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英文抄録 ･･･････････････････････････････････････････････ 833
蝶の博物詩
生態14／西山　茂夫････････････････････････････････････ 839
学会ハイライト
第32回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会を終えて

辻　　和英･･･････････････････････････････････････････ 842
New Drugs
ルコナック®爪外用液5％･･･････････････････････････････ 846
皮心伝心
乳房外Paget病における「背信の科学者たち」

村田　洋三･･･････････････････････････････････････････ 848
診察室の四季
遠雷／斉藤　隆三･･････････････････････････････････････ 849
皮膚科のトリビア
第134回／浅井　俊弥･･････････････････････････････････ 850

9月号：光学療法
editorial
医療相談にて／斉藤 隆三･･････････････････････････････ 859
topics
光線力学療法─その現況と展望─

長野　　徹･･･････････････････････････････････････････ 860
紫外線療法のトピックス─新たに導入し活用するため

の工夫─
川原　　繁･･･････････････････････････････････････････ 866

臨床例
紫外線療法が奏効した高IgE症候群と考えられた症例

今福　信一，伊藤宏太郎････････････････････････････ 875
ナローバンドが奏効した白斑

髙橋　　彩，種村　　篤，片山　一朗･････････････ 879
結節性痒疹に対してナローバンドUVB治療中に発症し

た水疱性類天疱瘡
谷　　冴香，辻岡　　馨････････････････････････････ 883

ナローバンドUVB療法を試みた糖尿病性浮腫性硬化症
松尾　晋祐，端本　宇志，高橋　英至，佐藤　貴浩 
････････････････････････････････････････････････････････ 887

308 nmエキシマランプ照射を行った汎発型脱毛症
森上　徹也，森上　純子，中井　浩三，窪田　泰夫 
････････････････････････････････････････････････････････ 891

エトレチナート内服とナローバンドUVBの併用療法が
奏効した局面型乾癬
大橋　威信，山本　俊幸････････････････････････････ 895

エトレチナートとナローバンドUVB療法の併用が奏効し
た高齢の乾癬患者2例
宇山　美樹，橋本　由起，窪田　綾子，鷲崎久美子，
石河　　晃･･･････････････････････････････････････････ 899



─ 7 ─ ─ 8 ─

エキシマライトによる掌蹠膿疱症および手足の尋常性乾
癬の治療
東山　真里･･･････････････････････････････････････････ 903

ナローバンドUVB療法が奏効した後天性反応性穿孔性
膠原線維症
神谷　由紀，貞政　裕子，永田　絢子，
比留間政太郎，吉田　隆洋･･････････････････････････ 907

PUVAバス療法が奏効した環状肉芽腫
的屋　真美，村松伸之介，井汲今日子，
加藤　裕史，西田　絵美，森田　明理･････････････ 911

ナローバンドUVBが奏効した汎発型環状肉芽腫症
吉井　優太，稲坂　　優，倉橋　直子，河村　実穂，
鶴見　由季，田中　義人，伊藤　有美，小寺　雅也 
････････････････････････････････････････････････････････ 915

PUVAバス療法が奏効した皮膚サルコイドーシス
村松伸之介，西田　絵美，森田　明理･････････････ 919

外用PUVA療法が奏効したリポイド類壊死症の2例
小亀　敏明，上津　直子，岡本　祐之･････････････ 923

TARNAB照射が有効であった原発性皮膚未分化大細胞
リンパ腫
石元　達士･･･････････････････････････････････････････ 927

英文抄録 ･･･････････････････････････････････････････････ 931
蝶の博物詩
生態15／西山　茂夫････････････････････････････････････ 937
学会ハイライト
第32回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会を終えて

金蔵　拓郎･･･････････････････････････････････････････ 940
New Device
セラビーム®UV308 mini････････････････････････････････ 944
皮心伝心
総合診療医育成における皮膚科学教育

岡　　昌宏･･･････････････････････････････････････････ 946
診察室の四季
台風／斉藤　隆三･･････････････････････････････････････ 947
皮膚科のトリビア
第135回／浅井　俊弥･･････････････････････････････････ 948

10月号：類天疱瘡とその周辺
editorial
不条理な論理／向井　秀樹････････････････････････････ 957
総説
表皮下水疱症のすべて／大沢　淑恵，鶴田　大輔･･･ 958
topics
DPP-4阻害薬内服患者に生じる薬剤関連水疱性類天疱

瘡
青山　裕美･･･････････････････････････････････････････ 964

水疱性類天疱瘡における補体の役割
大日　輝記･･･････････････････････････････････････････ 972

臨床例
食道病変が先行した尋常性天疱瘡と水疱性類天疱瘡の合

併例
高　　淑子，徳山　　猛，小川　浩平，宮川　　史，
浅田　秀夫･･･････････････････････････････････････････ 979

Brunsting-Perry型を思わせる皮疹の分布を初発症状と
した水疱性類天疱瘡
橋本　啓代，山本　洋輔，外川　八英，
石井　文人，橋本　　隆，松江　弘之･････････････ 983

抗HIV療法中に水疱性類天疱瘡を発症したHIV感染症
平川佳葉子，松尾　佳美，平郡　隆明，沼田　恒実，
藤井　輝久，高田　　昇，秀　　道広･････････････ 987

Bazex症候群様の皮膚症状を呈し，経過中に水疱性類天
疱瘡を発症した症例
藤川　一穂，松浦　大輔，中川　千夏，
伊藤　恵子，照井　　正，落合　豊子･････････････ 991

肺癌患者に生じた抗BP180型粘膜類天疱瘡
秦　　舞子，周　　　円，加納　宏行，
清島真理子，古賀　浩嗣，橋本　　隆･････････････ 995

口腔粘膜病変に加えて爪囲炎と小水疱性皮疹を呈した抗
BP180型粘膜類天疱瘡
山名やよい，小林　里実，高山亜由美，福田　俊平，
橋本　　隆･･･････････････････････････････････････････ 999

糖尿病治療薬による類天疱瘡型薬疹を疑った症例
守屋　智枝，周　　　円，加納　宏行，小森　聡子，
橋本　　隆，石井　文人，清島真理子････････････1003

二重濾過膜血漿交換療法によって著明な改善を示した水
疱性類天疱瘡
山口　　慶，宮垣　朝光，高橋　岳浩，沼尻　宏子，
中村　洸樹，宮本　明栄，増井　友里，渡邊　　玲，
佐藤　伸一･･････････････････････････････････････････1007

C型肝炎，腎障害のある結節性痒疹として加療されてい
た結節性類天疱瘡
鈴木　悠花，伊藤　雄太，神山　泰介，大歳　晋平，
中田土起丈･･････････････････････････････････････････1011

後天性穿孔性皮膚症を合併した結節型類天疱瘡
向井　美穂，福山　雅大，稲積　豊子，平田　俊吉 
･･･････････････････････････････････････････････････････1015

アモキシシリン，アセトアミノフェン内服により増悪し
た線状IgA水疱症
猪股　　藍，加藤　　亮，佐野　信也，安藤　典子，
原田　和俊，川村　龍吉，柴垣　直孝，島田　眞路 
･･･････････････････････････････････････････････････････1019

線状IgA/IgG水疱症
西岡いずみ，平澤　祐輔，吉原　　渚，扇谷　咲子，
池田　志斈，石井　文人，古賀　浩嗣，橋本　　隆 
･･･････････････････････････････････････････････････････1023

ステロイド外用と抗ヒスタミン剤内服にて寛解した妊娠
性疱疹
河原　由恵･･････････････････････････････････････････1027
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英文抄録 ･･････････････････････････････････････････････1031
蝶の博物詩
生態16／西山　茂夫･･･････････････････････････････････1037
私の歩んだ道
私の歩んだ道／長谷　哲男･･･････････････････････････1040
学会ハイライト
第34回日本臨床皮膚外科学会学術大会学会主催を終えて
爲政　大幾･････････････････････････････････････････････1046
皮心伝心
皮疹伝診／林　　伸和････････････････････････････････1050
診察室の四季
秋の夕焼け／斉藤　隆三･･････････････････････････････1051
皮膚科のトリビア
第136回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1052
声
水痘ワクチンと帯状疱疹･･････････････････････････････1054

11月号：天疱瘡とその周辺
editorial
温故知新／西岡　　清････････････････････････････････1061
topics
本邦の疱疹状皮膚炎の現状／大畑　千佳････････････1062
臨床例
歯肉辺縁に生じた尋常性天疱瘡

片山智恵子，齊藤　恭子，徳永　千春，
小澤　知倫，石井　文人，橋本　　隆････････････1069

手指に角化性小結節が多発した尋常性天疱瘡
高橋　道央，加藤　恒平，高山かおる，横関　博雄 
･･･････････････････････････････････････････････････････1073

難治性粘膜皮膚型尋常性天疱瘡
山口　道也，中野　純二，岡田　　悠，松山　法道，
武藤　正彦･･････････････････････････････････････････1077

4歳で発症し，プレドニゾロン内服治療で軽快した尋常
性天疱瘡の小児例
内田　理美，舩越　　建，栗原　佑一，山上　　淳，
定平知江子，小川　優一，天谷　雅行････････････1081

大量γグロブリン静注療法により好中球減少症をきたし
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･･･････････････････････････････････････････････････････1105

ブシラミンによる薬剤誘発性疱疹状天疱瘡
神﨑　美玲，眞壁　　郁，飯島　茂子，吉村　和弘，
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古江　増隆･･････････････････････････････････････････1201

新生女児傍尿道囊腫
立花　隆夫，要石　就斗，藤田　真文，一ノ名晶美，
高瀬早和子，西村　陽一，太田　深雪，八木　洋輔 
･･･････････････････････････････････････････････････････1205
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･･･････････････････････････････････････････････････････1209

耳介に生じたangiomyolipomaとその超音波所見
東田　理恵，中川　浩一，田口　麻莉，岡林　　綾，
清水　奈美･･････････････････････････････････････････1213

乳白色の液体（urate milk）より診断した肘関節の痛風結
節，痛風
白鳥　隆宏，加藤　晴久･･･････････････････････････1217

下顎部に生じた皮膚原発 adenoid cystic carcinoma
仲野　祐里，遠藤雄一郎，藤澤　章弘，谷岡　未樹，
是枝　　哲，椛島　健治，宮地　良樹････････････1221

英文抄録･･･････････････････････････････････････････････1225
蝶の博物詩
生態18／西山　茂夫･･･････････････････････････････････1231
office dermatology
アンケート特集　粉瘤治療をどうするか

飯島　茂子，出月　健夫，梅林　芳弘，幸野　　健，
立花　隆夫，福田　英嗣，福田　知雄，宮本　秀明，
山田　秀和･･････････････････････････････････････････1234

私の歩んだ道
私の歩んだ道／上出　良一･･･････････････････････････1240
学会ハイライト
第115回日本皮膚科学会総会を終えて

中川　秀己･･････････････････････････････････････････1246
New Drugs
ゼビアックス®ローション2％･････････････････････････1250
皮心伝心
皮膚外科（skin surgery）へのいざない

臼田　俊和･･････････････････････････････････････････1252
診察室の四季
日向ぼこ／斉藤　隆三････････････････････････････････1253
皮膚科のトリビア
第138回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1254
声
1歳女児の頭部にみられた虫･･････････････････････････1256

※なお38巻増刊号「薬疹症例集」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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土肥　　凌……primary plaque-like osteoma cutis　695

e
江川　清文……強い炎症症状と膿瘍形成を伴い自然消褪

したミルメシア疣贅　499
江原　佳恵……無治療で消褪と出現を繰り返した顔面肉

芽腫　619
遠藤　　恵……小児の汎発性環状肉芽腫　479
遠藤雄一郎……蜂窩織炎を契機に判明した非結核性抗酸

菌性腱鞘炎　21， 下顎部に生じた皮膚原発 adenoid 
cystic carcinoma　1221

江野澤佳代……経過中に疱疹状天疱瘡の皮疹をみた落葉
状天疱瘡　1097

江下　優樹……海外で感染したデング熱　291
衛藤　　光……primary plaque-like osteoma cutis　695
江藤　宏光……家系内孤発例であったDowling-Meara型

単純型表皮水疱症　797

f
藤井　麻美……左下腿に生じたMycobacterium chelonae

皮膚感染症　25
藤井　一恭……後天性血友病を合併した腫瘍随伴性天疱

瘡　1113
藤井　輝久……抗HIV療法中に水疱性類天疱瘡を発症し

たHIV感染症　987
藤川　一穂……Bazex症候群様の皮膚症状を呈し，経過

中に水疱性類天疱瘡を発症した症例　991
藤本　徳毅……深部静脈血栓症を発症したBehçet病　
61， 積極的なデブリードマンおよびLDL-アフェレー
シスを施行し治癒しえたcalciphylaxisの1例　699

藤尾　由美……MRI検査が診断に有用であった好酸球性
筋膜炎　33

藤澤　章弘……蜂窩織炎を契機に判明した非結核性抗酸
菌性腱鞘炎　21， 下顎部に生じた皮膚原発 adenoid 
cystic carcinoma　1221

藤城　幹山……虚偽性障害（ミュンヒハウゼン症候群）に
より壊疽性膿皮症様の潰瘍を呈した症例　599

藤田　真文……新生女児傍尿道囊腫　1205

福地　　修……自然消褪した小児指趾線維腫症　467，
尋常性痤瘡様の皮膚症状を呈した結節性硬化症　591

福田　英嗣……ダーモスコピーが診断に有用であった
eruptive syringoma　299， 生検後に自然消褪を認め
た環状弾性線維融解性巨細胞肉芽腫（AEGCG）　495，
アンケート特集・粉瘤治療をどうするか─切除・切
開前にエコー検査を！　1236

福田　亮子……squaric acid dibutylester（SADBE）感作部
位に生じたリンパ球腫型接触皮膚炎　185

福田　俊平……口腔粘膜病変に加えて爪囲炎と小水疱性
皮疹を呈した抗BP180型粘膜類天疱瘡　999

福 田　知 雄…… 診 断 に 苦 慮 し た 汎 発 性 環 状 肉 芽 腫　
615，アンケート特集・粉瘤治療をどうするか─切
除・切開前にエコー検査を！　1237

福原　祐衣……虚偽性障害（ミュンヒハウゼン症候群）に
より壊疽性膿皮症様の潰瘍を呈した症例　599

福本　隆也……大腿部に生じたrapidly involuting con-
genital hemangioma（RICH）　471

福長　美幸……脳IVRによる放射線照射後に生じた急性
脱毛症　173

袋　　秀平……フッ化水素酸による化学熱傷の2症例　
137

福山　雅大……後天性穿孔性皮膚症を合併した結節型類
天疱瘡　1015

舩越　　建……MRI検査が診断に有用であった好酸球性
筋膜炎　33，4歳で発症し，プレドニゾロン内服治療
で軽快した尋常性天疱瘡の小児例　1081， 乳癌の放
射線治療部位に再燃した落葉状天疱瘡　1093， 増殖
性天疱瘡─臨床像， 病理組織像の相関性─　
1121

古江　増隆……folliculosebaceous cystic hamartomaの2
例　1201

古市　祐樹……増殖性天疱瘡─臨床像，病理組織像の
相関性─　1121

布袋　祐子……足底に生じたintravascular papillar y 
endothelial hyperplasiaの2例　1209

g
五ノ井　透……臀部に生じた原発性皮膚ノカルジア症
（菌腫型）　29

後藤あかね……足底に生じたintravascular papillary 
endothelial hyperplasiaの2例　1209

h
濱田　尚宏……ATP2C1遺伝子に新規変異を認めた

Hailey-Hailey病　793
濱崎洋一郎……血管型Ehlers-Danlos症候群　805
花見　由華……蟻酸による化学熱傷　141，放射線照射

部位に生じたundifferentiated pleomorphic sarcoma　
169
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原　　肇秀……弾性線維性仮性黄色腫との鑑別を要した
腋窩の多発性丘疹の2例　595

原田　和俊……著明な表皮肥厚を呈した落葉状天疱瘡　
1101，A群β溶連菌による壊死性筋膜炎の2例　37，
第79回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会を
終えて　638，LIPH遺伝子変異による常染色体劣性遺
伝性縮毛症の2例　821， アモキシシリン， アセトア
ミノフェン内服により増悪した線状IgA水疱症　1019

原田　正公……急性膵炎に伴った皮下結節性脂肪壊死症　
45

長谷川　潤……ストーマ静脈瘤　165
長谷川敏男……チオ硫酸ナトリウム外用により改善した

皮膚石灰沈着症による下腿潰瘍　683
橋本　啓代……Brunsting-Perry型を思わせる皮疹の分

布を初発症状とした水疱性類天疱瘡　983
橋本　公二……皮膚がんを生じていない色素性乾皮症バ

リアント型の1例　817
橋本　　隆……SERPINB7変異を認めた長島型掌蹠角化

症の3例　785，Brunsting-Perry型を思わせる皮疹の
分布を初発症状とした水疱性類天疱瘡　983，肺癌患
者に生じた抗BP180型粘膜類天疱瘡　995，口腔粘膜
病変に加えて爪囲炎と小水疱性皮疹を呈した抗BP180
型粘膜類天疱瘡　999，糖尿病治療薬による類天疱瘡
型薬疹を疑った症例　1003， 線状IgA/IgG水疱症　
1023，歯肉辺縁に生じた尋常性天疱瘡　1069，ブシ
ラ ミ ン に よ る 薬 剤 誘 発 性 疱 疹 状 天 疱 瘡　1109，
ATP2C1遺伝子に新規変異を認めたHailey-Hailey病　
793

端本　宇志……バルサルタンによる薬疹として発症した
丘疹紅皮症　255， ナローバンドUVB療法を試みた
糖尿病性浮腫性硬化症　887

橋 本　由 起…… チ オ 硫 酸 ナ ト リ ウ ム が 著 効 し た
calciphylaxis　711， エトレチナートとナローバンド
UVB療法の併用が奏効した高齢の乾癬患者2例　899，
下腿に生じたcystic eccrine spiradenoma　1189

橋本　幸子……汎発性光沢苔癬の2症例　303
秦　　舞子……肺癌患者に生じた抗BP180型粘膜類天疱

瘡　995
畑　　康樹……爪囲炎を思わせた肺癌の左第Ⅱ趾皮膚転

移の症例　411，無治療で消褪と出現を繰り返した顔
面肉芽腫　619

籏持　　淳……血管型Ehlers-Danlos症候群　805
波多野　豊……日本人とポーランド人の両親をもつ

Milia-like idiopathic calcinosis cutis in Down syndrome
の男児例　679

早川　　順……画像所見から石灰化上皮腫も疑われた巨
大皮膚線維腫　383

林　　光葉……紅斑性天疱瘡　1105
林　　伸和……妊娠を契機に増大した石灰化上皮腫　

671，皮疹伝診　1050

林　　玲華……紅斑性天疱瘡　1105
林　周次郎……血管型Ehlers-Danlos症候群　805
秀　　道広……α2アドレナリン受容体作動薬の外用が

紅斑の軽減に有効であった酒皶の症例　603，舌に生
じ，類上皮型血管肉腫との鑑別を要した化膿性肉芽腫

（pyogenic granuloma）　607， 抗HIV療法中に水疱性
類天疱瘡を発症したHIV感染症　987

東　　裕子……後天性血友病を合併した腫瘍随伴性天疱
瘡　1113

東山　真里……エキシマライトによる掌蹠膿疱症および
手足の尋常性乾癬の治療　903

東山　眞里……ケロイドとして加療されていた富細胞性
神経莢腫　379

樋口　哲也……長期経過後の再発と考えたossifying 
fibromyxoid tumor　723

日野　治子……ウイルス性発疹症と薬疹の見分け方─
可能か？─　236，新生児期の経過観察でよい皮膚
症状　456

平郡　隆明……抗HIV療法中に水疱性類天疱瘡を発症し
たHIV感染症　987

平岩　朋子……放射線照射部位に生じたundifferentiated 
pleomorphic sarcoma　169

平川　昭彦……上肢電撃傷の2例　157
平川佳葉子……抗HIV療法中に水疱性類天疱瘡を発症し

たHIV感染症　987
平野　修平……calciphylaxisによる陰茎壊死　703
平澤　祐輔……チオ硫酸ナトリウム外用により改善した

皮膚石灰沈着症による下腿潰瘍　683， 線状IgA/IgG
水疱症　1023

平田　　豪……卵巣癌治療中に発症し薬疹との鑑別を要
した皮膚筋炎　579

平田　俊吉……後天性穿孔性皮膚症を合併した結節型類
天疱瘡　1015

平田　祐子……卵巣癌治療中に発症し薬疹との鑑別を要
した皮膚筋炎　579

平山　真帆……虚偽性障害（ミュンヒハウゼン症候群）に
より壊疽性膿皮症様の潰瘍を呈した症例　599

廣畑　彩希……スマートフォンケーブルによる化学熱傷　
161

広瀬　晴奈……日本人とポーランド人の両親をもつ
Milia-like idiopathic calcinosis cutis in Down syndrome
の男児例　679

比留間政太郎……ナローバンドUVB療法が奏効した後
天性反応性穿孔性膠原線維症　907

久留　敏晴……後天性血友病を合併した腫瘍随伴性天疱
瘡　1113

保母　彩子……LIPH遺伝子変異による常染色体劣性遺
伝性縮毛症の2例　821

本多　　皓……増殖性天疱瘡─臨床像，病理組織像の
相関性─　1121
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本田　治樹……増殖性天疱瘡─臨床像，病理組織像の
相関性─　1121

本田　哲也……乾癬の免疫学的病態　550
本間由希子……チオ硫酸ナトリウム外用により改善した

皮膚石灰沈着症による下腿潰瘍　683
堀口麻有子……10年間経過観察し，自然消褪を確認した

多発型若年性黄色肉芽腫　483
堀口慎一郎……悪性黒色腫との鑑別を要した爪部Bowen

病　395
星　　隆洋……ストーマ静脈瘤　165
細川　　宏……multiple miliary osteomas of the face　

719
堀田　亜紗……右上腕に発生したsolid-cystic hidradenoma　

1173

i
一ノ名晶美……高齢者水痘　279，新生女児傍尿道囊腫　

1205
出月　健夫……アンケート特集・粉瘤治療をどうするか
─粉瘤治療をどうするか　1234

井川　　健……皮膚T細胞リンパ腫との鑑別を要し，
NB-UVB治療が奏効した慢性苔癬状粃糠疹　271

飯田　秀雄……チオ硫酸ナトリウム外用により改善した
皮膚石灰沈着症による下腿潰瘍　683

飯島　茂子……ブシラミンによる薬剤誘発性疱疹状天疱
瘡　1109， アンケート特集・ 粉瘤治療をどうするか
─粉瘤治療をどうするか　1234

飯岡　弘至……大腿部に生じたrapidly involuting con-
genital hemangioma（RICH）　471

池田　　彩……左下腿に生じたMycobacterium chelonae
皮膚感染症　25

池田　彩子……生検後に自然消褪を認めた環状弾性線維
融解性巨細胞肉芽腫（AEGCG）　495

池田　志斈……チオ硫酸ナトリウム外用により改善した
皮膚石灰沈着症による下腿潰瘍　683， 線状IgA/IgG
水疱症　1023

池田　頌子……新生児中毒性紅斑膿疱型の2症例　247
池上　隆太……スマートフォンケーブルによる化学熱傷　
161，肝細胞癌に対しソラフェニブ（ネクサバール）投
与中に出現した好中球性皮膚症　475

井汲今日子……PUVAバス療法が奏効した環状肉芽腫　
911

今福　恵輔……悪性黒色腫との鑑別を要した爪部Bowen
病　395

今福　信一……紫外線療法が奏効した高IgE症候群と考
えられた症例　875

今村　真也……遺伝子診断により確定した点状掌蹠角化
症の3代親子例　773

井本　逸勢……後天性リンパ管腫を契機に診断に至った
Cowden病の1家系　777

稲川　紀章……手指に生じたclear cell sarcoma　825
稲坂　　優……結核性反応性関節炎　611，ナローバン

ドUVBが奏効した汎発型環状肉芽腫症　915
稲積　豊子……後天性穿孔性皮膚症を合併した結節型類

天疱瘡　1015
尹　　浩信……好酸球性筋膜炎の最近の考え方　6，急

性膵炎に伴った皮下結節性脂肪壊死症　45， 熱傷の
治療と熱傷診療の課題─熱傷ガイドラインについて
─　198

猪股　　藍……アモキシシリン，アセトアミノフェン内
服により増悪した線状IgA水疱症　1019

井上（都留）寛子……folliculosebaceous cystic hamartoma
の2例　1201

井上　友介……遺伝子診断により確定した点状掌蹠角化
症の3代親子例　773

入江　浩之……蜂窩織炎を契機に判明した非結核性抗酸
菌性腱鞘炎　21，高齢者水痘　279

入江　理恵……小児の汎発性環状肉芽腫　479
伊勢友加里……TGM1遺伝子に複合ヘテロ接合体変異を

同定した葉状魚鱗癬の兄弟例　781
爲政　大幾……第34回日本臨床皮膚外科学会学術大会学

会主催を終えて　1046， 粉瘤の忘れられた知見と治
療の見直し　1166

石橋　正史……剖検所見を含めたcalciphylaxisの病理組
織学的検討　707

石黒　直子……squaric acid dibutylester（SADBE）感作部
位に生じたリンパ球腫型接触皮膚炎　185

石井　　健……家系内孤発例であったDowling-Meara型
単純型表皮水疱症　797，経過中に疱疹状天疱瘡の皮
疹をみた落葉状天疱瘡　1097

石井まどか……高齢者に生じた皮下脂肪織炎様T細胞リ
ンパ腫　829

石井　文人……SERPINB7変異を認めた長島型掌蹠角化
症の3例　785，Brunsting-Perry型を思わせる皮疹の
分布を初発症状とした水疱性類天疱瘡　983，糖尿病
治療薬による類天疱瘡型薬疹を疑った症例　1003，
線状IgA/IgG水疱症　1023，歯肉辺縁に生じた尋常性
天疱瘡　1069

石地　尚興……Bowen様丘疹症　511
石川　真郷……蟻酸による化学熱傷　141，二次性骨化

を認めた皮膚腫瘍─当教室における集計─　735
石川　武子……超音波検査にて推測されたsolid-cystic 

hidradenoma　1177
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石河　　晃……弾性線維性仮性黄色腫から生じた皮膚石
灰沈着症　687， チオ硫酸ナトリウムが著効した
calciphylaxis　711，Birt-Hogg-Dubé症候群の2家族例　
789， 家系内孤発例であったDowling-Meara型単純型
表皮水疱症　797， エトレチナートとナローバンド
UVB療法の併用が奏効した高齢の乾癬患者2例　899，
経過中に疱疹状天疱瘡の皮疹をみた落葉状天疱瘡　
1097， 下腿に生じたcystic eccrine spiradenoma　
1189

石元　達士……TARNAB照射が有効であった原発性皮
膚未分化大細胞リンパ腫　927

石氏　陽三……尋常性痤瘡様の皮膚症状を呈した結節性
硬化症　591

石綿夏織子……悪性黒色腫との鑑別を要した爪部Bowen
病　395

礒　　良則……原因薬剤の中止により軽快したブシラミ
ン誘発性疱疹状天疱瘡　1117

一色　啓二……積極的なデブリードマンおよびLDL-ア
フェレーシスを施行し治癒しえたcalciphylaxisの1例　
699

伊藤　恵梨……線状扁平苔癬との鑑別を要した線状苔癬　
571

伊東　文行……両側の外眼角部に生じたアポクリン汗囊
腫　1193

伊東　慶悟……隆起性皮膚線維肉腫との鑑別を要した
diffuse neurofibroma　375

伊藤　恵子……Bazex症候群様の皮膚症状を呈し，経過
中に水疱性類天疱瘡を発症した症例　991

伊藤宏太郎……紫外線療法が奏効した高IgE症候群と考
えられた症例　875

伊藤　　満……化学療法中に発症したヒトパルボウイル
スB19感染症　275

伊藤　雅章……私の歩んだ道　424
伊藤　　崇……経過中に疱疹状天疱瘡の皮疹をみた落葉

状天疱瘡　1097
伊藤　有美……結核性反応性関節炎　611，ナローバン

ドUVBが奏効した汎発型環状肉芽腫症　915
伊藤　雄太……C型肝炎，腎障害のある結節性痒疹とし

て加療されていた結節性類天疱瘡　1011
岩渕千雅子……Birt-Hogg-Dubé症候群の2家族例　789
岩藤　美佳……両側の外眼角部に生じたアポクリン汗囊

腫　1193
岩田　洋平……上肢電撃傷の2例　157
岩月　啓氏……SLCO2A1遺伝子ヘテロ複合型変異が同

定された肥厚性皮膚骨膜症　813

j
地村　　望……後天性血友病を合併した腫瘍随伴性天疱

瘡　1113

城　　光日……足底に生じたintravascular papillar y 
endothelial hyperplasiaの2例　1209

城　　理沙……LIPH遺伝子変異による常染色体劣性遺
伝性縮毛症の2例　821

k
椛島　健治……蜂窩織炎を契機に判明した非結核性抗酸

菌性腱鞘炎　21， 下顎部に生じた皮膚原発 adenoid 
cystic carcinoma　1221

加太　美保……積極的なデブリードマンおよびLDL-ア
フェレーシスを施行し治癒しえたcalciphylaxisの1例　
699

門野　岳史……鼻部に生じたfolliculosebaceous cystic 
hamartoma　1197

梶井　崇行……自然消褪した小児指趾線維腫症　467
加倉井真樹……高齢者に発症した塩酸テルビナフィンに

よる急性汎発性発疹性膿疱症　251
角田　梨沙……リポイド類壊死症と鑑別を要した皮下型

皮膚サルコイド　623，乳癌の放射線治療部位に再燃
した落葉状天疱瘡　1093，増殖性天疱瘡─臨床像，
病理組織像の相関性─　1121

蒲原　　毅……G群溶連菌による壊死性筋膜炎　41，
フッ化水素酸による化学熱傷の2症例　137， 高熱と
大型の水疱形成がみられた急性痘瘡状苔癬状粃糠疹　
263，卵巣癌治療中に発症し薬疹との鑑別を要した皮
膚筋炎　579

上出　良一……私の歩んだ道　1240
神人　正寿……好酸球性筋膜炎の最近の考え方　6
神谷　浩二……口腔粘膜病変が難治で大量ガンマグロブ

リン療法が奏効した尋常性天疱瘡　1089
神谷　由紀……ナローバンドUVB療法が奏効した後天

性反応性穿孔性膠原線維症　907
神山　泰介……C型肝炎，腎障害のある結節性痒疹とし

て加療されていた結節性類天疱瘡　1011
要石　就斗……新生女児傍尿道囊腫　1205
神戸　直智……琳派に想う　430
金子　由佳……顔面に多発した発疹性毳毛囊腫　307
金蔵　拓郎……第32回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会を

終えて　940，後天性血友病を合併した腫瘍随伴性天
疱瘡　1113

金丸　麻衣……石灰化を伴った踵部の血管平滑筋腫　
715

加納　宏行……肺癌患者に生じた抗BP180型粘膜類天疱
瘡　995，糖尿病治療薬による類天疱瘡型薬疹を疑っ
た症例　1003

関東　裕美……弾性線維性仮性黄色腫から生じた皮膚石
灰 沈 着 症　687， 下 腿 に 生 じ たcystic eccrine 
spiradenoma　1189

神崎　綾乃……著明な表皮肥厚を呈した落葉状天疱瘡　
1101
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神﨑　美玲……ブシラミンによる薬剤誘発性疱疹状天疱
瘡　1109

笠　ゆりな……30年前に発症し組織学的に石灰化を伴っ
たnodular-cystic fat necrosis　49

片桐　一元……臨床的に悪性リンパ腫を疑った深在性エ
リテマトーデス　387

片山智恵子……歯肉辺縁に生じた尋常性天疱瘡　1069
片山　博貴……長期経過後の再発と考えたossifying 

fibromyxoid tumor　723
片山　一朗……8th World Congress of Itch（WCI国際痒み

学会）を終えて　218， ロドデノール含有化粧品によ
る脱色素斑　523， ナローバンドが奏効した白斑　
879

片山　美穂……手指に生じたclear cell sarcoma　825
加藤　晴久……乳白色の液体（urate milk）より診断した

肘関節の痛風結節，痛風　1217
加藤　裕史……PUVAバス療法が奏効した環状肉芽腫　
911，膿疱性乾癬の患者に発症した，アモキシシリン
による急性汎発性発疹性膿疱症と考えられた症例　
259

加藤　生真……手指に生じたclear cell sarcoma　825
加藤　香澄……膿疱性乾癬の患者に発症した，アモキシ

シリンによる急性汎発性発疹性膿疱症と考えられた症
例　259

加藤　恒平……手指に角化性小結節が多発した尋常性天
疱瘡　1073

加藤　　威……深部静脈血栓症を発症したBehçet病　
61， 積極的なデブリードマンおよびLDL-アフェレー
シスを施行し治癒しえたcalciphylaxisの1例　699

加藤　保信……放射線照射部位に生じたundifferentiated 
pleomorphic sarcoma　169

加藤　則人……顔面に多発した発疹性毳毛囊腫　307，
石灰化を伴った踵部の血管平滑筋腫　715

加藤　　亮……アモキシシリン，アセトアミノフェン内
服により増悪した線状IgA水疱症　1019

勝江　浩未……後天性血友病を合併した腫瘍随伴性天疱
瘡　1113

勝俣　道夫……Nantaの骨性母斑　654
勝岡　憲生……回想─疾走の日々─　92
川田　　暁……大量γグロブリン静注療法により好中球

減少症をきたした尋常性天疱瘡　1085
川口　雅一……第79回日本皮膚科学会東京・東部支部合

同学術大会を終えて　638
河原　和俊……長期経過後の再発と考えたossifying 

fibromyxoid tumor　723
河原　由恵……ステロイド外用と抗ヒスタミン剤内服に

て寛解した妊娠性疱疹　1027
川平　尚生……後天性血友病を合併した腫瘍随伴性天疱

瘡　1113

川上　民裕……両側の外眼角部に生じたアポクリン汗囊
腫　1193， 鼻部に生じたfolliculosebaceous cystic 
hamartoma　1197

川上由香里……皮膚がんを生じていない色素性乾皮症バ
リアント型の1例　817

川上　　洋……下腿に難治性角化局面を伴ったKID症候
群　801

川北　梨乃……診断に苦慮した汎発性環状肉芽腫　615
川本　友子……スマートフォンケーブルによる化学熱傷　

161
川村　杏奈……sebaceous carcinoma，BCC with seba-

ceous differentiationとの鑑別に苦慮したporoma　403
川村みゆき……SERPINB7変異を認めた長島型掌蹠角化

症の3例　785
川村　龍吉……アモキシシリン，アセトアミノフェン内

服により増悪した線状IgA水疱症　1019
川原　　繁……紫外線療法のトピックス── 新た

に導入し活用するための工夫 ──　866
萱沼　賢司……蜂窩織炎を契機に発症した薬剤性横紋筋

融解症　53
貴舩　夏子……ストーマ静脈瘤　165
菊地　彩音……右上腕に発生したsolid-cystic hidradenoma　

1173
菊池　信之……放射線照射部位に生じたundifferentiated 

pleomorphic sarcoma　169
木村　雅明……長期経過後の再発と考えたossifying 

fibromyxoid tumor　723
木村　聡子……両側の外眼角部に生じたアポクリン汗囊

腫　1193， 鼻部に生じたfolliculosebaceous cystic 
hamartoma　1197

木下　裕美……毛包炎が疑われた皮膚放線菌症　567
岸　　晶子……妊娠を契機に増大した石灰化上皮腫　

671
貴志　知生……液化石油ガスによる両手凍傷　149
北見　由季……30年前に発症し組織学的に石灰化を伴っ

たnodular-cystic fat necrosis　49
清原　隆宏……multiple miliary osteomas of the face　

719
高　　淑子……食道病変が先行した尋常性天疱瘡と水疱

性類天疱瘡の合併例　979
小林　里実……口腔粘膜病変に加えて爪囲炎と小水疱性

皮疹を呈した抗BP180型粘膜類天疱瘡　999
小林寿美子……高齢者に生じた皮下脂肪織炎様T細胞リ

ンパ腫　829
小寺　雅也……結核性反応性関節炎　611，Werner症候

群　809，ナローバンドUVBが奏効した汎発型環状肉
芽腫症　915

古賀　浩嗣……肺癌患者に生じた抗BP180型粘膜類天疱
瘡　995，線状IgA/IgG水疱症　1023
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小亀　敏明……蜂窩織炎を契機に判明した非結核性抗酸
菌性腱鞘炎　21，外用PUVA療法が奏効したリポイド
類壊死症の2例　923

河村　実穗……結核性反応性関節炎　611
河野　真純……高熱と大型の水疱形成がみられた急性痘

瘡状苔癬状粃糠疹　263，G群溶連菌による壊死性筋
膜炎　41

高坂　卓馬……α2アドレナリン受容体作動薬の外用が
紅斑の軽減に有効であった酒皶の症例　603

小石佐和子……蜂窩織炎を契機に発症した薬剤性横紋筋
融解症　53

小牧　佳世……化学療法中に発症したヒトパルボウイル
スB19感染症　275

小森　聡子……糖尿病治療薬による類天疱瘡型薬疹を
疑った症例　1003

小室　彰男……爪囲炎を思わせた肺癌の左第Ⅱ趾皮膚転
移の症例　411

近藤　章生……腱鞘巨細胞腫　69
近藤佐知子……隆起性皮膚線維肉腫との鑑別を要した

diffuse neurofibroma　375
河野　真純……フッ化水素酸による化学熱傷の2症例　
137，卵巣癌治療中に発症し薬疹との鑑別を要した皮
膚筋炎　579

河野　通浩……乳房Paget病と鑑別を要した pagetoid 
Bowen病　391

幸野　　健……アンケート特集・粉瘤治療をどうするか
粉瘤治療をどうするか　─1235

是枝　　哲……下顎部に生じた皮膚原発 adenoid cystic 
carcinoma　1221

是枝　成美……妊娠を契機に増大した石灰化上皮腫　
671

河村　実穂……ナローバンドUVBが奏効した汎発型環
状肉芽腫症　915

久保　亮治……家系内孤発例であったDowling-Meara型
単純型表皮水疱症　797

久保　宜明……後天性リンパ管腫を契機に診断に至った
Cowden病の1家系　777

久保　陽介……急性膵炎に伴った皮下結節性脂肪壊死症　
45

窪田　綾子……エトレチナートとナローバンドUVB療
法の併用が奏効した高齢の乾癬患者2例　899

窪田　泰夫……308 nmエキシマランプ照射を行った汎
発型脱毛症　891

工藤裕佳子……チオ硫酸ナトリウム外用により改善した
皮膚石灰沈着症による下腿潰瘍　683

熊野　公子……lichen planus-like keratosisは確かに自然
消褪する─40例での検討結果─　491

倉橋　直子……ナローバンドUVBが奏効した汎発型環
状肉芽腫症　915

倉持　　朗……いま乳児血管腫をどのように捉えるべき
か─プロプラノロール内服治療が導入されるにあ
たって─　444

藏本　純子……剖検所見を含めたcalciphylaxisの病理組
織学的検討　707

栗原　英美……剖検所見を含めたcalciphylaxisの病理組
織学的検討　707

栗原　正利……Birt-Hogg-Dubé症候群の2家族例　789
栗原　佑一……小児の汎発性環状肉芽腫　479，4歳で

発症し，プレドニゾロン内服治療で軽快した尋常性天
疱瘡の小児例　1081

栗原　佑一……原因薬剤の中止により軽快したブシラミ
ン誘発性疱疹状天疱瘡　1117

黒田　瑛里……両側の外眼角部に生じたアポクリン汗囊
腫　1193

黒川　晃夫……頭部に生じ，悪性黒色腫との鑑別に苦慮
した基底細胞癌　407，ATP2C1遺伝子に新規変異を
認めたHailey-Hailey病　793

楠谷　　尚……生検後に自然消褪した皮膚原発未分化大
細胞リンパ腫　519

桑原　理充……大腿部に生じたrapidly involuting con-
genital hemangioma（RICH）　471

鍬塚　　大……弾性線維性仮性黄色腫との鑑別を要した
腋窩の多発性丘疹の2例　595

m
馬渕　智生……腱鞘巨細胞腫　69， 術中加温装置使用

後に生じた低温熱傷の2症例　129
前田　文彦……intradermal nodular fasciitis　65
前島　英樹……DLEを併発したC1 inhibitor欠損症　583
眞壁　　郁……ブシラミンによる薬剤誘発性疱疹状天疱

瘡　1109
牧　　智子……隆起性皮膚線維肉腫との鑑別を要した

diffuse neurofibroma　375
槙村　　馨……multiple miliary osteomas of the face　

719
牧野　公治……急性膵炎に伴った皮下結節性脂肪壊死症　
45

眞鍋　美香……乳房Paget病と鑑別を要した pagetoid 
Bowen病　391

眞鍋　泰明……術中加温装置使用後に生じた低温熱傷の
2症例　129

正木　太朗……皮膚がんを生じていない色素性乾皮症バ
リアント型の1例　817

増井　友里……二重濾過膜血漿交換療法によって著明な
改善を示した水疱性類天疱瘡　1007

的屋　真美……PUVAバス療法が奏効した環状肉芽腫　
911

松田　洋昌……大量γグロブリン静注療法により好中球
減少症をきたした尋常性天疱瘡　1085
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松田　兼一……A群β溶連菌による壊死性筋膜炎の2例　
37

松田　光弘……SERPINB7変異を認めた長島型掌蹠角化
症の3例　785

松立　吉弘……後天性リンパ管腫を契機に診断に至った
Cowden病の1家系　777

松江　弘之……Brunsting-Perry型を思わせる皮疹の分
布を初発症状とした水疱性類天疱瘡　983

松井　瑞子……primary plaque-like osteoma cutis　695
松倉　節子……G群溶連菌による壊死性筋膜炎　41，

フッ化水素酸による化学熱傷の2症例　137
松本奈央子……爪囲炎を思わせた肺癌の左第Ⅱ趾皮膚転

移の症例　411
松本　高明……乳房Paget病と鑑別を要した pagetoid 

Bowen病　391，自然消褪を認めた悪性黒色腫　515
松本　優香……ツツガムシ病　283
松村　康子……sebaceous carcinoma，BCC with seba-

ceous differentiationとの鑑別に苦慮したporoma　403
松永佳世子……上肢電撃傷の2例　157
松尾　聿朗……増殖性天疱瘡─臨床像，病理組織像の

相関性─　1121
松尾　光馬……Bowen様丘疹症　511，尖圭コンジロー

マとの鑑別を要したCrohn病に伴う肛囲病変　575
松尾　晋祐……ナローバンドUVB療法を試みた糖尿病

性浮腫性硬化症　887
松尾　佳美……抗HIV療法中に水疱性類天疱瘡を発症し

たHIV感染症　987
松岡　潤子……生検後に自然消褪した皮膚原発未分化大

細胞リンパ腫　519
松岡　摩耶……両側の外眼角部に生じたアポクリン汗囊

腫　1193
松岡　芳隆……ダーモスコピーが診断に有用であった

eruptive syringoma　299
松浦　大輔……Bazex症候群様の皮膚症状を呈し，経過

中に水疱性類天疱瘡を発症した症例　991
松山　法道……難治性粘膜皮膚型尋常性天疱瘡　1077
松江　弘之……有棘細胞癌を思わせる臨床像を呈した巨

大石灰化上皮腫　371
三井　純雪……DLEを併発したC1 inhibitor欠損症　583
皆川　　茜……メラノーマのダーモスコピー所見　346
峠岡　理沙……顔面に多発した発疹性毳毛囊腫　307
三津山信治……長期経過後の再発と考えたossifying 

fibromyxoid tumor　723
三浦　圭子……左鼠径部に生じた巨大なsolid-cystic 

hidradenoma　1181
宮地　良樹……下顎部に生じた皮膚原発 adenoid cystic 

carcinoma　1221
宮垣　朝光……二重濾過膜血漿交換療法によって著明な

改善を示した水疱性類天疱瘡　1007

宮川　　史……大腿部に生じたrapidly involuting con-
genital hemangioma（RICH）　471，食道病変が先行し
た尋常性天疱瘡と水疱性類天疱瘡の合併例　979

宮川　俊一……小児の汎発性環状肉芽腫　479
宮本　明栄……二重濾過膜血漿交換療法によって著明な

改善を示した水疱性類天疱瘡　1007
宮本　秀明……携帯型ゲーム機によるfriction blister　

153，アンケート特集・粉瘤治療をどうするか─粉
瘤治療　1238

宮崎　明子……左下腿に生じたMycobacterium chelonae
皮膚感染症　25

水田　栄樹……multiple miliary osteomas of the face　
719

毛利　　忍……sebaceous carcinoma，BCC with seba-
ceous dif ferentiationとの鑑別に苦慮したporoma　
403， 右上腕に発生したsolid-cystic hidradenoma　
1173

森　章一郎……自然消褪を認めた悪性黒色腫　515
森　　龍彦……放射線照射部位に生じたundifferentiated 

pleomorphic sarcoma　169
森口　武史……A群β溶連菌による壊死性筋膜炎の2例　
37

森本亜希子……基底細胞癌との鑑別を要したeccrine 
porocarcinoma　399

守田亜希子……G群溶連菌による壊死性筋膜炎　41，
フッ化水素酸による化学熱傷の2症例　137

森田　明理……膿疱性乾癬の患者に発症した，アモキシ
シリンによる急性汎発性発疹性膿疱症と考えられた症
例　259，PUVAバ ス 療 法 が 奏 効 し た 環 状 肉 芽 腫　
911，PUVAバス療法が奏効した皮膚サルコイドーシ
ス　919

森上　純子……308 nmエキシマランプ照射を行った汎
発型脱毛症　891

森上　徹也……308 nmエキシマランプ照射を行った汎
発型脱毛症　891

森脇　真一……ATP2C1遺伝子に新規変異を認めた
Hailey-Hailey病　793，頭部に生じ，悪性黒色腫との
鑑別に苦慮した基底細胞癌　407

守屋　智枝……糖尿病治療薬による類天疱瘡型薬疹を
疑った症例　1003

森山　達哉……食物アレルギーの原因抗原コンポーネン
ト検索　558

盛山　吉弘……壊死性筋膜炎の早期診断　12
向井　秀樹……爪の診かた　82， 熱傷の治療と熱傷診

療の課題─熱傷ガイドラインについて─　198，
ダーモ ス コ ピーが 診 断 に 有 用 で あったer uptive 
syringoma　299，汎発性光沢苔癬の2症例　303，生
検後に自然消褪を認めた環状弾性線維融解性巨細胞肉
芽腫（AEGCG）　495， 難治性の慢性蕁麻疹に画期的
な治療法　443，不条理な論理　957
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向井　美穂……後天性穿孔性皮膚症を合併した結節型類
天疱瘡　1015

村上　正基……冷膿瘍・軟部腫瘍と鑑別を要した胆石の
経皮排泄の症例　57

村松伸之介……PUVAバス療法が奏効した環状肉芽腫　
911，PUVAバス療法が奏効した皮膚サルコイドーシ
ス　919

村田　洋三……lichen planus-like keratosisは確かに自然
消褪する─40例での検討結果─　491， 乳房外
Paget病における「背信の科学者たち」　848

村山　　梓……尋常性痤瘡様の皮膚症状を呈した結節性
硬化症　591

室　　慶直……線状扁平苔癬との鑑別を要した線状苔癬　
571，卵巣癌治療中に発症し薬疹との鑑別を要した皮
膚筋炎　579

武藤　正彦……草刈り機の刃の断片（タングステン）によ
り偽リンパ腫様反応を示した症例　181，難治性粘膜
皮膚型尋常性天疱瘡　1077

n
永井聖一郎……新生児中毒性紅斑膿疱型の2症例　247
永松　麻紀……左下腿に生じたMycobacterium chelonae

皮膚感染症　25
長野　　徹……光線力学療法─その現況と展望─　

860
長野　結衣……バルサルタンによる薬疹として発症した

丘疹紅皮症　255
長瀬　早苗……耳介に生じた単発型vellus hair cyst　
367

長島真由美……フッ化水素酸による化学熱傷の2症例　
137

永田　絢子……チオ硫酸ナトリウム外用により改善した
皮膚石灰沈着症による下腿潰瘍　683，ナローバンド
UVB療法が奏効した後天性反応性穿孔性膠原線維症　
907

長谷　哲男……私の歩んだ道　1040
中林　一彦……SLCO2A1遺伝子ヘテロ複合型変異が同

定された肥厚性皮膚骨膜症　813
中田土起丈……C型肝炎，腎障害のある結節性痒疹とし

て加療されていた結節性類天疱瘡　1011
中川　千夏……Bazex症候群様の皮膚症状を呈し，経過

中に水疱性類天疱瘡を発症した症例　991
中川　秀己……隆起性皮膚線維肉腫との鑑別を要した

diffuse neurofibroma　375，自然消褪した小児指趾線
維腫症　467， 尖圭コンジローマとの鑑別を要した
Crohn病に伴う肛囲病変　575，尋常性痤瘡様の皮膚
症状を呈した結節性硬化症　591， 紅斑性天疱瘡　
1105，第115回日本皮膚科学会総会を終えて　1246

中川　浩一……耳介に生じたangiomyolipomaとその超
音波所見　1213

中井　浩三……308 nmエキシマランプ照射を行った汎
発型脱毛症　891

中島　英貴……第39回皮膚脈管・膠原病研究会を終えて　
740，口腔粘膜病変が難治で大量ガンマグロブリン療
法が奏効した尋常性天疱瘡　1089

中島喜美子……口腔粘膜病変が難治で大量ガンマグロブ
リン療法が奏効した尋常性天疱瘡　1089

中島利栄子……高齢者水痘　279
名嘉眞武国……全層植皮にtie-overは必要か？不要か？　
332，SERPINB7変異を認めた長島型掌蹠角化症の3例　
785

中丸　　聖……multiple miliary osteomas of the face　
719

中村　元信……他業種の方に学ぶ　224
中村有希子……草刈り機の刃の断片（タングステン）によ

り偽リンパ腫様反応を示した症例　181
中村　和子……G群溶連菌による壊死性筋膜炎　41，

フッ化水素酸による化学熱傷の2症例　137， 高熱と
大型の水疱形成がみられた急性痘瘡状苔癬状粃糠疹　
263，卵巣癌治療中に発症し薬疹との鑑別を要した皮
膚筋炎　579

中村　洸樹……二重濾過膜血漿交換療法によって著明な
改善を示した水疱性類天疱瘡　1007

中村　好貴……草刈り機の刃の断片（タングステン）によ
り偽リンパ腫様反応を示した症例　181

中野　　創……生検後に自然消褪したpseudocyst of the 
auricle　487

中野　純二……難治性粘膜皮膚型尋常性天疱瘡　1077
中野　倫代……有棘細胞癌を思わせる臨床像を呈した巨

大石灰化上皮腫　371
中野　敏明……胃癌術後， 速やかに消褪したmalignant 

acanthosis nigricans　503，primary plaque-like osteo-
ma cutis　695

仲野　祐里……蜂窩織炎を契機に判明した非結核性抗酸
菌性腱鞘炎　21， 下顎部に生じた皮膚原発 adenoid 
cystic carcinoma　1221

中嶋　安彬……頭部に生じ，悪性黒色腫との鑑別に苦慮
した基底細胞癌　407

中山健太朗……血管型Ehlers-Danlos症候群　805
中園　園子……フッ化水素酸による化学熱傷　133
並木　　剛……フッ化水素酸による化学熱傷　133
根木　　治……TGM1遺伝子に複合ヘテロ接合体変異を

同定した葉状魚鱗癬の兄弟例　781
根岸亜津佐……Birt-Hogg-Dubé症候群の2家族例　789，

家系内孤発例であったDowling-Meara型単純型表皮水
疱症　797

新山　史朗……汎発性光沢苔癬の2症例　303
新関　寛徳……SLCO2A1遺伝子ヘテロ複合型変異が同

定された肥厚性皮膚骨膜症　813
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二宮　淳也……耳介に生じた単発型vellus hair cyst　
367

西田　絵美……PUVAバス療法が奏効した環状肉芽腫　
911，PUVAバス療法が奏効した皮膚サルコイドーシ
ス　919

錦織千佳子……皮膚がんを生じていない色素性乾皮症バ
リアント型の1例　817

西川　絢子……深部静脈血栓症を発症したBehçet病　
61

西川　武二……原因薬剤の中止により軽快したブシラミ
ン誘発性疱疹状天疱瘡　1117

西盛　信幸……高齢者に生じた皮下脂肪織炎様T細胞リ
ンパ腫　829

西本　知子……スマートフォンケーブルによる化学熱傷　
161，肝細胞癌に対しソラフェニブ（ネクサバール）投
与中に出現した好中球性皮膚症　475

西村　陽一……新生女児傍尿道囊腫　1205
西野　洋輔……スマートフォンケーブルによる化学熱傷　
161

西岡いずみ……線状IgA/IgG水疱症　1023
西岡　　清……皮膚科学の発展を目指して　5，爪の診

かた　82，皮膚科を楽しむ　549
西脇　　薫……下腿に難治性角化局面を伴ったKID症候

群　801， 著明な表皮肥厚を呈した落葉状天疱瘡　
1101

西山　茂夫……蝶と花１　訪花， 吸蜜　79， 爪の診か
た　82， 蝶と花２　訪花２　195， 生態9　蝶と花3　
317， 生態10　蝶と花4　421， 生態11　蝶と花5　
533，生態12　635，生態13　733，生態14　839，生
態15　937，生態16　1037，生態17　1133，生態18　
1231

西澤　　綾……鞄の物理刺激が誘因と考えられた毛孔角
化性病変　145，バルサルタンによる薬疹として発症
した丘疹紅皮症　255， 左鼠径部に生じた巨大な
solid-cystic hidradenoma　1181

野見山朋子……顔面に多発した発疹性毳毛囊腫　307，
石灰化を伴った踵部の血管平滑筋腫　715

乃村　俊史……遺伝子診断により確定した点状掌蹠角化
症の3代親子例　773

野崎　太希……primary plaque-like osteoma cutis　695
沼尻　宏子……二重濾過膜血漿交換療法によって著明な

改善を示した水疱性類天疱瘡　1007
沼田　茂樹……上肢電撃傷の2例　157
沼田　貴史……虚偽性障害（ミュンヒハウゼン症候群）に

より壊疽性膿皮症様の潰瘍を呈した症例　599
沼田　恒実……抗HIV療法中に水疱性類天疱瘡を発症し

たHIV感染症　987
布井（古橋）春佳……チオ硫酸ナトリウムが著効した

calciphylaxis　711

o
落合　豊子……10年間経過観察し，自然消褪を確認した

多発型若年性黄色肉芽腫　483，Bazex症候群様の皮
膚症状を呈し，経過中に水疱性類天疱瘡を発症した症
例　991

小田富美子……冷膿瘍・軟部腫瘍と鑑別を要した胆石の
経皮排泄の症例　57

小田香世子……石灰化上皮腫を合併したRubinstein-
Taybi症候群　675

緒方　亜紀……急性膵炎に伴った皮下結節性脂肪壊死症　
45

小川あかり……α2アドレナリン受容体作動薬の外用が
紅斑の軽減に有効であった酒皶の症例　603

小川　　綾……自然消褪を認めた悪性黒色腫　515
小川　浩平……食道病変が先行した尋常性天疱瘡と水疱

性類天疱瘡の合併例　979
小川　達也……poroid hidradenoma　1185
小川　智広……尖圭コンジローマとの鑑別を要した

Crohn病に伴う肛囲病変　575
小川　優一……4歳で発症し， プレドニゾロン内服治療

で軽快した尋常性天疱瘡の小児例　1081
扇谷　咲子……線状IgA/IgG水疱症　1023
小熊　玲奈……有棘細胞癌を思わせる臨床像を呈した巨

大石灰化上皮腫　371
小原芙美子……弾性線維性仮性黄色腫から生じた皮膚石

灰 沈 着 症　687， 下 腿 に 生 じ たcystic eccrine 
spiradenoma　1189

大原　國章……悪性黒色腫との鑑別を要した爪部Bowen
病　395，妊娠を契機に増大した石灰化上皮腫　671

大原関利章……汎発性光沢苔癬の2症例　303， 生検後
に自然消褪を認めた環状弾性線維融解性巨細胞肉芽腫

（AEGCG）　495
大橋　洋之……鼻部に生じたfolliculosebaceous cystic 

hamartoma　1197
大橋　則夫……経過中に疱疹状天疱瘡の皮疹をみた落葉

状天疱瘡　1097
大橋　威信……放射線照射部位に生じたundifferentiated 

pleomorphic sarcoma　169， エトレチナート内服と
ナローバンドUVBの併用療法が奏効した局面型乾癬　
895

大畑　千佳……SERPINB7変異を認めた長島型掌蹠角化
症の3例　785，本邦の疱疹状皮膚炎の現状　1062

大口　亮子……膿疱性乾癬の患者に発症した，アモキシ
シリンによる急性汎発性発疹性膿疱症と考えられた症
例　259

大井裕美子……診断に苦慮した汎発性環状肉芽腫　615
大方　詩子……MRI検査が診断に有用であった好酸球性

筋膜炎　33
大西　誉光……超音波検査にて推測されたsolid-cystic 

hidradenoma　1177
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大野真梨恵……弾性線維性仮性黄色腫　691
大歳　晋平……C型肝炎，腎障害のある結節性痒疹とし

て加療されていた結節性類天疱瘡　1011
大歳　晋平……手部に生じた悪性黒色表皮腫　507
大塚　幹夫……蟻酸による化学熱傷　141
大山　　学……MRI検査が診断に有用であった好酸球性

筋膜炎　33， 画像所見から石灰化上皮腫も疑われた
巨大皮膚線維腫　383

大井裕美子……乳癌の放射線治療部位に再燃した落葉状
天疱瘡　1093

大磯　直毅……大量γグロブリン静注療法により好中球
減少症をきたした尋常性天疱瘡　1085

岡　　昌宏……総合診療医育成における皮膚科学教育　
946

岡林　　綾……耳介に生じたangiomyolipomaとその超
音波所見　1213

岡田みどり……ケロイドとして加療されていた富細胞性
神経莢腫　379

岡田　　悠……難治性粘膜皮膚型尋常性天疱瘡　1077
岡本　祐之……外用PUVA療法が奏効したリポイド類壊

死症の2例　923，multiple miliary osteomas of the 
face　719

岡本　麻希……血管型Ehlers-Danlos症候群　805
岡本　　武……バルサルタンによる薬疹として発症した

丘疹紅皮症　255
大方　詩子……小児の汎発性環状肉芽腫　479
大川たをり……ケロイドとして加療されていた富細胞性

神経莢腫　379
岡澤ひろみ……sebaceous carcinoma，BCC with seba-

ceous differentiationとの鑑別に苦慮したporoma　403
大久保ゆかり……虚偽性障害（ミュンヒハウゼン症候群）

により壊疽性膿皮症様の潰瘍を呈した症例　599，著
明な表皮肥厚を呈した落葉状天疱瘡　1101

奥沢康太郎……石灰化を伴った踵部の血管平滑筋腫　
715

小野　麻衣……sebaceous carcinoma，BCC with seba-
ceous differentiationとの鑑別に苦慮したporoma　403

小野　裕子……臨床的に悪性リンパ腫を疑った深在性エ
リテマトーデス　387

小野寺英恵……intradermal nodular fasciitis　65
大沼　毅紘……A群β溶連菌による壊死性筋膜炎の2例　
37

大久保佑美……弾性線維性仮性黄色腫との鑑別を要した
腋窩の多発性丘疹の2例　595

大竹　映香……高齢者に生じた皮下脂肪織炎様T細胞リ
ンパ腫　829

尾立　冬樹……耳介に生じた単発型vellus hair cyst　
367

長田　　厚……新生児中毒性紅斑膿疱型の2症例　247
大沢　淑恵……表皮下水疱症のすべて　958

忍田　陽香……尖圭コンジローマとの鑑別を要した
Crohn病に伴う肛囲病変　575

太田　深雪……高齢者水痘　279，新生女児傍尿道囊腫　
1205

乙部さやか……悪性黒色腫との鑑別を要した爪部Bowen
病　395

大塚　俊宏……頭部に生じ，悪性黒色腫との鑑別に苦慮
した基底細胞癌　407

小澤健太郎……左下腿に生じたMycobacterium chelonae
皮膚感染症　25， ケロイドとして加療されていた富
細胞性神経莢腫　379

小澤　知倫……歯肉辺縁に生じた尋常性天疱瘡　1069

r
龍神　　操……MRI検査が診断に有用であった好酸球性

筋膜炎　33

s
佐田　憲映……SLCO2A1遺伝子ヘテロ複合型変異が同

定された肥厚性皮膚骨膜症　813
定平知江子……4歳で発症し，プレドニゾロン内服治療

で軽快した尋常性天疱瘡の小児例　1081
貞政　裕子……ナローバンドUVB療法が奏効した後天

性反応性穿孔性膠原線維症　907
佐伯　秀久……紅斑性天疱瘡　1105
斎田　俊明……メラノーマの病理組織診断　352
齋藤華奈実……メトトレキサートが著効した毛孔性紅色

粃糠疹　267
齊藤　恭子……歯肉辺縁に生じた尋常性天疱瘡　1069
齋藤　昌孝……MRI検査が診断に有用であった好酸球性

筋膜炎　33
斉藤　隆三……爪の診かた　82，初詣　103，春を待つ　

225，春一番　333，診断への道筋　345，櫻　431，
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