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　急性膵炎を合併した結節性多発動脈炎
　	  佐藤　友紀，菊池　智子，大野麻衣子，原口　祐子，古賀　恒久，古江　増隆 520
　左下肢切断に至った皮膚型結節性多発動脈炎
　	  田中　　諒，廣松　佳南，新川　宏樹，舩越　　建，稲積　豊子，谷川　瑛子 524
　好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 	  南原優希奈，鳥居　秀嗣，菊田　　修，大河内康実 528
　難治性皮膚潰瘍を伴った多発血管炎性肉芽腫症
　	  阿部　敏郎，武藤　一考，名嘉眞武国，藤本　京子，井田　弘明，猿田　　寛 532
皮膚科診断講座　疥癬の針摘除 	  和田　康夫 536
私の視点　場所の記憶 	  今福　信一 537
リレーエッセイ　私のワークライフバランス　ペイ・フォワード 	  岸部　麻里 538
皮心伝心　なが～いお付き合い 	  岩澤うつぎ 540
診察室の四季　梅雨 	  斉藤　隆三 541
皮膚科のトリビア　第180回 	  浅井　俊弥 542
声　「成人の凍瘡」（Vol.42，No.4 臨床例）を読んで 	  544

7月号：小児のアレルギー性皮膚疾患　最近のトレンド
Editorial　ゲノム医療 	 	向井　秀樹	 551
Editor’s eye		 	馬場　直子	 553
Topics
　アトピー性皮膚炎と食物アレルギー ―経皮感作とアレルギーマーチ― 	  梶田　直樹，成田　雅美 554
　小児アレルギーと舌下免疫療法 	  勝沼　俊雄 560
展望　小児アトピー性皮膚炎のフェノタイプ ―出生コホート研究より― 	  山本貴和子，大矢　幸弘 564
臨床例
　顔面全体の著明な発赤と浮腫を伴った，デュアック®配合ゲルによる接触皮膚炎の2例
　	  向所　純子，三村　慶子，遠藤　　恵，杉山　朝美，松永佳世子，松倉　節子 568
　リップクリームの使用でアナフィラキシーを呈したマカダミアナッツアレルギー
　―マカダミアナッツオイルは即時型アレルギー症状の原因となりうる―
　	  宇根岡　慧，二瓶　真人，秋　はるか，堀野　智史，三浦　克志 572
　増強波長を有する日光蕁麻疹の小児例 	  野村　祐輝，上津　直子，山﨑　文和，岡本　祐之 576
　未成年の慢性特発性蕁麻疹に対するオマリズマブ治療 ―良好な治療効果を得た3例―
　	  丹羽　悠介，葉山　惟大，伊東　真奈，遠藤　嵩大，藤田　英樹，照井　　正 580
　アセトアミノフェンによる急性汎発性発疹性膿疱症 	  吉川　英樹，竹元　將人，江口　太助 584
　10歳男児に生じた非典型薬剤性過敏症症候群
　	  武井　華子，大草　健弘，笠　ゆりな，大歳　晋平，渡辺　秀晃，中田土起丈 588
　BCG接種後，結核疹が先行した後に生じた皮膚結核性肉芽腫
　	  中尾　将治，大石　直人，福井　米正，久保　勝之 592
　乳幼児の金属アレルギー 	  星野雄一郎，畑　三恵子 596
　低身長と緑内障をきたしたアトピー性皮膚炎 ―小児へのステロイド使用と副作用―
　	  佐久間弘子，増山　　郁，鈴木奈緒子，平井　香織，大原信一郎，久米　一成 600
　コントロール不良なアトピー性皮膚炎に合併した化膿性股関節炎 	  須田裕一郎，三宅　能成 606
　重症アトピー性皮膚炎の乳児例 ―不適切な治療による著明な成長・発達障害，低蛋白血症―
　	  井上　貴晴，八木　久子，佐藤幸一郎，西田　　豊，荒川　浩一，滝沢　琢己 610
　乳幼児期発症の青年期アトピー性皮膚炎 ―デュピルマブ投与が著効した3例―
　	  安藤　裕輔，吉原　重美 614
　二次性副腎機能不全を伴う難治性アトピー性皮膚炎に対し，シクロスポリン内服が有効であった例
　	  村上　洋子，杉山　晃子，西江　温子，小田嶋　博 618
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私の視点　皮膚科研究医のアドバンテージ 	  佐野　栄紀 623
知って得する最新情報　自己炎症性角化症 	  秋山　真志 624
リレーエッセイ　私のワークライフバランス　仕事と家庭，両立のtips 	  中島沙恵子 626
皮心伝心　カビを育てる 	  楠原　正洋 628
診察室の四季　さくらんぼ 	  斉藤　隆三 629
皮膚科のトリビア　第181回 	  浅井　俊弥 630

『皮膚病診療』42年目のリニューアルによせて 	 	 632
声　「仕事と家庭」（Vol.42, No.1)を読んで
　　「増悪期に皮膚白血球破砕性血管炎を合併した皮膚動脈炎」（Vol.42，No.6 臨床例）を読んで 	  635

8月号：新しい角化異常症の世界
Editorial　新しい日常 	 	浅井　俊弥	 641
Editor’s eye 	 	浅井　俊弥	 643
Topics
　抗PD-1抗体製剤による角化性紅斑性局面を呈した症例の病理学的特徴 	  藤井　瑞恵，山本　明美 644 
　汗孔角化症：明らかになり始めた分子病態 	  久保　亮治 650
総説　新しい角化異常症の世界		 	武市　拓也，秋山　真志	 656
臨床例
　Morton病の発症を契機に診断された点状掌蹠角化症 
　	 	境井　尚大，北見　由季，山内　輝夫，末木　博彦，中野　　創	 662
　Hereditary papulotranslucent acrokeratoderma（HPA）
　	 	挽地　史織，森澤　紘美，高松　紘子，原田　佳代，占部　和敬	 666
　多彩な皮疹の配列を示した融合性細網状乳頭腫症
　	 	古山　千晶，神谷　浩二，前川　武雄，小宮根真弓，村田　　哲，大槻マミ太郎	 670
　ビタミンA内服療法の併用が有効であった若年発症古典型毛孔性紅色粃糠疹
　	 	馬場　裕子，河原　由恵	 674
　乾癬様皮疹を続発したHailey-Hailey病		 	原　　知之，辻岡　　馨	 678
　Darier病の父娘例		 	中村真由香，伊藤絵里子，古村　南夫，古江　増隆	 682
　Hyperkeratosis of nipple and areolaの治療経験		 	眞田紗代子，中岡　啓喜，藤山　幹子	 686
　薬剤誘発性と考えられる表在播種型汗孔角化症
　	 	琴　　基天，岡崎　　静，佐伯　秀久，幸野　　健，神田奈緒子	 690
　骨髄移植後に生じた汗孔角化症		 	黒澤菜美子，安田　綾子，袋　　幸平，岡村　友紀
　	 泉　佳菜子，中村　和子，馬場　直子，蒲原　　毅	 694
　肝細胞癌診断の契機となった汗孔角化症		 	加藤友久美，足立　秀禎，鈴木　伸吾，森田　　清	 698
　ジクロフェナクナトリウムゲルが難治性の瘙痒に奏効した汗孔角化症の2例		 	伊藤宏太郎	 702
　食道および中咽頭の扁平上皮癌を伴ったacrokeratosis paraneoplastica（Bazex症候群）
　	 	蒲原　　毅，岡村　友紀，中村　和子，浅井　俊弥	 706
医療事故の対策と問題点　臨床医に役立つリスクマネジメント：病院の場合		 	松村　由美	 710
私の視点　問診票を読み取る		 	椛島　健治	 715
日常診療に役立つ豆知識　アトピー性眼瞼炎		 	天野　博雄	 716
リレーエッセイ　私のワークライフバランス　しなやかに，能動的に，自分の立ち位置を意識する
　	 	堀　　仁子	 718
皮心伝心　紫外線防御対策		 	島田　辰彦	 720
診察室の四季　花火		 	斉藤　隆三	 721
皮膚科のトリビア　第182回		 	浅井　俊弥	 722
声　「『増悪期に皮膚白血球破砕性血管炎を合併した皮膚動脈炎』（Vol.42，No.6 臨床例）を読んで」へのコメント
　	 	 724

9月号：乾癬は奥深い
Editorial　Web講演会 	  斉藤　隆三 731
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Editor’s eye 	 	山本　俊幸	 733
Topics　乾癬性関節炎の最近のトピックス 	  山本　俊幸 734
展望　乾癬に特有なKöbner現象の病態に迫る ―表皮細胞由来CCL20の重要性とその展望―
　	 	古江　和久，古江　増隆	 740
統計
　岐阜大学における妊娠合併乾癬患者6例の治療経験		 	水谷　陽子，清島真理子	 746
臨床例
　Superimposed linear psoriasis（SLP） 	  佐藤　篤子，小宮根真弓，村田　　哲，大槻マミ太郎 754
　日光角化症に対するイミキモドクリームで誘発された乾癬
　	  妹尾　春佳，山崎　　修，森実　　真，辻　　和英 758
　後腹膜膿瘍の治療により改善した難治性乾癬
　	  佐藤　真由，遠藤　麻衣，森　　龍彦，平岩　朋子，菊池　信之，大塚　幹夫，山本　俊幸 762
　抗IL-17A抗体製剤使用中に2型糖尿病の改善を認めた尋常性乾癬
　	  三津山信治，安部　文人，木村　雅明，樋口　哲也 766
　黒色表皮腫を合併した尋常性乾癬 	  伊藤　　崇，山本　俊幸 770
　ダウン症候群に合併した尋常性乾癬 	  丹治　峻之，渡部　大輔，天野　博雄 774
　特発性血小板減少性紫斑病を合併した乾癬性関節炎 	  安岡紗哉香，和田　　誠，加藤　則人 778
　尋常性乾癬と全身性エリテマトーデスの合併例 ―顔面皮疹の鑑別に迷う症例―
　	  山﨑　雄貴，松尾　晋祐，佐藤　貴浩 782
　グセルクマブ投与により顔面浮腫をきたした膿疱性乾癬
　	  安念　節晃，井上　多恵，松坂　美貴，五十嵐　努，多田　弥生，出光　俊郎 786
　掌蹠膿疱症の寛解後に汎発性膿疱性乾癬を発症し，インフリキシマブにより多形慢性痒疹が誘発された例
　	  鈴木　　草，小林　圭介，片桐　一元 790
　齲歯の治療により著明に改善した汎発性膿疱性乾癬
　	  中井　一花，大霜　智子，鷲見　知彦，増井　雄治，立石　千晴，鶴田　大輔 794
　アプレミラスト内服後に皮疹の増悪がみられた尋常性乾癬
　	  鶴町　宗大，木村有太子，金子　高英，髙森　建二，須賀　　康 798
医療事故の対策と問題点　臨床医に役立つリスクマネジメント：診療所の場合 	  永井　弥生 803
知って得する最新情報　メラノーマの最新情報 	  宇原　　久 808
私の視点　ジベルバラ色粃糠疹の原因ウイルス 	  川村　龍吉 809
学会ハイライト　第119回日本皮膚科学会総会を終えて 	  高橋　勇人，天谷　雅行 810
リレーエッセイ　私のワークライフバランス　皮膚科医15年―変化し続けるワークライフバランス―
　	  柴田　　彩 814
皮心伝心　心に残る患者さんと私の皮膚科医人生 	  森岡　眞治 816
診察室の四季　猛暑 	  斉藤　隆三 817
皮膚科のトリビア　第183回 	  浅井　俊弥 818
声　アタマジラミ症にスミスリン®ローション5％は有効なのでしょうか？
　　アドレナリン不応症（？）のアナフィラキシーについて 	  820

10月号：新時代を迎えたアトピー性皮膚炎
Editorial　Ruiterの血管炎 	  山本　俊幸 827
Editor’s eye 	 	向井　秀樹	 829
Topics
　アトピー性皮膚炎患者におけるデュピルマブ関連結膜炎；Dupilumab associated conjunctivitis（DAC）
　	  勝田　倫江 830
統計　当科におけるアトピー性皮膚炎62例に対するデュピルマブの有効性および安全性の検討
　	  福田　英嗣，髙橋　美咲，原田　侑弥，向井　秀樹 837
展望　アトピー性皮膚炎の今後，期待される治療法 	  佐伯　秀久 844
研究
　タクロリムス軟膏でなぜ痒くなるのか 	  大塚　篤司 850
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臨床例
　内因性アトピー性皮膚炎 	  戸倉　新樹 856
　ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合剤内服により副腎抑制がおきた小児例
　	  松田　杏奈，下村　尚子，安部　　希，下村　　裕 862
　アトピー性皮膚炎患者に生じたwhite fibrous papulosis 	  原田　侑弥，横内　　幸，福田　英嗣 866
　悪化因子対策が症状改善に必要であった，デュピルマブの使用症例
　	  小澤　麻紀，髙橋　隼也，相場　節也 870
　アトピー性皮膚炎におけるシクロスポリンの使用経験のまとめ 	  竹中　　基，室田　浩之 874
　乾癬やアトピー性皮膚炎への生物学的製剤使用による臨床像の変化
　	  長野有花子，波部　幸司，山中　恵一 878
　デュピルマブ投与にて軽快した円形脱毛症を合併したアトピー性皮膚炎の2例
　	  竹尾　友宏，石黒　暁寛，内田　理美，柳下　武士，大嶋雄一郎，渡辺　大輔 882
　顕著な手背の苔癬化を伴うアトピー性皮膚炎にデュピルマブが有効であった例
　	  山本美友貴，長谷川隆哉，山本　俊幸 886
　デュピルマブが，アトピー性皮膚炎の患者でのアセチルコリンを用いた発汗誘発試験に与える影響
　	  中村　俊介，本多　　舞，竹中　　基，室田　浩之 890
　アトピー性皮膚炎と好酸球性膿疱性毛包炎の合併 	  大泊　　香，片岡　葉子 896
　高齢者アトピー性皮膚炎 	  種井　良二，長谷川康子 902
案件から学ぶ医療事故の対策と問題点　長期ステロイド薬による緑内障を生じた例 	  向井　秀樹 906
知って得する最新情報　アトピー性皮膚炎の最新の生物学的治療薬 	  向井　秀樹 908
リレーエッセイ　私のワークライフバランス
　ワークライフバランス（WLB）＆アンバランス（WLU）のバランス感覚 	  岸本　和裕 910
皮膚科医学史　『続日本紀』と疫病 	  服部　　瑛 912
皮心伝心　逃げずに踏みとどまり，見届ける 	  原田　和俊 920
診察室の四季　秋雨 	  斉藤　隆三 921
皮膚科のトリビア　第184回 	  浅井　俊弥 922
声　「乾癬様皮疹を続発したHailey-Hailey病」を読んで 	 	 924
私の視点　皮膚の色：在沖軍人のBCCと乾癬 	  高橋　健造 925

11月号：潰瘍をきたす疾患
Editorial　患者のトリセツ 	 	向井　秀樹	 931
Editor’s eye 	 	馬場　直子	 933
Topics　癌性潰瘍に対するマネジメント 	  吉野　公二 934
治療
　術後皮膚欠損への植皮術における陰圧閉鎖療法の応用 	  戸村八蓉生，山田　勝裕，河野　通浩 939
　ガイドラインからみた褥瘡の局所療法 	  藤原　　浩 946
臨床例
　両下腿に潰瘍形成を繰り返したリポイド類壊死症 	  田中（三好）由華，竹本　朱美，中野　純二 952
　関節リウマチ患者に生じた非結核性抗酸菌症
　	  五十嵐由美，田中真百合，髙山　良子，帆足　俊彦，船坂　陽子，佐伯　秀久 956
　HIV感染症に合併した悪性梅毒
　	  山田　尚人，植田麻理子，竹田さゆり，椙村有里子，嘉陽　織江，清水　　真 960
　静脈高血圧が疑われた足背潰瘍 	  本田　理恵，伊藤　周作 964
　粘膜潰瘍を伴ったLangerhans細胞組織球症
　	  松本　千夏，駒井玲央奈，薄井　利大，佐藤　勘治，齊藤　典充 968
　リウマチ治療薬自己中断直後に下腿潰瘍を生じた悪性関節リウマチ
　	  植木結香里，高橋　甲介，中内　恵美，西岡　美南，山本　哲久，萩原　敬史 972
　潰瘍性大腸炎を合併したストーマ周囲壊疽性膿皮症
　	  大林三裕佳，西田　絵美，尾関　啓司，志賀　一慶，古橋　卓也，森田　明理 976
　広範囲のデブリードマンを行った小児のBuruli潰瘍
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　	  海野　俊徳，夏目　岳典，塚原　恵子，天野　芳郎，岩澤　幹直，久保　仁美 980
　ダビガトランが著効したリベド血管症 	  島田　京香，志水　陽介，中村　元泰，石河　　晃 984
　HIV感染患者に合併した陰部基底細胞癌
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馬場　裕子 	  674
波部　幸司 	  878
濱﨑洋一郎 	  118
浜田　　禅 	  140
林　周次郎 	  118
林部　一人 	  172
葉山　惟大 	  580
原　　知之 	  678
原口　祐子 	  520
原田　和俊 	  920
原田　佳代 	  666
原田　侑弥 	  837,	866
東　　直行 	  110
東　　裕子 	  358,	398
挽地　史織 	  666
樋口　哲也 	  766
平井　香織 	  600
平井　由花 	  406
平岩　朋子 	  762
平城　直子 	  1066
平澤　祐輔 	  430

平原　和久 	  342
廣瀬　康昭 	  122
廣松　佳南 	  524
福井　米正 	  592
福代　通人 	 	1102
福田　知雄 	  342
福田　英嗣 	  164,	837,	866
袋　　幸平 	  694
袋　　秀平 	  38
藤井　晴香 	  992
藤井　瑞恵 	  644
藤澤　康弘 	  388
藤田　英樹 	  580
藤本　京子 	  532
藤原　　浩 	  946
舩越　　建 	  524
船坂　陽子 	  956
古江　和久 	  740
古江　増隆 	  520,	682,	740,	992
古橋　卓也 	  976
古村　南夫 	  682
古屋　充子 	  426
古山　千晶 	  670
帆足　俊彦 	  956
星野雄一郎 	  596
細木　真紀 	  192
堀　　仁子 	  718
掘　　博志 	  1090
堀野　智史 	  572
本多　　皓 	  318,	506
本田　哲也 	  1018
本多　　舞 	  890
本田　理恵 	  512,	964

ま
前川　武雄 	  26,	670
牧野　公治 	  1106
牧野　貴充 	  1046
間嶋　佑太 	  486
増山　　郁 	  600
増井　雄治 	  794
増井由紀子 	  30
益田　浩司 	  202,	218,	1074
増田　容子 	  114
町野　　博 	  360
松尾　晋祐 	  206,	782
松尾　雄司 	  434
松岡　温子 	  398
松倉　節子 	  568,	996
松坂　美貴 	  786
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松田　杏奈 	  862
松田　智子 	  426
松立　吉弘		 	498
松永佳世子 	  568
松見　信平 	 	1090
松村奈津子 	  350
松村　由美 	  710
松本　崇直 	  1054,	1090
松本　千夏 	  968
松森　昭憲 	  502
眞鍋　　求 	  144
馬渕　智生 	  79
丸山　彩乃 	  202
三浦　克志 	  572
三浦　圭子 	  988
三浦　俊介 	  1082
水谷　陽子 	  746
水野　清香 	  346
三井　英俊 	  126
三津山信治 	  766
南原優希奈 	  528
峠岡　理沙 	  202,	218
三村　慶子 	  568
三宅　能成 	  606
宮地　秀明 	  274
宮本　千暁 	  498
向井　秀樹 	  6,	84,	95,	260,	373,	551,	829,	

837,	906,	908,	931,	1006
向所　純子 	  568,	996
武藤　一考 	  532
宗次　太吉 	  516
村尾　和俊 	  498
村上　洋子 	  618
村田　　哲 	  26,	670,	754
村山　直也 	  34
室田　浩之 	  34,	874,	890,	1115
望月　　隆 	  76
森　　龍彦 	  762
森　　康記 	  60
森岡　眞治 	  816
森実　　真 	  758
森田　明理 	  976
森田　栄伸 	  156,	1102
森田　　清 	  698
森　　裕美 	  374
森澤　紘美 	  666

や
八木　久子 	  610
安岡紗哉香 	  778

安田　綾子 	  694
矢田　未央 	  498
梁川　志保 	  60
柳澤　宏人 	  1002
柳下　武士 	  882
簗場　広一 	  346
矢西　正明 	  426
矢野優美子 	  214
八尋　知里 	  98
山内　輝夫 	  662
山口さやか 	  434
山崎　　修 	  758
山﨑佳那子 	  498
山﨑　直也 	  186
山﨑　文和 	  576
山﨑　雄貴 	  782
山下千佳紗 	  140
山田　真嗣 	  1054
山田　勝裕		 	939
山田　尚人 	  960
山田　七子 	  1098
山中　恵一 	  165,	878
山本　哲久 	  972
山本　明美 	  644
山元　　修 	  374,	1098
山本　俊幸 	  6,	 273,	 283,	 298,	 306,	 318,	

350,	371,	470,	478,	494,	506,	
733,	734,	762,	770,	827,	886,	
1034,	1059,	1110

山本美友貴 	  306,	478,	886
山本　祐介 	  512
山本貴和子 	  564
結城　大介 	  420
横内　　幸 	  866
横山　大輔 	  98
横山　知明 	  114
吉川　英樹 	  584
吉田有友子 	  238
吉野　公二 	  934
吉野　春香 	  52
吉原　重美 	  614
吉村　健佑 	  274
與那嶺周平 	  434

ら
笠　　芳紀 	  156

わ
鷲尾　　健 	  1116
鷲崎久美子 	  52



17

和田　秀文 	  996
和田　　誠 	  778
和田　康夫 	  44,	536
渡辺　彩乃 	  394
渡辺　正一 	  238
渡辺　大輔 	  882

渡辺　秀晃 	  152,	406,	588
渡部　裕子 	  68,	210
渡邉　裕子 	  38
渡邉　裕介 	  1082
渡部　大輔 	  394,	774
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あ
悪性関節リウマチ		 	 516,	972
悪性腫瘍		 	698
悪性梅毒		 	960
アクリレート		 	38
足壊疽		 	524
アセトアミノフェン		 	584
圧迫療法		 	964
アトピー性皮膚炎		 	 554,	564,	600,	606,	610,	

614,	618,	830,	837,	844,	
850,	856,	862,	866,	870,	
874,	878,	882,	886,	890,	
896

アトモキセチン塩酸塩		 	110
アナフィラキシー	 	104,	156,	572
アナフィラクトイド紫斑		 	478
アプレミラスト		 	798
アベルマブ		 	374
アミノキノリン誘導体		 	64
アレルギー		 	 192,	596
アレルギー性接触皮膚炎		 	34,	68,	72,	210,	218,	

568
アレルギーマーチ		 	554
医原性Cushing症候群		 	600
異時性多発		 	334
異時多発性		 	430
萎縮型（atrophic	variant）		 	406
イソチアゾリノン		 	60
イソプロピルメチルフェノール		 	72
遺伝子変異		 	382
遺伝性角化症		 	656
遺伝性半透明丘疹末端角化症		 	666
遺伝性平滑筋腫症・腎細胞癌症候群		 	426
イミキモド		 	 434,	758
医薬部外品		 	72
陰圧閉鎖療法		 	 939,	946
陰部潰瘍		 	968
インフリキシマブ		 	976
インフルエンザ		 	584
齲歯		 	794
え～パンダ		 	44
液性免疫		 	310
壊死起因性抗癌薬		 	186
エトレチナート		 	666
エポキシ樹脂		 	52
エリスロマイシン		 	218

エリブリン		 	 388,	416
塩化カルシウム		 	242
円形脱毛症		 	882
塩酸リドカイン		 	202
炎症性抗癌薬		 	186
炎症性線状疣贅状表皮母斑		 	754
エンドキサンパルス		 	532
円板状エリテマトーデス		 	1098
オープンテスト		 	64
黄色ブドウ球菌		 	606
オマリズマブ		 	 580,	1074
温熱性紅斑		 	1094

か
外因性		 	856
外陰部扁平苔癬		 	306
疥癬		 	1059
潰瘍		 	 516,	972
潰瘍性大腸炎		 	976
カインミックス		 	202
化学療法		 	416
夏季に増悪		 	682
角質増殖		 	686
過酸化ベンゾイル		 	568
可視光線UVA		 	576
下肢切断		 	524
下腿		 	314
家庭用品		 	14
化膿性股関節炎		 	606
過敏性血管炎		 	494
痒み		 	850
顆粒球単球吸着療法		 	746
顆粒球除去療法		 	976
カルバマゼピン		 	 118,	588
川崎病		 	1034,	1041
カレイ魚卵		 	1102
肝機能障害		 	144
眼瞼皮膚炎		 	214
汗孔角化症		 	690,	694,	698,	702
肝細胞癌		 	698
間擦部の紅斑		 	140
ガンシクロビル		 	532
間質性肺炎		 	516
関節症性乾癬		 	734
関節リウマチ		 	956
乾癬		 	 678,	740,	746,	754,	758,	766,	

770,	878

件 名 索 引
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汗腺向性		 	512
乾癬性関節炎		 	778
乾癬様皮疹		 	 644,	678
冠動脈ステント		 	234
眼軟膏		 	218
顔面重症		 	896
顔面浮腫		 	786
間葉系腫瘍		 	382
寒冷蕁麻疹		 	1074
寒冷曝露		 	324
基礎疾患		 	328
基底細胞癌		 	988
急性腎不全		 	498
急性膵炎		 	520
急性汎発性発疹性膿疱症		 	584
急速進行性糸球体腎炎		 	502
吸入性抗原		 	560
虚偽性障害		 	1002
強皮症		 	1046
局所麻酔薬		 	202
虚血性疼痛		 	1070
魚鱗癬様菌状息肉症		 	1054
筋炎特異抗体		 	302
菌状息肉症		 	1054
金属		 	596
金属アレルギー		 	856
筋肉ポンプ機能		 	964
グセルクマブ		 	786
クリオグロブリン		 	1086
クリオグロブリン血症		 	1082
クリオグロブリン血症性血管炎		 	498
クリオフィブリノゲン		 	1086
クローン増殖		 	650
クロラムフェニコール		 	288
クロラムフェニコール膣錠		 	288
経皮感作		 	554
頸部		 	866
経表皮排泄		 	1086
化粧品		 	72
毛染め		 	26
血液培養		 	506
結核疹		 	592
血管炎		 	 528,	1082
血管外漏出		 	 186,	242
血管拡張性肉芽腫		 	402
血管肉腫		 	388
血漿交換療法		 	498
血小板減少		 	778
結節性紅斑		 	 314,	318
結節性多発動脈炎		 	520

結節性痒疹		 	283
ケロイド		 	420
顕微鏡的多発血管炎		 	502
抗IL-17A抗体製剤		 	766
抗IL-23抗体		 	778
抗MDA5抗体		 	302
抗PD-1抗体製剤		 	644
口囲皮膚炎		 	862
好塩基球活性化試験

（basophil	activation	test：BAT）		 	156
硬化性苔癬		 	 306,	310
高ガンマグロブリン血症		 	350
口腔内潰瘍		 	968
膠原病		 	328
交叉反応		 	64,	134,	202,	1102
好酸球		 	786
好酸球性膿疱性毛包炎		 	896
口唇腫瘍		 	996
光線過敏		 	26
光線過敏型薬疹		 	122
光照射自己血清皮内テスト		 	576
光線照射テスト		 	576
抗てんかん薬		 	588
後天性寒冷誘発性発汗症候群		 	1078
後天性魚鱗癬		 	1054
後天性反応性穿孔性膠原線維症		 	1062
光毒性反応		 	122
広範囲の切除		 	980
紅斑型		 	134
後腹膜膿瘍		 	762
肛門管癌		 	338
高齢者		 	478
高齢者アトピー性皮膚炎		 	902
高齢者性乾皮症		 	1054
高齢女性		 	306
黒色表皮腫		 	770
骨髄移植		 	694
固定薬疹		 	118
古典型Kaposi肉腫		 	434
コバルト		 	234
ゴブレット細胞		 	830
コリスチン		 	218
コレステロール結晶塞栓症		 	1090
混合型		 	1082

さ
催奇形性		 	746
サイトカイン		 	798
サイトメガロウイルス感染症合併		 	532
痤瘡		 	568
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サルコイドーシス		 	314,	318,	512
サルコイド血管炎		 	512
酸化染毛剤		 	30
シアノアクリレート		 	198
ジェルネイル		 	38
歯科		 	192
耳介耳輪・対輪部暗紅色斑		 	302
色素沈着型薬疹		 	114
シクロスポリン		 	 618,	874
ジクロフェナクナトリウムゲル		 	702
自己抗体		 	310
自己免疫異常		 	310
システアミン塩酸塩		 	20
次世代シークエンサー		 	382
湿疹		 	98
紫斑		 	464
脂肪細胞		 	1094
脂肪肉腫		 	430
臭気		 	934
獣肉		 	1102
焼痂		 	1106
手掌側指関節周囲暗紅色斑・丘疹		 	302
出血		 	934
出生コホート		 	564
手背		 	886
瞬間接着剤		 	198
掌蹠膿疱症		 	790
小児		 	 	 	398,	564,	588,	674,	980
小児例		 	576
上皮化の促進		 	946
静脈うっ滞		 	964
職業		 	64
職業性接触皮膚炎		 	20,	30,	52
食道癌		 	706
植皮術		 	939
食物アレルギー		 	 554,	572
食物抗原		 	560
脂漏性乾癬		 	298
脂漏性皮膚炎		 	298
脂漏部位		 	682
脂漏部位紅斑		 	302
神経芽腫		 	694
神経梅毒		 	960
尋常性乾癬		 	 	 	298,	762,	774,	782,	798
尋常性魚鱗癬		 	1054
蕁麻疹		 	464
蕁麻疹様血管炎		 	464
水疱性エリテマトーデス		 	1098
水疱性類天疱瘡		 	283
ステロイド外用薬		 	206

ステロイド吸入薬		 	206
ステロイド緑内障		 	600
ストーマ周囲壊疽性膿皮症		 	976
ストラテラ®		 	110
成人		 	 346,	478
生物学的製剤		 	614,	762,	837,	878
脊髄刺激療法		 	1070
石灰化腱膜線維腫		 	398
節外性NK/T細胞リンパ腫		 	438
石灰沈着症		 	242
舌下免疫療法		 	560
接触皮膚炎		 	 14,	 26,	 38,	 44,	 56,	 64,	 192,		

198,	202,	206,	214,	222,	226,	
230,	870

接触皮膚炎症候群		 	30,	48,	60,	64,	292
セフェム系抗菌薬		 	156
セラミド		 	656
セルトリズマブペゴル		 	746
線維肉腫様変化		 	420
洗眼剤		 	210
染色体転座		 	382
全身炎症		 	766
全身型金属アレルギー		 	234
全身型形質細胞増多症		 	350
全身性エリテマトーデス（SLE）		 	328,	394,	782
全身性接触皮膚炎		 	234
全身麻酔		 	104
先天性魚鱗癬		 	656
染毛剤		 	26
増強波長		 	576
走査型電子顕微鏡		 	1094
創傷		 	740
足趾		 	398
足趾潰瘍		 	1090
足背潰瘍		 	964
続発性皮膚骨腫		 	402

た
ダーマボンド		 	198
ダーモスコピー		 	1062
第XIII因子		 	478
タイオーバー固定		 	939
苔癬化		 	886
苔癬型皮疹		 	644
大腸全摘術		 	976
ダウン症候群		 	774
多汗症		 	1078
タクロリムス		 	306
タクロリムス軟膏		 	850
多形紅斑		 	 292,	1098
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多形滲出性紅斑型薬疹		 	110
多形慢性痒疹		 	790
脱色素斑		 	754
脱ステロイド		 	610
多発関節炎		 	318
多発血管炎性肉芽腫症		 	532
多発性皮膚線維腫		 	394
ダビガトラン		 	984
チェックポイント阻害薬		 	388
チタン		 	192
注意欠陥・多動性障害		 	110
中咽頭癌		 	706
中毒性表皮壊死症		 	 144,	148
直接経口抗凝固薬		 	984
治療		 	 388,	464
ツーヒットセオリー		 	650
低アルブミン血症		 	610
低栄養		 	610
低身長		 	600
デクスラゾキサン		 	186
デブリードマン		 	946
デュアック®配合ゲル		 	568
デュピルマブ		 	 	 	614,	837,	882,	886,	890,	896
デュピルマブ関連結膜炎（DAC）		 	830
デルマドローム		 	 698,	706
点眼液		 	226
点眼薬		 	 210,	222
点状掌蹠角化症		 	662
冬季		 	1062
統計		 	478
凍瘡		 	 324,	1034
凍瘡様紅斑		 	 324,	1098
凍瘡様症状		 	1066
凍瘡様皮疹		 	328
凍瘡様ループス		 	1098
糖尿病		 	 766,	952
独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）		 	14
ドライアイ		 	830
ドレッシング材		 	946

な
内因性		 	856
内服誘発試験		 	118
難治性潰瘍		 	952
難治性疼痛		 	1070
肉芽組織の増生		 	946
肉芽腫性血管炎		 	512
二次性乳房外Paget病		 	 334,	338
二次性副腎不全		 	618
日光角化症		 	758

日光蕁麻疹		 	576
ニフェジピン		 	130
ニボルマブ		 	126
乳頭		 	686
乳幼児		 	596
乳輪		 	 686,	992
妊娠		 	746
熱傷		 	238
粘液癌皮膚転移		 	444
粘表皮癌		 	996
膿疱性乾癬		 	786,	790,	794
農薬		 	48

は
敗血症性血管炎		 	506
肺転移		 	420
肺胞出血		 	486
白色丘疹		 	866
パクリタキセル		 	388
発汗		 	890
白血球破砕性血管炎		 	506
発症予防		 	554
パッチテスト		 	 	 	14,	60,	118,	218,	288
ばら疹		 	1106
パラフェニレンジアミン（PPD）		 			20,	30
非IgE-アレルギー型アトピー性皮膚炎		 	902
非イオン性ヨード造影剤		 	134
非壊死性抗癌薬		 	186
光アレルギー性反応		 	122
非結核性抗酸菌症		 	956
皮脂欠乏性湿疹		 	1059
ビスフェノールA		 	52
ビタミンA		 	674
ビタミンB12		 	234
ビッグデータ		 	274
ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体		 	837
ヒドロキシステアリルアルコール		 	56
ヒドロキシステアリルグルコシド		 	56
皮膚IgM/IgG免疫複合体性血管炎		 	494
皮膚アレルギー性血管炎		 	494
皮膚潰瘍		 	1046
皮膚型結節性多発動脈炎		 	524
皮膚筋炎		 	302
皮膚形質細胞増多症		 	350
皮膚結核性肉芽腫		 	592
皮膚原発乳房外Paget病		 	334
皮膚原発粘液癌		 	444
皮膚骨腫		 	402
皮膚サルコイド		 	314
皮膚障害		 	242
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皮膚テスト		 	 104,	134
皮膚動脈炎		 	490
皮膚白血球破砕性血管炎		 	 490,	494
皮膚バリア機能		 	656
皮膚肥満細胞症		 	342
肥満細胞症		 	 346,	350
肥満症		 	770
表在播種型		 	690
美容師		 	20
病巣感染		 	 283,	794
病態		 	734
フェノタイプ		 	564
副腎抑制		 	862
腹痛		 	464
付着部炎		 	734
物理的刺激		 	870
ブデソニド		 	206
冬		 	1102
フラジオマイシン		 	 222,	292
フラジオマイシン硫酸塩		 	214
プリックテスト		 	 156,	572
ブロダルマブ		 	798
プロベナゾール		 	48
蚊刺過敏症		 	438
平滑筋腫		 	426
ベタメタゾン		 	862
ヘッドホン		 	44
扁平上皮癌		 	706
扁平苔癬		 	 126,	130
放射線治療		 	694
ボセンタン		 	1046
母乳パッド		 	230
ポリウレタン		 	230
本態性血小板血症		 	1090

ま
マカダミアナッツ		 	572
マカダミアナッツオイル		 	572
膜状鱗屑		 	670
摩擦		 	870
マダニ		 	1102
末梢神経障害		 	528
慢性特発性蕁麻疹		 	580
未成年		 	580
ミノサイクリン		 	 670,	1106
ミノサイクリン塩酸塩		 	114
未分化多形肉腫		 	416
ミュンヒハウゼン症候群		 	1002
静脈高血圧		 	964
ムチン		 	830

眼鏡フレーム		 	68
メトトレキサート		 	148
メトロニダゾール軟膏		 	934
メバロン酸経路		 	650
免疫関連有害事象		 	98
免疫再構築症候群		 	956
免疫チェックポイント阻害薬		 	98
免疫複合体		 	494
免疫抑制剤		 	694
毛孔性紅色粃糠疹		 	674
網状皮疹		 	670

や
薬剤性過敏症症候群		 	588
薬剤誘発性		 	690
薬剤誘発性乾癬		 	798
薬剤リンパ球刺激試験		 	584
薬疹		 	 152,	690
融合性細網状乳頭腫症		 	670

ら
ラモトリギン		 	144
理・美容師		 	30
リアルワールドデータ		 	274
リウマチ性血管炎		 	516
リウマトイド血管炎		 	972
リサンキズマブ		 	774
リストバンド		 	34
リベド血管症		 	984
リポイド類壊死症		 	952
隆起性皮膚線維肉腫（DFSP）		 	 406,	420
留置針		 	230
両側肺門部リンパ節腫脹		 	318
緑内障		 	226
リンタングステン酸ヘマトキシリン染色		 	1086
類上皮細胞肉芽腫		 	314
るいそう		 	1094
レセプト情報		 	274
レビー小体型認知症		 	1078
レボチロキシンナトリウム		 	126
老化		 	866

数字・欧文
II型		 	498
48時間クローズドパッチテスト		 	64
AAGAB遺伝子		 	662
Aicardi-Goutières症候群		 	1066
acrokeratosis	paraneoplastica		 	706
ANCA		 	520
ANCA関連血管炎		 	 502,	532
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atypical	fibroxanthoma（AFX）		 	410
baboon	syndrome		 	140
BCG接種		 	592
βトリプターゼ		 	104
Blaschko線		 	754
blue	toe	syndrome		 	1090
Buruli潰瘍		 	980
CCL20		 	740
CD74		 	410
CDX2		 	338
CK7		 	338
CK20		 	338
c-kit遺伝子		 	342
closed	conducting	loop		 	238
COVID-19		 	1041
cutaneous	arteritis		 	490
cutaneous	leukocytoclastic	angiitis		 	490
Darier徴候		 	342
Darier病		 	682
diffuse	cutaneous	mastocytosis		 	342
DOAC		 	984
ECM1		 	310
EGF受容体		 	770
EGFR		 	740
EGPA		 	528
Epstein-Barr	virus		 	438
ε‒アミノカプロン酸		 	210
FH遺伝子		 	426
GCDFP-15		 	338
granulomatous	vasculitis		 	470
Hailey-Hailey病		 	678
HECSI		 	886
HHV-8		 	434
HIV感染		 	988
HIV感染症		 	960
hyperkeratosis	of	nipple	and	areola		 	686
IgA血管炎		 	486
IgE		 	1074
IgE-アレルギー型アトピー性皮膚炎		 	902
IGF-1受容体		 	770
IL-6		 	350
IL-17		 	734
IL-23		 	734
IL-13抗体		 	844
IL-31受容体抗体		 	844
IVIG		 	528
JAK2V617遺伝子		 	1090
JAK阻害外用薬		 	844
JAK阻害内服薬		 	844

Köbner現象		 	 283,	740
Langerhans細胞組織球症		 	968
leukocytoclastic	vasculitis		 	470
livedo		 	516
Löfgren症候群		 	318
lupus	vasculitis		 	470
Merkel細胞癌		 	374
Merkel	cell	polyomavirus		 	374
MIS-C		 	1041
Mohs軟膏		 	934
Montgomery腺		 	992
Morton病		 	662
MRI		 	238
mucoepidermoid	carcinoma		 	996
NDB		 	274
NDBオープンデータ		 	274
over-the-counter医薬品		 	72
Paget現象		 	338
PCR		 	1106
PIMS-TS		 	1041
pleomorphic	dermal	sarcoma（PDS）		 	410
porokeratosis		 	690
PRP		 	674
Reed症候群		 	426
rheumatoid	vasculitis		 	470
SARS-CoV2		 	1034,	1041
SDRIFE		 	140
sebaceous	carcinoma		 	992
secondary	vasculitis		 	470
septic	vasculitis		 	506
septic	vasculopathy		 	506
Sjögren症候群		 	 328,	394
Solvent	Orange	60		 	68
Stevens-Johnson症候群		 	152
ST合剤		 	152
superimposed	linear	psoriasis		 	754
systemic	contact	dermatitis		 	288
Th1/Th17/Th9細胞		 	644
Tinuvin-P®		 	34
TNF阻害薬		 	956
TNF-α阻害薬		 	790
TREX1 	 	1066
UAS7		 	580
UFT		 	122
undifferentiated	pleomorphic	sarcoma（UPS）
	 	410
white	fibrous	papulosis	of	the	neck		 	866
Wickham線条		 	130




