　　博，小坂真一朗，原　　和矢，
　北里　英郎，佐藤　雄一，勝岡　憲生 ････････････627
爪部のverruca with bowenoid dysplasia
　中島　康爾，神　　可代，金子　高英，中野　　創
 ･･････････････････････････････････････････････････････631
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HIV感染者に発症した尖圭コンジローマ
　田中　博子，加藤　真弓，谷岡　未樹，宮地　良樹
 ･･････････････････････････････････････････････････････635
ケラトアカントーマと考えた角化性病変の経緯
　熊切　正信 ･････････････････････････････････････････639
短期間で急激な増大を認めた尋常性疣贅
　金子　友紀，生駒　憲広，加藤　正幸，赤坂江美子，
　田宮　紫穂，松山　　孝，小澤　　明 ････････････643
陰囊に生じた巨大疣状癌
　小川　　徹，清水　　調，長谷川千花子，横瀬　智之，
　亀田　陽一 ･････････････････････････････････････････647
右側頭部に生じたverrucous carcinoma
　菊池　荘太，萩原　藤子，幸田　公人，松尾　光馬，
　石地　尚興，中川　秀己，稲葉　義方 ････････････651
臀部に生じたverrucous carcinoma
　田村　愛子，冨田　浩一 ･･･････････････････････････655
外陰部に生じたpseudoverrucous papules and nodules
　佐野　陽平，坂元　花景，益田　浩司，上田英一郎，
　加藤　則人，岸本　三郎 ･･･････････････････････････659
疣贅として治療されていたCowden病
　渡部　梨沙，西澤　　綾，高山かおる，佐藤　貴浩，
　横関　博雄 ･････････････････････････････････････････663
verrucous skin lesions on the feet in diabetic neuropathy
　竹本　朱美，山口　道也，一宮　　誠，武藤　正彦
 ･･････････････････････････････････････････････････････667
verrucous malignant melanoma
　春名　邦隆，水野　優起，須賀　　康 ････････････671
advisorの眼
ネットと皮膚病の患者／荻野　篤彦 ･････････････････676
蝶の博物詩
コミスジ／西山　茂夫 ･･･････････････････････････････677
治療
アンケート特集：液体窒素凍結療法のコツと第二選択の

治療
　石橋　正夫，岩崎　泰政，臼田　俊和，岡田　裕之，
　影下登志郎，加藤　英行，関　　太輔，高橋　博之，
　多田　讓治，玉木　　毅，西　　正行，東山　真里，
　町野　　博，山本　　泉，和田　康夫 ････････････679
office dermatology
鹿児島県皮膚科医部会から
　久保　秀徳，米良　修二，島田　辰彦，西　　正行，
　下川　優子，浅井　俊弥 ･･･････････････････････････696
皮心伝心
皮膚科医の研修・教育／多田　讓治 ･････････････････705
診察室の四季
囀／斉藤　隆三 ･･･････････････････････････････････････707
皮膚科のトリビア
第60回／浅井　俊弥 ･･････････････････････････････････708
声
質疑応答「先天性耳瘻孔について教えてください」 ･･･710

7月号：メラノーマ
editorial
ヘレン・ケラーは奇跡の人か／三橋善比古 ･･････････721
展望
メラノーマの最新治療と今後の展望／山下　利春 ･･･722
臨床例
妊娠を契機に増大した悪性黒色腫
　舘脇　　恩，鈴木　利宏，坂本　尚徳，渡辺　　博，
　山﨑　雙次 ･････････････････････････････････････････729
高齢者に生じた臍部の悪性黒色腫
　レパヴーアンドレ，吉屋　直美，大原　國章 ･････733
primary dermal melanoma
　渡邊　華奈，高木　　肇，市原　美里，渋谷　佳直，
　清島真理子 ･････････････････････････････････････････737
autopsy imagingを行った悪性黒色腫
　佐藤　貴史，神戸　直智，岩澤　真理，末廣　敬祐，
　松江　弘之，山本　正二，高橋　葉子 ････････････741
悪性黒色腫に対する膝窩リンパ節郭清─膝窩リンパ節

の取り扱いについて
　中村　泰大，石塚　洋典，鬼澤　沙織，大塚　藤男
 ･･････････････････････････････････････････････････････745
スニチニブによる分子標的治療を試みた直腸原発悪性黒

色腫
　塩原　順子，芦田　敦子，久保　仁美，高田　　実，
　福澤　正男 ･････････････････････････････････････････749
Werner症候群に生じた両足の悪性黒色腫
　遠田　　博，増田　智一，小宮根真弓，村田　　哲，
　大槻マミ太郎 ･･･････････････････････････････････････753
neurotropic melanoma
　寺本由紀子，田口　理史，山本　明史 ････････････757
外陰部の悪性黒色腫
　三宅　美帆，榎戸　友里，八田　尚人 ････････････761
爪のmalignant melanoma in situ
　髙橋　友理，レパヴーアンドレ，福安　厚子，
　増井　友里，岸　　晶子，大原　國章 ････････････765
悪性黒色腫多発肝転移巣に対し，右葉切除，左葉部分切

除およびシスプラチン動注療法を行った例
　三浦　　歩，島貫　美和，石川　博康，山内淳一郎
 ･･････････････････････････････････････････････････････769
悪性黒色腫による癌性髄膜炎に対しインターフェロンβ

の髄腔内投与を試みた例
　伊藤宏太郎，高橋　　聡，今福　信一，中山樹一郎，
　継　　　仁 ･････････････････････････････････････････773
5年以上，局所再発とin-transit転移を繰り返す悪性黒色腫
　上田　喬士，天羽　康之，三井　純雪，高須　　博，

勝岡　憲生 ･････････････････････････････････････････777
自然消褪傾向を示した悪性黒色腫
　赤坂英二郎，会津　隆幸，西川　陽平，滝吉　典子，
　池永　五月，木村　一之，金子　高英，中野　　創，
　澤村　大輔 ･････････････････････････････････････････781
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自然消褪傾向を示し，所属リンパ節転移を認めた悪性黒
色腫／山田　大資，吉野　公二 ･･･････････････････785

advisorの眼
life-threatening diseaseとlife-ruining disease
　衛藤　　光 ･････････････････････････････････････････790
蝶の博物詩
ヤクシマルリシジミ／西山　茂夫 ･･･････････････････791
統計
小児の内果に生じた悪性黒色腫の治療経験および本邦小

児悪性黒色腫報告26例の検討
　石黒真理子，岡本　勝行，山本　有紀，中村　靖司，
　古川　福実 ･････････････････････････････････････････793
統計・集計からみた粘膜メラノーマ
　井上　雄二，影下登志郎，石原　　剛，尹　　浩信
 ･･････････････････････････････････････････････････････798
検査
メラノーマのマーカーと検査／吉野　公二 ･･････････806
悪性黒色腫のtumor thicknessと関連のあるダーモスコ

ピー所見の解析／延山　嘉眞，中川　秀己 ･････812
皮心伝心
こだわりの診察─足底の色素斑／影下登志郎 ･････817
診察室の四季
蝉／斉藤　隆三 ･･･････････････････････････････････････819
皮膚科のトリビア
第61回／浅井　俊弥 ･･････････････････････････････････820
声
私の尋常性疣贅（いぼ）の治療法／Vol.32, No.4「皮心伝心

“砂かぶれ皮膚炎”のまぼろし」に対するコメント
 ･･････････････････････････････････････････････････････822

8月号：薬疹─2010
editorial
風向き／浅井　俊弥 ･･････････････････････････････････835
topics
ソラフェニブによる手足症候群─予防法と対処法
　山﨑　直也，末木　博彦，木村　　剛，古瀬　純司，
　飯島　正文 ･････････････････････････････････････････836
展望
医薬品添付文書と医師の注意義務について／武藤　正彦
 ･･････････････････････････････････････････････････････841
臨床例
セレコキシブによる多形紅斑型薬疹
　高野　裕子，西澤　　綾，上田　暢彦，佐藤　貴浩，
　横関　博雄 ･････････････････････････････････････････847
テグレトール，モービックによる薬疹
　加藤　　威，藤本　徳毅，植西　敏浩，田中　俊宏
 ･･････････････････････････････････････････････････････851
イレッサによる薬疹／樫野かおり，妹尾　明美 ･････855
緊満性水疱が生じたイマチニブメシル酸塩（グリベツク）

による薬疹

　髙野　藍子，高橋　一夫，相原　道子，池澤　善郎
 ･･････････････････････････････････････････････････････859
チアジド含有降圧薬配合剤による日光疹型薬疹
　浅井　俊弥 ･････････････････････････････････････････863
透析患者に生じた造影剤iopamidol（イオパミロン注）に

よる多発固定薬疹
　井上梨紗子，今井亜希子，渡邊　京子 ････････････867
バルサルタンの長期投与後に発症したacute generalized 

exanthematous pustulosis
　野嶋　浩平，盛山　吉弘，飯田　利博 ････････････871
生物学的製剤を使用後に水疱性類天疱瘡を発症した膿疱

性乾癬
　飯室詠理子，谷　　　守，梅垣　知子，吉良　正浩，
　片山　一朗 ･････････････････････････････････････････875
アダリムマブ投与中に生じた掌蹠膿疱症
　柳澤　倫子，上出　良一 ･･･････････････････････････879
腎細胞癌の分子標的薬治療におけるhand-foot syndrome
　村田　壱大，川口　雅一，吉澤　順子，阿部　優子，
　片桐　美之，鈴木　民夫，冨田　善彦 ････････････883
パクリタキセルにより誘発されたと考えた強皮症様皮膚

硬化
　東　　祥子，永松　麻紀，池田　　彩，野口　史人，
　小澤健太郎，田所　丈嗣，山村　　順 ････････････887
皮膚浸潤CD4陽性細胞中にHHV-6抗原を証明しえたdrug 

induced hyper-sensitivity syndrome（DIHS）
　藤山　俊晴，渡邉　佑子，橋爪　秀夫 ････････････891
Stevens-Johnson症候群と薬剤性過敏症症候群のオー

バーラップした例
　小田富美子，藤山　幹子，徳丸　　晶，村上　信司，
　橋本　公二 ･････････････････････････････････････････895
初診時に水痘様の皮疹を呈したStevens-Johnson症候群

の小児例
　横谷英吏子，日野上はるな，米田　真理，大畑　千佳
 ･･････････････････････････････････････････････････････899
advisorの眼
抗RNAポリメラーゼ抗体／佐藤　伸一 ･･････････････904
蝶の博物詩
ヤエヤマムラサキ（1）／西山　茂夫 ･･････････････････905
治療
ヒト免疫グロブリン大量静注療法（IVIG）が奏効したSJS

進展型TEN／剱持　靖子 ･･････････････････････････907
統計
皮膚科受診患者の健康食品・サプリメント摂取調査
　町野　　博，倉本　　誠，宇野　英満 ････････････914
皮心伝心
皮膚に映し出されるもの／吉住　順子 ･･･････････････925
診察室の四季
星飛ぶ／斉藤　隆三 ･･････････････････････････････････927
皮膚科のトリビア
第62回／浅井　俊弥 ･･････････････････････････････････928
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声
Vol.32, No.6アンケート特集を読んで／Vol.32, No.6金子

友紀先生の「短期間で急速な増大を認めた尋常性疣贅」
を読んで ･･･････････････････････････････････････････930

9月号：白い皮膚病
editorial
遺伝子治療／向井　秀樹 ･････････････････････････････943
展望
エキシマライト光線療法／森田　明理，加藤　裕史
 ･･････････････････････････････････････････････････････944
臨床例
皮膚外症状を欠くhypomelanosis of Ito
　端本　宇志，盛山　吉弘 ･･･････････････････････････951
口腔粘膜に生じた白色海綿状母斑
　⻆田　和之，加藤　　伸，大内　健嗣，石河　　晃
 ･･････････････････････････････････････････････････････955
Vogt-Koyanagi-Harada病を合併した尋常性乾癬
　内山　真樹，三橋善比古，大久保ゆかり，臼井　嘉彦，
　後藤　　浩，坪井　良治 ･･･････････････････････････959
Hermansky-Pudlak症候群
　龍野　一樹，秦　　まき，吉田　康秀，穂積　　豊，
　阿部　優子，鈴木　民夫 ･･･････････････････････････963
特異な臨床像を呈したParry-Romberg症候群
　鶴田　大輔，今西　久幹，大磯　直毅，小林　裕美，
　石井　正光 ･････････････････････････････････････････967
white fibrous papulosis of the neck
　藤井のり子，三橋善比古，倉繁　祐太，楠　　俊雄，
　坪井　良治 ･････････････････････････････････････････971
特発性陰囊石灰沈着症
　笹屋　晴代，吉田　益喜，川原　　繁，川田　　暁
 ･･････････････････････････････････････････････････････975
SLEに合併した多発性痛風結節
　高村　直子，小野田雅仁，高橋　一夫，井畑　　淳，
　山中　正二，池澤　善郎 ･･･････････････････････････979
NB-UVB治療中の尋常性白斑に生じた高尿酸血症
　菊池かな子 ･････････････････････････････････････････983
前腕にアミロイド苔癬を伴ったgeneralized morphea-like 

scleroderma
　坂井絵里香，大塚　幹夫，山本　俊幸 ････････････987
背部から上肢にかけて片側に生じた線状強皮症
　糸井　沙織，佐藤　彩子，横見　明典，東山　真里，
　高木　圭一 ･････････････････････････････････････････991
舌苔より口腔トリコモナスが多数検出された口腔粘膜病変
　松澤　有希，内田　隆夫，末木　博彦，安倍　正史
 ･･････････････････････････････････････････････････････995
有棘細胞癌─囊腫壁細胞が悪性腫瘍細胞からなる

milium様の多発白色丘疹（悪性稗粒腫）から発展した例
　出口　順啓，原田　和俊，長田　　厚，塚本　克彦，
　川村　龍吉，柴垣　直孝，島田　眞路 ････････････999

vitiligo様白斑を認めた進行期悪性黒色腫
　吉川　周佐，清原　祥夫 ･････････････････････････1003
the case of the month
Sutton母斑／三原　基之 ････････････････････････････1007
advisorの眼
究極の血液ドロドロ／木花　　光 ･･････････････････1014
蝶の博物詩
ヤエヤマムラサキ（2）／西山　茂夫 ･････････････････1015
治療
白斑に対するVTRACの治療効果
　安田　　望，大井　綱郎 ･････････････････････････1017
統計
白斑・白皮症の全国調査：本邦での患者数と治療の実態

に関する経過報告／片山　一朗 ･･････････････････1022
new drugs
リリカ®カプセル25 mg/75 mg/150 mg
　ファイザー株式会社/エーザイ株式会社　提供 ･･1030
皮心伝心
石鹸，シャンプー，洗剤の選び方／山本　　泉 ････1033
診察室の四季
秋涼し／斉藤　隆三 ････････････････････････････････1035
皮膚科のトリビア
第63回／浅井　俊弥 ････････････････････････････････1036
声
質疑応答・Vol.32，No.6アンケート特集を読んで ･･1038

10月号：黄色い皮膚病（2）
editorial
誤字／斉藤　隆三 ･･･････････････････････････････････1051
展望
メタボリックシンドローム─最近の話題
　庄嶋　伸浩，原　　一雄，門脇　　孝 ･･･････････1052
臨床例
糖尿病に伴った発疹性黄色腫／河合　正博 ････････1059
結節性黄色腫
　井上　喬之，小林　　憲，石崎　純子，中島　静香，
　田中　　勝，下倉　和修，仲沢　弘明 ･･･････････1063
多発型若年性黄色肉芽腫
　眞部　恵子，山崎　　修 ･････････････････････････1067
陰囊に生じた疣状黄色腫
　鈴木　里沙，福田　英嗣，佐藤八千代，加藤　景一，
　早出　恵里，向井　秀樹 ･････････････････････････1071
pseudoxanthoma elasticum／近藤　由佳， 末次　香織，

前　賢一郎，峯村　徳哉，長谷　哲男 ･･･････････1075
pseudoxanthoma elasticum-like papillar y dermal 

elastolysis
　田中　京子，西尾有紀子，稲積　豊子 ･･･････････1079
necrobiosis lipoidica
　宇佐美奈央，高橋　美貴，牧野寒河江，日野　治子
 ････････････････････････････････････････････････････1083
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necrobiosis lipoidicaと鑑別を要する下腿板状硬結を呈し
たsarcoidosis

　笠井　麻希，松村　和子，根本　育恵，水元　俊裕
 ････････････････････････････････････････････････････1087
上 背 部 に 生 じ たn e v u s  l i p o m a t o s u s  c u t a n e o u s 

superficialis
　記村　貴之，常深祐一郎，宮本　明栄 ･･･････････1091
脂腺母斑上に生じた脂腺腫および毛芽腫
　宇佐美奈央，福田　英嗣，鈴木　　琢，高橋　美咲，
　斉藤　隆三，横内　　幸，向井　秀樹 ･･･････････1095
中枢神経症状を伴わない表皮母斑症候群
　多良　明子，佐田明日香，井上　卓也，三砂　範幸，
　成澤　　寛 ････････････････････････････････････････1099
新生児の肥満細胞症
　安部　美穂，上田　喬士，森田　美穂，沖山　良子，
　尾山　修一，佐藤　勘治，饗場　伸作，金子　　聡，
　寺野千香子，島袋　林秀 ･････････････････････････1103
硬化性萎縮性苔癬の特徴を有する限局性強皮症
　鷲尾　　健，鷲野裕味子，中村　敦子，谷　　昌寛，
　堀川　達弥 ････････････････････････････････････････1107
lichen aureus
　早乙女敦子，福田　英嗣，溝口　協子，向井　秀樹
 ････････････････････････････････････････････････････1111
黄癬を疑った頭部白癬
　石崎　康子，寺田麻衣子，望月　　隆 ･･･････････1115
advisorの眼
墓碑銘としての病名，教科書／幸野　　健 ････････1120
蝶の博物詩
イチモンジセセリ／西山　茂夫 ････････････････････1121
office dermatology
2010年度診療報酬改定について
　若林　正治，玉木　　毅，西岡　　清，浅井　俊弥
 ････････････････････････････････････････････････････1123
皮心伝心
アウト・オブ・眼中／鎌田　英明 ･･････････････････1135
診察室の四季
夜長／斉藤　隆三 ･･･････････････････････････････････1137
皮膚科のトリビア
第64回／浅井　俊弥 ････････････････････････････････1138
声
質疑応答・伝染性紅斑の変容？／質疑応答・ウルシかぶ

れの対策～古人の知恵 ････････････････････････････1140

11月号：乾癬関連疾患
editorial
皮膚疾患の戸籍づくり／西岡　　清 ････････････････1153
topics
乾癬の痒みとオピオイドシステム
　種田　研一，根木　　治，冨永　光俊，高森　建二
 ････････････････････････････････････････････････････1154

展望
関節症性乾癬とその成因／佐野　栄紀 ･････････････1160
臨床例
生後10カ月乳児に生じた尋常性乾癬
　小川　陽一，佐野　信也，原田　和俊，川村　龍吉，
　柴垣　直孝，島田　眞路 ･････････････････････････1167
皮疹部に一致して白斑を生じた尋常性乾癬
　平野亜由子，林　　美沙，佐藤　彩子，横見　明典，
　東山　真里 ････････････････････････････････････････1171
ペグインターフェロンアルファ，リバビリン併用療法中

に生じた乾癬様皮疹
　田中　亮多，古田　淳一，大塚　藤男 ･･･････････1175
潰瘍性大腸炎に合併した尋常性乾癬の膿疱化
　野村　昌代，村瀬　香奈，清島真理子 ･･･････････1179
汎発性膿疱性乾癬
　浪花研一郎，山口　道也，武藤　正彦 ･･･････････1183
TNF-α阻害薬投与後に出現した膿疱性乾癬
　田中　純江，高村さおり，伊崎　誠一，寺木　祐一
 ････････････････････････････････････････････････････1187
膿疱性乾癬の病変部に生じた有棘細胞癌
　上中智香子，岡本　勝行，金澤　伸雄，山本　有紀，
　古川　福実 ････････････････････････････････････････1191
エトレチナートが有効であった小児膿疱性乾癬
　渡邉　奏子，杉浦　一充，富田　　靖 ･･･････････1195
シクロスポリン内服にてコントロールしえた汎発性膿疱

性乾癬の妊娠例
　越後　岳士，尾高　真希，大石　直人，早稲田智夫
 ････････････････････････････････････････････････････1199
インフリキシマブにて改善するも再燃した難治性汎発型

膿疱性乾癬
　水野　冴岐，福地　　修，幸田　公人，松尾　光馬，
　石地　尚興，中川　秀己 ･････････････････････････1203
ミコフェノール酸モフェチルが有効であった膿疱性乾癬
　入福　令子，岩本　和真，秀　　道広 ･･･････････1207
乾癬の抗TNF-α抗体療法中に発症したDuhring疱疹状皮

膚炎
　藤城　幹山，大久保ゆかり，三橋善比古，井上　康子，
　坪井　良治 ････････････････････････････････････････1211
胸水を伴い汎発性膿疱で初発した掌蹠膿疱症性骨関節炎
　武石恵美子，川原　俊夫，宮原　健次，長島　聖二，
　長戸　　紀 ････････････････････････････････････････1215
エトレチナートが奏効した関節リウマチ合併の角層下膿

疱症
　市原　麻子，工藤恵理奈，城野　昌義 ･･･････････1219
関節症性乾癬
　中原千保子，沖山　良子，佐藤　勘治，尾山　修一，
　饗場　伸作，金子　　聡，三上　容司 ･･･････････1223
advisorの眼
サンデル教授の政治哲学講義の衝撃／斎田　俊明
 ････････････････････････････････････････････････････1228
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蝶の博物詩
カラフトタカネキマダラセセリ／西山　茂夫 ･･････1229
治療
乾癬の生物学的製剤治療／朝比奈昭彦 ･････････････1231
統計
乾癬の全国調査
　川田　　暁，中村晃一郎，金子　史男，伊藤　寿啓，
　中川　秀己 ････････････････････････････････････････1238
New Drugs
ヒュミラ®皮下注40 mg／シリンジ0.8 ml
　アボット  ジャパン株式会社／エーザイ株式会社　提

供 ･････････････････････････････････････････････････1244
レミケード®点滴静注用100
　田辺三菱製薬株式会社　提供 ････････････････････1246
皮心伝心
皮心伝心─タイトルの如き話をひとつ／薄場　　眞
 ････････････････････････････････････････････････････1243
診察室の四季
落葉／斉藤　隆三 ･･･････････････････････････････････1249
皮膚科のトリビア
第65回／浅井　俊弥 ････････････････････････････････1250
声
Vol.32，No.9「声」欄「伝染性軟属腫への対処」を読んで／

町医者の朴訥な疑問／最近の伝染性紅斑について／皮
膚の日によせて ･･･････････････････････････････････1252

12月号：細菌感染症および関連疾患
editorial
eruption／三橋善比古 ･･････････････････････････1265
topics
救急処置が必要な細菌感染症─壊死性筋膜炎を中心に
　沢田　泰之 ･････････････････････････････････1266
展望
toxic shock syndrome／清島真理子 ･･････････････1274
臨床例
ノカルジア症
　谷　　直実，濱田　尚宏，名嘉真武国，安元慎一郎，

橋本　　隆 ･････････････････････････････････1283
イヌ咬傷によるパスツレラ症
　上岡なぎさ，宋　　寅傑，仲間恵美子，木村　　聡，

古守　　悟 ･････････････････････････････････1287
破傷風／盛山　吉弘，前田　良太 ･･･････････････1291
ネコに引っ搔かれた傷より発症した下肢ガス壊疸
　高村さおり，田中　純江，伊崎　誠一，寺木　祐一 

 ････････････････････････････････････････････････････1295
Serratia marcescensによる蜂窩織炎と敗血症
　水野　麻衣，馬渕恵理子，櫻根　純子，池上　隆太 

 ････････････････････････････････････････････････････1299
緑膿菌性敗血症に伴うgangrenous cellulitis
　小西　啓介，市橋かおり ･････････････････････1303

若年女性に生じた臀部慢性膿皮症—左腋窩，下腹部から
臀部にかけて病変が認められた例

　山本　晴代，吉田　益喜，川原　　繁，川田　　暁 
 ････････････････････････････････････････････････････1307

TSST-1産生MRSAによるtoxic shock syndrome
　金子　高英，澤村　大輔，木村　有子，会津　隆幸，

横井　克憲 ･････････････････････････････････1311
劇症型A群連鎖球菌感染症（toxic shock様症候群）
　長田　　厚，飯田　剛士，塚本　克彦，菊池　広子，

岩瀬　史明 ･････････････････････････････････1315
初診時にTENと診断された成人ぶどう球菌性熱傷症候

群（SSSS）
　永田　尚子，西野　洋輔，矢島　智子，谷　　　守，
　吉良　正浩，片山　一朗，椚座　康夫 ･････････1319
A群β溶連菌による右下肢壊死性筋膜炎─Gram染色

の有用性
　帖佐　宣昭，黒岩亜由子，瀬戸山　充 ･････････1323
Pseudallescheria boydii感染症にMycobacterium chelonae

感染症を合併した例
　萩谷ゆみ子，山口　道也，武藤　正彦 ･････････1327
汎発性の紫斑を生じ，急激な転帰をとった肝硬変患者の

Bacillus cereus感染症
　端本　宇志，宮川　太郎，盛山　吉弘，池邉佐和子 

 ････････････････････････････････････････････････････1331
糖尿病に合併した癰
　田村　奈渚，小坂　祥子，池田　麻純，野呂佐知子，

川名　誠司 ･････････････････････････････････1335
advisorの眼
リバウンド／竹原　和彦 ･･･････････････････････1338
蝶の博物詩
ヒカゲチョウ／西山　茂夫 ･････････････････････1339
統計
pitted keratolysis─統計と起炎菌についての考察
　浅井　俊弥 ･････････････････････････････････1341
境界領域から
Capnocytophaga canimorsusによる人獣共通感染症
　鈴木　道雄，今岡　浩一 ･････････････････････1345
office dermatology
青森市皮膚科医会から
　秋田　尚見，古川　　隆，千代谷成史，長島　弘明，
　原田　　研，三上　英樹，西岡　　清 ･････････1352
皮心伝心
雲にのりたい─知らない街角から始まる往診という旅

藤岡　　彰 ･････････････････････････････････1361
診察室の四季
冬灯／斉藤　隆三 ･････････････････････････････1363
皮膚科のトリビア
第66回／浅井　俊弥 ･･･････････････････････････1364
声
加水分解コムギ末に関する注意喚起 ･････････････1366
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増刊号：皮膚科検査法の実際
巻頭言
皮膚科の検査法／西岡　　清 ･･･････････････････････････4
総論
直接鏡検法／藤広満智子 ････････････････････････････････6
ダーモスコピー／田中　　勝 ･･････････････････････････11
腫瘍のエコー／大畑　恵之 ････････････････････････････16
血管超音波検査，CT angiography－わかりやすい血管の

画像診断／沢田　泰之 ･･････････････････････････････24
遺伝性色素異常症の遺伝子診断
　林　　昌浩，鈴木　民夫 ････････････････････････････32
解説
臨床写真の撮り方
　レパヴーアンドレ，大原　國章 ･････････････････････39
スキンアナライザー／小林　美和 ･････････････････････44
ABI，SPP─皮膚科医が循環障害を疑うとき
　沢田　泰之 ･･････････････････････････････････････････47
抗好中球細胞質抗体，抗カルジオリピン抗体IgA
　川上　民裕 ･･････････････････････････････････････････54
心理テスト／清水　良輔 ･･････････････････････････････58
皮膚疾患におけるQOL調査／檜垣　祐子 ･････････････63
検査法
パッチテスト・プリックテスト
　矢上　晶子，松永佳世子 ････････････････････････････67
血中IgE RAST測定／堀川　達弥 ･･････････････････････71
薬疹検査／狩野　葉子 ･･････････････････････････････73
光線照射テスト／段野貴一郎 ･･････････････････････････75
真菌検査／望月　　隆 ･････････････････････････････････77
結核の検査／新見やよい ･･････････････････････････････82
性病検査─梅毒／毛利　　忍 ･･･････････････････････85
性病検査─AIDS／毛利　　忍 ･･････････････････････88
Hansen病の検査と末梢神経検査／石井　則久 ････････92
ヘルペス検査─Tzanck試験（簡易Giemsa法）， スメア

テスト／山屋　雅美 ･････････････････････････････････95
抗原検査／松尾　光馬 ･････････････････････････････････97
皮膚生検／井戸　敏子，熊切　正信 ･････････････････100
蛍光抗体法／内山　真樹，三橋善比古 ･･･････････････103
免疫染色検査／大西　誉光 ･････････････････････････106
共焦点走査式レーザー顕微鏡／小野　一郎 ･･････････109
自己抗体の検索（膠原病）／藤本　　学 ･･･････････････113
ELISA法／石井　　健，天谷　雅行 ･････････････････115
水疱症の免疫ブロット法
　石井　文人，橋本　　隆 ･･･････････････････････････118
センチネルリンパ節の同定と転移診断／師井　洋一 

 ･････････････････････････････････････････････････････122
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1052
原　　和矢……HPV16型を検出した足趾原発のBowen癌
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長谷川　稔……ステロイド内服で軽快した抗リン脂質抗

体陽性うっ滞性脂肪織炎　195
長谷川義博……京都皮膚科医会から　319
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癬　1171
秀　　道広……ミコフェノール酸モフェチルが有効で

あった膿疱性乾癬　1207
檜垣　祐子……皮膚疾患におけるQOL調査　増63
東　　直行……nodular type lichen myxedematosus　

527
東　　禹彦……臨床一途に50年　444
東　　祥子……パクリタキセルにより誘発されたと考え

た強皮症様皮膚硬化　887
東山　真里……アンケート特集：液体窒素凍結療法のコ

ツと第二選択の治療─綿棒よりスプレーが強力？　
690，背部から上肢にかけて片側に生じた線状強皮症　
991， 皮疹部に一致して白斑を生じた尋常性乾癬　
1171

日野　治子……質疑応答・Vol.32，No.6アンケート特集
を読んで　1039，necrobiosis lipoidica　1083，アン
ケート・ 皮膚科の検査法─簡易Giemsa染色は便利　
増166

日野上はるな……初診時に水痘様の皮疹を呈した
Stevens-Johnson症候群の小児例　899

平野亜由子……皮疹部に一致して白斑を生じた尋常性乾
癬　1171

平野　眞也……京都皮膚科医会から　319
平澤　祐輔……尋常性疣贅に対する光線力学的療法
（PDT）　155

平山賀士子……Vol.31, No.12“advisorの眼” を拝読して　
224

本田えり子……C型肝炎に合併した口腔粘膜扁平苔癬　
547

堀川　達弥……硬化性萎縮性苔癬の特徴を有する限局性
強皮症　1107，血中IgE RAST測定　増71

細根　　勝……nodular type lichen myxedematosus　
527

穂積　　豊……Hermansky-Pudlak症候群　963

i
石塚　敦子……アンケート・皮膚科の検査法─皮膚科

の検査－私はこうしている　増149
市原　麻子……エトレチナートが奏効した関節リウマチ

合併の角層下膿疱症　1219
市原　美里……primary dermal melanoma　737
市橋　淳子……NB-UVB療法が奏効した肥大性扁平苔癬　

539
市橋かおり……緑膿菌性敗血症に伴うgangrenous 

cellulitis　1303
一宮　　誠……プロトピック軟膏外用が有効であった

chronic actinic dermatitis　143
一宮　　誠……verrucous skin lesions on the feet in 

diabetic neuropathy　667
井戸　敏子……皮膚生検　増100
井畑　　淳……SLEに合併した多発性痛風結節　979
尹　　浩信……タクロリムス軟膏が著効した尋常性白斑　

147，統計・集計からみた粘膜メラノーマ　798
飯田　剛士……劇症型A群連鎖球菌感染症（toxic shock

様症候群）　1315
飯田　利博……バルサルタンの長期投与後に発症した

acute generalized exanthematous pustulosis　871
飯塚　　一……肝転移をきたした頭部脈管肉腫　69
飯島　正文……環状扁平苔癬　499，ソラフェニブによ

る手足症候群─予防法と対処法　836
飯室詠理子……生物学的製剤を使用後に水疱性類天疱瘡

を発症した膿疱性乾癬　875
池邉佐和子……汎発性の紫斑を生じ，急激な転帰をとっ

た肝硬変患者のBacillus cereus感染症　1331
池田　　彩……パクリタキセルにより誘発されたと考え

た強皮症様皮膚硬化　887
池田　政身……ジクロフェナクゲルを使用した日光角化

症　183， 数年にわたり結核疹が出没した例　
275，外陰部硬化性萎縮性苔癬から生じた有棘細胞癌　
523

池田　麻純……糖尿病に合併した癰　1335
池田　志斈……尋常性疣贅に対する光線力学的療法
（PDT）　155

池上　隆太……Serratia marcescensによる蜂窩織炎と敗
血症　1299

池永　五月……自然消褪傾向を示した悪性黒色腫　781
池澤　善郎……緊満性水疱が生じたイマチニブメシル酸

塩（グリベツク）による薬疹　859，SLEに合併した多
発性痛風結節　979

生駒　憲広……短期間で急激な増大を認めた尋常性疣贅　
643

今福　信一……悪性黒色腫による癌性髄膜炎に対しイン
ターフェロンβの髄腔内投与を試みた例　773

今井亜希子……透析患者に生じた造影剤iopamidol（イオ
パミロン注）による多発固定薬疹　867

今門　純久……Wegener肉芽腫症を疑った例　49
今西　久幹……特異な臨床像を呈したParry-Romberg症

候群　967
今岡　浩一……Capnocytophaga canimorsusによる人獣共

通感染症　1345
今山　修平……苔癬様反応lichenoid tissue reactionは臨

床から凡そ診断できる　483
稲葉　義方……右側頭部に生じたverrucous carcinoma　

651
稲積　豊子……pseudoxanthoma elasticum-like papillary 

dermal elastolysis　1079
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井上梨紗子……透析患者に生じた造影剤iopamidol（イオ
パミロン注）による多発固定薬疹　867

井上　喬之……結節性黄色腫　1063
井上　卓也……中枢神経症状を伴わない表皮母斑症候群　

1099
井上　康子……乾癬の抗TNF-α抗体療法中に発症した

Duhring疱疹状皮膚炎　1211
井上　雄二……タクロリムス軟膏が著効した尋常性白斑　

147，統計・集計からみた粘膜メラノーマ　798
井 上　友 介…… 光 沢 苔 癬 様 の 病 理 組 織 像 を 呈 し た

papulovesicular light eruption　409
入福　令子……ミコフェノール酸モフェチルが有効で

あった膿疱性乾癬　1207
入澤　亮吉……ステロイド局注療法が著効した結核性リ

ンパ節炎　283，necrolytic acral erythema─新しい
dermadrome　303

井坂　　公……アンケート・皮膚科の検査法─しつこ
くやる真菌検査　増148

石橋　正夫……アンケート特集：液体窒素凍結療法のコ
ツと第二選択の治療─液体窒素を過信するなかれ！　
679

石塚　洋典……悪性黒色腫に対する膝窩リンパ節郭清
─膝窩リンパ節の取り扱いについて　745

石黒真理子……小児の内果に生じた悪性黒色腫の治療経
験および本邦小児悪性黒色腫報告26例の検討　793

石原　　剛……統計・ 集計からみた粘膜メラノーマ　
798

石井　　健……ELISA法　増115
石井　正光……特異な臨床像を呈したParry-Romberg症

候群　967
石井　則久……Hansen病の検査と末梢神経検査　増92
石井　文人……水疱症の免疫ブロット法　増118
石地　尚興……肉芽腫症─コラーゲン注入10年後に日光

曝露を契機に生じた例　405， 右側頭部に生じた
verrucous carcinoma　651，インフリキシマブにて改
善するも再燃した難治性汎発型膿疱性乾癬　1203

石川　博康……日本人の肌は何色？　118，昨今の学会　
338，悪性黒色腫多発肝転移巣に対し，右葉切除，左
葉部分切除およびシスプラチン動注療法を行った例　
769， 質疑応答・Vol.32，No.6アンケート特集を読ん
で　1038， 質疑応答・ ウルシかぶれの対策～古人の
知恵　1141，町医者の朴訥な疑問　1253

石川　　治……Sjögren症候群と自己免疫性肝炎─下腿
の紫斑を契機に診断に至った例　25， 淀みに浮かぶ
うたかたは　82

石川　翔子……モルフェアとの鑑別を要した硬化性萎縮
性苔癬　519

石河　　晃……口腔粘膜に生じた白色海綿状母斑　955
石崎　純子……結節性黄色腫　1063
石崎　康子……黄癬を疑った頭部白癬　1115

糸井　沙織……背部から上肢にかけて片側に生じた線状
強皮症　991

伊藤　寿啓……乾癬の全国調査　1238
伊藤　　幹……慢性C型肝炎に伴った粘液水腫性苔癬　

531
伊藤宏太郎……悪性黒色腫による癌性髄膜炎に対しイン

ターフェロンβの髄腔内投与を試みた例　773
伊東　詩織……シクロスポリンが奏効した激痒を伴った

扁平苔癬様角化症　535
伊藤　康裕……肝転移をきたした頭部脈管肉腫　69
岩本　和真……ミコフェノール酸モフェチルが有効で

あった膿疱性乾癬　1207
岩崎　純也……右前腕に生じたStewart-Treves症候群　

65
岩崎　泰政……アンケート特集：液体窒素凍結療法のコ

ツと第二選択の治療─足底と爪下の疣贅は憂鬱　
680

岩澤　真理……autopsy imagingを行った悪性黒色腫　
741

岩瀬　史明……劇症型A群連鎖球菌感染症（toxic shock
様症候群）　1315

岩月　啓氏……重症型種痘様水疱症　413
伊崎　誠一……皮膚科医のPR（public relations）　308，

TNF-α阻害薬投与後に出現した膿疱性乾癬　1187，
ネコに引っ搔かれた傷より発症した下肢ガス壊疸　　
1295

j
神保　孝一……有棘細胞癌を合併した尋常性狼瘡　247
神　　可代……爪部のverruca with bowenoid dysplasia　

631
褥瘡認定師……Vol.32, No.1「皮心伝心」を拝読して　456
城野　昌義……エトレチナートが奏効した関節リウマチ

合併の角層下膿疱症　1219

k
門脇　　孝……メタボリックシンドローム─最近の話題　

1052
影下登志郎……アンケート特集：液体窒素凍結療法のコ

ツと第二選択の治療─患者さんの要望に応える医療
を目指す　684，統計・集計からみた粘膜メラノーマ　
798，こだわりの診察─足底の色素斑　817

影山　葉月……Churg-Strauss症候群　45
加持　達弥……ジクロフェナクゲルを使用した日光角化

症　183
梶原　朋恵……皮膚病変にNB-UVB療法が奏効した成人

T細胞白血病／リンパ腫　163
鎌田　麻子……好酸球性膿疱性毛包炎　191
鎌田　英明……アウト・オブ・眼中　1135，アンケート・

皮膚科の検査法─ダーモスコープ　増152



─ 14 ─ ─ 15 ─

亀田　陽一……陰囊に生じた巨大疣状癌　647
上出　良一……プレミネント（ロサルタンカリウム／ヒ

ドロクロロチアジド） による光線過敏型薬疹　
365，シクロスポリンが奏効した激痒を伴った扁平苔
癬様角化症　535，アダリムマブ投与中に生じた掌蹠
膿疱症　879

上中智香子……膿疱性乾癬の病変部に生じた有棘細胞癌　
1191

上岡なぎさ……イヌ咬傷によるパスツレラ症　1287
金澤　伸雄……膿疱性乾癬の病変部に生じた有棘細胞癌　

1191
金子　史男……乾癬の全国調査　1238
金子　夏美……日光蕁麻疹　357
金子　　聡……新生児の肥満細胞症　1103， 関節症性

乾癬　1223
金子　高英……爪部のverruca with bowenoid dysplasia　

631， 自然消褪傾向を示した悪性黒色腫　781，
TSST-1産生MRSAによるtoxic shock syndrome　1311

金子　友紀……短期間で急激な増大を認めた尋常性疣贅　
643

菅野　恭子……皮膚結核　243
狩野　葉子……薬疹検査　増73
笠井　麻希……C型慢性肝炎患者に30歳代で発症した晩

発性皮膚ポルフィリン症　381
笠井　麻希……necrobiosis lipoidicaと鑑別を要する下腿

板状硬結を呈したsarcoidosis　1087
笠井　達也……最近の伝染性紅斑について　1254
樫野かおり……イレッサによる薬疹　855
片桐　美之……腎細胞癌の分子標的薬治療における

hand-foot syndrome　883
片山　治子……精神的背景のある有痛性紫斑─複合性局

所疼痛症候群を考えた例　73
片山　一朗……再考：皮膚科指導医の役割　424，生物

学的製剤を使用後に水疱性類天疱瘡を発症した膿疱性
乾癬　875，白斑・白皮症の全国調査：本邦での患者
数と治療の実態に関する経過報告　1022， 初診時に
TENと診断された成人ぶどう球菌性熱傷症候群

（SSSS）　1319，Schirmerʼs test─ガムテストを含
む　増142

加藤　元一……紫斑を呈したヒトパルボウイルスB19感
染症　29

加藤　英行……アンケート特集：液体窒素凍結療法のコ
ツと第二選択の治療─私の治療方針　685， アン
ケート・皮膚科の検査法─基本の「き」といつ役に立
つの？　増151

加藤　裕史……エキシマライト光線療法　944
加藤　景一……陰囊に生じた疣状黄色腫　1071
加藤　正幸……短期間で急激な増大を認めた尋常性疣贅　

643
加藤　真弓……HIV感染者に発症した尖圭コンジローマ　

635
加藤　直子……慢性C型肝炎に伴った粘液水腫性苔癬　

531
加藤　則人……コレステロール結晶塞栓症　61， 外陰

部に生じたpseudoverrucous papules and nodules　
659

加藤　　伸……口腔粘膜に生じた白色海綿状母斑　955
加藤　　威……テグレトール，モービックによる薬疹　

851
加藤　卓朗……試行錯誤の研修医指導　219，ハイリス

ク患者のウォーキング　560
勝岡　憲生……右前腕に生じたStewart-Treves症候群　

65，イミキモド5％クリームが奏効した顔面の扁平疣
贅─尋常性疣贅効果例を加えて　179，全身性エリテ
マトーデス　393，lupus erythematosus tumidus　
397，amyopathic dermatomyositis─皮膚症状が日光
曝露により再燃した小児期発症例　401，北里大学病
院皮膚科脈管肉腫の集計と解析　476，HPV16型を検
出した足趾原発のBowen癌　627，5年以上， 局所再
発とin-transit転移を繰り返す悪性黒色腫　777

川田　　暁……肝斑治療の現状　427，NB-UVB療法が
奏効した肥大性扁平苔癬　539，特発性陰囊石灰沈着
症　975，乾癬の全国調査　1238，若年女性に生じた
臀部慢性膿皮症─左腋窩，下腹部から臀部にかけて
病変がみられた例　1307

川口　雅一……腎細胞癌の分子標的薬治療における
hand-foot syndrome　883

川口　順啓……病理組織学的にウイルス性疣贅の所見を
伴った爪床部Bowen病　615

川原　俊夫……胸水を伴い汎発性膿疱で初発した掌蹠膿
疱症性骨関節炎　1215

河合　敬一……質疑応答・ウルシかぶれの対策～古人の
知恵　1141

河合　正博……糖尿病に伴った発疹性黄色腫　1059
川上　千佳……発症から40年以上経過した皮膚疣状結核　

259
川上　民裕……NB-UVBが奏効した汎発性環状肉芽腫　

167，深切り（deep cut）のすすめ　575，抗好中球細
胞質抗体，抗カルジオリピン抗体IgA　増54

川村　龍吉……palmoplantar lichen planus　491，有棘
細胞癌─囊腫壁細胞が悪性腫瘍細胞からなるmilium
様の多発白色丘疹（悪性稗粒腫）から発展した例　
999，生後10カ月乳児に生じた尋常性乾癬　1167

川名　誠司……皮膚血管炎の診療アルゴリズム　8，
nodular type lichen myxedematosus　527，糖尿病に
合併した癰　1335

川原　　繁……光線過敏を伴うポルフィリン症　385，
NB-UVB療法が奏効した肥大性扁平苔癬　539，特発
性陰囊石灰沈着症　975，若年女性に生じた臀部慢性
膿皮症─左腋窩，下腹部から臀部にかけて病変がみ
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られた例　1307
川瀬　正昭……HPV陽性であった陰茎基部Bowen病　

619
賢治マニア……「脂漏」より「酪塩」は？　224
剱 持　靖 子…… ヒ ト 免 疫 グ ロ ブ リ ン 大 量 静 注 療 法
（IVIG）が奏効したSJS進展型TEN　907

菊池　広子……劇症型A群連鎖球菌感染症（toxic shock
様症候群）　1315

菊池かな子……NB-UVB治療中の尋常性白斑に生じた高
尿酸血症　983

菊地　克子……角層機能検査　増133
菊地　梨沙……有棘細胞癌を合併した尋常性狼瘡　247
菊池　荘太……右側頭部に生じたverrucous carcinoma　

651
木村　　剛……ソラフェニブによる手足症候群─予防法

と対処法　836
木村　一之……自然消褪傾向を示した悪性黒色腫　781
木村　　聡……イヌ咬傷によるパスツレラ症　1287
記 村　貴 之…… 上 背 部 に 生 じ たnevus lipomatosus 

cutaneous superficialis　1091
木村　鉄宣……ケラトアカントーマ─最近の話題　600
木村　有子……TSST-1産生MRSAによるtoxic shock 

syndrome　1311
吉良　正浩……生物学的製剤を使用後に水疱性類天疱瘡

を発症した膿疱性乾癬　875，初診時にTENと診断さ
れた成人ぶどう球菌性熱傷症候群（SSSS）　1319

岸　　晶子……爪のmalignant melanoma in situ　765
岸 本　三 郎…… 外 陰 部 に 生 じ たpseudover r ucous 

papules and nodules　659
木曽　真弘……シクロスポリンが奏効した激痒を伴った

扁平苔癬様角化症　535
北村　英夫……クロレラによる皮膚障害　369
北村　奈緒……尋常性疣贅に対する光線力学的療法
（PDT）　155

北里　英郎……HPV16型を検出した足趾原発のBowen癌
　627

北山明日香……ペラグラ　377
清原　祥夫……vitiligo様白斑を認めた進行期悪性黒色腫　

1003
小林　裕美……特異な臨床像を呈したParry-Romberg症

候群　967
小林　　憲……結節性黄色腫　1063
小林　美咲……皮膚の日によせて　1254
小林　美和……スキンアナライザー　増44
小林　律子……皮膚病変にNB-UVB療法が奏効した成人

T細胞白血病／リンパ腫　163
小林　孝志……右前腕に生じたStewart-Treves症候群　

65
小玉　　肇……全身に紫斑を生じたアナフィラクトイド

紫斑　33，質疑応答：Sweetʼs syndromeからSweet病

へ（in Japan）　454
小寺　浩司……児童虐待　77
古賀　佳織……nodular colloid degeneration　417
古川　　隆……青森市皮膚科医会から　1352
小島　知子……UFT-E顆粒による光線過敏型薬疹　361
駒井　孝行……児童虐待　77
小宮根真弓……Werner症候群に生じた両足の悪性黒色

腫　753
古守　　悟……イヌ咬傷によるパスツレラ症　1287
小森　敏史……壊疽性丘疹状結核疹─BCG接種後に生

じた例　291
近藤　摂子……京都皮膚科医会から　319
小西　啓介……縦隔リンパ節結核─結節性紅斑を契機に

発見された例　279，京都皮膚科医会から　319，緑
膿菌性敗血症に伴うgangrenous cellulitis　1303

近藤　滋夫……アンケート・皮膚科の検査法─自分の
好きな検査　増153

近藤　由佳……pseudoxanthoma elasticum　1075
木花　　光……軟膏＋ガーゼ療法はwet dressingの元

祖！　113，究極の血液ドロドロ　1014
小坂　祥子……糖尿病に合併した癰　1335
小坂真一朗……HPV16型を検出した足趾原発のBowen

癌　627
神戸　直智……autopsy imagingを行った悪性黒色腫　

741
幸田　公人……右側頭部に生じたverrucous carcinoma　

651，インフリキシマブにて改善するも再燃した難治
性汎発型膿疱性乾癬　1203

幸野　　健……墓碑銘としての病名，教科書　1120
久保　秀徳……鹿児島県皮膚科医部会から　696
久保　仁美……スニチニブによる分子標的治療を試みた

直腸原発悪性黒色腫　749
久保田　愛……結節性紅斑様病変を呈したBazin硬結性

紅斑　263，紅皮症を呈したフロセミドによる苔癬型
薬疹　511，Vol.32, No.4投稿に対する回答（「結節性紅
斑様病変を呈したBazin硬結性紅斑」）　581

工藤恵理奈……エトレチナートが奏効した関節リウマチ
合併の角層下膿疱症　1219

熊切　正信……ケラトアカントーマと考えた角化性病変
の経緯　639，皮膚生検　増100

國見　裕子……下口唇扁平苔癬から生じた有棘細胞癌　
551

椚座　康夫……初診時にTENと診断された成人ぶどう
球菌性熱傷症候群（SSSS）　1319

倉本　　誠……皮膚科受診患者の健康食品・サプリメン
ト摂取調査　914

倉繁　祐太……white fibrous papulosis of the neck　971
栗原　誠一……往診File No.017「情けない話」に引き続き　

119，往診File No.018 皮膚悪性腫瘍の病診連携　224，
往診File No.019 水疱症の病診連携　339
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黒岩亜由子……A群β溶連菌による右下肢壊死性筋膜炎
─Gram染色の有用性　1323

黒川　一郎……イベルメクチンが奏効したクリーピング
病　187

黒川　基樹……プロトピック軟膏が皮疹に有効であった
amyopathic dermatomyositis　139

楠　　　舞……全身性エリテマトーデス　393
楠　　俊雄……white fibrous papulosis of the neck　971
桑江　克樹……皮膚腺病　251
桑原　慎治……右前腕に生じたStewart-Treves症候群　

65
許　　美穂……Wegener肉芽腫症を疑った例　49，病理

組織学的にウイルス性疣贅の所見を伴った爪床部
Bowen病　615

l
レパヴーアンドレ……高齢者に生じた臍部の悪性黒色腫　

733，爪のmalignant melanoma in situ　765，臨床写
真の撮り方　増39

m
馬渕恵理子……Serratia marcescensによる蜂窩織炎と敗

血症　1299
馬渕　智生……UFT-E顆粒による光線過敏型薬疹　361
町野　　博……アンケート特集：液体窒素凍結療法のコ

ツと第二選択の治療─尋常性疣贅をめぐる冒険　
691，皮膚科受診患者の健康食品・サプリメント摂取
調査　914

前　賢一郎……pseudoxanthoma elasticum　1075
前田　　学……アンケート・皮膚科の検査法─トレパ

ン（ディスポパンチ）を用いた爪甲下の腫瘍切除法　増
168

前田　良太……破傷風　1291
前田進太郎……ステロイド内服で軽快した抗リン脂質抗

体陽性うっ滞性脂肪織炎　195
前 田　龍 郎…… l ichen aureus　507，Meleda病 ─

SLURP-1遺伝子に変異を確認した本邦第1例　555
前島　英樹……顕微鏡的多発血管炎　41
牧野寒河江……necrobiosis lipoidica　1083
眞部　恵子……多発型若年性黄色肉芽腫　1067
眞鍋　　求……イマチニブメシル酸塩内服中に消褪した

多発性有棘細胞癌　175
丸山　治彦……イベルメクチンが奏効したクリーピング

病　187
丸山　友裕……質疑応答・Vol.32，No.6アンケート特集

を読んで　1039
益田　浩司……難治性蕁麻疹の治療の工夫　203，外陰

部に生じたpseudoverrucous papules and nodules　
659

増田　智一……Werner症候群に生じた両足の悪性黒色

腫　753
増井　友里……爪のmalignant melanoma in situ　765
増澤真実子……全身性エリテマトーデス　393，北里大

学病院皮膚科脈管肉腫の集計と解析　476
増澤　幹男……右前腕に生じたStewart-Treves症候群　

65，北里大学病院皮膚科脈管肉腫の集計と解析　476
松田　哲男……アンケート・皮膚科の検査法─微分干

渉顕微鏡　増169
松江　弘之……autopsy imagingを行った悪性黒色腫　

741
松本　千穂……皮膚腺病　251
松本　和彦……紫斑を混じた蕁麻疹　17
松本　朋子……インフリキシマブが著効した小児膿疱性

乾癬　171
松本　義也……光線力学的療法（PDT）により軽快した難

治性下腿潰瘍　151
松村　和子……C型慢性肝炎患者に30歳代で発症した晩

発性皮膚ポルフィリン症　381，necrobiosis lipoidica
と鑑別を要する下腿板状硬結を呈したsarcoidosis　
1087

松永佳世子……先天性プロテインC欠損症による電撃性
紫斑病　57，パッチテスト・プリックテスト　増67

松尾　敦子……タクロリムス軟膏が著効した尋常性白斑　
147

松尾　光馬……右側頭部に生じたverrucous carcinoma　
651，インフリキシマブにて改善するも再燃した難治
性汎発型膿疱性乾癬　1203，抗原検査　増97

松坂　英信……有棘細胞癌を合併した尋常性狼瘡　247
松島佐都子……C型肝炎に合併した口腔粘膜扁平苔癬　

547
松山　　孝……UFT-E顆粒による光線過敏型薬疹　

361，短期間で急激な増大を認めた尋常性疣贅　643
松澤　有希……舌苔より口腔トリコモナスが多数検出さ

れた口腔粘膜病変　995
米良　修二……鹿児島県皮膚科医部会から　696
三原　基之……Sutton母斑　1007
三井　純雪……HPV16型を検出した足趾原発のBowen癌

　627，5年以上，局所再発とin-transit転移を繰り返す
悪性黒色腫　777

三上　英樹……青森市皮膚科医会から　1352
三上　容司……関節症性乾癬　1223
峯村　徳哉……pseudoxanthoma elasticum　1075
三砂　範幸……膿疱性血管炎　37，ペラグラ　377，中

枢神経症状を伴わない表皮母斑症候群　1099
三橋善比古……慢性色素性紫斑─itching purpuraと

Gougerot-Blum病　21，新たな編集方針を振り返る　
100， ローレライと四谷怪談　131，necrolytic acral 
erythema─新しいdermadrome　303，Schnitzler症候
群─bath-PUVA療法が有効であった例　419，lichen 
aureus　507，Meleda病─SLURP-1遺伝子に変異を確
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認した本邦第1例　555， ヘレン・ ケラーは奇跡の人
か　721，Vogt-Koyanagi-Harada病を合併した尋常性
乾癬　959，white fibrous papulosis of the neck　971，
乾癬の抗TNF-α抗体療法中に発症したDuhring疱疹状
皮膚炎　1211，eruption　1265，蛍光抗体法　増103

満間　照之……シクロスポリンの内服が奏効した慢性光
線性皮膚炎　373

光谷　純郁……サルコイドーシスとの鑑別が必要であっ
た顔面播種状粟粒性狼瘡（LMDF）　271

三津山信治……下口唇扁平苔癬から生じた有棘細胞癌　
551

三浦　　歩……悪性黒色腫多発肝転移巣に対し，右葉切
除，左葉部分切除およびシスプラチン動注療法を行っ
た例　769

三浦久美子……病理組織学的にウイルス性疣贅の所見を
伴った爪床部Bowen病　615

宮地　良樹……HIV感染者に発症した尖圭コンジローマ　
635

宮川　太郎……汎発性の紫斑を生じ，急激な転帰をとっ
た肝硬変患者のBacillus cereus感染症　1331

宮城　悦子……子宮頸癌予防ワクチン（HPVワクチン）　
592

宮原　健次……胸水を伴い汎発性膿疱で初発した掌蹠膿
疱症性骨関節炎　1215

三宅　美帆……外陰部の悪性黒色腫　761
宮 本　明 栄…… 上 背 部 に 生 じ たnevus lipomatosus 

cutaneous superficialis　1091
宮嵜　美幾……ステロイド内服で軽快した抗リン脂質抗

体陽性うっ滞性脂肪織炎　195
溝口　協子……肛囲と外陰部に生じた扁平苔癬　495，

lichen aureus　1111
溝口　昌子……質疑応答：Sweetʼs syndromeからSweet

病へ（in Japan）　454
水 上　潤 哉……necrolytic acral er ythema─ 新 し い

dermadrome　303
水元　俊裕……necrobiosis lipoidicaと鑑別を要する下腿

板状硬結を呈したsarcoidosis　1087
水野　麻衣……Serratia marcescensによる蜂窩織炎と敗

血症　1299
水野　冴岐……インフリキシマブにて改善するも再燃し

た難治性汎発型膿疱性乾癬　1203
水野　優起……verrucous malignant melanoma　671
水谷　　仁……イベルメクチンが奏効したクリーピング

病　187
持田　耕己……質疑応答・伝染性紅斑の変容？　1140
望月　　隆……黄癬を疑った頭部白癬　1115， 真菌検

査　増77
門馬　文子……Meleda病─SLURP-1遺伝子に変異を確

認した本邦第1例　555
森　　　暁……有棘細胞癌を合併した尋常性狼瘡　247

森本里江子……HPV陽性であった陰茎基部Bowen病　
619

森田　明理……皮膚結核性肉芽腫─BCG接種後に生じ
た例　299，日光蕁麻疹　357，エキシマライト光線
療法　944

森田　美穂……新生児の肥満細胞症　1103
盛山　吉弘……バルサルタンの長期投与後に発症した

acute generalized exanthematous pustulosis　871，皮
膚外症状を欠くhypomelanosis of Ito　951，破傷風　
1291， 汎発性の紫斑を生じ， 急激な転帰をとった肝
硬変患者のBacillus cereus感染症　1331

師井　洋一……センチネルリンパ節の同定と転移診断　
増122

毛利　　忍……性病検査─梅毒　増85， 性病検査
─AIDS　増88

向井　秀樹……新たな編集方針を振り返る　100，京都
皮膚科医会から　319，コンプライアンスとアドヒア
ランス　349，肛囲と外陰部に生じた扁平苔癬　495，
線状苔癬　503，Vol.32, No.6金子友紀先生の「短期間
で急速な増大を認めた尋常性疣贅」 を読んで　
930，遺伝子治療　943，陰囊に生じた疣状黄色腫　
1071， 脂腺母斑上に生じた脂腺腫および毛芽腫　
1095，lichen aureus　1111

村田　壱大……腎細胞癌の分子標的薬治療における
hand-foot syndrome　883

村上　信司……Stevens-Johnson症候群と薬剤性過敏症
症候群のオーバーラップした例　895

村本　睦子……縦隔リンパ節結核─結節性紅斑を契機に
発見された例　279

村瀬　香奈……潰瘍性大腸炎に合併した尋常性乾癬の膿
疱化　1179

村田　　哲……Werner症候群に生じた両足の悪性黒色
腫　753

武藤文之介……右前腕に生じたStewart-Treves症候群　
65

武藤　正彦……プロトピック軟膏外用が有効であった
chronic actinic dermatitis　143，verrucous skin 
lesions on the feet in diabetic neuropathy　667，医薬
品添付文書と医師の注意義務について　841，汎発性
膿疱性乾癬　1183，Pseudallescheria boydii感染症に
Mycobacterium chelonae感染症を合併した例　1327

n
永井　弥生……Sjögren症候群と自己免疫性肝炎─下腿

の紫斑を契機に診断に至った例　25
永松　麻紀……パクリタキセルにより誘発されたと考え

た強皮症様皮膚硬化　887
長縄　真帆……シクロスポリンの内服が奏効した慢性光

線性皮膚炎　373
長尾　　洋……ジクロフェナクゲルを使用した日光角化
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症　183
長島　弘明……青森市皮膚科医会から　1352
長島　聖二……胸水を伴い汎発性膿疱で初発した掌蹠膿

疱症性骨関節炎　1215
永田　　誠……壊疽性丘疹状結核疹─BCG接種後に生

じた例　291
永田　尚子……初診時にTENと診断された成人ぶどう

球菌性熱傷症候群（SSSS）　1319
長谷　哲男……pseudoxanthoma elasticum　1075
長戸　　紀……胸水を伴い汎発性膿疱で初発した掌蹠膿

疱症性骨関節炎　1215
中田土起丈……環状扁平苔癬　499
中房　淳司……膿疱性血管炎　37
中川　秀己……肉芽腫症─コラーゲン注入10年後に日光

曝露を契機に生じた例　405， 右側頭部に生じた
verrucous carcinoma　651， 悪性黒色腫のtumor 
thicknessと関連のあるダーモスコピー所見の解析　
812，インフリキシマブにて改善するも再燃した難治
性汎発型膿疱性乾癬　1203，乾癬の全国調査　1238

中原千保子……関節症性乾癬　1223
中島喜美子……全身に紫斑を生じたアナフィラクトイド

紫斑　33
中島　康爾……爪部のverruca with bowenoid dysplasia　

631
中島　静香……結節性黄色腫　1063
仲間恵美子……イヌ咬傷によるパスツレラ症　1287
名嘉真武国……ノカルジア症　1283
中村　敦子……左腋窩部に生じた萎縮性硬化性苔癬　

515，硬化性萎縮性苔癬の特徴を有する限局性強皮症　
1107

中村晃一郎……乾癬の全国調査　1238
中村　敬哉……縦隔リンパ節結核─結節性紅斑を契機に

発見された例　279
中村　雄彦……アンケート・皮膚科の検査法─皮膚科

の検査法─その今昔　増161
中村　泰大……悪性黒色腫に対する膝窩リンパ節郭清
─膝窩リンパ節の取り扱いについて　745

中村　靖司……小児の内果に生じた悪性黒色腫の治療経
験および本邦小児悪性黒色腫報告26例の検討　793

中村　好貴……プロトピック軟膏外用が有効であった
chronic actinic dermatitis　143

中野　　創……Meleda病─SLURP-1遺伝子に変異を確
認した本邦第1例　555，爪部のverruca with bowenoid 
dysplasia　631，自然消褪傾向を示した悪性黒色腫　
781

中野　敏明……皮膚病変にNB-UVB療法が奏効した成人
T細胞白血病／リンパ腫　163

中山　秀夫……アンケート・皮膚科の検査法─重症ア
トピー性皮膚炎の治療には不可欠な検査法─「患者
宅ダニ相」の検査　増162

中山樹一郎……nodular colloid degeneration　417， 悪
性黒色腫による癌性髄膜炎に対しインターフェロンβ
の髄腔内投与を試みた例　773

仲沢　弘明……結節性黄色腫　1063
浪花研一郎……プロトピック軟膏外用が有効であった

chronic actinic dermatitis　143，汎発性膿疱性乾癬　
1183

成澤　　寛……膿疱性血管炎　37，ペラグラ　377，中
枢神経症状を伴わない表皮母斑症候群　1099

成田　佳香……NB-UVB療法が奏効した肥大性扁平苔癬　
539

長谷川千花子……陰囊に生じた巨大疣状癌　647
長谷川敏男……尋常性疣贅に対する光線力学的療法
（PDT）　155

根木　　治……乾癬の痒みとオピオイドシステム　
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症候群のオーバーラップした例　895
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斎藤　まり……数年にわたり結核疹が出没した例　
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紫斑　33，Sjögren症候群─露光部にSCLEの皮疹を呈
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“皮膚科学の醍醐味”　580
佐々木哲雄……下口唇扁平苔癬から生じた有棘細胞癌　
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強皮症　991，皮疹部に一致して白斑を生じた尋常性

乾癬　1171
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病変を呈したBazin硬結性紅斑　263， 重症複合型免
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623，疣贅として治療されていたCowden病　663，セ
レコキシブによる多形紅斑型薬疹　847
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足症候群─予防法と対処法　836，舌苔より口腔トリ
コモナスが多数検出された口腔粘膜病変　995，アン
ケート・皮膚科の検査法─皮膚科医にもできる糖尿
病神経障害の検査法　増156

末次　香織……Schnitzler症候群─bath-PUVA療法が有
効であった例　419

須賀　　康……verrucous malignant melanoma　671
杉浦　一充……インフリキシマブが著効した小児膿疱性

乾癬　171，エトレチナートが有効であった小児膿疱
性乾癬　1195

杉山亜希子……シクロスポリンの内服が奏効した慢性光
線性皮膚炎　373

杉山美紀子……病理組織学的にウイルス性疣贅の所見を
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須甲　礼奈……プレミネント（ロサルタンカリウム／ヒ
ドロクロロチアジド）による光線過敏型薬疹　365

⻆　大治朗……肉芽腫症─コラーゲン注入10年後に日光
曝露を契機に生じた例　405
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鈴木　大介……重症型種痘様水疱症　413
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紫斑病　57
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