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舟串　直子……手背に生じた乳頭状エクリン腺腫　
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571
廣田　理映……アトピー性皮膚炎の経過中，巨大腫瘤を

呈した悪性リンパ腫　37
比留間政太郎……手背に生じた乳頭状エクリン腺腫　

957， 頸部に生じたアポクリン汗囊腫　961，cystic 
eccrine spiradenoma　965

比留間　翠……手背に生じた乳頭状エクリン腺腫　
957， 頸部に生じたアポクリン汗囊腫　961，cystic 
eccrine spiradenoma　965

久田　恭子……紅皮症を呈した毛孔性紅色粃糠疹　543
久 富 万 智 子……h e r e d i t a r y  p a p u l o t r a n s l u c e n t 

acrokeratoderma　445
久山　倫代……外用薬のメーカーに望む　1140
帆足　俊彦……皮膚良性腫瘍の切除と術後管理　1007
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石崎　純子……臍部に生じた悪性黒色腫　297
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伊東　慶子……Botox治療について　493
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泉　　祐子……梅毒─顔面の環状局面　1201
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十字　琢夫……片側上肢に多発し皮膚壊死を伴ったリウ
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─ 13 ─ ─ 14 ─

梶浦　智嗣……皮膚混合腫瘍─当科21年の集計　993
梶原　洋一……アトピー性皮膚炎患者に生じた円形脱毛
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835
鎌田　英明……アトピー性皮膚炎の経過中，巨大腫瘤を
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神谷　周良……好酸球性肺炎を合併した好酸球性膿疱性

毛包炎　639
金澤　伸雄……アトピー性皮膚炎に対するシクロスポリ

ン療法　83
金澤　典子……DPP-4阻害薬シタグリプチンによる急性

汎発性膿疱性発疹症　643
蒲原　　毅……母親への心理的アプローチが奏効し，症

状が改善したアトピー性皮膚炎の男児例　89， 紅皮
症を呈した毛孔性紅色粃糠疹　543，骨髄異形成症候
群から急性骨髄性白血病へ転化後に生じたSweet病　
875，アポクリン汗器官への分化が示唆された充実性
囊胞性汗腺腫　977

神田　智子……顔面と頸部の腫脹から肺癌が判明した上
大静脈症候群　839

金井　哲也……第2期梅毒　1197
金子　　聡……胃癌を合併した悪性黒色表皮腫　851，

皮膚混合腫瘍─当科21年の集計　993，入院を要し
た女性の性器ヘルペス　1173

金子　健彦……Microsporum canisによるケルスス禿瘡
の小児例　663

金蔵　拓郎……落葉状天疱瘡　249，肺扁平上皮癌に合
併したBazex症候群　281

神吉　晴久……超音波メスを用いて治療した難治性尋常
性疣贅　485

狩野　律子……断食療法で悪化したアトピー性皮膚炎　
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狩野　俊幸……肺結核に併発したSweet病　767
刈谷　隆之……非特異的な皮疹を呈した成人パルボウイ

ルス感染症　139
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片桐　一元……増殖性類天疱瘡が後発したdyshidrosi-

form pemphigoid　155，flagellate erythemaを初発症
状とし胃癌を合併した皮膚筋炎　847，遊走性血栓性
静脈炎を契機に発見された静脈血栓塞栓症　1071

片 桐　美 之…… 分 子 標 的 薬 治 療 に お け るhand-foot 
syndrome　383

片岡　葉子……結節性類天疱瘡の合併が判明したアト
ピー性皮膚炎　41

片山　一朗……アトピー性皮膚炎とSjögren症候群の合
併例　53， アトピー性皮膚炎─最新の病態と今後
の治療　15， 尋常性白斑を合併したアトピー性皮膚
炎の臨床的特徴および免疫組織化学的染色による検討　
73，TNF-α阻害薬に誘発されたと考えられる乾癬，
掌蹠膿疱症　453，皮膚悪性腫瘍に対する化学療法中
に生じた深部静脈血栓症　1048

加 藤　愛 子…… 分 層 植 皮 片 採 取 後 の 足 底 皮 膚 に
calcinosis cutisを認めた例　587

加藤　千草……メシル酸ガベキサートによる皮膚障害　
375

加藤　潤史……乳房外Paget病─21世紀に入り治療は進
歩したか　199，2002～2007年の当科における皮膚原
発悪性黒色腫の統計　506

加藤　景一……粉瘤が疑われたtublar apocrine adenoma　
981

加藤　恒平……アトピー性皮膚炎の患者に発症した減汗
性コリン性蕁麻疹　33

加藤真梨子……梅毒─顔面の環状局面　1201， 梅毒
─硬性下疳　1225

加藤　則人……Brooke-Spiegler症候群　265
加藤　卓朗……間擦部のカンジダ症　124，味覚障害を

考える　396
加藤　雪彦……肺癌を合併した皮膚筋炎　273，直腸癌

を合併したprimary extra-mammary Pagetʼs disease　
277

加藤　則人……見えるものと見えないもの　803
勝岡　憲生……アトピー性皮膚炎患者に生じた円形脱毛

症　57， アレンドロン酸ナトリウム内服により生じ
た難治性舌潰瘍　335，繰り返す発熱・四肢筋痛と手
指の小紫紅色斑から診断に至った左房粘液腫　779，
子宮癌術後に生じたStewart-Treves症候群　871

川口　敦子……足底に生じたKaposi肉腫─HIV感染症
発見の契機になった例　583

川 口　雅 一…… 分 子 標 的 薬 治 療 に お け るhand-foot 
syndrome　383

河口　幸江……難聴を伴ったSAPHO症候群　651
川上　　洋……非特異的な皮疹を呈した成人パルボウイ

ルス感染症　139
川上　民裕……間質性肺炎が先行した持久性隆起性紅斑　

763，非Hodgkinリンパ腫を伴う壊疽性膿皮症─免疫
グロブリン大量療法が奏効した例　883

河盛　隆造……2型糖尿病の検査と治療─最新の話題　
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川村　龍吉……脂漏性皮膚炎とHIV　230
川名　誠司……鼠径部腫瘤より診断した成人T細胞白血

病リンパ腫　191，踵部に生じた血管平滑筋腫　559，
poroid cell neoplasm　941，アポクリン腺囊腫　997，
汗孔腫の典型例　999
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695

川瀬　正昭……梅毒─顔面の環状局面　1201， 梅毒
─硬性下疳　1225
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脱毛を生じた例　391

川内　康弘……腋窩に生じた硬化性萎縮性苔癬　163，
好酸球増多症を伴ったBuerger病　1107

木嶋　晶子……アトピー性皮膚炎とSjögren症候群の合
併例　53

菊池　朋子……脂漏性天疱瘡　253
木村　雅明……汎発化したHailey-Hailey病　151， ヘパ

リンカルシウム皮下注射部に生じた遅延型過敏症
（DTH）　355，潰瘍性大腸炎に併発したpyodermatitis-

pyostomatitis vegetans　671
木村　鉄宣……成人アトピー性皮膚炎に患者にみられ

た，頸部の白色小結節　61
木下　綾子……左腋窩部に生じた副乳癌　187
岸　　晶子……乳頭状汗腺腫　289
岸田　功典……悪性黒色表皮腫とLeser-Trèlat徴候─腎

盂癌に合併した例　171， 皮膚Rosai-Dorfman病─顔
面に蝶形の紅斑を呈した例　261，肺癌を合併したラ
ミニン332型粘膜類天疱瘡　843

岸本　暢将……掌蹠の皮内結節を呈したSLE　477
岸本　三郎……人間至る所に青山あり　206
木曽　真弘……繰り返した薬疹が主訴となったHIV感染
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北場　　俊……アトピー性皮膚炎とSjögren症候群の合

併例　53
喜多川千恵……タクロリムス外用による酒皶様皮膚炎　

241
北川　真希……急性膵炎を発症したeruptive xanthoma　

743
北村　英夫……エタネルセプト使用中に生じた持久性隆

起性紅斑　367， プロテインC活性低下がみられた下
腿潰瘍　1095

鬼頭　昭彦……インフリキシマブ投与により掌蹠膿疱症
様皮疹と脱毛を生じた例　457，顔面と頸部の腫脹か
ら肺癌が判明した上大静脈症候群　839

木矢　絢子……ステロイドレスポンダー　95
小林　　桂……好酸球増多症を伴ったBuerger病　1107
小林　桂子……弾力線維性仮性黄色腫　167
小林　　憲……臍部に生じた悪性黒色腫　297
小林　美咲……皮膚の日によせて　1141

小林　信彦……足底に生じた基底細胞癌　567
小林　知子……肺癌を合併した皮膚筋炎　273，直腸癌

を合併したprimary extra-mammary Pagetʼs disease　
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小暮　麻子……角層下膿疱症　147
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状が改善したアトピー性皮膚炎の男児例　89
小西　啓介……急性膿皮症を反復したアトピー性皮膚炎　
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紺野亜希子……鼠径部腫瘤より診断した成人T細胞白血

病リンパ腫　191，アポクリン腺囊腫　997，汗孔腫
の典型例　999

木花　　光……びまん性紅斑　196
木花いづみ……胃病変を伴った第2期梅毒　1193
幸野　　健……「誤診」 か「大誤診」か？　302
児浦　純生……肺扁平上皮癌に合併したBazex症候群　

281
上阪　　等……皮膚筋炎の自己抗体　822
久保田典子……肺結核に併発したSweet病　767
工藤比等志……HIV抗体陽性を伴った悪性梅毒　1209
九鬼　千夏……足底に生じた基底細胞癌　567
久木野竜一……角層下膿疱症　147
倉持　　朗……頬部脂腺癌　293，足底表皮囊腫から生

じた有棘細胞癌　571
倉繁　裕太……非特異的な皮疹を呈した成人パルボウイ

ルス感染症　139
栗原　　勲……原発性アルドステロン症の関与が疑われ

たarteriosclerotic ulcer of Martorell　1103
栗原　誠一……神奈川県皮膚科医会「足の健康チェック」

活動報告　599
黒川　　景……成人T細胞性白血病に生じたannular 

elastolytic giant cell granuloma　879
黒岡　定浩……乳房外Paget病─21世紀に入り治療は進

歩したか　199，2002～2007年の当科における皮膚原
発悪性黒色腫の統計　506

草刈　良之……仙台社会保険病院で経験したコレステ
ロール結晶塞栓症50例の臨床的検討　1129

桑原　理充……足底に生じた基底細胞癌　567
久世　清佳……汎発性環状肉芽腫　747
京谷　樹子……間質性肺炎が先行した持久性隆起性紅斑　
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l
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馬渕　智生……両下腿の浮腫と多発する局面より診断に

至ったKaposi肉腫　895
町田　裕子……手背に生じた乳頭状エクリン腺腫　
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eccrine spiradenoma　965

町野　　哲……足底表皮囊腫から生じた有棘細胞癌　
571

前　賢一郎……リンパ管内組織球症　720，食道癌の皮
膚転移─転移巣切除とQOLについて　863

前田　七瀬……結節性類天疱瘡の合併が判明したアト
ピー性皮膚炎　41

牧野寒河江……アトピー性皮膚炎の痒疹　49
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増田　　誠……血管性浮腫を疑われた上大静脈症候群　

1079
増澤真実子……掌蹠の皮内結節を呈したSLE　477，子

宮癌術後に生じたStewart-Treves症候群　871
松井恒太郎……トシリズマブ（アクテムラ）投与中患者に

発症した劇症型A群連鎖球菌感染症　343
松井　佐起……結節性類天疱瘡の合併が判明したアト

ピー性皮膚炎　41， アトピー性皮膚炎とSjögren症候
群の合併例　53

松倉　節子……紅皮症を呈した毛孔性紅色粃糠疹　
543，骨髄異形成症候群から急性骨髄性白血病へ転化
後に生じたSweet病　875， アポクリン汗器官への分
化が示唆された充実性囊胞性汗腺腫　977

松本　俊治……cystic eccrine spiradenoma　965
松本　優香……遺伝性掌蹠角化症の母子例─多発性丘

疹状毛包上皮腫合併例　433
松本　由香……甲状腺機能低下症を伴った粘液水腫性苔

癬　783， 肺癌を合併したラミニン332型粘膜類天疱
瘡　843

松村　康子……慢性膵炎の急性増悪後に生じた皮下結節
性脂肪壊死症　755

松永佳世子……タクロリムス軟膏外用後に生じたニキビ
ダニ痤瘡 　245

松 永　る り…… ア ポ ク リ ン 母 斑 上 に 生 じ たtublar 
apocrine adenoma　985

松尾　光馬……鼠径リンパ節腫脹， 梅毒2期疹を契機に
診断されたHIV感染症　1205， 性器ヘルペスに対す
る再発抑制効果　1231

松下　　功……トシリズマブ（アクテムラ）投与中患者に
発症した劇症型A群連鎖球菌感染症　343

松山阿美子……眼瞼腫脹，四肢の有痛性紅斑など多彩な
症状を示した再発性多発軟骨炎　891

松山かなこ……アミオダロンによるblue-gray skin 
discoloration　371， 成人T細胞性白血病に生じた
annular elastolytic giant cell granuloma　879

松澤　美幸……歯性感染症に合併した急性汎発性膿疱性
細菌疹　631

松澤　高光……歯性感染症に合併した急性汎発性膿疱性
細菌疹　631

三上　英樹……プロテインC活性低下がみられた下腿潰
瘍　1095

三木田直哉……アトピー性皮膚炎に対するシクロスポリ
ン療法　83

御子柴育朋……治療に難渋した小児膿疱性乾癬　683
峯村　徳哉……非特異的な皮疹を呈した成人パルボウイ

ルス感染症　139
三砂　範幸……hereditary papulotranslucent acrokerato-

derma　445
三橋善比古……皮膚科医の役割　100，悪性黒色表皮腫

とLeser-Trèlat徴候─腎盂癌に合併した例　171，脂漏
性天疱瘡　253， 皮膚Rosai-Dorfman病─顔面に蝶形
の紅斑を呈した例　261，肺癌を合併した皮膚筋炎　
273， 直腸癌を合併したprimary extra-mammary 
Paget ʼs disease　277， 再発性多発軟骨炎　285，
TNF-α阻害薬による膿疱性皮疹─全頭脱毛を生じた
例　391，万歳，万歳　425，掌蹠角化症の鑑別診断　
526，若年女性の足底に生じた悪性黒色腫─Spitz母
斑との鑑別に苦慮した例　579，足底に生じたKaposi
肉腫─HIV感染症発見の契機になった例　583， 膿
疱性乾癬に合併した線状IgA水疱症　635， リンパ管
内組織球症　720，甲状腺機能低下症を伴った粘液水
腫性苔癬　783， 肺癌を合併したラミニン332型粘膜
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三津山信治……潰瘍性大腸炎に併発したpyodermatitis-
pyostomatitis vegetans　671

三浦　圭子……体幹部に生じた円柱腫　973
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eccrine hidrocystoma　953
宮本　明栄……掌蹠の角化性病変を契機に発見された横

行結腸癌　855
宮本樹里亜……原発性アルドステロン症の関与が疑われ

たarteriosclerotic ulcer of Martorell　1103
宮崎　　郁……好酸球増多症を伴ったBuerger病　1107
宮崎　怜子……増殖性類天疱瘡が後発したdyshidrosi-

form pemphigoid　155，flagellate erythemaを初発症
状とし胃癌を合併した皮膚筋炎　847
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脈瘤が明らかになった例　775
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水野　冴岐……鼠径リンパ節腫脹， 梅毒2期疹を契機に
診断されたHIV感染症　1205

水野　　尚……汎発性環状肉芽腫　747
水野　優起……卵巣成熟囊胞性奇形腫の悪性転化に伴う
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Sister Mary Josephʼs nodule　867
水谷建太郎……足底に生じた皮膚軟骨腫　555
百瀬　葉子……掌蹠の皮内結節を呈したSLE　477
森　　達吉……本態性血小板血症によると思われた足趾

壊疽　1083
森原　　潔……ボルテゾミブにより発症したpersistent 

supravenous eruption　363
森川　博文……ステロイドレスポンダー　95
森田　明理……アトピー性皮膚炎に対するNB-UVB療法　

69
森田　美穂……入院を要した女性の性器ヘルペス　

1173
盛山　吉弘……足底に生じたcutaneous ciliated cyst　

551，体幹部に生じた円柱腫　973
本木　智輝……踵部に生じた血管平滑筋腫　559
毛利　　忍……アポクリン汗器官への分化が示唆された

充実性囊胞性汗腺腫　977
向井　秀樹……アトピー性皮膚炎における入院療法の有

用性の検証─ステロイド外用薬の安全性と副腎皮質
機能の回復　8，アトピー性皮膚炎に合併した皮膚ア
ミロイドーシス　45，アトピー性皮膚炎の痒疹　49，
皮膚科医の役割　100，文章力＆書く力　123，コレ
ステロール結晶塞栓症　547，アトピー性皮膚炎の過
去・現在・未来　619，Vol. 34, No.6「足底にみられた
melanoma in situの早期病変」に関するディスカッショ
ン　808，粉瘤が疑われたtublar apocrine adenoma　
981，先人の遺した医の言葉　1151

宗次　太吉……イミキモドが無効でありHAART療法後
に拡大したHIV合併巨大尖圭コンジローマ　1181

村石満ちる……汎発性環状肉芽腫　747
村上　正基……掌蹠膿疱症研究における最近の知見　

426
村田　　浩……治療に難渋した小児膿疱性乾癬　683
村 田　壱 大…… 分 子 標 的 薬 治 療 に お け るhand-foot 

syndrome　383
室田　浩之……アトピー性皮膚炎とSjögren症候群の合

併例　53
武藤　正彦……セツキシマブによる薬疹　257，ステロ

イド外用薬でコントロールできた疱疹状膿痂疹　
647， 筋萎縮性側索硬化症を併発した膿疱性乾癬　
675，紅斑を伴ったCrohn病　739
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永松　麻紀……凍結療法が奏効したAIDS関連Kaposi肉

腫　1221
長瀬　彰夫……頸部皮下膿瘍を形成した，ゾレドロネー

トによると思われる顎骨壊死　347
永瀬浩太郎……hereditary papulotranslucent acrokerato-

derma　445
永田　尚子……皮膚悪性腫瘍に対する化学療法中に生じ

た深部静脈血栓症　1048
長谷　哲男……非特異的な皮疹を呈した成人パルボウイ

ルス感染症　139
永山　博敏……第2期梅毒　1197
内藤　愼二……掌蹠の皮膚症状を初発とした水疱性類天

疱瘡　469，治療に難渋した肛門部尖圭コンジローマ　
1177

中川　秀己……特異な臨床像を呈した第2期梅毒　
1189，鼠径リンパ節腫脹，梅毒2期疹を契機に診断さ
れたHIV感染症　1205

中川　恵子……非Hodgkinリンパ腫を伴う壊疽性膿皮症
─免疫グロブリン大量療法が奏効した例　883，アポ
クリン母斑上に生じたtublar apocrine adenoma　985

中島　英貴……タクロリムス外用による酒皶様皮膚炎　
241

中村　　篤……頸部皮下膿瘍を形成した，ゾレドロネー
トによると思われる顎骨壊死　347

中村　仁美……掌蹠の皮内結節を呈したSLE　477
中村晃一郎……頬部脂腺癌　293，足底表皮囊腫から生

じた有棘細胞癌　571
中村　吏江……ステロイドレスポンダー　95
中村　考伸……抗ヒスタミン薬内服中に生じた女性化乳

房　379，サウナ生活者にみられた尋常性膿瘡　659
中村　友果……筋萎縮性側索硬化症を併発した膿疱性乾

癬　675
中村　友紀……足底に生じた基底細胞癌　567
中村　佳子……急性膵炎を発症したeruptive xanthoma　

743
中村　善雄……巨大な歯肉病変が多発したAIDS関連型

Kaposi肉腫　1217
中野　　創……弾力線維性仮性黄色腫─最近の話題　

130
中野真由子……尋常性白斑を合併したアトピー性皮膚炎

の臨床的特徴および免疫組織化学的染色による検討　
73

中 洲　美 穂…… 直 腸 癌 を 合 併 し たprimar y extra-
mammary Pagetʼs disease　277

仲田かおり……ソラフェニブによる薬疹の経口耐性誘導　
399

中田土起丈……コリマイC点眼液によるallergic contact 
dermatitis（ACD）のstage 3B 　143

中坪　径子……超音波メスを用いて治療した難治性尋常
性疣贅　485

中山　久徳……片側上肢に多発し皮膚壊死を伴ったリウ
マチ結節　731

並川健二郎……乳房外Paget病─21世紀に入り治療は進
歩したか　199，2002～2007年の当科における皮膚原
発悪性黒色腫の統計　506

並木　　剛……出生時より全身に膿疱を認めた膿疱型新
生児中毒性紅斑　627



─ 17 ─ ─ 18 ─

難波　未央……Microsporum canisによるケルスス禿瘡
の小児例　663

奈良　武史……治療アイデア─患者さんの思いに応える
ために　416

成澤　　寛……hereditary papulotranslucent acrokerato-
derma　445

夏目　尚子……難聴を伴ったSAPHO症候群　651
根本　　圭……セツキシマブによる薬疹　257，ステロ

イド外用薬でコントロールできた疱疹状膿痂疹　647
二井　宏紀……ステロイドレスポンダー　95
新妻　厚子……母斑細胞母斑内と基底細胞癌内に生じた

eccrine hidrocystoma　953
新山　史朗……皮膚Rosai-Dorfman病─顔面に蝶形の紅

斑を呈した例　261
西村　　翔……顔面と頸部の腫脹から肺癌が判明した上

大静脈症候群　839
西野　　洋……結節性類天疱瘡の合併が判明したアト

ピー性皮膚炎　41
西岡　和恵……診断に苦慮した小児毛孔性紅色粃糠疹　

441
西岡　　清……治らないのか，治せないのか　7，皮膚

科医の役割　100，春がやってきた　327，ジェネリッ
ク医薬品への処方変更による副作用　609，大発見　
821，2012年度診療報酬改定について　1017，湿疹と
皮膚炎　1035

西脇　　薫……肺癌を合併したラミニン332型粘膜類天
疱瘡　843

西山　茂夫……オオイチモンジ　81， ウラキンシジミ　
197，ウスアオオナガウラナミシジミ　303，タイワ
ンアオバセセリ　397， アイノミドリシジミ　491，
ミスジチョウ　595， ツマジロウラジャノメ　693，
ミヤマカラスシジミ　789，コチャバネセセリ　901，
エゾスジグロチョウ　1005， ジョウザンミドリシジ
ミ　1121，クモガタヒョウモン　1229

西澤　　綾……アルコール多飲者に生じた栄養障害性病
変─壊死性遊走性紅斑との異同について　751

上尾　礼子……エルロチニブ内服中に痤瘡様発疹と皮下
膿瘍が多発した例　339

乃木田俊辰……Vol. 34, No.6「足底にみられたmelanoma 
in situの早期病変」に関するディスカッション　808

野嶋　浩平……足底に生じたcutaneous ciliated cyst　
551，出生時より全身に膿疱を認めた膿疱型新生児中
毒性紅斑　627，体幹部に生じた円柱腫　973

野島美知夫……卵巣成熟囊胞性奇形腫の悪性転化に伴う
Sister Mary Josephʼs nodule　867

野村みずほ……臍部に生じた悪性黒色腫　297
法月正太郎……HAARTのみで皮疹の経過を観察した

HIV感染症に伴う乾癬　759
乗杉　　理……トシリズマブ（アクテムラ）投与中患者に

発症した劇症型A群連鎖球菌感染症　343

野呂佐知子……乳房外Paget病─21世紀に入り治療は進
歩したか　199

沼田　茂樹……タクロリムス軟膏外用後に生じたニキビ
ダニ痤瘡 　245

沼田　透効……足底にみられたmelanoma in situの早期
病変　575

o
小川　　靖……病変内にカッター片を認めた右足底外傷

後蜂窩織炎　535
小川　吉彦……凍結療法が奏効したAIDS関連Kaposi肉

腫　1221
荻野　篤彦……薬疹の診断を困難にしているもの…ジェ

ネリック医薬品が鍵　80
荻田あづさ……鼠径部腫瘤より診断した成人T細胞白血

病リンパ腫　191
小原芙美子……2011年に流行した手足口病症例のまとめ　

473
岡 田 絵 美 子……keratosis palmoplantaris varians of 

Wachters　589
岡本　祐之……エルロチニブ内服中に痤瘡様発疹と皮下

膿瘍が多発した例　339
岡村　美里……顔面と頸部の腫脹から肺癌が判明した上

大静脈症候群　839
岡崎志帆子……治療に難渋した肛門部尖圭コンジローマ　

1177
奥村　和子……卵巣成熟囊胞性奇形腫の悪性転化に伴う

Sister Mary Josephʼs nodule　867
奥 村　　優…… ア ミ オ ダ ロ ン に よ るblue-gray skin 

discoloration　371
奥村　優香……成人T細胞性白血病に生じたannular 

elastolytic giant cell granuloma　879
奥野　奈央……出生時より全身に膿疱を認めた膿疱型新

生児中毒性紅斑　627
奥山　隆平……治療に難渋した小児膿疱性乾癬　683
奥山　泰裕……治療に難渋した汎発性膿疱性乾癬　679
小野　恵理……メシル酸ガベキサートによる皮膚障害　

375
小野与里子……結節性紅斑の治療中に潰瘍性大腸炎が判

明した小児例　771
小野田雅仁……右踵部に生じたverrucous carcinoma　

563
小野寺　進……仙台社会保険病院で経験したコレステ

ロール結晶塞栓症50例の臨床的検討　1129
大萱　俊介……結節性紅斑の治療中に潰瘍性大腸炎が判

明した小児例　771
大原　國章……乳頭状汗腺腫　289
大東　淳子……Brooke-Spiegler症候群　265
大泉　亜美……片側性に母斑状の配列を示した多発性エ

クリン螺旋腺腫　969



─ 19 ─ ─ 20 ─

大久保佳子……静脈性胸郭出口症候群による両側手部の
浮腫　1099， 微小動静脈瘻による下腿潰瘍の12例の
まとめ　1123，イミキモドが無効でありHAART療法
後に拡大したHIV合併巨大尖圭コンジローマ　1181

大久保ゆかり……TNF-α阻害薬による膿疱性皮疹─全
頭脱毛を生じた例　391，皮膚を見て，全身を診る　
603，膿疱性乾癬に合併した線状IgA水疱症　635，難
聴を伴ったSAPHO症候群　651， 食道癌の皮膚転移
─転移巣切除とQOLについて　863

大久保佑美……掌蹠の皮膚症状を初発とした水疱性類天
疱瘡　469，治療に難渋した肛門部尖圭コンジローマ　
1177

大松　華子……抗生剤，弾力包帯圧迫，外用療法が有効
であったelephantiasis nostras verrucosa　1115

大西　誉光……docetaxel（TXT）によるradiation recall現
象　351

大仁田亜紀……掌蹠の皮膚症状を初発とした水疱性類天
疱瘡　469，治療に難渋した肛門部尖圭コンジローマ　
1177

大野真梨恵……アポクリン汗器官への分化が示唆された
充実性囊胞性汗腺腫　977

大沢　純子……神奈川県皮膚科医会「足の健康チェック」
活動報告　599

大島　　昇……母斑細胞母斑内と基底細胞癌内に生じた
eccrine hidrocystoma　953

大嶋雄一郎……コルヒチンが奏効した後天性表皮水疱症　
465，Botox治療について　493

太田真由美……抗生剤，弾力包帯圧迫，外用療法が有効
であったelephantiasis nostras verrucosa　1115

大 竹　映 香…… 皮 疹 を 契 機 に 腎 癌 が 発 見 さ れ た
erythema gyratum repens　859

大谷　綾子……アトピー性皮膚炎の痒疹　49
大津　玉緒……第2期梅毒　1197
大塚　藤男……腋窩に生じた硬化性萎縮性苔癬　163，

肺結核に併発したSweet病　767，好酸球増多症を伴っ
たBuerger病　1107

大塚　　勤……増殖性類天疱瘡が後発したdyshidrosi-
form pemphigoid　155

大山　克巳……臍部に生じた悪性黒色腫　297
長田　　厚……歯性感染症に合併した急性汎発性膿疱性

細菌疹　631
納　さつき……docetaxel（TXT）によるradiation recall現

象　351
小澤　　明……両下腿の浮腫と多発する局面より診断に

至ったKaposi肉腫　895
小澤健太郎……凍結療法が奏効したAIDS関連Kaposi肉

腫　1221

s
貞政　裕子……手背に生じた乳頭状エクリン腺腫　

957， 頸部に生じたアポクリン汗囊腫　961，cystic 
eccrine spiradenoma　965

斎田　俊明……最近、読んだ本から　788，掌蹠の悪性
黒色腫診断へのダーモスコピーの意義　1158

齋藤　　京……悪性黒色表皮腫とLeser-Trèlat徴候─腎
盂癌に合併した例　171，環状紅斑を契機に肺癌が発
見された例　835

齋藤　磨美……リンパ管内組織球症　720
斎 藤 万 寿 吉…… 直 腸 癌 を 合 併 し たprimar y extra-

mammary Paget's disease　277，足底に生じたKaposi
肉腫─HIV感染症発見の契機になった例　583， リ
ンパ管内組織球症　720，東京医大病院皮膚科におけ
るHIV 患者に生じた尖圭コンジローマの検討　1237

斉藤　隆三……皮膚科医の役割　100， 初詣　109， 春
隣　213， 患者との対話　225， 水温む　313， 花　
407，梅雨空　605，蝉　703，医療コミュニケーショ
ン　719， 夕立　805， 虫　911， コスモス　1031，
落葉　1137，新緑　513，冬灯　1245

坂井　浩志……深部静脈血栓症を併発した血栓性静脈炎　
1067

堺　美由紀……静脈性胸郭出口症候群による両側手部の
浮腫　1099

坂元　花景……急性膿皮症を反復したアトピー性皮膚炎　
25

﨑枝　　薫……免疫抑制剤と抗凝固療法が奏効したクリ
オフィブリノーゲン血症に伴う難治性下腿潰瘍　
1087

佐久間　朋……大腿部に発症したdermal duct tumor　
1001

佐野　沙織……慢性膵炎の急性増悪後に生じた皮下結節
性脂肪壊死症　755

佐野　栄紀……タクロリムス外用による酒皶様皮膚炎　
241，爪囲炎から進展したMycobacterium marinumに
よる右手背腱鞘滑膜炎　655，頭部の膿疱が遷延した
amicrobial pustulosis　667，グローバルの波：どちら
がおトク？（得or徳）　1120

猿渡　　浩……肺扁平上皮癌に合併したBazex症候群　
281

笹井　　収……足底にみられたmelanoma in situの早期
病変　575

佐々木　豪……五臓六腑と皮膚とデルマドローム　415
佐々木昌博……血管性浮腫を疑われた上大静脈症候群　

1079
佐瀬くらら……くららです． またもや， お邪魔を…　

216
佐藤　英里……左腋窩部に生じた副乳癌　187
佐藤　勘治……胃癌を合併した悪性黒色表皮腫　851，

皮膚混合腫瘍─当科21年の集計　993，入院を要し
た女性の性器ヘルペス　1173

佐藤　直哉……アレンドロン酸ナトリウム内服により生



─ 19 ─ ─ 20 ─

じた難治性舌潰瘍　335，繰り返す発熱・四肢筋痛と
手指の小紫紅色斑から診断に至った左房粘液腫　779

佐藤　伸一……lichen planus pigmentosus-inversus　
159，強皮症の治療の進歩について　594，掌蹠の角
化性病変を契機に発見された横行結腸癌　855

佐藤　貴浩……アトピー性皮膚炎の患者に発症した減汗
性コリン性蕁麻疹　33， アルコール多飲者に生じた
栄養障害性病変─壊死性遊走性紅斑との異同につい
て　751，コレステロール結晶塞栓症から腹部大動脈
瘤が明らかになった例　775， 高IgE症候群と皮膚　
726

佐藤　壽伸……仙台社会保険病院で経験したコレステ
ロール結晶塞栓症50例の臨床的検討　1129

澤田　啓生……アトピー性皮膚炎に対するNB-UVB療法　
69

沢田　俊道……Vol. 34, No.4「声・ 舐めても大丈夫です
か？」を読んで　516

沢田　泰之……静脈性胸郭出口症候群による両側手部の
浮腫　1099，イミキモドが無効でありHAART療法後
に拡大したHIV合併巨大尖圭コンジローマ　1181

清　　佳浩……脂漏性皮膚炎とマラセチア　226，大腿
部に発症したdermal duct tumor　1001

清島真理子……ブラシでゴシゴシは今や昔，手洗いに思
うこと　900

嶋岡　弥生……掌蹠膿疱症に対するヨウ化カリウムの有
効性　500

清水　裕希……結節性類天疱瘡の合併が判明したアト
ピー性皮膚炎　41

清水　　宏……日本と世界の皮膚科学　1004
清水久美子……病変内にカッター片を認めた右足底外傷

後蜂窩織炎　535
清水　重敬……難聴を伴ったSAPHO症候群　651
清 水　史 明…… 分 層 植 皮 片 採 取 後 の 足 底 皮 膚 に

calcinosis cutisを認めた例　587
清水　忠道……トシリズマブ（アクテムラ）投与中患者に

発症した劇症型A群連鎖球菌感染症　343
清水　裕希……深部静脈血栓症を併発した血栓性静脈炎　

1067
下方　　征……皮膚Rosai-Dorfman病─顔面に蝶形の紅

斑を呈した例　261
下川　伶子……calciphylaxisの関与を疑った陰茎壊死　

735
下浦　真一……DPP-4阻害薬シタグリプチンによる急性

汎発性膿疱性発疹症　643
塩見（中野）真佑……急性膿皮症を反復したアトピー性皮

膚炎　25， 悪性リンパ腫に合併したサルコイドーシ
ス　887

調　　裕次……深部静脈血栓症を併発した血栓性静脈炎　
1067

白井　　明……片側上肢に多発し皮膚壊死を伴ったリウ

マチ結節　731，母斑細胞母斑内と基底細胞癌内に生
じたeccrine hidrocystoma　953

白井　浩平……東京医大病院皮膚科におけるHIV 患者
に生じた尖圭コンジローマの検討　1237

白山　純実……乳房下のリンパ浮腫─リンパ管腫様外観
を呈した症例　175

宿谷　涼子……痒疹結節に308nmエキシマランプを試行
したアトピー性皮膚炎　65

宋　　寅傑……臍部子宮内膜症　269， 項部の懸垂性
eccrine poroma　945

相馬　孝光……角層下膿疱症　147
相馬　良直……間質性肺炎が先行した持久性隆起性紅斑　

763，非Hodgkinリンパ腫を伴う壊疽性膿皮症─免疫
グロブリン大量療法が奏効した例　883

須田　　健……左腋窩部に生じた副乳癌　187
須賀　　康……左腋窩部に生じた副乳癌　187，顆粒球

吸着療法が奏効した膿疱性乾癬　687，卵巣成熟囊胞
性奇形腫の悪性転化に伴うSister Mar y Josephʼs 
nodule　867，片側性に母斑状の配列を示した多発性
エクリン螺旋腺腫　969

菅谷　　誠……掌蹠の角化性病変を契機に発見された横
行結腸癌　855

杉村真理子……手背に生じた乳頭状エクリン腺腫　957
杉山美紀子……臍部子宮内膜症　269， 項部の懸垂性

eccrine poroma　945
澄川　靖之……免疫抑制剤と抗凝固療法が奏効したクリ

オフィブリノーゲン血症に伴う難治性下腿潰瘍　
1087

洲崎　玲子……エクリン汗孔腫のダーモスコピー所見の
検討　928

鈴木　明子……顆粒球吸着療法が奏効した膿疱性乾癬　
687， 卵巣成熟囊胞性奇形腫の悪性転化に伴うSister 
Mary Josephʼs nodule　867

鈴木　健晋……Osler病との鑑別を要した抗セントロメ
ア抗体高値陽性の多発毛細血管拡張　481

鈴木　隆一……繰り返した薬疹が主訴となったHIV感染
症　1213

鈴木　伸吾……結節性紅斑の治療中に潰瘍性大腸炎が判
明した小児例　771

鈴木　　琢……アトピー性皮膚炎の痒疹　49， コレス
テロール結晶塞栓症　547

鈴 木　民 夫…… 分 子 標 的 薬 治 療 に お け るhand-foot 
syndrome　383

鈴木　陽子……Osler病との鑑別を要した抗セントロメ
ア抗体高値陽性の多発毛細血管拡張　481

t
田場　　充……治療に難渋した肛門部尖圭コンジローマ　

1177
田畑　敦子……HAARTのみで皮疹の経過を観察した



─ 21 ─ ─ 22 ─

HIV感染症に伴う乾癬　759
田所　丈嗣……凍結療法が奏効したAIDS関連Kaposi肉

腫　1221
田熊　淑男……仙台社会保険病院で経験したコレステ

ロール結晶塞栓症50例の臨床的検討　1129
高田　裕子……2011年に流行した手足口病症例のまとめ　

473
高江雄二郎……臍部に生じた悪性黒色腫　297
高河　慎介……静脈性胸郭出口症候群による両側手部の

浮腫　1099，イミキモドが無効でありHAART療法後
に拡大したHIV合併巨大尖圭コンジローマ　1181

高 木　　肇…… ア ミ オ ダ ロ ン に よ るblue-gray skin 
discoloration　371， 成人T細胞性白血病に生じた
annular elastolytic giant cell granuloma　879

高橋　英至……コレステロール結晶塞栓症から腹部大動
脈瘤が明らかになった例　775

高橋　博之……“I'm curious!!”　311
高橋　一夫……アトピー性皮膚炎の経過中，巨大腫瘤を

呈した悪性リンパ腫　37， 慢性膵炎の急性増悪後に
生じた皮下結節性脂肪壊死症　755，眼瞼腫脹，四肢
の有痛性紅斑など多彩な症状を示した再発性多発軟骨
炎　891

高橋　　啓……コレステロール結晶塞栓症　547，粉瘤
が疑われたtublar apocrine adenoma　981

高橋　健造……Darier病の治療薬の探索と病態の理解　
305，免疫抑制剤と抗凝固療法が奏効したクリオフィ
ブリノーゲン血症に伴う難治性下腿潰瘍　1087

高野　藍子……右踵部に生じたverrucous carcinoma　
563

高野　裕子……汎発化したHailey-Hailey病　151， ヘパ
リンカルシウム皮下注射部に生じた遅延型過敏症

（DTH）　355，潰瘍性大腸炎に併発したpyodermatitis-
pyostomatitis vegetans　671

高塚　純子……転移性皮膚癌の予後と治療─自験186例
の解析　903

髙山　良子……アポクリン腺囊腫　997，汗孔腫の典型
例　999

竹原　和彦……ガイドラインとエビデンス　692
竹本　朱美……紅斑を伴ったCrohn病　739
竹本　啓伸……巨大卵巣腫瘍患者に生じた下腿うっ滞性

皮膚潰瘍　1075
竹中　秀也……Brooke-Spiegler症候群　265
竹之内辰也……転移性皮膚癌の予後と治療─自験186例

の解析　903
竹内　常道……繰り返した薬疹が主訴となったHIV感染

症　1213
武山　紘子……血管性浮腫を疑われた上大静脈症候群　

1079
滝口光次郎……足底表皮囊腫から生じた有棘細胞癌　

571

瀧田　祐子……診断に苦慮した小児毛孔性紅色粃糠疹　
441

玉田　康彦……掌蹠多汗症の治療中に診断しえた長島型
掌蹠角化症　437，コルヒチンが奏効した後天性表皮
水疱症　465，Botox治療について　493

玉木　　毅……スナノミ症─足底に生じる皮膚輸入感
染症　539

田宮　紫穂……両下腿の浮腫と多発する局面より診断に
至ったKaposi肉腫　895

田邉　　洋……HIV抗体陽性を伴った悪性梅毒　1209
田中　　厚……HAARTのみで皮疹の経過を観察した

HIV感染症に伴う乾癬　759
田中　　勝……臍部に生じた悪性黒色腫　297，エクリ

ン汗孔腫のダーモスコピー所見の検討　928
田中　尚子……母親への心理的アプローチが奏効し，症

状が改善したアトピー性皮膚炎の男児例　89
田中　顕之……第2期梅毒　1197
田中　亮多……腋窩に生じた硬化性萎縮性苔癬　163，

乳房外Paget病─21世紀に入り治療は進歩したか　
199，2002～2007年の当科における皮膚原発悪性黒色
腫の統計　506

田中　智子……アトピー性皮膚炎の患者に発症した減汗
性コリン性蕁麻疹　33

種村　　篤……尋常性白斑を合併したアトピー性皮膚炎
の臨床的特徴および免疫組織化学的染色による検討　
73，TNF-α阻害薬に誘発されたと考えられる乾癬，
掌蹠膿疱症　453，皮膚悪性腫瘍に対する化学療法中
に生じた深部静脈血栓症　1048

谷　　　守……アトピー性皮膚炎とSjögren症候群の合
併例　53

谷川　瑛子……原発性アルドステロン症の関与が疑われ
たarteriosclerotic ulcer of Martorell　1103

谷脇　祥通……爪囲炎から進展したMycobacterium 
marinumによる右手背腱鞘滑膜炎　655

樽谷　勝仁……タクロリムス外用による酒皶様皮膚炎　
241

田代　吾子……甲状腺機能低下症を伴った粘液水腫性苔
癬　783

田代　博嗣……皮膚Rosai-Dorfman病─顔面に蝶形の紅
斑を呈した例　261

舘野　博喜……環状紅斑を契機に肺癌が発見された例　
835

栃木　直文……第2期梅毒　1197
富樫　佑基……肺癌を合併したラミニン332型粘膜類天

疱瘡　843
十一　英子……インフリキシマブ投与により掌蹠膿疱症

様皮疹と脱毛を生じた例　457，顔面と頸部の腫脹か
ら肺癌が判明した上大静脈症候群　839

鴇田　真海……繰り返した薬疹が主訴となったHIV感染
症　1213



─ 21 ─ ─ 22 ─

野老　翔雲……汎発化したHailey-Hailey病　151
徳永　千春……頸部皮下膿瘍を形成した，ゾレドロネー

トによると思われる顎骨壊死　347
戸倉　新樹……Osler病との鑑別を要した抗セントロメ

ア抗体高値陽性の多発毛細血管拡張　481
冨田　浩一……Osler病との鑑別を要した抗セントロメ

ア抗体高値陽性の多発毛細血管拡張　481
富成伸次郎……凍結療法が奏効したAIDS関連Kaposi肉

腫　1221
冨 田　善 彦…… 分 子 標 的 薬 治 療 に お け るhand-foot 

syndrome　383
利根川　守……肛囲Paget現象　183
鳥居　秀嗣……両腋窩に発生したsyringoma　179
豊本　貴嗣……トシリズマブ（アクテムラ）投与中患者に

発症した劇症型A群連鎖球菌感染症　343
坪 井　英 之…… ア ミ オ ダ ロ ン に よ るblue-gray skin 

discoloration　371
坪井　良治……悪性黒色表皮腫とLeser-Trèlat徴候─腎

盂癌に合併した例　171， 皮膚Rosai-Dorfman病─顔
面に蝶形の紅斑を呈した例　261，肺癌を合併した皮
膚筋炎　273， 直腸癌を合併したprimary extra-
mammary Paget's disease　277，再発性多発軟骨炎　
285，TNF-α阻害薬による膿疱性皮疹─全頭脱毛を生
じた例　391， 足底に生じたKaposi肉腫─HIV感染
症発見の契機になった例　583，膿疱性乾癬に合併し
た線状IgA水疱症　635，難聴を伴ったSAPHO症候群　
651，リンパ管内組織球症　720，肺癌を合併したラ
ミニン332型粘膜類天疱瘡　843， 東京医大病院皮膚
科におけるHIV 患者に生じた尖圭コンジローマの検
討　1237

土田　哲也……頬部脂腺癌　293，足底表皮囊腫から生
じた有棘細胞癌　571

辻　　真紀……凍結療法が奏効したAIDS関連Kaposi肉
腫　1221

辻花光次郎……インフリキシマブ投与により掌蹠膿疱症
様皮疹と脱毛を生じた例　457，顔面と頸部の腫脹か
ら肺癌が判明した上大静脈症候群　839

辻本　友高……ビタミンB6内服が奏効した高ホモシステ
イン血症に伴う足趾多発性潰瘍　1091

塚原理恵子……抗ヒスタミン薬内服中に生じた女性化乳
房　379

塚本　克彦……歯性感染症に合併した急性汎発性膿疱性
細菌疹　631，新臨床研修制度の中の皮膚科　1228

角田　孝彦……乾癬型薬疹　461
堤　　祐子……非Hodgkinリンパ腫を伴う壊疽性膿皮症

─免疫グロブリン大量療法が奏効した例　883
堤田　　新……乳房外Paget病─21世紀に入り治療は進

歩したか　199，2002～2007年の当科における皮膚原
発悪性黒色腫の統計　506

u
内田　敬久……尿路感染症に伴う急性汎発性膿疱性細菌

疹治癒後に掌蹠膿疱症を発症した例　449
内山　真樹……脂漏性天疱瘡　253，膿疱性乾癬に合併

した線状IgA水疱症　635
上田美奈子……皮膚悪性腫瘍に対する化学療法中に生じ

た深部静脈血栓症　1048
上 原　　幸…… 分 層 植 皮 片 採 取 後 の 足 底 皮 膚 に

calcinosis cutisを認めた例　587
上野　　孝……poroid cell neoplasm　941
上里　　博……免疫抑制剤と抗凝固療法が奏効したクリ

オフィブリノーゲン血症に伴う難治性下腿潰瘍　1087
宇原　　久……治療に難渋した小児膿疱性乾癬　683
梅本　尚可……抗ヒスタミン薬内服中に生じた女性化乳

房　379，サウナ生活者にみられた尋常性膿瘡　659
浦野　聖子……軟性下疳を疑った陰部潰瘍─Haemo

philus parainfluenzaeと梅毒による混合感染により生
じた陰部潰瘍　1185

宇佐美奈央……アトピー性皮膚炎に合併した皮膚アミロ
イドーシス　45

宇都宮勇人……solid-cystic hidradenoma　949
上嶋　祐太……抗生剤，弾力包帯圧迫，外用療法が有効

であったelephantiasis nostras verrucosa　1115

w
和田　秀文……アトピー性皮膚炎の経過中，巨大腫瘤を

呈した悪性リンパ腫　37， 眼瞼腫脹， 四肢の有痛性
紅斑など多彩な症状を示した再発性多発軟骨炎　891

和田　康夫……疥癬診断の極意　1152
若松　順子……再発性多発軟骨炎　285
若松　研弥……ステロイド外用薬でコントロールできた

疱疹状膿痂疹　647，筋萎縮性側索硬化症を併発した
膿疱性乾癬　675

若杉　雅浩……トシリズマブ（アクテムラ）投与中患者に
発症した劇症型A群連鎖球菌感染症　343

鷲尾　　健……ソラフェニブによる薬疹の経口耐性誘導　
399

鷲崎久美子……2011年に流行した手足口病症例のまとめ　
473

渡辺　大輔……掌蹠多汗症の治療中に診断しえた長島型
掌蹠角化症　437，コルヒチンが奏効した後天性表皮
水疱症　465，Botox治療について　493，足底に生じ
た皮膚軟骨腫　555

渡辺　晋一……docetaxel（TXT）によるradiation recall現
象　351

渡辺　正一……セツキシマブによる皮膚障害対策マニュ
アルの検討　328

渡辺　　拓……足底に生じた皮膚軟骨腫　555
渡邊　裕子……慢性膵炎の急性増悪後に生じた皮下結節

性脂肪壊死症　755



─ 23 ─ ─ 24 ─

y
矢口　　均……2012年度診療報酬改定について　1017
矢作榮一郎……両下腿の浮腫と多発する局面より診断に

至ったKaposi肉腫　895
箭原　弘典……イミキモドが無効でありHAART療法後

に拡大したHIV合併巨大尖圭コンジローマ　1181
八幡　陽子……乳房下のリンパ浮腫─リンパ管腫様外観

を呈した症例　175
矢島　智子……尋常性白斑を合併したアトピー性皮膚炎

の臨床的特徴および免疫組織化学的染色による検討　
73， 皮膚悪性腫瘍に対する化学療法中に生じた深部
静脈血栓症　1048

山田　延未……弾力線維性仮性黄色腫　167
山田　裕道……神奈川県皮膚科医会「足の健康チェック」

活動報告　599
山田　　悟……ステロイドレスポンダー　95
山田　朋子……抗ヒスタミン薬内服中に生じた女性化乳

房　379，サウナ生活者にみられた尋常性膿瘡　659
山縣沙希子……アトピー性皮膚炎の痒疹　49
山口　道也……筋萎縮性側索硬化症を併発した膿疱性乾

癬　675
山口　由衣……眼瞼腫脹，四肢の有痛性紅斑など多彩な

症状を示した再発性多発軟骨炎　891
山川　有子……神奈川県皮膚科医会「足の健康チェック」

活動報告　599
山本　篤志……超音波メスを用いて治療した難治性尋常

性疣贅　485
山本真有子……爪囲炎から進展したMycobacterium 

marinumによる右手背腱鞘滑膜炎　655
山本　俊幸……TNF-αと膿疱性乾癬　620
山下　裕子……poroid cell neoplasm　941
山屋　雅美……コレステロール結晶塞栓症　547
山﨑　研志……自然免疫に基づく酒皶病態論　235，仙

台社会保険病院で経験したコレステロール結晶塞栓症
50例の臨床的検討　1129

山﨑　直也……乳房外Paget病─21世紀に入り治療は進
歩したか　199，2002～2007年の当科における皮膚原
発悪性黒色腫の統計　506

柳下　武士……Botox治療について　493
屋代　正晃……子宮癌術後に生じたStewart-Treves症候

群　871
安田　文世……胃病変を伴った第2期梅毒　1193

安井　宏仁……足底表皮囊腫から生じた有棘細胞癌　
571

安木　良博……急性膵炎を発症したeruptive xanthoma　
743

安元慎一郎……性感染症の皮膚症状　1167
康村　綾子……メシル酸ガベキサートによる皮膚障害　

375
安野　秀敏……「開業医の顔」と「勤務医の顔」　211
横川　真紀……タクロリムス外用による酒皶様皮膚炎　

241，爪囲炎から進展したMycobacterium marinumに
よる右手背腱鞘滑膜炎　655

横見　明典……TNF-α阻害薬に誘発されたと考えられ
る乾癬，掌蹠膿疱症　453

横田　憲二……病変内にカッター片を認めた右足底外傷
後蜂窩織炎　535

横内　　幸……アトピー性皮膚炎に合併した皮膚アミロ
イドーシス　45

横関　博雄……アトピー性皮膚炎の患者に発症した減汗
性コリン性蕁麻疹　33， アルコール多飲者に生じた
栄養障害性病変─壊死性遊走性紅斑との異同につい
て　751，コレステロール結晶塞栓症から腹部大動脈
瘤が明らかになった例　775

吉田　幸洋……卵巣成熟囊胞性奇形腫の悪性転化に伴う
Sister Mary Josephʼs nodule　867

吉田　正己……汎発化したHailey-Hailey病　151， ヘパ
リンカルシウム皮下注射部に生じた遅延型過敏症

（DTH）　355，潰瘍性大腸炎に併発したpyodermatitis-
pyostomatitis vegetans　671

吉河　康二……solid-cystic hidradenoma　949
吉澤　秀華……乾癬型薬疹　461
吉 澤　順 子…… 分 子 標 的 薬 治 療 に お け るhand-foot 

syndrome　383
吉澤　　優……コルヒチンが奏効した後天性表皮水疱症　

465
四津　里英……スナノミ症─足底に生じる皮膚輸入感

染症　539
四本美保子……足底に生じたKaposi肉腫─HIV感染症

発見の契機になった例　583
湯川久美子……難聴を伴ったSAPHO症候群　651

z
善家由香理……掌蹠の皮内結節を呈したSLE　477



─ 23 ─ ─ 24 ─

a
acral melanoma in situ ……………………………… 1158
acrokeratoma paraneoplastica ………………………… 281
アクテムラ……………………………………………… 343
アダパレン……………………………………………… 387
adult T-cell leukemia …………………………………… 879
AEGCG ………………………………………………… 879
AGEP …………………………………………………… 643
A群溶連菌 ……………………………………………… 659
AIDS …………………………………… 230，759，1217
AIDS関連型Kaposi肉腫 …………………… 1221，895
AJCC（2009） …………………………………………… 506
悪性梅毒……………………………………………… 1209
悪性黒色表皮腫………………………………………… 851
悪性黒色腫……………………… 297，506，579，1158
悪性リンパ腫…………………………………………… 37
悪性腫瘍………………………………………………… 835
悪性転化………………………………………………… 867
アルコール多飲………………………………………… 751
アレンドロン酸ナトリウム…………………………… 335
allergic contact dermatitis …………………………… 143
アメーバ腸炎………………………………………… 1205
amicrobial pustulosis ………………………………… 667
アミノ酸欠乏…………………………………………… 751
アミオダロン…………………………………………… 371
アミロイド苔癬………………………………………… 45
angiofibroma …………………………………………… 61
アンケート調査………………………………………… 599
annular elastolytic giant cell granuloma ……………… 879
安全性…………………………………………………… 83
アポクリン……………………………………………… 997
アポクリン母斑………………………………………… 985
アポクリン汗器官……………………………………… 977
アポクリン汗囊腫……………………………………… 961
アポクリン腺…………………………… 289，989，934
アポクリン腺囊腫……………………………………… 997
アービタックス………………………………………… 257
ART ……………………………………………………… 583
arteriosclerotic ulcer of Martorell ………………… 1103
足白癬…………………………………………………… 599
ATL ……………………………………………………… 879
ATLL …………………………………………………… 191
ア ト ピー性 皮 膚 炎…8，15，25，29，33，37，41，
45，49，53，57，61，65，69，73，83，95，619，
726
圧痛……………………………………………………… 477

b
梅毒………………… 1189，1197，1201，1205，1225
梅毒2期疹 …………………………………………… 1205
梅毒性ばら疹………………………………………… 1197
梅毒性乾癬…………………………………………… 1201
ばら疹………………………………………………… 1201
バリア異常……………………………………………… 15
Bazex症候群 …………………………………… 281，855
バーキットリンパ腫の中間型………………………… 37
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 ………………… 37
びまん性紅斑…………………………………………… 196
びまん性腫脹…………………………………………… 655
微小動静脈瘻………………………………………… 1123
ビスホスホネート……………………………………… 347
blue discoloration ……………………………………… 371
blue-toe syndrome …………………………………… 775
母斑…………………………………………………… 1158
母斑状…………………………………………………… 969
母斑細胞母斑…………………………………………… 953
ボルテゾミブ…………………………………………… 363
母子……………………………………………………… 433
母子関係………………………………………………… 83
Botox …………………………………………………… 493
Brooke-Spiegler症候群 ………………………………… 265
B細胞リンパ腫 ………………………………………… 37
Buerger病 …………………………………………… 1107
分子標的（治療）薬……………………………… 328，383
病期別生存率…………………………………………… 506
病理組織学的診断……………………………………… 934

c
calcinosis cutis ………………………………………… 587
calciphylaxis …………………………………………… 735
Candida albicans ……………………………………… 124
カセリサイディン……………………………………… 235
Ca拮抗薬 ……………………………………………… 461
CD68 …………………………………………………… 720
セツキシマブ…………………………………… 257，328
遅延型過敏症…………………………………………… 355
直腸癌…………………………………………………… 277
直接鏡検………………………………………………… 124
コレステロール結晶塞栓症…………………… 547，775
cholesterol crystal embolization ……………………… 547
コレステロール結晶塞栓症………………………… 1129
chondroid syringoma ………………………………… 993
蝶形紅斑………………………………………………… 261

件　　名　　索　　引



─ 25 ─ ─ 26 ─

超音波…………………………………………………… 949
超音波メス……………………………………………… 485
中波長紫外線…………………………………………… 695
中和抗体価……………………………………………… 473
シクロスポリン…………………………… 41，83，683
CK20 …………………………………………… 183，277
CK7 ……………………………………………… 183，277
clear cell hidradenoma ………………………………… 949
コルヒチン……………………………………………… 465
コクサッキーA6 ……………………………………… 473
クリオフィブリノーゲン血症……………………… 1087
crista profunda intermedia …………………………… 575
Crohn病 ………………………………………………… 739
CTCAE ………………………………………………… 339
cutaneous candidiasis ………………………………… 124
cutaneous ciliated cyst ………………………………… 551
cutaneous Crohnʼs disease …………………………… 739
カッター片……………………………………………… 535
cystic eccrine spiradenoma …………………………… 965

d
D2-40 …………………………………………………… 720
第2期梅毒 ……………………………1189，1193，1197
大腿部………………………………………………… 1001
断食道場………………………………………………… 29
弾力線維性仮性黄色腫………………………… 130，167
断頭分泌………………………………………… 289，997
Darier病 ………………………………………………… 305
脱毛……………………………………………… 391，457
D-dimer ……………………………………… 1048，1071
伝染性膿痂疹…………………………………………… 25
デルマドローム………………… 171，273，855，1079
dermal duct tumor ………………………………… 1001
ダーモスコピー………… 297，579，945，928，1158
desmoglein 1 …………………………………………… 589
desmoplakin …………………………………………… 589
direct examination …………………………………… 124
動注療法………………………………………………… 871
動脈炎………………………………………………… 1054
同性愛者……………………………………………… 1205
ドキソルビシン……………………………………… 1217
DPP-4阻害薬 …………………………………………… 643
dyshidrosiform pemphigoid…………………… 155，469

e
eccrine poroma ………………………………… 941，945
エクリン汗孔腫………………………………… 928，945
エクリン汗囊腫………………………………… 953，961
エクリン螺旋腺腫……………………………………… 969
エクリン腺……………………………………………… 934

EGFR阻害薬 …………………………………… 328，387
栄養障害性紅斑症……………………………………… 751
腋窩……………………………………………… 163，179
腋窩部腫瘤……………………………………………… 187
腋窩多汗症……………………………………………… 493
elephantiasis nostras verrucosa …………………… 1115
Elsberg症候群 ……………………………………… 1173
emperipolesis…………………………………………… 261
円柱腫…………………………………………………… 973
円形脱毛症……………………………………………… 57
炎症性腸疾患…………………………………………… 671
エルロチニブ…………………………………………… 339
eruptive xanthoma …………………………………… 743
erythema gyratum repens …………………………… 859
壊死性筋膜炎………………………………… 343，1115
壊死性遊走性紅斑……………………………………… 751
壊疽性膿皮症…………………………………………… 883
エタネルセプト………………………………………… 367
エトレチナート……………………………… 543，1177
エビデンス……………………………………………… 83
エキシマライト………………………………………… 695

f
FECOM ………………………………………………… 199
フィブリン血栓……………………………………… 1054
flagellate erythema …………………………………… 847
フットケア……………………………………………… 599
腹部……………………………………………………… 981
腹部大動脈瘤…………………………………………… 775
副乳癌…………………………………………………… 187
副作用…………………………………………………… 379
浮腫……………………………………………………… 175

g
外陰部…………………………………………………… 289
外陰ヘルペス………………………………………… 1185
外耳部…………………………………………………… 989
外来植物………………………………………………… 916
外傷性封入囊腫………………………………………… 555
顎骨壊死………………………………………………… 347
眼瞼腫脹………………………………………………… 891
眼症状…………………………………………………… 130
GCDFP15 ……………………………………… 183，277
外科治療………………………………………………… 199
劇症型A群連鎖球菌感染症 …………………………… 343
ジェネリック医薬品………………………………80，609
減感作…………………………………………………… 399
減汗性コリン性蕁麻疹………………………………… 33
限局型…………………………………………………… 783
限局性皮膚アミロイドーシス………………………… 45



─ 25 ─ ─ 26 ─

限局性浮腫…………………………………………… 1099
原発性アルドステロン症…………………………… 1103
ghost-like cell …………………………………………… 755
granulocyte colony-stimulating factor（G-CSF） ……… 875

h
HAART ………………………………………………… 759
HAART療法 ………………………………………… 1181
Haemophilus parainfluenzae ……………………… 1185
肺癌…………………………………281，835，839，843
肺結核…………………………………………………… 767
敗血症…………………………………………………… 25
Hailey-Hailey病 ………………………………… 151，305
肺小細胞癌……………………………………………… 273
発汗機能検査…………………………………………… 33
発汗低下………………………………………………… 53
hand-foot syndrome …………………………………… 383
斑状アミロイドーシス………………………………… 45
瘢痕性天疱瘡…………………………………………… 465
汎発化…………………………………………………… 151
汎発性膿疱性乾癬……………………… 620，675，679
反復性細菌感染……………………………………… 1115
ハプロインサフィシェンシー………………………… 305
HbA1c ………………………………………………… 791
閉塞性…………………………………………………… 953
扁平コンジローマ…………………………………… 1189
扁平上皮癌……………………………………… 281，867
片側性…………………………………………………… 969
ヘパリンカルシウム…………………………………… 355
HHV-8 …………………………………………………… 583
hidradenoma …………………………………………… 941
hidroacanthoma simplex ……………………………… 941
皮膚悪性腫瘍………………………………………… 1048
皮膚アミロイドーシス………………………………… 45
皮膚カンジダ症………………………………………… 124
皮膚超音波検査………………………………………… 555
皮膚癌…………………………………………………… 707
皮膚原発悪性黒色腫…………………………………… 506
皮膚表面温度…………………………………………… 305
皮膚筋炎……………………………273，822，828，847
皮膚混合腫瘍…………………………………………… 993
皮膚毛包虫症…………………………………………… 241
皮膚軟骨腫……………………………………………… 555
皮膚Rosai-Dorfman病 ………………………………… 261
皮膚良性腫瘍………………………………………… 1007
皮膚生検……………………………………………… 1129
皮膚石灰沈着症………………………………………… 587
皮膚障害………………………………………………… 375
皮膚腫瘤………………………………………………… 191
皮膚転移………………………………………………… 863

非Hodgkinリンパ腫 …………………………………… 883
皮下注射………………………………………………… 355
皮下結節性脂肪壊死症………………………………… 755
皮下膿瘍………………………………………………… 347
非結核性抗酸菌症……………………………………… 655
肥満…………………………………………………… 1103
非露光間擦部位………………………………………… 159
ヒトパルボウイルスB19感染症 ……………………… 139
HIV …… 230，583，759，1181，1205，1209，1213
HIV/AIDS …………………………………………… 1237
ヒゼンダニ…………………………………………… 1152
葡行性迂回状紅斑……………………………………… 859
本態性血小板血症…………………………………… 1083
本態性M蛋白血症 ……………………………………… 783
蜂窩織炎………………………………………………… 535
放射線治療後…………………………………………… 351
疱疹状膿痂疹…………………………………………… 647
HTLV-1抗体 …………………………………………… 191
表皮内汗管……………………………………………… 426

i
胃梅毒………………………………………………… 1193
異物……………………………………………………… 535
IC31 …………………………………………………… 15
Ⅰ型インターフェロン………………………………… 828
遺伝性掌蹠角化症……………………………………… 433
遺伝子診断……………………………………………… 130
胃癌……………………………………………………… 851
IL-17 …………………………………………………… 426
イミキモド…………………………………… 1181，1237
陰部潰瘍……………………………………… 1185，1225
インドメタシン………………………………………… 639
インフリキシマブ……………………… 359，457，679
infusion reaction ……………………………………… 359
陰茎壊死………………………………………………… 735
innate immunity ……………………………………… 235
intralymphatic histioocytosis ………………………… 720
IRIS …………………………………………………… 1181
異所性乳癌……………………………………………… 187
異所性子宮内膜症……………………………………… 269

j
若年……………………………………………………… 579
自己抗体………………………………………………… 822
持久性隆起性紅斑……………………………… 367，763
腎癌……………………………………………………… 859
尋常性白斑……………………………………………… 73
尋常性膿瘡……………………………………………… 659
尋常性疣贅……………………………………………… 485
腎細胞癌………………………………………………… 383



─ 27 ─ ─ 28 ─

腎障害………………………………………………… 1129
腎盂癌…………………………………………………… 171
Job症候群 ……………………………………………… 726
女性化乳房……………………………………………… 379
上大静脈症候群……………………………… 839，1079
上皮成長因子受容体阻害薬…………………………… 339
静脈炎………………………………………………… 1054
静脈血栓塞栓症……………………………………… 1071
静脈うっ滞…………………………………………… 1099
静脈うっ滞性潰瘍…………………………………… 1095
術後管理……………………………………………… 1007
術前画像診断…………………………………………… 555
充実性囊胞性汗腺腫…………………………………… 977

k
化学療法……………………………………… 199，1048
疥癬…………………………………………………… 1152
疥癬トンネル………………………………………… 1152
潰瘍性大腸炎…………………………………………… 771
踵………………………………………………… 559，563
角化性病変……………………………………………… 855
角化性紅斑……………………………………………… 441
角層下膿疱症…………………………………………… 147
カリクレイン…………………………………………… 235
鑑別診断………………………………………………… 526
管状アポクリン腺腫…………………………………… 957
環状紅斑………………………………………………… 835
環状局面……………………………………………… 1201
環状肉芽腫……………………………………… 747，879
汗孔腫…………………………………………………… 999
汗囊腫…………………………………………………… 997
関節痛………………………………………………… 1197
間質性肺炎……………………………………………… 763
汗疱性類天疱瘡………………………………………… 469
間擦部…………………………………………… 139，175
乾癬…………………………………453，457，635，759
乾癬型薬疹……………………………………………… 461
汗腺系腫瘍……………………………………………… 957
汗腺腫瘍………………………………………… 934，965
関節リウマチ…………………………………… 367，731
間質性肺炎……………………………………………… 828
Kaposi肉腫 …………………… 583，895，1217，1221
顆粒変性………………………………………………… 171
顆粒球除去療法………………………………………… 679
顆粒球吸着療法………………………………………… 687
カセリサイディン……………………………………… 241
型判定………………………………………………… 1231
下腿…………………………………………………… 1075
下腿潰瘍……………………………………… 1087，1095
頸部……………………………………………………… 961

蛍光抗体直接法………………………………………… 631
経口耐性誘導…………………………………………… 399
血管平滑筋腫…………………………………………… 559
血管結紮術…………………………………………… 1123
血管炎…………………………………………………… 367
血管肉腫………………………………………………… 871
血管性浮腫…………………………………………… 1079
腱鞘滑膜………………………………………………… 655
懸垂性腫瘍……………………………………………… 945
血疱……………………………………………………… 155
keratin 1 ………………………………………………… 589
ケルスス禿瘡…………………………………………… 663
血清コルチゾール………………………………………… 8
血栓……………………………………………………… 477
血栓性静脈炎………………………………………… 1067
結節性紅斑……………………………………… 739，771
結節性紅斑様皮疹……………………………………… 891
結節性類天疱瘡………………………………………… 41
筋炎特異的自己抗体…………………………………… 822
筋萎縮性側索硬化症…………………………………… 675
緊満性水疱……………………………………………… 175
寄生虫…………………………………………………… 539
寄生実験……………………………………………… 1152
基底細胞癌……………………………………… 567，953
喫煙……………………………………………………… 500
Köbner現象 …………………………………………… 445
Kogoj海綿状膿疱 ……………………………………… 147
黒色表皮腫……………………………………………… 171
コリマイC点眼液 ……………………………………… 143
骨髄異形成症候群……………………………… 875，891
抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体症候群 ………… 822
抗セントロメア抗体…………………………………… 481
抗EGFRモノクロナール抗体 ………………………… 257
抗凝固療法…………………………………………… 1087
紅斑性天疱瘡…………………………………… 249，253
紅皮症…………………………………………………… 543
抗ヒスタミン薬………………………………………… 379
高ホモシステイン血症……………………………… 1091
肛囲……………………………………………………… 183
抗155/140kDa蛋白抗体 ……………………………… 847
甲状腺機能低下症……………………………………… 783
硬化性萎縮性苔癬……………………………………… 163
高血圧………………………………………………… 1103
口腔…………………………………………………… 1217
肛門部………………………………………………… 1177
抗Ⅱ型コラーゲン抗体………………………………… 285
抗レトロウイルス療法………………………………… 583
抗リン脂質抗体症候群………………………………… 477
好酸球…………………………………………… 147，627
好酸球性肺炎…………………………………………… 639



─ 27 ─ ─ 28 ─

好酸球性膿疱性毛包炎………………………………… 639
好酸球増多症………………………………………… 1107
硬性下疳……………………………………… 1185，1225
後天性表皮水疱症……………………………………… 465
後天性免疫不全症候群……………………………… 1217
高TG血症 ……………………………………………… 743
クロタミトン…………………………………………… 245
空腹時血糖値…………………………………………… 791
巨大卵巣腫瘍………………………………………… 1075
巨大腫瘤………………………………………………… 37
頬部……………………………………………………… 293
頬部脂腺癌……………………………………………… 293
強皮症…………………………………………………… 481
胸郭出口症候群……………………………………… 1099
急性汎発性膿疱性細菌疹……………………… 449，631
急性骨髄性白血病……………………………………… 875
急性膿皮症……………………………………………… 25
急性膵炎………………………………………………… 743

l
ラミニン332 …………………………………………… 843
Leser-Trèlat徴候 ……………………………………… 171
lichen planus pigmentosus-inversus ………………… 159
リンパ管内組織球症…………………………………… 720
リンパ節腫脹………………………………………… 1205
リンパ浮腫…………………………………………… 1115
リポフスチン…………………………………………… 371
liposomal doxorubicin ………………………………… 583
リベド………………………………………………… 1054
リベド血管症………………………………………… 1111
リンパ管腫様…………………………………………… 175
リンパ節転移…………………………………………… 199

m
マイコプラズマ感染症………………………………… 771
マラセチア……………………………………………… 226
Malassezia  restricta …………………………………… 226
Malassezia globosa ……………………………………… 226
慢性膵炎………………………………………………… 755
慢性静脈還流障害…………………………………… 1075
マット菌………………………………………………… 112
MDS …………………………………………………… 891
メラノーマ……………………………………………… 707
melanoma in situ ……………………………… 575，808
免疫グロブリン大量療法……………………………… 883
免疫再構築症候群…………………………………… 1181
免疫組織化学染色……………………………………… 73
免疫抑制剤…………………………………………… 1087
メラニン色素…………………………………………… 159
メトトレキサート……………………………………… 731

メシル酸ガベキサート………………………………… 375
Microsporum canis …………………………………… 663
mixed tumor of the skin ……………………………… 993
Mohsペースト ………………………………………… 903
毛孔性紅色粃糠疹……………………………………… 441
網状皮斑……………………………………… 547，1111
毛孔性紅色粃糠疹……………………………………… 543
網膜色素血管線条……………………………………… 167
毛細血管拡張…………………………………………… 481
MPO-ANCA …………………………………………… 763
MRI ……………………………………………………… 949
ミュラー管  …………………………………………… 551
無症候性……………………………………………… 1067
無症候性排泄………………………………………… 1231

n
長島型掌蹠角化症……………………………………… 437
内臓悪性腫瘍…………………………………………… 847
難治性皮膚潰瘍……………………………… 1091，1123
難聴……………………………………………………… 651
軟性下疳……………………………………………… 1185
narrow-band UVB（NB-UVB） ………………………… 69
necrobiosis ……………………………………………… 731
粘液水腫性苔癬………………………………………… 783
粘膜類天疱瘡…………………………………………… 843
熱帯皮膚感染症………………………………………… 539
ニコチン性アセチルコリン受容体…………………… 426
ニキビダニ痤瘡………………………………………… 245
妊婦……………………………………………………… 355
妊娠……………………………………………………… 647
NLP ……………………………………………………… 89
nodular hidradenoma ………………………………… 949
nodulosis ……………………………………………… 731
膿疱型…………………………………………………… 627
膿疱性乾癬………………… 359，620，635，647，687
膿疱症…………………………………………………… 391
囊腫構造………………………………………………… 965
尿中遊離コルチゾール…………………………………… 8
尿路感染症……………………………………………… 449
乳頭状エクリン腺腫…………………………………… 957
乳房外Paget病 ………………………… 183，199，277
入院療法…………………………………………………… 8
乳頭状汗管囊胞腺腫…………………………… 985，989
乳頭状汗腺腫…………………………………………… 289

o
Osler病 ………………………………………………… 481
横行結腸癌……………………………………………… 855
黄色ブドウ球菌………………………………………… 659



─ 29 ─ ─ 30 ─

p
Paget現象 ……………………………………………… 183
Paker-black ink KOH染色 …………………………… 226
papillary eccrine adenoma …………………………… 957
papillary tubular adenoma …………………………… 981
paradoxical eruption …………………………………… 391
persistent supravenous eruption ……………………… 363
pigment blockde ……………………………………… 575
poroid cell neoplasm（s） ……………………… 928，941
poroma ………………………………………………… 999
プロテアーゼ…………………………………………… 235
プロテインC ………………………………………… 1095
プロトピック軟膏……………………………………… 241
プロゾーン現象……………………………………… 1193
pyodermatitis-pyostomatitis vegetans ………………… 671

q
QOL …………………………………………………… 863
QSART（Quantitative Sudomotor Axon Reflex Test）
……………………………………………………… 33，53

r
radiation recall現象 …………………………………… 351
落葉状天疱瘡…………………………………… 249，253
卵巣成熟囊胞性奇形腫………………………………… 867
利尿剤…………………………………………………… 175
リウマチ結節…………………………………………… 731
濾胞性リンパ腫………………………………………… 887
rosacea ………………………………………………… 235
Rosai-Dorfman病 ……………………………………… 261
類上皮細胞肉芽腫……………………………………… 747
良悪性…………………………………………………… 973
両耳介軟骨……………………………………………… 285
良性汗腺腫瘍…………………………………………… 934

s
左房粘液腫……………………………………………… 779
臍部……………………………………………………… 297
臍部子宮内膜症………………………………………… 269
臍部腫瘤………………………………………………… 269
再発性多発軟骨炎……………………………… 285，891
再発抑制療法………………………………………… 1231
柵状肉芽腫……………………………………………… 731
308 nmエキシマランプ ……………………………… 65
酸性メチレンブルー染色……………………………… 226
SAPHO症候群 ………………………………………… 651
サルコイド反応………………………………………… 887
サルコイドーシス……………………………………… 887
生物学的製剤…………………………………… 453，620
成人T細胞白血病リンパ腫 …………………………… 191

成人T細胞性白血病 …………………………………… 879
性感染症………………………………1167，1173，1201
生活指導………………………………………………… 130
性器ヘルペス………………………………… 1173，1231
石灰化…………………………………………………… 559
線状/円形掌蹠角化症 ………………………………… 589
線状IgA水疱症 ………………………………………… 635
線状IgA水疱性皮膚症 ………………………………… 635
尖圭コンジローマ……………………1177，1181，1237
sexually transmitted infections …………………… 1201
深部静脈血栓症……………………………… 1048，1067
歯肉病変……………………………………………… 1217
心血管症状……………………………………………… 130
真皮内巨大有痛性腫瘤……………………………… 1001
心理的アプローチ……………………………………… 89
診療報酬改定………………………………………… 1017
新生児中毒性紅斑……………………………………… 627
心身症…………………………………………………… 89
脂漏部位……………………………249，253，273，305
脂漏性皮膚炎…………………………………… 226，230
脂漏性天疱瘡…………………………………………… 253
歯性感染症……………………………………………… 631
脂腺癌…………………………………………………… 293
自然免疫………………………………………………… 235
食道癌…………………………………………………… 863
食後血糖値……………………………………………… 791
小児……………………………………………… 441，663
小児膿疱性乾癬………………………………………… 683
掌蹠………………… 155，441，445，461，469，855
掌蹠悪性黒色腫……………………………………… 1158
掌蹠角化症……………………………………………… 526
掌蹠膿疱症………… 449，453，457，500，651，695
掌蹠多汗症……………………………………… 437，493
照射方法………………………………………………… 69
手背……………………………………………………… 957
手術…………………………………………… 851，1007
酒皶……………………………………………… 235，245
酒皶様皮膚炎…………………………………………… 241
手指……………………………………………………… 779
手掌……………………………………………………… 477
腫瘍局面形成型………………………………………… 895
腫瘍塞栓………………………………………………… 779
Sister Mary Josephʼs nodule ………………………… 867
シタグリプチン………………………………………… 643
Sjögren症候群 ………………………………………… 53
Smith型 ………………………………………………… 953
足趾壊疽……………………………………………… 1083
足底……………………………………… 547，567，579
足底皮膚………………………………………………… 587
足底表皮囊腫…………………………………………… 571



─ 29 ─ ─ 30 ─

solid-cystic hidradenoma ……………………………… 949
ソラフェニブ…………………………………… 383，399
組織球…………………………………………………… 261
搔破……………………………………………………… 45
爪囲炎…………………………………………………… 387
爪囲紅斑………………………………………………… 387
早期病変………………………………………………… 575
爪甲脱落………………………………………………… 473
Spitz母斑 ……………………………………………… 579
STAT3 …………………………………………………… 726
ステロイド……………………………………………… 387
ステロイド外用薬………………………………… 8，647
ステロイド内服………………………………………… 667
ステロイド軟膏………………………………………… 61
ステロイドレスポンダー……………………………… 95
ステロイド緑内障……………………………………… 95
ステロイド点眼液・外用薬…………………………… 95
Stewart-Treves症候群 ………………………………… 871
水疱性類天疱瘡………………………………………… 469
膵疾患…………………………………………………… 755
睡眠障害………………………………………………… 15
スナノミ………………………………………………… 539
Sweet病 ………………………………………… 767，875
syphilis ……………………………………………… 1201
syringocystadenoma papilliferum …………………… 985
syringoma ……………………………………………… 179
systemic contact dermatitis …………………………… 143

t
タクロリムス…………………………………………… 163
タクロリムス内服……………………………………… 667
タクロリムス軟膏……………………………………… 245
多発潰瘍……………………………………………… 1209
多発関節炎……………………………………………… 651
多発性エクリン螺旋腺腫……………………………… 969
多発性円柱腫…………………………………………… 265
多発性丘疹状毛包上皮腫……………………………… 433
多発性毛包上皮腫……………………………………… 265
体幹……………………………………………………… 973
大量γ-グロブリン療法 ……………………………… 843
多汗……………………………………………………… 589
多形紅斑型薬疹………………………………………… 399
TARC …………………………………………………… 15
単純ヘルペスウイルス……………………………… 1173
手足口病………………………………………………… 473
手足症候群……………………………………………… 383
定量的軸索反射性発汗試験…………………………… 53
転移性皮膚癌…………………………………………… 903
点状角化性病変………………………………………… 445
点状出血斑……………………………………………… 139

テトラサイクリン……………………………………… 500
Th17細胞 ……………………………………………… 73
TNF-α ………………………………………………… 620
TNF-α製剤 …………………………………… 391，453
TNF-α阻害薬 ………………………………………… 367
トシリズマブ…………………………………………… 343
糖………………………………………………………… 791
頭部膿疱………………………………………………… 667
頭頸部腫瘍……………………………………………… 945
凍結療法……………………………………………… 1221
糖尿病…………………………………………… 535，747
透析……………………………………………………… 735
疼痛……………………………………………… 559，589
tubular apocrine adenoma …………… 957，981，985
tumor thickness………………………………………… 297
Tunga penetrans ……………………………………… 539
tungiasis ………………………………………………… 539
TXT ……………………………………………………… 351
TYK2 …………………………………………………… 726

u
うっ滞性皮膚潰瘍…………………………………… 1075

v
verrucous carcinoma ………………………………… 563
ビタミンB6 …………………………………………… 1091

w
ワーファリン………………………………………… 1087
white fibrous papulosis of the neck …………………… 61

x
X線検査 ………………………………………………… 555

y
薬疹……………………………………… 80，285，1213
予後因子………………………………………………… 903
ヨウ化カリウム………………………………… 500，767
痒疹……………………………………………………… 49
痒疹結節………………………………………………… 65
疣状癌…………………………………………………… 563
有効性…………………………………………………… 83
有棘細胞癌……………………………………………… 571
遊走性血栓性静脈炎………………………………… 1071
有痛性紅斑……………………………………………… 891
疣贅状病変……………………………………………… 563

z
痤瘡様発疹……………………………………… 257，339
前立腺癌………………………………………………… 347



─ 31 ─

全身性エリテマトーデス……………………………… 477
絶食療法………………………………………………… 29
舌潰瘍…………………………………………………… 335

ゾレドロネート………………………………………… 347
増殖性類天疱瘡………………………………………… 155


	表紙
	目次
	editorial　先人の遺した医の言葉
	topics①　疥癬診断の極意
	topics②　掌蹠の悪性黒色腫診断へのダーモスコピーの意義
	展望　性感染症の皮膚症状
	臨床例①　入院を要した女性の性器ヘルペス
	臨床例②　治療に難渋した肛門部尖圭コンジローマ
	臨床例③　イミキモドが無効でありHAART療法後に拡大したHIV合併巨大尖圭コンジローマ
	臨床例④　軟性下疳を疑った陰部潰瘍─Haemophilus parainfluenzaeと梅毒による混合感染により生じた陰部潰瘍─
	臨床例⑤　特異な臨床像を呈した第2期梅毒
	臨床例⑥　胃病変を伴った第2期梅毒
	臨床例⑦　第2期梅毒
	臨床例⑧　梅毒─顔面の環状局面─
	臨床例⑨　鼠径リンパ節腫脹，梅毒2期疹を契機に診断されたHIV感染症
	臨床例⑩　HIV抗体陽性を伴った悪性梅毒
	臨床例⑪　繰り返した薬疹が主訴となったHIV感染症
	臨床例⑫　巨大な歯肉病変が多発したAIDS関連型Kaposi肉腫
	臨床例⑬　凍結療法が奏効したAIDS関連Kaposi肉腫
	臨床例⑭　梅毒─硬性下疳
	advisorの眼　新臨床研修制度の中の皮膚科
	蝶の博物詩　クモガタヒョウモン
	治療　性器ヘルペスに対する再発抑制効果
	統計　東京医大病院皮膚科におけるHIV 患者に生じた尖圭コンジローマの検討
	皮心伝心　記録を残すこと
	診察室の四季
	皮膚科のトリビア
	声
	奥付
	索引

