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頬部に生じた脂腺腫
橋本　奈々，髙橋　美咲，新山　史朗，福田　英嗣 
･･･････････････････････････････････････････････････････1069

英文抄録･･･････････････････････････････････････････････1073
学会ハイライト
第43回日本小児皮膚科学会学術大会を開催して

松原　知代･･････････････････････････････････････････1078
私の歩んだ道
我が歩みし道 
─顧みられない熱帯病（NTDs）に魅せられて─
石井　則久･･････････････････････････････････････････1080

皮心伝心
老化のせい？／白濱　茂穂･･･････････････････････････1084
診察室の四季
落葉／斉藤　隆三･････････････････････････････････････1085
私の視点
LIPH遺伝子変異による異常は頭髪だけか？

下村　　裕･･････････････････････････････････････････1087
皮膚科のトリビア
第173回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1088
声
残留抗菌薬の影響は？････････････････････････････････1090

12月号：色のついた皮膚病《黒》
editorial
旧い試料／山本　俊幸････････････････････････････････1097
topics
リポフスチンはアポクリン汗囊腫の色調に関連する
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北村　真也･･････････････････････････････････････････1098
統計
当科における多発基底細胞癌の統計

滝吉　典子，金子　高英，中野　　創，澤村　大輔 
･･･････････････････････････････････････････････････････1103

臨床例
clear cell hidradenoma

大矢　和正，田口詩路麻･･･････････････････････････1109
両側のnevoid hyperkeratosis of the nipple and areola

布袋　祐子･･････････････････････････････････････････1113
congenital melanotic macules of the tongueを疑い経過観

察中の症例
井藤　　遥，北島真理子，猿田　祐輔，今泉　牧子，
末木　博彦･･････････････････････････････････････････1117

カルシフィラキシスの関与が疑われた下腿混合性皮膚潰
瘍
池田　智行，澤田　香織，石井　貴之，八田　尚人 
･･･････････････････････････････････････････････････････1121

高圧酸素療法が著効し下肢温存できた壊死性軟部組織感
染症
福島　英彦，有馬　　豪，小林　　束，
鈴木　明子，岩田　貴子，杉浦　一充････････････1125

足壊疽に対しマゴットセラピーを施行した抗セントロメ
ア抗体陽性全身性強皮症
竹本　啓伸，阿部　直樹，浦田　幸朋････････････1129

当院で経験したカルシフィラキシスの2例
鶴町　宗大，一宮　紀子，根木　　治，髙森　建二，
須賀　　康･･････････････････････････････････････････1133

通常の鍼治療によって生じた限局性銀皮症
東田　理恵，岡林　　綾，中川　浩一････････････1137

色素性病変に対するoblique-view dermoscopyの実践と
有用性
石黒　暁寛，高間　寛之，大嶋雄一郎，渡辺　大輔 
･･･････････････････････････････････････････････････････1141

手指の疣状結節を伴った黒色表皮腫
菊池　　瞳，赤芝　知己，栗田　昴幸，

石井　　健，肥後　尚孝，石河　　晃････････････1145
HPV型検索を施行したbowenoid papulosisの3例

鈴木　瑛子，楠谷　　尚，加茂　理英，
大迫　順子，清水　　晶，鶴田　大輔････････････1149

会陰部に発症したHPV16型陽性のBowen癌
鎌田　啓文，三浦　慎平，大西　正純，天野　博雄，
清水　　晶･･････････････････････････････････････････1153

腋窩，鎖骨上リンパ節，肺転移をきたした右側胸部原発
基底細胞癌
谷口　孝司，後藤　啓元，中井　康雄，加古　智子，
山中　恵一･･････････････････････････････････････････1157

脂漏性角化症の病変内に生じた基底細胞癌
岡田　寛文，神谷　浩二，前川　武雄，
小宮根真弓，村田　　哲，大槻マミ太郎･････････1161

malignant melanoma in situの2例
大原満梨奈，森　　知花，日置　智之，神谷　秀喜，
北島　康雄･･････････････････････････････････････････1165

臍部に生じた悪性黒色腫
金本　麻裕，天野愛純香，壷井　聡史，
河合　幹雄，渡谷　祐介，秀　　道広････････････1169

英文抄録･･･････････････････････････････････････････････1173
学会ハイライト
第71回日本皮膚科学会西部支部学術大会

佐野　栄紀･･････････････････････････････････････････1179
私の視点
蜂窩織炎のむずかしさ／神人　正寿･････････････････1183
皮心伝心
クリニックでの乾癬治療／川嶋　利瑞･･･････････････1184
診察室の四季
雪吊り／斉藤　隆三･･･････････････････････････････････1185
皮膚科のトリビア
第174回／浅井　俊弥･････････････････････････････････1186

※なお41巻増刊号「膠原病の皮膚症状」の目次は，発行が
本号よりも後になるため掲載しておりません．
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365
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福安　厚子……拇指爪下外骨腫　853
古江　増隆……紫斑を呈した続発性ムーコル症　573
古川　史奈……過敏性腸症候群を合併したnail-patella症

候群　849
古川　佑来……蜂窩織炎様の臨床所見を呈した皮膚クリ

プトコッカス症　569，非定型疹として膿疱を伴った
成人Still病　745

古田　淳一……医学研究における個人情報の保護と利活
用　303

二ツ谷剛俊……拇指爪甲下に生じたAspergillus nigerによ
る皮膚アスペルギルス症　557

布袋　祐子……両側のnevoid hyperkeratosis of the nip-
ple and areola　1113

g
下条　竜一……過敏性腸症候群を合併したnail-patella症

候群　849
權守　　隆……インドネシアで感染したと考えられた

Microsporum canisによる小児ケルスス禿瘡　553
後藤　裕美……ベキサロテンが奏効したSézary症候群　
961

後藤　啓元……腋窩，鎖骨上リンパ節，肺転移をきたし
た右側胸部原発基底細胞癌　1157

h
波部　幸司……爪甲 色 素 線 条 を 伴った 爪 部Bowen病　

865
濱﨑洋一郎……インドネシアで感染したと考えられた

Microsporum canisによる小児ケルスス禿瘡　553，生
物学的製剤による治療中に水疱性類天疱瘡を続発した
膿疱性乾癬　725，混合性結合組織病としての経過観
察中に全身性エリテマトーデスを伴い発症したSweet
病　749

花川　博義……Trichophyton benhamiae（Group II）［旧名
Arthroderma benhamiae（Group II）］による体部白癬　
523

花村　拓哉……汎発性膿疱性乾癬との鑑別を要した小児
に生じた角層下膿疱症　733
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花山　宜久……DIHS発症後皮膚にGVHD様反応が長期
に続いた例　245

原　　彰吾……生後1カ月乳児の疥癬　433
原田　　研……慢性甲状腺炎を合併したアロプリノール

による薬剤性過敏症症候群　213，多発性骨髄腫を
伴ったびまん性扁平黄色腫　1065

原田　泰枝……劣性栄養障害型表皮水疱症　45
原田　朋佳……インフリキシマブからウステキヌマブ変

更後にも逆説的副反応として出現した膿疱性乾癬　
721

長谷川道子……爪疾患　病理組織のみかた　807
長谷川　稔……c-kit遺伝子変異を解析しえた新生児発症

の皮膚肥満細胞症の2例　445，抗真菌薬の外用療法
が奏効したCandida guilliermondiiによるカンジダ性爪
囲爪炎　813

長谷川　巧……体重減少を主訴にした第2期梅毒　917
長谷川義典……体重減少を主訴にした第2期梅毒　917
橋立　英樹……drug-induced hypersensitivity syndrome

の病理組織学的検討　202
橋本　裕之……重篤な症状を呈したが救命できた重症マ

ムシ咬傷　641
橋本　　功……ドイツの主要3大学における職業性皮膚

疾患管理状況視察の思い出　286
橋本　奈々……足趾末梢循環不全をきたしたクラゲ刺傷　
633，頬部に生じた脂腺腫　1069

橋本　真哉……色素性乾皮症D群の小児　57
橋本　優希……旋尾線虫type Xによると思われるcreep-

ing disease　929
橋爪　秀夫……腎不全が出現し死の転帰をたどった薬剤

性過敏症症候群の2例　253
波多野　豊……急性汎発性膿疱性細菌疹様の掌蹠外膿疱

が先行した掌蹠膿疱症性骨関節炎　729
八丁目直和……心移植後に再色素沈着を認めた尋常性白

斑　1013
八田　尚人……カルシフィラキシスの関与が疑われた下

腿混合性皮膚潰瘍　1121
八田　順子……拇指爪甲下に生じたAspergillus nigerによ

る皮膚アスペルギルス症　557
服部　　瑛……古文書と暴瀉病　その2　182
服部　友保……古文書と暴瀉病　その2　182
早川　　順……運動と食事療法により改善した発疹性黄

色腫　345
早川　道郎……変わりゆく患者事情　984
林　亜矢子……爪下外骨腫の典型的な症例　857
林　　宏明……格闘家ヘルペスと水疱性膿痂疹の合併例
─キックボクシングによる感染─　617

林　　美沙……B型肝炎ウイルスの関与を考えたDIHS/
DRESS疑い例　229

林　　伸和……家族内伝播したMRSAによるブドウ球菌
性熱傷様皮膚症候群　421

林　周次郎……インドネシアで感染したと考えられた
Microsporum canisによる小児ケルスス禿瘡　553，生
物学的製剤による治療中に水疱性類天疱瘡を続発した
膿疱性乾癬　725，混合性結合組織病としての経過観
察中に全身性エリテマトーデスを伴い発症したSweet
病　749

林　　友和……重篤な症状を呈したが救命できた重症マ
ムシ咬傷　641

林　　剛生……水疱を呈しアミロイドA蛋白の沈着を認
めた全身性アミロイドーシス　321

日髙　正巳……皮膚科医が知っておくべきシーティング
の知識　110

日髙　友梨……Vibrio vulnificusによる壊死性筋膜炎　
629

秀　　道広……Delayed dermographic urticaria　～皮膚
の反応閾値の変動により現れる蕁麻疹？　787，臍部
に生じた悪性黒色腫　1169

東　　直行……transverse nasal crease　61
東　　禹彦……反復性不完全爪甲脱落症　837
東　　裕子……脂腺母斑上に生じた毛芽腫　37，capil-

lary leak syndromeの併発を疑った膿疱性乾癬　717
樋口　哲也……1人で診ない皮膚科診療　282
肥後　尚孝……手指の疣状結節を伴った黒色表皮腫　

1145
彦坂　　信……自然退縮を認めたproliferative nodulesを

伴った神経皮膚黒皮症　29
日置　智之……malignant melanoma in situの2例　1165
平岩　朋子……photo-Köbner現象を認めた小児の乾癬　

661
平松功太郎……アムロジピンによる光線過敏型薬疹　

645
平田　佳子……diaper area granuloma of the aged　117
平田　　悠……第Xa因子阻害薬アピキサバンが著効し

たリベド様血管症　673
廣瀬　美希……エフィナコナゾール爪外用液で治療した

Fusarium oxysporumによる爪無色菌糸症　817
比留間政太郎……ダーモスコピーが診断に有用であった

Trichophyton rubrumによる爪甲色素線条　533，ボリ
コナゾールで治療したExophiala jeanselmeiによる皮下
黒 色 菌 糸 症　541，膿 疱 性 乾 癬 様 皮 疹 を 呈 し た
Microsporum canisに よ る 急 性 汎 発 性 浅 在 性 白 癬　
549，エ フィナ コ ナ ゾール 爪 外 用 液 で 治 療 し た
Fusarium oxysporumによる爪無色菌糸症　817

本多　　皓……過去16年間に当科で経験した弾性線維性
仮性黄色腫患者24例の集計　1005

本田まりこ……水痘ワクチンによってひきおこされた帯
状疱疹？　504

堀　　仁子……小児Langerhans cell histiocytosis（LCH）
の2例　473

堀川　弘登……右拇趾に生じたHPV52型陽性のBowen病　
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821
堀尾　　愛……下腿に生じたミノサイクリン塩酸塩によ

る色素沈着　357
保坂　浩臣……抗セントロメア抗体が陽性であった右Ⅱ

指に生じた皮膚石灰沈着症　825
星山　寧子……右腰部に生じたtumoral calcinosis　361
堀田　萌子……急激な経過をたどった，CD56陽性・

ALK陰性全身型未分化大細胞リンパ腫　169

i
指宿　敦子……脂腺母斑上に生じた毛芽腫　37
一桝　菜央……非定型疹として膿疱を伴った成人Still病　
745

一宮　紀子……当院で経験したカルシフィラキシスの2
例　1133

出月　健夫……感染を伴った限局性リンパ管腫　153
五十嵐敦之……感染を伴った限局性リンパ管腫　153
井川　　健……インドネシアで感染したと考えられた

Microsporum canisによる小児ケルスス禿瘡　553，生
物学的製剤による治療中に水疱性類天疱瘡を続発した
膿疱性乾癬　725，混合性結合組織病としての経過観
察中に全身性エリテマトーデスを伴い発症したSweet
病　749

中野　　創……骨髄性プロトポルフィリン症の家族例　
17

尹　　浩信……ボリコナゾールで治療したExophiala 
jeanselmeiによる皮下黒色菌糸症　541

池田　智行……カルシフィラキシスの関与が疑われた下
腿混合性皮膚潰瘍　1121

池上　徹栄……混合性結合組織病としての経過観察中に
全身性エリテマトーデスを伴い発症したSweet病　
749

今井　聡子……非代償性肝硬変症患者に発症したクリプ
トコッカス症　925

今井　俊輔……色素失調症の男児例　65
今泉　牧子……congenital melanotic macules of the 

tongueを疑い経過観察中の症例　1117
今村　真也……播種性クリプトコッカス症─丘疹-紅

皮症（太藤）治療中に皮膚生検を契機に診断に至った1
例─　565

稲垣　伸洋……重篤な症状を呈したが救命できた重症マ
ムシ咬傷　641

井波真矢子……感染を伴った限局性リンパ管腫　153
稲毛　明子……乳児を含む疥癬の家族内発症─フェノ

トリンローションを使用した症例─　437
稲澤美奈子……四肢に滲出性紅斑を呈した伝染性単核球

症　921
猪上　奈奈……集簇した紅色丘疹を呈した前立腺癌の皮

膚転移　969
井上　　剛……尾骨偏位を伴わなかったcoccygeal pad　

141
井上　優貴……汎発性膿疱性乾癬との鑑別を要した小児

に生じた角層下膿疱症　733，非代償性肝硬変症患者
に発症したクリプトコッカス症　925

石橋　　智……虫刺を契機に発症した好酸球性環状紅斑　
941

石部　純一……爪症状を伴った先天性皮膚カンジダ症　
545

石田　　済……ピコスルファートナトリウムあるいはセ
ンノシドが原因と思われた固定薬疹　121

石髙絵里子……若年女性の右手首，右肘窩，右肩甲骨部
に生じた硬化性萎縮性苔癬　1029

石黒　直子……AIのある世界 ─人生は旅程のない道
（たび）─　188

石黒　暁寛……色素性病変に対するoblique-view der-
moscopyの実践と有用性　1141

石井　　健……手指の疣状結節を伴った黒色表皮腫　
1145

石井賢太郎……旋尾線虫type Xによると思われるcreep-
ing disease　929

石井　則久……我が歩みし道─顧みられない熱帯病
（NTDs）に魅せられて─　1080

石井　貴之……カルシフィラキシスの関与が疑われた下
腿混合性皮膚潰瘍　1121

石地　尚興……heredi tar y papulotranslucent acro-
keratoderma　1057

石川　博康……Trichophy ton tonsuransの 語 源 は？　
192，水痘ワクチンによってひきおこされた帯状疱
疹？　504，水痘ワクチン定期接種による影響～水痘
および帯状疱疹の疫学的動向～　988，残留抗菌薬の
影響は？　1090

石川　　治……最初に痒みありき！！　181
石川　貴裕……基礎疾患のない患者に生じた播種型スポ

ロトリコーシス　561
石川　武子……拇指爪下外骨腫　853
石河　　晃……色素失調症の男児例　65，局所麻酔薬

が原因と考えた術後左大腿部皮疹　149，手指の疣状
結節を伴った黒色表皮腫　1145

石岡　春彦……治療経過中に髄膜脳炎を併発したツツガ
ムシ病　637

石飛　朋子……ラモ ト リ ギ ン が 関 与 し たDIHSの2例　
209

石塚　洋典……多形紅斑と角層下膿疱を呈した非典型手
足口病　757

石和万美子……抗セントロメア抗体が陽性であった右Ⅱ
指に生じた皮膚石灰沈着症　825

石月翔一郎……治療経過中に髄膜脳炎を併発したツツガ
ムシ病　637

伊藤　明子……Borrelia miyamotoiとライム病ボレリア
の共感染により認められた遊走性紅斑　913
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伊藤亜希子……前腕に生じたTrichophyton interdigitaleに
よる生毛部急性深在性白癬　527，アムロジピンによ
る光線過敏型薬疹　645

井藤　　遥……congenital melanotic macules of the 
tongueを疑い経過観察中の症例　1117

伊藤　純子……家族内伝播したMRSAによるブドウ球菌
性熱傷様皮膚症候群　421

伊藤　　崇……色素失調症の男児例　65，局所麻酔薬
が原因と考えた術後左大腿部皮疹　149

伊藤　靖敏……ロリクリン角皮症　461
岩渕千雅子……局所麻酔薬が原因と考えた術後左大腿部

皮疹　149
岩切　琢磨……虫刺を契機に発症した好酸球性環状紅斑　
941

岩間　憲行……臀部慢性膿皮症から発症した有棘細胞癌　
161

岩見　裕子……Aspergillus nigerによる原発性皮膚アスペ
ルギルス症─保育器管理下の超低出生体重児─　
425

岩永　温子……乳児を含む疥癬の家族内発症─フェノ
トリンローションを使用した症例─　437

岩田　貴子……高圧酸素療法が著効し下肢温存できた壊
死性軟部組織感染症　1125

岩田　洋平……Zinsser-Cole-Engman症候群　1049
岩月　啓氏……DIHS発症後皮膚にGVHD様反応が長期

に続いた例　245

j
地村　　望……neurocutaneous melanosis　33，capil-

lary leak syndromeの併発を疑った膿疱性乾癬　717
神　　可代……当科で経験したマムシ咬傷26例の臨床的

検討　608，スズメサシダニ刺症　933
神人　正寿……蜂窩織炎のむずかしさ　1183
城野　昌義……ボリコナゾールで治療したExophiala 

jeanselmeiによる皮下黒色菌糸症　541

k
門野　岳史……ガイドラインとエキスパートオピニオン　
590

影山　玲子……腎不全が出現し死の転帰をたどった薬剤
性過敏症症候群の2例　253

欠田　成人……爪甲 色 素 線 条 を 伴った 爪 部Bowen病　
865

加古　智子……腋窩，鎖骨上リンパ節，肺転移をきたし
た右側胸部原発基底細胞癌　1157

鎌田　啓文……会陰部に発症したHPV16型陽性のBowen
癌　1153

鎌田　昌洋……拇指爪下外骨腫　853
蒲原　　毅……アムロジピンによる光線過敏型薬疹　

645

亀井千紗都……無疹部の皮膚生検が診断の一助となった
全身性アミロイドーシス　325，関節リウマチに合併
したself-healing papular mucinosis　337

亀井　克彦……基礎疾患のない患者に生じた播種型スポ
ロトリコーシス　561

神永　朋子……混合性結合組織病としての経過観察中に
全身性エリテマトーデスを伴い発症したSweet病　
749

上領　　博……播種性クリプトコッカス症─丘疹-紅
皮症（太藤）治療中に皮膚生検を契機に診断に至った1
例─　565

神谷　秀喜……左下腿に生じた異所性乳房外Paget病　
957，malignant melanoma in situの2例　1165

神谷　浩二……脂漏性角化症の病変内に生じた基底細胞
癌　1161

加茂　理英……HPV型検索を施行したbowenoid papulo-
sisの3例　1149

菅　　慶子……腎不全に併発した転移性皮膚石灰沈着症　
365

要石　就斗……MALDI-TOF MSによる皮膚糸状菌同定
の試み　516

金本　麻裕……臍部に生じた悪性黒色腫　1169
金子　　栄……ネフローゼ症候群を伴った先天性魚鱗癬

様紅皮症　41
金子　高英……当科における多発基底細胞癌の統計　

1103
兼子　泰一……腎不全が出現し死の転帰をたどった薬剤

性過敏症症候群の2例　253
金子　ゆき……生物学的製剤による治療中に水疱性類天

疱瘡を続発した膿疱性乾癬　725
金蔵　拓郎……neurocutaneous melanosis　33，脂腺母

斑上に生じた毛芽腫　37，capillary leak syndromeの
併発を疑った膿疱性乾癬　717

菅野　恭子……小児Langerhans cell histiocytosis（LCH）
の2例　473

関東　裕美……局所麻酔薬が原因と考えた術後左大腿部
皮疹　149

神﨑　美玲……CARD14遺伝子多型を有する小児汎発性
膿疱性乾癬　761

神崎　　保……爪部扁平上皮癌　869
苅谷　嘉之……難治性臀部潰瘍を呈した抗リン脂質抗体

症候群　157
笠井　謙次……Merkel細胞癌─多臓器転移の病理解

剖症例─　965
片桐　一元……蜂窩織炎様の臨床所見を呈した皮膚クリ

プトコッカス症　569，非定型疹として膿疱を伴った
成人Still病　745

片桐　正博……四肢に滲出性紅斑を呈した伝染性単核球
症　921

片岡悠紀子……外傷を契機に発症した結節性黄色腫　
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341
片山　博貴……transverse nasal crease　61
片山　一朗……B型肝炎ウイルスの関与を考えたDIHS/

DRESS疑い例　229
片山智恵子……急性期に合併した細菌感染症に対する治

療のみで軽快した薬剤性過敏症症候群　241
加藤　裕史……下腿に生じたミノサイクリン塩酸塩によ

る色素沈着　357
加藤　恒平……非定型疹として膿疱を伴った成人Still病　
745

加藤　達也……異所性石灰化を契機に診断したWerner
症候群　1041

加藤　則人……外傷を契機に発症した結節性黄色腫　
341

川端　寛樹……Borrelia miyamotoiとライム病ボレリア
の共感染により認められた遊走性紅斑　913

川内　康弘……皮膚科治療分野への基礎医学の貢献　
390

川田　　暁……coccygeal pad　137，右腰部に生じた
tumoral calcinosis　361，第69回日本皮膚科学会中部
支部学術大会を終えて　498，erosive pustular derma-
tosis of the scalp　741

河合　敬一……symmetrical lividities of the palms and 
soles　653

河合　幹雄……臍部に生じた悪性黒色腫　1169
河合　良奈……非定型疹として膿疱を伴った成人Still病　
745

川上　民裕……仙台に赴任して　790
川上　延代……爪部扁平上皮癌　869
川喜田遥香……多形紅斑と角層下膿疱を呈した非典型手

足口病　757
川村　龍吉……eccrine angiomatous hamartoma　49，

シロリムス外用薬が有効であった結節性硬化症に伴う
葉状白斑と血管線維腫　1017

川﨑ゆりか……拇指爪下外骨腫　853
川瀬　正昭……菌状息肉症に続発した皮膚アミロイドー

シス　313，甲状腺機能異常症に合併した脛骨前粘液
水腫の2例　333

川嶋　利瑞……クリニックでの乾癬治療　1184
川島　裕平……陰茎 包 皮 に 生 じ たbalanitis xerotica 

obliterans　1033
木部　哲也……爪症状を伴った先天性皮膚カンジダ症　
545

菊池　　瞳……手指の疣状結節を伴った黒色表皮腫　
1145

菊地　克子……10代の姉弟にみられた基底細胞母斑症候
群（Gorlin症候群）　21，心筋炎を合併したメキシレチ
ンによる薬剤性過敏症症候群　233

菊池　信之……drug-induced hypersensitivity syndrome
略治後に心筋梗塞で死亡した例　249，免疫チェック

ポイント阻害薬による白斑と臨床効果の関連　998
菊澤　千秋……診断確定までに約3カ月を要した臀部真

性皮膚結核　133
金　　大志……チタンが検出された口腔粘膜色素斑　

353
木村　浄土……drug-induced hypersensitivity syndrome

の病理組織学的検討　202
木村　摩耶……DIHS発症後皮膚にGVHD様反応が長期

に続いた例　245
木村　得尚……歌舞伎症候群の典型例　469
木村　良子……前腕に生じたTrichophyton interdigitaleに

よる生毛部急性深在性白癬　527
木村　徹子……格闘家ヘルペスと水疱性膿痂疹の合併例
─キックボクシングによる感染─　617

木村　鉄宣……夏季に増悪する頸胸部に限局したDarier
病　669

木村有太子……ダーモスコピーが診断に有用であった
Trichophyton rubrumによる爪甲色素線条　533，膿疱
性乾癬様皮疹を呈したMicrosporum canisによる急性
汎発性浅在性白癬　549

木下　真直……シロリムス外用薬が有効であった結節性
硬化症に伴う葉状白斑と血管線維腫　1017

木岡　茉奈……成人期に確定診断に至った骨髄性プロト
ポルフィリン症　657

北　啓一朗……過敏性腸症候群を合併したnail-patella症
候群　849

北川　伸子……手足口病に続発した多形紅斑　621
北島真理子……congenital melanotic macules of the 

tongueを疑い経過観察中の症例　1117
北島　康雄……左下腿に生じた異所性乳房外Paget病　
957，malignant melanoma in situの2例　1165

北見　由季……糖尿病患者に発症したカンジダ性毛瘡　
537

北村　英夫……慢性甲状腺炎を合併したアロプリノール
による薬剤性過敏症症候群　213，多発性骨髄腫を
伴ったびまん性扁平黄色腫　1065

北村　真也……リポフスチンはアポクリン汗囊腫の色調
に関連する　1098

木谷美湖野……インフリキシマブからウステキヌマブ変
更後にも逆説的副反応として出現した膿疱性乾癬　
721

北野　　佑……巨大なインスリンボール　369
清谷知賀子……自然退縮を認めたproliferative nodulesを

伴った神経皮膚黒皮症　29
小林　紘子……臀部慢性膿皮症から生じた有棘細胞癌　
165

小林　里実……本邦における掌蹠膿疱症患者の併存疾患　
708

小林　　束……ヒトヘルペスウイルス6Bをウイルス分
離培養で同定した薬剤性過敏症症候群　221，Zinsser-
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Cole-Engman症候群　1049，高圧酸素療法が著効し
下肢温存できた壊死性軟部組織感染症　1125

幸田　公人……heredi tar y papulotranslucent acro-
keratoderma　1057

古賀　雄二……スズメサシダニ刺症　933
小亀　敏明……成人女性の播種状黄色腫─レーザー治

療で整容的改善を得た症例─　349
河野　邦江……loop-mediated isothermal amplification
（LAMP）にてHLA-A＊3101を迅速検出したカルバマゼ
ピンによるDIHSの2例　225

小池　雄太……BCG接種後に発症した腺病性苔癬　937
小宮根真弓……川崎病治療後に好酸球増多を伴って発症

した乳児好酸球性膿疱性毛包炎　441，脂漏性角化症
の病変内に生じた基底細胞癌　1161

近藤　福雄……拇指爪下外骨腫　853
木花いづみ……陰茎 包 皮 に 生 じ たbalanitis xerotica 

obliterans　1033
壽　　順久……B型肝炎ウイルスの関与を考えたDIHS/

DRESS疑い例　229
鴻池奈津子……囊胞状リンパ節転移を伴った爪床のpig-

mented epithelioid melanocytoma　873
九穂　尚子……家族内伝播したMRSAによるブドウ球菌

性熱傷様皮膚症候群　421
熊切　將宜……成人女性の播種状黄色腫─レーザー治

療で整容的改善を得た症例─　349
國方なぎさ……臀部慢性膿皮症から発症した有棘細胞癌　
161

国定　　充……LEOPARD症候群　25，第35回日本皮膚
悪性腫瘍学会学術大会を終えて　883

倉持　　朗……アートメイク施術部に瘢痕浸潤を生じた
サルコイドーシス　1061

栗原　麻菜……ダーモスコピーが診断に有用であった
Trichophyton rubrumによる爪甲色素線条　533，膿疱
性乾癬様皮疹を呈したMicrosporum canisによる急性
汎発性浅在性白癬　549

栗田　昂幸……色素失調症の男児例　65，手指の疣状
結節を伴った黒色表皮腫　1145

黒川　晃夫……成人期に確定診断に至った骨髄性プロト
ポルフィリン症　657

日下部有希子……糖尿病に合併した環状弾力線維融解性
巨細胞肉芽腫　953

楠目　エマ……小児の線状硬化性萎縮性苔癬　1025
楠谷　　尚……HPV型検索を施行したbowenoid papulo-

sisの3例　1149
桒野　嘉弘……乳児血管腫の治療　900

m
町野　　博……第35回日本臨床皮膚科医会総会・学術大

会を終えて　783
前田　珠希……Zinsser-Cole-Engman症候群　1049

前川　武雄……脂漏性角化症の病変内に生じた基底細胞
癌　1161

真柄　徹也……糖尿病に合併した環状弾力線維融解性巨
細胞肉芽腫　953

牧野　輝彦……EDA遺伝子に新規変異を同定したX連鎖
性低汗性外肺葉形成不全症の1家系　465，過敏性腸
症候群を合併したnail-patella症候群　849

丸田　志野……骨髄性プロトポルフィリン症の家族例　
17

増澤真実子……囊胞状リンパ節転移を伴った爪床のpig-
mented epithelioid melanocytoma　873

松原　知代……第43回日本小児皮膚科学会学術大会を開
催して　1078

松田　哲男……紫斑を呈した続発性ムーコル症　573
松江　弘之……TENとの鑑別を要したDIHS　257，第

82回日本皮膚科学会東京支部学術大会　588
松井　彰伸……慢性甲状腺炎を合併したアロプリノール

による薬剤性過敏症症候群　213
松本　　桂……アムロジピンによる光線過敏型薬疹　

645
松本貴志子……爪下外骨腫の典型的な症例　857
松本　忠彦……エフィナコナゾール爪外用液で治療した

Fusarium oxysporumによる爪無色菌糸症　817
松尾　敦子……ボリコナゾールで治療したExophiala 

jeanselmeiによる皮下黒色菌糸症　541
松尾　陽香……感染を伴った限局性リンパ管腫　153
松尾　晋祐……基礎疾患のない患者に生じた播種型スポ

ロトリコーシス　561
松尾　雄司……難治性臀部潰瘍を呈した抗リン脂質抗体

症候群　157
松下　茂人……neurocutaneous melanosis　33
松浦　大輔……抗セントロメア抗体陽性の全身性強皮症

を合併した爪扁平苔癬　829
道下　和典……ピコスルファートナトリウムあるいはセ

ンノシドが原因と思われた固定薬疹　121
三原　祐子……ラモ ト リ ギ ン が 関 与 し たDIHSの2例　
209

三井　　広……eccrine angiomatous hamartoma　49
満間　照之……Vibrio vulnificusによる壊死性筋膜炎　
629，汎発性膿疱性乾癬との鑑別を要した小児に生じ
た角層下膿疱症　733

三浦　慎平……陥入爪に伴う爪囲肉芽の悪化要因につい
て　861，会陰部に発症したHPV16型陽性のBowen癌　
1153

三浦　貴子……小児の外陰部に多発したMilia-like idio-
pathic calcinosis cutis　1037

宮城　拓也……難治性臀部潰瘍を呈した抗リン脂質抗体
症候群　157

宮川　秀美……運動と食事療法により改善した発疹性黄
色腫　345
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三宅　　温……水疱を呈しアミロイドA蛋白の沈着を認
めた全身性アミロイドーシス　321

三宅　紀子……歌舞伎症候群の典型例　469
三宅　智子……DIHS発症後皮膚にGVHD様反応が長期

に続いた例　245
宮森　睦月……拇指爪甲下に生じたAspergillus nigerによ

る皮膚アスペルギルス症　557
宮野　恭平……アートメイク施術部に瘢痕浸潤を生じた

サルコイドーシス　1061
宮下　　梓……骨髄性プロトポルフィリン症の家族例　
17

宮下加奈子……ボリコナゾールで治療したExophiala 
jeanselmeiによる皮下黒色菌糸症　541

宮脇さおり……劣性栄養障害型表皮水疱症　45，患者
用トイレの暖房便座を介した疥癬の集団感染　145

宮崎菜採美……Aspergillus nigerによる原発性皮膚アスペ
ルギルス症─保育器管理下の超低出生体重児─　
425

三澤　　恵……EDA遺伝子に新規変異を同定したX連鎖
性低汗性外肺葉形成不全症の1家系　465，過敏性腸
症候群を合併したnail-patella症候群　849

水書　教雄……色素失調症の男児例　65
水田三由希……Vibrio vulnificusによる壊死性筋膜炎　

629，汎発性膿疱性乾癬との鑑別を要した小児に生じ
た角層下膿疱症　733

持丸奈央子……自然退縮を認めたproliferative nodulesを
伴った神経皮膚黒皮症　29

望月　弘和……皮疹の一部からScopulariopsisが分離さ
れたTrichophyton rubrumによる汎発性白癬　625

望月　　隆……Trichophyton benhamiae（Group II）［旧名
Arthroderma benhamiae（Group II）］による体部白癬　
523，前腕に生じたTrichophyton interdigitaleによる生
毛部急性深在性白癬　527，拇指爪甲下に生じた
Aspergillus nigerによる皮膚アスペルギルス症　557，
皮 疹 の 一 部 か らS c o p u l a r i o p s i sが 分 離 さ れ た
Trichophyton rubrumによる汎発性白癬　625

森　ひとみ……インドネシアで感染したと考えられた
Microsporum canisによる小児ケルスス禿瘡　553

森川　博文……臀部慢性膿皮症から生じた有棘細胞癌　
165

森　紳太郎……陰茎 包 皮 に 生 じ たbalanitis xerotica 
obliterans　1033

森　　龍彦……drug-induced hypersensitivity syndrome
略治後に心筋梗塞で死亡した例　249

森　　知花……malignant melanoma in situの2例　1165
森村　壮志……直腸癌の穿孔による腰臀部ガス壊疽　

129
盛島　美弥……heredi tar y papulotranslucent acro-

keratoderma　1057
森下ナオミ……BCG接種後に生じた壊疽性丘疹状結核

疹　753
森田　明理……下腿に生じたミノサイクリン塩酸塩によ

る色素沈着　357，糖尿病に合併した環状弾力線維融
解性巨細胞肉芽腫　953

森田　栄伸……ネフローゼ症候群を伴った先天性魚鱗癬
様紅皮症　41，loop-mediated isothermal amplification

（LAMP）にてHLA-A＊3101を迅速検出したカルバマゼ
ピンによるDIHSの2例　225，早期体験実習の一場面　
685，第70回日本皮膚科学会西部支部学術大会を終え
て　686

守内　玲寧……急激な経過をたどった，CD56陽性・
ALK陰性全身型未分化大細胞リンパ腫　169

森脇　真一……UVA曝露でサンバーンを繰り返すUV 
recall現象　385，成人期に確定診断に至った骨髄性
プロトポルフィリン症　657

森実　　真……DIHS発症後皮膚にGVHD様反応が長期
に続いた例　245，Common diseaseであるが特異的
薬剤のないウイルス性皮膚疾患　886，ヘルペス型水
疱の形成機序を考える　983

向井　秀樹……原著から学ぶ皮膚科学　83，画期的な
アトピー治療の幕開け　297，看過と紹介遅延　801

向井みれ以……Aspergillus nigerによる原発性皮膚アスペ
ルギルス症─保育器管理下の超低出生体重児─　
425

棟方　貴子……当科で経験したマムシ咬傷26例の臨床的
検討　608，スズメサシダニ刺症　933

村上　正基……第33回日本乾癬学会学術大会　274
村上めぐみ……Vibrio vulnificusによる壊死性筋膜炎　
629

村上　美穂……Merkel細胞癌─多臓器転移の病理解
剖症例─　965

村田　　哲……川崎病治療後に好酸球増多を伴って発症
した乳児好酸球性膿疱性毛包炎　441，脂漏性角化症
の病変内に生じた基底細胞癌　1161

村田　洋三……「母斑という日本語」はどこから来たの
か？　何者か？ どこへ行くのか？　Dʼoù vient-nevus？ 
Quʼest-nevus？ Où va-nevus？　13

室田　浩之……BCG接種後に発症した腺病性苔癬　937

n
永井　晶代……ヒトヘルペスウイルス6Bをウイルス分

離培養で同定した薬剤性過敏症症候群　221
永野　佳那……ネフローゼ症候群を伴った先天性魚鱗癬

様紅皮症　41
長岡　義晴……歌舞伎症候群の典型例　469
中田　　礼……糖尿病に合併した環状弾力線維融解性巨

細胞肉芽腫　953
中田　　茅……足趾末梢循環不全をきたしたクラゲ刺傷　
633，pseudoxanthoma elasticum-like papillary dermal 
elastolysis　1045
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中川　秀己……ケセラセラ皮膚科人生　278
中川　浩一……無疹部の皮膚生検が診断の一助となった

全身性アミロイドーシス　325，関節リウマチに合併
したself-healing papular mucinosis　337，通常の鍼治
療によって生じた限局性銀皮症　1137

中川　真理……局所麻酔薬が原因と考えた術後左大腿部
皮疹　149

中川　智絵……小児Langerhans cell histiocytosis（LCH）
の2例　473

中川　優生……loop-mediated isothermal amplification
（LAMP）にてHLA-A＊3101を迅速検出したカルバマゼ
ピンによるDIHSの2例　225

中川　幸延……B型肝炎ウイルスの関与を考えたDIHS/
DRESS疑い例　229

中井　康雄……腋窩，鎖骨上リンパ節，肺転移をきたし
た右側胸部原発基底細胞癌　1157

中島　英貴……自然退縮した乳児筋線維腫　945
中島喜美子……手足口病に続発した多形紅斑　621，自

然退縮した乳児筋線維腫　945，小児の線状硬化性萎
縮性苔癬　1025

中村　文香……爪甲 色 素 線 条 を 伴った 爪 部Bowen病　
865

中村晃一郎……アートメイク施術部に瘢痕浸潤を生じた
サルコイドーシス　1061

中村　友果……新生児エリテマトーデス（NLE）の兄弟例　
457

中野　　創……先天性爪甲硬厚症─ケラチン6a遺伝子
変異による孤発例─　53，成人期に確定診断に至っ
た骨髄性プロトポルフィリン症　657，当科における
多発基底細胞癌の統計　1103

尹　　浩信……骨髄性プロトポルフィリン症の家族例　
17

中島　昭奈……Merkel細胞癌─多臓器転移の病理解
剖症例─　965

中島　真以……BCG接種後に生じた丘疹状結核疹　429
中島　竜太……重篤な症状を呈したが救命できた重症マ

ムシ咬傷　641
中塚　万莉……血液中に一過性のHHV-6 DNAコピー数

の上昇を確認しえた薬剤性過敏症症候群（DIHS）　
217

中山　文恵……臀部慢性膿皮症から生じた有棘細胞癌　
165

並木　　剛……四肢に滲出性紅斑を呈した伝染性単核球
症　921

根木　　治……当院で経験したカルシフィラキシスの2
例　1133

根岸麻有子……TENとの鑑別を要したDIHS　257
新原　寛之……loop-mediated isothermal amplification
（LAMP）にてHLA-A＊3101を迅速検出したカルバマゼ
ピンによるDIHSの2例　225

新島　靖子……多形紅斑と角層下膿疱を呈した非典型手
足口病　757

新山　史朗……足趾末梢循環不全をきたしたクラゲ刺傷　
633，pseudoxanthoma elasticum-like papillary dermal 
elastolysis　1045，頬部に生じた脂腺腫　1069

新関　寛徳……自然退縮を認めたproliferative nodulesを
伴った神経皮膚黒皮症　29

西田　絵美……糖尿病に合併した環状弾力線維融解性巨
細胞肉芽腫　953

錦織千佳子……LEOPARD症候群　25，色素性乾皮症D
群の小児　57，播種性クリプトコッカス症─丘疹-
紅皮症（太藤）治療中に皮膚生検を契機に診断に至った
1例─　565，第35回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大
会を終えて　883

西原　克彦……患者用トイレの暖房便座を介した疥癬の
集団感染　145

西本　周平……若年女性の右手首，右肘窩，右肩甲骨部
に生じた硬化性萎縮性苔癬　1029

西村　友紀……薬剤性過敏症症候群診療における血清
TARC値の有用性　266

西岡　　清……原著から学ぶ皮膚科学　83
西山　智司……播種性クリプトコッカス症─丘疹-紅

皮症（太藤）治療中に皮膚生検を契機に診断に至った1
例─　565

西山　茂夫……生態43　91，生 態44　179，生 態45　
271，生態46　383

西澤　　綾……基礎疾患のない患者に生じた播種型スポ
ロトリコーシス　561

延山　嘉眞……heredi tar y papulotranslucent acro-
keratoderma　1057

野口　博光……ボリコナゾールで治療したExophiala 
jeanselmeiによる皮下黒色菌糸症　541，エフィナコ
ナゾール爪外用液で治療したFusarium oxysporumによ
る爪無色菌糸症　817

野尻　由佳……下腿に生じたミノサイクリン塩酸塩によ
る色素沈着　357

野村　佳弘……打撲を契機に発症した大型のacquired 
periungual fibrokeratoma　845

野村　祐輝……成人男性に発症した可視光線を作用波長
とする日光蕁麻疹の3例　649

沼田　智史……臀部慢性膿皮症から生じた有棘細胞癌　
165

o
落合　豊子……抗セントロメア抗体陽性の全身性強皮症

を合併した爪扁平苔癬　829
小川　文秀……BCG接種後に発症した腺病性苔癬　937
小川　哲史……家族内伝播したMRSAによるブドウ球菌

性熱傷様皮膚症候群　421
小川　吉司……慢性甲状腺炎を合併したアロプリノール
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による薬剤性過敏症症候群　213
荻根沢真帆子……Borrelia miyamotoiとライム病ボレリ

アの共感染により認められた遊走性紅斑　913
大原満梨奈……malignant melanoma in situの2例　1165
大橋　威信……過去16年間に当科で経験した弾性線維性

仮性黄色腫患者24例の集計　1005
大場　　操……爪症状を伴った先天性皮膚カンジダ症　
545

大荷　満生……運動と食事療法により改善した発疹性黄
色腫　345

大西　誉光……拇指爪下外骨腫　853
大澤　梨佐……手足口病に続発した多形紅斑　621，自

然退縮した乳児筋線維腫　945
大嶋雄一郎……色素性病変に対するoblique-view der-

moscopyの実践と有用性　1141
太田　　勲……チタンが検出された口腔粘膜色素斑　

353
大槻マミ太郎……川崎病治療後に好酸球増多を伴って発

症した乳児好酸球性膿疱性毛包炎　441，脂漏性角化
症の病変内に生じた基底細胞癌　1161

大山　　学……運動と食事療法により改善した発疹性黄
色腫　345

大石　直人……巨大なインスリンボール　369
大磯　直毅……coccygeal pad　137，右腰部に生じた

tumoral calcinosis　361，erosive pustular dermatosis 
of the scalp　741

岡林　　綾……無疹部の皮膚生検が診断の一助となった
全身性アミロイドーシス　325，関節リウマチに合併
したself-healing papular mucinosis　337，通常の鍼治
療によって生じた限局性銀皮症　1137

岡田　寛文……脂漏性角化症の病変内に生じた基底細胞
癌　1161

岡田　修子……10代の姉弟にみられた基底細胞母斑症候
群（Gorlin症候群）　21

岡橋　一憲……coccygeal pad　137
岡本　祐之……成人男性に発症した可視光線を作用波長

とする日光蕁麻疹の3例　649
岡本　麻希……混合性結合組織病としての経過観察中に

全身性エリテマトーデスを伴い発症したSweet病　
749

岡本奈都子……成人女性の播種状黄色腫─レーザー治
療で整容的改善を得た症例─　349，集簇した紅色
丘疹を呈した前立腺癌の皮膚転移　969

岡本　　修……重篤な症状を呈したが救命できた重症マ
ムシ咬傷　641

岡﨑　沙麗……手足口病に続発した多形紅斑　621
奥井　太郎……Zinsser-Cole-Engman症候群　1049
大熊　未佳……歌舞伎症候群の典型例　469
奥沢康太郎……symmetrical lividities of the palms and 

soles　653

大西　正純……会陰部に発症したHPV16型陽性のBowen
癌　1153

小野　竜輔……色素性乾皮症D群の小児　57
小野寺まゆ子……aquagenic wrinkl ing of  the palms　
1053

小野江明日香……抗セントロメア抗体陽性の全身性強皮
症を合併した爪扁平苔癬　829

大原関利章……pseudoxanthoma elasticum-like papillary 
dermal elastolysis　1045

折目　真理……Borrelia miyamotoiとライム病ボレリア
の共感染により認められた遊走性紅斑　913

大迫　順子……HPV型検索を施行したbowenoid papulo-
sisの3例　1149

大松　華子……水疱を呈しアミロイドA蛋白の沈着を認
めた全身性アミロイドーシス　321

大島　直也……シロリムス外用薬が有効であった結節性
硬化症に伴う葉状白斑と血管線維腫　1017

太田　有史……Laugier-Hunziker-Baran症候群　833
太田真由美……感染を伴った限局性リンパ管腫　153
大田　美智……糖尿病患者に発症したカンジダ性毛瘡　
537

大谷　翼伶……生物学的製剤による治療中に水疱性類天
疱瘡を続発した膿疱性乾癬　725

大塚　幹夫……免疫チェックポイント阻害薬による白斑
と臨床効果の関連　998

大矢　和正……clear cell hidradenoma　1109
小山　千草……ネフローゼ症候群を伴った先天性魚鱗癬

様紅皮症　41
尾山　徳孝……c-kit遺伝子変異を解析しえた新生児発症

の皮膚肥満細胞症の2例　445，抗真菌薬の外用療法
が奏効したCandida guilliermondiiによるカンジダ性爪
囲爪炎　813

小笹　美蘭……Laugier-Hunziker-Baran症候群　833
小澤　雅邦……transverse nasal crease　61

s
斎田　俊明……「母斑」という用語について： 私の意見　

99
齋藤　生朗……水疱を呈しアミロイドA蛋白の沈着を認

めた全身性アミロイドーシス　321
斉藤　隆三……年頭にあたって　5，原著から学ぶ皮膚

科学　83，初詣　95，雪　189，春の雪　283，夕桜　
393，新緑　501，ときに癒し　515，柳　591，夏蒲
団　691，蝉　791，蜩　887，秋の蝶　985，シェアー
ド・ディシジョン・メイキング　997，落葉　1085，
雪吊り　1185

齋藤晋太郎……異所性石灰化を契機に診断したWerner
症候群　1041

坂ノ上正直……脂腺母斑上に生じた毛芽腫　37
佐野　栄紀……手足口病に続発した多形紅斑　621，自
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然退縮した乳児筋線維腫　945，小児の線状硬化性萎
縮性苔癬　1025，第71回日本皮膚科学会西部支部学
術大会　1179

佐野　信也……eccrine angiomatous hamartoma　49
猿田　祐輔……虫刺を契機に発症した好酸球性環状紅斑　
941，congenital melanotic macules of the tongueを疑
い経過観察中の症例　1117

笹木　慶子……歌舞伎症候群の典型例　469
佐々木美紀……抗セントロメア抗体が陽性であった右Ⅱ

指に生じた皮膚石灰沈着症　825
佐藤　篤子……川崎病治療後に好酸球増多を伴って発症

した乳児好酸球性膿疱性毛包炎　441
佐藤　浩子……爪部扁平上皮癌　869
佐藤　　梢……Borrelia miyamotoiとライム病ボレリア

の共感染により認められた遊走性紅斑　913
佐藤　隆亮……陥入爪に伴う爪囲肉芽の悪化要因につい

て　861
佐藤　貴浩……基礎疾患のない患者に生じた播種型スポ

ロトリコーシス　561，エフィナコナゾール爪外用液
で治療したFusarium oxysporumによる爪無色菌糸症　
817

佐藤　崇興……急性汎発性膿疱性細菌疹様の掌蹠外膿疱
が先行した掌蹠膿疱症性骨関節炎　729

佐藤　友隆……右拇趾に生じたHPV52型陽性のBowen病　
821

佐藤　由似……抗セントロメア抗体が陽性であった右Ⅱ
指に生じた皮膚石灰沈着症　825

澤田　香織……カルシフィラキシスの関与が疑われた下
腿混合性皮膚潰瘍　1121

澤田　昌樹……非代償性肝硬変症患者に発症したクリプ
トコッカス症　925

澤村　大輔……先天性爪甲硬厚症─ケラチン6a遺伝子
変異による孤発例─　53，慢性甲状腺炎を合併し
たアロプリノールによる薬剤性過敏症症候群　213，
当科における多発基底細胞癌の統計　1103

佐山　浩二……劣性栄養障害型表皮水疱症　45，患者
用トイレの暖房便座を介した疥癬の集団感染　145

妹尾　和己……痛風発作を自覚することなく発症した痛
風結節　373

渋谷　真美……成人女性の播種状黄色腫─レーザー治
療で整容的改善を得た症例─　349，集簇した紅色
丘疹を呈した前立腺癌の皮膚転移　969

椎名　雄樹……アートメイク施術部に瘢痕浸潤を生じた
サルコイドーシス　1061

島田　眞路……eccrine angiomatous hamartoma　49，
シロリムス外用薬が有効であった結節性硬化症に伴う
葉状白斑と血管線維腫　1017

清水　　晶……HPV型検索を施行したbowenoid papulo-
sisの3例　1149，会陰部に発症したHPV16型陽性の
Bowen癌　1153

清水　秀樹……インフリキシマブからウステキヌマブ変
更後にも逆説的副反応として出現した膿疱性乾癬　
721

清水　皓己……ベキサロテンが奏効したSézary症候群　
961

清水　奈美……無疹部の皮膚生検が診断の一助となった
全身性アミロイドーシス　325，関節リウマチに合併
したself-healing papular mucinosis　337

清水　聡子……急激な経過をたどった，CD56陽性・
ALK陰性全身型未分化大細胞リンパ腫　169

清水　忠道……EDA遺伝子に新規変異を同定したX連鎖
性低汗性外肺葉形成不全症の1家系　465，過敏性腸
症候群を合併したnail-patella症候群　849

下村　　裕……EDA遺伝子に新規変異を同定したX連鎖
性低汗性外肺葉形成不全症の1家系　465，LIPH遺伝
子変異による異常は頭髪だけか？　1087

新熊　　悟……劣性栄養障害型表皮水疱症　45
篠原　恵美……若年女性の右手首，右肘窩，右肩甲骨部

に生じた硬化性萎縮性苔癬　1029
塩原　哲夫……厳しい試練のみが道を拓く　778
塩見　真佑……symmetrical lividities of the palms and 

soles　653
塩谷　彩子……治療経過中に髄膜脳炎を併発したツツガ

ムシ病　637
白濱　茂穂……爪症状を伴った先天性皮膚カンジダ症　
545，老化のせい？　1084

白井　京美……monoclonal gammopathy of undetermined 
significance（MGUS）に伴う全身性アミロイドーシス　
317

白井　洋彦……Sjögren症候群に合併した皮膚AAアミロ
イドーシス　329

白築　理恵……loop-mediated isothermal amplification
（LAMP）にてHLA-A＊3101を迅速検出したカルバマゼ
ピンによるDIHSの2例　225

庄田裕紀子……hobnail hemangioma（targetoid hemosid-
erotic hemangioma）　949

園延　尚子……Sjögren症候群に合併した皮膚AAアミロ
イドーシス　329

末木　博彦……糖尿病患者に発症したカンジダ性毛瘡　
537，虫刺を契機に発症した好酸球性環状紅斑　941，
congenital melanotic macules of the tongueを疑い経過
観察中の症例　1117

陶守真貴子……急性期に合併した細菌感染症に対する治
療のみで軽快した薬剤性過敏症症候群　241

須賀　　康……ダーモスコピーが診断に有用であった
Trichophyton rubrumによる爪甲色素線条　533，膿疱
性乾癬様皮疹を呈したMicrosporum canisによる急性
汎発性浅在性白癬　549，当院で経験したカルシフィ
ラキシスの2例　1133

菅原　弘二……白髪の発毛は円形脱毛症の回復期の証拠
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か？　495
菅谷　　誠……直腸癌の穿孔による腰臀部ガス壊疽　

129
杉江　瑠美……旋尾線虫type Xによると思われるcreep-

ing disease　929
杉下　和之……巨大なインスリンボール　369
杉浦　一充……ネフローゼ症候群を伴った先天性魚鱗癬

様紅皮症　41，ヒトヘルペスウイルス6Bをウイルス
分離培養で同定した薬剤性過敏症症候群　221，好中
球細胞外トラップと皮膚疾患　602，CARD14遺伝子
多型を有する小児汎発性膿疱性乾癬　761，Zinsser-
Cole-Engman症候群　1049，高圧酸素療法が著効し
下肢温存できた壊死性軟部組織感染症　1125

杉山　聖子……急性期に合併した細菌感染症に対する治
療のみで軽快した薬剤性過敏症症候群　241

鈴木　明子……高圧酸素療法が著効し下肢温存できた壊
死性軟部組織感染症　1125

鈴木　瑛子……HPV型検索を施行したbowenoid papulo-
sisの3例　1149

鈴木　　皓……Laugier-Hunziker-Baran症候群　833
鈴木　寛丈……抗セントロメア抗体陽性の全身性強皮症

を合併した爪扁平苔癬　829
鈴木　麻生……アムロジピンによる光線過敏型薬疹　

645
鈴木茉莉恵……抗セントロメア抗体が陽性であった右Ⅱ

指に生じた皮膚石灰沈着症　825
鈴木　　緑……erosive pustular dermatosis of the scalp　
741

鈴木　長男……痛風発作を自覚することなく発症した痛
風結節　373，夏季に増悪する頸胸部に限局した
Darier病　669

t
多田　弥生……拇指爪下外骨腫　853
田口詩路麻……治療経過中に髄膜脳炎を併発したツツガ

ムシ病　637，clear cell hidradenoma　1109
高原　正和……紫斑を呈した続発性ムーコル症　573
高橋　　綾……自然退縮した乳児筋線維腫　945
高橋　秀典……抗真菌薬の外用療法が奏効したCandida 

guilliermondiiによるカンジダ性爪囲爪炎　813
高橋　宏治……水疱を呈しアミロイドA蛋白の沈着を認

めた全身性アミロイドーシス　321
高橋　一夫……経過中敗血症，急性腎不全，無顆粒球症，
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