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学会ハイライト
第66回日本皮膚科学会西部支部学術大会を終えて

森上　徹也，窪田　泰夫････････････････････････････ 809
New Drugs
グラッシュビスタ®外用液剤･･･････････････････････････ 814
診察室の四季
日焼け／斉藤　隆三････････････････････････････････････ 817
皮膚科のトリビア
第122回／浅井　俊弥･･････････････････････････････････ 818

9月号：再発する皮膚病
editorial
昨今の研究倫理／山本　俊幸･･････････････････････････ 827
topics
再発性多発軟骨炎の最新の知見／鈴木　　登････････ 828
慢性光線性皮膚炎／錦織千佳子･･･････････････････････ 835
臨床例
顔面・軀幹・四肢に浸潤性紅斑を伴った再発性多発軟骨炎

大川　裕子，神山　泰介，渡辺　秀晃，秋山　正基，
末木　博彦･･･････････････････････････････････････････ 841

種痘様水疱症様の皮疹を呈した再発性単純疱疹
福長　美幸，内山　真樹，楠　　俊雄，原田　和俊，
坪井　良治･･･････････････････････････････････････････ 845

8回目の再発を認めたヘルペス関連多形紅斑
鈴木　悠花，奥村　恵子，松澤　有希，大歳　晋平，
中田土起丈･･･････････････････････････････････････････ 849
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骨髄異形成症候群に生じたSweet病
立林めぐ美，大磯　直毅，川田　　暁･････････････ 853

再燃を繰り返した不全型DIHS
菊地　彩音，石田　修一，渡邊　友也，
宮川　まみ，大川　智子，相原　道子･････････････ 857

帯状を呈したGrover病
高藤　円香，水口　将志，東野　俊英，三浦　義則，
堀之薗　弘･･･････････････････････････････････････････ 861

recurrent melanocytic nevus
川上由香里，川田裕味子，高井　利浩，村田　洋三 
････････････････････････････････････････････････････････ 865

10年以上抜毛し続けた抜毛症の2症例
中川　有夏，野見山朋子，加藤　則人･････････････ 869

遺伝性血管性浮腫1型
　─同じ遺伝子変異を認めるものの高齢まで発症に

至っていない家族を伴う例─
李　　和純，福永　　淳，錦織千佳子，吉岡　晶子，
堀内　孝彦･･･････････････････････････････････････････ 873

植皮部に再発した乳房外Paget病
乙部さやか，大垣　　淳，石綿夏織子，大原　國章，
吉野　公二･･･････････････････････････････････････････ 877

痛風
盛山　吉弘･･･････････････････････････････････････････ 881

the case of month
Phialophora verrucosaに感染し長期加療された黒色真菌

症の剖検例
藤本　智子･･･････････････････････････････････････････ 885

蝶の博物詩
生態5　糞に集まる蝶／西山　茂夫･･･････････････････ 891
New Drugs
パッチテストパネル®（S）･･･････････････････････････････ 894
office dermatology
アンケート特集　帯状疱疹の再発

浅田　秀夫，今福　信一，漆畑　　修，白木　公康，
服部　　瑛，本田まりこ，松尾　光馬，渡辺　大輔 
････････････････････････････････････････････････････････ 897

私の歩んだ道
私の事件簿─吹かれるがまま，それもまた楽し─／

熊切　正信･･･････････････････････････････････････････ 904
学会ハイライト
第78回日本皮膚科学会東京支部学術大会を終えて／ 

横関　博雄･･･････････････････････････････････････････ 910
皮心伝心

皮膚は内臓の鏡／佐伯　秀久･･･････････････････････ 914
診察室の四季

台風／斉藤　隆三････････････････････････････････････ 915
皮膚科のトリビア

第123回／浅井　俊弥････････････････････････････････ 916

声
膠原線維アタック型反応（CAR） はなぜ　interstitial 

granulomatous dermatitis（IGD，1993 Ackerman）と異
なる病態なのか　─山本俊幸先生の8月号の展望を
読んで─／生味噌はアカギレに効くか？････････ 918

10月号：手指の皮膚病
editorial
若い，皮膚科勤務医の先生たちへ／浅井　俊弥･････ 927
topics
全身性強皮症に伴う難治性皮膚潰瘍に対する低出力体外

衝撃波療法の有効性
石井　智徳，伊藤　健太，下川　宏明･････････････ 928

臨床例
原発性皮膚ノカルジア症

河相美奈子，大東　淳子，曽我富士子，池田　佳弘，
伊達　紘二･･･････････････････････････････････････････ 937

Pasteurella multocida感染により手指関節炎， 潰瘍を生
じた症例
西盛　信幸，羽尾　貴子，鎌田　英明･････････････ 941

6年間にわたり1指にのみ病変を繰り返している
Hallopeau稽留性肢端皮膚炎
土井　直孝，古川　福実････････････････････････････ 945

circumscribed palmar hypokeratosis
辻岡　　馨･･･････････････････････････････････････････ 949

Osler結節
小西　啓介，服部佐代子，土戸　康弘，高宮　充孝 
････････････････････････････････････････････････････････ 953

手指に膿疱を生じたChurg-Strauss症候群（好酸球性多発
血管炎性肉芽腫症）

芝間さやか，高山かおる，横関　博雄････････････････ 957
混合性結合組織病の治療中に右示指の小潰瘍部から拡大

したtoxic shock-like syndrome
高野　浩章，中須賀彩香，山本浩太郎，石原　潤子，
大森　貴夫，沼本　邦彦，原田　浩史，五石　圭一 
････････････････････････････････････････････････････････ 961

凍瘡様皮疹から診断した原発性Sjögren症候群
松浦　大輔，堀口麻有子，落合　豊子，武井　正美 
････････････････････････････････････････････････････････ 965

虚血指型の皮膚症状と後腹膜線維症を呈したIgG4関連
疾患
安田　文世，福島　彩乃，藤尾　由美，木花いづみ
････････････････････････････････････････････････････････ 969

高齢者の手指に生じたbizarre parosteal 
osteochondromatous proliferationと考えられた症例
中　　正直，尾本　陽一，山中　恵一，水谷　　仁 
････････････････････････････････････････････････････････ 973
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多中心性細網組織球症
尾藤　三佳，服部佐代子，小西　啓介･････････････ 977

グルコン酸カルシウム動注療法で加療したフッ化水素酸
による化学熱傷
上條　広章，宮川　卓也，丸　　陽美，
増井　友里，宮垣　朝光，佐藤　伸一･････････････ 981

リンパ腫様肉芽腫症
村田眞理子，貫野　　賢，若林　　彩，塩見　真佑，
永田　　誠･･･････････････････････････････････････････ 985

左拇指末節骨に転移した肺扁平上皮癌
伊勢友加里，今　　泰子，山本　康弘，鳥越　知明，
村木　慶子，富永　　滋，須賀　　康･････････････ 989

手指足趾に生じた転移性皮膚癌（肺癌皮膚転移）
伊藤　　崇，関根　万里････････････････････････････ 993

成人女性の手指に生じたacral pseudolymphomatous 
angiokeratoma of children（APACHE）
小川　智広，石氏　陽三，伊東　慶悟，伊藤　宗成，
中川　秀己･･･････････････････････････････････････････ 997

慢性放射線皮膚炎より生じた多発性有棘細胞癌と表皮内
悪性黒色腫
大津　正和，永瀬浩太郎，井上　卓也，三砂　範幸，
成澤　　寛･･････････････････････････････････････････1001

上腕二頭筋内にinterval nodeを認めた悪性黒色腫
吉野　公二･･････････････････････････････････････････1005

蝶の博物詩
生態6　化粧品好きの蝶／西山　茂夫･････････････1009

治療
ボセンタンによる潰瘍治療／浅野　善英･････････1011

統計
本邦における先天性爪甲肥厚症─症例報告と全国疫学

調査のまとめ─
稲葉　　豊，金澤　伸雄，古川　福実････････････1019

New Drugs
尋常性ざ瘡治療剤 ベピオ®ゲル2.5％ 過酸化ベンゾイル
･･･････････････････････････････････････････････････････1024

皮心伝心
女心と秋の空とランゲルハンス細胞／川村　龍吉･･1026
診察室の四季
蜻蛉／斉藤　隆三･････････････････････････････････････1027
皮膚科のトリビア
第124回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1028
声
ノルウェー疥癬の名称について･･････････････････････1030

11月号：手の皮膚病
editorial
皮膚科が危ない／西岡　　清･････････････････････････1037
topics
皮膚科医に役立つ手外科／池上　博泰･･･････････････1038

臨床例
美顔器（美容器具）による接触皮膚炎

岡本　　崇，三井　　広，猪爪　隆史，川村　龍吉，
島田　眞路･･････････････････････････････････････････1049

インコの餌からの経皮感作が考えられた食物アレルギー
舟木　聡子，加藤　敦子･･･････････････････････････1053

メシル酸ガレノキサシン水和物による固定薬疹
佐藤　雅子，大磯　　直毅，川田　　暁･････････1057

硝酸による化学熱傷
川島　英恵，古田　淳一，大塚　藤男，藤本　　学 
･･･････････････････････････････････････････････････････1061

手掌に生じた皮膚ノカルジア症
山口　奈央，木村　聡子，川上　民裕，相馬　良直，
清水 弘之････････････････････････････････････････････1065

掌蹠病変が先行した好酸球性膿疱性毛包炎
佐々木洋香，小林　慶儀，岡田　佳与，加来　　洋，
遠藤雄一郎，藤澤　章弘，谷岡　未樹，大日　輝記，
宮地　良樹，椛島　健治･･･････････････････････････1069

右上肢切断により救命しえた劇症型A群溶血性連鎖球菌
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新井　康介･･････････････････････････････････････････1077

前腕に生じたPhialophora verrucosaによる黒色菌糸症
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･･･････････････････････････････････････････････････････1097

手掌に生じた類上皮肉腫
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Leriche症候群の診断の契機となったdif fuse dermal 
angiomatosis
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診察室の四季
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※なお37巻増刊号「皮膚真菌症症例集」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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福島　彩乃……刺し口の痂皮PCR検査で診断しえたツツ
ガムシ病　239，虚血指型の皮膚症状と後腹膜線維症
を呈したIgG4関連疾患　969

福山國太郎……肝転移を生じた悪性黒色腫　279
福安　厚子……手掌に生じたeccrine porocarcinoma　
1097

舟木　聡子……インコの餌からの経皮感作が考えられた
食物アレルギー　1053

古川　福実……6年間にわたり1指にのみ病変を繰り返し
ているHallopeau稽留性肢端皮膚炎　945， 本邦にお
ける先天性爪甲肥厚症─症例報告と全国疫学調査のま
とめ─　1019

古北　一泰……Graham-Little症候群　345
古村　南夫……IgA血管炎経過中に多発壊死性筋膜炎を

合併した症例　685
古田　淳一……爪病変が先行した黄色爪症候群　561，

硝酸による化学熱傷　1061
伏見　博彰……好酸球性肺炎を合併したT細胞リンパ腫　
593

g
五石　圭一……混合性結合組織病の治療中に右示指の小

潰瘍部から拡大したtoxic shock-like syndrome　961
五木田麻里……アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

による接触皮膚炎　443，マイコプラズマIgM抗体陽
性患者における皮膚症状　603，interstitial granulo-
matous dermatitis　743，necrolytic migrator y 
erythema　1171

後藤　瑞生……前腕に生じたPhialophora verrucosaによ
る黒色菌糸症　1081

後藤　茂正……水痘再感染，血球貪食症候群を伴ったア
ナフィラクトイド紫斑　267

h
濱野　高行……腎炎を伴うHenoch-Schönlein紫斑病と結

節性多発動脈炎の合併例　697
花見　由華……慢性骨髄単球性白血病に合併したgranu-

loma annulare─annular elastolytic giant cell granulo-
maとの鑑別を要した症例─　739
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花輪　書絵……糖尿病を合併したリポイド類壊死症　
751

羽尾　貴子……Pasteurella multocida感染により手指関
節炎，潰瘍を生じた症例　941

原　　怜史……ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈
し，腹膜透析を導入したIgA血管炎（Henoch-Schönlein）　
689

原田　　浩……胃癌が発見されたIgA vasculitis　143
原田　浩史……混合性結合組織病の治療中に右示指の小

潰瘍部から拡大したtoxic shock-like syndrome　961
原田　佳代……男性型脱毛症を契機に判明したHAIR-

AN症候群　349
原田　和俊……種痘様水疱症様の皮疹を呈した再発性単

純疱疹　845
春名　邦隆……LIPH遺伝子変異を認めた先天性乏毛症

─アトピー性皮膚炎とaquagenic wrinkling of the 
palmsの合併例─　377

春山　興右……初期より破壊性関節炎をきたした成人
Still病　171

長谷川　博……ライフワークはアホウドリの復活　306
長谷川　稔……皮膚科診療の醍醐味　509，皮膚筋炎の

肺病変　529，孤発性単純型表皮水疱症　1085
橋本　典子……サルコイドーシス・MALTリンパ腫を合

併した抗セントロメア抗体陽性Sjögren症候群　791
端本　宇志……メトトレキサート（MTX）関連リンパ増

殖性疾患　183，溶連菌性膿痂疹罹患後に発症した急
性糸球体腎炎　649

橋本　　隆……Brunsting-Perry型瘢痕性類天疱瘡　191
羽田　孝司……マダニ刺症に対して処方されたミノサイ

クリンによる好酸球性肺炎　545
幡丸　景一……皮膚症状から診断に至ったCronkhite-

Canada症候群　369
波多野　豊……ステロイドとシクロスポリン併用により

寛解した成人Still病　163， 下腿潰瘍と皮下腫瘤を初
発症状とした多発血管炎性肉芽腫症（Wegener肉芽腫
症）　577，前腕に生じたPhialophora verrucosaによる
黒色菌糸症　1081

服部　　瑛……帯状疱疹雑感　899
服部　紀子……痔疾治療薬による接触皮膚炎症候群　
487

服部佐代子……Melkersson-Rosenthal症候群　759，
Osler結節　953，多中心性細網組織球症　977

服部ゆかり……インフリキシマブ使用中にみられた
interstitial granulomatous dermatitis　779

早石　祥子……Kyrle病　669
林　　栄一……肉芽腫性口唇炎を契機に診断された

Crohn病　767
林　　宏美……2％フシジン酸ナトリウム軟膏外用によ

り治癒した形質細胞性口唇炎　55

林　耕太郎……手掌に生じたeccrine porocarcinoma　
1097

林　　美沙……シクロスポリン投与中に腎障害出現し，
腎盂腫瘍が指摘された乾癬性紅皮症　661

林　　伸和……心囊水貯留を伴ったChurg-Strauss症候
群　147

林　雄二郎……結節性紅斑と関節痛，発熱で急性に発症
したサルコイドーシス（Löfgren症候群）　175

東　　　晃……ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈
し，腹膜透析を導入したIgA血管炎（Henoch-Schönlein）　
689

東野　俊英……高度黄疸に随伴した掌蹠の水疱　235，
帯状を呈したGrover病　861

東山　文香……palisaded neutrophilic granulomatous 
dermatitisを生じた全身性エリテマトーデス　747

樋口　恵里……局所免疫療法後に塗布部に生じた白斑の
2例　75

樋口　哲也……イミキモドによる尖圭コンジローマ治療
中に肉芽腫性リンパ節炎を認めた症例　763

日野　治子……アートメイクによって形成された皮膚サ
ルコイド反応　35，ATP2A2遺伝子変異が同定された
Darier病孤発例　1089

平林　研二……ラノコナゾールとルリコナゾールに交叉
反応を認めた接触皮膚炎　463，Leriche症候群の診断
の契機となったdiffuse dermal angiomatosis　1191

平岩　朋子……IgA腎症を伴った尋常性乾癬─扁桃摘出
に関する考察を含めて─　657

平田　　央……Cronkhite-Canada症候群　365
久留　光博……急性汎発性膿疱性細菌疹　123
保母　彩子……急速進行型円形脱毛症患者の予後に関す

る統計学的解析　391
本田まりこ……帯状疱疹の再発　900
堀　　智行……脱毛を伴った尋常性天疱瘡　333
堀江　真弥……ハイポアルコール中のチオ硫酸ナトリウ

ムによるアレルギー性接触皮膚炎　479
堀口麻有子……凍瘡様皮疹から診断した原発性Sjögren

症候群　965
堀口　葉子……初期より破壊性関節炎をきたした成人

Still病　171
堀川　達弥……アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

による接触皮膚炎　443，マイコプラズマIgM抗体陽
性患者における皮膚症状　603，interstitial granulo-
matous dermatitis　743，necrolytic migrator y 
erythema　1171

堀之薗　弘……高度黄疸に随伴した掌蹠の水疱　235，
帯状を呈したGrover病　861

堀内　孝彦……遺伝性血管性浮腫1型─同じ遺伝子変異
を認めるものの高齢まで発症に至っていない家族を伴
う例─　873
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i
一宮　紀子……LIPH遺伝子変異を認めた先天性乏毛症

─アトピー性皮膚炎とaquagenic wrinkling of the 
palmsの合併例─　377

市村　佳子……刺し口の痂皮PCR検査で診断しえたツツ
ガムシ病　239

池田　佳弘……原発性皮膚ノカルジア症　937
池上　博泰……皮膚科医に役立つ手外科　1038
池上　隆太……ベンゼトニウム塩化物により生じた下腿

潰瘍　47
一角　直行……マイコプラズマIgM抗体陽性患者におけ

る皮膚症状　603
今福　信一……帯状疱疹の再発に対する一考察　897，

水は坂を上らない　1206
今長　慶志……Crohn病の経過中に出現した肛囲，外陰

部の多発結節病変　771
稲葉　　豊……本邦における先天性爪甲肥厚症─症例報

告と全国疫学調査のまとめ─　1019
稲澤美奈子……栄養障害性紅斑症（仮称）　231
井上　勝平……目から鱗　108
井上　卓也……慢性放射線皮膚炎より生じた多発性有棘

細胞癌と表皮内悪性黒色腫　1001
井上裕香子……マダニ刺症に対して処方されたミノサイ

クリンによる好酸球性肺炎　545
井上　雄介……骨髄性プロトポルフィリン症　263
猪爪　隆史……美顔器（美容器具） による接触皮膚炎　

1049
乾　　重樹……トリコスコピーによる脱毛症の診断　

387
入澤　亮吉……急速進行型円形脱毛症患者の予後に関す

る統計学的解析　391，局所免疫療法後に塗布部に生
じた白斑の2例　75

猪阪　善隆……腎炎を伴うHenoch-Schönlein紫斑病と結
節性多発動脈炎の合併例　697

伊佐見真実子……鎮痛消炎薬に含まれたクロタミトン，
ジイソプロパノールアミンによる接触皮膚炎　455

伊勢友加里……左拇指末節骨に転移した肺扁平上皮癌　
989

石田　修一……再燃を繰り返した不全型DIHS　857
石黒　直子……指の紫紅色斑にWinkelmann肉芽腫の像

を認めた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症　787
石原　潤子……混合性結合組織病の治療中に右示指の小

潰瘍部から拡大したtoxic shock-like syndrome　961
石原　真紀……インフリキシマブ使用中にみられた

interstitial granulomatous dermatitis　779
石井　　健……ゴム手袋による接触皮膚炎症候群　43
石井　貴之……肺病変を伴った灯油皮膚炎　537
石井　智徳……全身性強皮症に伴う難治性皮膚潰瘍に対

する低出力体外衝撃波療法の有効性　928

石川　博康……ウンナ母斑（salmon patch）のこと　314，
熱傷と冷却ジェルシート　720

石川　一志……ステロイドとシクロスポリン併用により
寛解した成人Still病　163

石川　真郷……肺癌が発見された上大静脈症候群　573
石川　武子……手掌に生じたeccrine porocarcinoma　
1097

石川　照子……痔疾治療薬による接触皮膚炎症候群　
487

石川　裕子……ゴム手袋による接触皮膚炎症候群　43
石河　　晃……美容シートマスクによるアレルギー性接

触皮膚炎　23， 口紅による接触皮膚炎　27， ゴム手
袋による接触皮膚炎症候群　43

石村　栄治……急性膵炎およびネフローゼ症候群を合併
した成人IgA血管炎（Henoch-Schönlein紫斑病）　693

石氏　陽三……成人女性の手指に生じたacral pseudo-
lymphomatous angiokeratoma of children（APACHE）　
997

石綿夏織子……植皮部に再発した乳房外Paget病　877
伊藤亜希子……下腿潰瘍と皮下腫瘤を初発症状とした多

発血管炎性肉芽腫症（Wegener肉芽腫症）　577，前腕
に生じたPhialophora verrucosaによる黒色菌糸症　
1081

伊藤　明子……手の皮膚病─異汗性湿疹の原因と治療─　
1107

伊東　慶悟……成人女性の手指に生じたacral pseudo-
lymphomatous angiokeratoma of children（APACHE）　
997

伊藤　健太……全身性強皮症に伴う難治性皮膚潰瘍に対
する低出力体外衝撃波療法の有効性　928

伊藤　恭子……B型慢性肝炎再活性化が認められた結節
性多発動脈炎　275

伊藤　宗成……成人女性の手指に生じたacral pseudo-
lymphomatous angiokeratoma of children（APACHE）　
997

伊藤　令子……toxic shock syndrome　127， ハイポア
ルコール中のチオ硫酸ナトリウムによるアレルギー性
接触皮膚炎　479

伊藤　　崇……手指足趾に生じた転移性皮膚癌（肺癌皮
膚転移）　993

伊藤　友章……加水分解コムギ含有石鹸使用による小麦
アレルギー　71

伊藤　雄太……トリベノシド・リドカイン配合軟膏によ
るstage 3A of allergic contact dermatitis syndrome　
491

伊藤　秀明……悪性中皮腫　597
伊藤　瞳子……アルブチンによる接触皮膚炎　39
伊藤　　薫……右上肢切断により救命しえた劇症型A群

溶血性連鎖球菌感染症　1073
岩瀬　七重……ゴム手袋による接触皮膚炎症候群　43
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岩谷　博次……腎炎を伴うHenoch-Schönlein紫斑病と結
節性多発動脈炎の合併例　697

伊崎　誠一……HIV感染症─梅毒とネフローゼ症候群を
合併した症例─　653

j
神保　晴紀……ラノコナゾールとルリコナゾールに交叉

反応を認めた接触皮膚炎　463，Leriche症候群の診断
の契機となったdiffuse dermal angiomatosis　1191

k
椛島　健治……LIPH遺伝子に変異を有する先天性縮毛

症/乏毛症の2例　373，肺病変を伴う壊疽性膿皮症に
TNF-α阻害薬が奏効した症例　565，掌蹠病変が先行
した好酸球性膿疱性毛包炎　1069

加太　美保……当科における加水分解コムギ含有石鹸に
よる小麦アレルギー症例の検討　82

鑑　　慎司……ATP2A2遺伝子変異が同定されたDarier
病孤発例　1089

加川　建弘……C型肝炎治療の進歩　222
影本　善子……インフリキシマブ使用中にみられた

interstitial granulomatous dermatitis　779
加来　　洋……掌蹠病変が先行した好酸球性膿疱性毛包

炎　1069
加来裕美子……男性型脱毛症を契機に判明したHAIR-

AN症候群　349
角田　佳純……良好な経過をたどった近位型カルシフィ

ラキシスの症例　677
角田　寿之……水痘再感染，血球貪食症候群を伴ったア

ナフィラクトイド紫斑　267
鎌田　千恵……SLE加療中のパルボウイルスB19感染合

併例　259，色素沈着より診断した甲状腺機能亢進症　
1163

鎌田　英明……Pasteurella multocida感染により手指関
節炎，潰瘍を生じた症例　941

蒲原　　毅……persistent pruritic eruptionsを呈した成
人Still病　167， 痔疾治療薬による接触皮膚炎症候群　
487

神戸美千代……メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患　
179

神戸　直智……メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患　
179

亀井　利沙……ベンゼトニウム塩化物により生じた下腿
潰瘍　47， 皮膚潰瘍を形成した原発性皮膚クリプト
コッカス症　1187

上條　広章……グルコン酸カルシウム動注療法で加療し
たフッ化水素酸による化学熱傷　981

神谷　　智……転移性結核性膿瘍　557

神山　泰介……トリベノシド・リドカイン配合軟膏によ
るstage 3A of allergic contact dermatitis syndrome　
491，顔面・軀幹・四肢に浸潤性紅斑を伴った再発性
多発軟骨炎　841

金岡　美和……persistent pruritic eruptionsを呈した成
人Still病　167

金山　美恵……急性膵炎およびネフローゼ症候群を合併
した成人IgA血管炎（Henoch-Schönlein紫斑病）　693

金澤　伸雄……本邦における先天性爪甲肥厚症─症例報
告と全国疫学調査のまとめ─　1019

神田　泰洋……円板状エリテマトーデスによる頭部瘢痕
性脱毛症　341

金久　史尚……テラプレビルを含む3剤併用療法中に生
じた好酸球増多と発熱を伴う薬疹　247

金村　晋吾……マダニ刺症に対して処方されたミノサイ
クリンによる好酸球性肺炎　545

貫野　　賢……リンパ腫様肉芽腫症　985
狩野　葉子……皮膚サルコイドーシスが疑われたchro-

momycosisの症例　1183
加納　宏行……中毒性表皮壊死症─重篤な消化管出血お

よび腎前性腎不全を伴った症例─　665
関東　裕美……日用品による皮膚障害　14， 美容シー

トマスクによるアレルギー性接触皮膚炎　23， 口紅
による接触皮膚炎　27， ゴム手袋による接触皮膚炎
症候群　43

葛西　恭一……C型肝炎に対するINFα-2a+RBV療法で
生じた乾癬様皮疹　251

柏山　　薫……心囊水貯留を伴ったChurg-Strauss症候
群　147

片桐　一元……クロラムフェニコールによる接触皮膚炎
の2例　447，Down症に合併した蛇行性穿孔性弾力線
維症　1147， 肺小細胞癌を合併したBazex症候群　
1195

片岡　葉子……呼吸器症状で初発し，好酸球増多と皮疹
を伴ったCastleman病　581

片山　一朗……シクロスポリン投与中に腎障害出現し，
腎盂腫瘍が指摘された乾癬性紅皮症　661，腎炎を伴
うHenoch-Schönlein紫斑病と結節性多発動脈炎の合併
例　697，サルコイドーシス・MALTリンパ腫を合併
した抗セントロメア抗体陽性Sjögren症候群　791

加藤　敦子……インコの餌からの経皮感作が考えられた
食物アレルギー　1053

加藤　晴久……胸壁浸潤をきたし皮下に腫瘤を認めた肺
癌　589

加藤　健一……Kyrle病　669
加藤　陽一……LIPH遺伝子に変異を有する先天性縮毛

症/乏毛症の2例　373
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加藤　則人……テラプレビルを含む3剤併用療法中に生
じた好酸球増多と発熱を伴う薬疹　247，C型肝炎に
対するINFα-2a+RBV療法で生じた乾癬様皮疹　251，
フマル酸ケトチフェンによる接触皮膚炎　499，10年
以上抜毛し続けた抜毛症の2症例　869

河端　由佳……爪病変が先行した黄色爪症候群　561
川田　　暁……皮膚腺病　553，骨髄異形成症候群に生

じたSweet病　853， メシル酸ガレノキサシン水和物
による固定薬疹　1057，形質細胞性口唇炎　1155

河原　邦光……呼吸器症状で初発し，好酸球増多と皮疹
を伴ったCastleman病　581

川井　麻友……リバスチグミン経皮吸収型製剤による接
触皮膚炎　471

河相美奈子……原発性皮膚ノカルジア症　937
川合　眞一……NSAIDsの使い方　203
川上　民裕……IgA血管炎の腎病変（最近の話題）　641，

手掌に生じた皮膚ノカルジア症　1065
川上由香里……recurrent melanocytic nevus　865
川久保　洋……高度黄疸に随伴した掌蹠の水疱　235
川村　龍吉……女心と秋の空とランゲルハンス細胞　
1026，美顔器（美容器具）による接触皮膚炎　1049

川村　　碧……ステロイドとシクロスポリン併用により
寛解した成人Still病　163

河野　克之……骨髄性プロトポルフィリン症　263
川野　貴代……皮膚サルコイドーシスが疑われたchro-

momycosisの症例　1183
川島　英恵……硝酸による化学熱傷　1061
川田裕味子……recurrent melanocytic nevus　865
川内　康弘……円板状エリテマトーデスによる頭部瘢痕

性脱毛症　341
嘉山　智子……結節性紅斑と関節痛，発熱で急性に発症

したサルコイドーシス（Löfgren症候群）　175
菊地　彩音……再燃を繰り返した不全型DIHS　857
木村　雅明……イミキモドによる尖圭コンジローマ治療

中に肉芽腫性リンパ節炎を認めた症例　763
木村　聡子……手掌に生じた皮膚ノカルジア症　1065
吉良　正浩……皮膚潰瘍を形成した原発性皮膚クリプト

コッカス症　1187
岸田　寛子……呼吸器症状で初発し，好酸球増多と皮疹

を伴ったCastleman病　581
岸本　菜央……胸腺炎症性偽腫瘍に腫瘍随伴性天疱瘡と

膜性腎症を認めた症例　681
小林　圭介……Down症に合併した蛇行性穿孔性弾力線

維症　1147， 肺小細胞癌を合併したBazex症候群　
1195

小林　信彦……顔面の腫脹，呼吸困難から肺癌と診断さ
れた症例　585

小林　知子……加水分解コムギ含有石鹸使用による小麦
アレルギー　71， 局所免疫療法後に塗布部に生じた
白斑の2例　75

小林　慶儀……掌蹠病変が先行した好酸球性膿疱性毛包
炎　1069

小泉　明子……リップクリームに含まれていた水添ジリ
ノレイルアルコールによる接触口唇炎　31

小嶋裕一郎……Cronkhite-Canada症候群　361
小宮根真弓……2％フシジン酸ナトリウム軟膏外用によ

り治癒した形質細胞性口唇炎　55
小紫　雄貴……腎炎を伴うHenoch-Schönlein紫斑病と結

節性多発動脈炎の合併例　697
今　　泰子……左拇指末節骨に転移した肺扁平上皮癌　

989
近藤由佳理……Kyrle病　669
小西　啓介……toxic shock syndrome　127， ハイポア

ルコール中のチオ硫酸ナトリウムによるアレルギー性
接 触 皮 膚 炎　479，Melkersson-Rosenthal症 候 群　
759，Osler結節　953，多中心性細網組織球症　977

高野　浩章……混合性結合組織病の治療中に右示指の小
潰瘍部から拡大したtoxic shock-like syndrome　961

木花いづみ……刺し口の痂皮PCR検査で診断しえたツツ
ガムシ病　239，虚血指型の皮膚症状と後腹膜線維症
を呈したIgG4関連疾患　969

木花　　光……血管拡張性肉芽腫は肉芽腫性炎症？　
1210

是枝　　哲……肝の炎症性偽腫瘍が皮膚に波及した
IgG4関連疾患　243

侯　　建全……persistent pruritic eruptionsを呈した成
人Still病　167

小猿　恒志……アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
による接触皮膚炎　443，interstitial granulomatous 
dermatitis　743，necrolytic migrator y er ythema　
1171

久保　正英……筋炎を伴ったIgA血管炎　139
久保　宜明……Graham-Little症候群　345，ヒアレイン

ミニ点眼液とミドリンP点眼液による接触皮膚炎　
475

窪田　泰夫……第66回日本皮膚科学会西部支部学術大会
を終えて　809

工藤　万里……手掌に生じたeccrine porocarcinoma　
1097

工藤由美子……口紅による接触皮膚炎　27
熊切　正信……私の事件簿─吹かれるがまま，それもま

た楽し─　904
雲井　一夫……interstitial granulomatous dermatitis　

743
國行　秀一……Cronkhite-Canada症候群　365
倉知貴志郎……Kyrle病　669
栗島　浩一……爪病変が先行した黄色爪症候群　561
草浦　貴史……胃癌が発見されたIgA vasculitis　143
楠　　俊雄……種痘様水疱症様の皮疹を呈した再発性単

純疱疹　845
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桑名隆一郎……ヘアケアに伴う毛髪トラブルの3例　
353

m
馬渕　智生……リバスチグミン経皮吸収型製剤による接

触皮膚炎　471
前田麻衣子……SLE加療中のパルボウイルスB19感染合

併例　259
前田　修子……胃癌が発見されたIgA vasculitis　143，

再発性多発性軟骨炎　151，骨髄性プロトポルフィリ
ン症　263

前島　英樹……多中心性細網組織球症　155
前川　直輝……Cronkhite-Canada症候群　365
前川　朋子……男性型脱毛症を契機に判明したHAIR-

AN症候群　349
真鍋　俊明……インフリキシマブ使用中にみられた

interstitial granulomatous dermatitis　779
丸　　陽美……グルコン酸カルシウム動注療法で加療し

たフッ化水素酸による化学熱傷　981
丸山　彩乃……皮膚潰瘍を形成した原発性皮膚クリプト

コッカス症　1187
丸山　博司……胸壁浸潤をきたし皮下に腫瘤を認めた肺

癌　589
政近江利子……マダニ刺症に対して処方されたミノサイ

クリンによる好酸球性肺炎　545
政次　朝子……胸腺炎症性偽腫瘍に腫瘍随伴性天疱瘡と

膜性腎症を認めた症例　681
増井　友里……グルコン酸カルシウム動注療法で加療し

たフッ化水素酸による化学熱傷　981
増岡正太郎……NSAIDsの使い方　203
増澤真実子……脱毛を伴った尋常性天疱瘡　333
松立　吉弘……ヒアレインミニ点眼液とミドリンP点眼

液による接触皮膚炎　475
松江　弘之……メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患　
179，メラノーマ治療の新しい展開について考えるこ
と　403

松本賢太郎……LIPH遺伝子変異により生じた先天性乏
毛症　381

松本　考平……ベンゼトニウム塩化物により生じた下腿
潰瘍　47

松村　泰宏……Cronkhite-Canada症候群　365
松永佳世子……ロドデノール誘発性脱色素斑　6，鎮痛

消炎薬に含まれたクロタミトン，ジイソプロパノール
アミンによる接触皮膚炎　455

松波智恵子……精製ラノリンによる左眼周囲の接触皮膚
炎　467

松野　　治……呼吸器症状で初発し，好酸球増多と皮疹
を伴ったCastleman病　581

松尾　光馬……帯状疱疹の再発　901

松尾　晋祐……溶連菌性膿痂疹罹患後に発症した急性糸
球体腎炎　649

松下　貴史……肺病変を伴った灯油皮膚炎　537
松浦　大輔……凍瘡様皮疹から診断した原発性Sjögren

症候群　965
松澤　美幸……糖尿病を合併したリポイド類壊死症　
751

松澤　有希……8回目の再発を認めたヘルペス関連多形
紅斑　849

峠岡　理沙……フマル酸ケトチフェンによる接触皮膚炎　
499

三橋善比古……局所免疫療法後に塗布部に生じた白斑の
2例　75，Brunsting-Perry型瘢痕性類天疱瘡　191

光井　　洋……B型慢性肝炎再活性化が認められた結節
性多発動脈炎　275

三井　　広……美顔器（美容器具） による接触皮膚炎　
1049

満間　照之……抗PS/PT抗体陽性であった抗リン脂質抗
体症候群　1093

三津山信治……イミキモドによる尖圭コンジローマ治療
中に肉芽腫性リンパ節炎を認めた症例　763

三浦　俊介……ATP2A2遺伝子変異が同定されたDarier
病孤発例　1089

三浦　義則……高度黄疸に随伴した掌蹠の水疱　235，
帯状を呈したGrover病　861

宮地　良樹……LIPH遺伝子に変異を有する先天性縮毛
症/乏毛症の2例　373，肺病変を伴う壊疽性膿皮症に
TNF-α阻害薬が奏効した症例　565，インフリキシマ
ブ 使 用 中 に み ら れ たinterstitial granulomatous 
dermatitis　779， 掌蹠病変が先行した好酸球性膿疱
性毛包炎　1069

宮垣　朝光……グルコン酸カルシウム動注療法で加療し
たフッ化水素酸による化学熱傷　981

宮川　まみ……persistent pruritic eruptionsを呈した成
人Still病　167

宮川　卓也……グルコン酸カルシウム動注療法で加療し
たフッ化水素酸による化学熱傷　981

宮島　真治……肝の炎症性偽腫瘍が皮膚に波及した
IgG4関連疾患　243

宮川　まみ……再燃を繰り返した不全型DIHS　857
宮崎　和廣……C型慢性肝炎に対するPEG-IFN＋RBV療

法で改善した扁平苔癬　255
三好　逸男……急性汎発性膿疱性細菌疹　123
三好　　研……DESIGN-R®の発赤問題　1118
溝口　奈穂……ベンゼトニウム塩化物により生じた下腿

潰瘍　47
水野　麻衣……皮膚潰瘍を形成した原発性皮膚クリプト

コッカス症　1187
水口　将志……帯状を呈したGrover病　861
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水谷　　仁……高齢者の手指に生じたbizarre parosteal 
osteochondromatous proliferationと考えられた症例　
973

毛利　　忍……骨髄性プロトポルフィリン症　263
桃木久美子……指の紫紅色斑にWinkelmann肉芽腫の像

を認めた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症　787
森　　一樹……toxic shock syndrome　127
森　布衣子……陰囊・陰茎結節の疥癬　399
森　　泰清……胸腺炎症性偽腫瘍に腫瘍随伴性天疱瘡と

膜性腎症を認めた症例　681
森川　　茂……重症熱性血小板減少症候群（SFTS ）　

522
森田　栄伸……長期間観察できた加水分解コムギ含有石

鹸による小麦アレルギー　67
森田　玲子……皮膚腺病　553
森上　徹也……第66回日本皮膚科学会西部支部学術大会

を終えて　809
守屋　智枝……中毒性表皮壊死症─重篤な消化管出血お

よび腎前性腎不全を伴った症例─　665
盛山　吉弘……痛風　881
元木　良和……バラシクロビルによる急性腎障害　701
元根　正晴……好酸球性肺炎を合併したT細胞リンパ腫　
593

向井　秀樹……粘膜病変のみかた　92， 医療事故を考
える　115， 渡航歴のない患者に生じたデング熱　
135，デング熱は再来するのか　627，糖尿病および
透析を要した腎不全患者に生じたacquired reactive 
perforating collagenosis　673， 医療の不確実性　
1129

棟田加奈子……初期より破壊性関節炎をきたした成人
Still病　171

村上　信三……肝移植ドナー手術後に発症したアナフィ
ラクトイド紫斑　271

村木　慶子……左拇指末節骨に転移した肺扁平上皮癌　
989

村尾　和俊……Graham-Little症候群　345，ヒアレイン
ミニ点眼液とミドリンP点眼液による接触皮膚炎　
475

村瀬　千晶……LIPH遺伝子変異により生じた先天性乏
毛症　381

村田眞理子……リンパ腫様肉芽腫症　985
村田　　哲……2％フシジン酸ナトリウム軟膏外用によ

り治癒した形質細胞性口唇炎　55
村田　洋三……recurrent melanocytic nevus　865
室　　慶直……抗PS/PT抗体陽性であった抗リン脂質抗

体症候群　1093
室田　浩之……痒みのメカニズム　1136
武藤　一考……IgA血管炎経過中に多発壊死性筋膜炎を

合併した症例　685

n
永井　美貴……精製ラノリンによる左眼周囲の接触皮膚

炎　467
永井雄一郎……水痘再感染，血球貪食症候群を伴ったア

ナフィラクトイド紫斑　267
長﨑　沙織……糖尿病および透析を要した腎不全患者に

生じたacquired reactive perforating collagenosis　673
永瀬浩太郎……慢性放射線皮膚炎より生じた多発性有棘

細胞癌と表皮内悪性黒色腫　1001
永田栄一郎……リバスチグミン経皮吸収型製剤による接

触皮膚炎　471
永田　　誠……リンパ腫様肉芽腫症　985
中　　正直……高齢者の手指に生じたbizarre parosteal 

osteochondromatous proliferationと考えられた症例　
973

中田土起丈……マイザークリームとロキソニンパップに
添加されているクロタミトンが原因と特定できたアレ
ルギー性接触皮膚炎　459，トリベノシド・リドカイ
ン配合軟膏によるstage 3A of allergic contact dermati-
tis syndrome　491，8回目の再発を認めたヘルペス関
連多形紅斑　849

中川　秀己……成人女性の手指に生じたacral pseudo-
lymphomatous angiokeratoma of children（APACHE）　
997

中川　有夏……10年以上抜毛し続けた抜毛症の2症例　
869

中井　大介……ベンゼトニウム塩化物により生じた下腿
潰瘍　47

中島　武之……好酸球性肺炎を合併したT細胞リンパ腫　
593

名嘉眞武国……IgA血管炎経過中に多発壊死性筋膜炎を
合併した症例　685

中村　明博……呼吸器疾患を合併し，環状紅斑を呈した
持久性隆起性紅斑　569

中村　和子……痔疾治療薬による接触皮膚炎症候群　
487

中村　友紀……顔面の腫脹，呼吸困難から肺癌と診断さ
れた症例　585

中野智香子……腎炎を伴うHenoch-Schönlein紫斑病と結
節性多発動脈炎の合併例　697

中野　　創……骨髄性プロトポルフィリン症　263
中野　孝司……マダニ刺症に対して処方されたミノサイ

クリンによる好酸球性肺炎　545
中尾　桃子……呼吸器疾患を合併し，環状紅斑を呈した

持久性隆起性紅斑　569
中須賀彩香……混合性結合組織病の治療中に右示指の小

潰瘍部から拡大したtoxic shock-like syndrome　961
仲田かおり……アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

による接触皮膚炎　443，壊疽性膿瘡の2例　1175
中山樹一郎……私が歩んだ道　710
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成澤　　寛……慢性放射線皮膚炎より生じた多発性有棘
細胞癌と表皮内悪性黒色腫　1001

成田　博実……爪甲部の縦走陥凹　200
夏秋　　優……マダニ刺症に対して処方されたミノサイ

クリンによる好酸球性肺炎　545
新山　史朗……渡航歴のない患者に生じたデング熱　
135

錦織千佳子……肺線維症治療薬による光線過敏型薬疹　
549，慢性光線性皮膚炎　835，遺伝性血管性浮腫1型
─同じ遺伝子変異を認めるものの高齢まで発症に至っ
ていない家族を伴う例─　873

西盛　信幸……Pasteurella multocida感染により手指関
節炎，潰瘍を生じた症例　941

西野　洋輔……好酸球性肺炎を合併したT細胞リンパ腫　
593

西岡　和恵……リップクリームに含まれていた水添ジリ
ノレイルアルコールによる接触口唇炎　31

西岡　　清……地盤固め　5， 粘膜病変のみかた　92，
皮膚科の研究　521，アトピー性皮膚炎の歴史的背景　
801，皮膚科が危ない　1037

西山　智司……Leriche症候群の診断の契機となったdif-
fuse dermal angiomatosis　1191

西山　茂夫……ウラジャノメ　79， 粘膜病変のみかた　
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5D itch scale ………………………………………… 1130
five-factor score ………………………………………… 147
floating sign …………………………………………… 743
Fonsecaea monophora ……………………………… 1183
Forshheimerʼs sign ………………………………… 1202
フッ化水素酸 …………………………………………… 981
副作用 …………………………………………………… 75
フマル酸ケトチフェン………………………………… 499
不明熱 …………………………………………………… 171
風疹…………………………………………………… 1202
フシジン酸……………………………………………… 55

g
外胚葉異形成症 ………………………………………… 357
外傷……………………………………………………… 937
顔面……………………………………………………… 443
顔面浮腫………………………………………………… 573
顔面褐色斑…………………………………………… 1159
顔面神経麻痺 …………………………………… 759，977
顔面腫脹………………………………………………… 585

G-CSF …………………………………………………… 329
劇症型A群連鎖球菌感染症 ………………………… 1073
限局……………………………………………………… 945
限局性類天疱瘡 ………………………………………… 191
原発性瘢痕性脱毛症…………………………………… 337
原発性皮膚ノカルジア症 ……………………………… 937
グルコン酸カルシウム………………………………… 981
ゴム手袋………………………………………………… 43
Graham-Little症候群 …………………………………… 345
granuloma annulare …………………………………… 739
Groverʼs disease ……………………………………… 861

h
背部……………………………………………………… 88
背部外用用具 …………………………………………… 88
肺病変 …………………………………………………… 565
肺癌……………………………………………………… 993
肺扁平上皮癌 …………………………………………… 989
敗血症 …………………………………………………… 127
敗血症性肺塞栓症……………………………………… 541
HAIR-AN症候群（HAIR-AN syndrome） ……………… 349
ヘアケア………………………………………………… 353
肺線維症…………………………………………549，1143
肺小細胞癌………………………………………573，1143
白血球核破砕性血管炎………………………………… 139
白血病 …………………………………………………… 739
白斑…………………………………………………… 6，75
白髪化 …………………………………………………… 869
Hallopeau稽留性肢端皮膚炎 ………………………… 945
瘢痕性脱毛……………………………………………… 341
瘢痕性脱毛症 …………………………………………… 345
瘢痕性類天疱瘡 ………………………………………… 191
HCV …………………………………………………… 255
平地……………………………………………………… 239
ヘミデスモゾーム…………………………………… 1085
Henoch-Schönlein紫斑病 ……………… 267，641，689，
  693，697，787
扁平苔癬………………………………………………… 255
扁桃摘出術……………………………………………… 131
扁桃摘出………………………………………………… 657
ヘルペス関連多形紅斑………………………………… 849
ヒアレインミニ ………………………………………… 475
皮膚バリア……………………………………………… 434
皮膚病変………………………………………………… 985
皮膚病変合併 …………………………………………… 593
皮膚疣状結核 ………………………………………… 1077
皮膚科医（dermatologist） …………………………… 1038
皮膚潰瘍………………………………………………… 928
皮膚結核………………………………………………… 557
皮膚筋炎………………………………………………… 529
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皮膚LE様 …………………………………………… 1167
皮膚サルコイドーシス……………………………… 1183
皮膚サルコイド反応…………………………………… 35
皮膚腺病………………………………………………… 553
皮膚色素沈着 …………………………………………… 361
皮膚浸潤………………………………………………… 597
皮膚症状………………………………………………… 529
皮膚瘙痒症…………………………………………… 1136
非乾酪性肉芽腫 ………………………………………… 771
光アレルギー …………………………………………… 835
非露光部……………………………………………… 1151
一人暮らし……………………………………………… 88
HIV ……………………………………………… 653，739
蜂窩織炎………………………………… 541，881，1187
放射線皮膚炎 ………………………………………… 1001
補体結合反応 ………………………………………… 1202
hydroa aestivale ………………………………………… 845
表皮角化細胞壊死……………………………………… 167
表皮内水疱……………………………………………… 235
表在静脈拡張 …………………………………………… 573
ハイポアルコール……………………………………… 479

i
遺伝性血管性浮腫……………………………………… 873
遺伝子変異…………………………………………… 1089
IgA vasculitis …………………………………………… 143
IgA腎症 ………………………………………… 641，657
IgA血管炎 ………………… 139，641，685，689，693
胃癌……………………………………………………… 143
IgG4関連疾患 ………………………… 243，581，969
異常角化………………………………………………… 861
胃・十二指腸潰瘍……………………………………… 271
異汗性湿疹…………………………………………… 1107
IL-17 …………………………………………………… 116
IL-8 ……………………………………………………… 329
イミキモド……………………………………………… 763
インドメタシン ……………………………………… 1069
インフリキシマブ……………………………………… 779
インスリン抵抗性（insulin resistance） ……………… 349
インターフェロン……………………… 222，251，255
interstitial granuloma annulare ……………………… 728
interstitial granulomatous dermatitis ………………… 743
interval node ………………………………………… 1005

j
Jellinek徴候 ………………………………………… 1163
耳介……………………………………………………… 828
耳介腫脹………………………………………………… 151
自己抗体………………………………………………… 529
自己免疫疾患 …………………………………………… 159

持久性隆起性紅斑………………………………569，1143
尋常性乾癬……………………………………………… 657
尋常性天疱瘡 …………………………………………… 333
蕁麻疹 …………………………………………………… 603
腎糸球体………………………………………………… 641
腎前性腎不全 …………………………………………… 665
痔疾治療薬……………………………………………… 487
上大静脈症候群 ………………………………… 573，585
上気道症状……………………………………………… 577
常染色体劣性縮毛症…………………………………… 373
重複癌 ………………………………………………… 1001
重症熱性血小板減少症候群（SFTS） ………………… 522

k
化学熱傷…………………………………………981，1061
化学療法………………………………………………… 937
痂皮……………………………………………………… 239
開口部形質細胞症……………………………… 55，1155
疥癬……………………………………………………… 399
潰瘍…………………………………………………… 1187
潰瘍性大腸炎 …………………………………………… 779
神奈川県………………………………………………… 239
肝動注化学療法（transcatheter arterial infusion 

chemotherapy：TAI） ……………………………… 279
環状紅斑………………………………………………… 569
肝機能障害……………………………………………… 263
汗疱…………………………………………………… 1107
感作性試験……………………………………………… 426
乾癬……………………………………………… 657，661
感染性心内膜炎 ………………………………………… 953
乾癬様皮疹………………………………………251，1143
関節炎 …………………………………………… 139，171
関節リウマチ …………………………………… 127，179
関節症状………………………………………………… 159
関節症性乾癬 …………………………………………… 116
関節痛 …………………………………………… 135，175
間質性肺炎……………………………………………… 529
肝転移 …………………………………………………… 279
加硫促進剤……………………………………………… 43
顆粒体 ………………………………………………… 1089
仮性動脈瘤……………………………………………… 279
仮性絞扼症……………………………………………… 51
活性型Vit D3軟膏 …………………………………… 1147
加水分解コムギ含有石鹸 ……………………………… 71
加水分解コムギ …………………………………… 67，82
加水分解コムギ依存性運動誘発アナフィラキシー 
（HWP-WDEIA） ……………………………………… 71

下垂体腺腫…………………………………………… 1159
下腿潰瘍………………………………………………… 51
痒み…………………………………………………… 1136
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痒みの評価…………………………………………… 1130
頸部リンパ節結核……………………………………… 553
経皮感作……………………………………………… 1053
経皮吸収型製剤 ………………………………………… 434
経口薬 …………………………………………………… 222
形質細胞……………………………………………… 1155
形質細胞性口唇炎……………………………… 55，1155
血管新生……………………………………………… 1011
血球貪食症候群 ………………………………………… 267
健常人 ………………………………………………… 1073
Keratin16 …………………………………………… 1019
Keratin17 …………………………………………… 1019
Keratin6A …………………………………………… 1019
Keratin6B …………………………………………… 1019
化粧品 ……………………………………………………… 6
結節性紅斑（EN） ……………………………………… 175
結節性多発動脈炎……………………………… 275，787
結節性紅斑……………………………………… 603，775
結節性多発動脈炎……………………………………… 697
血小板減少……………………………………………… 755
気道……………………………………………………… 828
気管支喘息……………………………………………… 147
貴金属 …………………………………………………… 14
筋炎……………………………………………………… 139
金属アレルギー ……………………………………… 1049
金属パッチテスト…………………………………… 1107
金属制限食…………………………………………… 1107
基底板 ………………………………………………… 1085
抗Ⅱ型コラーゲン抗体………………………………… 841
高アンドロゲン血症（hyperandrogenemia） ………… 349
高ビリルビン血症……………………………………… 235
抗セントロメア抗体…………………………………… 791
後腹膜線維症 …………………………………………… 969
膠原線維アタック反応………………………………… 728
甲状腺癌……………………………………………… 1159
甲状腺機能亢進症…………………………………… 1163
口腔内潰瘍……………………………………………… 743
黒色菌糸症…………………………………………… 1081
黒色真菌症……………………………………………… 885
呼吸不全………………………………………………… 593
呼吸器疾患……………………………………………… 569
呼吸困難………………………………………………… 585
抗リン脂質抗体症候群（anti-phospholipid antibody 

syndrome：APS） ………………………………… 1093
小麦アレルギー ……………………………… 67，71，82
混合性結合組織病（MCTD） ………………………… 961
抗PS/PT抗体 ………………………………………… 1093
香料……………………………………………………… 23
交叉反応………………………………………………… 463
好酸球性肺炎 …………………………………………… 545

好酸球性膿疱性毛包炎……………………………… 1069
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA） …………… 957
好酸球増多……………………………………… 143，581
抗生物質含有外用薬…………………………………… 447
硬性下疳……………………………………………… 1179
光線過敏………………………………………………… 263
光線過敏症……………………………………………… 549
光線テスト……………………………………………… 549
口唇ヘルペス …………………………………………… 849
口唇腺生検……………………………………………… 965
固定薬疹……………………………………………… 1057
後天性反応性穿孔性膠原線維症 ……………………… 673
骨転移 …………………………………………………… 989
骨髄性プロトポルフィリン症 ………………………… 263
骨髄異形成症候群……………………………… 557，853
抗ウイルス薬持続内服療法 …………………………… 849
抗ウイルス薬 …………………………………………… 222
高γグロブリン血症………………………………… 1143
口紅……………………………………………………… 27
クロマイ膣錠 …………………………………………… 451
強皮症 …………………………………………………… 928
虚血指 …………………………………………………… 969
胸腔ドレナージ ………………………………………… 597
局所免疫療法 …………………………………………… 75
棘融解 …………………………………………………… 861
棘融解型有棘細胞癌…………………………………… 755
胸腺炎症性偽腫瘍……………………………………… 681
胸水……………………………………………………… 561
胸水穿刺………………………………………………… 597
Kyrle病 ………………………………………………… 669
急性汎発性膿疱性細菌疹 ……………………………… 123
急性腎不全……………………………………………… 701
急性腎障害（AKI） ……………………………………… 634
急性膵炎………………………………………………… 693
急速進行性糸球体腎炎………………………………… 689
急速進行………………………………………………… 391

l
ラノコナゾール ………………………………………… 463
ラノリン………………………………………………… 467
laser …………………………………………………… 865
Leriche syndrome …………………………………… 1191
リドカイン……………………………………………… 483
リドカインテープ剤…………………………………… 483
リパーゼH ……………………………………………… 381
LIPH …………………………………… 322，373，381
LIPH遺伝子変異 ……………………………………… 377
リポイド類壊死症……………………………………… 751
Löfgren症候群 ………………………………………… 175
ロキソニンパップ……………………………………… 459
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ルリコナゾール ………………………………………… 463
ループスアンチコアグラント ……………………… 1093
リンパ浮腫……………………………………………… 561
lymphomatoid granulomatosis ……………………… 985
リンパシンチグラフィ……………………………… 1005

m
M2マクロファージ …………………………………… 733
マダニ刺症……………………………………………… 545
マイザークリーム……………………………………… 459
マキロンS ……………………………………………… 47
膜性腎症………………………………………………… 681
malignant melanoma …………………………………… 865
MALTリンパ腫 ………………………………………… 791
maniphlanx arthritis …………………………………… 941
慢性GVHD …………………………………………… 1167
慢性腎不全……………………………………… 669，673
慢性腎臓病（CKD） …………………………………… 634
慢性膿皮症……………………………………………… 337
慢性刺激………………………………………………… 755
末節骨 …………………………………………………… 989
末梢性T細胞リンパ腫非特定型 …………………… 593
MDS（骨髄異形成症候群） …………………………… 267
Melkersson-Rosenthal症候群 ………………………… 759
免疫不全非合併 ……………………………………… 1081
免疫グロブリンA（immunoglobulin A） ……………… 641
免疫低下………………………………………………… 127
メシル酸ガレノキサシン水和物 …………………… 1057
メタクリルレジン……………………………………… 59
メトトレキサート……………………………………… 179
メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患…………… 183
メチルプレドニゾロン・フラジオマイシン硫酸塩 

配合眼軟膏 …………………………………………… 467
ミドリンP ……………………………………………… 475
ミノサイクリン ………………………………………… 545
身の回り品……………………………………………… 14
ミゾリビン……………………………………… 697，787
毛髪……………………………………………………… 353
網状皮疹………………………………………………… 259
毛孔性扁平苔癬 ………………………………………… 345
MTX-LPD ……………………………………………… 179
multicentric reticulohistiocytosis……………… 155，187
マイコプラズマ ………………………………………… 603

n
内服誘発試験 ………………………………………… 1057
ネイルアート …………………………………………… 59
ナルフラフィン塩酸塩………………………………… 669
難治性皮膚潰瘍 ………………………………………… 47
軟骨細胞………………………………………………… 828

軟毛化 …………………………………………………… 869
NB-UVB ………………………………………………… 251
necrolytic migratory erythema …………………… 1171
ネフローゼ症候群……………………… 653，689，693
粘膜類天疱瘡 …………………………………………… 191
肉芽腫 …………………………………… 755，779，783
肉芽腫性口唇炎 ………………………………………… 767
肉芽腫性リンパ節炎…………………………………… 763
肉芽腫性乳腺炎 ………………………………………… 775
妊婦……………………………………………………… 775
ノカルジア症 ………………………………………… 1065
nomenclature …………………………………………… 628
Noonan症候群 ………………………………………… 357
Noraʼs lesion …………………………………………… 973
脳塞栓 …………………………………………………… 953
NSAIDsの作用機序 …………………………………… 203
打ち抜き型潰瘍 ……………………………………… 1177
尿酸塩結晶……………………………………………… 881
乳房外Paget病 ………………………………………… 877

o
黄疸……………………………………………………… 235
おしゃれ………………………………………………… 353
黄色爪症候群 …………………………………………… 561
Osler結節 ……………………………………………… 953
OTC医薬品 …………………………………………… 447

p
ペア血清……………………………………………… 1202
palisaded neutrophilic granulomatous dermatiti …… 747
Palisaded nuetrophilic and granulomatous dermatitis
（PNGD） ……………………………………………… 957

Panton-Valentine leucocidin（PVL） …………………… 541
PA-PLA1α ……………………………………………… 373
パルボウイルスB19（HPV B19） ……………………… 259
パソコン………………………………………………… 88
Pasteurella multocida ………………………………… 941
パッチテスト ……… 14，23，27，43，451，455，499
PCR検査 ………………………………………………… 239
perianal skin tags ……………………………………… 771
persistent acantholytic dermatosis …………………… 861
persistent pruritic eruptions ………………………… 167
フェニレフリン塩酸塩………………………………… 475
Phialophora verrucosa …………………………885，1081
ホスホリパーゼA2受容体 …………………………… 681
ピルフェニドン ………………………………………… 549
プレドニゾロン ………………………………… 275，747
プリックテスト ………………………………………… 82
プロクトセディル軟膏………………………………… 495
pseudolymphoma ……………………………………… 997
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プロピオン酸エステル………………………………… 443

r
ラミニン332 …………………………………………… 191
recurrent nevus ………………………………………… 865
Reed-Sternberg様細胞 ………………………………… 183
連珠毛 …………………………………………………… 322
連鎖球菌………………………………………………… 953
ロドデノール誘発性脱色素斑 …………………………… 6
リバビリン……………………………………………… 255
リンゴ酸ジイソステアリル …………………………… 27
リップクリーム ………………………………………… 31
リツキシマブ …………………………………………… 577
リバスチグミン経皮吸収型製剤 ……………………… 471
類上皮肉腫…………………………………………… 1101
類上皮細胞性肉芽腫…………………………………… 759
類上皮性肉芽腫 ………………………………………… 977
緑膿菌感染…………………………………………… 1177
両側肺門リンパ節腫脹（BHL） ……………………… 175
硫酸フラジオマイシン………………………………… 495

s
再発………………………………… 755，828，853，877
再発性多発性軟骨炎…………………………… 151，841
再発性単純疱疹 ………………………………………… 845
再活性化………………………………………………… 275
柵状肉芽腫……………………………………………… 728
サンゴビーズ様 ………………………………………… 155
酸化ストレス …………………………………………… 426
3剤併用療法 …………………………………………… 247
サルコイドーシス………………… 159，175，759，791
scratch dermatitis ……………………………………… 167
成分パッチテスト……………………………… 455，467
製品分析………………………………………………… 14
成人……………………………………………………… 997
成人Still病 ……………………………… 163，167，171
石鹸……………………………………………………… 67
先天性乏毛症 …………………………………… 377，381
先天性爪甲肥厚症…………………………………… 1019
センチネルリンパ節生検 …………………………… 1005
接触皮膚炎…… 23，27，39，434，443，447，463，
  467，471，475，499，1049
接触皮膚炎症候群……………43，483，487，491，495
接触口唇炎……………………………………………… 31
接着剤 …………………………………………………… 59
シートマスク …………………………………………… 23
紫斑……………………………………………………… 603
紫斑病性腎炎 ……………………… 271，641，697，787
歯科金属……………………………………………… 1107
色素沈着…………………………………………369，1163

新興ウイルス感染症…………………………………… 522
心囊水 …………………………………………………… 147
深在性真菌症 …………………………………………… 885
指尖潰瘍……………………………………………… 1011
指趾粘液囊腫 …………………………………………… 200
四肢切断……………………………………………… 1073
市中感染型MRSA ……………………………………… 541
小皮膚潰瘍……………………………………………… 127
消化管ポリポーシス…………………………… 361，369
消化管出血……………………………………………… 665
消化器症状……………………………………………… 767
職業性皮膚疾患 ………………………………………… 63
植皮部 …………………………………………………… 877
初期硬結……………………………………………… 1179
食物アレルギー ……………………………………… 1053
硝酸…………………………………………………… 1061
掌蹠膿疱症……………………………………… 123，131
掌蹠膿疱症性骨関節炎………………………… 116，131
掌蹠膿疱症…………………………………………… 1069
縮毛症 …………………………………………………… 322
手指……………………………………………………… 973
手掌…………………………………… 1065，1097，1101
手指・足趾転移 ………………………………………… 993
種痘様水疱症 …………………………………………… 845
腫瘍（tumor） ………………………………………… 1038
腫瘍随伴性マクロファージ …………………………… 733
腫瘍随伴性天疱瘡……………………………………… 681
紫斑病性腎炎 …………………………………………… 685
心膜炎 …………………………………………………… 123
刺青……………………………………………………… 35
自然消褪………………………………………………… 985
Sjögren症候群 ………………………………… 791，965
スキンケア……………………………………………… 434
SLE ……………………………………………… 259，747
SLE様症状 ……………………………………………… 259
搔破…………………………………………… 1130，1136
爪甲異常………………………………………… 361，369
SOS1 …………………………………………………… 357
組織球 …………………………………………………… 187
瘙痒……………………………………………………… 669
ステロイド内服 ………………………………………… 243
Streptococcus pyogenes ………………………………… 961
水添ジリノレイルアルコール（hydrogenated  

dilinoleyl alcohol） …………………………………… 31
水痘再感染……………………………………………… 267
Sweet病 ………………………………………………… 853
Sweet病様皮疹 ………………………………………… 841
systemic contact dermatitis …………………………… 451
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t
多発病変………………………………………………… 949
多発血管炎性肉芽腫症………………………………… 577
帯状疱疹………………………………………………… 783
多関節痛………………………………………………… 171
多形滲出性紅斑 ………………………………………… 603
単純型表皮水疱症…………………………………… 1085
多中心性細網組織球症………………… 155，187，977
多剤併用療法 …………………………………………… 553
手袋……………………………………………………… 14
手外科（hand surgery） ……………………………… 1038
低補体血症……………………………………………… 259
定型疹 …………………………………………………… 167
低出力体外衝撃波療法………………………………… 928
テラプレビル …………………………………………… 247
TEN …………………………………………………… 63
転移性皮膚癌 …………………………………………… 993
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