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有茎性脂腺母斑
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～新しい疥癬治療の可能性･････････････････････････1192

※なお36巻増刊号「Signs & Symptoms」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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a
安部　文人……浸潤性紅斑を呈し，自己免疫性肝炎を合

併したSjögren症候群　163
阿部名美子……前脛骨筋原発節外性NK/T細胞リンパ腫
（鼻型）─網状皮斑を呈した例─　267，dyshidro-

siform pemphigoid　737
阿部　優子……眼皮膚白皮症の生活指導─遺伝子診断症

例を経験して─　992
足立　厚子……金属除去食が著効を示した著明な過角化

を伴った汗疱状湿疹　717
足立　　真……インフリキシマブが著効した頭部と爪に

限局した乾癬　305
相原　道子……非結核性抗酸菌症を合併した尋常性乾癬

にウステキヌマブが著効した例　313，分子標的薬ソ
ラフェニブによる多形紅斑型薬疹　445，橋本病を合
併した円形脱毛症　825，薬剤性過敏症症候群に慢性
甲状腺炎を合併した例　862

赤木　有沙……広範な皮下脂肪萎縮と筋膜炎様変化を認
めたcGVHD　629， 顔面に脂漏性皮膚炎様の皮疹を
生じたHailey-Hailey病　973，BCG接種後に生じた腺
病性苔癬　1129

赤池　智子……血栓性静脈炎を契機に診断されたBehçet
病　243，手掌にリベドと皮内結節を認め肺胞出血を
来したSLE　247

赤坂英二郎……足穿孔症　637
秋田　　文……表皮母斑に炭酸ガスレーザーを用いた例　
503

秋田　浩孝……潰瘍性大腸炎に対するインフリキシマブ
投与が壊疽性膿皮症に奏効した例　341

天谷　雅行……臀部に暗赤色隆起性局面を呈した増殖性
天疱瘡　515

天野　正宏……porokeratotic eccrine ostial and dermal 
duct nevus（PEODDN）の2例　1021

天羽　康之……皮疹が先行した若年性特発性関節炎　
947

阿南　　隆……結節性紅斑の病理　78
安藤　典子……プロピルチオウラシル（チウラジール錠）

によるDIHS　159
青山　裕美……ロドデノール誘発性脱色素斑Rhododenol 

induced-leukodermaの臨床　590
新井　康介……骨欠損を伴った皮様囊腫　1045
荒井美奈子……インフリキシマブが有効であった掌蹠膿

疱症性骨関節炎　333
新井　　達……血栓性静脈炎を契機に診断されたBehçet

病　243，手掌にリベドと皮内結節を認め肺胞出血を
来したSLE　247，深在性エリテマトーデス　609

新井　　崇……血管免疫芽球性T細胞リンパ腫を合併し
たIgG4関連疾患─網状皮斑と壊死性血管炎を呈し
た例─　263

荒木　由梨……皮膚症状により早期に発見された高安動
脈炎　259

荒木　勇太……皮膚症状により早期に発見された高安動
脈炎　259

有馬　由美……浸潤性紅斑を呈し，自己免疫性肝炎を合
併したSjögren症候群　163

浅田　秀夫……水痘ワクチンによる帯状疱疹の発症予防　
1094

浅井　俊弥……皮膚病の記載　84， 皮膚科のトリビア　
第103回　94，皮膚科のトリビア　第104回　186，ビッ
グデータの活用　197， 皮膚科のトリビア　第105回　
278，皮膚科のトリビア　第106回　378，皮膚科のト
リビア　第107回　474，皮膚科のトリビア　第108回　
580，皮膚科のトリビア　第109回　677，Value-based 
Medicine　689， 皮膚科のトリビア　第110回　788，
皮膚科のトリビア　第111回　884， 皮膚科のトリビ
ア　第112回　980，well-being　1091，皮膚科のトリ
ビア　第113回　1078， 皮膚科のトリビア　第114回　
1190

浅海　千秋……一過性水性手掌角化症　753，zosteri-
form herpes simplex　919

浅野　善英……大腿に生じたPagetoid Bowen病　543
綾部　原子……橋本病を合併した円形脱毛症　825

b
馬場　直子……乾燥皮膚で見つかった減汗性外胚葉異形

成症　729，myeloid sarcoma　1061， タッチケアは
皮膚科医の醍醐味　1075

坂東　由紀……皮疹が先行した若年性特発性関節炎　
947

尾藤　利憲……ネコからの感染と考えられた多形滲出性
紅斑様皮疹を呈したMicrosporum canis感染症　123

尾藤　三佳……背部弾性線維腫　507

c
近森亜紀子……巨大な慢性滑液包炎　539
陳　　慧芝……分子標的薬ソラフェニブによる多形紅斑

型薬疹　445

d
出光　俊郎……尋常性乾癬のアダリムマブ投与中に生じ

た逆説的反応　413

人　　名　　索　　引
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e
越後　岳士……インフリキシマブが有効であった掌蹠膿

疱症性骨関節炎　333
江上　将平……イマチニブ内服中に顔面に生じた強い色

素沈着を伴う汗管腫　745
江原（山本）　瑞枝……顔面肉芽腫　523
遠藤雄一郎……ゲフィチニブにより生じた薬剤性脱毛　

617，頭部に生じた孤立性コラゲノーマ　1053
衛藤　　光……血栓性静脈炎を契機に診断されたBehçet

病　243，手掌にリベドと皮内結節を認め肺胞出血を
来したSLE　247， 末梢性T細胞リンパ腫─非特定
型　370，アダリムマブ二次無効後尋常性乾癬から膿
疱性乾癬へ移行しインフリキシマブ変更後に粟粒結核
を発症した例　409，深在性エリテマトーデス　609

江藤　宏光……Moulin型線状皮膚萎縮症　597

f
藤井ちひろ……Wilson病患者に生じた蛇行性穿孔性弾

力線維症　227
藤井　弘子……ゲフィチニブにより生じた薬剤性脱毛　

617，減汗性コリン性蕁麻疹の治療法と発汗テストの
工夫　769

藤井　真未……蛍光抗体法で汗腺にIgG沈着を認めた自
己免疫性内分泌腺症候群（APS）1型　845

藤井　弓子……痕跡的多指症　1041
藤本　典宏……陰囊部巨大verruciform xanthoma　511
藤本　徳毅……多発性骨髄腫の治療中に発症しhistiocyt-

oid Sweet syndromeと考えた症例　155
藤本　智子……高IgE症候群の患者に生じた寒冷誘発性

発汗過多症　741，当科で経験した特発性後天性全身
性無汗症の臨床的検討　777

藤尾　由美……イマチニブ内服中に顔面に生じた強い色
素沈着を伴う汗管腫　745

藤澤　章弘……ゲフィチニブにより生じた薬剤性脱毛　
617

藤澤　智美……TNF-α阻害薬投与中に発症したoverlap
症候群　421

藤田有理香……Pasini-Pierini型進行性特発性皮膚萎縮症　
601

藤原　明子……22q11.2欠失症候群の児に生じたStevens-
Johnson症候群　939

藤原　作平……10カ月の乳児の頭部に発生した隆起性皮
膚線維肉腫　555，小児毛孔性紅色粃糠疹　935

深谷　早希……lichen planus pigmentosus-inversus　231
福地　　修……足底にも皮疹がみられた色素性蕁麻疹　
1029

福田　英嗣……骨髄異形成症候群を合併したSweet病　
147， 潰瘍性大腸炎の急性増悪に伴って生じたSweet
病　151，コレステロール結晶塞栓症　251，薬疹も
疑われた成人T細胞白血病/リンパ腫　271，アトピー

性皮膚炎で入院加療中に生じる掌蹠の汗疱状発疹　
721

福田　一絵……糖尿病，透析患者に生じた蛇行性穿孔性
弾力線維症　223， 露光部に一様な水疱が多発し，
Köebner現象を認めた水痘　915

福井　眺万……三種混合ワクチン接種が誘因と考えられ
た乳児のSweet病　1145

福長　美幸……穿孔性毛包炎　633
福島　　聡……慢性腎不全を合併し，インフリキシマブ

が奏効した膿疱性乾癬　337
福山國太郎……骨髄露出療法で治療した難治性糖尿病性

潰瘍　837
船井　龍彦……私の往診の今昔　880
舩越　　建……臀部に暗赤色隆起性局面を呈した増殖性

天疱瘡　515，イマチニブ内服中に顔面に生じた強い
色素沈着を伴う汗管腫　745

船坂　陽子……Behçet病類似の皮膚症状を呈したCrohn
病　39

古川　福実……頭部血管肉腫に対してベバシズマブを使
用した1例の組織学的検討　349

古川　恵一……アダリムマブ二次無効後尋常性乾癬から
膿疱性乾癬へ移行しインフリキシマブ変更後に粟粒結
核を発症した例　409

g
五木田麻里……汗ヒスタミン遊離試験が陽性を示したア

トピー性皮膚炎　773
後藤真由子……水痘の既往がない幼児の汎発性帯状疱疹　
1153

後藤　瑞生……水痘の既往がない幼児の汎発性帯状疱疹　
1153

h
波部　幸司……有茎性脂腺母斑　1013
萩原　清文……多形滲出性紅斑の経過中にリウマチ熱の

併発が強く疑われた症例　127
萩原ゆかり……尋常性乾癬に対する生物学的製剤により

生じた薬剤性神経障害と光線過敏型薬疹　433
白田阿美子……非結核性抗酸菌症を合併した尋常性乾癬

にウステキヌマブが著効した例　313
濱口　儒人……C型肝硬変に対するPEG-IFNが誘因と考

えられた好中球性皮膚症　59，TNF-α阻害薬投与中
に発症したoverlap症候群　421

濱崎洋一郎……糖尿病，透析患者に生じた蛇行性穿孔性
弾力線維症　223

花田　一臣……インフリキシマブ治療中に右視神経炎を
発症した関節症性乾癬　429

花川　　靖……診断に苦慮した好中球性皮膚症　139
原　　肇秀……結節性紅斑様皮疹を呈したサルコイドー

シス　23
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原田　和俊……プロピルチオウラシル（チウラジール錠）
によるDIHS　159， インフリキシマブ投与により正
常な妊娠・分娩を遂行できた関節症性乾癬　321，皮
下腫瘤を伴い診断に苦慮した持久性隆起性紅斑─顆
粒球吸着療法・ステロイド局注など新たな治療の試み
─　527，pancreatic panniculitis　625， 陰茎結核
疹 ─T-spot陰 性 例 ─　641，dyshidrosiform 
pemphigoid　737，腋窩に生じた表皮融解型表皮母斑
の2例　1009

春名　邦隆……Basedow病に合併した重度な脛骨前粘液
水腫　813

春山　興右……進行性顔面片側萎縮症　605，蛍光抗体
法で汗腺にIgG沈着を認めた自己免疫性内分泌腺症候
群（APS）1型　845

端本　宇志……陰囊部巨大verruciform xanthoma　511
秦　　舞子……TNF-α阻害薬投与中に発症したoverlap

症候群　421
畑　　康樹……persistent papules and plaquesを呈した

成人Still病　135
籏持　　淳……糖尿病，透析患者に生じた蛇行性穿孔性

弾力線維症　223
波多野　豊……10カ月の乳児の頭部に発生した隆起性皮

膚線維肉腫　555，小児毛孔性紅色粃糠疹　935
服部佐代子……背部弾性線維腫　507
林　健太郎……隆起性皮膚線維肉腫　547
林　耕太郎……小児に生じた汎発性環状肉芽腫　943
林　　雅之……インフリキシマブが有効であった掌蹠膿

疱症性骨関節炎　333
林　　美沙……アダリムマブ投与中に肺感染症を合併し

た乾癬の4例　405
林　周次郎……糖尿病，透析患者に生じた蛇行性穿孔性

弾力線維症　223
林部　一人……学会・研究会に参加する　1176
許　　明和……Mohs軟膏による皮膚癌治療　567， 伝

染性膿痂疹様皮疹から始まった膿疱性乾癬の小児例　
923

秀　　道広……汗アレルギーとコリン性蕁麻疹　706
東山　真里……アダリムマブ投与中に肺感染症を合併し

た乾癬の4例　405
樋口　哲也……浸潤性紅斑を呈し，自己免疫性肝炎を合

併したSjögren症候群　163
日野　治子……汗疹　763，Addison病　857
平郡真記子……汗アレルギーとコリン性蕁麻疹　706
平郡　隆明……汗アレルギーとコリン性蕁麻疹　706
平野亜由子……アダリムマブ投与中に肺感染症を合併し

た乾癬の4例　405
平野　宏文……reticular erythematous mucinosis　219，

糖尿病性浮腫性硬化症　531
平野　貴士……C型肝硬変に対するPEG-IFNが誘因と考

えられた好中球性皮膚症　59

平澤　典保……ステロイド薬の作用機序と最近の知見　
799

平山　真帆……臨床所見が結節性紅斑様であった皮膚型
結節性多発動脈炎　55

広瀬　晴奈……Weber-Christian病　51
広瀬　憲志……長島型掌蹠角化症─遺伝子解析も含め

て─　749
本田まりこ……帯状疱疹の冷罨法，温罨法？　188
本間　　大……Bazin硬結性紅斑　31
堀江　　豪……色素失調症の3例　951
堀江　康治……多形紅斑型水疱性類天疱瘡　119，腋窩

に生じた表皮融解型表皮母斑の2例　1009
堀口　葉子……進行性顔面片側萎縮症　605，蛍光抗体

法で汗腺にIgG沈着を認めた自己免疫性内分泌腺症候
群（APS）1型　845

堀川　定儀……三種混合ワクチン接種が誘因と考えられ
た乳児のSweet病　1145

堀川　達弥……汗ヒスタミン遊離試験が陽性を示したア
トピー性皮膚炎　773

堀内　孝彦……遺伝性血管性浮腫，Sjögren症候群を合
併した関節症性乾癬にエタネルセプトが奏効した例　
325

堀内　義仁……融合性細網状乳頭腫症　215
星野　　稔……とっておきの外用療法　1176
細川　洋平……Wilson病患者に生じた蛇行性穿孔性弾

力線維症　227

i
市原　麻子……慢性腎不全を合併し，インフリキシマブ

が奏効した膿疱性乾癬　337
市川　一誠……皮膚症状により早期に発見された高安動

脈炎　259
一ノ名晶美……皮膚ノカルジア症　907
市岡　　滋……潰瘍の局所陰圧閉鎖療法　667
一山　伸一……生物学的製剤投与中にHenoch-Schönlein

紫斑病を合併した掌蹠膿疱症　457
五十嵐敦之……思い込み　1185
井川　　健……高IgE症候群の患者に生じた寒冷誘発性

発汗過多症　741，当科で経験した特発性後天性全身
性無汗症の臨床的検討　777，骨髄露出療法で治療し
た難治性糖尿病性潰瘍　837，インフルエンザワクチ
ン接種後， 多形紅斑と無菌性髄膜炎を生じた症例　
1149

尹　　浩信……慢性腎不全を合併し，インフリキシマブ
が奏効した膿疱性乾癬　337

飯田　沙織……Wilson病患者に生じた蛇行性穿孔性弾
力線維症　227

飯島　正文……臨床所見が結節性紅斑様であった皮膚型
結節性多発動脈炎　55

飯島　茂子……クオンティフェロンTBゴールド（QFT-3G）
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が高値であったBazin硬結性紅斑　35，紅色環状硬結
を示し，ムチン沈着を伴った平滑筋過誤腫　1037

飯塚　　一……Bazin硬結性紅斑　31，インフリキシマ
ブ治療中に右視神経炎を発症した関節症性乾癬　429

池田　浩之……糖尿病，透析患者に生じた蛇行性穿孔性
弾力線維症　223

池田　信昭……生物学的製剤投与中にHenoch-Schönlein
紫斑病を合併した掌蹠膿疱症　457

池田　政身……見直そう心と皮膚　674
池上　隆太……結節性紅斑様皮疹を伴った急性汎発性膿

疱性細菌疹　47
池澤　優子……色素失調症の3例　951，BCG接種後に

膿瘍を形成した皮膚結核　1133
今福　信一……ウイルス感染症の病態とその検査法─

単純ヘルペス，帯状疱疹を中心に─　896
今井亜希子……潰瘍性大腸炎に対してインフリキシマブ

投与中に生じた膿疱性乾癬　425
今泉　牧子……BCG接種後に生じた腺病性苔癬　1125
今村　貞夫……滲出性紅斑について　106
井村　朗子……インフリキシマブが有効であった掌蹠膿

疱症性骨関節炎　333
稲福　和宏……ヨウ化カリウム治療を行ったスポロトリ

コーシスの小児例　911
井上　勝平……名著『誤診しやすい皮膚疾患』 の復活　

281，帯状疱疹は温めるのだ　582
井上　雄介……融合性細網状乳頭腫症　215
猪爪　隆史……皮下腫瘤を伴い診断に苦慮した持久性隆

起性紅斑─顆粒球吸着療法・ステロイド局注など新
たな治療の試み─　527

入澤　亮吉……前脛骨筋原発節外性NK/T細胞リンパ腫
（鼻型）─網状皮斑を呈した例─　267，巨大結節
を形成したchronic expanding hematoma　519，一部
黒色を呈し巨大皮膚潰瘍を形成した乳癌　649

爲政　大幾……痕跡的多指症　1041
井石　秀明……Cowden病　853
石田　修一……橋本病を合併した円形脱毛症　825
石井　　健……壊疽性膿皮症と結節性紅斑を合併し，タ

クロリムス内服およびGCAPにより改善した潰瘍性大
腸炎　43

石黒　和守……とっておきの外用療法　1169
石井　良征……circumscribed palmar hypokeratosis　
645

石井　千寸……porokeratotic eccrine ostial and dermal 
duct nevus（PEODDN）の2例　1021

石川　博康……ACVと抗体産生　380，足底疣贅の自然
治癒　1081，ストロメクトール＋スミスリンローショ
ン併用療法～新しい疥癬治療の可能性　1192

石川　一志……10カ月の乳児の頭部に発生した隆起性皮
膚線維肉腫　555

石川　　治……rheumatoid neutrophilic dermatitis（RND）

―― 持久性隆起性紅斑，PNGDとの異同に関する考
案 ――　143

石川　貴裕……骨髄露出療法で治療した難治性糖尿病性
潰瘍　837

石川　武子……小児に生じた汎発性環状肉芽腫　943
石河　　晃……壊疽性膿皮症と結節性紅斑を合併し，タ

クロリムス内服およびGCAPにより改善した潰瘍性大
腸炎　43， 反対型多形紅斑からStevens-Johnson syn-
dromeに進展した2例　167

磯田　祐士……融合性細網状乳頭腫症　215
磯久　太郎……巨大な慢性滑液包炎　539
磯村　清子……爪下外骨腫　1033
板橋家頭夫……BCG接種後に生じた腺病性苔癬　1125
伊藤　　圭……バイオスイッチ11症例を含むインフリキ

シマブ投与45例およびウステキヌマブ投与45例の乾癬
に対する使用経験　357

伊東　慶悟……spindle cell xanthogranuloma　1049
伊藤　倫子……クオンティフェロンTBゴールド（QFT-3G）

が高値であったBazin硬結性紅斑　35
伊藤　路子……Behçet病類似の皮膚症状を呈したCrohn

病　39
伊藤　倫子……紅色環状硬結を示し，ムチン沈着を伴っ

た平滑筋過誤腫　1037
伊藤美佳子……BCG接種後に生じた皮膚結核性肉芽腫　
1141

伊藤　　彩……色素失調症の3例　951
伊藤　智子……zosteriform herpes simplex　919
伊藤　友章……肥満細胞の基礎と最近の知見　1114
伊藤優佳子……小児毛孔性紅色粃糠疹　935
糸井　沙織……遺伝性血管性浮腫，Sjögren症候群を合

併した関節症性乾癬にエタネルセプトが奏効した例　
325

岩渕千雅子……反対型多形紅斑からStevens-Johnson 
syndromeに進展した2例　167

岩崎　剛志……Bazin硬結性紅斑　31
岩瀬　　敏……汗腺の構造と発汗のメカニズム　690
岩立　和子……結節性紅斑様皮疹で発症したprimar y 

cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type　71
岩月　啓氏……ロドデノール誘発性脱色素斑Rhododenol 

induced-leukodermaの臨床　590
伊崎　誠一……アナフィラクトイド紫斑の発症とともに

色素性痒疹が再燃した症例　239
和泉　　梢……Cowden病　853

j
神人　正寿……慢性腎不全を合併し，インフリキシマブ

が奏効した膿疱性乾癬　337

k
加畑　大輔……広範な皮下脂肪萎縮と筋膜炎様変化を認
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めたcGVHD　629， 顔面に脂漏性皮膚炎様の皮疹を
生じたHailey-Hailey病　973

門野　岳史……大腿に生じたPagetoid Bowen病　543
加賀谷真起子……アダリムマブ治療中の患者に発症した

再発性水痘　417
甲斐　宜貴……10カ月の乳児の頭部に発生した隆起性皮

膚線維肉腫　555
梶原　一亨……慢性腎不全を合併し，インフリキシマブ

が奏効した膿疱性乾癬　337
掛水　夏恵……色素失調症の3例　951
角田　佳純……1歳児の臀部に認めた結合織母斑　1017
角田　寿之……表皮母斑に炭酸ガスレーザーを用いた例　
503

鎌田　憲明……ランゲルハンス細胞組織球症　1057
鎌田　昌洋……インフリキシマブが奏効した関節症性乾

癬患者の動画でみる歩行状態の変化　329
蒲原　　毅……非結核性抗酸菌症を合併した尋常性乾癬

にウステキヌマブが著効した例　313，薬剤性過敏症
症候群に慢性甲状腺炎を合併した例　862

神戸　直智……ランゲルハンス細胞組織球症　1057
亀井　利沙……結節性紅斑様皮疹を伴った急性汎発性膿

疱性細菌疹　47
上出　良一……spindle cell xanthogranuloma　1049，

BCG接種後に腺病性苔癬を続発した症例　1121
神尾　芳幸……結節性紅斑様皮疹を呈したサルコイドー

シス　23
紙谷　祐衣……pancreatic panniculitis　625
神山　由佳……rheumatoid neutrophilic dermatitis（RND）

―― 持久性隆起性紅斑，PNGDとの異同に関する考
案 ――　143

加茂　理英……薬疹も疑われた成人T細胞白血病/リン
パ腫　271

金久　史尚……エタネルセプトによる乾癬様皮疹が疑わ
れた例　449

金子　　綾……Behçet病類似の皮膚症状を呈したCrohn
病　39

金子　史男……Behçet病の現状─2014　13
金子　高英……足穿孔症　637
貫野　　賢……臭素疹　955
狩野　俊幸……autoimmune progesterone dermatitis　
849

加納　宏行……TNF-α阻害薬投与中に発症したoverlap
症候群　421

関東　裕美……壊疽性膿皮症と結節性紅斑を合併し，タ
クロリムス内服およびGCAPにより改善した潰瘍性大
腸炎　43， 反対型多形紅斑からStevens-Johnson syn-
dromeに進展した2例　167

神崎　温子……巨大結節を形成したchronic expanding 
hematoma　519

神﨑　美玲……クオンティフェロンTBゴールド（QFT-3G）

が高値であったBazin硬結性紅斑　35，紅色環状硬結
を示し，ムチン沈着を伴った平滑筋過誤腫　1037

笠井美貴子……右側胸部に生じた限局性強皮症　613
笠井　達也……皮膚真菌症（7）を読んで　97
加嶋　亜紀……porokeratotic eccrine ostial and dermal 

duct nevus（PEODDN）の2例　1021
片桐　一元……露光部に一様な水疱が多発し，Köebner

現象を認めた水痘　915
片山智恵子……アダリムマブが有効であったpsoriasis 

verrucosa　309
片山　一朗……遺伝性血管性浮腫，Sjögren症候群を合

併した関節症性乾癬にエタネルセプトが奏効した例　
325，BCG-CWSを用いたがんワクチン療法の接種部
潰瘍　1157

加藤　卓朗……橋本病患者にみられた脛骨前粘液水腫　
821

加藤　裕史……名古屋市立大学病院における糖尿病性足
病変に対するフットケアの取り組み─骨髄露出・閉
鎖療法と吸引水疱蓋移植による治療法─　871

加藤　則人……エタネルセプトによる乾癬様皮疹が疑わ
れた例　449

加藤雄一郎……前脛骨筋原発節外性NK/T細胞リンパ腫
（鼻型）─網状皮斑を呈した例─　267

勝俣　道夫……色素細胞母斑とその周辺　174
勝岡　憲生……アダリムマブが有効であったpsoriasis 

verrucosa　309
川内　康弘……circumscribed palmar hypokeratosis　

645
川口とし子……myeloid sarcoma　1061
川口　博史……塗ってくれなきゃ始まらない　1170
河原　邦光……eccrine nevus　1065
川上　民裕……肛門部悪性黒色腫　559，甲状腺癌の皮

膚転移　829
川村　　碧……10カ月の乳児の頭部に発生した隆起性皮

膚線維肉腫　555
川村　龍吉……プロピルチオウラシル（チウラジール錠）

によるDIHS　159， 腸性肢端皮膚炎（亜鉛欠乏症）の
皮膚症状─その驚くべきメカニズム─　494，皮
下腫瘤を伴い診断に苦慮した持久性隆起性紅斑─顆
粒球吸着療法・ステロイド局注など新たな治療の試み
─　527

川名　誠司……Behçet病類似の皮膚症状を呈したCrohn
病　39

河野　克之……融合性細網状乳頭腫症　215
河瀬ゆり子……Cowden病　853
川島　英恵……circumscribed palmar hypokeratosis　

645
川嶋　利瑞……背部の外用　1170
城戸　康宏……露光部に一様な水疱が多発し，Köebner

現象を認めた水痘　915
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木戸　祐也……減汗性コリン性蕁麻疹の治療法と発汗テ
ストの工夫　769

菊池かな子……右側胸部に生じた限局性強皮症　613
菊澤亜夕子……放射線治療が誘発した多形滲出性紅斑　

131
木村　雅明……浸潤性紅斑を呈し，自己免疫性肝炎を合

併したSjögren症候群　163
木村　聡子……肛門部悪性黒色腫　559，甲状腺癌の皮

膚転移　829
木村有太子……dyshidrosiform pemphigoid（汗疱様類天

疱瘡）　733
木下　綾子……dyshidrosiform pemphigoid（汗疱様類天

疱瘡）　733
吉良　正浩……遺伝性血管性浮腫，Sjögren症候群を合

併した関節症性乾癬にエタネルセプトが奏効した例　
325

桐山　徳子……巨大結節を形成したchronic expanding 
hematoma　519

岸本　　泉……結節性紅斑様皮疹を生じたサルコイドー
シス　19

北見　由季……結節性紅斑様皮疹で発症したprimar y 
cutaneous dif fuse large B-cell lymphoma, leg type　
71，BCG接種後に生じた腺病性苔癬　1125

木藤　克之……多発性骨髄腫の治療中に発症しhistiocyt-
oid Sweet syndromeと考えた症例　155

鬼頭　里佳……広範な皮下脂肪萎縮と筋膜炎様変化を認
めたcGVHD　629， 顔面に脂漏性皮膚炎様の皮疹を
生じたHailey-Hailey病　973

木藤　悠子……spindle cell xanthogranuloma　1049
小林　桂子……BCG接種後に生じた皮膚結核性肉芽腫　
1141
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o
小幡　祥子……臀部に暗赤色隆起性局面を呈した増殖性

天疱瘡　515
落　　祐太……壊疽性膿皮症と結節性紅斑を合併し，タ

クロリムス内服およびGCAPにより改善した潰瘍性大

腸炎　43
小田富美子……診断に苦慮した好中球性皮膚症　139
織田　好子……ネコからの感染と考えられた多形滲出性

紅斑様皮疹を呈したMicrosporum canis感染症　123
大垣　　淳……大腿に生じたPagetoid Bowen病　543
尾形　麻衣……骨髄異形成症候群を合併したSweet病　

147
扇原　義人……皮疹が先行した若年性特発性関節炎　
947

大橋　威信……下肢の多発性皮下結節と鼻腔内病変を
伴ったperipheral T-cell lymphoma,not other wise 
specified　67

大郷　典子……2011年に経験した砂かぶれ様皮膚炎（31
症例）　968

大西　誉光……lichen planus pigmentosus-inversus　
231，小児に生じた汎発性環状肉芽腫　943

大下　彰史……背部弾性線維腫　507
太田　深雪……BCG接種後に生じた腺病性苔癬　1129
大塚　幹夫……下肢の多発性皮下結節と鼻腔内病変を

伴ったperipheral T-cell lymphoma,not other wise 
specified　67

大槻マミ太郎……Pasini-Pierini型進行性特発性皮膚萎縮
症　601

岡　　昌宏……ネコからの感染と考えられた多形滲出性
紅斑様皮疹を呈したMicrosporum canis感染症　123

岡田みどり……アダリムマブ投与中に肺感染症を合併し
た乾癬の4例　405

岡田　賢司……ワクチン副反応の対応　1107
岡田　瑠奈……薬剤性過敏症症候群に慢性甲状腺炎を合

併した例　862
岡本　祐之……結節性紅斑様皮疹を生じたサルコイドー

シス　19， 乾癬に対する生物学的製剤の安全性　
390， 抗TNF-α抗体製剤による薬剤性神経障害の2例　
437，Infliximab投与により副反応を生じた症例の検
討─継続投与への工夫─　465， 痕跡的多指症　
1041

岡村　　賢……皮膚症状により早期に発見された高安動
脈炎　259

大川　　司……再考：皮膚科医が学校保健に関わるとい
うこと　977

大久保倫代……表皮母斑に炭酸ガスレーザーを用いた例　
503

大久保優子……寒冷蕁麻疹とコリン性蕁麻疹を併発しオ
マリズマブを使用した例　345

奥村　和子……Basedow病に合併した重度な脛骨前粘液
水腫　813

奥野　英雄……ワクチンで予防可能な発疹性疾患　1099
奥島　華純……皮膚ノカルジア症　907
奥山　隆平……乳児に発症した膿疱性乾癬　927
尾本　陽一……verrucous skin lesions on the feet in dia-
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betic neuropathy　833，有茎性脂腺母斑　1013
大浪　千尋……皮膚症状により早期に発見された高安動

脈炎　259
小野さち子……広範な皮下脂肪萎縮と筋膜炎様変化を認

めたcGVHD　629
小野　泰伸……ヨウ化カリウム治療を行ったスポロトリ

コーシスの小児例　911
大原関利章……薬疹も疑われた成人T細胞白血病/リン

パ腫　271
大久保佳子……急性汎発性発疹性膿疱症を呈した川崎病　
931

長田　　厚……Mohs軟膏による皮膚癌治療　567， 伝
染性膿痂疹様皮疹から始まった膿疱性乾癬の小児例　
923

大澤　研子……色素失調症の3例　951，BCG接種後に
膿瘍を形成した皮膚結核　1133

大島　康成……dyshidrosiform pemphigoid　737
太田　深雪……広範な皮下脂肪萎縮と筋膜炎様変化を認

めたcGVHD　629， 顔面に脂漏性皮膚炎様の皮疹を
生じたHailey-Hailey病　973

太田口里沙子……肛門部悪性黒色腫　559
大谷　綾子……コレステロール結晶塞栓症　251，アト

ピー性皮膚炎で入院加療中に生じる掌蹠の汗疱状発疹　
721

大谷　翼伶……糖尿病，透析患者に生じた蛇行性穿孔性
弾力線維症　223

大津　玉緒……ヨウ化カリウム治療を行ったスポロトリ
コーシスの小児例　911

大塚　洋平……Behçet病類似の皮膚症状を呈したCrohn
病　39

大塚　陽子……肛門部悪性黒色腫　559

r
六戸亜希子……足穿孔症　637

s
斎田　俊明……色素細胞母斑とその周辺　174，私が歩

んできた道　572
齋藤　千尋……甲状腺癌の皮膚転移　829
齋藤　可奈……22q11.2欠失症候群の児に生じたStevens-

Johnson症候群　939
齊藤麻衣子……dyshidrosiform pemphigoid（汗疱様類天

疱瘡）　733
斎藤　磨美……穿孔性毛包炎　633
齋藤　昌孝……イマチニブ内服中に顔面に生じた強い色

素沈着を伴う汗管腫　745
斉藤　隆三……皮膚病の記載　84， 初詣　93， 色素細

胞母斑とその周辺　174， 春の雪　185， 春めく　
277，花　377，患者の思い　389，若葉風　473，科
学者の品格　485， 燕の子　579， 夏休み　675， 遠

花火　787，秋めく　883，想定外　895，虫　979，
秋の雨　1077，蜜柑　1189

斎藤　佑希……C型肝硬変に対するPEG-IFNが誘因と考
えられた好中球性皮膚症　59

齋藤　昭彦……ワクチンの局所反応　1163
佐地　　勉……Cowden病　853
酒井　敦子……名古屋市立大学病院における糖尿病性足

病変に対するフットケアの取り組み─骨髄露出・閉
鎖療法と吸引水疱蓋移植による治療法─　871

坂井　浩志……関節リウマチにてトシリズマブ投与中に
発症したPasteurella症　453

堺　美由紀……潰瘍性大腸炎に対してインフリキシマブ
投与中に生じた膿疱性乾癬　425

酒井　貴史……Weber-Christian病　51
坂元　花景……背部弾性線維腫　507
桜井　孝規……eccrine nevus　1065
佐野　栄紀……Cushing症候群に伴った色素性痒疹　841
佐野　信也……インフリキシマブ投与により正常な妊

娠・分娩を遂行できた関節症性乾癬　321
佐野　　佑……乳児に発症した膿疱性乾癬　927
早乙女敦子……骨髄異形成症候群を合併したSweet病　
147

笹田　佳江……Basedow病の経過中に認められた環状肉
芽腫　817

笹平　摂子……rheumatoid neutrophilic dermatitis（RND）
―― 持久性隆起性紅斑，PNGDとの異同に関する考
案 ――　143

佐藤　俊宏……Weber-Christian病　51
佐藤　文子……皮膚症状により早期に発見された高安動

脈炎　259
佐藤　仁美……骨髄露出療法で治療した難治性糖尿病性

潰瘍　837
佐藤　伸一……大腿に生じたPagetoid Bowen病　543，

インフリキシマブが奏効した関節症性乾癬患者の動画
でみる歩行状態の変化　329

佐藤　友隆……骨髄異形成症候群を合併したSweet病　
147

佐藤　俊宏……小児毛孔性紅色粃糠疹　935
佐藤　良樹……アナフィラクトイド紫斑の発症とともに

色素性痒疹が再燃した症例　239
佐藤　守弘……酸化亜鉛製剤の効用　1171
佐藤　貴浩……結節性紅斑と硬結性紅斑　6，陰囊部巨

大verruciform xanthoma　511
沢田　泰之……進行性顔面片側萎縮症　605，蛍光抗体

法で汗腺にIgG沈着を認めた自己免疫性内分泌腺症候
群（APS）1型　845，急性汎発性発疹性膿疱症を呈した
川崎病　931

澤田　俊道……混合外用薬とその使用方法　1171
澤城　晴名……非結核性抗酸菌症を合併した尋常性乾癬

にウステキヌマブが著効した例　313
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澤村　大輔……足穿孔症　637
佐山　浩二……診断に苦慮した好中球性皮膚症　139
瀬川　郁雄……びらん面にはチンク油　1173
清島真理子……TNF-α阻害薬投与中に発症したoverlap

症候群　421
瀬戸山　充……porokeratotic eccrine ostial and dermal 

duct nevus（PEODDN）の2例　1021
柴垣　直孝……プロピルチオウラシル（チウラジール錠）

によるDIHS　159， 皮下腫瘤を伴い診断に苦慮した
持久性隆起性紅斑─顆粒球吸着療法・ステロイド局
注など新たな治療の試み─　527

芝間さやか……高IgE症候群の患者に生じた寒冷誘発性
発汗過多症　741

新後閑幸江……reticular erythematous mucinosis　219
島田　眞路……プロピルチオウラシル（チウラジール錠）

によるDIHS　159， インフリキシマブ投与により正
常な妊娠・分娩を遂行できた関節症性乾癬　321，皮
下腫瘤を伴い診断に苦慮した持久性隆起性紅斑─顆
粒球吸着療法・ステロイド局注など新たな治療の試み
─　527

清水　彩佳……爪下外骨腫　1033
清水久美子……Basedow病の経過中に認められた環状肉

芽腫　817
清水　裕希……関節リウマチにてトシリズマブ投与中に

発症したPasteurella症　453
下松　達哉……頭部血管肉腫に対してベバシズマブを使

用した1例の組織学的検討　349
志村智恵子……露光部に一様な水疱が多発し，Köebner

現象を認めた水痘　915
志村　浩己……プロピルチオウラシル（チウラジール錠）

によるDIHS　159
塩濱　愛子……長島型掌蹠角化症─遺伝子解析も含め

て─　749
塩原　順子……乳児に発症した膿疱性乾癬　927
塩入　崇弘……乳児に発症した膿疱性乾癬　927
塩見真理子……ロドデノール誘発性脱色素斑Rhododenol 

induced-leukodermaの臨床　590
塩見　真佑……臭素疹　955
調　　裕次……関節リウマチにてトシリズマブ投与中に

発症したPasteurella症　453
白井　浩平……一部黒色を呈し巨大皮膚潰瘍を形成した

乳癌　649
白瀬　智之……頭部に生じた孤立性コラゲノーマ　1053
庄田裕紀子……1歳児の臀部に認めた結合織母斑　1017
周　　　円……TNF-α阻害薬投与中に発症したoverlap

症候群　421
相馬　良直……肛門部悪性黒色腫　559，甲状腺癌の皮

膚転移　829
末木　博彦……結節性紅斑様皮疹で発症したprimar y 

cutaneous dif fuse large B-cell lymphoma, leg type　

71，BCG接種後に生じた腺病性苔癬　1125
須賀　　康……dyshidrosiform pemphigoid（汗疱様類天

疱瘡）　733， 左顔面の潮紅と発汗過多を主訴とした
Harlequin症候群　757，Basedow病に合併した重度な
脛骨前粘液水腫　813

杉浦　　丹……生物学的製剤（infliximab）投与2年後の再
投与2回目に重篤なinfusion reactionを認めた膿疱性乾
癬　441， 結節性痒疹のプロトピック軟膏外用療法　
1172

杉山　晃子……慢性蕁麻疹と橋本病　808
杉山　治夫……BCG-CWSを用いたがんワクチン療法の

接種部潰瘍　1157
鈴木　亜希……分子標的薬ソラフェニブによる多形紅斑

型薬疹　445
鈴木智香子……尋常性乾癬に対する生物学的製剤により

顕在化したBowen病　317，アトピー性皮膚炎で入院
加療中に生じる掌蹠の汗疱状発疹　721

鈴木　啓之……見えるものはむずかしい　1181
鈴木　　琢……潰瘍性大腸炎の急性増悪に伴って生じた

Sweet病　151， 尋常性乾癬に対する生物学的製剤に
より顕在化したBowen病　317

鈴木　民夫……皮膚症状により早期に発見された高安動
脈炎　259，眼皮膚白皮症の生活指導─遺伝子診断症
例を経験して─　992，掌蹠や爪囲の疣贅治療　1172

t
立花　隆夫……広範な皮下脂肪萎縮と筋膜炎様変化を認

めたcGVHD　629， 顔面に脂漏性皮膚炎様の皮疹を
生じたHailey-Hailey病　973，BCG接種後に生じた腺
病性苔癬　1129

多田　弥生……多形滲出性紅斑の経過中にリウマチ熱の
併発が強く疑われた症例　127，インフリキシマブが
奏効した関節症性乾癬患者の動画でみる歩行状態の変
化　329，小児に生じた汎発性環状肉芽腫　943

田子　　修……rheumatoid neutrophilic dermatitis（RND）
―― 持久性隆起性紅斑，PNGDとの異同に関する考
案 ――　143

田口　崇文……Cushing症候群に伴った色素性痒疹　841
田島　翔子……放射線治療が誘発した多形滲出性紅斑　

131
田嶋　　徹……Cowden病　853
田尻　明彦……多汗症で見つかった先端巨大症　725
髙田　裕子……反対型多形紅斑からStevens-Johnson syn-

dromeに進展した2例　167
高橋　英俊……インフリキシマブ治療中に右視神経炎を

発症した関節症性乾癬　429
高橋　宏征……アダリムマブ治療中の患者に発症した再

発性水痘　417
高橋　博之……アダリムマブ治療中の患者に発症した再

発性水痘　417
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高橋　一朗……Bazin硬結性紅斑　31
高橋　健造……寒冷蕁麻疹とコリン性蕁麻疹を併発しオ

マリズマブを使用した例　345，隆起性皮膚線維肉腫　
547，10カ月の乳児の頭部に発生した隆起性皮膚線維
肉腫　555

高橋麻友子……痕跡的多指症　1041
高橋　道央……インフルエンザワクチン接種後，多形紅

斑と無菌性髄膜炎を生じた症例　1149
髙橋　美咲……コレステロール結晶塞栓症　251，薬疹

も疑われた成人T細胞白血病/リンパ腫　271，尋常性
乾癬に対する生物学的製剤により顕在化したBowen病　
317

高橋　陽子……Behçet病類似の皮膚症状を呈したCrohn
病　39

髙橋菜穂美……ウステキヌマブを使用した抗体医薬未治
療の尋常性乾癬の8例　364

高井　利浩……放射線治療が誘発した多形滲出性紅斑　
131

髙木真知子……皮下腫瘤を伴い診断に苦慮した持久性隆
起性紅斑─顆粒球吸着療法・ステロイド局注など新
たな治療の試み─　527

高村さおり……アナフィラクトイド紫斑の発症とともに
色素性痒疹が再燃した症例　239

高野　裕子……進行性顔面片側萎縮症　605，蛍光抗体
法で汗腺にIgG沈着を認めた自己免疫性内分泌腺症候
群（APS）1型　845

高瀬　奈緒……myeloid sarcoma　1061
高瀬早和子……広範な皮下脂肪萎縮と筋膜炎様変化を認

めたcGVHD　629， 顔面に脂漏性皮膚炎様の皮疹を
生じたHailey-Hailey病　973，BCG接種後に生じた腺
病性苔癬　1129

高瀬　孝子……Microsporum canisによる頭部白癬の小
児例　903

高須　　博……Moulin型線状皮膚萎縮症　597，皮疹が
先行した若年性特発性関節炎　947

高山かおる……肺炎球菌ワクチン接種後に結節性紅斑を
生じた例　27， 当科で経験した特発性後天性全身性
無汗症の臨床的検討　777，骨髄露出療法で治療した
難治性糖尿病性潰瘍　837，BCG接種後播種状に広
がった結核疹　1137， インフルエンザワクチン接種
後，多形紅斑と無菌性髄膜炎を生じた症例　1149

高山　修身……皮下腫瘤を伴い診断に苦慮した持久性隆
起性紅斑─顆粒球吸着療法・ステロイド局注など新
たな治療の試み─　527

竹原　和彦……C型肝硬変に対するPEG-IFNが誘因と考
えられた好中球性皮膚症　59

武原　康平……C型肝硬変に対するPEG-IFNが誘因と考
えられた好中球性皮膚症　59

竹原　友貴……1歳児の臀部に認めた結合織母斑　1017
竹松　英明……日々，診療して気になっていること　577

竹村　卓也……巨大結節を形成したchronic expanding 
hematoma　519

竹中　秀也……Wilson病患者に生じた蛇行性穿孔性弾
力線維症　227

竹之下秀雄……成人Still病─とくに皮疹について─　
235

竹下　八菜……手掌に紅色腫瘤を形成した結節性筋膜炎　
535

玉木　宏幸……とっておきの外用法　1174
玉木　　毅……電子カルテ　784， 市販の創傷被覆材　

1173
田邊　　洋……ネコからの感染と考えられた多形滲出性

紅斑様皮疹を呈したMicrosporum canis感染症　123
多屋　馨子……ワクチンで予防可能な発疹性疾患　1099
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