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向井　秀樹･･･････････････････････････････････････････ 793

睫毛に寄生したケジラミ症
二藤部弘暁，伊藤　周作，板垣　秀夫･････････････ 797

特異な分布を示した体部白癬
二階堂まり子，尾山　徳孝，山本　俊幸･･････････ 801

“逆Köbner様現象（仮称）”がみられたアミロイド苔癬
加藤雄一郎，三橋善比古，保母　彩子，伊藤　祐成 
････････････････････････････････････････････････････････ 805

放射性カテーテル検査で生じた慢性放射線皮膚炎─背部
の限局性多形皮膚萎縮を認めた例
下方　　征，阿部名美子，楠　　俊雄，坪井　良治，
三橋善比古･･･････････････････････････････････････････ 809

顕著な炎症を伴った汗孔角化症
池谷　茂樹，浦野　聖子，小出まさよ，戸倉　新樹 
････････････････････････････････････････････････････････ 813

Wolfʼs isotopic response─続発性形質細胞増多症
林　　和人，五十嵐　勝，堤　　　寛，三橋善比古 
････････････････････････････････････････････････････････ 817

顔面の片側に集簇する血管線維腫
武市　幸子，荒瀬　誠治････････････････････････････ 821

乳房に生じた局所型多発性グロムス腫瘍
棟方　貴子，秋田　尚見････････････････････････････ 825

下腹部に乳房外Paget病とエクリン汗孔腫が並存した症
例／上田　暢彦，勝俣　道夫･･･････････････････････ 829

四肢のみに多発したケラトアカントーマ
山本　奈緒，畑　　康樹，下川　伶子，葛西　邦博 
････････････････････････････････････････････････････････ 833

腋窩に生じた毛巣洞
加藤　景一，福田　英嗣，猿谷佳奈子，向井　秀樹 
････････････････････････････････････････････････････････ 837

両上下眼瞼に加え，腋窩にも認めた顔面播種状粟粒性狼
瘡
菅原　正幸，芳賀　貴裕，相場　節也･････････････ 841

無色素性の線維上皮腫型基底細胞癌
白井　暁子，尾上　智彦，幸田　公人，伊東　慶悟，
佐伯　秀久，中川　秀己････････････････････････････ 845

調理師の顔面に生じたerythema ab igne
山屋　雅美，福田　英嗣，向井　秀樹･････････････ 849
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advisorの眼
東日本大震災と皮膚科医療のあり方／赤坂　俊英･･･ 854
蝶の博物詩
アマミウラナミシジミ／西山　茂夫･･････････････････ 855
統計
東京医科大学病院皮膚科における1年間の新規白斑患者

の統計
阿部名美子，倉繁　祐太，三橋善比古，坪井　良治 
････････････････････････････････････････････････････････ 857

随想
タイで見た医療の一面

宗像　　醇･･･････････････････････････････････････････ 864
皮心伝心
経皮吸収とバリア／中川昌次郎･･･････････････････････ 873
診察室の四季
夏の海／斉藤　隆三････････････････････････････････････ 875
皮膚科のトリビア
第74回／浅井　俊弥････････････････････････････････････ 876
声
質疑応答・Vol.33,No.7石川先生のご投稿を拝見して 
････････････････････････････････････････････････････････ 878

9月号：線状，帯状の皮膚病
editorial
診断の向上のために／斉藤　隆三･････････････････････ 889
展望
Blaschko線についての最近の話題／相馬　良直･････ 890
臨床例
creeping disease─超音波検査が虫体先進部位の同定

に有用であった例
若林正一郎，中野　倫代，外川　八英，神戸　直智，
松江　弘之，野呂瀬一美，青才　文江･････････････ 897

胸部と腹部に生じたMondor病
前田麻衣子，古田　淳一，大塚　藤男･････････････ 901

成人発症の線状苔癬
大島理恵子，吉岡麻里子，榊原　代幸･････････････ 905

線状扁平苔癬
伊藤　理英，早乙女敦子，福田　英嗣，向井　秀樹，
清水　　治･･･････････････････････････････････････････ 909

線状配列を呈した光沢苔癬
山田　勝裕，山川　岳洋，真鍋　　求，梅林　芳弘 
････････････････････････････････････････････････････････ 913

アムロジピンベシル酸塩が原因と考えられた線状扁平苔
癬型薬疹
小西　陽子，黒川　一郎，山中　恵一，磯田　憲一，
水谷　　仁･･･････････････････････････････････････････ 917

爪甲の変形を伴った線状汗孔角化症
小原　勇気，竹尾　友宏，大嶋雄一郎，秋田　洋一，
玉田　康彦，渡辺　大輔････････････････････････････ 921

腹部に生じた面皰母斑
古澤　杏子，木下　洋和，玉森　嗣育，吉池　高志 
････････････････････････････････････････････････････････ 925

unilateral linear syringoma
林　　裕嘉，田中　　勝，中島　静香，井上　喬之，
大関　正彦，石崎　純子，藤林真理子･････････････ 929

頭頸部に生じた限局性多発性神経線維腫
中村　善雄，布袋　祐子････････････････････････････ 933

segmental neurofibromatosis
尾形　麻衣，野田　美貴，日野　治子･････････････ 937

Blaschko線上に腫瘍を生じたfamilial cylindromatosis
古市　　恵，牧野　輝彦，清水　忠道･････････････ 941

先天性線状黄色腫
新倉　冬子，徳田　安孝，小金平容子，中澤　　功，
塩原　正明，奥山　隆平････････････････････････････ 945

左下眼瞼に生じたlinear basal cell carcinoma
市之川悠子，大月亜希子，服部真理子，貞政　裕子，
比留間政太郎･････････････････････････････････････････ 949

the case of the month
ALEXレーザーを用いて治療し，顔面の濃淡差を改善さ

せた尋常性白斑
荒木麻由子，江藤　隆史････････････････････････････ 953

advisorの眼
危急の際に役立つ皮膚科：東日本大震災の皮膚科医療支

援で考えたこと
伊崎　誠一･･･････････････････････････････････････････ 958

蝶の博物詩
クモマベニヒカゲ／西山　茂夫･･･････････････････････ 959
統計
帯状疱疹の統計／法貴　　憲，倉本　　賢･･････････ 961
提言
皮膚科医の眼の値段／西岡　　清･････････････････････ 968
皮心伝心
搔く手は心とつながっている／小林　美咲･･････････ 973
診察室の四季
月の庭／斉藤　隆三････････････････････････････････････ 975
皮膚科のトリビア
第75回／浅井　俊弥････････････････････････････････････ 976
声
虫刺され・蜂刺されにNSAIDsは有効？／皮膚科専門医

“応援”記･･････････････････････････････････････････････ 978

10月号：職業性皮膚疾患（3）
editorial
皮膚科の病名／西岡　　清････････････････････････････ 987
topics
スポーツによる皮膚障害／上田由紀子････････････････ 988
展望
理・美容師の職業性接触皮膚炎に関するアンケート調査

谷田　宗男，舛　　明子････････････････････････････ 996
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臨床例
農業従事者に生じたスポロトリコーシス

竹内　そら，川上　民裕，相馬　良直････････････1003
キクによる接触皮膚炎

小泉　明子，瀧田　祐子，西岡　和恵････････････1007
経口トレランス療法を試みたキク皮膚炎

浅海　千秋，西岡　和恵，高旗　博昭，山口　道也･･･
1011

金属加工工場での職業性接触皮膚炎
瀧田　祐子，小泉　明子，西岡　和恵････････････1015

フッ化水素酸による化学熱傷
漆畑　真理，鈴木　　琢，福田　英嗣，工藤　新也，
向井　秀樹･･････････････････････････････････････････1019

全身に皮疹を認めた職業性クロムアレルギー
吉岡　　学，久保利江子，日野　亮介，小林　美和，
中村　元信，戸倉　新樹･･･････････････････････････1023

タール・ピッチ皮膚症／日野　亮介･････････････････1027
セメント皮膚炎／高山かおる･････････････････････････1031
パルブアルブミンによる口腔アレルギー症候群─手の職

業性接触皮膚炎を合併した例
福本　　瞳，朝山　祥子，高田　香織，二神　綾子，
塩見　一雄，川名　誠司･･･････････････････････････1035

職業性食物アレルギー─protein contact dermatitisと
OAS，Bakerʼs asthmaの合併例
梅香路綾乃，加藤　敦子，千貫　祐子，森田　栄伸 
･･･････････････････････････････････････････････････････1039

高圧注入損傷
加藤　　威，本田真一朗，藤本　徳毅，藤井　紀和，
植西　敏浩，立花　隆夫，田中　俊宏････････････1043

免疫再構築症候群様の病態で進展した二酸化チオ尿素に
よる職業性皮膚障害
青山　裕美･･････････････････････････････････････････1047

アロマテラピーによる接触皮膚炎
杉浦真理子，杉浦　啓二･･･････････････････････････1051

the case of the month
歯科従事者のメタクリルレジンアレルギー

生野麻美子･･････････････････････････････････････････1055
advisorの眼

「言の葉」～国語力の再生／石川　　治･･･････････････1060
蝶の博物詩
ウラジロミドリシジミ／西山　茂夫･････････････････1061
統計
職業性接触皮膚炎を考えパッチテストを施行した25例の

検討結果
西岡　和恵，小泉　明子，瀧田　祐子････････････1065

境界領域から
国際調和基準（GHS）に準拠した感作性化学物質の分類

基準と皮膚障害
皆本　景子，宮川　宗之，佐藤　一博，原田　幸一，
上田　　厚･･････････････････････････････････････････1072

診察室の四季
小鳥／斉藤　隆三･････････････････････････････････････1081
皮膚科のトリビア
第76回／浅井　俊弥･･･････････････････････････････････1082
声
職業性皮膚疾患NAVI／本誌Vol.33, No.9「虫刺され・蜂刺

されにNSAIDsは有効？」に対する回答････････････1084

11月号：ヘルペスウイルス感染症
editorial
Nature is neither husk nor kernel；she is all in one.

三橋善比古･･････････････････････････････････････････1095
展望
水痘ワクチンの現状と展望／渡辺　大輔････････････1096
臨床例
HHV-6, 7およびCMVの再活性化を示したST合剤による

drug-induced hypersensitivity syndrome（DIHS）
中原千保子，増澤真実子，齊藤　典充，勝岡　憲生 
･･･････････････････････････････････････････････････････1105

高齢発症した慢性活動性EBウイルス感染症
永田　貴久，尹　　浩信･･･････････････････････････1109

サイトメガロウイルスの関与が疑われた中毒性表皮壊死
症／新保和花子，斉藤　恵理，小森　一哉･･･････1113

γδT細胞にEBVの潜伏感染を認めた種痘様水疱症
石田奈津子，秋田　洋一，渡辺　大輔，木村　　宏，
平井　陽至，岩月　啓氏･･･････････････････････････1117

特異な皮疹を有し，診断に苦慮した成人水痘
深澤奈都子，筋野　和代，大内　　結，佐藤　友隆 
･･･････････････････････････････････････････････････････1121

水痘発症後に好酸球性毛包炎を発症した後天性免疫不全
症候群
五十嵐麻貴，常深祐一郎，川島　　眞････････････1125

頭部の脂漏性角化症に生じたherpetic folliculitis
木下　裕美，高間　弘道，石田奈津子，秋田　洋一，
渡辺　大輔･･････････････････････････････････････････1129

Hailey-Hailey病に合併した単純ヘルペスウイルスⅠ型に
よるKaposi水痘様発疹症
仲　　　優，常深祐一郎，川島　　眞････････････1133

帯状単純ヘルペス感染症
齋藤華奈実，波多野　豊，酒井　貴史，藤原　作平，
帯刀　真也，迫　　祐介･･･････････････････････････1137

HIV感染者に生じたヘルペス
刈谷　隆之，斎藤万寿吉，入澤　亮吉，三橋善比古，
坪井　良治･･････････････････････････････････････････1141

動眼神経麻痺と外転神経麻痺をきたした眼部帯状疱疹
楠葉　展大，辻花光次郎，涌田あすか，鬼頭　昭彦，
十一　英子･･････････････････････････････････････････1145

腹筋麻痺を生じた帯状疱疹
奥野　奈央，高橋　英至，宮崎　安洋，佐藤　貴浩，
横関　博雄･･････････････････････････････････････････1149
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trigeminal trophic syndromeとの鑑別を要した帯状疱疹
の遷延例
伊藤優佳子，藤原　作平，横山　繁生，安西　三郎 
･･･････････････････････････････････････････････････････1153

高齢者にみられた感染性血管炎を発症した帯状疱疹
麻上　千鳥･･････････････････････････････････････････1157

帯状疱疹によるElsberg症候群
田嶋　佐妃，加藤佐代子，坂元　花景，小西　啓介 
･･･････････････････････････････････････････････････････1161

advisorの眼
汗は皮膚にとって善玉？　悪玉？／横関　博雄････1164
蝶の博物詩
ウスイロオナガシジミ／西山　茂夫･････････････････1165
治療
帯状疱疹後神経痛の治療の実際／比嘉　和夫･･･････1167
統計
Epstein-Barrウイルス関連T／NKリンパ球増殖症と診断

した63症例の検討
平井　陽至，山本　剛伸，三宅　智子，山内　晶子，
藤井　一恭，岩月　啓氏･･･････････････････････････1174

急性期帯状疱疹の疼痛プロフィール
木ノ内基史，金田　和宏，土井　春樹，大坪　紗和，
井川　哲子･･････････････････････････････････････････1179

集団発生したKaposi水痘様発疹症
Ottens-藤村　真美，臼井　佳恵，加藤　雪彦････1186

診察室の四季
小六月／斉藤　隆三･･･････････････････････････････････1193
皮膚科のトリビア
第77回／浅井　俊弥･･･････････････････････････････････1194
声
皮膚の日によせて／デジタル時代の学会スライド
･･･････････････････････････････････････････････････････1196

12月号：痒疹反応
editorial
科学不信とガイドライン／浅井　俊弥･･･････････････1207
展望
痒疹の診方・考え方／佐藤　貴浩････････････････････1208
臨床例
虫刺症における痒疹

夏秋　　優･･････････････････････････････････････････1215
歯性根尖病巣が原因と考えられた亜急性痒疹

西澤　　綾，佐藤　貴浩，横関　博雄････････････1219
C型肝炎ウイルスとの関連が示唆された多形慢性痒疹

三津山信治，松倉　節子，蒲原　　毅，池澤　優子，
池澤　善郎，牛窪　利明･･･････････････････････････1223

胃癌切除後に症状が改善した多形慢性痒疹
桑原　慎治，江藤　宏光，齊藤　典充，勝岡　憲生 
･･･････････････････････････････････････････････････････1227

多形慢性痒疹─近傍に無菌性膿瘍を伴ったcarcinoma 

polyarthritisも随伴した食道癌症例
東　　直行，狩野　律子，松下　　晃，松谷　　毅，
笹島　耕二，津久井　拓･･･････････････････････････1231

薬剤による多形慢性痒疹
小林　知子，西脇　　薫，稲葉　義方，三橋善比古 
･･･････････････････････････････････････････････････････1235

ウコン摂取が誘因と考えられた慢性痒疹
村上　　陽，宮﨑　安洋，内山　光明，西岡　　清 
･･･････････････････････････････････････････････････････1239

夏に再燃した色素性痒疹
沼田　茂樹，安部　正通，松永佳世子････････････1243

1型糖尿病を合併し膿疱形成のみられた色素性痒疹
篠塚　直子，藤本　智子，稲澤美奈子，佐藤　貴浩，
横関　博雄･･････････････････････････････････････････1247

痒疹反応を伴った全身型クロムアレルギー
芝間さやか，端本　宇志，並木　　剛，佐藤　貴浩，
横関　博雄･･････････････････････････････････････････1251

痒疹丘疹が多発した木村病
新井　　達，善家由香理，百瀬　葉子，中野　敏明，
衛藤　　光，後藤　裕美･･･････････････････････････1255

透析に伴う痒疹
浅井　俊弥･･････････････････････････････････････････1259

acquired reactive perforating collagenosis
岸田　功典，三橋善比古，澁谷　　誠，長谷　哲男 
･･･････････････････････････････････････････････････････1263

妊娠性痒疹─類縁疾患pruritic urticarial papules and 
plaques of pregnancyと対比して
早乙女敦子，福田　英嗣，向井　秀樹････････････1267

advisorの眼
臨床アレルギー学は面白い／片山　一朗････････････1272
蝶の博物詩
ネッタイアカセセリ／西山　茂夫････････････････････1273
治療
痒疹の治療／片桐　一元･･････････････････････････････1275
office dermatology
痒疹をめぐって

田中　　厚，西山　茂夫，西岡　　清，三橋善比古 
･･･････････････････････････････････････････････････････1281

皮心伝心
「見立て」と「日にち薬」と教本／宮﨑　和廣･････････1291
診察室の四季
晦日蕎麦／斉藤　隆三････････････････････････････････1293
皮膚科のトリビア
第78回／浅井　俊弥･･･････････････････････････････････1294
声
外用薬の混合について／くららのトリビア・・2011年秋 
･･･････････････････････････････････････････････････････1296
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増刊号：皮膚科処置法の実際
巻頭言
皮膚科の処置／西岡　　清･･･････････････････････････････ 4
解説
皮膚科軟膏処置─古典的外用薬の使い方

日野　治子･･････････････････････････････････････････････ 6
皮膚科軟膏処置─ステロイド軟膏の使い方（外用薬）

古江　増隆･････････････････････････････････････････････13
皮膚科軟膏処置─免疫抑制外用薬の使い方

加藤　則人･････････････････････････････････････････････22
混合療法の功罪

大谷　道輝･････････････････････････････････････････････28
ビタミンD3軟膏の使い方

今福　信一，中山樹一郎･･････････････････････････････33
光線療法

森田　明理，古橋　卓也･･････････････････････････････38
PDT光線力学的療法

福田　知雄･････････････････････････････････････････････46
鶏眼・胼胝処置，クライオスプレー

江川　清文･････････････････････････････････････････････51
冷凍凝固法

田村　敦志･････････････････････････････････････････････56
伝染性軟属腫の処置

佐々木りか子･･･････････････････････････････････････････61
にきび，面皰の処置

赤松　浩彦･････････････････････････････････････････････65
とびひに対する処置

馬場　直子･････････････････････････････････････････････71
陥 入爪の処置─アクリル固定ガター法，アンカーテー
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縮症　71， 爪の治療─化学療法の爪障害に対する
アクリル人工爪治療　295，アスピリンと運動により
増強し，前投与薬により抑制できた小麦による蕁麻疹　
531，胸部と腹部に生じたMondor病　901

二神　綾子……小児に発症した肉芽腫性口唇炎　395，
パルブアルブミンによる口腔アレルギー症候群─手の
職業性接触皮膚炎を合併した例　1035

布袋　祐子……頭頸部に生じた限局性多発性神経線維腫　
933

g
グラクソ・ スミスクライン株式会社……ザイザル®　

326
合原　みち……出生時より認めた面皰母斑　149
後藤　裕美……痒疹丘疹が多発した木村病　1255
後藤　裕介……小児腹壁遠心性脂肪萎縮症　67

h
羽渕麻理亜……livedo vasculopathyによる下腿の潰瘍　

597
芳賀　貴裕……両上下眼瞼に加え，腋窩にも認めた顔面

播種状粟粒性狼瘡　841
濱田　利久……vegetant bromoderma　59
花田　美穂……クルミによるoral allergy syndrome　

529
半田　芳浩……爪甲下に生じた血管拡張性肉芽腫　285
原田　幸一……国際調和基準（GHS）に準拠した感作性

化学物質の分類基準と皮膚障害　1072
原田　　晋……ピーナッツアレルギー─果物類のOASお

よび豆乳アレルギーとの合併例　479，アニサキスア
レルギー─魚類摂取後に蕁麻疹を発症し，パラミオシ
ンを原因抗原と考えた症例　483，質疑応答・Vol.33, 
No.5臨床例「ピーナッツアレルギー」についての質問　
770

春山　興右……Klinefelter症候群患者の微小動静脈瘻に
よる難治性下腿潰瘍　573

長谷川　聡……爪の治療─新しいテーピング法を用い
た陥入爪治療　303

橋本　　彰……爪の治療─新しいテーピング法を用い
た陥入爪治療　303

橋本　　隆……乳児に発症した水疱性類天疱瘡　51，
出生時より認めた面皰母斑　149，皮膚科滅亡論から
栄光の皮膚科へ　534

端本　宇志……痒疹反応を伴った全身型クロムアレル

ギー　1251
橋本　倫子……ローヤルゼリーによるアナフィラキシー

ショック　511
橋爪　秀夫……小児の皮下型環状肉芽腫　387
畑　　康樹……四肢のみに多発したケラトアカントーマ　

833
畠田　優子……甘栗とポテトチップス摂取後にアナフィ

ラキシーショックを生じたラテックス・フルーツ症候
群　499

波多野　豊……帯状単純ヘルペス感染症　1137
八田　順子……甘草フラボノイドによる接触皮膚炎　

711
服 部 真 理 子…… 左 下 眼 瞼 に 生 じ たlinear basal cell 

carcinoma　949
服部　尚子……皮膚科の処置法─私の好きな処置法　

増173
早川　彰紀……皮膚所見より診断されたLangerhans cell 

histiocytosis　403
早川　道郎……皮膚科の処置法─私の処置法─今昔　

増174
林　　和人……Wolf’s isotopic response─続発性形質細

胞増多症　817
林　　　健……右示指に発生した基底細胞癌　289
林　　裕嘉……unilateral linear syringoma　929
比嘉　和夫……帯状疱疹後神経痛の治療の実際　1167
東　　直行……原発性皮膚型未分化大細胞リンパ腫
（PCALCL）　391， 医療用ステープルによるアレル
ギー性接触皮膚炎　719，多形慢性痒疹─近傍に無
菌性膿瘍を伴ったcarcinoma polyarthritisも随伴した
食道癌症例　1231

東　　禹彦……爪疾患のみかた　222，爪の治療─爪
甲鉤彎症に対する手術療法　314

日野　治子……segmental neurofibromatosis　937， 皮
膚科軟膏処置─古典的外用薬の使い方　増6

日野　亮介……全身に皮疹を認めた職業性クロムアレル
ギー　1023，タール・ピッチ皮膚症　1027

日野上はるな……Microsporum canisによるケルスス禿
瘡の小児例　47

平井　陽至……γδT細胞にEBVの潜伏感染を認めた種
痘様水疱症　1117，Epstein-Barrウイルス関連T/NK
リンパ球増殖症と診断した63症例の検討　1174

平野　眞也……搔きだしたら止まらない　425
平田　光博……PAD（peripheral arterial disease）に伴う

下腿潰瘍　585
廣門未知子……セツキシマブによる皮膚症状を呈した例　

253
廣島　光恵……爪甲下に生じた血管拡張性肉芽腫　285
比留間政太郎……左下眼瞼に生じたlinear basal cell 

carcinoma　949，抗真菌薬の使い方　増138
保母　彩子……石灰化上皮腫が多発したRubinstein-
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Taybi症候群　161，“逆Köbner様現象（仮称）”がみられ
たアミロイド苔癬　805

本田真一朗……高圧注入損傷　1043
堀川　達弥……蕁麻疹・アナフィラキシーの原因検索で

の特異IgE抗体検査の意義　537，白斑治療法　増133
細川　　篤……骨髄移植後にみられた播種性フザリウム

感染症　43
細根　　勝……原発性皮膚型未分化大細胞リンパ腫
（PCALCL）　391

法貴　　憲……帯状疱疹の統計　961

I
市 之 川 悠 子…… 左 下 眼 瞼 に 生 じ たlinear basal cell 

carcinoma　949
五十嵐敦之……livedo vasculopathyによる下腿の潰瘍　

597，褥瘡処置　増99
五十嵐麻貴……水痘発症後に好酸球性毛包炎を発症した

後天性免疫不全症候群　1125
五十嵐　勝……Wolf’s isotopic response─続発性形質細

胞増多症　817
井川　哲子……急性期帯状疱疹の疼痛プロフィール　

1179
尹　　浩信……高齢発症した慢性活動性EBウイルス感

染症　1109
飯島　正文……乳児に外用中のブフェキサマクによって

生じた授乳婦の接触皮膚炎症候群　731
飯野　由佳……下腿潰瘍を生じた原発性マクログロブリ

ン血症　605
池田　政身……皮膚科の処置法─できるだけ短時間で

手術を終わらせるための工夫　増158
池田　佳弘……フマル酸ケトチフェンによるアレルギー

性接触皮膚炎　747
池川　歩美……フマル酸ケトチフェンによるアレルギー

性接触皮膚炎　747
池永　五月……プロテインS欠乏症に合併した下腿潰瘍　

569，ニンニクによる一次刺激性接触皮膚炎　707
池谷　茂樹……顕著な炎症を伴った汗孔角化症　813
池澤　優子……パパイン酵素入り洗顔料による接触蕁麻

疹とワサビによるアナフィラキシーの合併例　503，
LCAPが奏効した関節リウマチに伴う下腿潰瘍　613，
ゴム加硫促進剤であるチウラム系化合物による接触皮
膚炎　723，C型肝炎ウイルスとの関連が示唆された
多形慢性痒疹　1223

池澤　善郎……市販豚角煮に添加された，小麦グルテン
加水分解物のⅠ型アレルギーによる血管性浮腫　
475， 術中アナフィラキシーショックをおこしたラ
テックスアレルギー　495，パパイン酵素入り洗顔料
による接触蕁麻疹とワサビによるアナフィラキシーの
合併例　503，難治性下腿潰瘍に対して陰圧閉鎖療法
が著効した例　589，下腿の紫斑，潰瘍と膜性増殖性

糸球体腎炎にクリオフィルトレーションを施行したク
リオグロブリン血症　609，LCAPが奏効した関節リ
ウマチに伴う下腿潰瘍　613，ゴム加硫促進剤である
チウラム系化合物による接触皮膚炎　723，美容液と
して塗布したオリーブオイルによる接触皮膚炎症候群　
735，C型肝炎ウイルスとの関連が示唆された多形慢
性痒疹　1223

今福　信一……ビタミンD3軟膏の使い方　増33
今井　奈穂……Microsporum canisによるケルスス禿瘡

の小児例　47
稲葉弥寿子……3年間の当科での眼瞼の接触皮膚炎を疑

い，パッチテストを行った症例のまとめ　753
稲葉　義方……薬剤による多形慢性痒疹　1235
稲澤美奈子……Ⅰ型糖尿病を合併し，膿疱形成のみられ

た色素性痒疹　1247
猪熊　大輔……黒色色素線条を呈したHPV type 56関連

の爪部Bowen病　273
猪又　直子……oral allergy syndrome　451， 市販豚角

煮に添加された，小麦グルテン加水分解物のⅠ型アレ
ルギーによる血管性浮腫　475，美容液として塗布し
たオリーブオイルによる接触皮膚炎症候群　735

井上千津子……質疑応答・しもやけの機序は？　治療法
は？　550

井 上　喬 之…… 右 拇 指 に 生 じ たungual seborrheic 
keratosis， あるいは初期のonychomatricoma　269，
unilateral linear syringoma　929

井上和加子……寒冷蕁麻疹を合併した日光蕁麻疹　471
井上　康子……角層下膿疱症（Sneddon-Wilkinson）　

175
入澤　亮吉……先天性三角型脱毛症　157，石灰化上皮

腫が多発したRubinstein-Taybi症候群　161，HIV感染
者に生じたヘルペス　1141，局所免疫療法　増129

伊佐見真実子……3年間の当科での眼瞼の接触皮膚炎を
疑い，パッチテストを行った症例のまとめ　753

石橋　正史……肛門周囲に生じ，潰瘍形成したいちご状
血管腫　355

石田奈津子……γδT細胞にEBVの潜伏感染を認めた種
痘様水疱症　1117， 頭部の脂漏性角化症に生じた
herpetic folliculitis　1129

石上　剛史……リップクリーム中のミツロウによる接触
皮膚炎　703

石井　正光……pseudo-Hutchinson’s signを伴う爪甲色
素線条を呈したLaugier-Hunziker-Baran症候群　245，
ウニ摂取によるアナフィラキシー　519，眼瞼腫脹を
生じたアボカドによる食物アレルギー　521，レモン
によるアナフィラキシー　525

石井　良征……イミキモド外用で治療した尖圭コンジ
ローマ　39

石井　千寸……頭皮に生じた脂肪芽腫　399
石川　博康……謎の項部紅斑性皮膚炎（仮称）　104，新
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しい（？）皮膚病　432，東日本大震災によせて─被災
地でみられた皮膚病　670，続・謎の項部紅斑性皮膚
炎（仮称）　771， 虫刺され・ 蜂刺されにNSAIDsは有
効？　978，外用薬の混合について　1296

石川　雅士……爪の治療─化学療法の爪障害に対する
アクリル人工爪治療　295

石川　　治……両側に生じた傍尿道口囊腫　375，「言の
葉」～国語力の再生　1060

石河　　晃……右示指に発生した基底細胞癌　289，
100円化粧品による両眼瞼の接触皮膚炎　699， ポビ
ドンヨード10%水溶液による接触皮膚炎症候群　739

石 崎　純 子…… 右 拇 指 に 生 じ たungual seborrheic 
keratosis， あるいは初期のonychomatricoma　269，
unilateral linear syringoma　929

磯田　憲一……アムロジピンベシル酸塩が原因と考えら
れた線状扁平苔癬型薬疹 917

板垣　秀夫……睫毛に寄生したケジラミ症　797
板垣　康治……パパイン酵素入り洗顔料による接触蕁麻

疹とワサビによるアナフィラキシーの合併例　503
糸井　沙織……アトピー性皮膚炎で初発し，特異な臨床

像を呈したwide-spread DLE/Sjögren症候群　491
伊藤　明子……異汗性湿疹および痒疹と金属アレル

ギー：新潟大学10年間の検討─補綴金属を中心とした
治療効果の検討　758

伊藤えりか……Klinefelter症候群患者の微小動静脈瘻に
よる難治性下腿潰瘍　573，吸引水疱蓋移植により治
癒したうっ滞性皮膚炎を伴った難治性皮膚潰瘍　581

伊藤　秀明……炎症性線状疣贅状表皮母斑　165
伊東　慶悟……無色素性の線維上皮腫型基底細胞癌　

845
伊藤　雅章……異汗性湿疹および痒疹と金属アレル

ギー：新潟大学10年間の検討─補綴金属を中心とした
治療効果の検討　758

伊藤　理英……線状扁平苔癬　909
伊藤　俊輔……皮膚科の処置─私はこうしている（コ

ツを含めて）　増159
伊藤　周作……下腿潰瘍を生じた原発性マクログロブリ

ン血症　605，睫毛に寄生したケジラミ症　797
伊東　孝通……手指爪下に生じた有棘細胞癌　277
伊藤優佳子……trigeminal trophic syndromeとの鑑別を

要した帯状疱疹の遷延例　1153
伊藤　祐成……“逆Köbner様現象（仮称）” がみられたア

ミロイド苔癬　805
岩本　直高……医療用ステープルによるアレルギー性接

触皮膚炎　719
岩瀬　七重……ポビドンヨード10%水溶液による接触皮

膚炎症候群　739
岩 月　啓 氏……vegetant bromoderma　59，eccrine 

angiomatous hamartoma　359，ローヤルゼリーによ
るアナフィラキシーショック　511， γδT細胞に

EBVの 潜 伏 感 染 を 認 め た 種 痘 様 水 疱 症　1117，
Epstein-Barrウイルス関連T/NKリンパ球増殖症と診
断した63症例の検討　1174

伊崎　誠一……危急の際に役立つ皮膚科：東日本大震災
の皮膚科医療支援で考えたこと　958

j
神　　可代……プロテインS欠乏症に合併した下腿潰瘍　

569

k
椛島　健治……接触皮膚炎の樹状細胞　686
蒲原　　毅……術中アナフィラキシーショックをおこし

たラテックスアレルギー　495，パパイン酵素入り洗
顔料による接触蕁麻疹とワサビによるアナフィラキ
シーの合併例　503，LCAPが奏効した関節リウマチ
に伴う下腿潰瘍　613，ゴム加硫促進剤であるチウラ
ム系化合物による接触皮膚炎　723，C型肝炎ウイル
スとの関連が示唆された多形慢性痒疹　1223

神戸　直智……creeping disease─超音波検査が虫体先
進部位の同定に有用であった例　897

亀山　梨奈……3年間の当科での眼瞼の接触皮膚炎を疑
い，パッチテストを行った症例のまとめ　753

上出　良一……ウレタン樹脂硬化剤による職業性接触皮
膚炎　743，サンスクリーン剤の使い方　増88

上村　仁夫……滝脇弘嗣先生の“砂かぶれ様皮膚炎”のま
ぼろしに寄せて　325

加茂　理英……pseudo-Hutchinson’s signを伴う爪甲色
素線条を呈したLaugier-Hunziker-Baran症候群　245

金岡　知彦……下腿の紫斑，潰瘍と膜性増殖性糸球体腎
炎にクリオフィルトレーションを施行したクリオグロ
ブリン血症　609

金澤　伸雄……自己炎症疾患とは　8
金田　和宏……急性期帯状疱疹の疼痛プロフィール　

1179
金田　眞理……結節性硬化症の治療の現状と課題　183
金子　　聡……爪部のmelanoma　281
神戸　直智……小児の色素性乾皮症バリアント型　129
狩野　律子……多形慢性痒疹─近傍に無菌性膿瘍を

伴ったcarcinoma polyarthritisも随伴した食道癌症例　
1231

関東　裕美……右示指に発生した基底細胞癌　289，
100円化粧品による両眼瞼の接触皮膚炎　699， ポビ
ドンヨード10%水溶液による接触皮膚炎症候群　739

刈谷　隆之……HIV感染者に生じたヘルペス　1141
葛西　邦博……四肢のみに多発したケラトアカントーマ　

833
片桐　一元……痒疹の治療　1275
片岡　葉子……小児にみられた顔面播種状粟粒性狼瘡　

379，セファクロルによるアナフィラキシー　527
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片山　一朗……アトピー性皮膚炎で初発し，特異な臨床
像を呈したwide-spread DLE/Sjögren症候群　491，臨
床アレルギー学は面白い　1272

加藤　敦子……職業性食物アレルギー─protein contact 
dermatitisとOAS，Baker’s asthmaの合併例　1039

加藤　裕史……炎症性線状疣贅状表皮母斑　165，吸引
水疱蓋移植により治癒したうっ滞性皮膚炎を伴った難
治性皮膚潰瘍　581，強直性脊椎炎を合併し，血管炎
症候群を疑われたBuerger病　593

加藤　景一……腋窩に生じた毛巣洞　837
加藤　恒平……ヒエに含まれるニッケルが原因と考えら

れた全身型金属アレルギー　727
加藤　典子……コチニール色素によるアナフィラキシー　

515
加藤　則人……13トリソミーの患児の全身に多発した稗

粒腫　141，皮膚科軟膏処置─免疫抑制外用薬の使
い方　増22

加藤佐代子……帯状疱疹によるElsberg症候群　1161
加藤　　威……高圧注入損傷　1043
加藤　篤衛……ベタメタゾン吉草酸エステルによる接触

皮膚炎　715
加藤　雪彦……石灰化上皮腫が多発したRubinstein-

Taybi症候群　161， 集団発生したKaposi水痘様発疹
症　1186

加藤雄一郎……“逆Köbner様現象（仮称）” がみられたア
ミロイド苔癬　805

勝俣　道夫……下腹部に乳房外Paget病とエクリン汗孔
腫が並存した症例　829

勝岡　憲生……PAD（peripheral arterial disease）に伴う
下腿潰瘍　585，HHV-6，7およびCMVの再活性化を
示したST合剤によるdrug-induced hypersensitivity 
syndrome（DIHS）　1105， 胃癌切除後に症状が改善
した多形慢性痒疹　1227

川端　康浩……皮膚科の処置法─面皰圧出を積極的に
やっています　増162

川田　　暁……爪峡部領域の爪甲形成異常─腹側翼状爪　
229

川口　博史……皮膚科の処置法─Steroidphobiaな人
─私はこうしている　増161

河合　正博……爪甲下に生じた血管拡張性肉芽腫　285
川上　　洋……下腿に潰瘍を生じた壊疽性膿皮症─本態

性血小板血症を合併した例　621
河上　真巳……Mohs chemosurgery　増121
川上　民裕……農業従事者に生じたスポロトリコーシス　

1003
川名　誠司……原発性皮膚型未分化大細胞リンパ腫
（PCALCL）　391，小児に発症した肉芽腫性口唇炎　
395，小児の頭部に生じた澄明細胞汗腺腫　407，ベ
タメタゾン吉草酸エステルによる接触皮膚炎　715，
医療用ステープルによるアレルギー性接触皮膚炎　

719，パルブアルブミンによる口腔アレルギー症候群
─手の職業性接触皮膚炎を合併した例　1035

河島　尚志……石灰化上皮腫が多発したRubinstein-
Taybi症候群　161

川島　　眞……水痘発症後に好酸球性毛包炎を発症した
後天性免疫不全症候群　1125，Hailey-Hailey病に合
併した単純ヘルペスウイルスⅠ型によるKaposi水痘様
発疹症　1133

川内　康弘……Schweninger-Buzzi型特発性斑状皮膚萎
縮症　71

城戸真希子……手指爪下に生じた有棘細胞癌　277
木嶋　晶子……アトピー性皮膚炎で初発し，特異な臨床

像を呈したwide-spread DLE/Sjögren症候群　491
木村　　宏……γδT細胞にEBVの潜伏感染を認めた種

痘様水疱症　1117
木村　　滋……質疑応答・チアントール原液および代わ

りの薬剤について　430
木下秀一郎……色素失調症　121
木下　洋和……腹部に生じた面皰母斑　925
木下　裕美……頭部の脂漏性角化症に生じたherpetic 

folliculitis　1129
木ノ内基史……急性期帯状疱疹の疼痛プロフィール　

1179
岸田　寛子……セファクロルによるアナフィラキシー　

527
岸 田　功 典……a c q u i r e d  r e a c t i v e  p e r f o r a t i n g 

collagenosis　1263
北場　　俊……アトピー性皮膚炎で初発し，特異な臨床

像を呈したwide-spread DLE/Sjögren症候群　491
鬼頭　昭彦……レーザー治療の奏効した色素血管母斑症

Ⅱa型　125， 動眼神経麻痺と外転神経麻痺をきたし
た眼部帯状疱疹　1145

清原　隆宏……創傷処置，デブリドマン　増109
小林　裕美……pseudo-Hutchinson’s signを伴う爪甲色

素線条を呈したLaugier-Hunziker-Baran症候群　245，
ウニ摂取によるアナフィラキシー　519，眼瞼腫脹を
生じたアボカドによる食物アレルギー　521，レモン
によるアナフィラキシー　525

小林　　憲……小児爪甲色素線条　216，右拇指に生じ
たungual seborrheic keratosis， あるいは初期の
onychomatricoma　269

小林　美咲……搔く手は心とつながっている　973，皮
膚の日によせて　1196

小林　美和……全身に皮疹を認めた職業性クロムアレル
ギー　1023

小林　知子……薬剤による多形慢性痒疹　1235
小金平容子……先天性線状黄色腫　945
小原　勇気……爪甲の変形を伴った線状汗孔角化症　

921
高野　浩章……爪の治療─治療器具を装着しない陥入
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爪，巻き爪の新しい治療法─炭酸ガスレーザーによる
爪甲矯正術　307

小出まさよ……顕著な炎症を伴った汗孔角化症　813
小泉　明子……キクによる接触皮膚炎　1007， 金属加

工工場での職業性接触皮膚炎　1015， 職業性接触皮
膚炎を考えパッチテストを施行した25例の検討結果　
1065

小島　令子……ashy dermatosis　31
小森　一哉……サイトメガロウイルスの関与が疑われた

中毒性表皮壊死症　1113
小西　啓介……帯状疱疹によるElsberg症候群　1161，

皮膚科の処置法─切開排膿処置─私はこうしている　
増164

小西　陽子……アムロジピンベシル酸塩が原因と考えら
れた線状扁平苔癬型薬疹　917

紺野亜希子……ベタメタゾン吉草酸エステルによる接触
皮膚炎　715

木花　　光……癒合と癒着の違い　552
木花いづみ……脊柱管内に類上皮嚢胞を合併した先天性

皮膚洞　173
是枝　　哲……コチニール色素によるアナフィラキシー　

515
小谷はるみ……フマル酸ケトチフェンによるアレルギー

性接触皮膚炎　747
幸田　公人……無色素性の線維上皮腫型基底細胞癌　

845
幸野　　健……Vol.33, No.1 advisorの眼「診療ガイドラ

インは使うもの？ 使われるもの？」を読んで　432
高路　　修……皮膚科の処置法─私の好きな処置法─

面皰圧出　増163
小山啓一郎……ウレタン樹脂硬化剤による職業性接触皮

膚炎　743
久保利江子……全身に皮疹を認めた職業性クロムアレル

ギー　1023
久保　宜明……リップクリーム中のミツロウによる接触

皮膚炎　703
工藤　大輔……下腿潰瘍を生じた原発性マクログロブリ

ン血症　605
工藤比等志……アニサキスアレルギー─魚類摂取後に蕁

麻疹を発症し，パラミオシンを原因抗原と考えた症例　
483

工藤　新也……フッ化水素酸による化学熱傷　1019
倉本　　賢……帯状疱疹の統計　961
倉繁　祐太……東京医科大学病院皮膚科における1年間

の新規白斑患者の統計　857
黒川　一郎……アムロジピンベシル酸塩が原因と考えら

れた線状扁平苔癬型薬疹　917
黒崎百合子……右示指に発生した基底細胞癌　289
楠葉　展大……動眼神経麻痺と外転神経麻痺をきたした

眼部帯状疱疹　1145

楠　　俊雄……放射性カテーテル検査で生じた慢性放射
線皮膚炎─背部の限局性多形皮膚萎縮を認めた例　
809

楠山　太郎……乳児に発症した水疱性類天疱瘡　51
桑原　慎治……胃癌切除後に症状が改善した多形慢性痒

疹　1227
桑名隆一郎……爪の治療─治療器具を装着しない陥入

爪，巻き爪の新しい治療法─炭酸ガスレーザーによる
爪甲矯正術　307

l
レパヴーアンドレ……爪甲下グロムス腫瘍　261，爪下

外骨腫　265

m
前田麻衣子……アスピリンと運動により増強し，前投与

薬により抑制できた小麦による蕁麻疹　531，胸部と
腹部に生じたMondor病　901

前田　七瀬……小児にみられた顔面播種状粟粒性狼瘡　
379

前田　修子……術中アナフィラキシーショックをおこし
たラテックスアレルギー　495，パパイン酵素入り洗
顔料による接触蕁麻疹とワサビによるアナフィラキ
シーの合併例　503，ゴム加硫促進剤であるチウラム
系化合物による接触皮膚炎　723

牧 野　輝 彦…… 魚 介 類 に よ る 接 触 蕁 麻 疹　523，
Blaschko線上に腫瘍を生じたfamilial cylindromatosis　
941

眞鍋　　求……広範囲の頭蓋骨欠損を伴った先天性皮膚
欠損症　153，線状配列を呈した光沢苔癬　913

丸山　　浩……Schweninger-Buzzi型特発性斑状皮膚萎
縮症　71

正木　太朗……小児の色素性乾皮症バリアント型　129
舛　　明子……理・美容師の職業性接触皮膚炎に関する

アンケート調査　996
増井由紀子……異汗性湿疹および痒疹と金属アレル

ギー：新潟大学10年間の検討─補綴金属を中心とした
治療効果の検討　758

増澤真実子……HHV-6，7およびCMVの再活性化を示し
たST合 剤 に よ るdr ug-induced hypersensit ivity 
syndrome（DIHS）　1105

亦野　蓉子……小児の頭部に生じた澄明細胞汗腺腫　
407

松原　洋一……先天代謝異常症の遺伝子診断　114
松江　弘之……小児の色素性乾皮症バリアント型　

129，creeping disease─超音波検査が虫体先進部位の
同定に有用であった例　897

松井　佐起……小児にみられた顔面播種状粟粒性狼瘡　
379，アトピー性皮膚炎で初発し，特異な臨床像を呈
したwide-spread DLE/Sjögren症候群　491
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松木　美和……下腿の紫斑，潰瘍と膜性増殖性糸球体腎
炎にクリオフィルトレーションを施行したクリオグロ
ブリン血症　609

松倉　節子……術中アナフィラキシーショックをおこし
たラテックスアレルギー　495，パパイン酵素入り洗
顔料による接触蕁麻疹とワサビによるアナフィラキ
シーの合併例　503，LCAPが奏効した関節リウマチ
に伴う下腿潰瘍　613，ゴム加硫促進剤であるチウラ
ム系化合物による接触皮膚炎　723，C型肝炎ウイル
スとの関連が示唆された多形慢性痒疹　1223

松村　由美……フットケア　増124
松永佳世子……3年間の当科での眼瞼の接触皮膚炎を疑

い，パッチテストを行った症例のまとめ　753，夏に
再燃した色素性痒疹　1243

松岡　芳隆……皮膚と心　545，皮膚科の処置法─綿
棒にこだわる─いぼ冷凍凝固法　増175

松下　　晃……多形慢性痒疹─近傍に無菌性膿瘍を
伴ったcarcinoma polyarthritisも随伴した食道癌症例　
1231

松谷　　毅……多形慢性痒疹─近傍に無菌性膿瘍を
伴ったcarcinoma polyarthritisも随伴した食道癌症例　
1231

松山　麻子……異汗性湿疹および痒疹と金属アレル
ギー：新潟大学10年間の検討─補綴金属を中心とした
治療効果の検討　758

松崎　康司……ニンニクによる一次刺激性接触皮膚炎　
707

松澤　高光……膿疱型新生児中毒性紅斑　15
松澤　有希……乳児に外用中のブフェキサマクによって

生じた授乳婦の接触皮膚炎症候群　731
皆本　景子……国際調和基準（GHS）に準拠した感作性

化学物質の分類基準と皮膚障害　1072
三澤　淳子……小児の皮下型環状肉芽腫　387
三谷　有史……良性新生児血管腫症　351
三橋善比古……皮膚科診療の問題点　90，Hallopeau-

Siemens型劣性栄養障害型表皮水疱症　169， 角層下
膿疱症（Sneddon-Wilkinson）　175， 東日本大震災で
思う　561，下腿に潰瘍を生じた壊疽性膿皮症─本態
性血小板血症を合併した例　621， 疱疹後皮膚症　
789，“逆Köbner様現象（仮称）”がみられたアミロイド
苔癬　805，放射性カテーテル検査で生じた慢性放射
線皮膚炎─背部の限局性多形皮膚萎縮を認めた例　
809，Wolf’s isotopic response─続発性形質細胞増多
症　817， 東京医科大学病院皮膚科における1年間の
新規白斑患者の統計　857，Nature is neither husk 
nor kernel； she is all in one.　1095，HIV感染者に生
じたヘルペス　1141， 薬剤による多形慢性痒疹　
1235，acquired reactive perforating collagenosis　
1263，痒疹をめぐって　1281

光井　智慧……寒冷蕁麻疹を合併した日光蕁麻疹　471

満間　照之……皮膚所見より診断されたLangerhans cell 
histiocytosis　403

三津山信治……C型肝炎ウイルスとの関連が示唆された
多形慢性痒疹　1223

三 浦　圭 子…… 右 拇 指 に 生 じ たungual seborrheic 
keratosis，あるいは初期のonychomatricoma　269

宮部　千恵……Hallopeau-Siemens型劣性栄養障害型表
皮水疱症　169

宮地　良樹……レーザー治療の奏効した色素血管母斑症
Ⅱa型　125

宮川　宗之……国際調和基準（GHS）に準拠した感作性
化学物質の分類基準と皮膚障害　1072

宮川　幸子……甘栗とポテトチップス摂取後にアナフィ
ラキシーショックを生じたラテックス・フルーツ症候
群　499

宮島　　修……爪の治療─治療器具を装着しない陥入
爪，巻き爪の新しい治療法─炭酸ガスレーザーによる
爪甲矯正術　307

三宅　智子……Epstein-Barrウイルス関連T/NKリンパ
球増殖症と診断した63症例の検討　1174

三宅　能成……皮膚所見より診断されたLangerhans cell 
histiocytosis　403

宮本　秀明……localized multiple glomangiomas　363
宮崎　　愛……フマル酸ケトチフェンによるアレルギー

性接触皮膚炎　747
宮崎　　郁……Schweninger-Buzzi型特発性斑状皮膚萎

縮症　71
宮﨑　和廣……「見立て」と「日にち薬」と教本　1291
宮﨑　安洋……腹筋麻痺を生じた帯状疱疹　1149， ウ

コン摂取が誘因と考えられた慢性痒疹　1239
宮沢賢治ファン……「つづらご」は死語？　551
三好　　研……デジタル時代の学会スライド　1197
水本　一生……内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術にて治

癒した静脈うっ滞性下腿潰瘍　641
水野　可魚……乳児に発症した水疱性類天疱瘡　51，

コチニール色素によるアナフィラキシー　515
水谷　　仁……両側下腿潰瘍を伴ったサルコイドーシス　

625，アムロジピンベシル酸塩が原因と考えられた線
状扁平苔癬型薬疹　917

水谷　友哉……ドライアイスによる下腿凍傷　633
望月　　隆……甘草フラボノイドによる接触皮膚炎　

711
百瀬　葉子……痒疹丘疹が多発した木村病　1255
森　布衣子……脊柱管内に類上皮囊胞を合併した先天性

皮膚洞　173
森　　鉄也……原発性皮膚型未分化大細胞リンパ腫
（PCALCL）　391

森　　敏恵……出生時より認めた面皰母斑　149
森　　康記……皮膚科の処置法─やっぱり頼れるグル

タルアルデヒド　増176
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森川　潤一……靴による足の障害　562
森岡　眞治……皮膚科の処置法─私の好きな軟膏処置　

増177
森田　明理……炎症性線状疣贅状表皮母斑　165，吸引

水疱蓋移植により治癒したうっ滞性皮膚炎を伴った難
治性皮膚潰瘍　581，強直性脊椎炎を合併し，血管炎
症 候 群 を 疑 わ れ たBuerger病　593， 光 線 療 法

（NB-UVB，PUVA，エキシマライト）　増38
森田　栄伸……加水分解コムギによる感作とは何か　

444，市販豚角煮に添加された，小麦グルテン加水分
解物のⅠ型アレルギーによる血管性浮腫　475，ホウ
レンソウによる食物依存性運動誘発アナフィラキシー　
487，アスピリンと運動により増強し，前投与薬によ
り抑制できた小麦による蕁麻疹　531，職業性食物ア
レルギー─protein contact dermatitisとOAS，Baker’s 
asthmaの合併例　1039

森田　　孝……医療用ステープルによるアレルギー性接
触皮膚炎　719

盛山　恵理……polypoid Spitz nevus　371
森山　達哉……ピーナッツアレルギー─果物類のOASお

よび豆乳アレルギーとの合併例　479，多種の加熱野
菜とブリ刺身によるアナフィラキシーショックの1例
における原因抗原の検討　507

師井　洋一……手指爪下に生じた有棘細胞癌　277
本村　緩奈……右示指に発生した基底細胞癌　289，ポ

ビドンヨード10%水溶液による接触皮膚炎症候群　
739

向井　秀樹……皮膚科診療の問題点　90， 当科におけ
る1988年度と2008年度の小児皮膚疾患の推移の検討　
192，チーム医療　215，ビタミンB12欠乏による巨赤
芽球性貧血に伴う色素沈着と白髪　249，チリダニが
偶発寄生した爪白癬　257，石灰化上皮腫　383，抗
菌薬によるアナフィラキシーにおける皮内反応の意義　
464，下腿に潰瘍を形成した有棘細胞癌　629，伝え
る力　781，帯状疱疹の皮疹部を避けて生じたブフェ
キサマク軟膏による接触皮膚炎　793，腋窩に生じた
毛巣洞　837， 調理師の顔面に生じたerythema ab 
igne　849， 線状扁平苔癬　909， フッ化水素酸によ
る化学熱傷　1019，妊娠性痒疹─類縁疾患pruritic 
urticarial papules and plaques of pregnancyと対比して　
1267

宗像　　醇……タイで見た医療の一面　864
棟方　貴子……乳房に生じた局所型多発性グロムス腫瘍　

825
宗次　太吉……Klinefelter症候群患者の微小動静脈瘻に

よる難治性下腿潰瘍　573
村井真由美……低亜鉛母乳による亜鉛欠乏症　19
村石満ちる……パパイン酵素入り洗顔料による接触蕁麻

疹とワサビによるアナフィラキシーの合併例　503
村上　　陽……ウコン摂取が誘因と考えられた慢性痒疹　

1239
村本　睦子……甘草フラボノイドによる接触皮膚炎　

711
村尾　和俊……リップクリーム中のミツロウによる接触

皮膚炎　703
室田　浩之……アトピー性皮膚炎で初発し，特異な臨床

像を呈したwide-spread DLE/Sjögren症候群　491

n
永江美香子……爪の治療─化学療法の爪障害に対する

アクリル人工爪治療　295
長橋　和矢……PAD（peripheral arterial disease）に伴う

下腿潰瘍　585
永井　弥生……両側に生じた傍尿道口囊腫　375
長 尾　　洋…… 先 天 性 示 指 爪 甲 形 成 異 常 症　133，

eccrine angiomatous hamartoma　359
長島真由美……セツキシマブによる皮膚症状を呈した例　

253
永田　育子……膿疱型新生児中毒性紅斑　15
永田　貴久……高齢発症した慢性活動性EBウイルス感

染症　1109
長 谷　哲 男……a c q u i r e d  r e a c t i v e  p e r f o r a t i n g 

collagenosis　1263
長門　　一……広範囲の頭蓋骨欠損を伴った先天性皮膚

欠損症　153
永山　博敏……エリスロマイシンが著効した急性痘瘡状

苔癬状粃糠疹　63
仲　　　弥……皮膚科の処置法─難治な爪白癬もミニ

ルーターで削ると治せる　増169
仲　　　優……Hailey-Hailey病に合併した単純ヘルペス

ウイルスⅠ型によるKaposi水痘様発疹症　1133
中田土起丈……乳児に外用中のブフェキサマクによって

生じた授乳婦の接触皮膚炎症候群　731
中川　秀己……無色素性の線維上皮腫型基底細胞癌　

845
中川　浩一……別刷の効用　332
中川昌次郎……経皮吸収とバリア　873，皮膚科の処置

法─亜鉛華単軟膏治療　増170
中河原怜子……パパイン酵素入り洗顔料による接触蕁麻

疹とワサビによるアナフィラキシーの合併例　503
中原千保子……爪部のmelanoma　281，HHV-6，7およ

びCMVの 再 活 性 化 を 示 し たST合 剤 に よ るdr ug-
induced hypersensitivity syndrome（DIHS）　1105

中原　剛士……手指爪下に生じた有棘細胞癌　277
中井　章淳……13トリソミーの患児の全身に多発した稗

粒腫　141
中嶋　　弘……いわゆる寝たきり老人（高齢者）の爪白癬

および手足白癬の実態とその特徴　320
中島　康爾……プロテインS欠乏症に合併した下腿潰瘍　

569
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中 島　静 香…… 右 拇 指 に 生 じ たungual seborrheic 
keratosis， あるいは初期のonychomatricoma　269，
unilateral linear syringoma　929

仲村　郁心……骨髄移植後にみられた播種性フザリウム
感染症　43

中村　元信……全身に皮疹を認めた職業性クロムアレル
ギー　1023

中村　善雄……頭頸部に生じた限局性多発性神経線維腫　
933

中村　陽子……レーザー治療の奏効した色素血管母斑症
Ⅱa型　125

中西　　新……レーザー治療の奏効した色素血管母斑症
Ⅱa型　125

中野　英司……ホウレンソウによる食物依存性運動誘発
アナフィラキシー　487

中野　　創……Hallopeau-Siemens型劣性栄養障害型表
皮水疱症　169， プロテインS欠乏症に合併した下腿
潰瘍　569，ニンニクによる一次刺激性接触皮膚炎　
707

中野　純二……乳清蛋白質分解物調製粉末によるビオチ
ン欠乏症と考えられた例　23

中野　倫代……creeping disease─超音波検査が虫体先
進部位の同定に有用であった例　897

中野さちこ……甘栗とポテトチップス摂取後にアナフィ
ラキシーショックを生じたラテックス・フルーツ症候
群　499

中野　敏明……痒疹丘疹が多発した木村病　1255
中島　広子……B細胞と接触過敏反応　680
中山樹一郎……ビタミンD3軟膏の使い方　増33
中山　由美……vegetant bromoderma　59
中澤　　功……先天性線状黄色腫　945
並木　　剛……痒疹反応を伴った全身型クロムアレル

ギー　1251
成田　智彦……爪峡部領域の爪甲形成異常─腹側翼状爪　

229
成瀬　明子……レモンによるアナフィラキシー　525
夏秋　　優……本誌Vol.33, No.9「虫刺され・蜂刺されに

NSAIDsは有効？」に対する回答　1085， 虫刺症にお
ける痒疹　1215， 虫刺症に伴うアナフィラキシー
ショックに対する処置　増150

根本　　治……いつも新鮮な気持ちで診療するには道具
が欲しい　665，皮膚科の処置法─私の好きな処置
法　増171

新原　寛之……内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術にて治
癒した静脈うっ滞性下腿潰瘍　641

新見やよい……ベタメタゾン吉草酸エステルによる接触
皮膚炎　715

新村　眞人……人間万事塞翁が馬　84
新山　史朗……ビタミンB12欠乏による巨赤芽球性貧血

に伴う色素沈着と白髪　249

二階堂まり子……特異な分布を示した体部白癬　801
二宮　里紗……原発性皮膚型未分化大細胞リンパ腫
（PCALCL）　391

錦織千佳子……小児の色素性乾皮症バリアント型　129
西川　里香……ホウレンソウによる食物依存性運動誘発

アナフィラキシー　487
西久保公映……両側下腿潰瘍を伴ったサルコイドーシス　

625
西巻　啓子……広範囲の頭蓋骨欠損を伴った先天性皮膚

欠損症　153
西野　　洋……小児にみられた顔面播種状粟粒性狼瘡　

379
西岡　和恵……キクによる接触皮膚炎　1007， 経口ト

レランス療法を試みたキク皮膚炎　1011， 金属加工
工場での職業性接触皮膚炎　1015， 職業性接触皮膚
炎を考えパッチテストを施行した25例の検討結果　
1065

西岡　　清……皮膚の中の動きが見える　7，皮膚科診
療の問題点　90，頑張ろう日本　443，皮膚科医の眼
の値段　968，皮膚科の病名　987，ウコン摂取が誘
因と考えられた慢性痒疹　1239， 痒疹をめぐって　
1281，皮膚科の処置　増4

西谷　奈生……小児の色素性乾皮症バリアント型　129
西脇　　薫……薬剤による多形慢性痒疹　1235
西山　茂夫……ツマグロキチョウ　77， ウラゴマダラ

シジミ　181， リュウキュウヒメジャノメ　293， コ
キマダラセセリ　413，ゴマシジミ　535，タイワン
キマダラ　639，オオシロモンセセリ　751，アマミ
ウラナミシジミ　855，クモマベニヒカゲ　959，ウ
ラジロミドリシジミ　1061， ウスイロオナガシジミ　
1165，ネッタイアカセセリ　1273，痒疹をめぐって　
1281

西澤　　綾……無汗性外胚葉形成異常症　137，皮膚型
結節性多発動脈炎─急速に壊疽が進行し下腿切断に
至った例　601，歯性根尖病巣が原因と考えられた亜
急性痒疹　1219

二藤部弘暁……下腿潰瘍を生じた原発性マクログロブリ
ン血症　605，睫毛に寄生したケジラミ症　797

野田　美貴……segmental neurofibromatosis　937
野手　洋治……医療用ステープルによるアレルギー性接

触皮膚炎　719
野口奈津子……広範囲の頭蓋骨欠損を伴った先天性皮膚

欠損症　153
野口　武俊……小児の皮膚腫瘍　342
野本　正志……爪の治療─治療器具を装着しない陥入

爪，巻き爪の新しい治療法─炭酸ガスレーザーによる
爪甲矯正術　307

野村　安隆……レーザー治療の奏効した色素血管母斑症
Ⅱa型　125

野村　有子……第1回「美肌カフェ」開催　333， 皮膚科



─ 20 ─ ─ 21 ─

の処置法─軟膏処置─私はこうしている　増172
野呂瀬一美……creeping disease─超音波検査が虫体先

進部位の同定に有用であった例　897
沼田　茂樹……夏に再燃した色素性痒疹　1243

o
小原　宏哉……PAD（peripheral arterial disease）に伴う

下腿潰瘍　585
落合　豊子……低亜鉛母乳による亜鉛欠乏症　19
尾形　麻衣……segmental neurofibromatosis　937
小川　純己……肛門周囲に生じ，潰瘍形成したいちご状

血管腫　355
荻野　篤彦……砂かぶれ様皮膚炎について　430，質疑

応答・しもやけの機序は？　治療法は？　550
荻田あづさ……ベタメタゾン吉草酸エステルによる接触

皮膚炎　715
荻原　譲久……右示指に発生した基底細胞癌　289
岡　栄二郎……eccrine angiomatous hamartoma　359
岡田　悦子……両側に生じた傍尿道口囊腫　375
岡本　祐之……乳児に発症した水疱性類天疱瘡　51，

先天性頸部遺残軟骨　145，寒冷蕁麻疹を合併した日
光蕁麻疹　471，コチニール色素によるアナフィラキ
シー　515

岡村　友紀……術中アナフィラキシーショックをおこし
たラテックスアレルギー　495

沖山　良子……爪部のmelanoma　281
奥野　奈央……腹筋麻痺を生じた帯状疱疹　1149
奥山　隆平……先天性線状黄色腫　945
奥沢康太郎……13トリソミーの患児の全身に多発した稗

粒腫　141
鬼澤　沙織……爪の治療─化学療法の爪障害に対する

アクリル人工爪治療　295
小野　竜輔……小児の色素性乾皮症バリアント型　129
小野　泰伸……エリスロマイシンが著効した急性痘瘡状

苔癬状粃糠疹　63
小野田雅仁……難治性下腿潰瘍に対して陰圧閉鎖療法が

著効した例　589
小野寺美奈子……寒冷蕁麻疹を合併した日光蕁麻疹　

471
尾上　智彦……無色素性の線維上皮腫型基底細胞癌　

845
大原　國章……爪甲下グロムス腫瘍　261，爪下外骨腫　

265，小児の皮膚腫瘍　342
大橋　次郎……皮膚科専門医“応援”記　978
大橋　則夫……右示指に発生した基底細胞癌　289
大橋　苑子……先天性頸部遺残軟骨　145
大畑　千佳……Microsporum canisによるケルスス禿瘡

の小児例　47
大磯　直毅……爪峡部領域の爪甲形成異常─腹側翼状爪　

229

大湖健太郎……異汗性湿疹および痒疹と金属アレル
ギー：新潟大学10年間の検討─補綴金属を中心とした
治療効果の検討　758

大久保佳子……Klinefelter症候群患者の微小動静脈瘻に
よる難治性下腿潰瘍　573

大久保ゆかり……角層下膿疱症（Sneddon-Wilkinson）　
175

大迫　順子……ウニ摂取によるアナフィラキシー　
519， 眼瞼腫脹を生じたアボカドによる食物アレル
ギー　521，レモンによるアナフィラキシー　525

大澤　研子……難治性下腿潰瘍に対して陰圧閉鎖療法が
著効した例　589

大島理恵子……成人発症の線状苔癬　905
大嶋雄一郎……爪甲の変形を伴った線状汗孔角化症　

921
太田　安紀……乳児に発症した水疱性類天疱瘡　51
大滝　倫子……チリダニが偶発寄生した爪白癬　257，

質疑応答・チアントール原液および代わりの薬剤につ
いて　430

大谷　綾子……下腿に潰瘍を形成した有棘細胞癌　629
大谷　道輝……混合療法の功罪　増28
大津　雅信……乳児に発症した壊死性遊走性紅斑　27
大坪　紗和……急性期帯状疱疹の疼痛プロフィール　

1179
大塚　藤男……イミキモド外用で治療した尖圭コンジ

ローマ　39，Schweninger-Buzzi型特発性斑状皮膚萎
縮症　71， アスピリンと運動により増強し， 前投与
薬により抑制できた小麦による蕁麻疹　531，胸部と
腹部に生じたMondor病　901

大 月 亜 希 子…… 左 下 眼 瞼 に 生 じ たlinear basal cell 
carcinoma　949

大槻マミ太郎……生物学的製剤の使い方　増144
大内　　結……特異な皮疹を有し，診断に苦慮した成人

水痘　1121
大屋　周子……皮膚所見より診断されたLangerhans cell 

histiocytosis　403
大関　正彦……unilateral linear syringoma　929
大関　　武……polypoid Spitz nevus　371
織茂　弘志……職業性皮膚疾患NAVI　1084
長田　　厚……膿疱型新生児中毒性紅斑　15， 小児腹

壁遠心性脂肪萎縮症　67
Ottens-藤村　真美……集団発生したKaposi水痘様発疹

症　1186
尾山　徳孝……特異な分布を示した体部白癬　801
尾山　修一……爪部のmelanoma　281
小澤　麻紀……爪の治療─新しいテーピング法を用い

た陥入爪治療　303
小澤　雅邦……原発性皮膚型未分化大細胞リンパ腫
（PCALCL）　391
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s
貞 政　裕 子…… 左 下 眼 瞼 に 生 じ たlinear basal cell 

carcinoma　949
定本　靖司……乳児に発症した壊死性遊走性紅斑　27，

ドライアイスによる下腿凍傷　633
三枝　弘和……1歳女児に生じたアモキシシリンによる

nonpigmenting fixed drug eruption　35
佐伯　秀久……無色素性の線維上皮腫型基底細胞癌　

845
斉藤　恵理……サイトメガロウイルスの関与が疑われた

中毒性表皮壊死症　1113
齋藤華奈実……帯状単純ヘルペス感染症　1137
斎藤万寿吉……下腿に潰瘍を生じた壊疽性膿皮症─本態

性血小板血症を合併した例　621，HIV感染者に生じ
たヘルペス　1141

齊藤　典充……HHV-6，7およびCMVの再活性化を示し
たST合 剤 に よ るdr ug-induced hypersensit ivity 
syndrome（DIHS）　1105， 胃癌切除後に症状が改善
した多形慢性痒疹　1227

斉藤　隆三……皮膚科診療の問題点　90， 初詣　101，
当科における1988年度と2008年度の小児皮膚疾患の推
移の検討　192， 春待つ　201， チューリップの芽　
329， 傾聴　341， 花　427， 新樹　547， 草取り　
667， 蝉　767， 夏の海　875， 診断の向上のために　
889，月の庭　975，小鳥　1081，小六月　1193，晦
日蕎麦　1293

酒井　文子……LCAPが奏効した関節リウマチに伴う下
腿潰瘍　613

堺　　則康……小児に発症した肉芽腫性口唇炎　395
酒井　貴史……帯状単純ヘルペス感染症　1137
榊原　代幸……成人発症の線状苔癬　905
坂倉　雄二……1歳女児に生じたアモキシシリンによる

nonpigmenting fixed drug eruption　35
坂元　花景……帯状疱疹によるElsberg症候群　1161
迫　　祐介……帯状単純ヘルペス感染症　1137
佐野　栄紀……皮膚科研究とセレンディピティ　180
佐野　信也……膿疱型新生児中毒性紅斑　15， 小児腹

壁遠心性脂肪萎縮症　67
早乙女敦子……下腿に潰瘍を形成した有棘細胞癌　

629，線状扁平苔癬　909，妊娠性痒疹─類縁疾患
pruritic urticarial papules and plaques of pregnancyと
対比して　1267

皿山　泰子……ホウレンソウによる食物依存性運動誘発
アナフィラキシー　487

猿谷佳奈子……腋窩に生じた毛巣洞　837
笹島　耕二……多形慢性痒疹─近傍に無菌性膿瘍を

伴ったcarcinoma polyarthritisも随伴した食道癌症例　
1231

佐々木りか子……伝染性軟属腫の処置　増61
佐々木司郎……乳児に発症した壊死性遊走性紅斑　27，

ドライアイスによる下腿凍傷　633
佐瀬くらら……2010年くららのトリビア　204，くらら

のトリビア…2011年秋　1296
佐藤　勘治……爪部のmelanoma　281
佐藤　一博……国際調和基準（GHS）に準拠した感作性

化学物質の分類基準と皮膚障害　1072
佐藤　直樹……乳児に発症した壊死性遊走性紅斑　27
佐藤　貴浩……無汗性外胚葉形成異常症　137，皮膚型

結節性多発動脈炎─急速に壊疽が進行し下腿切断に
至った例　601，ヒエに含まれるニッケルが原因と考
えられた全身型金属アレルギー　727，腹筋麻痺を生
じた帯状疱疹　1149， 痒疹の診方， 考え方　1208，
歯性根尖病巣が原因と考えられた亜急性痒疹　1219，
Ⅰ型糖尿病を合併し，膿疱形成のみられた色素性痒疹　
1247， 痒疹反応を伴った全身型クロムアレルギー　
1251

佐藤　友隆……特異な皮疹を有し，診断に苦慮した成人
水痘　1121

佐藤八千代……帯状疱疹の皮疹部を避けて生じたブフェ
キサマク軟膏による接触皮膚炎　793

沢田　泰之……Klinefelter症候群患者の微小動静脈瘻に
よる難治性下腿潰瘍　573

澤村　大輔……Hallopeau-Siemens型劣性栄養障害型表
皮水疱症　169， プロテインS欠乏症に合併した下腿
潰瘍　569，ニンニクによる一次刺激性接触皮膚炎　
707

清島真理子……診療ガイドラインは使うもの？　使われ
るもの？　76

関向亜紀子……ホウレンソウによる食物依存性運動誘発
アナフィラキシー　487

妹尾　明美……先天性示指爪甲形成異常症　133
瀬戸山　充……頭皮に生じた脂肪芽腫　399
芝木　晃彦……爪の治療─タクロリムス軟膏外用が奏

効した爪扁平苔癬　299
芝間さやか……痒疹反応を伴った全身型クロムアレル

ギー　1251
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collagenosis　1263
嶋　　聡子……両側下腿潰瘍を伴ったサルコイドーシス　

625
嶋倉　邦嘉……アニサキスアレルギー─魚類摂取後に蕁

麻疹を発症し，パラミオシンを原因抗原と考えた症例　
483，多種の加熱野菜とブリ刺身によるアナフィラキ
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清水　秀樹……ホウレンソウによる食物依存性運動誘発
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の爪部Bowen病　273，爪の治療─タクロリムス軟
膏外用が奏効した爪扁平苔癬　299

清水　正之……色素沈着型接触皮膚炎　695
清水　　治……線状扁平苔癬　909
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941

清水　裕希……小児にみられた顔面播種状粟粒性狼瘡　
379

下方　　征……放射性カテーテル検査で生じた慢性放射
線皮膚炎─背部の限局性多形皮膚萎縮を認めた例　
809
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833

新村祐一郎……小児の皮下型環状肉芽腫　387
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篠田　純子……市販豚角煮に添加された，小麦グルテン

加水分解物のⅠ型アレルギーによる血管性浮腫　
475，美容液として塗布したオリーブオイルによる接
触皮膚炎症候群　735

篠塚　直子……Ⅰ型糖尿病を合併し，膿疱形成のみられ
た色素性痒疹　1247

塩田　剛章……脊柱管内に類上皮嚢胞を合併した先天性
皮膚洞　173

塩原　正明……先天性線状黄色腫　945
塩見　一雄……パルブアルブミンによる口腔アレルギー

症候群─手の職業性接触皮膚炎を合併した例　1035
塩田　剛章……小児爪甲色素線条　216
白井　暁子……無色素性の線維上皮腫型基底細胞癌　
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白石　　聰……看護学からみた皮膚科学　765
白岩　照男……地域医会の良さ　99， 皮膚科の処置法
─ありきたりの皮膚科処置　増165

生野麻美子……歯科従事者のメタクリルレジンアレル
ギー　1055

相馬　良直……Blaschko線についての最近の話題　
890，農業従事者に生じたスポロトリコーシス　1003

曽和　順子……pseudo-Hutchinson’s signを伴う爪甲色
素線条を呈したLaugier-Hunziker-Baran症候群　245

菅原　正幸……爪の治療─新しいテーピング法を用い
た陥入爪治療　303，両上下眼瞼に加え，腋窩にも認
めた顔面播種状粟粒性狼瘡　841

杉浦　啓二……アロマテラピーによる接触皮膚炎　
1051

杉浦真理子……アロマテラピーによる接触皮膚炎　
1051

筋野　和代……特異な皮疹を有し，診断に苦慮した成人
水痘　1121
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膚炎　743

須藤麻梨子……両側に生じた傍尿道口囊腫　375
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立花　隆夫……顆粒球除去療法が有効であった壊疽性膿

皮症　617，高圧注入損傷　1043，潰瘍処置─下腿
潰瘍，糖尿病性潰瘍　増115

多田　祥子……多発性median raphe cyst　367
田嶋　佐妃……顆粒球除去療法が有効であった壊疽性膿

皮症　617，帯状疱疹によるElsberg症候群　1161
田尻　明彦……皮膚科の処置法─私の好きな尋常性疣

贅の処置法　増167
高田　香織……パルブアルブミンによる口腔アレルギー

症候群─手の職業性接触皮膚炎を合併した例　1035
高田　裕子……100円化粧品による両眼瞼の接触皮膚炎　
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高河　慎介……Klinefelter症候群患者の微小動静脈瘻に

よる難治性下腿潰瘍　573
高原　正和……手指爪下に生じた有棘細胞癌　277
高橋　英至……腹筋麻痺を生じた帯状疱疹　1149
高橋　和宏……熱傷処置　増104
高橋　一夫……下腿の紫斑，潰瘍と膜性増殖性糸球体腎

炎にクリオフィルトレーションを施行したクリオグロ
ブリン血症　609

高橋　健造……骨髄移植後にみられた播種性フザリウム
感染症　43

高橋　　勉……広範囲の頭蓋骨欠損を伴った先天性皮膚
欠損症　153

高旗　博昭……経口トレランス療法を試みたキク皮膚炎　
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高山かおる……第Ⅱ足趾にみられる肥厚爪　233，セメ
ント皮膚炎　1031
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変遷　増166

竹田　英子……下腿に潰瘍を生じた壊疽性膿皮症─本態
性血小板血症を合併した例　621

武市　幸子……顔面の片側に集簇する血管線維腫　821
竹尾　友宏……爪甲の変形を伴った線状汗孔角化症　

921
竹内　園子……ニンニクによる一次刺激性接触皮膚炎　

707
竹内　そら……農業従事者に生じたスポロトリコーシス　

1003
瀧田　祐子……キクによる接触皮膚炎　1007， 金属加
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工工場での職業性接触皮膚炎　1015， 職業性接触皮
膚炎を考えパッチテストを施行した25例の検討結果　
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滝沢　佐和……ポビドンヨード10%水溶液による接触皮
膚炎症候群　739

玉田　康彦……爪甲の変形を伴った線状汗孔角化症　
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Laugier-Hunziker-Baran症候群　245， 右拇指に生じ
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929

田中　智子……無汗性外胚葉形成異常症　137，ヒエに
含まれるニッケルが原因と考えられた全身型金属アレ
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田中　俊宏……顆粒球除去療法が有効であった壊疽性膿
皮症　617，高圧注入損傷　1043

種井　良二……ポララミン静注によりアナフィラキシー
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谷　　　守……アトピー性皮膚炎で初発し，特異な臨床
像を呈したwide-spread DLE/Sjögren症候群　491

谷田　宗男……理・美容師の職業性接触皮膚炎に関する
アンケート調査　996

谷岡　未樹……小児の色素性乾皮症バリアント型　
129，皮膚科医師による下肢静脈瘤治療の取り組みと
工夫　648

多良　明子……色素失調症　121
田代あかり……手指爪下に生じた有棘細胞癌　277
帯刀　真也……帯状単純ヘルペス感染症　1137
鉄谷　真由……爪の治療─治療器具を装着しない陥入

爪，巻き爪の新しい治療法─炭酸ガスレーザーによる
爪甲矯正術　307

外川　八英……creeping disease─超音波検査が虫体先
進部位の同定に有用であった例　897

十一　英子……動眼神経麻痺と外転神経麻痺をきたした

眼部帯状疱疹　1145
徳田　安孝……先天性線状黄色腫　945
戸倉　新樹……皮膚科医が同じ皮膚科医と論じられない

訳　412，顕著な炎症を伴った汗孔角化症　813，全
身に皮疹を認めた職業性クロムアレルギー　1023

戸谷　義幸……下腿の紫斑，潰瘍と膜性増殖性糸球体腎
炎にクリオフィルトレーションを施行したクリオグロ
ブリン血症　609

豊永三恵子……コチニール色素によるアナフィラキシー　
515

坪井　良治……先天性三角型脱毛症　157，石灰化上皮
腫 が 多 発 し たR u b i n s t e i n - Ta y b i症 候 群　161，
Hallopeau-Siemens型劣性栄養障害型表皮水疱症　
169，角層下膿疱症（Sneddon-Wilkinson）　175，放射
性カテーテル検査で生じた慢性放射線皮膚炎─背部の
限局性多形皮膚萎縮を認めた例　809，東京医科大学
病院皮膚科における1年間の新規白斑患者の統計　
857，HIV感染者に生じたヘルペス　1141

津田　眞五……皮膚科の処置法─「家伝薬」の軟膏　増
168

辻　　和英……vegetant bromoderma　59
辻花光次郎……動眼神経麻痺と外転神経麻痺をきたした

眼部帯状疱疹　1145
塚本　克彦……膿疱型新生児中毒性紅斑　15， 小児腹

壁遠心性脂肪萎縮症　67
津久井　拓……多形慢性痒疹─近傍に無菌性膿瘍を

伴ったcarcinoma polyarthritisも随伴した食道癌症例　
1231

常深祐一郎……水痘発症後に好酸球性毛包炎を発症した
後天性免疫不全症候群　1125，Hailey-Hailey病に合
併した単純ヘルペスウイルスⅠ型によるKaposi水痘様
発疹症　1133

角田　孝彦……ソル・ コーテフとパラベンについて　
205，Klinefelter症候群患者の微小動静脈瘻による難
治性下腿潰瘍　573

鶴田　大輔……爪峡部領域の爪甲形成異常─腹側翼状爪　
229，レモンによるアナフィラキシー　525

鶴田　紀子……色素失調症　121
堤　　　寛……Wolf’s isotopic response─続発性形質細

胞増多症　817
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内山　光明……ウコン摂取が誘因と考えられた慢性痒疹　
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上田　　厚……国際調和基準（GHS）に準拠した感作性

化学物質の分類基準と皮膚障害　1072
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上田英一郎……顆粒球除去療法が有効であった壊疽性膿
皮症　617

上田　暢彦……無汗性外胚葉形成異常症　137，第Ⅱ足
趾にみられる肥厚爪　233，ヒエに含まれるニッケル
が原因と考えられた全身型金属アレルギー　727，下
腹部に乳房外Paget病とエクリン汗孔腫が並存した症
例　829

上田　喬士……PAD（peripheral arterial disease）に伴う
下腿潰瘍　585

上田由紀子……スポーツによる皮膚障害　988
植西　敏浩……高圧注入損傷　1043
上野　麻衣……コチニール色素によるアナフィラキシー　

515
上野　　孝……小児の頭部に生じた澄明細胞汗腺腫　

407
上里　　博……骨髄移植後にみられた播種性フザリウム

感染症　43
上津　直子……寒冷蕁麻疹を合併した日光蕁麻疹　471
氏家　英之……爪の治療─タクロリムス軟膏外用が奏

効した爪扁平苔癬　299
鵜飼　佳子……顆粒球除去療法が有効であった壊疽性膿

皮症　617
梅林　芳弘……広範囲の頭蓋骨欠損を伴った先天性皮膚

欠損症　153，線状配列を呈した光沢苔癬　913
梅香路綾乃……職業性食物アレルギー─protein contact 

dermatitisとOAS，Baker’s asthmaの合併例　1039
梅本　淳一……術中アナフィラキシーショックをおこし

たラテックスアレルギー　495
浦上　達彦……低亜鉛母乳による亜鉛欠乏症　19
浦野　聖子……1歳女児に生じたアモキシシリンによる

nonpigmenting fixed drug eruption　35，顕著な炎症
を伴った汗孔角化症　813

漆畑　真理……フッ化水素酸による化学熱傷　1019
宇佐美奈央……帯状疱疹の皮疹部を避けて生じたブフェ

キサマク軟膏による接触皮膚炎　793
牛窪　利明……C型肝炎ウイルスとの関連が示唆された

多形慢性痒疹　1223
臼田　俊和……皮膚科処置法─その今昔　増160
臼井　佳恵……集団発生したKaposi水痘様発疹症　

1186
宇谷　厚志……レーザー治療の奏効した色素血管母斑症

Ⅱa型　125
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和田　秀文……localized multiple glomangiomas　363
若林麻記子……顆粒球除去療法が有効であった壊疽性膿

皮症　617
若林正一郎……creeping disease─超音波検査が虫体先

進部位の同定に有用であった例　897
若槻（中村）妙子……メシル酸ガベキサート（FOY）によ

る，静脈壊死を伴った難治性皮膚潰瘍　577
輪湖　雅彦……広範囲の頭蓋骨欠損を伴った先天性皮膚

欠損症　153
涌田あすか……動眼神経麻痺と外転神経麻痺をきたした

眼部帯状疱疹　1145
鷲崎久美子……100円化粧品による両眼瞼の接触皮膚炎　

699， ポビドンヨード10%水溶液による接触皮膚炎症
候群　739

渡部　晶子……爪の治療─新しいテーピング法を用い
た陥入爪治療　303

渡辺　大輔……爪甲の変形を伴った線状汗孔角化症　
921，水痘ワクチンの現状と展望　1096，γδT細胞
にEBVの潜伏感染を認めた種痘様水疱症　1117， 頭
部の脂漏性角化症に生じたherpetic folliculitis　1129

渡邊　恒輔……石灰化上皮腫　383
渡辺真理子……本誌Vol.33 No.7　石川先生のご投稿を拝

見して　878
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