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吉田　杏子，葉山　惟大，藤田　英樹，照井　　正 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 783
頸部の巨大結節を呈したサルコイドーシス
上原　顕仁，岸　　史子，土岐　清香，安田　正人，

茂木精一郎，石川　　治 ･･･････････････････････････ 787
酒皶との鑑別に難渋した皮膚サルコイド
江原　佳恵，西本　周平，村山　功子，畑　　康樹 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 791
リポイド類壊死症との鑑別を要した皮膚サルコイドーシ
ス
乾　　惠子，野老　翔雲，並木　　剛，横関　博雄 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 795

FDG-PETで探索した心外病変の病理組織学的所見によ
り確定診断しえた心臓サルコイドーシスの3例
大嶺　卓也，粟澤　　剛，山口さやか，山本　雄一，
高橋　健造 ･･････････････････････････････････････････ 799
高IgG4血症を認めたサルコイドーシス
高橋　　綾 ･･････････････････････････････････････････ 803

好酸球浸潤を認めたサルコイドーシス
野々垣　彰，林　　剛生，三宅　　温，三井　　彩，
大松　華子 ･･････････････････････････････････････････ 807

下腿潰瘍を呈したサルコイドーシス
中村　英里，間嶋　佑太，戸倉　新樹 ････････････ 811

多彩な皮疹を混在した苔癬様型皮膚サルコイド
倉繁　祐太，赤坂江美子 ･･･････････････････････････ 815

メトトレキサートが皮膚病変に奏効したサルコイドーシ
スの2例
玉嶋　恵美，水野　可魚，山﨑　文和，岡本　祐之 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 819
眼瞼浮腫を主訴に来院したサルコイドーシス
濱﨑洋一郎，林　周次郎，久保川　透，井川　　健 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 823
発症11年後に皮膚症状が出現したサルコイドーシス
三宅　知織，水野　可魚，植田　郁子，二村　省三，
岡本　祐之 ･･････････････････････････････････････････ 827

英文抄録 ･･･････････････････････････････････････････････････ 831
蝶の博物詩
生態38／西山　茂夫 ･･･････････････････････････････････ 837
学会ハイライト
第34回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会を終えて
谷田　泰男 ･･････････････････････････････････････････ 840

私の歩んだ道
私の履歴書／古川　福実 ･･････････････････････････････ 844
皮心伝心
耳学問と目学問／福田　知雄 ･････････････････････････ 852
診察室の四季
夏雲／斉藤　隆三 ･････････････････････････････････････ 853
皮膚科のトリビア
第158回／浅井　俊弥･･････････････････････････････････ 854
声
「頭頸部に痒疹様結節が多発したinsect bite-like reac-

tion」を読んで ･･･････････････････････････････････････ 856
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9月号：外陰部・肛囲の皮膚病（女性）
editorial
「母斑」という用語について／馬場　直子 ････････････ 863
topics
梅毒の現状と治療／石地　尚興 ･･････････････････････ 864
原因のない陰部瘙痒症／梅本　尚可 ･････････････････ 870
臨床例
血管腫様外観を呈したBartholin腺囊胞
浅井　令奈，菊池　荘太，福地　　修，伊東　慶悟，
朝比奈昭彦 ･･････････････････････････････････････････ 877

superficial angiomyxoma
八代　　聖，笠井　弘子，河原　由恵 ････････････ 881
血管筋線維芽腫の2例
山下（野田）智香，福島　　聡，梶原　一亨， 
原田　美穂，増口　信一，尹　　浩信 ････････････ 885
大陰唇に生じた結合織母斑
大原満梨奈，森　　知花，神谷　秀喜，北島　康雄 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 889
経過中に尖圭コンジローマ，外陰癌を発症した症候群と 
全身性強皮症の合併例
島田菜津子，壽　　順久，片山　一朗，塩見　真由 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 893
臀部肉芽腫
一ノ宮　愛，西本勝太郎 ･･･････････････････････････ 897
肛囲結節が診断の契機となったCrohn病の女児例
寺石　美香，丸金　拓蔵，前田　明彦，高野　浩章，
佐野　栄紀 ･･････････････････････････････････････････ 901

HPV16型陽性の外陰部Bowen病
大久保志ずか，増澤真実子，浜田　祐子，天羽　康之 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 905

HPV陽性bowenoid papulosisの2例
丹羽　宏文，押谷　陽子，佐藤　三佳，松山かなこ，
宮崎　龍彦，清島真理子 ･･･････････････････････････ 909
大陰唇に生じたlinear basal cell carcinoma
大倉　正寛，入澤　亮吉，原田　和俊，坪井　良治 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 913
外陰部に発生した線状基底細胞癌
山田　益丈，岩下　宣彦，渡辺　大輔，高間　弘道 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 917
外陰部に生じた基底細胞癌（BCC）
佐藤　隆亮，角田加奈子，大西　正純，馬場　俊右，
天野　博雄，佐藤　　恵 ･･･････････････････････････ 921
外陰部粘膜移行部の慢性湿疹病巣より生じた有茎性有棘
細胞癌
太田　朝子，種村　　篤，片山　一朗 ････････････ 925
外陰部硬化性萎縮性苔癬より生じた有棘細胞癌
樽谷　勝仁，妻野　知子，岡田みどり，中川　幸延 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 929

Mohsペースト処置により縮小と止血が得られた腟悪性
黒色腫

牛尾由希子，齋藤　　怜，平川佳葉子，河合　幹雄，
秀　　道広 ･･････････････････････････････････････････ 933
外陰悪性黒色腫
安野秀一郎，吉本　　聖，川上かおり，沖田　朋子，
浅野　伸幸，下村　　裕 ･･･････････････････････････ 937
英文抄録 ･･･････････････････････････････････････････････････ 941
蝶の博物詩
生態39／西山　茂夫 ･･･････････････････････････････････ 947
学会ハイライト
第81回日本皮膚科学会東京支部学術大会を終えて
末木　博彦 ･･････････････････････････････････････････ 950

私の歩んだ道
悠々と急いで，少し休憩／片山　一朗 ･･･････････････ 954
皮心伝心
継続は才能なり／天野　博雄 ･････････････････････････ 962
診察室の四季
残暑／斉藤　隆三 ･････････････････････････････････････ 963
皮膚科のトリビア
第159回／浅井　俊弥･･････････････････････････････････ 964

10月号：外陰部・肛囲の皮膚病（男性）
editorial
インターネット情報／斉藤　隆三 ････････････････････ 973
topics
「エイズ診療」について／白阪　琢磨 ･････････････････ 974
総説
平成30年度診療報酬改定について─皮膚科における影
響─
矢口　　均 ･･････････････････････････････････････････ 983
臨床例
陰茎に生じた硬化性萎縮性苔癬
樋口奈那子，新井　　達，松下　一仁 ････････････ 991

外科的治療を行った慢性閉塞性乾燥性亀頭炎の2例
権東　容秀，乃木田礼佳，塩味　由紀，川上　　洋，
坪井　良治 ･･････････････････････････････････････････ 995

フルニエ壊疽─その評価・治療に関する検討─
藤井翔太郎，鷲尾　　健，正木　太朗，金丸　聰淳 
 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 999
陰茎亀頭部に限局した扁平苔癬
飯島　茂子 ･････････････････････････････････････････1003
硬性下疳の3例
中丸　　聖，谷村　裕嗣，寺井沙也加，長野奈央子，
槇村　　馨，清原　隆宏 ･･････････････････････････1007
陰茎結核疹
山本　亜美，藤本　智子 ･･････････････････････････1011

エトレチナート内服が奏効した尖圭コンジローマ
三浦　由宏 ･････････････････････････････････････････1015

イミキモドクリームが著効した巨大尖圭コンジローマ
野間　陽子，上村由美子，松田　保史 ･･･････････1019

術後に潰瘍性大腸炎の合併が判明した化膿性汗腺炎
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西　　純平，井上　卓也，橋本　安希，成澤　　寛 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1023

Crohn病に伴う肛門皮膚瘻
香曽我部純子，村松　奈美，吉富　惠美，荒川　謙三 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1027
巨大なverruciform xanthoma─陰囊多発例─
東　江里夏，本多　　舞，入江　準二 ･･･････････1031
特異な臨床像を呈し，DDSが奏効したBehçet病
坂本　佳子，菊池　智子，古江　増隆 ･･･････････1035

隆起性局面を呈した陰部乳房外Paget病
永井幸司郎，吉野　公二 ･･････････････････････････1039

湿疹様の臨床経過を示したQueyrat紅色肥厚症
生長久仁子，安藤　純実，坂井　浩志 ･･･････････1043

陰茎基部に生じた線状基底細胞癌
金　　宗訓，吉池　高志，土橋　人士，和田　　了，
徳留　康子，池田　志斈 ･･････････････････････････1047

陰囊アポクリン腺癌─精巣摘出を要した症例─
市川　彩夏，中井　康雄，山中　恵一 ･･･････････1051
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堀口　葉子，白石　英馨，岸　　晶子，林　　伸和 
 ･･････････････････････････････････････････････････････1055
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学会ハイライト
第42回日本小児皮膚科学会学術大会を終えて
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topics
アミロイドーシスの最近の知見
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した新生児例─
中西　麻理，中川　弘己，村田眞理子，貫野　　賢，
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渡邊　愛子，藤原　　碧，猿喰　浩子 ･･･････････1207

結節性紅斑様皮疹と全身のリベドを呈し，皮膚血管炎の
関与が考えられた川崎病
乙竹　　泰，山口　由衣，野澤　　智，日比谷孝志，
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家族内感染が疑われた幼児のTrichophyton tonsuransによ
る体部白癬
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安東由喜雄……アミロイドーシスの最近の知見　1086
安齋　眞一……自然経過をみざるをえなかった無色素性
悪性黒色腫　19，腋窩に生じた皮膚原発アポクリン
腺癌　501
青木奈津子……植皮部に再発を繰り返す爪部melanoma 

in situ─syringotropismを伴う植皮内転移─　43
青島　正浩……EGFR阻害薬内服中の成人に発症したブ
ドウ球菌性熱傷様皮膚症候群　711

青山　裕美……のろまなカメ，働き方改革に思う　
1272

新井　栄一……新しいリンパ腫WHO分類改定第4版
（2017）：とくに皮膚リンパ腫について　241，腋窩ア
ポクリン腺癌　505

新井　　達……疣贅状表皮発育異常症　157，当科エリ
テマトーデス28例におけるヒドロキシクロロキン使用
例の臨床的検討（色素沈着も交えて）　548，陰茎に生
じた硬化性萎縮性苔癬　991

荒川　謙三……Crohn病に伴う肛門皮膚瘻　1027
荒尾　和哉……点状集簇性の分布を示した塩酸ミノサイ
クリンによる色素沈着症　579

有馬　亜衣……ペラグラ　273
有馬　　豪……小範囲デブリードマンで治療可能であっ
た壊死性筋膜炎 ─5年間7例の治療経験より─　
703
有𠮷　綾香……乳児疥癬─フェノトリン投与により改
善を認めた症例─　1247

浅田　秀夫……ペラグラ　273，腎移植後の患者に生じ
た右大腿皮膚ノカルジア症　675

朝比奈昭彦……血管腫様外観を呈したBartholin腺囊胞　
877

浅井　令奈……血管腫様外観を呈したBartholin腺囊胞　
877
浅井　俊弥……『皮膚病診療』の編集方針　106，皮膚科
のトリビア　第151回　122，臨床研究法と本誌の対
応　131，皮膚科のトリビア　第152回　224，皮膚科
のトリビア　第153回　326，皮膚科のトリビア　第
154回　440，皮膚科のトリビア　第155回　538，皮
膚科のトリビア　第156回　640，医師の働き方に法
規制は必要か　651，皮膚科のトリビア　第157回　
748，皮膚科のトリビア　第158回　854，皮膚科のト
リビア　第159回　964，皮膚科のトリビア　第160回　
1074，皮膚科のトリビア　第161回　1174，帯状疱
疹ワクチン公費助成への道　1183，皮膚科のトリビ
ア　第162回　1274

浅野　雅之……当院における蜂窩織炎・丹毒80例の検討　
659

浅野　伸幸……外陰悪性黒色腫　937
浅谷　雅文……炎症性辺縁隆起性白斑　253
粟澤　　剛……FDG-PETで探索した心外病変の病理組
織学的所見により確定診断しえた心臓サルコイドーシ
スの3例　799
小豆澤宏明……ペラグラ　273

b
馬場　直子……小児皮膚科医として25年目を迎えて　343，
伝染性軟属腫の治療指針統一を望む　642，「母斑」と

人　　名　　索　　引
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いう用語について　863，皮膚症状が出る小児感染症　
1256

馬場　俊右……外陰部に生じた基底細胞癌（BCC）　921
尾藤　誠司……多発皮下膿瘍がCrohn病診断の契機と
なった壊疽性膿皮症　145

c
千葉　由幸……原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫　517

d
大日　輝記……汎発型モルフェアが先行し，びまん性筋
膜炎を生じた症例　277

出光　俊郎……第30回東北真菌懇話会を終えて（平成30
年7月8日，仙台サンプラザ）　1276
土井　知江……本態性血小板血症患者に生じた環状紅斑　
473

e
海老原　全……皮膚T細胞性リンパ腫 ─臨床経過と検
査所見が非特異的で診断に苦慮した例─　1131
江原　大輔……病理組織学的に皮膚T細胞性リンパ腫と
の鑑別を必要とした疥癬　1123
江原　佳恵……酒皶との鑑別に難渋した皮膚サルコイド　
791
遠藤　幹也……4歳児に生じたブルーリ潰瘍　1199
遠藤　裕乃……EGFR阻害薬内服中の成人に発症したブ
ドウ球菌性熱傷様皮膚症候群　711
衛藤　　光……重症SLEに生じた汎発性深在性エリテマ
トーデス　27
江藤　隆史……Parakeratosis variegata　465，eruptive 

syringomaの2例　493

f
藤井翔太郎……フルニエ壊疽─その評価・治療に関す
る検討─　999，手指壊疽を免れたクリオグロブリ
ン血症 ─B細胞リンパ腫の早期治療により手指の冷
感が改善した症例─　1103
藤本　　学……手指関節破壊を伴う骨髄炎に進展した非
結核性抗酸菌感染症　723
藤本　典宏……bromoderma　583
藤本　徳毅……小児の肛門周囲に多発した尋常性疣贅　
1235

藤本　哲広……手掌の皮膚腫瘤で初発した未分化大細胞
リンパ腫　1147

藤本　智子……陰茎結核疹　1011
藤尾　由美……頸部の皮下膿瘍を呈したMycobacterium 

peregrinum皮膚感染症　293
藤澤　大輔……趾間に生じたBowen病　393
藤田　英樹……趾間に生じたBowen病　393，粘膜病変
を伴い皮膚潰瘍を形成したサルコイドーシス　783，

第42回日本小児皮膚科学会学術大会を終えて　1068
藤田　真文……足趾に生じた軟部組織軟骨腫　385
藤田　靖幸……white fibrous papulosis of the neck　47
藤原　　碧……乾癬様皮疹を呈した川崎病　1207
藤原　作平……私の歩んだ道　328
福地　　修……乳房外Paget病─右腋窩の紫紅色斑を
契機に外陰部にも病変を認めた─　497，血管腫様
外観を呈したBartholin腺囊胞　877

福田　英嗣……点状集簇性の分布を示した塩酸ミノサイ
クリンによる色素沈着症　579，下腿に生じた環状扁
平苔癬　595
福田　知雄……多発皮下膿瘍がCrohn病診断の契機と
なった壊疽性膿皮症　145，耳学問と目学問　852

福島　　聡……血管筋線維芽腫の2例　885
福田　浩孝……骨髄低形成を伴った成人型肥満細胞症　
607

福山　雅大……色素沈着を伴ったバルトリン腺囊胞　615
舩越　　建……重症感染症を転機に軽快した尋常性天疱
瘡　15，タンポンの使用に起因したtoxic shock syndrome　
193，皮膚T細胞性リンパ腫 ─臨床経過と検査所見
が非特異的で診断に苦慮した例─　1131

舟槻　晋吾……多発皮下膿瘍がCrohn病診断の契機と
なった壊疽性膿皮症　145

古江　増隆……特異な臨床像を呈し，DDSが奏効した
Behçet病　1035，結節性紅斑を伴った真性多血症　
1099

古川　福実……私の履歴書　844
古川　佑来……間擦疹と点状紫斑を伴い汎血球減少を生
じたパルボウイルスB19感染症　181

布施まゆか……小児の肛門周囲に多発した尋常性疣贅　
1235

二村　省三……発症11年後に皮膚症状が出現したサルコ
イドーシス　827

g
五石　圭一……Steal症候群により生じた左拇指難治性
皮膚潰瘍　149
権東　容秀……外科的治療を行った慢性閉塞性乾燥性亀
頭炎の2例　995
後藤　和哉……汎発型モルフェアが先行し，びまん性筋
膜炎を生じた症例　277
後藤　範子……DLST陽性を認めたシタグリプチンリン
酸塩水和物内服後に出現した天疱瘡の2症例　189

h
羽渕麻理亜……Blaschko線に沿い片側性に生じたashy 

dermatosis　591
萩原　宏美……頸部腫瘤を主訴に来院した良性対称性脂
肪腫症（Madelung病）　281

濱田　健吾……ペラグラ　273
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濱田　利久……リンパ腫の疫学 ─診療に役立つ皮膚
リンパ腫の最新情報・ 疫学に関する新知見─　
1093

浜田　祐子……HPV16型陽性の外陰部Bowen病　905
濱田　裕子……ハーボニー配合錠内服開始1週後に生じ
た色素性痒疹　575
濱口　儒人……IgG4関連皮膚疾患の現状　132
濱﨑洋一郎……眼瞼浮腫を主訴に来院したサルコイドー
シス　823
花井　志帆……若年男性に出現した片側性母斑性毛細血
管拡張症　301
原　みずき……eruptive syringomaの2例　493
原　　肇秀……病理組織学的に皮膚T細胞性リンパ腫と
の鑑別を必要とした疥癬　1123
原田　浩史……Steal症候群により生じた左拇指難治性
皮膚潰瘍　149
原田　和俊……第10回世界毛髪研究会議　634，大陰唇
に生じたlinear basal cell carcinoma　913
原田　美穂……血管筋線維芽腫の2例　885
原田　　優……本態性血小板血症患者に生じた環状紅斑　
473
長谷川　稔……持続勃起症を契機に発見されたフルニエ
壊疽　699

橋川　恵子……完全消褪したinfantile digital fibromatosis　
381

橋本　安希……術後に潰瘍性大腸炎の合併が判明した化
膿性汗腺炎　1023

橋本　朗子……手指壊疽を免れたクリオグロブリン血症 
─B細胞リンパ腫の早期治療により手指の冷感が改
善した症例─　1103

橋本　公夫……手指壊疽を免れたクリオグロブリン血症 
─B細胞リンパ腫の早期治療により手指の冷感が改
善した症例─　1103

橋本　　隆……血漿交換療法直後の大量免疫グロブリン
静注療法が著効した重症尋常性天疱瘡　67
橋爪　秀夫……サンシシによる色素沈着型薬疹の3例　571
畑　　康樹……酒皶との鑑別に難渋した皮膚サルコイド　
791
波多野　豊……ロスバスタチンによるinterstitial granu-

lomatous drug reaction（IGDR）　469，ローテクこそ
ハイテク？─本当に皮膚科医が失ってはならないも
のとは─　1172

服部　　瑛……吉田松陰と疥癬　216
服部　友保……吉田松陰と疥癬　216
葉山　惟大……粘膜病変を伴い皮膚潰瘍を形成したサル
コイドーシス　783
林　　　健……診断に苦慮した腋窩汗腺癌　509
林　　伸和……亀頭部に生じた神経内分泌癌の皮膚転移　
1055
林　周次郎……眼瞼浮腫を主訴に来院したサルコイドー

シス　823
林　　剛生……好酸球浸潤を認めたサルコイドーシス　
807

日比谷孝志……結節性紅斑様皮疹と全身のリベドを呈
し，皮膚血管炎の関与が考えられた川崎病　1211

緋田　哲也……A群レンサ球菌による上肢の軟部組織感
染症 ─軀幹の紅斑と全身の浮腫を合併した症例
─　719

秀　　道広……Mohsペースト処置により縮小と止血が
得られた腟悪性黒色腫　933

東　江里夏……巨大なverruciform xanthoma─陰囊多
発例─　1031

東　　直行……弾性線維性仮性黄色腫　261
東山　真里……頸部・ 体幹に多発する嚢腫性病変　
305，多発性骨髄腫に合併した全身性アミロイドーシ
ス　1115
樋口奈那子……疣贅状表皮発育異常症　157，陰茎に生
じた硬化性萎縮性苔癬　991

樋口　哲也……糖尿病に合併した巨大癰の2症例　679
日野　治子……末梢神経系腫瘍─peripheral neuroec-

todermal tumor of the skinを疑った症例─　87
樋上　　敦……左第Ⅲ趾顆粒細胞腫　377，日本紅斑熱　
1239

平井　郁子……皮膚T細胞性リンパ腫 ─臨床経過と検
査所見が非特異的で診断に苦慮した例─　1131
平岩　朋子……びまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者に
生じたhistiocytoid Sweet’s syndrome　1111

平川佳葉子……Mohsペースト処置により縮小と止血が
得られた腟悪性黒色腫　933

平松　正浩……横紋筋融解症を伴いfriction blisterが侵
入門戸となった蜂窩織炎　691

平野亜由子……頸部・体幹に多発する嚢腫性病変　305
平澤　祐輔……指趾末端に生じた肺扁平上皮癌皮膚転移　

413
廣瀬　康昭……水痘の再感染を契機に発見された慢性リ
ンパ性白血病　153

比留間政太郎……Trichophyton tonsuransによる白癬の姉
弟例　1223，Microsporum canisによるケルスス禿瘡　
1227

本多　　舞……巨大なverruciform xanthoma─陰囊多
発例─　1031

堀口　葉子……亀頭部に生じた神経内分泌癌の皮膚転移　
1055
細本　宜志……pigmented fungiform papil lae of the 

tongueの家族例　603
穂積　　豊……ロドデノール（RD）誘発性脱色素斑　51

i
市川　彩夏……陰囊アポクリン腺癌─精巣摘出を要し
た症例─　1051
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一桝　菜央……半身浴により発症した緑膿菌毛包炎　
683

一ノ宮　愛……臀部肉芽腫　897
伊賀　佐紀……頸部・ 体幹に多発する嚢腫性病変　
305，多発性骨髄腫に合併した全身性アミロイドーシ
ス　1115
五十嵐敦之……Blaschko線に沿い片側性に生じたashy 

dermatosis　591
井川　　健……増悪因子　438，眼瞼浮腫を主訴に来院
したサルコイドーシス　823

尹　　浩信……第69回日本皮膚科学会西部支部学術大会
を終えて　631，血管筋線維芽腫の2例　885

飯島　茂子……陰茎亀頭部に限局した扁平苔癬　1003
飯野　志郎……持続勃起症を契機に発見されたフルニエ
壊疽　699

飯岡　弘至……腎移植後の患者に生じた右大腿皮膚ノカ
ルジア症　675

池田　美佳……コクサッキーウイルスA6型（CVA6）によ
る手足口病─手掌，足底に皮疹を認めなかった非典
型例─　1231

池田　志斈……指趾末端に生じた肺扁平上皮癌皮膚転移　
413，陰茎基部に生じた線状基底細胞癌　1047
池田　　悠……若年男性に出現した片側性母斑性毛細血
管拡張症　301

池野　史典……骨髄異形成症候群に伴った環状紅斑　
165
生長久仁子……湿疹様の臨床経過を示したQueyrat紅色
肥厚症　1043
今井亜希子……多数の診療科や異業種と連携したフット
ケアの最近の取り組み　344
稲坂　　優……足趾の多発関節炎から前立腺癌の腫瘍随
伴症候群と診断した症例　417
稲積　豊子……色素沈着を伴ったバルトリン腺囊胞　615
井上　勝平……後発薬は使わない　226
井上　卓也……術後に潰瘍性大腸炎の合併が判明した化
膿性汗腺炎　1023
乾　　惠子……リポイド類壊死症との鑑別を要した皮膚
サルコイドーシス　795
入江　準二……巨大なverruciform xanthoma─陰囊多
発例─　1031

入澤　亮吉……大陰唇に生じたlinear basal cell carcinoma　
913

井関　　梢……膵グルカゴノーマの診断の契機になった
壊死性遊走性紅斑　177

石黒　直子……左腋窩から左上腕に多発性の結節を伴う
暗紫色調の局面形成を認めた乳児Kaposi様血管内皮腫　
481

石井　一慶……本態性血小板血症による足趾潰瘍　361
石井賢太郎……ATP2C1遺伝子に変異を同定したHailey-

Hailey病　485

石井　則久……頸部の皮下膿瘍を呈したMycobacterium 
peregrinum皮膚感染症　293，4歳児に生じたブルー
リ潰瘍　1199

石井　文人……血漿交換療法直後の大量免疫グロブリン
静注療法が著効した重症尋常性天疱瘡　67，メトト
レキサート内服中の関節リウマチ患者に生じた免疫不
全関連リンパ増殖性疾患　1127

石地　尚興……梅毒の現状と治療　864
石川　博康……爪白癬の爪はなぜ捻れるのか？　334，
「伝染しない皮膚病」の証明書　1076
石川　真郷……サルコイドーシス患者に生じた結節性紅
斑様皮疹 ─隔壁性脂肪織炎を伴った症例─　771
石川　　治……忘れえぬ症例　116，頸部の巨大結節を
呈したサルコイドーシス　787

石河　　晃……診断に苦慮した腋窩汗腺癌　509
磯貝理恵子……pigmented fungiform papil lae of the 

tongueの家族例　603
伊東　慶悟……血管腫様外観を呈したBartholin腺囊胞　
877

伊東　孝通……結節性紅斑を伴った真性多血症　1099
伊藤　　崇……過去12年間に当科で経験したeccrine 

poromaの集計 ─足趾に生じた3例を含めて─　356
伊藤　有美……足趾の多発関節炎から前立腺癌の腫瘍随
伴症候群と診断した症例　417

岩井　信策……黒褐色斑のみが認められたbowenoid 
papulosis　619

岩下　宣彦……外陰部に発生した線状基底細胞癌　917
岩田　洋平……頸部腫瘤を主訴に来院した良性対称性脂
肪腫症（Madelung病）　281，小範囲デブリードマン
で治療可能であった壊死性筋膜炎 ─5年間7例の治
療経験より─　703

伊崎　誠一……関節リウマチ患者の難治性下腿潰瘍　23

j
城野　昌義……手掌の皮膚腫瘤で初発した未分化大細胞
リンパ腫　1147

神人　正寿……血管腫と血管奇形　638

k
椛島　健治……汎発型モルフェアが先行し，びまん性筋
膜炎を生じた症例　277

門野　岳史……前頸部に生じた巨大石灰化上皮腫　297
加賀野井朱里……外陰部粘膜移行部の慢性湿疹病巣より
生じた有茎性有棘細胞癌　925

影山　玲子……サンシシによる色素沈着型薬疹の3例　571
影山　潮人……足趾の有痛性紅斑を呈した食道癌皮膚転
移　409

梶原　一亨……血管筋線維芽腫の2例　885
梶浦　智嗣……重複癌患者に生じたspiny keratoderma　
173
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加来　　洋……汎発型モルフェアが先行し，びまん性筋
膜炎を生じた症例　277

鎌田　千恵……本態性血小板血症患者に生じた環状紅斑　
473

釜江　　剛……悪性リンパ腫に合併した水疱症　1119
神谷　　香……DLST陽性を認めたシタグリプチンリン
酸塩水和物内服後に出現した天疱瘡の2症例　189
神谷　秀喜……大陰唇に生じた結合織母斑　889
金淵　優樹……疣贅状表皮発育異常症　157
金丸　聰淳……フルニエ壊疽─その評価・治療に関す
る検討─　999

兼子　泰一……サンシシによる色素沈着型薬疹の3例　571
金蔵　拓郎……第47回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎
学会総会学術大会　第41回皮膚脈管・膠原病研究会を
終えて　735
金城　美江……抑制波長と増強波長を伴った可視光線を
作用波長とする日光蕁麻疹　197
貫野　　賢……一過性新生児膿疱黒皮症　563，両上肢
の丹毒から診断に至った感染性心内膜症　695，ブド
ウ球菌性熱傷様皮膚症候群─広範囲にびらんを呈し
た新生児例─　1203

神崎　　保……両側大腿の浸潤性紅斑を呈した血管内大
細胞型B細胞リンパ腫（IVL）　1151

笠　ゆりな……右腋窩に生じたアポクリン腺癌　513，
ハーボニー配合錠内服開始1週後に生じた色素性痒疹　
575
笠井　弘子……秋田県玉川温泉湯治後に生じた多発性紅
色丘疹　79，superficial angiomyxoma　881

片桐　一元……肝腫瘍を合併したer ythema gyratum 
repens　169，間擦疹と点状紫斑を伴い汎血球減少を
生じたパルボウイルスB19感染症　181，既視感と日
常診療　222，頭頸部に痒疹様結節が多発したinsect 
bite-like reaction　285，半身浴により発症した緑膿菌
毛包炎　683，苔癬様型とびまん浸潤型が併存した皮
膚サルコイド　775
片山　一朗……歯周病治療にて改善した掌蹠膿疱症　

31，経過中に尖圭コンジローマ，外陰癌を発症した
症候群と全身性強皮症の合併例　893，外陰部粘膜移
行部の慢性湿疹病巣より生じた有茎性有棘細胞癌　
925，悠々と急いで，少し休憩　954
片山　義雄……トシリズマブによる長期間の治療効果を
観察しえた多中心性Castelman病に伴う皮膚形質細胞
増多症　587
加藤　恒平……頭頸部に痒疹様結節が多発したinsect 

bite-like reaction　285，半身浴により発症した緑膿菌
毛包炎　683，苔癬様型とびまん浸潤型が併存した皮
膚サルコイド　775

加藤めぐみ……Muir-Torre症候群　161
加藤　　威……小児の肛門周囲に多発した尋常性疣贅　
1235

加藤　卓浩……持続勃起症を契機に発見されたフルニエ
壊疽　699

勝俣　道夫……腋窩に生じた外毛根鞘性囊腫　489
川田　　暁……結節性類天疱瘡　185，爪下外骨腫─非
典型的な臨床像を呈した2症例　389，Trichophyton 
tonsuransによる白癬の姉弟例　1223，Microsporum 
canisによるケルスス禿瘡　1227

河原　由恵……superficial angiomyxoma　881
河合　幹雄……Mohsペースト処置により縮小と止血が
得られた腟悪性黒色腫　933

河合　良奈……苔癬様型とびまん浸潤型が併存した皮膚
サルコイド　775

川上　　洋……外科的治療を行った慢性閉塞性乾燥性亀
頭炎の2例　995

川上かおり……外陰悪性黒色腫　937
川上　　学……多発性骨髄腫に合併した全身性アミロイ
ドーシス　1115

川上　延代……両側大腿の浸潤性紅斑を呈した血管内大
細胞型B細胞リンパ腫（IVL）　1151

川村　龍吉……成人女性に生じた右腋窩皮下腫瘤　477
河﨑真理奈……肺炎球菌性敗血症に伴う電撃性紫斑病　
715
川崎　泰史……骨髄低形成を伴った成人型肥満細胞症　
607

川瀬　正昭……Parakeratosis variegata　465，eruptive 
syringomaの2例　493
結束　怜子……頭頸部に痒疹様結節が多発したinsect 

bite-like reaction　285
菊池　一郎……「市販外用薬によるアレルギー性接触皮
膚炎の合併により難治化した陰茎，亀頭部の潰瘍病変」
について　540

菊池　信之……足趾にも病変を認めた壊疽性膿皮症　
365

菊池　智子……特異な臨床像を呈し，DDSが奏効した
Behçet病　1035

菊池　荘太……乳房外Paget病─右腋窩の紫紅色斑を
契機に外陰部にも病変を認めた─　497，血管腫様
外観を呈したBartholin腺囊胞　877

金　　宗訓……陰茎基部に生じた線状基底細胞癌　1047
木村　景子……左腋窩から左上腕に多発性の結節を伴う
暗紫色調の局面形成を認めた乳児Kaposi様血管内皮腫　
481

木村久美子……趾間に生じたBowen病　393
木村　恭子……乳児疥癬─フェノトリン投与により改
善を認めた症例─　1247

木村　雅明……糖尿病に合併した巨大癰の2症例　679
記村　貴之……前頸部に生じた巨大石灰化上皮腫　297
岸　　晶子……亀頭部に生じた神経内分泌癌の皮膚転移　
1055

岸　　史子……頸部の巨大結節を呈したサルコイドーシ
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ス　787
木曽　真弘……乳房外Paget病─右腋窩の紫紅色斑を
契機に外陰部にも病変を認めた─　497
北島麻耶子……Muir-Torre症候群　161，骨髄低形成を
伴った成人型肥満細胞症　607
北島　康雄……大陰唇に生じた結合織母斑　889
鬼頭　昭彦……汎発型モルフェアが先行し，びまん性筋
膜炎を生じた症例　277
清原　隆宏……Rosai-Dorfman病　257，本態性血小板
血症による足趾潰瘍　361，硬性下疳の3例　1007
小林　香映……片側の耳垂に生じたびまん浸潤型皮膚サ
ルコイドーシス　779
小林　圭介……間擦疹と点状紫斑を伴い汎血球減少を生
じたパルボウイルスB19感染症　181，半身浴により
発症した緑膿菌毛包炎　683
小林　真麻……Parakeratosis variegata　465
小林麻友子……診断に苦慮した腋窩汗腺癌　509
小林　　束……小範囲デブリードマンで治療可能であっ
た壊死性筋膜炎 ─5年間7例の治療経験より─　
703

小寺　雅也……足趾の多発関節炎から前立腺癌の腫瘍随
伴症候群と診断した症例　417，小範囲デブリードマ
ンで治療可能であった壊死性筋膜炎 ─5年間7例の
治療経験より─　703

小亀　敏明……Rosai-Dorfman病　257
小泉　　遼……持続勃起症を契機に発見されたフルニエ
壊疽　699
小宮根真弓……Muir-Torre症候群　161，骨髄低形成を
伴った成人型肥満細胞症　607

近藤　麻代……腋窩に生じた外毛根鞘性囊腫　489，ト
シリズマブで軽快した菌状息肉症　1135
小西　啓介……Ⅱ度熱傷からtoxic shock syndromeを発
症した症例　707

高野　浩章……Steal症候群により生じた左拇指難治性
皮膚潰瘍　149，ネコ咬傷後に生じたパスツレラ皮膚
感染症　671，肛囲結節が診断の契機となったCrohn
病の女児例　901
幸野　　健……抗うつ薬による賦活症候群を契機として
双極性障害を発症したアトピー性皮膚炎　35
木花　　光……秋田県玉川温泉湯治後に生じた多発性紅
色丘疹　79
木花いづみ……頸部の皮下膿瘍を呈したMycobacterium 

peregrinum皮膚感染症　293
香曽我部純子……Crohn病に伴う肛門皮膚瘻　1027
琴　　基天……弾性線維性仮性黄色腫　261
壽　　順久……経過中に尖圭コンジローマ，外陰癌を発
症した症候群と全身性強皮症の合併例　893

河村　実穗……足趾の多発関節炎から前立腺癌の腫瘍随
伴症候群と診断した症例　417

久保　亮治……橋本 健先生の「声」へのお返事　1168

久保川　透……眼瞼浮腫を主訴に来院したサルコイドー
シス　823

國香　則文……丹毒と鑑別を要した慢性骨髄性単球性白
血病の特異疹　1107

倉持　　朗……腋窩アポクリン腺癌　505
倉繁　祐太……多彩な皮疹を混在した苔癬様型皮膚サル
コイド　815

栗原　佑一……皮膚T細胞性リンパ腫 ─臨床経過と検
査所見が非特異的で診断に苦慮した例─　1131
楠本（菅野）百加……腎移植後の患者に生じた右大腿皮膚
ノカルジア症　675

桑原　芙美……メトトレキサート内服中の関節リウマチ
患者に生じた免疫不全関連リンパ増殖性疾患　1127

桒野　嘉弘……家族 内 感 染 が 疑 わ れ た 幼 児 の
Trichophyton tonsuransによる体部白癬　1215

l
李　　　民……弾性線維性仮性黄色腫　261

m
馬渕　智生……乾癬バブル　1072
前田　明彦……肛囲結節が診断の契機となったCrohn病
の女児例　901

前田　文彦……ストーマ周囲に生じた腸上皮化生による
大型の難治性潰瘍　7，疣状黄色腫様現象を伴った基
底細胞癌　11
前島　英樹……炎症性辺縁隆起性白斑　253
前川　武雄……骨髄低形成を伴った成人型肥満細胞症　
607

間嶋　佑太……下腿潰瘍を呈したサルコイドーシス　811
槇村　　馨……本態性血小板血症による足趾潰瘍　361，
硬性下疳の3例　1007
槇村　浩一……家族 内 感 染 が 疑 わ れ た 幼 児 の

Trichophyton tonsuransによる体部白癬　1215
牧野　英記……A群レンサ球菌による上肢の軟部組織感
染症 ─軀幹の紅斑と全身の浮腫を合併した症例
─　719

眞鍋　　求……腋窩に生じた皮膚原発アポクリン腺癌　
501

丸金　拓蔵……肛囲結節が診断の契機となったCrohn病
の女児例　901

丸尾　圭志……手掌の皮膚腫瘤で初発した未分化大細胞
リンパ腫　1147

丸山　英二……インフォームド・コンセントの法的要件　
234

正木　太朗……フルニエ壊疽─その評価・治療に関す
る検討─　999，手指壊疽を免れたクリオグロブリ
ン血症 ─B細胞リンパ腫の早期治療により手指の冷
感が改善した症例─　1103
増田百合香……EGFR阻害薬内服中の成人に発症したブ
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ドウ球菌性熱傷様皮膚症候群　711
増口　信一……血管筋線維芽腫の2例　885
増澤真実子……頸部血管拡張を呈した胸郭出口症候群　
269，HPV16型陽性の外陰部Bowen病　905
的場　　俊……水痘の再感染を契機に発見された慢性リ
ンパ性白血病　153
松田　秀則……自然経過をみざるをえなかった無色素性
悪性黒色腫　19
松田　保史……イミキモドクリームが著効した巨大尖圭
コンジローマ　1019
松江　弘之……膵グルカゴノーマの診断の契機になった
壊死性遊走性紅斑　177
松本　優香……腎移植後の患者に生じた右大腿皮膚ノカ
ルジア症　675
松尾　敦子……手掌の皮膚腫瘤で初発した未分化大細胞
リンパ腫　1147
松下　一仁……陰茎に生じた硬化性萎縮性苔癬　991
松山かなこ……HPV陽性bowenoid papulosisの2例　909
松阪　由紀……腹部大動脈の動脈硬化性病変を伴ったコ
レステロール結晶塞栓症　369
松崎　大幸……Parakeratosis variegata　465
南　　満芳……A群レンサ球菌による上肢の軟部組織感
染症 ─軀幹の紅斑と全身の浮腫を合併した症例
─　719
三井　　彩……好酸球浸潤を認めたサルコイドーシス　
807

三井　　広……成人女性に生じた右腋窩皮下腫瘤　477
三津山信治……糖尿病に合併した巨大癰の2症例　679
三浦　國輝……エトレチナート内服が奏効した尖圭コン
ジローマ　1015

三浦　慎平……4歳児に生じたブルーリ潰瘍　1199
三浦　由宏……エトレチナート内服が奏効した尖圭コン
ジローマ　1015

三輪　　祐……B細胞リンパ腫に合併し消長を繰り返し
た毛包性ムチン沈着症　1143
宮川　　史……ペラグラ　273
宮城　拓也……化膿性汗腺炎　最近の話題　456
三宅　　温……好酸球浸潤を認めたサルコイドーシス　
807
三宅　知織……発症11年後に皮膚症状が出現したサルコ
イドーシス　827
三宅　雅子……結節性類天疱瘡　185
宮本　友司……4歳児に生じたブルーリ潰瘍　1199
宮崎　龍彦……ジアフェニルスルホンが奏効した持久性
隆起性紅斑　55，HPV陽性bowenoid papulosisの2例　
909
宮﨑　安洋……肺炎球菌性敗血症に伴う電撃性紫斑病　
715，デング熱　1243
水野　可魚……メトトレキサートが皮膚病変に奏効した
サルコイドーシスの2例　819，発症11年後に皮膚症

状が出現したサルコイドーシス　827
水谷　　仁……遅れてきた皮膚研究者：人に恵まれた研
究生活　434
水谷　陽子……ジアフェニルスルホンが奏効した持久性
隆起性紅斑　55
持丸奈央子……タンポンの使用に起因したtoxic shock 

syndrome　193
持永　詠子……コクサッキーウイルスA6型（CVA6）によ
る手足口病─手掌，足底に皮疹を認めなかった非典
型例─　1231

望月　　隆……爪白癬の爪はなぜ捻れるのか？　334
百瀬　葉子……疣贅状表皮発育異常症　157
森　　愛里……Parakeratosis variegata　465
森　　龍彦……過去12年間に当科で経験したeccrine 

poromaの集計 ─足趾に生じた3例を含めて─　356
森　　知花……大陰唇に生じた結合織母斑　889
森木　　睦……若年男性に出現した片側性母斑性毛細血
管拡張症　301

森村真由子……横紋筋融解症を伴いfriction blisterが侵
入門戸となった蜂窩織炎　691

森田　公夫……間擦疹と点状紫斑を伴い汎血球減少を生
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森田　美穂……横紋筋融解症を伴いfriction blisterが侵
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茂木精一郎……頸部の巨大結節を呈したサルコイドーシ
ス　787

向井　秀樹……『皮膚病診療』の編集方針　106，皮膚科
の医療訴訟　547，医者の流儀　1085

向井　美穂……色素沈着を伴ったバルトリン腺囊胞　615
椋棒　圭子……pigmented fungiform papil lae of the 

tongueの家族例　603
棟田加奈子……トシリズマブで軽快した菌状息肉症　

1135
村松　奈美……Crohn病に伴う肛門皮膚瘻　1027
村本　睦子……pigmented fungiform papil lae of the 

tongueの家族例　603
村田眞理子……一過性新生児膿疱黒皮症　563，両上肢
の丹毒から診断に至った感染性心内膜症　695，ブド
ウ球菌性熱傷様皮膚症候群─広範囲にびらんを呈し
た新生児例─　1203

村田　　哲……Muir-Torre症候群　161，骨髄低形成を
伴った成人型肥満細胞症　607

村山　功子……酒皶との鑑別に難渋した皮膚サルコイド　
791

室田　浩之……病理組織学的に皮膚T細胞性リンパ腫と
の鑑別を必要とした疥癬　1123

武藤　律子……左Ⅱ趾に生じた基底細胞癌　401

n
長藤　宏司……メトトレキサート内服中の関節リウマチ
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患者に生じた免疫不全関連リンパ増殖性疾患　1127
永井　　宏……トシリズマブによる長期間の治療効果を
観察しえた多中心性Castelman病に伴う皮膚形質細胞
増多症　587
永井幸司郎……隆起性局面を呈した陰部乳房外Paget病　
1039
長野奈央子……本態性血小板血症による足趾潰瘍　361，
硬性下疳の3例　1007
長﨑　沙織……下腿に生じた環状扁平苔癬　595
長澤　逸人……関節リウマチ患者の難治性下腿潰瘍　23
長瀬　早苗……慢性型の白癬菌性毛瘡　289
永田　　誠……一過性新生児膿疱黒皮症　563，両上肢
の丹毒から診断に至った感染性心内膜症　695，ブド
ウ球菌性熱傷様皮膚症候群─広範囲にびらんを呈し
た新生児例─　1203

中田土起丈……右腋窩に生じたアポクリン腺癌　513，
ハーボニー配合錠内服開始1週後に生じた色素性痒疹　
575，黒褐色斑のみが認められたbowenoid papulosis　
619

中川　弘己……両上肢の丹毒から診断に至った感染性心
内膜症　695，ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群─広
範囲にびらんを呈した新生児例─　1203

中川　幸延……外陰部硬化性萎縮性苔癬より生じた有棘
細胞癌　929
中原　智史……手掌の皮膚腫瘤で初発した未分化大細胞
リンパ腫　1147
中井　一花……右小趾に生じたverrucous carcinoma　
397

中井　康雄……陰囊アポクリン腺癌─精巣摘出を要し
た症例─　1051

中島　英貴……植皮部に再発を繰り返す爪部melanoma 
in situ─syringotropismを伴う植皮内転移─　43，
骨髄異形成症候群に伴った環状紅斑　165

中島喜美子……脱感作したアザシチジンによる固定薬疹　
567

中嶋　耕平……「伝染しない皮膚病」の証明書　1076
名嘉眞武国……完全消褪したinfantile digital fibromatosis　
381，メトトレキサート内服中の関節リウマチ患者に
生じた免疫不全関連リンパ増殖性疾患　1127
中丸　　聖……本態性血小板血症による足趾潰瘍　361，
硬性下疳の3例　1007

中村　英里……下腿潰瘍を呈したサルコイドーシス　811
中村　華子……ATP2C1遺伝子に変異を同定したHailey-

Hailey病　485
中村晃一朗……腋窩アポクリン腺癌　505
中村　美沙……結節性紅斑を伴った真性多血症　1099
中村　　敬……乳児疥癬─フェノトリン投与により改
善を認めた症例─　1247

中村　泰大……第32回日本皮膚外科学会総会・学術集会
を終えて　320

中村　善雄……皮膚T細胞性リンパ腫 ─臨床経過と検
査所見が非特異的で診断に苦慮した例─　1131
中西　　元……小児の肛門周囲に多発した尋常性疣贅　
1235

中西　麻理……ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群─広範
囲にびらんを呈した新生児例─　1203

中西佑季子……腎移植後の患者に生じた右大腿皮膚ノカ
ルジア症　675

中野　　創……X連鎖優性プロトポルフィリン症　138，
ATP2C1遺伝子に変異を同定したHailey-Hailey病　
485

中野　敏明……疣贅状表皮発育異常症　157
中須賀彩香……Steal症候群により生じた左拇指難治性
皮膚潰瘍　149

並木　　剛……リポイド類壊死症との鑑別を要した皮膚
サルコイドーシス　795

成澤　　寛……術後に潰瘍性大腸炎の合併が判明した化
膿性汗腺炎　1023

新山　史朗……下腿に生じた環状扁平苔癬　595
二宮　淳也……慢性型の白癬菌性毛瘡　289
西　　純平……術後に潰瘍性大腸炎の合併が判明した化
膿性汗腺炎　1023

西田　陽登……ロスバスタチンによるinterstitial granu-
lomatous drug reaction（IGDR）　469

錦織千佳子……トシリズマブによる長期間の治療効果を
観察しえた多中心性Castelman病に伴う皮膚形質細胞
増多症　587

西本勝太郎……臀部肉芽腫　897
西本　周平……酒皶との鑑別に難渋した皮膚サルコイド　
791

西本　知子……頸部・ 体幹に多発する嚢腫性病変　
305，多発性骨髄腫に合併した全身性アミロイドーシ
ス　1115

西村　陽一……足趾に生じた軟部組織軟骨腫　385
西山　茂夫……生態31　交尾4　103，生態32　交尾5　
207，生態33　産卵1　315，生態34　産卵2　427，
生態35　産卵3　527，生態36　産卵4　629，生態37　
産卵5　733，生態38　越冬　837，生態39　渡り　
947，生態40　迷蝶　1065，生態41　季節型（1）　
1161，生態42　季節型（2）　1265

西澤　　綾……bromoderma　583
丹羽　宏文……HPV陽性bowenoid papulosisの2例　909
野田　徳朗……ジアフェニルスルホンが奏効した持久性
隆起性紅斑　55

乃木田礼佳……外科的治療を行った慢性閉塞性乾燥性亀
頭炎の2例　995

野口奈津子……第33回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会　
皮膚がん治療の革命前夜：パラダイムシフトの予感 
を終えて　317
野間　陽子……イミキモドクリームが著効した巨大尖圭
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コンジローマ　1019
野々垣　彰……好酸球浸潤を認めたサルコイドーシス　
807
能登　　舞……腋窩に生じた皮膚原発アポクリン腺癌　
501
野澤　　智……結節性紅斑様皮疹と全身のリベドを呈
し，皮膚血管炎の関与が考えられた川崎病　1211
沼田　茂樹……頸部腫瘤を主訴に来院した良性対称性脂
肪腫症（Madelung病）　281

o
小原　宏哉……重複癌患者に生じたspiny keratoderma　
173
小笠原万里枝……姉弟にみられたMicrosporum canisに
よる頭部白癬　1219
緒方　　大……腋窩アポクリン腺癌　505
尾形　朋之……肺炎球菌性敗血症に伴う電撃性紫斑病　
715
小川　浩平……ペラグラ　273
小川　利沙……本態性血小板血症患者に生じた環状紅斑　
473
荻野　篤彦……小児掌蹠丘疹性紅斑性皮膚炎（いわゆる
砂かぶれ様皮膚炎）─寒冷刺激が発症誘因に関与か
─　75
荻田あづさ……自然経過をみざるをえなかった無色素性
悪性黒色腫　19

小熊　玲奈……膵グルカゴノーマの診断の契機になった
壊死性遊走性紅斑　177
小倉香奈子……乳児疥癬─フェノトリン投与により改
善を認めた症例─　1247

大原満梨奈……大陰唇に生じた結合織母斑　889
大畑　千佳……完全消褪したinfantile digital fibromatosis　
381，メトトレキサート内服中の関節リウマチ患者に
生じた免疫不全関連リンパ増殖性疾患　1127
大江　秀一……Rosai-Dorfman病　257
大磯　直毅……結節性類天疱瘡　185，爪下外骨腫─非
典型的な臨床像を呈した2症例　389，Trichophyton 
tonsuransによる白癬の姉弟例　1223，Microsporum 
canisによるケルスス禿瘡　1227
大川　　司……学校保健安全法，学校感染症の動き　

1184
大久保志ずか……HPV16型陽性の外陰部Bowen病　905
大楠　清文……右頬部と左手背に生じた多発性ブルーリ
潰瘍　687
大松　華子……好酸球浸潤を認めたサルコイドーシス　
807
大嶺　　謙……骨髄低形成を伴った成人型肥満細胞症　
607
大西　正純……外陰部に生じた基底細胞癌（BCC）　921
大野真梨恵……原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫　517

大澤　梨佐……脱感作したアザシチジンによる固定薬疹　
567

大嶋雄一郎……腋窩多汗症の治療（A型ボツリヌス毒素
局注療法）について　450

大下　彰史……一過性新生児膿疱黒皮症　563，両上肢
の丹毒から診断に至った感染性心内膜症　695

太田　深雪……足趾に生じた軟部組織軟骨腫　385
大竹　尚之……疣贅状表皮発育異常症　157
大塚　幹夫……過去12年間に当科で経験したeccrine 

poromaの集計 ─足趾に生じた3例を含めて─　356
大槻マミ太郎……Muir-Torre症候群　161，骨髄低形成
を伴った成人型肥満細胞症　607

大山　文悟……メトトレキサート内服中の関節リウマチ
患者に生じた免疫不全関連リンパ増殖性疾患　1127

大山　宗徳……タンポンの使用に起因したtoxic shock 
syndrome　193

岡　　輝明……末梢神経系腫瘍─peripheral neuroec-
todermal tumor of the skinを疑った症例─　87
岡田　憲二……ネコ咬傷後に生じたパスツレラ皮膚感染
症　671

岡田みどり……外陰部硬化性萎縮性苔癬より生じた有棘
細胞癌　929

岡本　祐之……抑制波長と増強波長を伴った可視光線を
作用波長とする日光蕁麻疹　197，Rosai-Dorfman病　
257，サルコイドーシスとリポイド類壊死症　758，
メトトレキサートが皮膚病変に奏効したサルコイドー
シスの2例　819，発症11年後に皮膚症状が出現した
サルコイドーシス　827
岡本　　崇……成人女性に生じた右腋窩皮下腫瘤　477
岡村　　賢……ロドデノール（RD）誘発性脱色素斑　51
大川たをり……多発性骨髄腫に合併した全身性アミロイ
ドーシス　1115
沖田　朋子……外陰悪性黒色腫　937
沖山奈緒子……手指関節破壊を伴う骨髄炎に進展した非
結核性抗酸菌感染症　723
奥野　愛香……左第Ⅲ趾顆粒細胞腫　377，日本紅斑熱　
1239

大倉　正寛……大陰唇に生じたlinear basal cell carcinoma　
913

大草　健弘……黒褐色斑のみが認められたbowenoid 
papulosis　619

大嶺　卓也……化膿性汗腺炎　最近の話題　456，FDG-
PETで探索した心外病変の病理組織学的所見により確
定診断しえた心臓サルコイドーシスの3例　799

小野　大輔……糖尿病に合併した巨大癰の2症例　679
小野　文武……完全消褪したinfantile digital fibromatosis　
381

小野寺美奈子……ヒドロキシクロロキン硫酸塩が奏効し
た播種状慢性円板状エリテマトーデス　611

長田　　厚……超音波メスで手術治療した分節型尋常性
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白斑　59
長田　真一……腋窩に生じた皮膚原発アポクリン腺癌　
501
押谷　陽子……HPV陽性bowenoid papulosisの2例　909
太田　朝子……外陰部粘膜移行部の慢性湿疹病巣より生
じた有茎性有棘細胞癌　925
乙竹　　泰……結節性紅斑様皮疹と全身のリベドを呈
し，皮膚血管炎の関与が考えられた川崎病　1211
音山あずさ……ハーボニー配合錠内服開始1週後に生じ
た色素性痒疹　575

大塚　篤司……汎発型モルフェアが先行し，びまん性筋
膜炎を生じた症例　277

大槻　友紀……急激に発症した手足部水疱性膿皮症/
blistering distal dactylitis　667
尾山　徳孝……持続勃起症を契機に発見されたフルニエ
壊疽　699

s
斎田　俊明……melanoma in situ症例との出会い　83
齋坂　雄一……ネコ咬傷後に生じたパスツレラ皮膚感染
症　671

齋藤　健太……小範囲デブリードマンで治療可能であっ
た壊死性筋膜炎 ─5年間7例の治療経験より─　
703

齊藤　典充……横紋筋融解症を伴いfriction blisterが侵
入門戸となった蜂窩織炎　691
齋藤　　怜……Mohsペースト処置により縮小と止血が
得られた腟悪性黒色腫　933
斉藤　隆三……40周年を迎えて　5，『皮膚病診療』の編
集方針　106，初詣　121，早春　223，春寒　325，
花見　439，周辺情報　449，囀り　537，朝顔蒔く　
639，夕立　747，夏雲　853，残暑　963，インター
ネット情報　973，秋の雨　1073，落葉　1173，柿
の葉散る　1273

齋藤　苑子……皮膚T細胞性リンパ腫 ─臨床経過と検
査所見が非特異的で診断に苦慮した例─　1131
齋藤　昭彦……小児のウイルス性発疹症─最新のト
ピックスを中心に─　1193
齊藤　　恵……ストーマ周囲に生じた腸上皮化生による
大型の難治性潰瘍　7，疣状黄色腫様現象を伴った基
底細胞癌　11
坂井　浩志……本態性血小板血症患者に生じた環状紅斑　
473，湿疹様の臨床経過を示したQueyrat紅色肥厚症　
1043
榊原　章浩……足趾の有痛性紅斑を呈した食道癌皮膚転
移　409
坂本　佳子……特異な臨床像を呈し，DDSが奏効した

Behçet病　1035
坂元　陽美……前頸部に生じた巨大石灰化上皮腫　297
真田　聖子……腹部大動脈の動脈硬化性病変を伴ったコ

レステロール結晶塞栓症　369
寒川　愛美……トシリズマブによる長期間の治療効果を
観察しえた多中心性Castelman病に伴う皮膚形質細胞
増多症　587

佐野　栄紀……植皮部に再発を繰り返す爪部melanoma 
in situ─syringotropismを伴う植皮内転移─　43，
骨髄異形成症候群に伴った環状紅斑　165，脱感作し
たアザシチジンによる固定薬疹　567，肛囲結節が診
断の契機となったCrohn病の女児例　901
佐野　悠子……若年男性に出現した片側性母斑性毛細血
管拡張症　301
猿喰　浩子……乾癬様皮疹を呈した川崎病　1207
猿田　隆夫……Steal症候群により生じた左拇指難治性
皮膚潰瘍　149

猿田　祐輔……限局性強皮症を伴った進行性顔面片側萎
縮症　249，B細胞リンパ腫に合併し消長を繰り返し
た毛包性ムチン沈着症　1143

笹井　　収……当院における蜂窩織炎・丹毒80例の検討　
659

佐々木祥人……ヒドロキシクロロキン硫酸塩が奏効した
播種状慢性円板状エリテマトーデス　611

佐瀬くらら……絵本や，趣味の雑誌のように楽しませて
いただいています　442

佐藤　勘治……横紋筋融解症を伴いfriction blisterが侵
入門戸となった蜂窩織炎　691

佐藤　　愛……原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫　517
佐藤　　恵……外陰部に生じた基底細胞癌（BCC）　921
佐藤　三佳……HPV陽性bowenoid papulosisの2例　909
佐藤　隆亮……外陰部に生じた基底細胞癌（BCC）　921
佐藤　伸一……リツキシマブによって救命しえた重症の
全身性強皮症合併間質性肺炎　39，前頸部に生じた
巨大石灰化上皮腫　297

佐藤　良樹……関節リウマチ患者の難治性下腿潰瘍　23
佐藤　由似……右腋窩に生じたアポクリン腺癌　513
佐藤　友利……4歳児に生じたブルーリ潰瘍　1199
佐藤　貴浩……bromoderma　583
薩摩　敦子……月経疹　265
澤田　宏子……慢性型の白癬菌性毛瘡　289
澤村　大輔……ATP2C1遺伝子に変異を同定したHailey-

Hailey病　485
清　　佳浩……家族 内 感 染 が 疑 わ れ た 幼 児 の

Trichophyton tonsuransによる体部白癬　1215
清島真理子……ジアフェニルスルホンが奏効した持久性
隆起性紅斑　55，HPV陽性bowenoid papulosisの2例　
909

柴尾　加奈……手指関節破壊を伴う骨髄炎に進展した非
結核性抗酸菌感染症　723

志賀久里子……爪下外骨腫─非典型的な臨床像を呈した
2症例　389

志賀　建夫……脱感作したアザシチジンによる固定薬疹　



─ 19 ─ ─ 20 ─

567
椎山　理恵……タンポンの使用に起因したtoxic shock 

syndrome　193
島田菜津子……経過中に尖圭コンジローマ，外陰癌を発
症した症候群と全身性強皮症の合併例　893
島田　眞路……成人女性に生じた右腋窩皮下腫瘤　477
清水　　宏……white fibrous papulosis of the neck　47
清水　正之……スポーツ選手にみる皮膚疾患との関わり
合い　750

清水　恒広……Ⅱ度熱傷からtoxic shock syndromeを発
症した症例　707
下村　　裕……遺伝性皮膚疾患は決してATGCからス
タートしてはならない　324，外陰悪性黒色腫　937
下山　陽也……家族 内 感 染 が 疑 わ れ た 幼 児 の

Trichophyton tonsuransによる体部白癬　1215
志村智恵子……肝腫瘍を合併したer ythema gyratum 

repens　169，間擦疹と点状紫斑を伴い汎血球減少を
生じたパルボウイルスB19感染症　181，苔癬様型と
びまん浸潤型が併存した皮膚サルコイド　775
新里　偉咲……手指壊疽を免れたクリオグロブリン血症 
─B細胞リンパ腫の早期治療により手指の冷感が改
善した症例─　1103

塩見　真由……経過中に尖圭コンジローマ，外陰癌を発
症した症候群と全身性強皮症の合併例　893
塩味　達也……腋窩アポクリン腺癌　505
塩味　由紀……外科的治療を行った慢性閉塞性乾燥性亀
頭炎の2例　995
調　　裕次……本態性血小板血症患者に生じた環状紅斑　
473
白井　京美……重複癌患者に生じたspiny keratoderma　
173
白石　英馨……亀頭部に生じた神経内分泌癌の皮膚転移　
1055
白阪　琢磨……「エイズ診療」について　974
城内　和史……右腋窩に生じたアポクリン腺癌　513，
ハーボニー配合錠内服開始1週後に生じた色素性痒疹　
575，片側の耳垂に生じたびまん浸潤型皮膚サルコイ
ドーシス　779

園田　早苗……悪性リンパ腫に合併した水疱症　1119
末木　博彦……限局性強皮症を伴った進行性顔面片側萎
縮症　249，黒褐色斑のみが認められたbowenoid 
papulosis　619，片側の耳垂に生じたびまん浸潤型皮
膚サルコイドーシス　779，第81回日本皮膚科学会東
京支部学術大会を終えて　950，B細胞リンパ腫に合
併し消長を繰り返した毛包性ムチン沈着症　1143
菅　　健敬……日本紅斑熱　1239
須賀　　康……顔面の限局性色素沈着（シミ）に対する
レーザー・光治療の実際　555

菅井　基行……タンポンの使用に起因したtoxic shock 
syndrome　193

菅谷　　誠……目指せ，遠山の金さん　536
杉浦　一充……頸部腫瘤を主訴に来院した良性対称性脂
肪腫症（Madelung病）　281，小範囲デブリードマン
で治療可能であった壊死性筋膜炎 ─5年間7例の治
療経験より─　703

杉山茉莉子……ヒドロキシクロロキン硫酸塩が奏効した
播種状慢性円板状エリテマトーデス　611

助川　浩士……頸部血管拡張を呈した胸郭出口症候群　
269

鈴木　　皓……乳房外Paget病─右腋窩の紫紅色斑を
契機に外陰部にも病変を認めた─　497
鈴木　健司……左第Ⅲ趾顆粒細胞腫　377
鈴木　髙祐……疣贅状表皮発育異常症　157
鈴木　里沙……丹毒と鑑別を要した慢性骨髄性単球性白
血病の特異疹　1107

鈴木　　琢……丹毒と鑑別を要した慢性骨髄性単球性白
血病の特異疹　1107

鈴木　民夫……ロドデノール（RD）誘発性脱色素斑　51
鈴木　陽子……サンシシによる色素沈着型薬疹の3例　571
鈴島　　仁……手掌の皮膚腫瘤で初発した未分化大細胞
リンパ腫　1147

宿輪　哲生……病理組織学的に皮膚T細胞性リンパ腫と
の鑑別を必要とした疥癬　1123

t
立花　隆夫……足趾に生じた軟部組織軟骨腫　385
多田　弥生……女性医師として働き続けるための問題点　
746

高林　　馨……多発皮下膿瘍がCrohn病診断の契機と
なった壊疽性膿皮症　145

高田　香織……月経疹　265
高河　慎介……糖尿病性壊疽に対する血管内治療後に発
症したコレステロール結晶塞栓症　373

高木　　敦……指趾末端に生じた肺扁平上皮癌皮膚転移　
413
高橋　　綾……高IgG4血症を認めたサルコイドーシス　

803
高橋　和宏……下肢に多発結節を呈したTリンパ芽球性
リンパ腫　1139
高橋　一夫……結節性紅斑様皮疹と全身のリベドを呈
し，皮膚血管炎の関与が考えられた川崎病　1211

高橋　健造……化膿性汗腺炎　最近の話題　456，FDG-
PETで探索した心外病変の病理組織学的所見により確
定診断しえた心臓サルコイドーシスの3例　799
髙橋　美咲……点状集簇性の分布を示した塩酸ミノサイ
クリンによる色素沈着症　579，下腿に生じた環状扁
平苔癬　595

高橋　倫子……下肢に多発結節を呈したTリンパ芽球性
リンパ腫　1139

高橋　聡文……小児の肛門周囲に多発した尋常性疣贅　
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1235
高間　弘道……外陰部に発生した線状基底細胞癌　917
高村さおり……関節リウマチ患者の難治性下腿潰瘍　23
高瀬早和子……足趾に生じた軟部組織軟骨腫　385
高島　翔太……white fibrous papulosis of the neck　47
高塚　純子……軟骨分化を示した悪性黒色腫　405
高山かおる……急激に発症した手足部水疱性膿皮症/

blistering distal dactylitis　667
髙栁たかね……趾間に生じたBowen病　393
武田浩一郎……両側大腿の浸潤性紅斑を呈した血管内大
細胞型B細胞リンパ腫（IVL）　1151
竹中　秀也……Ⅱ度熱傷からtoxic shock syndromeを発
症した症例　707

竹中　　基……病理組織学的に皮膚T細胞性リンパ腫と
の鑑別を必要とした疥癬　1123
竹之内辰也……軟骨分化を示した悪性黒色腫　405
竹尾　直子……ロスバスタチンによるinterstitial granu-

lomatous drug reaction（IGDR）　469
竹内　常道……伝染性軟属腫の治療指針統一を望む　

642
竹迫　直樹……原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫　517
滝　　奉樹……足趾の有痛性紅斑を呈した食道癌皮膚転
移　409
玉嶋　恵美……メトトレキサートが皮膚病変に奏効した
サルコイドーシスの2例　819
田中　陽奈……足趾の有痛性紅斑を呈した食道癌皮膚転
移　409
田中　俊宏……第68回日本皮膚科学会中部支部学術大会
を終えて　531，小児の肛門周囲に多発した尋常性疣
贅　1235
田中　義人……足趾の多発関節炎から前立腺癌の腫瘍随
伴症候群と診断した症例　417
種村　　篤……外陰部粘膜移行部の慢性湿疹病巣より生
じた有茎性有棘細胞癌　925
谷田有里佳……重複癌患者に生じたspiny keratoderma　
173
谷村　裕嗣……Rosai-Dorfman病　257，本態性血小板
血症による足趾潰瘍　361，硬性下疳の3例　1007
谷田　泰男……第34回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学
術大会を終えて　840
樽谷　勝仁……外陰部硬化性萎縮性苔癬より生じた有棘
細胞癌　929
田代　康哉……黒褐色斑のみが認められたbowenoid 

papulosis　619，片側の耳垂に生じたびまん浸潤型皮
膚サルコイドーシス　779
寺井沙也加……本態性血小板血症による足趾潰瘍　361，
硬性下疳の3例　1007
寺石　美香……肛囲結節が診断の契機となったCrohn病
の女児例　901
寺前　晃介……Ⅱ度熱傷からtoxic shock syndromeを発

症した症例　707
寺澤　晃彦……頸部腫瘤を主訴に来院した良性対称性脂
肪腫症（Madelung病）　281
照井　　正……趾間に生じたBowen病　393，粘膜病変
を伴い皮膚潰瘍を形成したサルコイドーシス　783

外川　八英……膵グルカゴノーマの診断の契機になった
壊死性遊走性紅斑　177

東條　玄一……当院における蜂窩織炎・丹毒80例の検討　
659

土岐　清香……頸部の巨大結節を呈したサルコイドーシ
ス　787
砥谷　和人……水痘の再感染を契機に発見された慢性リ
ンパ性白血病　153

野老　翔雲……リポイド類壊死症との鑑別を要した皮膚
サルコイドーシス　795

徳久　弓恵……姉弟にみられたMicrosporum canisによ
る頭部白癬　1219

戸倉　新樹……B型肝炎ウイルスワクチン接種後に生じ
たGianotti-Crosti症候群　63，EGFR阻害薬内服中の
成人に発症したブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群　
711，下腿潰瘍を呈したサルコイドーシス　811，第
34回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会を終えて　1163
徳留　康子……陰茎基部に生じた線状基底細胞癌　1047
富田　央澄……超音波メスで手術治療した分節型尋常性
白斑　59

富田　　靖……よき出会いに恵まれた半生　739
坪井　良治……月経疹　265，大陰唇に生じたlinear 

basal cell carcinoma　913，外科的治療を行った慢性
閉塞性乾燥性亀頭炎の2例　995

土田　哲也……腋窩アポクリン腺癌　505
土橋　人士……陰茎基部に生じた線状基底細胞癌　1047
土山健一郎……phylloid hypermelanosis　599
辻　　香織……ATP2C1遺伝子に変異を同定したHailey-

Hailey病　485
塚本　克彦……超音波メスで手術治療した分節型尋常性
白斑　59
妻野　知子……外陰部硬化性萎縮性苔癬より生じた有棘
細胞癌　929
津村　協子……当科エリテマトーデス28例におけるヒド
ロキシクロロキン使用例の臨床的検討（色素沈着も交
えて）　548
角田加奈子……外陰部に生じた基底細胞癌（BCC）　921，
下肢に多発結節を呈したTリンパ芽球性リンパ腫　
1139

鶴見　由季……足趾の多発関節炎から前立腺癌の腫瘍随
伴症候群と診断した症例　417

鶴田　敏久……左腋窩から左上腕に多発性の結節を伴う
暗紫色調の局面形成を認めた乳児Kaposi様血管内皮腫　
481

堤　　　碧……結節性紅斑を伴った真性多血症　1099
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堤　　玲子……右頬部と左手背に生じた多発性ブルーリ
潰瘍　687

u
内田　修輔……結節性類天疱瘡　185
植田　郁子……発症11年後に皮膚症状が出現したサルコ
イドーシス　827

上田　暢彦……腋窩に生じた外毛根鞘性囊腫　489
上田　喬士……重複癌患者に生じたspiny keratoderma　
173
上原　顕仁……頸部の巨大結節を呈したサルコイドーシ
ス　787
上村由美子……イミキモドクリームが著効した巨大尖圭
コンジローマ　1019
上津　直子……抑制波長と増強波長を伴った可視光線を
作用波長とする日光蕁麻疹　197
梅本　尚可……原因のない陰部瘙痒症　870
宇野　裕和……右腋窩に生じたアポクリン腺癌　513，
ハーボニー配合錠内服開始1週後に生じた色素性痒疹　
575
浦岡　俊夫……多発皮下膿瘍がCrohn病診断の契機と
なった壊疽性膿皮症　145

浦崎　智恵……膵グルカゴノーマの診断の契機になった
壊死性遊走性紅斑　177

牛尾由希子……Mohsペースト処置により縮小と止血が
得られた腟悪性黒色腫　933
宇谷　厚志……弾性線維性仮性黄色腫　261
宇都宮　慧……持続勃起症を契機に発見されたフルニエ
壊疽　699

w
和田　　了……陰茎基部に生じた線状基底細胞癌　1047
脇田　重徳……足趾の有痛性紅斑を呈した食道癌皮膚転
移　409
鷲尾　　健……フルニエ壊疽─その評価・治療に関す
る検討─　999，手指壊疽を免れたクリオグロブリ
ン血症 ─B細胞リンパ腫の早期治療により手指の冷
感が改善した症例─　1103
渡部　大輔……4歳児に生じたブルーリ潰瘍　1199
渡邊　愛子……乾癬様皮疹を呈した川崎病　1207
渡辺　大輔……外陰部に発生した線状基底細胞癌　917
渡辺　秀晃……黒褐色斑のみが認められたbowenoid 

papulosis　619
渡辺　圭子……結節性類天疱瘡　185，爪下外骨腫─非
典型的な臨床像を呈した2症例　389，Microsporum 
canisによるケルスス禿瘡　1227
渡邊　　憲……トシリズマブで軽快した菌状息肉症　

1135
渡邊　恒輔……点状集簇性の分布を示した塩酸ミノサイ
クリンによる色素沈着症　579，下腿に生じた環状扁

平苔癬　595
渡邉奈津子……右小趾に生じたverrucous carcinoma　
397

y
八木　宏明……若年男性に出現した片側性母斑性毛細血
管拡張症　301

八木　洋輔……足趾に生じた軟部組織軟骨腫　385
矢口　　均……平成30年度診療報酬改定について─皮
膚科における影響─　983

山田　大資……前頸部に生じた巨大石灰化上皮腫　297
山田　秀和……pigmented fungiform papil lae of the 

tongueの家族例　603
山田　勝裕……腋窩に生じた皮膚原発アポクリン腺癌　
501

山田　和昭……原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫　517
山田　益丈……外陰部に発生した線状基底細胞癌　917
山上　　淳……重症感染症を転機に軽快した尋常性天疱
瘡　15

山口　加奈……下腿に生じた環状扁平苔癬　595
山口さやか……FDG-PETで探索した心外病変の病理組
織学的所見により確定診断しえた心臓サルコイドーシ
スの3例　799

山口　哲央……糖尿病に合併した巨大癰の2症例　679
山口　由衣……結節性紅斑様皮疹と全身のリベドを呈
し，皮膚血管炎の関与が考えられた川崎病　1211

山川　岳洋……腋窩に生じた皮膚原発アポクリン腺癌　
501

山本　亜美……陰茎結核疹　1011
山本　淳子……糖尿病性壊疽に対する血管内治療後に発
症したコレステロール結晶塞栓症　373

山本真有子……骨髄異形成症候群に伴った環状紅斑　
165，脱感作したアザシチジンによる固定薬疹　567

山元　　修……第33回日本皮膚病理組織学会年次学術大
会を終えて　210，右頬部と左手背に生じた多発性ブ
ルーリ潰瘍　687

山本　俊幸……乾癬の最重症型　91，『皮膚病診療』の編
集方針　106，瘢痕浸潤とscar sarcoid　233，関節リ
ウマチの足趾病変　350，過去12年間に当科で経験し
たeccrine poromaの集計 ─足趾に生じた3例を含め
て─　356，足趾にも病変を認めた壊疽性膿皮症　
365，第81回日本皮膚科学会東部支部学術大会を終え
て　429，アトピー性皮膚炎今昔　757，本邦人にお
ける皮膚サルコイド病変の特徴　766，サルコイドー
シス患者に生じた結節性紅斑様皮疹 ─隔壁性脂肪
織炎を伴った症例─　771，びまん性大細胞型B細
胞リンパ腫患者に生じたhistiocytoid Sweet’s syndrome　
1111，第13回日独皮膚科学会に参加して　1268

山本　雄一……FDG-PETで探索した心外病変の病理組
織学的所見により確定診断しえた心臓サルコイドーシ
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スの3例　799
山本祐理子……Ⅱ度熱傷からtoxic shock syndromeを発
症した症例　707
山中　恵一……陰囊アポクリン腺癌─精巣摘出を要し
た症例─　1051

山中　美樹……悪性リンパ腫に合併した水疱症　1119
山﨑　　修……レンサ球菌皮膚感染症の最近の動向　

652
山城　奈々……月経疹　265
山下（野田）智香……血管筋線維芽腫の2例　885
山下　淳史……指趾末端に生じた肺扁平上皮癌皮膚転移　
413

山下　千聡……足趾に生じた軟部組織軟骨腫　385
山下　太郎……アミロイドーシスの最近の知見　1086
山手　哲明……ロスバスタチンによるinterstitial granu-

lomatous drug reaction（IGDR）　469
山手　朋子……ロスバスタチンによるinterstitial granu-

lomatous drug reaction（IGDR）　469
山内　康平……結節性類天疱瘡　185，Trichophyton 

tonsuransによる白癬の姉弟例　1223
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