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松尾　聿朗･･･････････････････････････････････････････ 796
皮心伝心

「小葉状鱗屑があればvery strongを」は使えるか？
片桐　一元･･･････････････････････････････････････････ 801

診察室の四季
昼寝／斉藤　隆三･･････････････････････････････････････ 803
皮膚科のトリビア
第98回／浅井　俊弥････････････････････････････････････ 804
声
診察室とガム･･･････････････････････････････････････････ 807

9月号：全身症状を伴う皮膚疾患（2）
editorial
冷やす？　温める？／三橋善比古･････････････････････ 815
topics
皮膚とメタボリックシンドローム／高橋　英俊･････ 816
topics
重症熱性血小板減少症候群

福士　秀悦，西條　政幸････････････････････････････ 822
展望
真皮マトリックス異常による全身疾患─弾性線維性仮

性黄色腫
宇谷　厚志･･･････････････････････････････････････････ 827

臨床例
蜂刺症による横紋筋融解症

田島　綾子，米山　　啓，牧野　俊一，中西加寿也 
････････････････････････････････････････････････････････ 833

角結膜炎を合併した酒皶
高田　香織，磯貝理恵子，山田　秀和，板橋　幹城 
････････････････････････････････････････････････････････ 837

過敏性肺臓炎を合併した再発性多発軟骨炎
園田　広弥，市村　洋平，宮垣　朝光，宮嵜　美幾，
三井　　浩，佐藤　伸一････････････････････････････ 841

ヘルペス髄膜炎を合併した帯状疱疹
東儀那津子，高須　　博････････････････････････････ 845

腸腰筋膿瘍を合併した急性汎発性発疹性膿疱症
中村有希子，中村　好貴，竹本　朱美，武藤　正彦 
････････････････････････････････････････････････････････ 849

汎発性扁平黄色腫が診断の手がかりとなった母乳による
高コレステロール血症
山下　紘子，落合　豊子，浦上　達彦，岡田　知雄，
髙橋夫紀子･･･････････････････････････････････････････ 853

V型脂質異常症の診断契機となった発疹性黄色腫
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大川　裕子，濱田　和俊，渡辺　秀晃，北見　由季，
末木　博彦･･･････････････････････････････････････････ 857

びまん性扁平黄色腫から血液疾患を疑った例
陳　　慧芝，小野田雅仁････････････････････････････ 861

寒冷凝集素症
猿田　祐輔，奥村　恵子，松澤　有希，大歳　晋平，
内田　隆夫，高安真美子，末木　博彦･････････････ 865

クリオグロブリン血症性紫斑から多発性骨髄腫の診断に
至った例
早川　　順，小松由莉江，塩原　哲夫･････････････ 869

HLA-B39陽性強直性脊椎炎を合併した壊疽性膿皮症
高野　裕子，田中　　厚，本島　新司･････････････ 873

潰瘍性大腸炎治療の自己中断により発症した壊疽性膿皮
症
大沼　毅紘，長田　　厚，塚本　克彦，小嶋裕一郎，
相川　恵子･･･････････････････････････････････････････ 877

慢性骨髄性白血病を合併したWells症候群
中里　信一，藤田　靖幸，濵出　洋平，長谷部育恵，
杉田　純一，西江　　渉，清水　　宏･････････････ 881

悪性リンパ腫や結核性皮下膿瘍と鑑別を要したネコひっ
かき病
伊藤亜希子，甲斐　宜貴，石川　一志，後藤　瑞生，
波多野　豊，藤原　作平････････････････････････････ 885

後腹膜腔原発B細胞リンパ腫を伴った腫瘍随伴性天疱瘡
六戸　大樹，赤坂英二郎，北村　英夫，原田　　研，
古賀　浩嗣，橋本　　隆････････････････････････････ 889

advisorの眼
飲んでいる薬がわからない／荻野　篤彦･････････････ 894
蝶の博物詩
ヘリグロチャバネセセリ／西山　茂夫････････････････ 895
私の歩んだ道
水虫と私／比留間政太郎･･･････････････････････････････ 898
診察室の四季
台風／斉藤　隆三･･････････････････････････････････････ 903
皮膚科のトリビア
第99回／浅井　俊弥････････････････････････････････････ 904
声
本誌5月号「ステント除去により皮疹が改善した全身型金

属アレルギー」を拝読して／5月号声「テープかぶれへ
の工夫」を読んで･････････････････････････････････････ 906

10月号：強皮症およびその関連疾患
editorial
定番の問診とは／浅井　俊弥･･････････････････････････ 915
topics
指趾壊疽・潰瘍をきたした強皮症6症例─画像的血管

変化の検討
永田　尚子，種村　　篤，東原　大樹，片山　一朗 
････････････････････････････････････････････････････････ 916

展望
ダーモスコピーによる全身性強皮症爪郭毛細血管の観察

大塚　　勤･･･････････････････････････････････････････ 924
臨床例
混合性結合組織病患者の顔面に生じ，lichen sclerosus様

の組織所見を伴った色素斑
伊藤　瞳子，落合　豊子，青木見佳子，山中健次郎 
････････････････････････････････････････････････････････ 929

primary Sjögren症候群患者にみられた剣創状強皮症と
背部の結節状モルフェアの併存例
山本　俊幸，三浦　貴子････････････････････････････ 933

ステロイド内服とメトトレキサート（MTX）の併用が有
効であった小児のgeneralized morphea
江藤　宏光，新井　　達，高須　　博，浅谷　雅文 
････････････････････････････････････････････････････････ 937

好酸球性筋膜炎を伴ったgeneralized morphea
清水　裕希，岸田　寛子，片岡　葉子･････････････ 941

抗Th/To抗体が検出された筋炎合併汎発型モルフェア
周　　　円，加納　宏行，清島真理子，濱口　儒人，
藤本　　学･･･････････････････････････････････････････ 945

乳房針生検部より限局性強皮症を発症した例
荒瀬　規子，千田　聡子，井川　　健，片山　一朗 
････････････････････････････････････････････････････････ 949

結節状強皮症
荒川　七恵，日野　治子････････････････････････････ 953

心筋障害を合併した全身性強皮症
浅井　　幸，鍬塚　　大，冨田　　元，富村　沙織，
宇谷　厚志･･･････････････････････････････････････････ 957

著明な腹部膨満を呈し，偽性腸閉塞，腸管囊腫様気腫症
を合併した全身性強皮症
三宅　美帆，和薬　孝昌，石井　貴之，長谷川　稔，
藤本　　学，竹原　和彦････････････････････････････ 961

抗Ku抗体陽性全身性強皮症
高橋　岳浩，浅野　善英，佐藤　伸一･････････････ 965

抗中心体抗体が陽性で特異な色素沈着を伴ったsclero-
derma spectrum disorder
吉岡詠理子，西岡めぐみ，谷　　　守，片山　一朗 
････････････････････････････････････････････････････････ 969

ボセンタン内服中に腹水貯留を認めた全身性強皮症
岡本　芳伸，濱口　儒人，長谷川　稔，竹原　和彦 
････････････････････････････････････････････････････････ 973

advisorの眼
「皮疹を伴う不明熱」か「発熱を伴う皮膚疾患」か

衛藤　　光･･･････････････････････････････････････････ 978
蝶の博物詩
シロミスジ／西山　茂夫･･･････････････････････････････ 979
治療
全身性強皮症に伴う難治性皮膚潰瘍に対する当科でのボ

センタンの使用経験
谷口　隆志，浅野　善英，佐藤　伸一･････････････ 981
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腎クリーゼを発症した抗RNAポリメラーゼ抗体陽性全
身性強皮症
斎藤　佑希，松下　貴史，濱口　儒人，藤本　　学，
竹原　和彦･･･････････････････････････････････････････ 985

診察室の四季
赤蜻蛉／斉藤　隆三････････････････････････････････････ 989
皮膚科のトリビア
第100回／浅井　俊弥･･････････････････････････････････ 990
声
先月号の「冷やす？　温める？」を読んで／本誌9月号

editorial「冷やす？　温める？」を拝読して･････････ 992

11月号：皮膚真菌症（7）
editorial
元気のでる卒前教育／向井　秀樹････････････････････1003
topics
病原真菌の命名に関わる諸問題／望月　　隆･･･････1004
臨床分離株の取り扱いと菌株保存／杉山　和良････1010
臨床例
原因菌種の異なる頭部の白癬

北見　由季･･････････････････････････････････････････1017
手掌に生じたTrichophyton tonsurans感染症

小島　清登，南部　昌之，安澤　数史，花川　博義，
柳原　　誠，望月　　隆･･･････････････････････････1021

ネコから感染したArthroderma vanbreuseghemiiによる白
癬
佐藤　友隆･･････････････････････････････････････････1025

水疱性類天疱瘡患者に生じた白癬性肉芽腫
楠葉　展大，辻岡　　馨･･･････････････････････････1029

Trichophyton rubrumによる白癬性毛瘡
比留間　翠，町田　裕子，貞政　裕子，舟串　直子，
比留間政太郎，池田　志斈･････････････････････････1033

人中部に生じたMicrosporum gypseum感染症
安西　三郎･･････････････････････････････････････････1037

Microsporum canis感染症
吉村　英子，足立　　真･･･････････････････････････1041

スリランカ人小児に生じたMicrosporum gypseumによる
ケルスス禿瘡
秋田　　文，岩澤　真理，外川　八英，神戸　直智，
西村　和子，松江　弘之･･･････････････････････････1045

カンジダ性エクリン汗管炎
小沢　広明，加藤　陽一･･･････････････････････････1049

Cladosporium spp．による左Ⅰ趾爪甲色素線条
大塩　絢子，福山國太郎･･･････････････････････････1053

下腿に多発性膿瘍を形成した原発性皮膚アスペルギルス
症
一角　直行，村田　洋三，熊野　公子････････････1057

易感染性宿主に合併した皮下型ケタマカビ（Chaetomium
属）感染症
平澤　祐輔，比留間政太郎，清水　　愛，小川　祐美，

池田　志斈，菊池　　賢，佐野　文子，矢口　貴志 
･･･････････････････････････････････････････････････････1061

多発性潰瘍病変を認めたクリプトコッカス症
菊池　信之，川上　佳夫，山本　俊幸，林　　　晃 
･･･････････････････････････････････････････････････････1065

左足関節内踝部に生じた皮膚固定型スポロトリコーシス
木村有太子，今　　泰子，伊勢友加里，高森　建二，
佐野　文子，比留間政太郎，須賀　　康･････････1069

クロモミコーシス
牧野　公治，福島　　聡，永田　貴士，尹　　浩信 
･･･････････････････････････････････････････････････････1073

蝶の博物詩
カラフトセセリ／西山　茂夫･････････････････････････1077
統計
皮膚糸状菌，最近の動向／竹中　　基･･･････････････1079
私の歩んだ道
すべては周りの人のお蔭／橋本　　功･･･････････････1086
診察室の四季
晩秋／斉藤　隆三･････････････････････････････････････1095
皮膚科のトリビア
第101回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1096
声
9月号「冷やす？　温める？」を拝読して･････････････1099

12月号：薬疹─2013
editorial
10大ニュース／斉藤　隆三･･･････････････････････････1107
topics
重症薬疹と医薬品副作用被害救済制度

飯島　正文･･････････････････････････････････････････1108
手術中にアナフィラキシーショックをおこした原因をプ

リックテストで確認した3症例／井上　雅子･･････1115
臨床例
オメプラゾール（オメプラール）によるnonpigmenting 

fixed drug eruption
髙山　直子，西澤　　綾，藤本　智子，佐藤　貴浩，
横関　博雄･･････････････････････････････････････････1121

ソラフェニブによる手足症候群出現後，多形紅斑型薬疹
が発症した例
藤井　弓子，高尾真理子，大谷　稔男････････････1125

ブシラミンによる尋常性天疱瘡
沼田　貴史，小林　祐子，岸田　功典，倉繁　祐太，
峯村　徳哉，長谷　哲男，吉村　和弘，橋本　　隆
･･･････････････････････････････････････････････････････1129

インフリキシマブによる乾癬型薬疹
湯上　　徹，小西　道雄，大田　妙子････････････1133

アバタセプト（オレンシア）により誘発された乾癬様皮疹
蒲沢美代子，四津　里英，甲斐　浩通，玉木　　毅
･･･････････････････････････････････････････････････････1137
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acute localized exanthematous pustulosis of the face
若松加奈恵，平野　宏文，大島　友紀，三橋善比古･･･
1141

薬剤誘発慢性色素性紫斑の2例
伊澤　有香，尾見　徳弥，加藤　篤衛，川名　誠司･･･
1145

TS-1によるエリテマトーデス型薬疹
安西　三郎，明石　雄一･･･････････････････････････1149

薬剤性過敏症症候群（DIHS）
若松　研弥，一宮　　誠，武藤　正彦････････････1153

カルバマゼピンによるdrug induced hypersensitivity 
syndromeの黒人例
倉繁　祐太，岸田　功典，坪井　良治，三橋善比古･･･
1157

ヒドロクロロチアジド配合剤による光線過敏型薬疹の2
例
大橋　優文，押谷　陽子，斎藤真理子，加納　宏行，
清島真理子･･････････････････････････････････････････1161

ヒト免疫グロブリン療法が奏効したと考えられたTEN
型薬疹
根本　　圭，山口　道也，浪花研一郎，一宮　　誠，
武藤　正彦･･････････････････････････････････････････1165

アスピリンが原因薬と考えられた中毒性表皮壊死症

山賀　康右，花房　崇明，山岡　俊文，小豆澤宏明，
片山　一朗，吉岡　大輔，戸田　宏一，澤　　芳樹
･･･････････････････････････････････････････････････････1169

単純血漿交換療法が奏効した中毒性表皮壊死症
山下　真未，藤井　紀和，戸田　和美，高橋　聡文，
加藤　　威，中西　　元，林　　宏明，藤本　　亘，
田中　俊宏･･････････････････････････････････････････1173

Sézary症候群に対するボリノスタット療法中に生じた
Wells症候群
白井　浩平，三橋善比古，臼田　俊和，大久保ゆかり
･･･････････････････････････････････････････････････････1177

蝶の博物詩
ヒョウモンチョウ／西山　茂夫･･････････････････････1181
治療
中毒性表皮壊死症の治療における口腔ケアの重要性

伊藤　有美，藤井　孝之，臼田　俊和，小寺　雅也，
小粥　照子･･････････････････････････････････････････1184

診察室の四季
冬灯／斉藤　隆三･････････････････････････････････････1191
皮膚科のトリビア
第102回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1192
声
本誌「皮膚病診療」のピアレビュー／西岡　　清････1195

※なお35巻増刊号「誤診しやすい皮膚疾患」の目次は，発
行が本号発行後になるため掲載しておりません．
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阿部理一郎……紅皮症を呈した重症落葉状天疱瘡─過

去10年間の当院における落葉状天疱瘡の総括とともに　
501

足立　　真……Microsporum canis感染症　1041
相原　道子……オレンジアレルギー　153，小腸に多発

潰瘍を認めたHenoch-Schönlein紫斑病　743
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した壊疽性膿皮症　877
相山　明輝……デング熱　641，ヒトヒフバエ皮膚ハエ

幼虫症　661
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生じた汗孔角化症　565
赤尾　信明……鉤虫の経皮感染が考えられたcreeping 

eruption　645
赤坂英二郎……後腹膜腔原発B細胞リンパ腫を伴った腫

瘍随伴性天疱瘡　889
明石　雄一……TS-1によるエリテマトーデス型薬疹　

1149
赤坂　俊英……外用処置はスキンシップなり　596
安藝　良一……厚い鱗屑を生じたサルコイドーシス　
23，ステロイド痤瘡　243

秋田　　文……スリランカ人小児に生じたMicrosporum 
gypseumによるケルスス禿瘡　1045

秋田　洋一……リポイド類壊死症様皮疹を呈したサルコ
イドーシス　55

秋津　美帆……脂肪織炎と間質性肺炎を合併した皮膚筋
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秋山　正基……青年期に入れた蛇型刺青部に肉芽腫病変
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に合併したサルコイドーシス　67

安藤　秀二……Rickettsia africaeによる旅行者感染症　
673

安藤　健明……皮膚生検により多発性骨髄腫を伴う全身
性アミロイドーシスとの診断に至った例　391

安齋　眞一……頭部に皮疹が限局したALアミロイドー
シス　371，絶滅危惧種　605

安西　三郎……人中部に生じたMicrosporum gypseum感
染症　1037，TS-1によるエリテマトーデス型薬疹　
1149

青木見佳子……混合性結合組織病患者の顔面に生じ，
lichen sclerosus様の組織所見を伴った色素斑　929

青山　亮介……家族性アミロイドポリニューロパチーⅣ
型　379

新井　　達……MRI所見が診断に有用であった多発腫瘤
型筋サルコイドーシス　59， ステロイド内服とメトト
レキサート（MTX）の併用が有効であった小児のgener-
alized morphea　937

新井　　崇……眼球突出と頭蓋内浸潤がみられた眼窩膿
瘍─丹毒様紅斑を呈した例　141

荒川　七恵……結節状強皮症　953
荒瀬　規子……乳房針生検部より限局性強皮症を発症し

た例　949
有田　　賢……紅皮症を呈した重症落葉状天疱瘡─過

去10年間の当院における落葉状天疱瘡の総括とともに　
501

朝比奈昭彦……レセルピン（アポプロン）内服が奏効した
多形慢性痒疹　453， 帯状に配列する結合織母斑　
533，Sjögren症候群に合併した高γ-グロブリン血症
性紫斑　783

浅井　　幸……心筋障害を合併した全身性強皮症　957
浅井　俊弥……皮膚病の好発部位　93， 皮膚科のトリ

ビア　第91回　102， ヒトパルボウイルスB19感染症
─伝染性紅斑と成人の非定型疹　201，皮膚科のト
リビア　第92回　210， 皮膚科のトリビア　第93回　
322，下腿の水疱から診断に至った家族性アミロイド
ポリニューロパチー　399，皮膚科のトリビア　第94
回　420，外用薬の後発品について　433，皮膚科の
トリビア　第95回　510，皮膚科のトリビア　第96回　
608，皮膚科のトリビア　第97回　706，皮膚科のト
リビア　第98回　804， 皮膚科のトリビア　第99回　
904，定番の問診とは　915，皮膚科のトリビア　第
100回　990，皮膚科のトリビア　第101回　1096，皮
膚科のトリビア　第102回　1192

浅野　善英……脳実質に石灰化結節を認めた剣創状強皮
症　775，抗Ku抗体陽性全身性強皮症　965，全身性
強皮症に伴う難治性皮膚潰瘍に対する当科でのボセン
タンの使用経験　981

浅谷　雅文……ステロイド内服とメトトレキサート（MTX）
の併用が有効であった小児のgeneralized morphea　
937

小豆澤宏明……アスピリンが原因薬と考えられた中毒性
表皮壊死症　1169

東　　直人……強皮症に合併した原発性限局性皮膚アミ
ロイドーシス　367

b
馬場　直子……山中教授のノーベル賞受賞に思う　304
尾藤　利憲……水疱の形成を伴った好酸球性膿疱性毛包

炎　157

人　　名　　索　　引
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c
陳　　怡如……ダラシンTローションによる接触皮膚炎　
299，家族性アミロイドポリニューロパチーⅣ型　379

近澤　咲子……ロキシスロマイシンが奏効した汎発性環
状肉芽腫　485

陳　　慧芝……びまん性扁平黄色腫から血液疾患を疑っ
た例　861

d
出光　俊郎……融合性細網状乳頭腫症　537

e
江石　義信……サルコイドーシスの病因について　15
遠藤　宏樹……小腸に多発潰瘍を認めたHenoch-Schönlein

紫斑病　743
遠藤ひろみ……上皮性悪性腫瘍に続発する皮膚限局性ア

ミロイドーシスの臨床病理学的検討　413
榎本　暢子……眼病変を合併したデングウイルス感染症　
637

江藤　宏光……ステロイド内服とメトトレキサート（MTX）
の併用が有効であった小児のgeneralized morphea　
937

衛藤　　光……MRI所見が診断に有用であった多発腫瘤
型筋サルコイドーシス　59，「皮疹を伴う不明熱」か

「発熱を伴う皮膚疾患」か　978

f
藤井　紀和……単純血漿交換療法が奏効した中毒性表皮

壊死症　1173
藤井　孝之……中毒性表皮壊死症の治療における口腔ケ

アの重要性　1184
藤井　弓子……ソラフェニブによる手足症候群出現後，

多形紅斑型薬疹が発症した例　1125
藤本　　学……診断から45年を経てprimary cutaneous 

ALCLを続発したparakeratosis variegata　577，抗Th/
To抗体が検出された筋炎合併汎発型モルフェア　
945，著明な腹部膨満を呈し, 偽性腸閉塞, 腸管囊腫様
気腫症を合併した全身性強皮症　961，腎クリーゼを
発症した抗RNAポリメラーゼ抗体陽性全身性強皮症　
985

藤本　典宏……糖尿病を合併し，皮疹を契機に他臓器病
変が発覚した皮下型サルコイドーシス　63

藤本　智子……オメプラゾール（オメプラール）による
nonpigmenting fixed drug eruption　1121

藤本　　亘……酒皶・酒皶様皮膚炎の現状─川崎医科
大学附属病院における2002～2011年の集計　307，単
純血漿交換療法が奏効した中毒性表皮壊死症　1173

藤沢　智美……経過中に症状が変化した小児発症サルコ
イドーシス　51，Rickettsia africaeによる旅行者感染
症　673

藤田　博己……Rickettsia africaeによる旅行者感染症　
673

藤田　靖幸……慢性骨髄性白血病を合併したWells症候
群　881

藤谷　直明……皮膚生検により多発性骨髄腫を伴う全身
性アミロイドーシスとの診断に至った例　391

藤原　作平……皮膚生検により多発性骨髄腫を伴う全身
性アミロイドーシスとの診断に至った例　391，悪性
リンパ腫や結核性皮下膿瘍と鑑別を要したネコひっか
き病　885

福田　英嗣……顔面播種状粟粒性狼瘡（LMDF）　263，
体幹部のacquired reactive perforating collagenosis　
545，眼病変を合併したデングウイルス感染症　637

袋　　秀平……5月号声「テープかぶれへの工夫」を読ん
で　906

福士　秀悦……重症熱性血小板減少症候群　822
福島　　聡……クロモミコーシス　1073
福山國太郎……アダパレン外用が著効した老人性面皰　

259，Cladosporium spp.による左Ⅰ趾爪甲色素線条　
1053

舟串　直子……Trichophyton rubrumによる白癬性毛瘡　
1033

古橋　卓也……続発性アミロイドーシスによる消化器症
状を呈したと推測される関節症性乾癬　375

古川　福実……膠原病を伴う血管炎の病態　725
古田　未征……Grover病との鑑別を要したDarier病　
461

布袋　祐子……Sjögren症候群を合併した皮膚限局性結
節性アミロイドーシス　363

g
後藤真由子……皮膚生検により多発性骨髄腫を伴う全身

性アミロイドーシスとの診断に至った例　391
後藤　瑞生……悪性リンパ腫や結核性皮下膿瘍と鑑別を

要したネコひっかき病　885

h
白 田 阿 美 子…… 小 腸 に 多 発 潰 瘍 を 認 め たHenoch-

Schönlein紫斑病　743
濱田　篤郎……トラベルメディスンと皮膚疾患　630
濱田　和俊……V型脂質異常症の診断契機となった発疹

性黄色腫　857
濱田　尚宏……久留米大学皮膚科における遺伝子検査　

324
濱田　利久……Buruli潰瘍　665
濵出　洋平……慢性骨髄性白血病を合併したWells症候

群　881
濱口　儒人……抗Th/To抗体が検出された筋炎合併汎発

型モルフェア　945，ボセンタン内服中に腹水貯留を
認めた全身性強皮症　973，腎クリーゼを発症した抗
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RNAポリメラーゼ抗体陽性全身性強皮症　985
花房　崇明……thymoma-associated multiorgan autoimmunity　

526，アスピリンが原因薬と考えられた中毒性表皮壊
死症　1169

花川　博義……手掌に生じたTrichophyton tonsurans感染
症　1021

原田　　研……後腹膜腔原発B細胞リンパ腫を伴った腫
瘍随伴性天疱瘡　889

春名　邦隆……紅斑性天疱瘡　165，ジアフェニルスル
ホン内服が奏効した集簇性痤瘡　251

長谷部育恵……慢性骨髄性白血病を合併したWells症候
群　881

長谷川　稔……診断に苦慮した若年発症サルコイドーシ
ス　47， 著明な腹部膨満を呈し， 偽性腸閉塞， 腸管
囊腫様気腫症を合併した全身性強皮症　961，ボセン
タン内服中に腹水貯留を認めた全身性強皮症　973

橋本　明彦……下腿の水疱から診断に至った家族性アミ
ロイドポリニューロパチー　399

橋本　　功……Vol.35,No.3 editorialに寄せて　610， す
べては周りの人のお蔭　1086

橋本　　隆……基礎研究の推進はその皮膚科講座を活性
化する　84， 久留米大学皮膚科における遺伝子検査　
324， 後腹膜腔原発B細胞リンパ腫を伴った腫瘍随伴
性天疱瘡　889， ブシラミンによる尋常性天疱瘡　
1129

波多野　豊……皮膚生検により多発性骨髄腫を伴う全身
性アミロイドーシスとの診断に至った例　391，悪性
リンパ腫や結核性皮下膿瘍と鑑別を要したネコひっか
き病　885

服部　　瑛……褥瘡と疥癬　410，群馬県実地皮膚科医
会　513

早川　　順……クリオグロブリン血症性紫斑から多発性
骨髄腫の診断に至った例　869

林　　　晃……多発性潰瘍病変を認めたクリプトコッカ
ス症　1065

林　　宏明……酒皶・酒皶様皮膚炎の現状─川崎医科
大学附属病院における2002～2011年の集計　307，単
純血漿交換療法が奏効した中毒性表皮壊死症　1173

林　　郁伶……皮膚限局性結節性アミロイドーシス　
351

林　　伸和……痤瘡治療の現状　230，痤瘡瘢痕にみら
れたミノサイクリンによる色素沈着　295，大学生を
対象とする痤瘡の有無と生活習慣に関するアンケート
解析結果の報告　314

東　　　晃……シクロスポリン内服が奏効した丘疹紅
皮症　449

東原　大樹……指趾壊疽・ 潰瘍をきたした強皮症6症例
─画像的血管変化の検討　916

肥後　順子……ulerythema ophryogenes（眉毛瘢痕性紅
斑）と思われる症例　181

日野　治子……基底細胞癌の病変内に肉芽腫を形成した
サルコイドーシスの1例，および当科経験例の皮膚症
状のまとめ　87，結節状強皮症　953

日野上はるな……尋常性乾癬のnarrow-band UVB療法中
に生じた汗孔角化症　565

平井　郁子……amyloidosis cutis nodularis atrophicans　
355

平川　彩子……催涙スプレーによる皮膚障害　149，亜
急性壊死性リンパ節炎（菊池病）　189

平野　宏文……acute localized exanthematous pustulosis 
of the face　1141

平野　貴士……診断から45年を経てprimary cutaneous 
ALCLを続発したparakeratosis variegata　577

平澤　祐輔……易感染性宿主に合併した皮下型ケタマカ
ビ（Chaetomium属）感染症　1061

平田　　悠……紅皮症を呈した重症落葉状天疱瘡─過
去10年間の当院における落葉状天疱瘡の総括とともに　
501

廣幡　智子……トラベルメディスンと皮膚疾患　630
比留間政太郎……水虫と私　898，Trichophyton rubrum

による白癬性毛瘡　1033， 易感染性宿主に合併した
皮下型ケタマカビ（Chaetomium属）感染症　1061，左
足関節内踝部に生じた皮膚固定型スポロトリコーシス　
1069

比留間　翠……Trichophyton rubrumによる白癬性毛瘡　
1033

本田まりこ……口唇アートメイクとヘルペスについて　
709

堀川　達弥……妊娠を契機に増悪したSLE　177， 幼児
に発症したeccrine hidradenitis　481

保科　大地……紅皮症を呈した重症落葉状天疱瘡─過
去10年間の当院における落葉状天疱瘡の総括とともに　
501

細野菜穂子……診断から45年を経てprimary cutaneous 
ALCLを続発したparakeratosis variegata　577

i
市原　麻子……ulerythema ophryogenes（眉毛瘢痕性紅

斑）と思われる症例　181
市川奈緒美……全身性エリテマトーデスと皮膚筋炎の

overlap症候群にみられたinterstitial granulomatous 
dermatitis　767

一宮　　誠……薬剤性過敏症症候群（DIHS）　1153，ヒ
ト免疫グロブリン療法が奏効したと考えられたTEN
型薬疹　1165

市 村　洋 平……hypopigmented mycosis fungoides　
573， 過敏性肺臓炎を合併した再発性多発軟骨炎　
841

一山　伸一……妊婦に発症した好酸球性膿疱性毛包炎　
275
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井川　　健……乳房針生検部より限局性強皮症を発症し
た例　949

尹　　浩信……ulerythema ophryogenes（眉毛瘢痕性紅
斑）と思われる症例　181，クロモミコーシス　1073

飯島　正文……重症薬疹と医薬品副作用被害救済制度　
1108

飯島　茂子……血疱・ 紫斑を主症状とした原発性AL型
アミロイドーシス　383，成人Still病　763

飯塚　　一……無疹部の皮膚生検で診断しえた全身性ア
ミロイドーシス　407

碇　　優子……帯状に配列する結合織母斑　533
池田　　啓……黄色爪症候群を合併した関節リウマチ　

787
池田　信昭……オレンジアレルギー　153，妊婦に発症

した好酸球性膿疱性毛包炎　275
池田　志斈……Trichophyton rubrumによる白癬性毛瘡　
1033， 易感染性宿主に合併した皮下型ケタマカビ

（Chaetomium属）感染症　1061
池永　五月……C型肝炎に対するinterferon-α（IFN-α）

療法中にサルコイドーシスを発症した例　31， タク
ロリムスによる酒皶様皮膚炎　169

池澤　善郎……小腸に多発潰瘍を認めたHenoch-Schönlein
紫斑病　743

一角　直行……下腿に多発性膿瘍を形成した原発性皮膚
アスペルギルス症　1057

稲岡　峰幸……フェニトインによる薬疹後に帯状疱疹を
生じ，サルコイドーシスを続発した例　35

井上　雅子……手術中にアナフィラキシーショックをお
こした原因をプリックテストで確認した3症例　1115

井上　勝平……ビブラマイシン内服による食道潰瘍　
105

井上　安子……9月号「冷やす？　温める？」を拝読して　
1099

井 上　雄 介…… 小 腸 に 多 発 潰 瘍 を 認 め たHenoch-
Schönlein紫斑病　743

入澤　亮吉……食道腫瘍を伴った後天性魚鱗癬　541
伊澤　有香……感染性心内膜炎に合併したIgA血管炎
（Henoch-Schönlein紫斑病）　751，薬剤誘発慢性色素
性紫斑の2例　1145

伊勢友加里……左足関節内踝部に生じた皮膚固定型スポ
ロトリコーシス　1069

石黒　直子……全身性エリテマトーデスと皮膚筋炎の
overlap症候群にみられたinterstitial granulomatous 
dermatitis　767， 脂肪織炎と間質性肺炎を合併した
皮膚筋炎　771

石井　則久……斑状皮膚萎縮症─Hansen病治療歴の
あるブラジル人男性例　489， 秋田県で発生した
Buruli潰瘍　669

石井　貴之……著明な腹部膨満を呈し, 偽性腸閉塞, 腸管
囊腫様気腫症を合併した全身性強皮症　961

石 井　敏 直…… 本 誌9月 号editorial「冷 や す？　温 め
る？」を拝読して　992

石地　尚興……新生児エリテマトーデス　173
石川　博康……「あかぬけた」話　105，ナマハゲと温熱

性紅斑　212，皮膚腫瘍診断アプリ？　424，診察室
とガム　807， 本誌５月号「ステント除去により皮疹
が改善した全身型金属アレルギー」を拝読して　906

石川　一志……悪性リンパ腫や結核性皮下膿瘍と鑑別を
要したネコひっかき病　885

石川　　治……過去から学ぶ　694
石河　　晃……家族性アミロイドポリニューロパチーⅣ

型　379，顎口虫による皮膚幼虫移行症　649
磯貝理恵子……角結膜炎を合併した酒皶　837
磯村　清子……脳実質に石灰化結節を認めた剣創状強皮

症　775
板橋　幹城……角結膜炎を合併した酒皶　837
伊藤亜希子……悪性リンパ腫や結核性皮下膿瘍と鑑別を

要したネコひっかき病　885
伊藤香世子……オレンジアレルギー　153
伊藤　倫子……血疱・ 紫斑を主症状とした原発性AL型

アミロイドーシス　383，成人Still病　763
伊藤　路子……感染性心内膜炎に合併したIgA血管炎
（Henoch-Schönlein紫斑病）　751

伊藤　瞳子……混合性結合組織病患者の顔面に生じ，
lichen sclerosus様の組織所見を伴った色素斑　929

伊東　慶悟……新生児エリテマトーデス　173
伊藤　有美……DIC，ARDSを併発したツツガムシ病　

685，中毒性表皮壊死症の治療における口腔ケアの重
要性　1184

岩渕千雅子……顎口虫による皮膚幼虫移行症　649
岩名沙奈恵……続発性アミロイドーシスによる消化器症

状を呈したと推測される関節症性乾癬　375
岩崎　剛志……無疹部の皮膚生検で診断しえた全身性ア

ミロイドーシス　407
岩澤　真理……スリランカ人小児に生じたMicrosporum 

gypseumによるケルスス禿瘡　1045
伊崎　誠一……皮膚科専門医に求められるあれこれ　
792

k
蒲沢美代子……アバタセプト（オレンシア）により誘発さ

れた乾癬様皮疹　1137
椛島　健治……太藤病の病型　129
角坂　照貴……ヒトヒフバエ皮膚ハエ幼虫症　661，

Rickettsia africaeによる旅行者感染症　673
鑑　　慎司……脳実質に石灰化結節を認めた剣創状強皮

症　775
甲斐　浩通……アバタセプト（オレンシア）により誘発さ

れた乾癬様皮疹　1137
甲斐　宜貴……悪性リンパ腫や結核性皮下膿瘍と鑑別を
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要したネコひっかき病　885
蒲原　　毅……孤立性丘疹を呈した好酸球性膿疱性毛包

炎　271
神戸　直智……悪性梅毒　279，皮膚限局性結節性アミ

ロイドーシス　351，HLA-B27陽性患者にみられた体
幹部の環状紅斑　445， スリランカ人小児に生じた
Microsporum gypseumによるケルスス禿瘡　1045

上出　良一……催涙スプレーによる皮膚障害　149，亜
急性壊死性リンパ節炎（菊池病）　189，アートメイク
による皮膚サルイコイド反応と考えられた例　193

加茂　理英……体幹部のacquired reactive perforating 
collagenosis　545

菅田　明子……酒皶・酒皶様皮膚炎の現状─川崎医科
大学附属病院における2002～2011年の集計　307

金子　一朗……Wegener肉芽腫症　755
金子　　聡……小児急性痘瘡状苔癬状粃糠疹　469
金子　高英……C型肝炎に対するinterferon-α（IFN-α）

療法中にサルコイドーシスを発症した例　31， タク
ロリムスによる酒皶様皮膚炎　169

金丸　和富……認知症とアミロイド　342
狩野　葉子……フェニトインによる薬疹後に帯状疱疹を

生じ， サルコイドーシスを続発した例　35， 筋症状
を伴ったアナフィラクトイド紫斑（AP）　747

加納　宏行……抗Th/To抗体が検出された筋炎合併汎発
型モルフェア　945，ヒドロクロロチアジド配合剤に
よる光線過敏型薬疹の2例　1161

関東　裕美……ダラシンTローションによる接触皮膚炎　
299

神崎　温子……カツオノエボシによるクラゲ皮膚炎　
653

唐川　　大……インフリキシマブ投与中に顔面に皮膚サ
ルコイドを生じた例　71

刈谷　隆之……眼球突出と頭蓋内浸潤がみられた眼窩膿
瘍─丹毒様紅斑を呈した例　141

加島　健司……皮膚生検により多発性骨髄腫を伴う全身
性アミロイドーシスとの診断に至った例　391

鹿島　眞人……環状肉芽腫を契機にSjögren症候群と判
明した例　779

柏熊　大輔……Wegener肉芽腫症　755
片桐　一元……ロキシスロマイシンが奏効した苔癬様型

皮膚サルコイド　79， 新生児一過性膿疱性メラノー
シス　267，ロキシスロマイシンが奏効した汎発性環
状肉芽腫　485，「小葉状鱗屑があればvery  strongを」
は使えるか？　801

片岡　葉子……好酸球性筋膜炎を伴ったgeneralized 
morphea　941

片山　宏賢……亜急性壊死性リンパ節炎（菊池病）　189
片山　一朗……先月号の「編集後記」「皮心伝心」を読んで　
513， 丘疹紅皮症（太藤）様症状と魚鱗癬様症状を呈
し，リンパ節浸潤により確定診断した紅皮症型菌状息

肉症　569， 指趾壊疽・ 潰瘍をきたした強皮症6症例
─画像的血管変化の検討　916，乳房針生検部より
限局性強皮症を発症した例　949，抗中心体抗体が陽
性で特異な色素沈着を伴ったscleroderma spectrum 
disorder　969， アスピリンが原因薬と考えられた中
毒性表皮壊死症　1169

加藤　裕史……続発性アミロイドーシスによる消化器症
状を呈したと推測される関節症性乾癬　375

加藤　　威……単純血漿交換療法が奏効した中毒性表皮
壊死症　1173

加藤　篤衛……薬剤誘発慢性色素性紫斑の2例　1145
加藤　陽一……カンジダ性エクリン汗管炎　1049
加藤　雪彦……エピジェネティクスの衝撃　118
勝岡　憲生……厚い鱗屑を生じたサルコイドーシス　
23，ステロイド痤瘡　243，cutaneous myeloid sarcoma　
585

勝崎　譲児……川崎病と血管病変　720
川端　寛樹……Rickettsia africaeによる旅行者感染症　
673

川上　佳夫……多発性潰瘍病変を認めたクリプトコッカ
ス症　1065

川久保　洋……インスリンボール　336，ステント除去
により皮疹が改善した全身型金属アレルギー　441

川名　誠司……頭部に皮疹が限局したALアミロイドー
シス　371， 感染性心内膜炎に合併したIgA血管炎
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骨髄腫の診断に至った例　869
小宮根真弓……インフリキシマブ投与中に顔面に皮膚サ

ルコイドを生じた例　71
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鍬塚　　大……心筋障害を合併した全身性強皮症　957

m
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去10年間の当院における落葉状天疱瘡の総括とともに　
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1141， カ ル バ マ ゼ ピ ン に よ るdr ug induced 
hypersensitivity syndrome の黒人例　1157，Sézary症
候群に対するボリノスタット療法中に生じたWells症
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amyloidosis　387

村田紗葵子……全身性エリテマトーデスと皮膚筋炎の



─ 17 ─ ─ 18 ─
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787
中島　康爾……C型肝炎に対するinterferon-α（IFN-α）

療法中にサルコイドーシスを発症した例　31， タク
ロリムスによる酒皶様皮膚炎　169
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