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CPC：pagetoid Spitz nevus 276
桐生 美麿　Kiryu, Hiromaro
CPC：Angiolymphoid hyperplasia 

with eosinophilia 180
CPC：Verruciform xanthoma 828
く
久木野 竜一　Kukino, Ryuichi
Becker母斑 658
踵の黒色斑 917
久保 宜明　Kubo, Yoshiaki
Werner症候群 574
窪田 泰夫　Kubota, Yasuo
総説：ニキビ患者への化粧指導－患者

QOLに及ぼす影響－ 448
久保田 由美子　Kubota, Yumiko
Nevoid hyperkeratosis of the nipple 

and areola 680
熊切 正信　Kumakiri, Masanobu
痤瘡の治療中に発症したDDS症候群 
  136
初期：多形紅斑→完成：TEN 210
10年来の腹部の紅斑を伴った結節がマ
ンソン孤虫症だった 1例 1220

倉片 長門　Kurakata, Nagato
鶏眼 vs 胼胝腫 vs 足底疣贅 30
投稿：難治性鶏眼，胼胝腫の 1例 362
投稿：皮膚疾患の漢方治療に必要な気
血水と五臓と陰陽の概念を用いた漢
方製剤の分類の提案 818

栗原 香子　Kurihara, Kyoko
サルコイドーシス vs ハンセン病 37
爪の乾癬 978
こ
幸野 健　Kono, Takeshi
ディベート：爪白癬にはラミシール ®

を使う 184
ディベート：爪白癬にはラミシール ®

を使う AGAIN－比留間政太郎先生
（順天堂大学）の反論を読んで－ 380
河野 太郎　Kono, Taro
痤瘡瘢痕の治療 146
高野 なぎさ　Kohno, Nagisa
副乳 662
河野 通浩　Kono, Michihiro
限局性白皮症および眼皮膚白皮症 554
小玉 肇　Kodama, Hajime
晩発性皮膚ポルフィリン症 653
妊娠性疱疹 772
樹神 元博　Kodama, Motohiro
初期：掌蹠膿疱症→完成：膿疱性乾癬 
  233
後藤 真希　Goto, Maki
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Köbner型単純型表皮水疱症 546
小林 美咲　Kobayashi, Misaki
治療：メンタルケア 150
小林 由起子　Kobayashi, Yukiko
初期：壊疽性膿皮症？→完成：悪性リ
ンパ腫 256

小村 一浩　Komura, Kazuhiro
強皮症に合併した間質性肺炎 1004
小山 哲史　Koyama, Tetsufumi
初期：掌蹠膿疱症→完成：膿疱性乾癬 
  233
子宮内膜症 664
近藤 慈夫　Kondo, Shigeo
初期：足白癬？→完成：水疱性類天疱瘡・
好酸球性膿疱性毛包炎 230

初期：結節性紅斑？→完成：結節性多
発動脈炎 254

近藤 美幾　Kondo, Miki
初期：顔面紅斑→完成：皮膚筋炎 228
紺野 恵理子　Konno, Eriko
Vörner型および Unna-Thost型掌蹠角
化症 540

紺野 隆之　Konno, Takayuki
初期：足白癬？→完成：水疱性類天疱瘡・
好酸球性膿疱性毛包炎 230

優性および劣性栄養障害型表皮水疱症 
  549
さ
斎田 俊明　Saida, Toshiaki
Book Review：「みき先生の皮膚病理診
断 ABC①表皮系病変」 939

斉藤 隆三　Saito, Ryuzo
老人性面皰とその治療（ケミカルピー
リング） 144

嵯峨 賢次　Saga, Kenji
Fox-Fordyce病 676
汗疱 804
酒井 ふき子　Sakai, Fukiko
副乳 662
坂部 貢　Sakabe, Kou
ディベート：シックハウス症候群と化
学物質過敏症は一連の病態である 

  1236
佐久間 恵一　Sakuma, Keiichi
初期：汎発性帯状疱疹？→完成：

Stevens-Johnson症候群 248
体幹の紅色丘疹 883
佐々 齊　Sasa, Hitoshi
コラム：口紅の安全性はどのように担
保されるか？ 446

佐々木 苗胤　Sasaki, Kiyo
くり返す耳介の腫脹 863
佐々木 哲雄　Sasaki, Tetsuo
壊疽性膿皮症 1010
佐々木 りか子　Sasaki, Rikako
新生児痤瘡 694
定平 知江子　Sadahira, Chieko
総説：ニキビ患者への化粧指導－患者

QOLに及ぼす影響－ 448
佐藤 篤子　Sato, Atsuko
初期：壊疽性膿皮症？→完成：悪性リ
ンパ腫 256

佐藤 佐由里　Sato, Sayuri
毛孔性紅色粃糠疹 992
佐藤 伸一　Sato, Shinichi
強皮症に合併した間質性肺炎 1004
佐藤 貴浩　Satoh, Takahiro
歯科治療で改善した貨幣状湿疹 1100
佐藤 俊樹　Sato, Toshiki
Trichophyton verrucosum 332
佐藤 寛子　Sato, Hiroko
副乳 662
佐藤 真枝子　Sato, Makiko
色素性乾皮症 A群 558
佐野 栄紀　Sano, Shigetoshi
erythromelalgia 998
猿谷 佳奈子　Saruya, Kanako
老人性面皰とその治療（ケミカルピー
リング） 144

澤村 大輔　Sawamura, Daisuke
Köbner型単純型表皮水疱症 546
し
塩原 哲夫　Shiohara, Tetsuo
羅針盤：思い込みを排除することの難
しさ 11

悪性黒色腫 vs 基底細胞癌 18
皮脂欠乏性湿疹 vs サルコイドーシス 61
総論：“似たもの同士”はなぜ似ている
か？ 64

ステロイド局注後の lipoatrophy 690
腹部の環状紅斑 887
臀部の線状紅斑 895
掌蹠膿疱症から甲状腺機能亢進がみつ
かった例（EBウイルスによる発症が
推測された） 1180

結節性紅斑からマイコプラズマ感染症
がみつかった例 1182

塩見 達志　Shiomi, Tatsushi
CPC：calciphylaxis 718
紫芝 敬子　Shishiba, Takako
妊娠性疱疹 668
島田 耕司　Shimada, Koji
乳癌切除後に消褪した遊走性結節性紅
斑 1186

嶋田 八恵　Shimada, Yae
片側性眼瞼腫脹がMALTリンパ腫で
あった 1例 1200

島貫 美和　Shimanuki, Miwa
弾力線維性仮性黄色腫 576
色素失調症 796
清水 宏　Shimizu, Hiroshi
Köbner型単純型表皮水疱症 546
周東 朋子　Shuto, Tomoko
投稿：ネオーラル ®からネオメルク ®

への切り換えにより症状が再燃した
尋常性乾癬の 1例 922

白井 京美　Shirai, Kyoumi
水疱を呈した皮膚筋炎 812
白木 祐美　Shiraki, Yumi
Trichophyton tonsurans 328
Trichophyton tonsurans 346
す
末木 博彦　Sueki, Hirohiko
初期：好酸球性膿疱性毛包炎→完成：

Gibertバラ色粃糠疹 246
須賀 康　Suga, Yasushi
葉状魚鱗癬・非水疱型先天性魚鱗癬様
紅皮症 532

菅原 伸幸　Sugawara, Nobuyuki
初期：びまん性脱毛→完成：SLE 238
菅原 信　Sugawara, Makoto
子宮内膜症 664
杉浦 丹　Sugiura, Makoto
初期：掌蹠膿疱症→完成：膿疱性乾癬 
  233
根端性歯周組織炎が誘因と考えられた，
血栓性静脈炎による頸部巨大腫瘤を
形成した Behçet病 1096

顔面の結節性筋膜炎 1212
杉山 真理子　Sugiyama, Mariko
コラム：「アレルギーテスト済み」「ノ
ンコメドジェニックテスト済み」表
示とは？ 480

杉山 義宣　Sugiyama, Yoshinori
総説：化粧品の機能について 1－保湿
機能の改善－ 426

鈴木 加余子　Suzuki, Kayoko
長方形の紅斑浮腫および丘疹 885
下腹部の痒みを伴う丘疹と色素沈着 893
鈴木 正　Suzuki, Tadashi
総説：化粧品とは－化粧品の定義，法
的規制，化粧品会社の現状－ 420

鈴木 民夫　Suzuki, Tamio
限局性白皮症および眼皮膚白皮症 554
鈴木 教之　Suzuki, Noriyuki
限局性白皮症および眼皮膚白皮症 554
鈴木 洋美　Suzuki, Hiromi
踵部に生じた血管平滑筋腫 682
鈴木 由貴　Suzuki, Yuki
初期：好酸球性膿疱性毛包炎→完成：

Gibertバラ色粃糠疹 246
せ
清島 真理子　Seishima, Mariko
中毒性表皮壊死症（TEN） 808
関 真美　Seki, Mami
蜂窩織炎から判明した巨大卵巣囊腫の

1例 1188
関根 亜希子　Sekine, Akiko
老人性面皰とその治療（ケミカルピー
リング） 144

関根 孝夫　Sekine, Takao
投稿：難治性鶏眼，胼胝腫の 1例 362
瀬戸山 充　Setoyama, Mitsuru
初期：汗疱様皮疹を伴う全身性接触皮
膚炎→完成：ATL 235

そ
相馬 和子　Soma, Kazuko
エッセイ・My favorite parks（7）：
レオパレス・リゾート 92

エッセイ・My favorite parks（8）：
ソーリオへの山歩き 288

エッセイ・My favorite parks（9）：
シトロエン公園 504

エッセイ・My favorite parks（10）：
環城西苑夢湖園 732

エッセイ・My favorite parks（11）：
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バガテル庭園 946
エッセイ・My favorite parks（12）：
レーベンス・ホールの庭園とホー
カー・ホールの庭園 1156

相馬 正弘（写真）　Soma, Masahiro
エッセイ・My favorite parks（7）：
レオパレス・リゾート 92

エッセイ・My favorite parks（8）：
ソーリオへの山歩き 288

エッセイ・My favorite parks（10）：
環城西苑夢湖園 732

十河 香奈　Sogo, Kana
バラ疹 vs Gibertバラ色粃糠疹 34
Your Diagnosis？：6月号の出題 605
Your Diagnosis？：6月号の解答 824
口角の色素斑 867
Your Diagnosis？：9月号の出題 927
Your Diagnosis？：9月号の解答 1142
Your Diagnosis？：12月号の出題 1227
曽田 研二　Soda, Kennji
原著：某療養病床型病院における爪白癬
の実 態－とくに superficial white 
onychomycosis（SWO）について－

  598
曽和 順子　Sowa, Junko
CPC：Localized discoid lupus erythe-

matosus/Lupus er ythematosus 
tumidus 1146

た
大坊 郁夫　Daibo, Ikuo
総説：女性はなぜ化粧するのか：その
心理 416

高井 郁美　Takai, Ikumi
総説：ニキビ患者への化粧指導－患者

QOLに及ぼす影響－ 448
高瀬 孝子　Takase, Takako
Microsporum gypseum 326
Microsporum gypseum 344
高橋 一朗　Takahashi, Ichiro
Trichophyton rubrum 336
Trichophyton mentagrophytes 338
高橋 一夫　Takahashi, Kazuo
Dermatological View：金属と免疫 
  1124
高橋 和宏　Takahashi, Kazuhiro
アンドロゲンレセプター陽性の Paget病
  650
高橋 毅法　Takahashi, Takenori
副乳 662
高橋 隼也　Takahashi, Toshiya
金属アレルギーが考えられた汗疱状皮
膚炎と貨幣状湿疹 1112

髙橋 秀典　Takahashi, Hidenori
初期：多形紅斑→完成：TEN 210
高橋 容子　Takahashi, Yoko
Epidermophyton floccosum 330
竹内 淳子　Takeuchi, Junko
投稿：livedo racemosaの 2例－

macular arteritisとの異同について－
  1032
武田 仁志　Takeda, Hitoshi
腸性肢端皮膚炎 570

竹原 和彦　Takehara, Kazuhiko
初期：顔面紅斑→完成：皮膚筋炎 228
竹本 靖代　Takemoto, Yasuyo
毛孔性扁平苔癬－ Lassueur-Graham 

Little症候群を中心として－ 990
刀川 信幸　Tachikawa, Nobuyuki
Microsporum canis 324
田中 稔彦　Tanaka, Toshihiko
慢性蕁麻疹 980
田中 智子　Tanaka, Tomoko
歯科治療で改善した貨幣状湿疹 1100
田中 倫子　Tanaka, Noriko
後天性表皮水疱症 778
田中 良哉　Tanaka, Yoshiya
topics：P糖タンパク質関連 1017
田辺 恵美子　Tanabe, Emiko
総説：疾患を目立たなくする化粧－膠原
病，シミ，白斑患者へのアプローチ－ 
 459

田邉 洋　Tanabe, Hiroshi
Microsporum canis 324
谷川 瑛子　Tanikawa, Akiko
初期：PLEVA？→完成：HIV感染に伴
う悪性梅毒 260

谷口 裕子　Taniguchi, Hiroko
Dermatological View：白癬の菌種別
の感染経路とその対策 352

田沼 弘之　Tanuma, Hiroyuki
Trichophyton rubrum 340
Microsporum canis 342
玉井 克人　Tamai, Katsuto
栄養障害型先天性表皮水疱症 788
ち
千々岩 英彰　Chijiiwa, Hideaki
コラム：色の同化 91
コラム：ハイビジョン TVの色 179
コラム：好きな色が似合うとはかぎら
ない 275

コラム：セザンヌの絵の真骨頂 379
コラム：ゴッホの絵の魅力 489
コラム：黄色のネクタイ 609
コラム：色の管理 717
コラム：木の実の色 791
コラム：ジャパン・ブルー 931
コラム：神社・仏閣の色 1041
コラム：色と共感覚 1145
コラム：デンマークのデザインに学ぶ  

 1244
陳 科栄　Chen, Ko-Ron
水疱を呈した肥満細胞腫 800
つ
塚谷 裕一　Tsukaya, Hirokazu
Photo Essay 46：まだらを作る 70
Photo Essay 47：華やぐ 172
Photo Essay 48：暖める 268
Photo Essay 49：縮こまる 360
Photo Essay 50：みずみずしくなる  

 482
Photo Essay 51：ねじれる 596
Photo Essay 52：巻く 710
Photo Essay 53：息をする 816
Photo Essay 54：凸凹する 920

Photo Essay 55：へばりつく 1030
Photo Essay 56：育つ 1138
Photo Essay 57：じゃらす 1224
堤 祐子　Tsutsumi, Yuko
妊娠腫瘍 660
妊娠性疱疹 668
常深 祐一郎　Tsunemi, Yuichiro
全身性強皮症 vs 好酸球性筋膜炎 26
Your Diagnosis？：1月号の出題 73
Your Diagnosis？：1月号の解答 272
Your Diagnosis？：4月号の出題 369
Your Diagnosis？：4月号の解答 606
Your Diagnosis？：7月号の出題 713
Your Diagnosis？：7月号の解答 928
Your Diagnosis？：10月号の出題 1037
Your Diagnosis？：10月号の解答 1228
角田 孝彦　Tsunoda, Takahiko
金属アレルギーが考えられた汗疱状皮
膚炎と貨幣状湿疹 1112

坪井 良治　Tsuboi, Ryoji
Dermatological View：フィナステリ
ドによる男性型脱毛症の治療 696

鶴田 京子　Tsuruta, Kyoko
Dermatological View：男女の金属接
触皮膚炎 704

歯科金属除去により治癒した掌蹠膿疱
症 1109

て
出光 俊郎　Demitsu, Toshio
抗 p200類天疱瘡 782
照井 正　Terui, Tadashi
掌蹠膿疱症とそれに伴う骨・関節症 976
と
富田 靖　Tomita, Yasushi
限局性白皮症および眼皮膚白皮症 554
な
仲 弥　Naka, Wataru
掌蹠膿疱症 vs 小水疱型足白癬 46
永尾 香子　Nagao, Kyoko
水疱を呈した肥満細胞腫 800
中川 清昌　Nakagawa, Kiyomasa
顎骨囊胞などが原病巣と考えられた結
節性紅斑様皮疹 1121

中川 秀己　Nakagawa, Hidemi
尋常性乾癬（ネオーラルガイドライン

2004） 970
肺癌患者に生じた伝染性軟属腫 1222
中島 康爾　Nakajima, Koji
子宮内膜症 1208
中島 英貴　Nakajima, Hideki
妊娠性疱疹 772
中島 広子　Nakashima, Hiroko
Your Diagnosis？：4月号の出題 369
Your Diagnosis？：4月号の解答 606
中嶋 弘　Nakajima, Hiroshi
原著：某療養病床型病院における爪白癬
の実 態－とくに superficial white 
onychomycosis（SWO）について－ 
 598

中田 土起丈 Nakada, Tokio
初期：好酸球性膿疱性毛包炎→完成：

Gibertバラ色粃糠疹 246
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永田 章　Nagata, Akira
扁桃腺摘出術にて改善した掌蹠膿疱症  

 1116
長沼 雅子　Naganuma, Masako
羅針盤：化粧品と皮膚科医 403
総論：化粧品の種類とその使い方－女
性はどのように化粧をしているの
か？ 406

中野 創　Nakano, Hajime
骨髄性プロトポルフィリン症 566
腸性肢端皮膚炎 570
栄養障害型先天性表皮水疱症 788
子宮内膜症 1208
長濱 通子　Nagahama, Michiko
膿疱性痤瘡に対する治療（DDS） 134
名嘉眞 武国　Nakama, Takekuni
初期：丹毒様紅斑→完成：皮膚筋炎 240
中村 晃一郎　Nakamura, Koichiro
Behçet病 1008
中山 樹一郎　Nakayama, Juichiro
（アトピー性皮膚炎を基礎疾患とした）

Kaposi水痘様発疹症 vs 伝染性膿痂
疹 32

中村 泰大　Nakamura, Yasuhiro
副乳 662
中村 陽子　Nakamura, Yoko
コラム：無添加化粧品・自然化粧品 458
永吉 裕三子　Nagayoshi, Yumiko
自己免疫性プロゲステロン皮膚炎 666
夏秋 優　Natsuaki, Masaru
虫刺症 806
成田 千佐子　Narita, Chisako
集簇性痤瘡の治療（ステロイド） 130
南野 道子　Nanno, Michiko
木村病 656
に
西岡 清　Nishioka, Kiyoshi
ディベート：慢性蕁麻疹にステロイド
は必要ない 616

錦織 千佳子　Nishigori, Chikako
総説：光線過敏症患者への遮光指導 465
西本 勝太郎　Nishimoto, Katsutaro
Trichophyton violaceumおよび

Trichophyton glabrum 334
Trichophyton violaceumおよび

Trichophyton glabrum 348
の
野木村 真奈美　Nogimura, Manami
耳の結節 865
尿膜管遺残症 1210
野口 武俊　Noguchi, Taketoshi
敷石状の黄白色小結節 869
突然気づいた散在性の小溢血斑 875
敷石状の黄白色小結節 899
急激な指の腫脹からみつかったサルコ
イドーシス 1190

野口 俊英　Noguchi, Toshihide
総論：歯周病と皮膚疾患 1074
野﨑 幹弘　Nozaki, Mikihiro
痤瘡瘢痕の治療 146
野村 和夫　Nomura, Kazuo
子宮内膜症 1208

は
橋川 恵子　Hashikawa, Keiko
Transient bullous dermolysis of the 

newborn 792
橋本 隆　Hashimoto, Takashi
初期：丹毒様紅斑→完成：皮膚筋炎 240
羅針盤：皮膚疾患の診断のために水疱
性病変をよく見よう 751

総論：水疱をみたら－水疱を示す疾患
の病診連携－ 754

免疫不全者にみられた単純疱疹 766
後天性表皮水疱症 778
Peeling skin syndrome 784
Hemorrhagic Darier’s disease 786
Transient bullous dermolysis of the 

newborn 792
掌蹠に水疱を形成した 1例（診断例）  

 794
水疱を形成した激しい接触皮膚炎 810
橋本 剛　Hashimoto, Tsuyoshi
多毛（多囊胞性卵巣症候群） 672
長谷川 稔　Hasegawa, Minoru
初期：顔面紅斑→完成：皮膚筋炎 228
畑 康樹　Hata, Yasuki
Duhring疱疹状皮膚炎 774
畑尾 正人　Hatao, Masato
総説：化粧品の機能について 3－美白
化粧品の役割－ 436

服部 瑛　Hattori, Akira
随想：錦小路家本『異本病草紙』につ
いて（その 5）フィラリア症 188

随想：錦小路家本『異本病草紙』につ
いて（その 6）平安時代の入浴につい
て 1052

服部 正巳　Hattori, Masami
総論：歯科における金属アレルギーの
診断と治療 1086

座談会：歯科との連携で治す皮膚疾患
－今求められている皮膚科医と歯科
医との連携・ネットワーク 1130

花田 勝美　Hanada, Katsumi
腸性肢端皮膚炎 570
子宮内膜症 1208
濱田 尚宏　Hamada, Takahiro
初期：丹毒様紅斑→完成：皮膚筋炎 240
皮膚粘膜ヒアリノーシス 586
後天性表皮水疱症 778
Hemorrhagic Darier’s disease 786
濱田 利久　Hamada, Toshihisa
皮下脂肪織炎様 T細胞リンパ腫 1012
早川 和人　Hayakawa, Kazuhito
顔面に多発する紅色丘疹 873
早川 順　Hayakawa, Jun
皮脂欠乏性湿疹 vs サルコイドーシス 61
鼻翼近傍の隆起性病変 861
運動後に生じた小型の膨疹 903
林 伸和　Hayashi, Nobukazu
羅針盤：ニキビ治療の選択肢を知ろう !
  113
面皰主体のニキビに対する治療 124
集簇性痤瘡の治療（ステロイド） 130
搔破性痤瘡とその治療 142

林 昌浩　Hayashi, Masahiro
初期：結節性紅斑？→完成：結節性多
発動脈炎 254

原 一夫　Hara, Kazuo
CPC：Spindle cell hemangioma 610
CPC：Desmoplastic Spitz nevus 1230
原田 敬之　Harada, Takashi
水疱を呈した足白癬 768
原田 晴美　Harada, Harumi
水疱を呈した皮膚筋炎 812
ひ
東 直行　Higashi, Naoyuki
Sjögren症候群に伴った抗γグロブリ
ン血症性紫斑の 1例 1194

樋口 雅子　Higuchi, Masako
初期：丹毒様紅斑→完成：皮膚筋炎 240
水疱を形成した激しい接触皮膚炎 810
飛田 泰斗史　Hida, Yasutoshi
Werner症候群 574
秀 道広　Hide, Michihiro
ディベート：慢性蕁麻疹にステロイド
は必要である 498

慢性蕁麻疹 980
日野 治子　Hino, Haruko
体幹の小水疱 889
蜂窩織炎から判明した巨大卵巣囊腫の

1例 1188
平賀 剛　Hiraga, Takeshi
初期：スポロトリコーシス→完成：壊
疽性膿皮症 244

平嶋 海帆　Hirashima, Miho
結節性痒疹 982
平原 和久　Hirahara, Kazuhisa
皮脂欠乏性湿疹 vs サルコイドーシス 61
比留間 政太郎　Hiruma, Masataro
ディベート：爪白癬にはイトリゾール ®

パルス療法を用いる－幸野 健先生（市
立吹田市民病院皮膚科）の「爪白癬に
はラミシール ®を使う」を読んで－

  282
ディベート：爪白癬にはイトリゾール ®

を使う AGAIN－幸野 健先生「爪白
癬にはラミシール ®を使う AGAIN」
を読んで－ 618

広瀬 統　Hirose, Osamu
総説：化粧品の機能について 2－サン
スクリーンの役割－ 432

ふ
福井 良昌　Fukui, Yoshimasa
座談会：歯科との連携で治す皮膚疾患
－今求められている皮膚科医と歯科
医との連携・ネットワーク 1130

福積 聡　Fukuzumi, Satoshi
顔面の結節性筋膜炎 1212
福田 知雄　Fukuda, Tomoo
悪性黒色腫 vs 基底細胞癌 18
福田 英嗣　Fukuda, Hidetsugu
老人性面皰とその治療（ケミカルピー
リング） 144

福田 美和　Fukuda, Miwa
老人性面皰とその治療（ケミカルピー
リング） 144
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福地 修　Fukuchi, Osamu
尋常性乾癬（ネオーラルガイドライン

2004） 970
福原 麻里　Fukuhara, Mari
ステロイド局注後の lipoatrophy 690
福本 隆也　Fukumoto, Takaya
CPC：myopericytoma 490
藤沢 智美　Fujisawa, Tomomi
中毒性表皮壊死症（TEN） 808
藤田 繁　Fujita, Shigeru
Trichophyton rubrum 320
Trichophyton mentagrophytes 322
藤本 篤嗣　Fujimoto, Atsushi
初期：掌蹠膿疱症→完成：膿疱性乾癬 
  233
顔面の結節性筋膜炎 1212
藤本 美津夫　Fujimoto, Mitsuo
chronic actinic dermatitis 986
ほ
帆足 俊彦　Hoashi, Toshihiko
粉瘤・隆起性皮膚線維肉腫を疑った胸
部腫瘤 1206

星 美智子　Hoshi, Michiko
水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症 529
堀田 健人　Hotta, Taketo
Your Diagnosis？：12月号の解答 176
Your Diagnosis？：3月号の出題 271
Your Diagnosis？：3月号の解答 486
本田 まりこ　Honda, Mariko
肺癌患者に生じた伝染性軟属腫 1222
ま
前田 進太郎　Maeda, Shintaro
鮮紅色の小結節 891
幼児の会陰部，小結節 897
Fillerによる肉芽腫 1216
前田 初彦　Maeda, Hatsuhiko
総論：歯周病と皮膚疾患 1074
松井 はるか　Matsui, Haruka
子宮内膜症 664
松尾 光馬　Matsuo, Koma
肺癌患者に生じた伝染性軟属腫 1222
松岡 由恵　Matsuoka, Yoshie
総説：ニキビ患者への化粧指導－患者

QOLに及ぼす影響－ 448
松木 貴裕　Matsuki, Takahiro
毛孔性紅色粃糠疹 992
松田 徹　Matsuda, Tohru
Peutz-Jeghers症候群 582
松永 佳世子　Matsunaga, Kayoko
総説：化粧品による接触皮膚炎を見分
けるには？ 476

Köbner型単純型表皮水疱症 546
思春期後痤瘡 692
Dermatological View：男女の金属接
触皮膚炎 704

眼周囲の紅斑，浮腫，丘疹 859
長方形の紅斑浮腫および丘疹 885
下腹部の痒みを伴う丘疹と色素沈着 893
羅針盤：歯科と皮膚科の連携には 5つ
の CO！ 1071

齲歯（歯髄炎）治療により治癒した小
児膿疱性乾癬 1094

歯科金属除去により治癒した掌蹠膿疱
症 1109

座談会：歯科との連携で治す皮膚疾患
－今求められている皮膚科医と歯科
医との連携・ネットワーク 1130

松村 由美　Matsumura, Yumi
初期：中毒疹→完成：悪性リンパ腫
（angioimmunoblastic T-cell lym-
phoma） 226

馬庭 重位　Maniwa, Shigetada
齲歯（歯髄炎）治療により治癒した小
児膿疱性乾癬 1094

馬渕 智生　Mabuchi, Tomotaka
汎発性膿疱性乾癬 974
黛 暢恭　Mayuzumi, Nobuyasu
Darier病とHailey-Hailey病 552
丸口 幸也　Maruguchi, Yukiya
びー玉：本邦の薬剤添付文書の欠陥に
ついて 287

丸山 隆児　Maruyama, Ryuji
Trichophyton rubrum 316
Trichophyton mentagrophytes 318
み
三浦 健太郎　Miura, Kentaro
初期：好酸球性膿疱性毛包炎→完成：

Gibertバラ色粃糠疹 246
三品 富康　Mishina, Tomiyasu
コラム：歯科技工で用いられる材料と
加工方法の変革 1128

水川 良子　Mizukawa, Yoshiko
伝染性軟属腫 vs 光沢苔癬 24
mastocytosis vs plasmacytosis 48
手の水疱 905
水嶋 淳一　Mizushima, Junichi
色素失調症 579
水野 惇子　Mizuno, Atsuko
総説：腋臭症患者への対応 472
三橋 善比古　Mitsuhashi, Yoshihiko
初期：足白癬？→完成：水疱性類天疱瘡・
好酸球性膿疱性毛包炎 230

初期：結節性紅斑？→完成：結節性多
発動脈炎 254

羅針盤：遺伝性皮膚疾患の診療は面白
い 523

水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症 529
Netherton症候群 538
Vörner型および Unna-Thost型掌蹠角
化症 540

優性および劣性栄養障害型表皮水疱症
  549
色素性乾皮症 A群 558
弾力線維性仮性黄色腫 576
Peutz-Jeghers症候群 582
Dermatological View：よくわかる遺
伝子診断～ケラチン病の遺伝子診断
を例に～ 588

色素失調症 796
乳癌切除後に消褪した遊走性結節性紅
斑 1186

三宅 亜矢子　Miyake, Ayako
初期：PLEVA？→完成：HIV感染に伴
う悪性梅毒 260

宮崎 泰成　Miyazaki, Yasunari
topics：皮膚筋炎に伴う間質性肺炎
  1014
む
武藤 正彦　Muto, Masahiko
アミロイド苔癬 1000
村上 孝　Murakami, Takashi
初期：�腫症→完成：壊疽性膿皮症 216
村上 富美子　Murakami, Fumiko
後天性対称性真皮メラノサイトーシス 
  684
村木 良一　Muraki, Ryouichi
帯状疱疹 762
村田 壱大　Murata, Ichidai
水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症 529
村田 哲　Murata, Satoru
Your Diagnosis？：11月号の解答 74
Your Diagnosis？：2月号の出題 175
初期：壊疽性膿皮症？→完成：悪性リ
ンパ腫 256

Your Diagnosis？：2月号の解答 370
Your Diagnosis？：5月号の出題 485
Your Diagnosis？：5月号の解答 714
Your Diagnosis？：8月号の出題 823
下腿の網目状色素斑 909
皮下脂肪織炎様 T細胞リンパ腫 1012
Your Diagnosis？：8月号の解答 1038
Your Diagnosis？：11月号の出題 1141
も
望月 隆　Mochizuki, Takashi
総論：白癬菌の培養：最近の話題から
  310
Microsporum canis 324
Bullous transient acantholytic derma-

tosis 802
森 悦子　Mori, Etsuko
皮膚疾患の chronology：硬化性萎縮性
苔癬から生じた有棘細胞癌 284

大陰唇の苺状血管腫 688
青みを帯びた皮下腫瘤 915
森 勝典　Mori, Katsunori
5-アミノレブリン酸内服による光線力
学療法を用いた治療例 128

森 敏恵　Mori, Toshie
初期：丹毒様紅斑→完成：皮膚筋炎 240
免疫不全者にみられた単純疱疹 766
森上 徹也　Moriue, Tetsuya
総説：ニキビ患者への化粧指導－患者

QOLに及ぼす影響－ 448
森田 亜希　Morita, Aki
初期：�腫症→完成：壊疽性膿皮症 216
森脇 真一　Moriwaki, Shinichi
色素性乾皮症 A群 558
門馬 文子　Monma, Fumiko
Peutz-Jeghers症候群 582
乳癌切除後に消褪した遊走性結節性紅
斑 1186

や
矢口 均　Yaguchi, Hitoshi
関節症性乾癬 972
安川 香菜　Yasukawa, Kana
Köbner型単純型表皮水疱症 546
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キーワード別索引

数字
5-アミノレブリン酸 128
VII型コラーゲン 549，788，792
A
acne fulminans 140
actinic reticuloid 986
angioimmunoblastic T-cell lym-

phoma 226
ATLL 235，256
ATP2A2遺伝子 786
B
Becker母斑 658
Behçet病 214，1008，1096
black dot ringworm 346，348
black heel 917
Blaschko線 579
bullous transient acantholytic

dermatosis（BTAD） 802
burr hole 1154
C
C型肝炎 653
café-au-lait斑 564
cherry angioma 891
chronic actinic dermatitis 986
cornoid lamella 542
critical dose drugs 922
cutaneous polyarteritis nodosa
  1032
D
Darier病 552
DDS 134
DDS症候群 136
DFSP 1206
DHA 459

diabetic foot 222
DIHS 136
distal lateral subungual

onychomycosis（DLSO） 338
Dowling-Meara型 546
Duhring疱疹状皮膚炎 774
Dupuytren拘縮 907
E
EBウイルス 1180
ECM1遺伝子 586
electron-dense body 792
EM major 210
Epidermophyton floccosum 330
EPP 758
Epstein-Barr virus 760，1184
F
Fabry病 568

安元 慎一郎　Yasumoto, Shin-ichiro
初期：丹毒様紅斑→完成：皮膚筋炎 240
免疫不全者にみられた単純疱疹 766
柳澤 恭子　Yanagisawa, Kyouko
 面皰主体のニキビに対する治療 124
栁沢 みどり　Yanagisawa, Midori
治療：ニキビ患者のビューティレッス
ン－スキンケアからメイクアップま
での化粧アドバイス－ 160

柳原 誠　Yanagihara, Makoto
Bullous transient acantholytic derma-

tosis 802
山上 淳　Yamagami, Jun
顔面の結節性筋膜炎 1212
山北 高志　Yamakita, Takashi
歯科金属除去により治癒した掌蹠膿疱
症 1109

山下 研弥　Yamashita, Kenya
アミロイド苔癬 1000
山田 朋子　Yamada, Tomoko
初期：壊疽性膿皮症？→完成：悪性リ
ンパ腫 256

手掌の索状硬結 907
結節性痒疹 982
水疱性類天疱瘡 1006
皮下脂肪織炎様 T細胞リンパ腫 1012
山田 美奈　Yamada, Mina
保険外治療をすすめた症例 122
山田 利恵　Yamada, Rie
投稿：livedo racemosaの 2例－

macular arteritisとの異同について－
  1032
山中 新也　Yamanaka, Shinya
中毒性表皮壊死症（TEN） 808
山本 明美　Yamamoto, Akemi
CPC：Benign lymphangioendotheli-

oma 374
CPC：抗 p-200類天疱瘡 1042
山本 悦秀　Yamamoto, Etsuhide
顎骨囊胞などが原病巣と考えられた結
節性紅斑様皮疹 1121

山本 剛伸　Yamamoto, Takenobu
種痘様水疱症 760
にきび様皮疹に隠された慢性活動性 EB
ウイルス感染症 1184

山本 奈緒　Yamamoto, Nao
Duhring疱疹状皮膚炎 774
山本 雄一　Yamamoto, Yu-ichi
骨髄性プロトポルフィリン症 758
山本 有紀　Yamamoto, Yuki
治療：ケミカルピーリング 156
よ
横内 麻里子　Yokouchi, Mariko
初期：PLEVA？→完成：HIV感染に伴
う悪性梅毒 260

横倉 英人　Yokokura, Hideto
下口唇の暗紫色結節 871
皮下脂肪織炎様 T細胞リンパ腫 1012
横関 博雄　Yokozeki, Hiroo
歯科治療で改善した貨幣状湿疹 1100
歯性感染病巣が増悪に関与していたと
思われるアトピー性皮膚炎 1104

横田 憲二　Yokota, Kenji
皮膚のポリープ 879
角化性の暗紅色結節 911
横山 洋子　Yokoyama, Yoko
投稿：ネオーラル ®からネオメルク ®

への切り換えにより症状が再燃した
尋常性乾癬の 1例 922

吉井 典子　Yoshii, Noriko
Fabry病 568
吉澤 奈穂　Yoshizawa, Naho
初期：掌蹠膿疱症→完成：膿疱性乾癬 
  233
根端性歯周組織炎が誘因と考えられた，
血栓性静脈炎による頸部巨大腫瘤を
形成した Behçet病 1096

吉澤 靖之　Yoshizawa, Yasuyuki
topics：皮膚筋炎に伴う間質性肺炎
  1014
吉田 雄一　Yoshida, Yuichi
（アトピー性皮膚炎を基礎疾患とした）

Kaposi水痘様発疹症 vs 伝染性膿痂
疹 32

吉野 朋子　Yoshino, Tomoko
皮膚疾患の chronology：頭蓋骨露出創
面を待機的に閉鎖した 1例 1154

吉村 浩太郎　Yoshimura, Kotaro
集簇性痤瘡の治療（外用トレチノイン）
  138
吉屋 直美　Yoshiya, Naomi
平滑筋腫 vs 平滑筋母斑 53
左下顎の角化性褐色局面 877
上半身の浮腫を伴う発赤，弛緩性小水疱
  881
眼瞼腫脹を呈した悪性リンパ腫 1196
皮膚疾患の chronology：35歳女性の
頰部に生じた隆起性皮膚線維肉腫－
再建までの経過－ 1239

米田 耕造　Yoneda, Kozo
総説：ニキビ患者への化粧指導－患者

QOLに及ぼす影響－ 448
わ
若旅 功二　Wakatabi, Kouji
手掌の索状硬結 907
chronic actinic dermatitis 986
鷲見 康子　Washimi, Yasuko
思春期後痤瘡 692
渡士 幸一　Watashi, Koichi
topics：シクロフィリン阻害剤の新たな
可能性：シクロスポリンによる C型
肝炎ウイルスの排除 1020

渡辺 晋一　Watanabe, Shinichi
総論：エビデンスに基づいたニキビ治
療にはどのようなものがあるか 116

渡邉 晴二　Watanabe, Seiji
Bullous transient acantholytic derma-

tosis 802
渡邊 徳弘　Watanabe, Norihiro
歯科金属置換により軽快した手指の接
触皮膚炎 1118
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familial primary erythromelalgia 998
fibrillar pattern 382
fiddler’s neck 877
follicular lymphoma 1196
Fordyce状態 869，899
Fox-Fordyce病 676
Fraxelレーザー 146
G
geophilic dermatophytes 326
geophilic fungi 344
Gibertバラ色粃糠疹（pityriasis rosea 

Gibert） 34，246，262
grey patch ringworm 348
GVHD 64
H
Hailey-Hailey病 552
HCV 1020
hemorrhagic Darier’s disease 786
herald patch 34
hirsutism 672
HIV感染症 260
hyperkeratosis of the nipple and 

areola 680
I
infantile perianal pyramidal protru-

sion 897
K
Kaposi水痘様発疹症 32，64
Köbner型 546
L
Lassueur-Graham Little症候群 990
lipoatrophy 690
livedo 909
livedo racemosa 1032
M
macular arteritis 1032
MALTリンパ腫 1200
mastocytosis 48
MDR-1 1017
mesh graft 620
Microsporum canis 324，342
Microsporum gypseum 326，344
MRI 1210
Münchhausen症候群 901
N
N767S変異 786
NEMO／ IKKγ遺伝子 579，796
Netherton症候群 538
NF-κB 796
NIM811 1020
non-genomic作用 642
O
occult Paget’s disease 648
P
P糖タンパク質 1017
Papillon-Lefèvre症候群 535
PCOS 126
PDI 970
PDT 128
peeling skin syndrome 784
Peutz-Jeghers症候群 582
pitted keratolysis 913

pityriasis rosea Gibert 34，246，262
plasmacytosis 48
proximal subungual onychomyco-

sis（PSO） 336
pseudocyst of the auricle（耳介偽囊
腫） 863

Q
Qスイッチ〔ルビー〕レーザー治療（療
法） 684，867

QOL 160，448，970，978
R
roseola syphilitica 34
S
scratch dermatitis 895
senile angioma 891
serial excision 725
sheet graft 620
Siemens型水疱性魚鱗癬 784
Sister Mary Joseph’s nodule 1202
Sjögren症候群 1194
skin tag 879
SLE 814
soft fibroma 879
solitary angiokeratoma 911
SPF 432
Stevens-Johnson症候群（SJS）
  210，248
sunburn 881
superficial white onychomycosis
（SWO） 338，598

T
tissue expansion 836
Toll-like receptor（TLR） 1182
toxic epidermal necrolysis（TEN）
  210，808
transient bullous dermolysis of the 

newborn（TBDN） 788，792
Trichophyton mentagrophytes
  318，322，338，598
Trichophyton rubrum
  316，320，336，340
Trichophyton tonsurans 328，346
Trichophyton verrucosum 332
Trichophyton violaceum
（T.glabrum） 334，348
triple extramammary Paget’s

disease 648
tuberous sclerosis complex（TSC）
  560
U
Unna-Thost型 540
V
Vビームレーザー 146
venous lake 871
verrucous hemangioma 911
Vörner型 540
W
Weber-Cockayne型 546
Werner症候群 574
あ
亜鉛欠乏症 570
悪性化 542

悪性黒色腫
  18，50，56，382，678，917
悪性腫瘍 812
悪性梅毒 260
悪性リンパ腫 256，262
足白癬 316，318，768
アセチルコリン 903
あせも 889
アトピー性皮膚炎
  454，538，996，1104
アポクリン汗腺 676
アミロイド苔癬 1000
アルコール 653
アンドロゲン 658
アンドロゲン受容体阻害剤 116
アンドロゲンレセプター 650
い
胃癌 1202
異汗性湿疹 46，804
異所性 88
イソトレチノイン 138
苺状血管腫 688，915
遺伝子診断 754
遺伝子変異 529
遺伝性皮膚疾患 542，554
居眠り熱傷（仮称） 881
異物刺入 901
医薬部外品 420
医薬部外品有効成分 436
陰部 688，899
う
ウイルス感染 24
牛  332
齲歯 1098
齲歯治療 1094
え
腋窩 676
疫学 310
腋臭症 472
腋臭防止剤 472
液体窒素圧抵法 680
エクリン汗孔腫 14
エクリン汗孔腫（色素性） 50
エコー 1210
壊死性筋膜炎 224
エストロゲン 642，668，682
壊疽性膿皮症 216，244，256，1010
エトレチナート 535，992
円形脱毛症 988
塩酸バラシクロビル 248
遠心性丘疹性紅斑 22，887
か
外歯瘻 861
ガイドライン 974
海綿状血管腫 915
潰瘍 688
外用療法 598
化学療法 650
角化症 798
顎骨囊胞 1121
角質増殖 316
角質増生 526
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下口唇 871
画像検査 1188
家族性原発性肢端紅痛症（familial pri-

mary erythromelalgia） 998
活動性間質性肺炎 1004
貨幣状湿疹 1100，1112
カモフラージュ化粧 459
カルシウム沈着 576
カルシウムポンプ病 552
カルシニューリン阻害薬 996
眼窩 1200
眼窩内腫瘍 1196
汗管 887
眼瞼黄色腫 16
汗孔角化症 542
間質性肺炎 1002
環状紅斑 887
環状肉芽腫 22
環状皮疹 22
関節症性乾癬 972
関節痛 1182
関節リウマチ 216
汗腺 61
乾癬 1024
感染巣 1100
鑑別疾患 476
汗疱 235，804
汗疱状皮膚炎 1112
漢方薬 818
汗疱様類天疱瘡 230
顔面 814
顔面血管線維腫 560
顔面の紅斑 228
き
気血水 818
基底細胞癌 18
木村病 656
急速進行性間質性肺炎 1014
強指症 26
胸腺腫 770
頰部 1239
巨大母斑 500，620，725，836
魚鱗癬 532，798
金属アレルギー
  1080，1086，1112，1118
金属除去療法 1086
金属溶出傾向測定 1086
く
靴擦れ 224
グリコール酸 156
け
鶏眼 30，362
経口避妊薬 116
外科的摘出 664
劇症痤瘡 140
化粧 416，454
化粧指導 448
化粧品 166，420，442，476
化粧法 406
血管拡張性肉芽腫 14，56
血管平滑筋腫 682
血球貪食症候群 1012

月経 666
月経異常 672
結節性筋膜炎 1212
結節性硬化症 560
結節性紅斑 1008，1121，1182，1186
結節性紅斑様皮疹 254
結節性多発動脈炎 254
結節性痒疹 982
血栓性静脈炎 1008，1096
ケトコナゾール 646
ケミカルピーリング
  122，124，144，156
ケラチン 529，798
ケルスス禿瘡 340，342
ケロイド様結節 220
限局性・多発性結節 43
健康 416
こ
抗 p200類天疱瘡 782
高γグロブリン血症性紫斑病 1194
抗ウイルス 1020
硬化性萎縮性苔癬 284
口腔機能 1090
口腔粘膜の色素斑 582
口腔扁平苔癬 1106
抗原検査 32
好酸球 796
好酸球性筋膜炎 26
好酸球性膿疱性毛包炎 230，246
甲状腺機能亢進症 1180
口唇 869
光線過敏 558
光線過敏症 465，760
酵素補充療法 568
光沢苔癬 24
後天性対称性真皮メラノサイトーシス
  684
後天性表皮水疱症 778
高尿酸血症 865
高発癌性 542
紅皮症 798
高齢者施設 598
小型膨疹 903
五臓 818
骨髄性プロトポルフィリン症 566
骨膜欠損 1154
固定薬疹 867
コヒーシブシリコンバッグ 1214
股部白癬 330
コミュニケーション効果 416
コラーゲン 1216
コルヒチン 778
根尖性歯周囲炎 861
根端性歯周組織炎 1096
さ
サーモグラフィー 998
臍炎 1210
細菌感染 913
細菌培養 32
臍周囲炎 1210
臍部 664，1202
柵状肉芽腫 1220

痤瘡 126，136，150，156，694
痤瘡後瘢痕 146
錯角化性円柱（cornoid lamella） 542
サルコイドーシス 37，61，64，1190
産褥期 668
サンスクリーン 432
し
シイタケ皮膚炎 895
ジェネリック医薬品 922
耳介 865
耳介偽囊腫 863
紫外線 432
歯科感染巣 1100
歯科金属アレルギー 1106
歯科金属除去 1109
色素失調症 579，796
色素性乾皮症 465，558
色素沈着 526
色素斑 48
子宮内膜症 664，1208
シクロスポリン

972，974，978，980，982，986，
988，990，992，996，998，1000，
1002，1004，1006，1010，1012，
1014，1024

自己抗体 670，980
自己免疫（性）疾患 782，1017
自己免疫性水疱症 1006
歯周炎 535
歯周病 1074
思春期後痤瘡 692
自傷症 901
歯性病巣 1080
歯性病巣感染 1104，1121
自然消褪 897，1048
自然退縮 936
湿疹皮膚炎 774
嗜癖的搔破行動 150
脂肪腫性母斑 43
（重症型）種痘様水疱症 1184
集簇性痤瘡 130，134，138
酒 様皮膚炎 873
手指の拘縮 598
手掌紅斑 250
術中迅速病理 18
種痘様水疱症 760
腫瘍随伴性天疱瘡 770
消化管ポリポーシス 582
小水疱 804
小水疱型足白癬 46，318
小水疱・鱗屑型（足白癬） 768
掌蹠 794，905
掌蹠角化症 540
掌蹠膿疱症

46，233，1080，1098，1109，1116，
1180

掌蹠膿疱症様皮疹 235
掌蹠膿疱性骨関節炎 976
常染色体劣性遺伝 538，586
小児 800
踵部 682
上腕 690
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植皮 500
女性 690
女性ホルモン 670
脂漏性角化症 680
真菌培養 310
神経 Behçet病 214
神経鞘腫 564
神経線維腫 43，564
進行性 186
人獣共通感染症 324
尋常性乾癬 922
尋常性痤瘡 124
尋常性天疱瘡 1074
新生児 694
深部静脈血栓 1188
蕁麻疹 903，980
す
水晶様汗疹 889
水痘ワクチン 762
水疱 186，794，810，812，814，905
水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症（BCIE）
  529
水疱形成 768
水疱性皮膚疾患 754
水疱性類天疱瘡 230，772
スキンケア 160，406
ステロイド 690
ステロイド外用 774
ステロイド外用薬 873
ステロイド局注 863
ステロイドサルファターゼ 526
ステロイド内服 130
ストレス 142，150
スピロノラクトン 138
スポロトリキン反応 244
せ
生検 40
性差 688
成人 684
精神科 142
成人型 250
生毛部白癬 320，322，330
接触皮膚炎

 476，810，859，885，1118
切除術 871
セルフケア 1090
セロファンテープ培養法 328
前額部 660
全身性エリテマトーデス 238，1017
全身性強皮症 26，1004
先天性色素性母斑 678
先天性代謝異常症 576
先天性表皮水疱症 784，788
そ
増悪因子 1104
早期老化症候群 574
爪甲色素線条 58
搔破性痤瘡 142
搔破性皮膚炎 228
相補性試験 558
瘙痒 676，804，982，1000
足底難治性潰瘍 574

足底母斑 382
足底疣贅 30
た
ダーモスコピー 1048
第 2期梅毒疹 34，260
帯状疱疹 248，262，762
帯状疱疹後神経痛 762
体部白癬 324，326，328，332，334
多汗 905，1180
タクロリムス軟膏 873
多形紅斑 250
多形滲出性紅斑 226
多形皮膚萎縮 228
多囊胞性卵巣症候群 672
多毛 126，658
単純型表皮水疱症 546
単純ヘルペス（疱疹） 32，766
男性型脱毛症 646
男性ホルモン 646，648
男性毛型多毛症（hirsutism） 672
丹毒様紅斑 240
単発性 800
弾力線維性仮性黄色腫 576
ち
虫刺症 806
中毒性表皮壊死症 808
中年男性 653
超音波検査 662
蝶形紅斑 670
腸性肢端皮膚炎 570
貼付剤 885
直接鏡検 328
治療 130
チロシナーゼ 436
つ
痛風結節 865
爪黒色腫 58
爪の乾癬 978
爪白癬 336，338，598
て
手  804
低温熱傷 186，881
転移性皮膚腫瘍 1202
点眼薬 810
電撃性痤瘡 140
伝染性軟属腫 24，1222
伝染性膿痂疹 32
と
ドイツ式フットケア 30
頭蓋骨露出 1154
頭頸部 1212
糖尿病 222，224，907
頭部 14
頭部白癬 340，342，344，346，348
動脈閉塞 222
怒責性紫斑 875
ドライスキン 426
トレチノイン 138
な
内臓悪性腫瘍 1186，1222
軟性線維腫 879
に

ニキビ 160，166，448
肉芽腫 1216
ニッケル 893
乳癌 1206
乳頭部腺腫 40
乳房 Paget病 40
乳房外 Paget病 650
乳幼児 897
入浴 883
尿膜管遺残症 1210
妊娠 56，678
妊娠腫瘍 660
妊娠性疱疹 668，772
ね
ネオーラル ® 922，970，1008
ネオメルク ® 922
の
膿疱 694
膿疱性乾癬 233，1094
膿疱性痤瘡 134
ノミ刺症 806
は
パーフェクトカバー 459
梅毒Ⅱ期疹 34，260
白癬 310
白皮症 554
発汗 802
バックル皮膚炎 893
発光ダイオード 128
パッチテスト
 810，859，1106，1109，1114，1116，
 1118
バラ疹（roseola syphilitica） 34
パラフィン 1216
瘢痕浸潤 1190
ハンセン病 37
汎発性膿疱性乾癬 974
晩発性皮膚ポルフィリン症 653
ひ
皮下型（苺状血管腫） 915
皮下結節 1206
皮下脂肪織炎様 T細胞リンパ腫 1012
皮下出血 875
皮下腫瘤 1212
光接触皮膚炎 465
光毒性反応 758
皮脂欠乏性湿疹 61
非水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症
（NBCIE） 532
ひだこ 909
皮内反応 666
美白化粧品 436
皮膚科と歯科との連携 1080
皮膚筋炎
  240，812，895，1002，1014
皮膚結節性動脈周囲炎 1032
皮膚硬化 26
皮膚糸状菌 310
皮膚疾患 1024
皮膚粘膜ヒアリノーシス 586
肥満 672
肥満細胞腫 800
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月号別タイトル一覧

Vol.5 No.1（2006年 1月号） 
特集：似たもの同士：目で見る鑑別診断② 
責任編集　塩原 哲夫 
羅針盤：思い込みを排除することの難しさ 塩原 哲夫
血管拡張性肉芽腫 vs エクリン汗孔腫 宇宿 一成
眼瞼黄色腫 vs 表皮下石灰化結節 大原 國章
悪性黒色腫 vs 基底細胞癌 福田 知雄，塩原 哲夫
環状肉芽腫 vs 遠心性丘疹性紅斑 狩野 葉子
伝染性軟属腫 vs 光沢苔癬 水川 良子
全身性強皮症 vs 好酸球性筋膜炎 常深 祐一郎
鶏眼 vs 胼胝腫 vs 足底疣贅 倉片 長門
（アトピー性皮膚炎を基礎疾患とした）Kaposi水痘様発疹症 vs 伝
染性膿痂疹 吉田 雄一，中山 樹一郎

バラ疹 vs Gibertバラ色粃糠疹 十河 香奈，江藤 隆史
サルコイドーシス vs ハンセン病 栗原 香子，江藤 隆史
乳房 Paget病 vs 乳頭部腺腫（adenoma of the nipple）
   青木 見佳子
限局性神経線維腫 vs 表在性皮膚脂肪腫性母斑 大原 國章
掌蹠膿疱症 vs 小水疱型足白癬 仲 弥
mastocytosis vs plasmacytosis 水川 良子
色素性エクリン汗孔腫 vs 悪性黒色腫 大原 國章
平滑筋腫 vs 平滑筋母斑 吉屋 直美，大原 國章

悪性黒色腫 vs 血管拡張性肉芽腫 大原 國章
爪黒色腫 vs 爪甲色素線条 大原 國章
皮脂欠乏性湿疹 vs サルコイドーシス
   平原 和久，早川 順，塩原 哲夫
総論：“似たもの同士”はなぜ似ているか？ 塩原 哲夫
Your Diagnosis？：1月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis？：11月号の解答 村田 哲
CPC：Solar（Actinic）keratosis with the features of viral 

verruca 安齋 眞一，木村 鉄宣
皮膚疾患の chronology：すべての蒙古斑が消えるわけではない  

  大原 國章
Photo Essay 46：まだらを作る 塚谷 裕一
コラム：Scrofuloderma 小野 友道
コラム：色の同化 千々岩 英彰
エッセイ・My favorite parks（7）：レオパレス・リゾート
   相馬 和子，相馬 正弘（写真）
 
Vol.5 No.2（2006年 2月号） 
特集：専門家によるニキビ治療－軽症から最重症まで－ 
責任編集　林 伸和 
羅針盤：ニキビ治療の選択肢を知ろう！ 林 伸和
総論：エビデンスに基づいたニキビ治療にはどのようなものがあ

びまん性体幹被角血管腫 568
びまん性脱毛 238
美容外科後遺症 1216
表在型基底細胞上皮腫 936
表在播種型 542
病診連携 754，1114
病巣感染 1094，1098
表皮下水疱 782
表皮下石灰化結節 16
表皮上層空胞化 794
表皮トランスグルタミナーゼ 532
病理組織学的所見 18
びらん 688
敏感肌 442
ふ
フォトフェイシャル 122
腹圧 875
副作用 1214
副乳 662
腹壁瘢痕 1208
フスフレーゲ 362
プロゲステロン 666
プロフェッショナルケア 1090
粉瘤 1206
分類 1222
へ
ヘアブラシ法 346
平滑筋腫 53
平滑筋母斑 53
辺縁帯 532
胼胝腫 30，362
扁桃摘出 1116
扁平苔癬 1074，1114

ほ
蜂窩織炎 1188
豊胸術 1214
泡沫細胞 16
保険外治療 122
保湿機能改善 426
補体結合因子 772
母斑 1048
ポルフィリン症 758
ホルモン 656
ホルモン補充療法 642
ま
マイコプラズマ 1182
まだら症 554
慢性活動性 EBウイルス感染症 1184
マンソン孤虫症 1220
む
無菌性膿疱 976
め
メイク（メーク）アップ 160，406
メラニン 436
免疫染色 650
免疫不全 766
免疫ブロット 770，782
メンタルケア 150
面皰 124
も
毛孔性丘疹 250
毛孔性紅色粃糠疹 250，992
毛孔性扁平苔癬 990
蒙古斑 88
網状皮斑 909
毛囊炎 214，220，883

や
薬剤抵抗性 1017
薬事法 420
薬疹 262
ゆ
有棘細胞癌 284
優性栄養障害型表皮水疱症 549
遊走性結節性紅斑 1186
遊離植皮 1154
指  1190
よ
葉状魚鱗癬（LI） 532
葉状白斑 560
溶連菌感染症 32
ら
卵巣囊腫 1188
り
隆起性皮膚線維肉腫 1239
硫酸フラジオマイシン 859
緑膿菌 883
臨床症状 320，322
る
類天疱瘡 1006
れ
レーザー 692
レチノイド 116，798
レチノイン酸 144
劣性栄養障害型表皮水疱症 549
ろ
瘻孔 861
老人性血管腫 891
老人性面皰 144
ロジングリセリンエステル 885
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るか 渡辺 晋一
保険外治療をすすめた症例 山田 美奈
面皰主体のニキビに対する治療 柳澤 恭子，林 伸和
ホルモン剤を用いた治療例 相澤 浩
5-アミノレブリン酸内服による光線力学療法を用いた治療例
   森 勝典
集簇性痤瘡の治療（ステロイド） 成田 千佐子，林 伸和
膿疱性痤瘡に対する治療（DDS） 長濱 通子
痤瘡の治療中に発症したDDS症候群 井戸 敏子，熊切 正信
集簇性痤瘡の治療（外用トレチノイン） 饗場 恵美子，吉村 浩太郎
電撃性痤瘡とその治療 饗場 伸作
搔破性痤瘡とその治療 林 伸和
老人性面皰とその治療（ケミカルピーリング）
   関根 亜希子，漆畑 修，猿谷 佳奈子，福田 美和，福田 英嗣，
   斉藤 隆三
痤瘡瘢痕の治療 河野 太郎，野﨑 幹弘
治療：メンタルケア 小林 美咲
治療：ケミカルピーリング 山本 有紀
治療：ニキビ患者のビューティレッスン－スキンケアからメイク
アップまでの化粧アドバイス－ 栁沢 みどり

治療：ニキビに対する化粧品の有用性 赤松 浩彦
Your Diagnosis？：2月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis？：12月号の解答 堀田 健人，江藤 隆史
CPC：Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia 桐生 美麿
ディベート：爪白癬にはラミシール ®を使う 幸野 健
皮膚疾患の chronology：低温熱傷 大原 國章
Photo Essay 47：華やぐ 塚谷 裕一
コラム：ゴムの木の涙 小野 友道
コラム：ハイビジョン TVの色 千々岩 英彰
随想：錦小路家本『異本病草紙』について（その 5）フィラリア
症 服部 瑛

 
Vol.5 No.3（2006年 3月号） 
特集：初期病変を振り返る 
責任編集　大槻 マミ太郎 
羅針盤：“レトロ”から“プロ”へ 大槻 マミ太郎
初期：多形紅斑→完成：TEN 清原 隆宏，髙橋 秀典，熊切 正信
初期：毛囊炎→完成：Behçet病 赤坂 季代美，江藤 隆史
初期：�腫症→完成：壊疽性膿皮症
   森田 亜希，村上 孝，大槻 マミ太郎
初期：毛囊炎→完成：項部乳頭状皮膚炎 大原 國章
初期：足趾のびらん→完成：壊疽 大原 國章
初期：蜂窩織炎→完成：壊死性筋膜炎 大原 國章
初期：中毒疹→完成：悪性リンパ腫（angioimmunoblastic T-cell 

lymphoma） 松村 由美
初期：顔面紅斑→完成：皮膚筋炎
   近藤 美幾，長谷川 稔，竹原 和彦
初期：足白癬？→完成：水疱性類天疱瘡・好酸球性膿疱性毛包炎
   紺野 隆之，三橋 善比古，近藤 慈夫
初期：掌蹠膿疱症→完成：膿疱性乾癬
   吉澤 奈穂，小山 哲史，樹神 元博，藤本 篤嗣，杉浦 丹
初期：汗疱様皮疹を伴う全身性接触皮膚炎→完成：ATL
   石井 千寸，瀬戸山 充
初期：びまん性脱毛→完成：SLE 菅原 伸幸，安部 正敏，石川 治
初期：丹毒様紅斑→完成：皮膚筋炎
 樋口 雅子，森 敏恵，濱田 尚宏，名嘉眞 武国，安元 慎一郎，橋本 隆
初期：スポロトリコーシス→完成：壊疽性膿皮症
   平賀 剛，大槻 マミ太郎
初期：好酸球性膿疱性毛包炎→完成：Gibertバラ色粃糠疹
   鈴木 由貴，三浦 健太郎，中田 土起丈，末木 博彦，飯島 正文
初期：汎発性帯状疱疹？→完成：Stevens-Johnson症候群

   佐久間 恵一
初期：手掌紅斑→完成：紅皮症化した PRP 河崎 玲子，今山 修平
初期：結節性紅斑？→完成：結節性多発動脈炎
   林 昌浩，川口 雅一，三橋 善比古，近藤 慈夫
初期：壊疽性膿皮症？→完成：悪性リンパ腫
   佐藤 篤子，小林 由起子，山田 朋子，村田 哲，大槻 マミ太郎
初期：PLEVA？→完成：HIV感染に伴う悪性梅毒
   横内 麻里子，三宅 亜矢子，谷川 瑛子
総論：初期病変に隠されているヒント 大槻 マミ太郎
Your Diagnosis？：3月号の出題 堀田 健人，江藤 隆史
Your Diagnosis？：1月号の解答 常深 祐一郎
CPC：pagetoid Spitz nevus 清原 隆宏
ディベート：爪白癬にはイトリゾール ®パルス療法を用いる－幸
野 健先生（市立吹田市民病院皮膚科）の「爪白癬にはラミシー
ル ®を使う」を読んで－ 比留間 政太郎

皮膚疾患の chronology：硬化性萎縮性苔癬から生じた有棘細胞
癌 森 悦子，大原 國章

びー玉：本邦の薬剤添付文書の欠陥について 丸口 幸也
Photo Essay 48：暖める 塚谷 裕一
コラム：毛切れ 小野 友道
コラム：好きな色が似合うとはかぎらない 千々岩 英彰
エッセイ・My favorite parks（8）：ソーリオへの山歩き
   相馬 和子，相馬 正弘（写真）
 
Vol.5 No.4（2006年 4月号） 
特集：原因菌種別の白癬 
責任編集　加藤 卓朗 
羅針盤：原因菌種別の白癬へのこだわり 加藤 卓朗
総論：白癬菌の培養：最近の話題から 望月 隆
Trichophyton rubrum 丸山 隆児
Trichophyton mentagrophytes 丸山 隆児
Trichophyton rubrum 藤田 繁
Trichophyton mentagrophytes 藤田 繁
Microsporum canis 田邉 洋，刀川 信幸，望月 隆
Microsporum gypseum 高瀬 孝子
Trichophyton tonsurans 白木 祐美
Epidermophyton floccosum 高橋 容子
Trichophyton verrucosum 佐藤 俊樹
Trichophyton violaceumおよび Trichophyton glabrum
   西本 勝太郎
Trichophyton rubrum 高橋 一朗，飯塚 一
Trichophyton mentagrophytes 高橋 一朗，飯塚 一
Trichophyton rubrum 田沼 弘之
Microsporum canis 田沼 弘之
Microsporum gypseum 高瀬 孝子
Trichophyton tonsurans 白木 祐美
Trichophyton violaceumおよび Trichophyton glabrum
   西本 勝太郎
Dermatological View：白癬の菌種別の感染経路とその対策
   谷口 裕子，加藤 卓朗
投稿：難治性鶏眼，胼胝腫の 1例 倉片 長門，関根 孝夫
Your Diagnosis？：4月号の出題 常深 祐一郎，中島 広子
Your Diagnosis？：2月号の解答 村田 哲
CPC：Benign lymphangioendothelioma 山本 明美
ディベート：爪白癬にはラミシール ®を使う AGAIN－比留間政
太郎先生（順天堂大学）の反論を読んで－ 幸野 健

皮膚疾患の chronology：足底荷重部の母斑－ fibrillar patternの
形成過程－ 大原 國章

Photo Essay 49：縮こまる 塚谷 裕一
コラム：診断名は A，L and K 小野 友道
コラム：セザンヌの絵の真骨頂 千々岩 英彰



1262 Visual Dermatology Vol.5 No.12 2006

Vol.5 No.5（2006年 5月号） 
特集：化粧の知識と使い方－皮膚科医の know-how 
責任編集　長沼 雅子 
羅針盤：化粧品と皮膚科医 長沼 雅子
総論：化粧品の種類とその使い方－女性はどのように化粧をして
いるのか？ 長沼 雅子

総説：女性はなぜ化粧するのか：その心理 大坊 郁夫
総説：化粧品とは－化粧品の定義，法的規制，化粧品会社の現状－ 
   鈴木 正
総説：化粧品の機能について 1－保湿機能の改善－ 杉山 義宣
総説：化粧品の機能について 2－サンスクリーンの役割－ 広瀬 統
総説：化粧品の機能について 3－美白化粧品の役割－ 畑尾 正人
総説：化粧品の機能について 4－敏感肌用化粧品－ 石田 耕一
総説：ニキビ患者への化粧指導－患者QOLに及ぼす影響－
   松岡 由恵，高井 郁美，定平 知江子，勝浦 純子，森上 徹也，
   米田 耕造，窪田 泰夫
総説：アトピー性皮膚炎患者への化粧指導 有川 順子
総説：疾患を目立たなくする化粧－膠原病，シミ，白斑患者への
アプローチ－ 田辺 恵美子

総説：光線過敏症患者への遮光指導 錦織 千佳子
総説：腋臭症患者への対応 水野 惇子
総説：化粧品による接触皮膚炎を見分けるには？ 松永 佳世子
Your Diagnosis？：5月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis？：3月号の解答 堀田 健人，江藤 隆史
CPC：myopericytoma 福本 隆也，木村 鉄宣
ディベート：慢性蕁麻疹にステロイドは必要である 秀 道広
皮膚疾患の chronology：巨大母斑の治療 その 1 大原 國章
Photo Essay 50：みずみずしくなる 塚谷 裕一
コラム：毛染めとかぶれ－代替品－ 関東 裕美
コラム：口紅の安全性はどのように担保されるか？ 佐々 齊
コラム：無添加化粧品・自然化粧品 中村 陽子
コラム：「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト
済み」表示とは？ 杉山 真理子

コラム：あばた 小野 友道
コラム：ゴッホの絵の魅力 千々岩 英彰
エッセイ・My favorite parks（9）：シトロエン公園 相馬 和子
 
Vol.5 No.6（2006年 6月号） 
特集：専門医虎の巻 遺伝性皮膚疾患 
責任編集　三橋 善比古 
羅針盤：遺伝性皮膚疾患の診療は面白い 三橋 善比古
尋常性魚鱗癬と伴性劣性魚鱗癬 尾山 徳孝
水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症
   村田 壱大，川口 雅一，三橋 善比古，星 美智子
葉状魚鱗癬・非水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症 須賀 康
Papillon-Lefèvre症候群－ 29年間経過観察した症例－
   川村 愛，落合 豊子
Netherton症候群 木根淵 智子，三橋 善比古
Vörner型および Unna-Thost型掌蹠角化症
   紺野 恵理子，川口 雅一，三橋 善比古
汗孔角化症 大塚 藤男
Köbner型単純型表皮水疱症
   後藤 真希，澤村 大輔，松永 佳世子，安川 香菜，清水 宏
優性および劣性栄養障害型表皮水疱症 紺野 隆之，三橋 善比古
Darier病とHailey-Hailey病 黛 暢恭，池田 志斈
限局性白皮症および眼皮膚白皮症
 伊藤 史朗，鈴木 教之，鈴木 民夫，稲垣 克彦，河野 通浩，富田 靖
色素性乾皮症 A群 佐藤 真枝子，三橋 善比古，森脇 真一
結節性硬化症 今門 純久
神経線維腫症 1および 2 川内 康弘
骨髄性プロトポルフィリン症 中野 創
Fabry病 吉井 典子，神崎 保

腸性肢端皮膚炎 武田 仁志，中野 創，花田 勝美
Werner症候群 飛田 泰斗史，久保 宜明，荒瀬 誠治，浦野 芳夫
弾力線維性仮性黄色腫 島貫 美和，三橋 善比古
色素失調症 石田 雅美，水嶋 淳一，川島 眞
Peutz-Jeghers症候群 門馬 文子，三橋 善比古，松田 徹
皮膚粘膜ヒアリノーシス 濱田 尚宏
Dermatological View：よくわかる遺伝子診断～ケラチン病の遺
伝子診断を例に～ 川口 雅一，三橋 善比古

原著：某療養病床型病院における爪白癬の実態－とくに superfi-
cial white onychomycosis（SWO）について－

   中嶋 弘，曽田 研二，北村 敬，北村 創
Your Diagnosis？：6月号の出題 十河 香奈，江藤 隆史
Your Diagnosis？：4月号の解答 常深 祐一郎，中島 広子
CPC：Spindle cell hemangioma 原 一夫
ディベート：慢性蕁麻疹にステロイドは必要ない 西岡 清
ディベート：爪白癬にはイトリゾール ®を使う AGAIN－幸野 健
先生「爪白癬にはラミシール ®を使う AGAIN」を読んで－

   比留間 政太郎
皮膚疾患の chronology：巨大母斑の治療 その 2 大原 國章
Photo Essay 51：ねじれる 塚谷 裕一
コラム：エトウ式（？）記憶術（EMT）遺伝性皮膚疾患編①
   江藤 隆史
コラム：エトウ式（？）記憶術（EMT）遺伝性皮膚疾患編②
   江藤 隆史
コラム：ヒルとの付き合い 小野 友道
コラム：黄色のネクタイ 千々岩 英彰
 
Vol.5 No.7（2006年 7月号） 
特集：性ホルモンはどこまで皮膚病に影響しているか？ 
責任編集　今門 純久 
羅針盤：性ホルモンと皮膚 今門 純久
総論：性ホルモンの作用機序と病態 今門 純久
男性型脱毛症 板見 智
Triple extramammary Paget’s disease 石塚 洋典，大原 國章
アンドロゲンレセプター陽性の Paget病
   大西 正純，高橋 和宏，赤坂 俊英
晩発性皮膚ポルフィリン症 岩垣 正人，小玉 肇，北川 伸子
木村病 南野 道子，大塚 藤男
Becker母斑 久木野 竜一，大原 國章
妊娠腫瘍 川口 順啓，堤 祐子，今門 純久
副乳
   中村 泰大，佐藤 寛子，高野 なぎさ，酒井 ふき子，伊藤 周作，
   高橋 毅法，大塚 藤男
子宮内膜症 松井 はるか，小山 哲史，河原 由恵，菅原 信
自己免疫性プロゲステロン皮膚炎
   永吉 裕三子，大場 隆，岡村 均，影下 登志郎
妊娠性疱疹 堤 祐子，川口 順啓，今門 純久，紫芝 敬子
全身性エリテマトーデス 神田 奈緒子
多毛（多囊胞性卵巣症候群） 橋本 剛，伊藤 明子
Fox-Fordyce病 嵯峨 賢次，鎌田 麻子
妊娠と悪性黒色腫 岸 晶子，大原 國章
Nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola 久保田 由美子
踵部に生じた血管平滑筋腫 鈴木 洋美
後天性対称性真皮メラノサイトーシス 村上 富美子
大陰唇の苺状血管腫 森 悦子，大原 國章
ステロイド局注後の lipoatrophy 福原 麻里，塩原 哲夫
思春期後痤瘡 鷲見 康子，赤松 浩彦，秋田 浩孝，松永 佳世子
新生児痤瘡 佐々木 りか子
Dermatological View：フィナステリドによる男性型脱毛症の治
療 坪井 良治

Dermatological View：男女の金属接触皮膚炎
   鶴田 京子，松永 佳世子
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Your Diagnosis？：7月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis？：5月号の解答 村田 哲
CPC：calciphylaxis 塩見 達志
ディベート：帯状疱疹の外用療法について 江藤 隆史
皮膚疾患の chronology：巨大母斑の治療 その 3 大原 國章
PhotoEssay 52：巻く 塚谷 裕一
コラム：頓服 小野 友道
コラム：色の管理 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く①バンコク・オートコー市場 金子 健彦
エッセイ・My favorite parks（10）：環城西苑夢湖園
   相馬 和子，相馬 正弘（写真）
Vol.5 No.8（2006年 8月号） 
特集：水疱性皮膚疾患ア・ラ・カルト 
責任編集　橋本 隆 
羅針盤：皮膚疾患の診断のために水疱性病変をよく見よう 橋本 隆
総論：水疱をみたら－水疱を示す疾患の病診連携－ 橋本 隆
骨髄性プロトポルフィリン症 山本 雄一，上里 博
種痘様水疱症 山本 剛伸，岩月 啓氏
帯状疱疹 村木 良一
免疫不全者にみられた単純疱疹 森 敏恵，安元 慎一郎，橋本 隆
水疱を呈した足白癬 原田 敬之
腫瘍随伴性天疱瘡 越後 岳士
妊娠性疱疹 中島 英貴，小玉 肇
Duhring疱疹状皮膚炎 畑 康樹，山本 奈緒
後天性表皮水疱症 田中 倫子，濱田 尚宏，橋本 隆
抗 p200類天疱瘡 梅本 尚可，出光 俊郎
Peeling skin syndrome 石井 文人，橋本 隆
Hemorrhagic Darier’s disease 濱田 尚宏，橋本 隆
栄養障害型先天性表皮水疱症 中野 創，玉井 克人
Transient bullous dermolysis of the newborn
   橋川 恵子，石井 文人，橋本 隆
掌蹠に水疱を形成した 1例（診断例） 橋本 隆
色素失調症 島貫 美和，三橋 善比古
水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症 北島 康雄
水疱を呈した肥満細胞腫 永尾 香子，陳 科栄
Bullous transient acantholytic dermatosis
   渡邉 晴二，柳原 誠，望月 隆
汗疱 嵯峨 賢次
虫刺症 夏秋 優
中毒性表皮壊死症（TEN） 清島 真理子，山中 新也，藤沢 智美
水疱を形成した激しい接触皮膚炎 樋口 雅子，橋本 隆
水疱を呈した皮膚筋炎 衛藤 光，原田 晴美，白井 京美
SLE患者にみられた水疱 新井 達，勝岡 憲生
投稿：皮膚疾患の漢方治療に必要な気血水と五臓と陰陽の概念を
用いた漢方製剤の分類の提案 倉片 長門

Your Diagnosis？：8月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis？：6月号の解答 十河 香奈，江藤 隆史
CPC：Verruciform xanthoma 桐生 美麿
ディベート：ディベートの種：とびひにはまず何を塗りますか？
   江藤 隆史
皮膚疾患の chronology：巨大母斑の治療 その 4 大原 國章
Photo Essay 53：息をする 塚谷 裕一
コラム：杢太郎の煙草好き 小野 友道
コラム：木の実の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く②中国広州 清平市場 金子 健彦
 
Vol.5 No.9（2006年 9月号） 
特集：知らないとはずかしい皮膚疾患① 
責任編集　Visual Dermatology編集委員会 
羅針盤：これの病名何だっけ？ 大原 國章
眼周囲の紅斑，浮腫，丘疹 井上 智子，松永 佳世子
鼻翼近傍の隆起性病変 早川 順

くり返す耳介の腫脹 佐々木 苗胤，江藤 隆史
耳の結節 野木村 真奈美，江藤 隆史
口角の色素斑 十河 香奈，江藤 隆史
敷石状の黄白色小結節 野口 武俊，大原 國章
下口唇の暗紫色結節 横倉 英人
顔面に多発する紅色丘疹 早川 和人
突然気づいた散在性の小溢血斑 野口 武俊，大原 國章
左下顎の角化性褐色局面 吉屋 直美，大原 國章
皮膚のポリープ 横田 憲二，大原 國章
上半身の浮腫を伴う発赤，弛緩性小水疱 吉屋 直美，大原 國章
体幹の紅色丘疹 狩野 葉子，佐久間 恵一
長方形の紅斑浮腫および丘疹 松永 佳世子，鈴木 加余子
腹部の環状紅斑 塩原 哲夫
体幹の小水疱 日野 治子
鮮紅色の小結節 前田 進太郎，大原 國章
下腹部の痒みを伴う丘疹と色素沈着 松永 佳世子，鈴木 加余子
臀部の線状紅斑 塩原 哲夫
幼児の会陰部，小結節 前田 進太郎，大原 國章
敷石状の黄白色小結節 野口 武俊，大原 國章
上肢の紅色丘疹と結節 狩野 葉子
運動後に生じた小型の膨疹 早川 順
手の水疱 水川 良子
手掌の索状硬結 若旅 功二，山田 朋子，大槻 マミ太郎
下腿の網目状色素斑 村田 哲
角化性の暗紅色結節 横田 憲二，大原 國章
足底に多発する小陥凹 石塚 洋典，大原 國章
青みを帯びた皮下腫瘤 森 悦子，大原 國章
踵の黒色斑 久木野 竜一，大原 國章
投稿：ネオーラル ®からネオメルク ®への切り換えにより症状が
再燃した尋常性乾癬の 1例

   安部 正敏，石渕 裕久，周東 朋子，横山 洋子，石川 治
Your Diagnosis？：9月号の出題 十河 香奈，江藤 隆史
Your Diagnosis？：7月号の解答 常深 祐一郎
CPC：黒色表皮腫 木村 鉄宣
皮膚疾患の chronology：表在型基底細胞上皮腫にみられる自然
退縮 大原 國章

Book Review：「みき先生の皮膚病理診断 ABC①表皮系病変」
   斎田 俊明
Photo Essay 54：凸凹する 塚谷 裕一
コラム：しっぽ homo caudatus 小野 友道
コラム：ジャパン・ブルー 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く③パリ Supermarché 金子 健彦
エッセイ・My favorite parks（11）：バガテル庭園 相馬 和子
 
Vol.5 No.10（2006年 10月号） 
特集：シクロスポリンを使いこなそう 
責任編集　大槻 マミ太郎 
羅針盤：シクロスポリンを使いこなそう 大槻 マミ太郎
尋常性乾癬（ネオーラルガイドライン 2004） 福地 修，中川 秀己
関節症性乾癬 矢口 均
汎発性膿疱性乾癬 梅澤 慶紀，馬渕 智生，小澤 明
掌蹠膿疱症とそれに伴う骨・関節症 照井 正
爪の乾癬 栗原 香子，江藤 隆史
慢性蕁麻疹 田中 稔彦，秀 道広
結節性痒疹 平嶋 海帆，山田 朋子，大槻 マミ太郎
chronic actinic dermatitis
   若旅 功二，藤本 美津夫，大槻 マミ太郎
円形脱毛症 荒瀬 誠治，香川 賢一
毛孔性扁平苔癬－ Lassueur-Graham Little症候群を中心として－
   竹本 靖代，落合 豊子
毛孔性紅色粃糠疹 松木 貴裕，佐藤 佐由里，大槻 マミ太郎
アトピー性皮膚炎 五十嵐 敦之
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erythromelalgia 佐野 栄紀
アミロイド苔癬 武藤 正彦，山下 研弥
皮膚筋炎に合併した間質性肺炎 天野 博雄，石川 治
強皮症に合併した間質性肺炎 小村 一浩，小川 文秀，佐藤 伸一
水疱性類天疱瘡 山田 朋子，大槻 マミ太郎
Behçet病 中村 晃一郎，尾山 徳孝
壊疽性膿皮症 綾部 原子，佐々木 哲雄，池澤 善郎
皮下脂肪織炎様 T細胞リンパ腫
 村田 哲，大山 正彦，横倉 英人，山田 朋子，濱田 利久，大槻 マミ太郎
topics：皮膚筋炎に伴う間質性肺炎 宮崎 泰成，吉澤 靖之
topics：P糖タンパク質関連 田中 良哉
topics：シクロフィリン阻害剤の新たな可能性：シクロスポリン
による C型肝炎ウイルスの排除 渡士 幸一

総論：シクロスポリンの免疫異常性皮膚疾患への応用とそのピッ
トフォール 大槻 マミ太郎

投稿：livedo racemosaの 2例－macular arteritisとの異同につ
いて－

   竹内 淳子，荻田 あづさ，青木 見佳子，山田 利恵，川名 誠司
Your Diagnosis？：10月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis？：8月号の解答 村田 哲
CPC：抗 p-200類天疱瘡 山本 明美
皮膚疾患の chronology：母斑細胞母斑の自然退縮 大原 國章
Photo Essay 55：へばりつく 塚谷 裕一
コラム：シクロスポリンのジェネリック製剤について 梅澤 慶紀
コラム：シクロスポリンMEPC製剤の減量の工夫 梅澤 慶紀
コラム：毒薬変じて薬となる－砒素の変転－ 小野 友道
コラム：神社・仏閣の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く④フィレンツェ中央市場 金子 健彦
随想：錦小路家本『異本病草紙』について（その 6）平安時代の
入浴について 服部 瑛

 
Vol.5 No.11（2006年 11月号） 
特集：歯科との連携で治す皮膚疾患 
責任編集　松永 佳世子 
羅針盤：歯科と皮膚科の連携には 5つの CO！ 松永 佳世子
総論：歯周病と皮膚疾患 稲垣 幸司，野口 俊英，前田 初彦
総論：歯性病巣感染と皮膚疾患 押村 進
総論：歯科における金属アレルギーの診断と治療
   池戸 泉美，服部 正巳
総論：口腔ケアの基礎知識－使いやすい口腔ケア用品－ 池山 豊子
齲歯（歯髄炎）治療により治癒した小児膿疱性乾癬
   馬庭 重位，松永 佳世子
根端性歯周組織炎が誘因と考えられた，血栓性静脈炎による頸部
巨大腫瘤を形成したBehçet病 吉澤 奈穂，大内 健嗣，杉浦 丹

齲歯治療により治癒した掌蹠膿疱症 岡田 克之，今井 正之
歯科治療で改善した貨幣状湿疹 田中 智子，佐藤 貴浩，横関 博雄
歯性感染病巣が増悪に関与していたと思われるアトピー性皮膚炎
   井川 健，横関 博雄
口腔扁平苔癬と歯科金属 飯島 茂子，木村 利明
歯科金属除去により治癒した掌蹠膿疱症
   山北 高志，鶴田 京子，松永 佳世子
金属アレルギーが考えられた汗疱状皮膚炎と貨幣状湿疹
   高橋 隼也，角田 孝彦
口腔内金属に起因した爪・皮膚・口腔扁平苔癬重複発症例
   小関 健司
扁桃腺摘出術にて改善した掌蹠膿疱症 永田 章，押村 進
歯科金属置換により軽快した手指の接触皮膚炎 渡邊 徳弘，押村 進
顎骨囊胞などが原病巣と考えられた結節性紅斑様皮疹
   中川 清昌，山本 悦秀
Dermatological View：金属と免疫 高橋 一夫
座談会：歯科との連携で治す皮膚疾患－今求められている皮膚科

医と歯科医との連携・ネットワーク
   押村 進，服部 正巳，福井 良昌，松永 佳世子
Your Diagnosis？：11月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis？：9月号の解答 十河 香奈，江藤 隆史
CPC：Localized discoid lupus er ythematosus/Lupus 

erythematosus tumidus 曽和 順子，木村 鉄宣
皮膚疾患の chronology：頭蓋骨露出創面を待機的に閉鎖した 1例
   吉野 朋子，大原 國章
Photo Essay 56：育つ 塚谷 裕一
コラム：歯科技工で用いられる材料と加工方法の変革 三品 富康
コラム：毒薬変じて薬となる－サリドマイドの場合－ 小野 友道
コラム：色と共感覚 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く⑤築地中央卸売市場 金子 健彦
エッセイ・My favorite parks（12）：レーベンス・ホールの庭園
とホーカー・ホールの庭園 相馬 和子

Vol.5 No.12（2006年 12月号） 
特集：皮膚病変の裏に潜むもの② 
責任編集　大原 國章 
羅針盤：水面下にひそむもの 大原 國章
掌蹠膿疱症から甲状腺機能亢進がみつかった例（EBウイルスに
よる発症が推測された） 塩原 哲夫

結節性紅斑からマイコプラズマ感染症がみつかった例 塩原 哲夫
にきび様皮疹に隠された慢性活動性 EBウイルス感染症
   山本 剛伸，岩月 啓氏
乳癌切除後に消褪した遊走性結節性紅斑
   門馬 文子，三橋 善比古，島田 耕司
蜂窩織炎から判明した巨大卵巣囊腫の 1例 関 真美，日野 治子
急激な指の腫脹からみつかったサルコイドーシス
   野口 武俊，大原 國章
Sjögren症候群に伴った抗γグロブリン血症性紫斑の 1例 東 直行
眼瞼腫脹を呈した悪性リンパ腫 吉屋 直美，大原 國章
片側性眼瞼腫脹がMALTリンパ腫であった 1例
   嶋田 八恵，石川 治
アレルギー性疾患と診断された臍部の転移性皮膚癌
   河崎 玲子，今山 修平
粉瘤・隆起性皮膚線維肉腫を疑った胸部腫瘤
   帆足 俊彦，大原 國章
子宮内膜症
 中島 康爾，池永 五月，金子 高英，中野 創，花田 勝美，野村 和夫
尿膜管遺残症 野木村 真奈美，江藤 隆史
顔面の結節性筋膜炎 藤本 篤嗣，山上 淳，杉浦 丹，福積 聡
豊胸術で挿入されたシリコンバッグ破裂に伴う皮下膿瘍の 1例
   赤坂 江美子，梅澤 慶紀，小澤 明
Fillerによる肉芽腫 前田 進太郎，大原 國章
10年来の腹部の紅斑を伴った結節がマンソン孤虫症だった 1例
   石田 久哉，熊切 正信
肺癌患者に生じた伝染性軟属腫
   松尾 光馬，本田 まりこ，中川 秀己
Your Diagnosis？：12月号の出題 十河 香奈，江藤 隆史
Your Diagnosis？：10月号の解答 常深 祐一郎
CPC：Desmoplastic Spitz nevus 原 一夫
ディベート：シックハウス症候群と化学物質過敏症は一連の病態
である 坂部 貢

皮膚疾患の chronology：35歳女性の頰部に生じた隆起性皮膚線
維肉腫－再建までの経過－ 吉屋 直美，大原 國章

Photo Essay 57：じゃらす 塚谷 裕一
コラム：デンマークのデザインに学ぶ 千々岩 英彰
コラム：麻姑の手が要る─Notalgia paresthetica─ 小野 友道
コラム：市場を歩く⑥ニューヨーク一番街 金子 健彦


