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614
640
656

926

信治 Yamamoto, Nobuharu
Frontline：重粒子線治療の原理と
臨床応用・将来展望−粘膜悪性
黒色腫について−
12
山本 有紀 Yamamoto, Yuki
SLE ？
154
猩紅熱（scarlet fever）
866

よ
吉田 亜希 Yoshida, Aki
右踵部に生じた black heel

62

れ
徳仁 Yazawa, Norihito

Your Diagnosis ？：7 月号の出題 437
強皮症を合併した乾癬
518
Your Diagnosis ？：8 月号の出題 553
Your Diagnosis ？：9 月号の出題 683
Your Diagnosis ？：7 月号の解答 684
Your Diagnosis ？：10 月号の出題 805
Your Diagnosis ？：8 月号の解答 806
Your Diagnosis ？：11 月号の出題 917
Your Diagnosis ？：9 月号の解答 918
梅毒性直腸炎を伴った丘疹性梅毒 958
Your Diagnosis ？：10 月号の解答 998

矢島 健司 Yajima, Kenji
皮下皮様囊腫
658
安江 敬 Yasue, Takashi
左前胸部に生じた superficial
spreading melanoma in situ
28
安元 慎一郎 Yasumoto, Shin-ichiro

レパヴー・アンドレ Andres, Le Pavoux
黄菌毛（Trichomycosis
Axillaris）
876

わ
若林 孝幸 Wakabayashi, Takayuki
SLE 患者に認められた乾癬
514
鷲崎 久美子 Washizaki, Kumiko
シュノーケルによる接触口唇炎 370
イヌ用シャンプーによる接触皮
膚炎
384
鷲見 康子 Washimi, Yasuko
香粧品による接触皮膚炎
158
渡辺 仁 Watanabe, Hitoshi
Frontline：最近の輸入ペット動
物
842
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月号別掲載タイトル一覧

Vol.1 No.1（2002 年 4 月号）
特集：悪性黒色腫と鑑別疾患 大原 國章＝責任編集
大原 國章
羅針盤：創刊の辞
Photo Essay 01 ダニを飼う
塚谷 裕一
Frontline：重粒子線治療の原理と臨床応用・将来展望−粘
山本 信治，辻井 博彦，溝江 純悦
膜悪性黒色腫について−
特集：
側頭部の lentigo maligna melanoma（頸部に転移）
石原 剛，影下 登志郎，小野 友道
鈴木 洋美，大原 國章
顔面に生じた lentigo maligna
原田 昭一郎，大原 國章，飯島 正文
下口唇の lentigo maligna
大原 國章
眼瞼結膜の悪性黒色腫
左前胸部に生じた superficial spreading melanoma in situ
安江 敬，大原 國章
早川 順，塩原 哲夫
前胸部の amelanotic melanoma
後藤 和重，影下 登志郎，小野 友道
手掌の悪性黒色腫
岩澤 うつぎ，大原 國章
外陰部の悪性黒色腫
lentigo maligna を合併した acral lentiginous melanoma
栄 仁子，影下 登志郎
足趾の悪性黒色腫（鼠径部に転移）
行徳 貴志，影下 登志郎，小野 友道
松本 和彦，斎田 俊明
左拇趾球部に生じた小型の悪性黒色腫
紅色結節としてみられた足底の悪性黒色腫
村田 浩，濱 英俊，斎田 俊明
大原 國章
頭部の基底細胞上皮腫
pigmented poroma
岩澤 うつぎ，大原 國章
中村 泰大，大原 國章
左小指背の基底細胞上皮腫
大原 國章
爪甲色素線条
鍋島 佳奈子，影下 登志郎，小野 友道
指に生じた Bowen 病
金子 高英，大原 國章
爪の Bowen 病
小口 真司，斎田 俊明
右下腿の色素性 Bowen 病
寺木 祐一，塩原 哲夫
下腿の angiokeratoma
宮嵜 敦，斎田 俊明
皮内出血を伴った手掌の尋常性疣贅
松田 真弓，吉田 亜希，赤坂 俊英
右踵部に生じた black heel
前川 武雄
足底皮内出血
大原 國章
総論：悪性黒色腫−多様性についての考察−
Dermatological View：ダーモスコピー（dermoscopy）
−色素性皮膚疾患の革新的診断法−
斎田 俊明，小口 真司，宮嵜 敦
Your Diagnosis ？：4 月号の出題
轟 葉子，江藤 隆史
ディベート：「ディベート」欄を担当するにあたって 塩原 哲夫
CPC：筋上皮腫
泉 美貴
大原 國章
皮膚疾患の chronology：爪甲下悪性黒色腫
服部 瑛
随想：「異本病草紙」について
千々岩 英彰
コラム：皮膚の色
川端 康浩
コラム：持針器
小野 友道
コラム：スキンケア
熊切 正信
コラム：アミロイドはからだの綿ボコリ？
松永 佳世子
コラム：「美容皮膚科」ってなに？
Vol.1 No.2（2002 年 5 月号）
特集：アトピー性皮膚炎の診断は今 大槻 マミ太郎＝責任編集
羅針盤：アトピー性皮膚炎の診断が今，問い直されている？
大槻 マミ太郎
Photo Essay 02 防寒着を着る
塚谷 裕一
Frontline：霊長類のアレルギー体質：サルとヒトの比較
中村 伸
特集：
HIV 感染（AIDS 関連症候群への移行期） 早川 順，塩原 哲夫
HIV 感染（AIDS）
河崎 玲子，今山 修平
瀬戸山 充
成人 T 細胞白血病・リンパ腫（ATLL）

菌状息肉症
松井 美樹，今山 修平
足立 厚子，堀川 達弥
金属アレルギー
中原 剛士，今山 修平
両肘窩の紅斑（接触皮膚炎？）
川端 康浩
好酸球性膿疱性毛囊炎
西出 武司，古川 福実
皮膚筋炎
Wiskott-Aldrich 症候群
畑 三恵子，前田 美穂
Netherton 症候群
小松 奈保子，大槻 典男
鈴木 加余子
小児の SLE ？
SLE ？
山本 有紀，古川 福実
隅田 さちえ，今山 修平
ゴーグルによる接触皮膚炎？
鷲見 康子，松永 佳世子
香粧品による接触皮膚炎
江藤 隆史
外用薬による接触皮膚炎
上出 良一
光線過敏症
石地 尚興
尋常性疣贅
本田 まりこ，新村 眞人
伝染性軟属腫
本田 まりこ，新村 眞人
単純ヘルペス
轟 葉子
カポジ水痘様発疹症と膿痂疹
荒田 次郎
疥癬
総論と治療：アトピー性皮膚炎−鑑別疾患と治療の新局面−
大槻 マミ太郎
Dermatological View：アトピービジネスと皮膚科医との戦い
竹原 和彦
Your Diagnosis ？：5 月号の出題
轟 葉子，江藤 隆史
ディベート：NSAID 外用剤はアトピー性皮膚炎には害毒か？
塩原 哲夫
CPC：腺様囊胞 癌
泉 美貴
大原 國章
皮膚疾患の chronology：慢性膿皮症
上田 宏
随想：北京秋天
千々岩 英彰
コラム： 第二 の皮膚の色
川端 康浩
コラム：Padgett dermatome
小野 友道
コラム：炭疽
松永 佳世子
コラム：「美容皮膚科」の地域差
大原 國章
コラム：拡大倍率の話

Vol.1 No.3（2002 年 6 月号）
特集：薬疹を見逃さないために 塩原 哲夫＝責任編集
塩原 哲夫
羅針盤：疑問を持つこと
Photo Essay 03 剥落する表皮
塚谷 裕一
Frontline：イルカの皮膚，クジラの肌
村山 司
特集：
硫酸ストレプトマイシンによる急性汎発性発疹性膿疱症
森 勝典，紫芝 敬子
日野 治子
シンバスタチンによる薬疹
狩野 葉子
フルオレセイン注射後急激に出現した蕁麻疹
塩酸ミノサイクリンによる蕁麻疹型薬疹 福田 知雄，塩原 哲夫
Helicobacter pylori 除菌療法中に生じた薬疹
岸 晶子
土屋 知子，江藤 隆史
ハイドロキシウレアによる薬疹
®
ボルタレン による浮腫性紅斑型薬疹 冨高 晶子，松永 佳世子
®
滝澤 三久，江藤 隆史
フトラフール 皮膚炎
®
テグレトール による hypersensitivity syndrome（HHV-6
抗体の上昇を証明し得なかった例）
日野 治子
シアナミドによる口腔粘膜疹
菊池 麻紀，平田 順子，繁益 弘志，原田 敬之
水川 良子
麻疹が疑われた薬疹
狩野 葉子
正中菱形舌炎を思わせたメキシレチンによる薬疹
頰部 の しみ の治療目的で来院した固定薬疹
早川 和人，小鍛治 知子
秋田 浩孝，松永 佳世子
葛根湯による播種状紅斑丘疹型薬疹
®
尋常性天疱瘡を疑ったメソトレキセート による重症口内炎
滝澤 三久，江藤 隆史
南光 弘子
降圧剤変更による乾癬の悪化
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®

ミノマイシン による膿疱性乾癬の急性増悪
鈴木 加余子，松永 佳世子
抗生剤による薬疹を思わせたサイトメガロウイルス感染症
寺木 祐一
当初 Stevens-Johnson 症候群と診断された麻疹
早川 順，塩原 哲夫
Stevens-Johnson 症候群が疑われた HIV 関連光線過敏性皮膚炎
早川 順，塩原 哲夫
総論：薬疹−検査をどう行い，データをどう読むか−
塩原 哲夫
Dermatological View：Drug-induced hypersensitivity
syndrome
藤山 幹子，橋本 公二
Your Diagnosis ？：6 月号の出題
轟 葉子，江藤 隆史
Your Diagnosis ？：4 月号の解答
轟 葉子，江藤 隆史
ディベート：「NSAID 外用剤はアトピー性皮膚炎には害毒
塩原 哲夫
か？」−反論と回答−
CPC：陳旧性神経鞘腫
泉 美貴
大原 國章
皮膚疾患の chronology：小児の爪甲色素線条
福田 英三
随想：「薬疹情報」と「薬疹ネット」
座談会：「皮膚科専門医試験」について
竹原 和彦，島田 眞路，江藤 隆史，大槻 マミ太郎，大原 國章
小野 友道
コラム：疥癬
川端 康浩
コラム：Mesh dermatome
千々岩 英彰
コラム：似合う色
上田 由紀子
コラム：「美容皮膚科」は自分のために

Vol.1 No.4（2002 年 7 月号）
特集：接触皮膚炎 2002 −皮疹型でみてみよう
松永 佳世子＝責任編集
羅針盤：接触皮膚炎を楽しくみるコツ
松永 佳世子
Photo Essay 04 穴があく
塚谷 裕一
Frontline：動物のアレルギー
稲垣 直樹，永井 博弌
特集：
加藤 佳美，佐々木 和実
ナイロン衣類による接触皮膚炎
蛭田 志真子
リップグロスおよび外用剤による接触皮膚炎
江藤 隆史
パラベンによる接触皮膚炎
鷲崎 久美子，伊藤 正俊
シュノーケルによる接触口唇炎
遠心性に拡大した抗真菌剤による接触皮膚炎
鶴田 京子，松永 佳世子
ブデソニドによる多形紅斑に類似した接触皮膚炎
長島 千佳，鈴木 加余子，松永 佳世子
水川 良子，塩原 哲夫
ブフェキサマックによる接触皮膚炎
®
右眼周囲に生じたイソジン 液による接触皮膚炎
加藤 正俊，松永 佳世子
®
西原 修美
アトラント 液による水疱型接触皮膚炎
蛭田 志真子
目薬による接触皮膚炎
鷲崎 久美子，伊藤 正俊
イヌ用シャンプーによる接触皮膚炎
加藤 敦子，庄司 昭伸
職業性接触皮膚炎
早川 律子，杉浦 真理子
線香による色素脱失型皮膚炎
歯科金属が原因と考えられた口腔扁平苔癬 井戸 敏子，熊切 正信
®
鈴木 加余子
モーラス テープによる光接触皮膚炎
山本 あい，森田 明理，辻 卓夫
香料による接触蕁麻疹
®
潰瘍を形成したテラジア パスタによる接触皮膚炎
入野 洋子，松永 佳世子
難治性皮膚潰瘍における消毒液による接触皮膚炎
滝澤 三久，江藤 隆史
下腿潰瘍に生じた硫酸フラジオマイシンによる接触皮膚炎
牧浦 宗彦，赤松 浩彦，松永 佳世子
®
シイタケ皮膚炎で flare up したモーラス テープによる光接触
水川 良子，塩原 哲夫
皮膚炎
加藤 佳美，早川 律子
さくら草（Primula obconica）皮膚炎

皮膚冷却シートによる皮膚障害
塩見 洋一，冨高 晶子，松永 佳世子
口唇のカンジダ症（口紅皮膚炎との鑑別を中心に）
加野 尚生，冨高 晶子，松永 佳世子
総論：原因物質の特定は皮疹・問診・パッチテストで
松永 佳世子
Dermatological View：接触皮膚炎の免疫学−新しい病因論−
片山 一朗
Your Diagnosis ？：7 月号の出題
矢澤 徳仁，江藤 隆史
Your Diagnosis ？：5 月号の解答
轟 葉子，江藤 隆史
ディベート：伝染性膿痂疹に抗生剤は使うべきか？
菅井 基行，橋本 公二
CPC：アポクリン汗孔腫
泉 美貴
川端 康浩
皮膚疾患の chronology：日光角化症
皮膚疾患の chronology：片側性母斑性血管拡張症
山田 伸夫，安藤 典子，島田 眞路
上出 良一
皮膚疾患の chronology：巨大先天性色素性母斑
小野 友道
コラム：ペット，ペット，ペット
川端 康浩
コラム：安全管理と医療教育
大原 國章
コラム：臨床写真の倍率の話
大沢 純子
コラム：美容皮膚科学のすすめ

Vol.1 No.5（2002 年 8 月号）
特集：乾癬−その多様な臨床 江藤 隆史＝責任編集
江藤 隆史
羅針盤：たくさん診ること，触れ合うこと
Photo Essay 05 汗（？）をかく
塚谷 裕一
Frontline：硬骨魚類の鱗の構造と機能
都木 靖彰
特集：
入野 洋子，松永 佳世子
耳の乾癬
加藤 正俊，松永 佳世子
手掌の尋常性乾癬
岸本 恵美，江藤 隆史
外陰部の乾癬
佐藤 佐由里，江藤 隆史
乳児の膿疱性乾癬
仲弥
爪の乾癬
岸 晶子
股部の乾癬
菅井 順一
ビタミン D3 による皮膚の変化
菅井 順一
ステロイドによる皮膚の変化
菅井 順一
レチノイドによる皮膚の変化
PUVA 療法による皮膚変化
轟 葉子，江藤 隆史
narrowband UVB 照射／カルシポトリオール軟膏外用の
併用療法を行った尋常性乾癬
竹腰 知紀，小宮根 真弓，朝比奈 昭彦
インターフェロンαによって増悪した乾癬
出月 健夫，五十嵐 敦之
HIV 感染患者に認められた乾癬
梅澤 慶紀，大井 綱郎
SLE 患者に認められた乾癬
梅澤 慶紀，馬渕 智生，小澤 明，
若林 孝幸，高屋 正敏，堀田 知光
三井 浩
尋常性白斑を合併した尋常性乾癬
神人 正寿，尹 浩信，浅野 善英，
強皮症を合併した乾癬
山根 謙一，矢澤 徳仁，朝比奈 昭彦，玉置 邦彦
帯状疱疹の軽快後，その皮疹部に一致して生じた乾癬
朝比奈 昭彦
月経周期により増悪と寛解を繰り返す汎発性膿疱性乾癬
岸本 恵美，小宮根 真弓，朝比奈 昭彦
狩野 葉子
薬剤性肝障害後に軽快した乾癬性紅皮症
結節性痒疹様の皮疹を生じた尋常性乾癬
竹腰 知紀，佐伯 秀久，朝比奈 昭彦
皮膚筋炎様皮疹を呈した尋常性乾癬
松浦 浩徳，内田 治仁，岩月 啓氏
minimum psoriasis
三橋 善比古
環状，花冠状を呈する乾癬 再発性環状紅斑様乾癬と思
佐藤 俊樹，佐藤 彩子，松田 真弓
われる 1 例
体部白癬に類似した臨床像を呈した尋常性乾癬
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森 康記，松田 真弓，赤坂 俊英
岸本 恵美，江藤 隆史
尋常性乾癬の膿疱化
江藤 隆史
総論と治療：乾癬の診断と治療のポイント
Dermatological View：尋常性乾癬患者におけるビタミン D
レセプター遺伝子多型の解析
佐伯 秀久
Your Diagnosis ？：8 月号の出題
矢澤 徳仁，江藤 隆史
Your Diagnosis ？：6 月号の解答
轟 葉子，江藤 隆史
大原 國章
ディベート：基底細胞上皮腫か基底細胞癌か？
CPC：Spindle cell lipoma/Pleomorphic lipoma
泉 美貴
大原 國章
皮膚疾患の chronology：爪甲色素線条，その 2
夏秋 優
随想：昆虫少年は何処？
千々岩 英彰
コラム：地味な色
川端 康浩
コラム：電気メスの「山際」切除と「山の端」切除
小野 友道
コラム：Sentinel Lymphnode

Vol.1 No.6（2002 年 9 月号）
特集：臨床像から考える皮膚付属器腫瘍 大原 國章＝責任編集
大原 國章
羅針盤：付属器腫瘍の臨床診断−その考え方
Photo Essay 06 緊密な表皮
塚谷 裕一
Frontline：カエルの色彩斑紋
西岡 みどり
特集：
eccrine poroma
岸 晶子，大原 國章
山元 修
乳頭状汗管囊胞腺腫
trichilemmoma（外毛根鞘腫）
森 智子，伊豆 邦夫，山元 修
上出 康二
反転性毛包角化症（inverted follicular keratosis）
trichofolliculoma
伊藤 周作，大原 國章
毛包上皮腫（trichoepithelioma(solitary)） 石井 貴之，大原 國章
desmoplastic trichoepithelioma

山田 朋子，大槻 マミ太郎，中川 秀己

multiple trichoepithelioma

牧浦 宗彦，清水 善徳，赤松 浩彦，松永 佳世子
澄明細胞汗腺腫（clear cell hidradenoma）
岩澤 うつぎ，大原 國章
clear cell hidradenoma
有馬 豪，八代 浩，松永 佳世子
三砂 範幸，森 徹，成澤 寛
毛芽腫（とっくり型）
会津 隆幸，大原 國章
脂腺腺腫
大原 國章
汗管腫（syringoma）
水川 良子，塩原 哲夫
消える（？）汗管腫
芳賀 律子，大原 國章
多発性毛包囊腫
エクリン汗囊腫（eccrine hidrocystoma）
伊豆 邦夫，森 智子，山元 修
eccrine hidrocystoma
八代 浩，松永 佳世子，大原 國章
森 勝典
アポクリン汗囊腫
前川 武雄，大原 國章
皮膚混合腫瘍
蛭田 志真子，大原 國章
外毛根鞘囊腫（trichilemmal cyst）
森 啓之，大原 國章
石灰化上皮腫（毛母腫）
cylindroma
山田 朋子，大槻 マミ太郎，中川 秀己
鈴木 貴子，大原 國章
外陰部に生じた乳頭状汗腺腫
山元 修
エクリン螺旋腺腫
矢島 健司，大原 國章
皮下皮様囊腫
大原 國章
総論：付属器腫瘍の臨床診断−その手順
Dermatological View：病理組織から考える皮膚付属器腫瘍
玉田 伸二，田中 佐枝
Your Diagnosis ？：9 月号の出題
矢澤 徳仁，江藤 隆史
Your Diagnosis ？：7 月号の解答
矢澤 徳仁，江藤 隆史
CPC：Pagetoid spread of bladder carcinoma
原 一夫
皮膚疾患の chronology：爪甲色素線条のレーザー治療
大原 國章
足立 功一
随想：アイスホッケー奮闘記
千々岩 英彰
コラム：赤と青の心理
川端 康浩
コラム：レーザー外来
小野 友道
コラム：梅毒とヤマモモ
コラム：変貌する医学教育の現場から（1）−はじめに− 石川 治

Vol.1 No.7（2002 年 10 月号）
特集：浅在性皮膚真菌症は眼でみただけで診断できるか？
仲 弥＝責任編集
仲弥
羅針盤：良好なコンプライアンスを得る
Photo Essay 07 分泌する
塚谷 裕一
Frontline：変身する冬虫夏草の一生
大嶺 哲雄
特集：
永尾 圭介
足白癬（趾間型）
繁益 弘志
足白癬（小水疱型）
畑 康樹
足白癬（角質増殖型）
石崎 純子
手白癬（小水疱型）
藤広 満智子
手白癬（角質増殖型）
藤田 繁，田中 英一郎
爪白癬（遠位・側縁部爪甲下型）
仲弥
爪白癬（表在型）
畑 康樹
爪白癬（近位部爪甲下型）
福田 知雄，塩原 哲夫
爪白癬（全層異形成型）
飯泉 陽子，楠 俊雄
股部白癬
福田 知雄，塩原 哲夫
体部白癬
笠井 達也
異型白癬
笠井 達也
頭部浅在性白癬
吹譯 紀子，古江 増隆，松田 哲男
ケルスス禿瘡
black dot ringworm
松田 哲男
加藤 卓朗
白癬性毛瘡
田沼 弘之
生毛部急性深在性白癬
二宮 淳也
カンジダ性間擦疹
飯田 利博
カンジダ性指間びらん症
佐藤 俊樹
乳児寄生菌性紅斑
金子 健彦
カンジダ性爪囲爪炎
五十棲 健
粘膜カンジダ症
丸山 隆児
癜風（黒色）
清 佳浩
癜風（白色）
五十嵐 敦之
マラセチア毛包炎
毛利 忍
黒癬
加藤 卓朗，佐野 隆夫
皮膚アスペルギルス症
仲弥
総論と治療：浅在性皮膚真菌症の鑑別と治療
Dermatological View：皮膚科外来の真菌検査法
望月 隆
Dermatological View：病原真菌の分離・同定の手引き
比留間 政太郎
Your Diagnosis ？：10 月号の出題
矢澤 徳仁，江藤 隆史
Your Diagnosis ？：8 月号の解答
矢澤 徳仁，江藤 隆史
ディベート：基底細胞上皮腫か基底細胞癌か？ − 8 月
木村 鉄宣
号への反論−
CPC：巨大先天性母斑に伴う真皮内結節性増生
原 一夫
大原 國章
皮膚疾患の chronology：爪甲色素線条，番外編
中川 浩一
随想：野外料理のススメ
千々岩 英彰
コラム：モネとセザンヌの連作の色
コラム：変貌する医学教育の現場から（2）−モデル・
石川 治
コア・カリキュラム−
小野 友道
コラム：花柳病
Vol.1 No.8（2002 年 11 月号）
特集：これだけは知っておきたい細菌感染症
石井 則久＝責任編集
石井 則久
羅針盤：専門家のうそ
Photo Essay 08 蜜を出す
塚谷 裕一
Frontline：最近の輸入ペット動物
渡辺 仁
特集：
山崎 修
癰
出月 健夫，五十嵐 敦之
面疔
山崎 修
伝染性膿痂疹
staphylococcal scalded skin syndrome（SSSS）
秋山 尚範
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化膿性汗孔周囲炎・多発性汗腺膿瘍
山崎 修
toxic shock syndrome（TSS）
秋山 尚範
橋爪 秀夫
伝染性膿痂疹
岸岡 亜紀子，上出 康二，古川 福実
丹毒
浜 喜和，上出 康二，山本 有紀
猩紅熱（scarlet fever）
立花 隆夫
壊死性筋膜炎
服部 尚子
皮膚放線菌症（頰部）
皮膚放線菌症（耳下〜頸部）
上ノ土 武，古江 増隆，松田 哲男，倉富 勇一郎
藤田 悦子，五十嵐 敦之
紅色陰癬
黄菌毛（Trichomycosis Axillaris）
レパヴー・アンドレ，日野 治子
岡 恵子
炭疽
東 禹彦
爪の緑膿菌感染症
三砂 範幸
壊死性筋膜炎（polymicrobial form）
Vibrio vulnificus 感染症
中房 淳司
尋常性天疱瘡患者に生じた Pasteurella multocida による 疽
堀口 麻有子，落合 豊子
橋本 佳子，手塚 正
ノカルジア症
池田 美智子
蜂窩織炎
池田 美智子
慢性膿皮症（臀部）
伊藤 周作，大原 國章
頭部乳頭状皮膚炎
石井 則久
総論と治療：細菌感染症の日常診療
Dermatological View：皮膚細菌感染症の治療：抗菌薬の使
岩崎 泰政，秀 道広
い方
Your Diagnosis ？：11 月号の出題
矢澤 徳仁，江藤 隆史
Your Diagnosis ？：9 月号の解答
矢澤 徳仁，江藤 隆史
ディベート：外用ステロイドにタキフィラキシーはあるか？
片山 一朗
CPC：Trichoblastoma, small nodular type（毛芽腫） 原 一夫
皮膚疾患の chronology：Lentigo Maligna（悪性黒子）
大原 國章
New Arrival：メシル酸イマチニブによる薬疹の 2 例
朝井 靖彦，川筋 綾子，白崎 文朗，長谷川 稔，
谷内 克成，竹原 和彦，高見 昭良
New Arrival：トリアムシノロンアセトニド注射部位に
生じた localized involutional lipoatrophy の 1 症例
伊豆 邦夫，山元 修
コラム：変貌する医学教育の現場から（3）−チュート
石川 治
リアル教育−
千々岩 英彰
コラム：記憶色（メモリーカラー）
小野 友道
コラム：顔

Vol.1 No.9（2002 年 12 月号）
特集：STD −早期診断のために 安元 慎一郎＝責任編集
安元 慎一郎
羅針盤：STD の臨床診断−常に疑う姿勢が重要−
Photo Essay 09 蜜を貯める
塚谷 裕一
特集：
土屋 知子，江藤 隆史
硬性下疳
三石 剛，北原 東一
陰部外下疳
前川 武雄，大原 國章
扁平コンジローマ
三石 剛，北原 東一
梅毒性ばら疹
矢澤 徳仁，江藤 隆史
梅毒性直腸炎を伴った丘疹性梅毒
口腔内潰瘍と四肢の皮疹で診断できた丘疹性梅毒
有馬 豪，曽和 順子，堤 寛，松永 佳世子
加藤 弥寿子，曽和 順子，松永 佳世子，堤 寛
梅毒性乾癬
環状を呈した梅毒 II 期疹 大山 正彦，大槻 マミ太郎，中川 秀己
佐々木 哲雄
梅毒性粘膜疹
荒瀬 誠治
梅毒性脱毛症
増野 年彦，古賀 哲也，古江 増隆
結節性梅毒と考えた 1 例
本田 まりこ，新村 眞人
単純ヘルペス
本田 まりこ，新村 眞人
尖形コンジローム
石地 尚興
陰部伝染性軟属腫
石井 則久
疥癬（外陰部）
夏秋 優
ケジラミ症
HIV 感染症に伴った梅毒
赤城 久美子，小尾 麗子，今村 顕史
HIV 感染症に伴った単純性疱疹
赤城 久美子，増田 剛太
AIDS 関連カポジ肉腫
松永 るり，赤城 久美子，味澤 篤
安元 慎一郎
総論：性行為感染症（STD）−最近の動向−
Dermatological View：梅毒 昔と今−問診・皮膚
太田 幸宏
科医と梅毒・治癒の判定について−
Your Diagnosis ？：12 月号の出題
轟 葉子，江藤 隆史
Your Diagnosis ？：10 月号の解答
矢澤 徳仁，江藤 隆史
斎田 俊明
ディベート：足の裏の黒子はメラノーマになるか？
CPC：Marginal zone B-cell lymphoma of mucosa (skin)
associated lymphoid tissue，MALT (SALT) lymphoma
（新 WHO 分類）
泉 美貴
皮膚疾患の chronology：コレステロール結晶塞栓症の
大西 泰彦
皮膚症状
随想：タイに魅せられ交流 30 余年−タイの人のエイズ
宗像 醇
皮膚症状−
コラム：変貌する医学教育の現場から（4）−クリニカ
石川 治
ルクラークシップ−
小野 友道
コラム：X 線とレントゲン線
千々岩 英彰
コラム：色が見える条件

