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入院加療したアトピー性皮膚炎の2症例─病勢マー
カーとしての角層テープの有用性─
新山　史朗，吉野　　崇，松熊　祥子，向井　秀樹，
福田　英嗣 ･･････････････････････････････････････････ 837
合併する難治性気管支喘息に対してオマリズマブを投与
したアトピー性皮膚炎
梅本　尚可，正木　真澄，永島　和貴，塚原理恵子，
出光　俊郎，渡辺　恭孝，寺井　千尋 ････････････ 841

相反する経過を辿った重症かつ難治性アトピー性皮膚炎
2症例
向井　秀樹，渡邊　恒輔，福田　英嗣 ････････････ 845

アトピー性皮膚炎と手湿疹
澄川　靖之 ･･････････････････････････････････････････ 849

炎症性腸疾患を合併したアトピー性皮膚炎の3症例
本多　　皓，山本　俊幸 ･･･････････････････････････ 853

メタクリルレジンアレルギーによる難治性手指皮膚炎
増澤真実子，中村　美夏，天羽　康之 ････････････ 857

新生児期から経過を観察しえた葉状魚鱗癬の男児例
伊勢友加里，根木　　治，髙森　建二，須賀　　康 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 861

KID症候群における表皮バリア機能に関する検討
谷崎　英昭 ･･････････････････････････････････････････ 865

self-improving collodion ichthyosis
後藤　克修，武市　拓也，菅原由実菜，秋山　真志 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 869
色素性乾皮症A群
森脇　真一，鬼頭由紀子 ･･･････････････････････････ 873

the case of the month
乏汗が悪化要因と考えられた成人アトピー性皮膚炎の3
例
室田　浩之，進藤　翔子，高橋　　彩，片山　一朗 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 877
英文抄録 ･･････････････････････････････････････････････ 884
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蝶の博物詩
生態26／西山　茂夫 ･･･････････････････････････････････ 889
治療
治せないアトピー性皮膚炎：外用アドヒアランスを高め
て治す─目覚めよ！　8,000人の皮膚科医，今こそ
治療法の再学習の時─
片桐　一元 ･･････････････････････････････････････････ 892
学会ハイライト
第68回日本皮膚科学会西部支部学術大会をふりかえって
山元　　修 ･･････････････････････････････････････････ 900
皮心伝心
「患者」は「症例」ではありません／河井　一浩 ･･･････ 906
診察室の四季
午後は閑／斉藤　隆三 ････････････････････････････････ 907
皮膚科のトリビア
第146回／浅井　俊弥･･････････････････････････････････ 908

9月号：顔の腫瘍（悪性腫瘍）
editorial
果たすべき3つの役割／浅井　俊弥 ･･････････････････ 917
topics
リンフォーマの診断と治療／菅谷　　誠 ････････････ 918
臨床例
生体腎移植後免疫抑制患者で，脂漏性角化症と連続して
生じた基底細胞癌
森　章一郎，芳川　倫子，藤城　里香，鈴木　教之，
山田　元人 ･･････････････････････････････････････････ 925
皮膚生検を契機に自然消褪した基底細胞癌
大塚　陽子，門野　岳史，井上　彩子，松岡　摩耶，
川上　民裕，相馬　良直 ･･･････････････････････････ 929
化学療法と放射線療法の併用が奏効した顔面の巨大基底
細胞癌
村田　美和，車谷　紋乃，天貝　純郁，藤田　英樹，
前林　俊也，照井　　正 ･･･････････････････････････ 933
右頬部に生じた無色素性斑状強皮症型基底細胞癌
原　みずき，川瀬　正昭，江藤　隆史，利根川　守，
伊東　慶悟 ･･････････････････････････････････････････ 937
顔面の脂漏性角化症の局面上に生じた有棘細胞癌
藤沼　千尋，堀口　葉子，高柳たかね，鈴木　貴子，
岩澤うつぎ ･･････････････････････････････････････････ 941
イミキモドクリームによる日光角化症治療後に生じた有
棘細胞癌の2症例
西尾　栄一，堀尾　　愛，神谷　浩二，的屋　真美 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 945

primary cutaneous myxoid spindle cell squamous cell car-
cinoma
松島　由明，波部　幸司，山中　恵一，水谷　　仁，
今井　　裕，渡邉　昌俊 ･･･････････････････････････ 949

頬部アポクリン癌
山田　良則，末廣　晃宏，上中　麻希，金久　史尚，
浅井　　純，加藤　則人，竹中　秀也 ････････････ 953
皮膚粘液癌
奈古　利恵，安齋　眞一，松田　秀則，篠原　理恵，
荻田あづさ，佐伯　秀久 ･･･････････････････････････ 957

高齢者のこめかみ部に生じたatypical fibroxanthoma
奥平　尚子，稲葉　　豊，古川　福実，山本　有紀 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 961
リンパ管系分化を伴った血管肉腫
藤尾　由美，市村　佳子，塩味　由紀，木花いづみ 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 965

頬部の後天性真皮メラノサイトーシスに合併した悪性黒子
中條　聡美，吉田寿斗志，福地　　修，伊東　慶悟，
中川　秀己 ･･････････････････････････････････････････ 969

105歳女性の鼻翼に生じた有茎性悪性黒色腫
村上　遥子，安藤はるか，田代　康哉，猿田　祐輔，
渡辺　秀晃，末木　博彦 ･･･････････････････････････ 973

顔面に生じたdesmoplastic malignant melanoma
鷲見真由子，小谷　晋平，小坂　博志，小川真希子，
村田　洋三，長野　　徹 ･･･････････････････････････ 977

前額部悪性黒色腫からの肺転移，脳転移がニボルマブ投
与によって縮小した症例
若林祐次郎，山本　洋輔，末廣　敬祐，外川　八英，
松江　弘之 ･･････････････････････････････････････････ 981

英文抄録 ･･･････････････････････････････････････････････････ 985
蝶の博物詩
生態27／西山　茂夫 ･･･････････････････････････････････ 991
統計
弘前大学皮膚科における10年間の基底細胞癌の統計学的
検討
黒川　景子，金子　高英 ･･･････････････････････････ 994

治療
メラノーマ診療
加藤　潤史，肥田　時征，宇原　　久 ･･･････････1002
学会ハイライト
アトピー性皮膚炎治療研究会第22回シンポジウムを終えて
加藤　則人 ･････････････････････････････････････････1008
私の歩んだ道
私の歩んだ道／渡辺　晋一 ･･････････････････････････1012
NewDrugs
コムクロ®シャンプー0.05％ ･･････････････････････････1018
皮心伝心
雀医者からの直接鏡検のすすめ／福山國太郎 ･･････1022
診察室の四季
百日紅／斉藤　隆三 ･･････････････････････････････････1023
皮膚科のトリビア
第147回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1024
声
多形滲出性紅斑と多形紅斑 ･･････････････････････････1026
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10月号：口唇・口囲の皮膚病（炎症性）
editorial
テリトリー／山本　俊幸 ･････････････････････････････1033
topics
固定薬疹─原因薬剤の変遷と発症メカニズム─
福田　英嗣 ･････････････････････････････････････････1034
フキノトウアレルギー　11例の検討
矢口　順子，角田　孝彦，森山　達哉，鈴木　民夫 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1040
臨床例
ソフトカプセル総合感冒薬にてアナフィラキシーを生じ
たゼラチンアレルギー
佐川　展子，長島真由美，秋田亜紗美，岡田　里佳，
井上　雄介，蒲原　　毅 ･･････････････････････････1045

口含み試験で原因を確定しえたアセトアミノフェンによ
る粘膜アレルギー
吉井　章恵，藤本　　亘 ･･････････････････････････1049

抗結核薬による薬剤誘発性過敏症症候群
坂本　幸子，奥田　英右，外村　香子，岸田　寛子，
片岡　葉子，永井　崇之 ･･････････････････････････1053

造影剤による汎発性水疱性固定薬疹
鷲尾　　健，藤井翔太郎，一角　直行，堀川　達弥，
正木　太朗 ･････････････････････････････････････････1057

化膿性脊椎炎の術後に発症した中毒性表皮壊死症（TEN）
小林　香映，渡辺　秀晃，安藤はるか，田代　康哉，
北見　由季，中村　華子，足立　　真，國谷　　嵩，
安部　博昭，末木　博彦 ･･････････････････････････1061

ステロイド内服中に感染し非定型的な経過をたどった梅
毒
猿田　祐輔，田代　康哉，末木　博彦 ･･･････････1065
外歯瘻
山本　昭成，和田　康夫 ･･････････････････････････1069

Hallopeau型増殖性天疱瘡
江藤　宏光，天羽　康之 ･･････････････････････････1073

下口唇に生じた開口部形質細胞症
根岸麻有子，遠藤　秀治，窪澤　　仁 ･･･････････1077

歯周炎に伴った肉芽腫性口唇炎─オトガイ部にも皮疹
を認めた症例─
三浦　貴子，山本　俊幸，竹之下秀雄 ･･･････････1081
ステロイドとDDSの併用が有効であった肉芽腫性口唇
炎
伊藤　　満，齋藤真理子，奥村　陽子，清島真理子 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1085

Melkersson-Rosenthal症候群
渡辺　雪彦，山本　悠飛，前田　修子 ･･･････････1089

口唇口囲に発症したpyodermatitis-pyostomatitis vegetans
木村　雅明，ユン ソニョン，安倍　文人，三津山信治，
樋口　哲也 ･････････････････････････････････････････1093

英文抄録 ･････････････････････････････････････････････1097

蝶の博物詩
生態28／西山　茂夫 ･･････････････････････････････････1103
学会ハイライト
第80回日本皮膚科学会東京支部学術大会を終えて
相原　道子 ･････････････････････････････････････････1106

皮心伝心
皮膚科と遠隔診療／五十嵐敦之 ･････････････････････1110
診察室の四季
月夜／斉藤　隆三 ････････････････････････････････････1111
皮膚科のトリビア
第148回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1112
声
されど帯状疱疹 ･･･････････････････････････････････････1114

11月号：顔の結節
editorial
人工頭脳を凌駕する皮膚科学の確立
西岡　　清 ･････････････････････････････････････････1121
topics
母斑性基底細胞癌症候群の遺伝子診断
松立　吉弘，久保　宜明 ･･････････････････････････1122

臨床例
頬部に生じたtrichilemmal cyst
石川　真郷，大塚　幹夫，山本　俊幸 ･･･････････1129

臨床上モルフェア型基底細胞癌と鑑別を要した鼻部の毛
芽腫
濱本　千晶，上中智香子，山本　有紀，古川　福実，
神人　正寿 ･････････････････････････････････････････1133

帯状配列を呈した多発性立毛筋性平滑筋腫
村上　遥子，田代　康哉，高橋奈々子，猿田　祐輔，
渡辺　秀晃，末木　博彦 ･･････････････････････････1137

上眼瞼に生じた脂腺腫
伊澤　有香，荻田あづさ，松田　秀則，安齋　眞一 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1141
ダーモスコピーにてarborizing vesselsがみられたエクリ
ン汗孔腫
小熊　玲奈，外川　八英，松江　弘之 ･･･････････1145

eccrine angiomatous hamartoma
岡林　　綾，東田（木下） 理恵，清水　奈美， 
中川　浩一，大迫　順子 ･･････････････････････････1149
頬部に生じdesmoplastic trichoepitheliomaに類似した

papillary tubular adenoma
佐々木麗子，澤田　美月，出来尾　格，石崎　純子，
田中　　勝，藤林真理子 ･･････････････････････････1153

術前に超音波検査を施行したspiradenoma
中西佑季子，正畠　千夏，小川　浩平，伊藤宗一郎，
平井都始子，浅田　秀夫 ･･････････････････････････1157

皮膚混合腫瘍の2症例
水野絵里香，小林　智子，白井三由希，相山　明輝，
笹田　佳江，満間　照之 ･･････････････････････････1161
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鼻に生じたapocrine mixed tumor
林　みゆき，持田　耕介，中村恵理子，盛口　淸香，
天野　正宏 ･････････････････････････････････････････1165

desmoplastic trichoepithelioma
渡部　真奈，藤田　英樹，車谷　紋乃，石井まどか，
照井　　正 ･････････････････････････････････････････1169

multiple miliary osteomas of the face
岩井　信策，北島真理子，北見　由季，末木　博彦 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1173

fibrous forehead and scalp plaquesを有した結節性硬化症
根岸亜津佐，栗原　正利，溝渕　輝明，石河　　晃，
岩渕千雅子 ･････････････････････････････････････････1177

皮膚リンパ球腫
槇村　　馨，中丸　　聖，谷村　裕嗣，清原　隆宏 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1181
英文抄録 ･･････････････････････････････････････････････････1185
蝶の博物詩
生態29／西山　茂夫 ･･････････････････････････････････1191
治療
顔の結節性病変の診療におけるpitfalls
村田　洋三 ･････････････････････････････････････････1194

炭酸ガスレーザー治療の現状／秋田　浩孝･････････1202
学会ハイライト
第33回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会を終えて
林部　一人 ･････････････････････････････････････････1208

皮心伝心
皮膚科や私に対する言葉とめげない心
角田　孝彦 ･････････････････････････････････････････1212
診察室の四季
落葉／斉藤　隆三 ････････････････････････････････････1213
皮膚科のトリビア
第149回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1214
声
airborne contact dermatitisについて（黄砂は原因にな
る？） ････････････････････････････････････････････････1216

12月号：乾癬─2017
editorial
目覚しい進歩を続ける乾癬治療／向井　秀樹 ･･････1229
展望
乾癬性関節炎（関節症性乾癬）研究の変遷
山本　俊幸 ･････････････････････････････････････････1230

topics
乾癬の病態理論と治療の変遷／小宮根真弓･････････1236
臨床例
外陰部尋常性乾癬
赤石奈保美，田中　　厚 ･･････････････････････････1243

photosensitive psoriasis
永島　和貴，梅本　尚可，津田　英利，小宮根真弓，
出光　俊郎，川瀬　正昭 ･･････････････････････････1247

尋常性乾癬が先行したと考えられるIL-36受容体拮抗因
子欠損症（DITRA）
笠　ゆりな，山田　裕道，杉浦　一充，秋山　真志，
末木　博彦 ･････････････････････････････････････････1251

Behçet病の病勢と一致して皮疹の改善と悪化がみられ
た尋常性乾癬
乙竹　　泰，秋田亜紗美，佐川　展子，岡田　里佳，
長島真由美，井上　雄介，蒲原　　毅 ･･･････････1255
尋常性乾癬にIgG4関連疾患が合併した症例
吉田有友子，西田　絵美，近藤　　啓，森田　明理 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1259

adalimumab投与中にVZV髄膜炎を発症した尋常性乾癬
田口　麻莉，村上　克彦，前川　直輝，國行　秀一 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1263

Crohn病に対するインフリキシマブ投与中に乾癬様皮疹
が生じた小児例
金田　一真，穀内　康人，黒川　晃夫，森脇　真一 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1267
アダリムマブが奏効した掌蹠の著しい角化を伴う乾癬
竹下　雅子，井上　多恵，塚原理恵子，出光　俊郎 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1271
汎発性膿疱性乾癬 
─生後1カ月の乳児に発症した2症例─
塩味　由紀，川島　裕平，福島　彩乃，藤尾　由美，
木花いづみ ･････････････････････････････････････････1275
胆石疝痛発作により憎悪した汎発性膿疱性乾癬
一桝　菜央，古川　佑来，山崎まりな，小林　圭介，
加藤　恒平，片桐　一元 ･･････････････････････････1279

膿疱性乾癬の治療中に肺血栓塞栓症を合併し死亡した症
例
大槻　友紀，福武　　滋，渡邊　京子，中野　雅行 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1283
開口障害を生じた乾癬性関節炎
渡部　大輔，遠藤　幸紀，天野　博雄 ･･･････････1287

関節症性乾癬に続発した反応性アミロイドーシス
広瀬　憲志，宮本　千暁，松立　吉弘，久保　宜明，
谷口　達哉，坂東　良美 ･･････････････････････････1291

指趾炎を伴い，仙腸関節の全強直と竹様脊柱を呈した乾
癬性関節炎
西原　清子，小塚　雄民，野﨑　祐史，流田　妙子 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1295
英文抄録 ･･････････････････････････････････････････････1299
蝶の博物詩
生態30／西山　茂夫 ･･････････････････････････････････1305
治療
爪乾癬の診断と治療
齋藤　昌孝，種本　紗枝 ･･････････････････････････1308

学会ハイライト
第116回日本皮膚科学会総会を振り返って
相場　節也 ･････････････････････････････････････････1318
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診察室の四季
日記買う／斉藤　隆三 ･･･････････････････････････････1331
皮膚科のトリビア
第150回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1332
声
ヒアリ刺症にどう対応するか ････････････････････････1334

※なお39巻増刊号「皮膚科救急診療マニュアル」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．

New Drugs
アメナリーフ®錠200 mg ･･････････････････････････････1324
Drug Information
コセンティクス®皮下注150 mg ･･････････････････････1328
皮心伝心
NEtosisと自己抗原／杉浦　一充 ････････････････････1330
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a
安部　文人……診断から2年経過し増大を認めたrhabdo-

myomatous mesenchymal hamartoma　179，全身の
膿疱，感音性難聴，視力障害で急速に発症したCogan
症候群　503，自己注射指導により縮小したインスリ
ンボール　629， 口唇口囲に発症したpyodermatitis-
pyostomatitis vegetans　1093

安部　博昭……化膿性脊椎炎の術後に発症した中毒性表
皮壊死症（TEN）　1061

阿部　典子……PVL陽性MSSAによる再発性皮膚軟部組
織感染症の2症例　401
足立　厚子……携帯電話から溶出したクロムによると考
えられたアレルギー性接触皮膚炎　747
足立　　真……化膿性脊椎炎の術後に発症した中毒性表
皮壊死症（TEN）　1061
相場　節也……第116回日本皮膚科学会総会を振り返っ
て　1318
相原　英雄……左下腿伸側のみに生じた後天性真皮メラ
ノサイトーシス　21
相原　道子……免疫グロブリン製剤大量静注療法が奏効
した中毒性表皮壊死症　483，壊疽性膿皮症の患者に
発症したジアフェニルスルホンによる薬剤性過敏症症
候群　491，ティーツリーオイルによるアレルギー性
接触皮膚炎　707， アトピー性皮膚炎を合併した
Costello症候群　829，第80回日本皮膚科学会東京支
部学術大会を終えて　1106

相川　恵子……成人発症の川崎病　515
相山　明輝……皮膚混合腫瘍の2症例　1161
赤木　竜也……携帯電話から溶出したクロムによると考
えられたアレルギー性接触皮膚炎　747

赤石奈保美……スタンドアップパドルボード大会で配布
されたTシャツによる化学熱傷　763，外陰部尋常性
乾癬　1243
赤嶺　香子……仙尾骨部に生じた透析アミロイドーシス　
53
赤芝　知己……特異な臨床像を呈した右前腕グロムス腫
瘍　397
秋本　訓秀……診断から2年経過し増大を認めたrhabdo-

myomatous mesenchymal hamartoma　179
秋田亜紗美……ソフトカプセル総合感冒薬にてアナフィ
ラキシーを生じたゼラチンアレルギー　1045，Behçet
病の病勢と一致して皮疹の改善と悪化がみられた尋常
性乾癬　1255
秋田　浩孝……炭酸ガスレーザー治療の現状　1202
秋山　真志……self-improving collodion ichthyosis　869，
尋常性乾癬が先行したと考えられるIL-36受容体拮抗

因子欠損症（DITRA）　1251
天貝　純郁……化学療法と放射線療法の併用が奏効した
顔面の巨大基底細胞癌　933

天野　博雄……開口障害を生じた乾癬性関節炎　1287
天野　正宏……鼻に生じたapocrine mixed tumor　1165
天羽　康之……局所陰圧閉鎖療法が治療に有効であった
難治性静脈うっ滞性潰瘍　613，メタクリルレジンア
レルギーによる難治性手指皮膚炎　857，Hallopeau
型増殖性天疱瘡　1073

安藤はるか……105歳女性の鼻翼に生じた有茎性悪性黒
色腫　973，化膿性脊椎炎の術後に発症した中毒性表
皮壊死症（TEN）　1061

安藤　典子……マウスイミキモド乾癬モデルにおける体
内時計の関与　568

安齋　眞一……手掌に生じた基底細胞癌　73，皮膚粘
液癌　957，上眼瞼に生じた脂腺腫　1141

青木　　浩……小麦によるアナフィラキシーショック後
に心筋梗塞を発症したKounis症候群Ⅱ型　601

新井　隆男……マムシ咬傷に減張切開を行った症例　
409

新倉　冬子……急激な肥満に伴い生じたchronic obesity 
lymphoedematous mucinosis　633

荒尾　和哉……糖尿病患者に生じた癰の2症例　621
浅田　秀夫……術前に超音波検査を施行したspiradenoma　
1157
浅井　　純……頬部アポクリン癌　953
浅井　俊弥……紅斑について　98，皮膚科のトリビア　
第139回　116， 皮膚科のトリビア　第140回　230，
皮膚科のトリビア　第141回　338，皮膚科も医工連
携を　347，皮膚科のトリビア　第142回　444，皮膚
科のトリビア　第143回　550，高度肥満症に合併し
た背部の化膿性汗腺炎　589，皮膚科のトリビア　第
144回　676，皮膚科のトリビア　第145回　796，皮
膚科のトリビア　第146回　908，果たすべき3つの役
割　917，皮膚科のトリビア　第147回　1024，皮膚
科のトリビア　第148回　1112， 皮膚科のトリビア　
第149回　1214，皮膚科のトリビア　第150回　1332

朝蔭　洋子……rippled pattern sebaceoma　187
浅川　哲也……成人発症の川崎病　515
東　　典子……インスリン注射部位に生じたlipohypertrophy　

637

b
馬場加那子……特異な臨床像を呈した右前腕グロムス腫
瘍　397

人　　名　　索　　引
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馬場　直子……アトピー性皮膚炎を合併したCostello症
候群　829
坂東　良美……関節症性乾癬に続発した反応性アミロイ
ドーシス　1291

c
千葉　美紀……エドキサバン（リクシアナ）によるStevens-

Johnson症候群　475
近澤　咲子……米ぬかによる接触蕁麻疹　711
塵岡　　健……小膿疱を伴う紅斑を呈した川崎病　511
中條　聡美……頬部の後天性真皮メラノサイトーシスに
合併した悪性黒子　969

d
大東　淳子……Bazin硬結性紅斑と考えた症例　369，
ビソプロロールテープ（ビソノテープ）による接触皮膚
炎症候群　719
出口　彩香……膵炎に合併した皮下結節性脂肪壊死症　

381
出口　順啓……成人発症の川崎病　515
出口　令子……巨細胞性動脈炎　523
出来尾　格……骨化を伴った基底細胞癌の2症例　299，
タクロリムス軟膏の希釈による刺激感の緩和　446，
頬部に生じdesmoplastic trichoepitheliomaに類似した
papillary tubular adenoma　1153
出光　俊郎……左拇指に発生したmicrocystic adnexal 

carcinoma　85，成人女性の四肢に多発した皮下型環
状肉芽腫　617， 皮膚科診断学アナザーストーリー　
794，合併する難治性気管支喘息に対してオマリズマ
ブを投与したアトピー性皮膚炎　841，photosensitive 
psoriasis　1247，アダリムマブが奏効した掌蹠の著
しい角化を伴う乾癬　1271

e
遠藤　秀治……下口唇に生じた開口部形質細胞症　1077
遠藤　　恵……壊疽性膿皮症の患者に発症したジアフェ
ニルスルホンによる薬剤性過敏症症候群　491
遠藤　幸紀……開口障害を生じた乾癬性関節炎　1287
榎本　泰典……white fibrous papulosis of the neck　199
江藤　宏光……Hallopeau型増殖性天疱瘡　1073
江藤　隆史……acral pseudolymphomatous angiokerato-

ma of children（APACHE）　183，右頬部に生じた無色
素性斑状強皮症型基底細胞癌　937

f
藤林真理子……rippled pattern sebaceoma　187，骨化
を伴った基底細胞癌の2症例　299， 頬部に生じdes-
moplastic trichoepitheliomaに類似したpapillary tubu-
lar adenoma　1153

藤井　紀和……ダーモスコピーが診断に有用であった指
尖部に生じた成人型黄色肉芽腫　33

藤井翔太郎……造影剤による汎発性水疱性固定薬疹　
1057

藤本　徳毅……ダーモスコピーが診断に有用であった指
尖部に生じた成人型黄色肉芽腫　33

藤本　　亘……インフリキシマブが奏効した壊疽性膿皮
症　405，口含み試験で原因を確定しえたアセトアミ
ノフェンによる粘膜アレルギー　1049

藤沼　千尋……顔面の脂漏性角化症の局面上に生じた有
棘細胞癌　941

藤尾　由美……リンパ管系分化を伴った血管肉腫　965，
汎発性膿疱性乾癬─生後1カ月の乳児に発症した2症
例─　1275

藤城　里香……生体腎移植後免疫抑制患者で，脂漏性角
化症と連続して生じた基底細胞癌　925
藤田　英樹……化学療法と放射線療法の併用が奏効した
顔面の巨大基底細胞癌　933，d e s m o p l a s t i c 
trichoepithelioma　1169
藤田　真文……顔面に生じたエクリン汗孔腫　57
藤原　　碧……鼻翼部皮膚転移を初発症状とした食道癌　
307
福地　　修……エドキサバン（リクシアナ）によるStevens-

Johnson症候群　475，頬部の後天性真皮メラノサイ
トーシスに合併した悪性黒子　969

福田　英嗣……white fibrous papulosis of the neck　199，
入院加療したアトピー性皮膚炎の2症例─病勢マー
カーとしての角層テープの有用性─　837，相反す
る経過を辿った重症かつ難治性アトピー性皮膚炎2症
例　845，固定薬疹─原因薬剤の変遷と発症メカニ
ズム─　1034， 糖尿病患者に生じた癰の2症例　
621

福原　祐衣……仙尾骨部に生じた透析アミロイドーシス　
53，マムシ咬傷に減張切開を行った症例　409

袋　　秀平……メリケントキンソウによる皮膚障害の集
団発生例　357

福島　篤仁……壊死性軟部組織感染症の対策　426
福島　彩乃……汎発性膿疱性乾癬─生後1カ月の乳児
に発症した2症例─　1275

福武　　滋……膿疱性乾癬の治療中に肺血栓塞栓症を合
併し死亡した症例　1283

福屋　泰子……第46回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎
学会総会学術大会を終えて　782

福山國太郎……雀医者からの直接鏡検のすすめ　1022
船坂　陽子……外陰部脂肪腫の2症例　389
古川　福実……高齢者のこめかみ部に生じたatypical 

fibroxanthoma　961， 臨床上モルフェア型基底細胞
癌と鑑別を要した鼻部の毛芽腫　1133

古川　佑来……胆石疝痛発作により憎悪した汎発性膿疱
性乾癬　1279
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伏間江貴之……鼻翼に生じた有茎性粉瘤　279
蓬原　一茂……左拇指に発生したmicrocystic adnexal 

carcinoma　85

g
五木田麻里……手掌と手指屈側に限局して生じた環状肉
芽腫　29

権東　容秀……マムシ咬傷に減張切開を行った症例　409
後藤あかね……骨化を伴った基底細胞癌の2症例　299
後藤　克修……self-improving collodion ichthyosis　869

h
波部　幸司……動眼・滑車・外転神経麻痺と眼病変を合
併した右三叉神経第1枝領域帯状疱疹　267，primary 
cutaneous myxoid spindle cel l  squamous cel l 
carcinoma　949
濱田　裕子……ネオメドロールEE軟膏による接触皮膚炎
─有効成分，添加物ともにパッチテスト陽性例─　
727

濱本　千晶……臨床上モルフェア型基底細胞癌と鑑別を
要した鼻部の毛芽腫　1133

濱﨑洋一郎……痤瘡様皮疹から診断したSjögren症候群　
259，獨協医科大学皮膚科における壊死性軟部組織感
染症の臨床的検討　660

花見　由華……浮腫性硬化症とclear cell syringomaを生
じた糖尿病　625

原　みずき……右頬部に生じた無色素性斑状強皮症型基
底細胞癌　937

原田　和俊……aquagenic palmoplantar keratoderma　
175，trichodiscoma　287
播摩　瑶子……左大腿に生じた高齢女性のグロムス腫瘍　
61，急性膵炎に伴う皮下結節性脂肪壊死症　377
長谷川章雄……cutaneous B-cell pseudolymphomaの6例　
203
長谷川敏男……アトピー性皮膚炎患者に発症した感染性
心内膜炎　833
畑　　康樹……左下腿伸側のみに生じた後天性真皮メラ
ノサイトーシス　21
籏持　　淳……痤瘡様皮疹から診断したSjögren症候群　
259，獨協医科大学皮膚科における壊死性軟部組織感
染症の臨床的検討　660
服部　　瑛……古文書と暴瀉病　330
服部　淳子……バイオリンによる接触皮膚炎　731
服部佐代子……感染性粉瘤より発症したtoxic shock 

syndrome　147， ツロブテロールによる接触皮膚炎　
755
服部　友保……古文書と暴瀉病　330
葉山　惟大……補助人工心臓の創部消毒に使用していた
クリスタル紫で接触皮膚炎をおこした症例　715

林　　宏明……インフリキシマブが奏効した壊疽性膿皮
症　405

林　耕太郎……肺炎球菌ワクチン接種による蜂窩織炎様
反応　471

林　　美沙……巨細胞性動脈炎　523
林　みゆき……鼻に生じたapocrine mixed tumor　1165
林　　伸和……第34回日本美容皮膚科学会総会・学術大
会を終えて　218

林　周次郎……痤瘡様皮疹から診断したSjögren症候群　
259

林　　剛生……scratch dermatitis様皮疹を伴った成人Still
病の2症例　499，黄色ブドウ球菌菌血症を生じた重
症アトピー性皮膚炎　825
林部　一人……第33回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学
術大会を終えて　1208

肥田　時征……メラノーマ診療　1002
東　　直行……手掌に生じた基底細胞癌　73
東山　真里……顔面に紫斑を呈した血管炎　271，巨細
胞性動脈炎　523
樋口　哲也……全身の膿疱，感音性難聴，視力障害で急
速に発症したCogan症候群　503，自己注射指導によ
り縮小したインスリンボール　629，口唇口囲に発症
したpyodermatitis-pyostomatitis vegetans　1093，診
断から2年経過し増大を認めたrhabdomyomatous mes-
enchymal hamartoma　179

日野　治子……左大腿に生じた高齢女性のグロムス腫瘍　
61，急性膵炎に伴う皮下結節性脂肪壊死症　377

平井都始子……術前に超音波検査を施行したspiradenoma　
1157
平岩　朋子……潰瘍性大腸炎患者にみられた結節性紅斑　
365
平野　智子……鼻翼に生じた有茎性粉瘤　279
平澤　祐輔……アトピー性皮膚炎患者に発症した感染性
心内膜炎　833
平塚　理沙……紫外線吸収剤ポリシリコーン-15による
接触皮膚炎　723

広瀬　憲志……関節症性乾癬に続発した反応性アミロイ
ドーシス　1291

久岡　久江……紫外線吸収剤ポリシリコーン-15による
接触皮膚炎　723
菱沼　　昭……壊死性軟部組織感染症の対策　426
許　　明和……spiny keratoderma　171
帆足　俊彦……外陰部脂肪腫の2症例　389
本多　　皓……炎症性腸疾患を合併したアトピー性皮膚
炎の3症例　853
本多　教稔……小膿疱を伴う紅斑を呈した川崎病　511
本田　隆行……spiny keratoderma　171
本間　　大……遺伝性の表皮の疾患からみえてきたアト
ピー発症における皮膚バリアの重要性　818
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堀口　葉子……顔面の脂漏性角化症の局面上に生じた有
棘細胞癌　941

堀川　達弥……造影剤による汎発性水疱性固定薬疹　
1057
堀尾　　愛……イミキモドクリームによる日光角化症治
療後に生じた有棘細胞癌の2症例　945
堀内　義仁……重篤な肝障害が遷延したStevens-Johnson
症候群　479
兵頭　隆史……左拇指に発生したmicrocystic adnexal 

carcinoma　85

i
指宿千恵子……携帯電話から溶出したクロムによると考
えられたアレルギー性接触皮膚炎　747

市原　麻子……肺障害を伴ったカルバマゼピンによる薬
剤性過敏症症候群　487

一桝　菜央……胆石疝痛発作により憎悪した汎発性膿疱
性乾癬　1279

市村　佳子……リンパ管系分化を伴った血管肉腫　965
一ノ名晶美……顔面に生じたエクリン汗孔腫　57
伊賀　佐紀……顔面に紫斑を呈した血管炎　271，巨細
胞性動脈炎　523
五十嵐敦之……皮膚科と遠隔診療　1110
猪狩　翔平……鼻に生じ紅色調を呈した基底細胞癌　
303
井川　　健……診断に苦慮し，抗結核薬内服奏効にて診
断したBazin硬結性紅斑　373
尹　　浩信……肺障害を伴ったカルバマゼピンによる薬
剤性過敏症症候群　487，小膿疱を伴う紅斑を呈した
川崎病　511

池田　大志……鼻翼に生じた皮膚限局性結節性アミロイ
ドーシス　275

池田　久剛……成人発症の川崎病　515
池田　信昭……白斑患者に生じた酒皶　263，アトピー
性皮膚炎を合併したCostello症候群　829
池田　志斈……アトピー性皮膚炎患者に発症した感染性
心内膜炎　833
池田　佳弘……Bazin硬結性紅斑と考えた症例　369，
ビソプロロールテープ（ビソノテープ）による接触皮膚
炎症候群　719
一角　直行……造影剤による汎発性水疱性固定薬疹　
1057
井汲今日子……ダーマボンドアドバンスドによる接触皮
膚炎　739
今福　信一……乾癬様の臨床像を呈した川崎病　507，
ジェルネイルによる接触皮膚炎　751

今井　　裕……primary cutaneous myxoid spindle cell 
squamous cell carcinoma　949
今村　貞夫……多形滲出性紅斑と多形紅斑　1026

稲葉　　豊……小麦によるアナフィラキシーショック後
に心筋梗塞を発症したKounis症候群Ⅱ型　601，高齢
者のこめかみ部に生じたatypical fibroxanthoma　961

稲福　和宏……非クロストリジウム性ガス壊疽　581
猪股　　藍……spiny keratoderma　171
井上　貴昭……亀頭部に生じた壊疽性膿皮症の2例　37
井上　彩子……表皮の個細胞壊死が著明であった成人発
症Still病　495，皮膚生検を契機に自然消褪した基底
細胞癌　929
井上　里佳……左大腿に生じた高齢女性のグロムス腫瘍　
61，急性膵炎に伴う皮下結節性脂肪壊死症　377
井上　多恵……アダリムマブが奏効した掌蹠の著しい角
化を伴う乾癬　1271
井上　雄介……壊疽性膿皮症の患者に発症したジアフェ
ニルスルホンによる薬剤性過敏症症候群　491，ソフ
トカプセル総合感冒薬にてアナフィラキシーを生じた
ゼラチンアレルギー　1045，Behçet病の病勢と一致
して皮疹の改善と悪化がみられた尋常性乾癬　1255

井上　友介……携帯電話から溶出したクロムによると考
えられたアレルギー性接触皮膚炎　747

井上　雄二……肺障害を伴ったカルバマゼピンによる薬
剤性過敏症症候群　487

入澤　亮吉……仙尾骨部に生じた透析アミロイドーシス　
53

井砂　　司……骨化を伴った基底細胞癌の2症例　299
諫見　有紀……CPNと診断しうるPAN　385
伊澤　有香……上眼瞼に生じた脂腺腫　1141
伊勢友加里……新生児期から経過を観察しえた葉状魚鱗
癬の男児例　861

爲政　大幾……外陰部に生じた隆起性皮膚線維肉腫　
77，両第Ⅰ趾爪甲に生じたretronychia　155

石田　修一……白斑患者に生じた酒皶　263
石黒　直子……第46回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎
学会総会学術大会を終えて　782

石井まどか……desmoplastic trichoepithelioma　1169
石井　　学……インフリキシマブが奏効した壊疽性膿皮
症　405
石川　博康……パッチテストにより感作された金属アレ
ルギー　798，されど帯状疱疹　1114
石川　真郷……眉毛部に生じた木村病　49，頬部に生
じたtrichilemmal cyst　1129

石川　武子……肺炎球菌ワクチン接種による蜂窩織炎様
反応　471

石河　　晃……cystic eccrine spiradenoma　393，特異
な臨床像を呈した右前腕グロムス腫瘍　397，東邦大
学皮膚科における過去5年間の過酸化ベンゾイル
（Benzoyl Peroxide）のパッチテスト結果　775，fibrous 

forehead and scalp plaquesを有した結節性硬化症　
1177
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石崎　純子……骨化を伴った基底細胞癌の2症例　299，
頬部に生じdesmoplastic trichoepitheliomaに類似した
papillary tubular adenoma　1153
石津　良子……小膿疱を伴う紅斑を呈した川崎病　511
磯田　憲一……動眼・滑車・外転神経麻痺と眼病変を合
併した右三叉神経第1枝領域帯状疱疹　267
伊藤　　崇……東邦大学皮膚科における過去5年間の過
酸化ベンゾイル（Benzoyl Peroxide）のパッチテスト結
果　775
井藤　　遥……ネオメドロールEE軟膏による接触皮膚炎
─有効成分，添加物ともにパッチテスト陽性例─　
727

伊東　　大……骨化を伴った基底細胞癌の2症例　299
伊東　慶悟……acral pseudolymphomatous angiokerato-

ma of children（APACHE）　183，palisaded encapsu-
lated neuroma（PEN）　291，右頬部に生じた無色素性
斑状強皮症型基底細胞癌　937，頬部の後天性真皮メ
ラノサイトーシスに合併した悪性黒子　969
伊藤宏太郎……ジェルネイルによる接触皮膚炎　751
伊藤　　満……ステロイドとDDSの併用が有効であっ
た肉芽腫性口唇炎　1085

伊藤宗一郎……術前に超音波検査を施行したspiradenoma　
1157
伊藤　　崇……浮腫性硬化症とclear cell syringomaを生
じた糖尿病　625
伊藤　雄太……human adjuvant disease　413
岩渕千雅子……fibrous forehead and scalp plaquesを有し
た結節性硬化症　1177
岩橋ゆりこ……ネオメドロールEE軟膏による接触皮膚炎
─有効成分，添加物ともにパッチテスト陽性例─　
727

岩井　信策……multiple miliary osteomas of the face　
1173

岩澤うつぎ……顔面の脂漏性角化症の局面上に生じた有
棘細胞癌　941

伊崎　誠一……変性結合織成分に対する肉芽腫反応　
126，恩師と友人に恵まれて　540

j
神人　正寿……臨床上モルフェア型基底細胞癌と鑑別を
要した鼻部の毛芽腫　1133

城野　剛充……肺障害を伴ったカルバマゼピンによる薬
剤性過敏症症候群　487

k
椛沢未佳子……鼻翼に生じた皮膚限局性結節性アミロイ
ドーシス　275

門野　岳史……HIV感染者に生じたpruritic papular 
eruption　151，表皮の個細胞壊死が著明であった成
人発症Still病　495，皮膚生検を契機に自然消褪した
基底細胞癌　929

鑑　　慎司……左大腿に生じた高齢女性のグロムス腫瘍　
61，急性膵炎に伴う皮下結節性脂肪壊死症　377

梶本　　完……アトピー性皮膚炎患者に発症した感染性
心内膜炎　833

欠田　成人……動眼・滑車・外転神経麻痺と眼病変を合
併した右三叉神経第1枝領域帯状疱疹　267

加倉井真樹……左拇指に発生したmicrocystic adnexal 
carcinoma　85

蒲原　　毅……免疫グロブリン製剤大量静注療法が奏効
した中毒性表皮壊死症　483，ソフトカプセル総合感
冒薬にてアナフィラキシーを生じたゼラチンアレル
ギー　1045，Behçet病の病勢と一致して皮疹の改善
と悪化がみられた尋常性乾癬　1255
上中智香子……臨床上モルフェア型基底細胞癌と鑑別を
要した鼻部の毛芽腫　1133
神谷　　智……小児の頭部に生じたsolitary sclerotic 

fibroma　65
神谷　浩二……イミキモドクリームによる日光角化症治
療後に生じた有棘細胞癌の2症例　945

神山　泰介……human adjuvant disease　413
要石　就斗……顔面に生じたエクリン汗孔腫　57
金澤　伸雄……小麦によるアナフィラキシーショック後
に心筋梗塞を発症したKounis症候群Ⅱ型　601

神田　泰洋……trichodiscoma　287
金田　一真……後天性反応性穿孔性膠原線維症　597，

Crohn病に対するインフリキシマブ投与中に乾癬様皮
疹が生じた小児例　1267

金田　眞理……生物における多様性　336
金久　史尚……頬部アポクリン癌　953
金子　高英……弘前大学皮膚科における10年間の基底細
胞癌の統計学的検討　994

関東　裕美……特異な臨床像を呈した右前腕グロムス腫
瘍　397，東邦大学皮膚科における過去5年間の過酸
化ベンゾイル（Benzoyl Peroxide）のパッチテスト結果　
775

笠　ゆりな……鼻根部～眼瞼部の発赤により発症した
extranodal NK/T cell lymphoma，nasal type　311，ネ
オメドロールEE軟膏による接触皮膚炎─有効成分，
添加物ともにパッチテスト陽性例─　727，尋常性
乾癬が先行したと考えられるIL-36受容体拮抗因子欠
損症（DITRA）　1251

笠井　弘子……eccrine angiomatous hamartoma　195
笠山　宗正……巨細胞性動脈炎　523
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片桐　一元……治せないアトピー性皮膚炎：外用アドヒ
アランスを高めて治す─目覚めよ！　8,000人の皮
膚科医，今こそ治療法の再学習の時─　892，アト
ピー性皮膚炎治療研究会第21回シンポジウム「治せな
いアトピー性皮膚炎」を開催して　110，胆石疝痛発
作により憎悪した汎発性膿疱性乾癬　1279
片岡　葉子……抗結核薬による薬剤誘発性過敏症症候群　
1053
片山智恵子……多発血管炎性肉芽腫症　519
片山　博貴……診断から2年経過し増大を認めたrhabdo-

myomatous mesenchymal hamartoma　179，全身の
膿疱，感音性難聴，視力障害で急速に発症したCogan
症候群　503
片山　一朗……小児の頭部に生じたsolitary sclerotic 

fibroma　65，日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会
の動向　686， 炎症性腸疾患とアトピー性皮膚炎　
814，乏汗が悪化要因と考えられた成人アトピー性皮
膚炎の3例　877
加藤　裕史……ダーマボンドアドバンスドによる接触皮
膚炎　739，メラノーマ診療　1002

加藤　恒平……胆石疝痛発作により憎悪した汎発性膿疱
性乾癬　1279

加藤　　威……ダーモスコピーが診断に有用であった指
尖部に生じた成人型黄色肉芽腫　33

加藤　則人……バイオリンによる接触皮膚炎　731，頬
部アポクリン癌　953，アトピー性皮膚炎治療研究会
第22回シンポジウムを終えて　1008
河内　繁雄……急激な肥満に伴い生じたchronic obesity 

lymphoedematous mucinosis　633
川田　　暁……orofacial granulomatosis　167
河原　由恵……eccrine angiomatous hamartoma　195
河井　一浩……「患者」は「症例」ではありません　906
川井　麻友……鼻部に生じた皮膚コレステリン肉芽腫　

593
川上　　洋……aquagenic palmoplantar keratoderma　
175
川上　民裕……頸部に生じた硬化性萎縮性苔癬　45，

HIV感染者に生じたpruritic papular eruption　151，
表皮の個細胞壊死が著明であった成人発症Still病　
495，皮膚生検を契機に自然消褪した基底細胞癌　929

河野　克之……重篤な肝障害が遷延したStevens-Johnson
症候群　479
川﨑ゆりか……肺炎球菌ワクチン接種による蜂窩織炎様
反応　471
川瀬　正昭……acral pseudolymphomatous angiokerato-

ma of children（APACHE）　183，右頬部に生じた無色
素性斑状強皮症型基底細胞癌　937，photosensitive 
psoriasis　1247
川島　　眞……第46回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎
学会総会学術大会を終えて　782

川島　裕平……汎発性膿疱性乾癬─生後1カ月の乳児
に発症した2症例─　1275

川田裕味子……トルテロジンによるinterstitial granulo-
matous drug reaction　159

菊地　彩音……重篤な肝障害が遷延したStevens-Johnson
症候群　479

菊池　信之……浮腫性硬化症とclear cell syringomaを生
じた糖尿病　625

菊池　荘太……エドキサバン（リクシアナ）によるStevens-
Johnson症候群　475
木村　雅明……診断から2年経過し増大を認めたrhabdo-

myomatous mesenchymal hamartoma　179，全身の
膿疱，感音性難聴，視力障害で急速に発症したCogan
症候群　503，自己注射指導により縮小したインスリ
ンボール　629， 口唇口囲に発症したpyodermatitis-
pyostomatitis vegetans　1093

木村　聡子……頸部に生じた硬化性萎縮性苔癬　45，
HIV感染者に生じたpruritic papular eruption　151，
表皮の個細胞壊死が著明であった成人発症Still病　495
吉良　正浩……膵炎に合併した皮下結節性脂肪壊死症　

381
岸部　麻里……遺伝性の表皮の疾患からみえてきたアト
ピー発症における皮膚バリアの重要性　818
岸田　寛子……抗結核薬による薬剤誘発性過敏症症候群　
1053
岸田　功典……マムシ咬傷に減張切開を行った症例　
409

木曽　真弘……エドキサバン（リクシアナ）によるStevens-
Johnson症候群　475

北場　　俊……前額部より多発拡大したangiolymphoid 
hyperplasia with eosinophilia　191

北島真理子……multiple miliary osteomas of the face　
1173

北見　由季……化膿性脊椎炎の術後に発症した中毒性表
皮壊死症（TEN）　1061，multiple miliary osteomas of 
the face　1173

北山明日香……reticulohistiocytic granuloma　163
鬼頭由紀子……色素性乾皮症A群　873
清原　隆宏……亀頭部に生じた壊疽性膿皮症の2例　

37，皮膚リンパ球腫　1181
小林　香映……化膿性脊椎炎の術後に発症した中毒性表
皮壊死症（TEN）　1061

小林　圭介……胆石疝痛発作により憎悪した汎発性膿疱
性乾癬　1279

小林　真麻……acral pseudolymphomatous angiokerato-
ma of children（APACHE）　183

小林　智子……皮膚混合腫瘍の2症例　1161
小林　佑佳……外陰部に生じた隆起性皮膚線維肉腫　77
児玉　　俊……急性膵炎に伴う皮下結節性脂肪壊死症　

377
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古賀　文二……乾癬様の臨床像を呈した川崎病　507
古結　敦士……顔面に紫斑を呈した血管炎　271
小越　達也……アトピー性皮膚炎を合併したCostello症
候群　829
穀内　康人……後天性反応性穿孔性膠原線維症　597，

Crohn病に対するインフリキシマブ投与中に乾癬様皮
疹が生じた小児例　1267
小宮根真弓……鼻翼に生じた有茎性粉瘤　279，乾癬の
病態理論と治療の変遷　1236，photosensitive psoriasis　
1247
近藤　　啓……尋常性乾癬にIgG4関連疾患が合併した
症例　1259
小西　啓介……感染性粉瘤より発症したtoxic shock 

syndrome　147， ツロブテロールによる接触皮膚炎　
755

幸野　　健……戸倉先生のデルマトオーケストラに感
動！　672
木花いづみ……リンパ管系分化を伴った血管肉腫　965，
汎発性膿疱性乾癬─生後1カ月の乳児に発症した2症
例─　1275

小坂　博志……顔面に生じたdesmoplastic malignant 
melanoma　977

小瀬戸昌博……顔面に紫斑を呈した血管炎　271，巨細
胞性動脈炎　523
小谷　晋平……顔面に生じたdesmoplastic malignant 

melanoma　977
琴　　基天……手掌に生じた基底細胞癌　73
壽　　順久……膵炎に合併した皮下結節性脂肪壊死症　

381，炎症性腸疾患とアトピー性皮膚炎　814
小塚　雄民……指趾炎を伴い，仙腸関節の全強直と竹様
脊柱を呈した乾癬性関節炎　1295

久保　亮治……皮膚バリア，最近の進歩─ケルビン14
面体モデル─　808

久保　宜明……留置針外套による接触皮膚炎　735，母
斑性基底細胞癌症候群の遺伝子診断　1122，関節症
性乾癬に続発した反応性アミロイドーシス　1291

窪澤　　仁……下口唇に生じた開口部形質細胞症　
1077
熊野浩太郎……全身の膿疱，感音性難聴，視力障害で急
速に発症したCogan症候群　503
國谷　　嵩……化膿性脊椎炎の術後に発症した中毒性表
皮壊死症（TEN）　1061

國行　秀一……adalimumab投与中にVZV髄膜炎を発症
した尋常性乾癬　1263
倉澤　友輔……L-メントールおよび5％クロタミトン含有
クリームによる接触皮膚炎から生じた皮膚潰瘍　759
倉繁　祐太……鼻部に生じた皮膚コレステリン肉芽腫　

593
栗原　正利……fibrous forehead and scalp plaquesを有し
た結節性硬化症　1177

栗田　遼二……鼻背部に生じた好酸球性膿疱性毛包炎　
255

黒川　晃夫……手関節に生じたメルケル細胞癌　81，
Crohn病に対するインフリキシマブ投与中に乾癬様皮
疹が生じた小児例　1267

黒川　景子……弘前大学皮膚科における10年間の基底細
胞癌の統計学的検討　994

黒川　基樹……ハチ刺症後に複合性局所疼痛症候群
（CRPS）を発症した症例　143
黒川　晃夫……後天性反応性穿孔性膠原線維症　597
車谷　紋乃……化学療法と放射線療法の併用が奏効した
顔面の巨大基底細胞癌　933

車谷　紋乃……desmoplastic trichoepithelioma　1169
楠　　俊雄……aquagenic palmoplantar keratoderma　
175

楠谷　　尚……足底に生じた色素性Spitz母斑　69
鍬塚　　大……免疫組織学的検討を行った浮腫性硬化症
の3症例　609

m
馬渕　智生……鼻部に生じた皮膚コレステリン肉芽腫　

593，キュウリの葉による接触皮膚炎　743
前林　俊也……化学療法と放射線療法の併用が奏効した
顔面の巨大基底細胞癌　933

前田　修子……Melkersson-Rosenthal症候群　1089
前田　尚吾……手関節に生じたメルケル細胞癌　81
前川　直輝……adalimumab投与中にVZV髄膜炎を発症
した尋常性乾癬　1263

前川　武雄……鼻翼に生じた有茎性粉瘤　279
牧　　伸樹……成人女性の四肢に多発した皮下型環状肉
芽腫　617

牧　　智子……palisaded encapsulated neuroma（PEN）　
291

槇村　　馨……亀頭部に生じた壊疽性膿皮症の2例　37，
皮膚リンパ球腫　1181

牧野　貴充……肺障害を伴ったカルバマゼピンによる薬
剤性過敏症症候群　487

丸山　彩乃……膵炎に合併した皮下結節性脂肪壊死症　
381

正木　真澄……合併する難治性気管支喘息に対してオマ
リズマブを投与したアトピー性皮膚炎　841

正木　太朗……造影剤による汎発性水疱性固定薬疹　
1057

益田　浩司……乾癬とメタボリックシンドローム　
574，バイオリンによる接触皮膚炎　731

増澤真実子……メタクリルレジンアレルギーによる難治
性手指皮膚炎　857

亦野　蓉子……外陰部脂肪腫の2症例　389
的屋　真美……イミキモドクリームによる日光角化症治
療後に生じた有棘細胞癌の2症例　945
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松原　章宏……ダーマボンドアドバンスドによる接触皮
膚炎　739

松原きみ子……動眼・滑車・外転神経麻痺と眼病変を合
併した右三叉神経第1枝領域帯状疱疹　267
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髙澤　摩耶……成人女性の四肢に多発した皮下型環状肉
芽腫　617
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