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ザー 904
Q-スイッチレーザー 589
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syndrome） 168，1162



1353Visual Dermatology Vol.6 No.12 2007

Visual Dermatology Vol.6 （2007） Index

S
Sister Mary Joseph’s nodule 607
Sjögren-Larsson症候群 946
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下腿潰瘍 478，510
下腿切断 476
褐色斑 597
痂皮性膿痂疹 1250
花粉症 1078

カペシタビン 156
痒くない皮膚 732
痒み 710，720
痒み過敏 688，690，728
痒み関連物質 710
川崎病 150，452
眼合併症 1028，1034，1080
汗管腫 45，72
肝機能障害 840
眼瞼周囲 1078
カンジダ性皮膚炎 22
環状紅斑 752，1188
環状肉芽腫 134
関節痛 1156
関節リウマチ 484，506
乾癬 19，710
眼瘙痒 1060
肝斑 364，378，591
鑑別 264
鑑別疾患 1286
汗疱 158
顔面 14，595
顔面の褐色斑 591
顔面の皮膚病変 1028
乾酪壊死 302
緩和医療 736
き
寄生菌毛瘡 581
基底細胞癌
 66，240，244，247，250，270，1108
基底細胞上皮腫 61
偽膜 1070
木村病 1078
丘疹 45
急性期褥瘡 1158
急性散在性脳脊髄炎 1182
急性胆囊炎 464
急性脳炎・脳症 1182
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後天性真皮メラノサイトーシス（ADM）
 589
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石灰化 247
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搔破痕 700
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足底色素斑 268
側頭動脈炎 520
疎毛 938
た
ダーモスコープ 280
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苔癬様反応 184
多汗 39
多汗症 629
タクロリムス 1034
タクロリムス軟膏 1058
蛇行性穿孔性弾力線維症 954
脱色素斑 595
多発 430
多発性血管腫 948
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炭酸ガスレーザー 374
単純性血管腫 912，922，934
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弾力線維 336
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遅延型反応 1204
知覚神経 706
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デスモゾーム 418
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バタフライサイン 700
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パルボウイルス B19感染症 72
パワーポイント 848
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光老化 386
引き締め効果 362
皮丘優位 226
粃糠疹 595
ビジュアル・アナログ・スケール（VAS）
 716
微小膿瘍 990
皮疹 1266
ヒスタミン 714
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皮膚硬化 952
皮膚疾患 1240
皮膚生検 66
皮膚脆弱 944
皮膚線維腫 27

皮膚腺病 1272
皮膚転移 276
皮膚の動静脈シャント 1152
皮膚標本作製法 810
皮膚病理診断 834
皮膚付属器一致性紅斑 1142
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皮様囊腫 575
表皮向性転移性 222
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フィブリノイド 542
フォト RF 368
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副作用 348
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 1184
フマル酸ケトチフェン 1068
不明熱 1156
プランクトン皮膚炎 599
プリミン 617
プレゼンテーション 848
プロテインC欠乏症 904
プロピルチオウラシル 514
分枝状皮斑 1154
粉瘤 24
へ
ヘリオトロープ疹 1074
ペリプラキン 1168
ヘルペス性眼瞼炎 1066
偏光フィルタ 280
片側巨脳症 936
扁平苔癬 72，601
扁平疣贅 256
ほ
蜂窩織炎 1250
防腐剤 1044
泡沫細胞 130
ポートリエ 990
保湿 358
墓石様配列 418
ボツリヌス毒素 346
母斑 1000
母斑様被角血管腫 625
ポリ乳酸 354
ま
マイクロニューログラフィー 694
マイコプラズマ IgM抗体 1240
マイコプラズマ感染症 1240
マクロ撮影 802
末梢血液 840
末梢神経 1188
末端黒子型 226
マンゴー 585
慢性搔破行為 638
み
水尾徴候 262
ミルメシア 27
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め
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免疫再構築症候群（IRIS） 1292
免疫組織化学 834
免疫反応 1286
免疫不全 1316
免疫抑制剤 474
面皰様開大 242
も
毛髪異常 941
毛包系腫瘍 1108
毛包上皮腫 579
毛母腫 613
網膜剥離 1022，1062
モノクローナル 164
や
薬剤性過敏症症候群 1140

ゆ
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溶連菌感染 1172
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り
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リウマトイド疹 1156
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隆起性皮膚線維肉腫 656
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月号別タイトル一覧

Vol.6 No.1 （1月号） 
特集：似たもの同士：目で見る鑑別診断③ 
責任編集 塩原 哲夫 
羅針盤：“似たもの同士”はひとまずお休みさせて頂きます
   塩原 哲夫
凍瘡 vsエリテマトーデス 早川 和人
白血病 vs汎発性湿疹 早川 順
乾癬 vs梅毒Ⅱ期疹 小川 博史，江藤 隆史
カンジダ性皮膚炎 vs肛囲溶連菌性皮膚炎 宇宿 一成
表在性皮膚脂肪腫様母斑 vs粉瘤 千々和 幹子，千々和 剛，赤木 淳
皮膚線維腫 vsミルメシア 常深 祐一郎
爪甲下出血 vs爪部悪性黒色腫 帆足 俊彦，大原 國章
尋常性天疱瘡 vs Stevens-Johnson症候群 清原 隆宏，熊切 正信
サルコイドーシス vs霰粒腫 大山 文悟，石井 文人，橋本 隆
multiple trichoepithelioma vs multiple eccrine hidrocystoma
   永井 弥生，田村 敦志，石川 治
Peutz-Jeghers症候群 vsアトピー性口唇メラノーシス vs Lau-

gier-Hunziker-Baran症候群 早川 和人，武林 亮子
光沢苔癬 vs汗管腫 常深 祐一郎，中島 広子
尋常性乾癬 vs菌状息肉症 夏秋 優
凍瘡 vsサルコイドーシス（びまん浸潤型）
   五十嵐 直弥，永井 弥生，石川 治
扁平苔癬 vs尋常性天疱瘡 早川 順
結節性皮膚アミロイドーシス vs単純性疱疹 吉野 朋子，大原 國章
Degos disease vs cytomegalovirus皮膚潰瘍
   狩野 葉子，浅野 祐介
臍石 vs臍部の基底細胞上皮腫 吉屋 直美，大原 國章
M.avium 感染による足潰瘍 vs動静脈奇形による足潰瘍 谷岡 未樹
基底細胞癌 vs Bowen病 福田 知雄，塩原 哲夫
粉瘤 vs脂肪腫 vs angiomyofibroblastoma vs hidradenoma pap-

illiferum 猿谷 佳奈子，日野 治子
総論：“似たもの同士”総論 塩原 哲夫
Photo Essay 58：並ぶ 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：1月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：11月号の問題と解答 村田 哲
CPC：Mycobacterial spindle cell pseudotumor of the skin
   塩見 達志
「基本の Pathology」連載にあたって 今山 修平

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
ではない 笹川 征雄

コラム：緑の黒髪 小野 友道
コラム：景観美の秘密 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑦那覇市第一牧志公設市場 金子 健彦
エッセイ・My favorite parks （13）：修学院離宮 相馬 和子

Vol.6 No.2 （2月号） 
特集：手から全身がみえる 
責任編集 水谷 仁 
羅針盤：手探りの皮膚科診療 水谷 仁
序論：手に出る皮膚病ををどうみる？ 水谷 仁
全身性エリテマトーデス 吉益 隆，古川 福実
全身性強皮症
   三原 清香，永井 弥生，片田 桐子，五十嵐 直弥，石川 治
皮膚筋炎 水谷 仁，梅田 幸嗣
Dupuytren拘縮 帆足 俊彦，大原 國章
腱黄色腫 池田 光徳
Muehrcke’s nail 黒川 一郎，梅田 幸嗣，水谷 仁
環状肉芽腫 寺木 祐一
IFN-γレセプター異常症に伴う皮膚悪性腫瘍
   垂水 千早，水谷 仁
成人 T細胞白血病／リンパ腫 天野 正宏，瀬戸山 充
Cronkhite-Canada症候群 尾本 陽一，水谷 仁
yellow nail syndrome 欠田 成人，水谷 仁
成人ヒトパルボウイルス B19感染症 清島 真理子
猩紅熱 日野 治子
川崎病 日野 治子
手足口病 日野 治子
小児の疥癬 池田 美智子，南光 弘子
抗癌剤による薬疹
   山本 奈緒，海老原 全，木本 雅之，大山 学，天谷 雅之
急性憎悪したアトピー性皮膚炎の寛解期にみられる掌蹠の異汗性
湿疹 磯田 憲一，梅田 幸嗣，水谷 仁

掌蹠に限局した乾癬 中川 真実子，木村 鉄宣，松永 佳世子
サルコイドーシス
   森 如，袴田 新，磯田 憲一，黒川 一郎，水谷 仁
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クリオグロブリン血症 水谷 仁，梅田 幸嗣
Churg-Strauss症候群
 森岡 竜彦，山中 恵一，袴田 新，磯田 憲一，黒川 一郎，水谷 仁
reflex sympathetic dystrophy syndrome 山中 恵一，水谷 仁
Photo Essay 59：色づく 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：2月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：12月号の問題と解答 十河 香奈，江藤 隆史
CPC：atrophic dermatofibroma 清原 隆宏
基本の Pathology：液状／空胞変性　Liquefaction（Hydropic）

/Vacuolar degeneration 今山 修平
ディベート：化学物質過敏症はこころが関係している 羽白 誠
皮膚疾患の chronology：cutaneous B cell lymphoma～経過中
に消長のみられた例～ 石塚 洋典，大原 國章

コラム：しらが 小野 友道
コラム：チラシ広告の色彩表現 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑧バリ島 キンタマーニ高原 金子 健彦

Vol.6 No.3 （3月号） 
特集：ダーモスコピーを使ってみよう！ 
責任編集 田中 勝 
羅針盤：ダーモスコープでみたあと，どうするか？ 田中 勝
総論：ダーモスコピーの使い方，診断法，説明のしかた，データ
管理の方法 田中 勝

若年女性の早期表在拡大型悪性黒色腫 高林 彩子，土田 哲也
表皮向性転移性悪性黒色腫
   曽和 順子，加茂 理英，柳原 茂人，石井 正光
臨床・ダーモスコピーで診断した末端黒子型悪性黒色腫
   高林 彩子，土田 哲也
Hutchinson徴候が診断の決め手になった爪甲下悪性黒色腫
   川端 康浩，帆足 俊彦
ダーモスコピーにて診断した爪甲下悪性黒色腫
   伊藤 尚子，小林 憲，石崎 純子，田中 勝，原田 敬之
爪甲色素線条と爪甲下悪性黒色腫の識別 大原 國章
爪甲下の先天性母斑 横山 知明，田中 勝
皮丘平行パターンを示しても分布が対称性で小さければ良性のこ
とがある 土居 敏明，田所 丈嗣，小澤 健太郎

脂漏性角化症と基底細胞癌の鑑別 久木野 竜一，大原 國章
脂漏性角化症 谷岡 未樹
瘢痕上に生じた基底細胞癌 加茂 理英，曽和 順子，石井 正光
石灰化を伴った基底細胞癌
   柴田 雅彦，新熊 悟，猪熊 大輔，青柳 哲，清水 宏，西谷 道子
白人患者の基底細胞癌 大原 國章
エクリン汗孔腫 神吉 晴久，東田 由香，堀川 達弥，錦織 千佳子
脂漏性角化症との鑑別にダーモスコピーが有用であった扁平疣贅
   笹川 征雄
体幹の Bowen病（血管所見からの診断）
   鶴田 恭子，古賀 弘志，高田 実，斎田 俊明
局面状病変を呈した老人性脂腺増殖症
   齊藤 玲子，澤田 美月，石崎 純子，田中 勝，原田 敬之
疥癬 吉住 順子，田中 勝
足底悪性黒色腫 ―出血斑との鑑別が困難であった 1例―
   吉田 和恵，畑 康樹，谷川 瑛子，田中 勝
足底の真皮型色素細胞母斑 澤本 学，山田 秀和
皮丘平行パターンを示した足底の色素細胞母斑
   山西 清文，伊藤 孝明，南 祥一郎，平野 愛
上背部の基底細胞癌（むしろ悪性黒色腫を疑った）
   高沢 裕子，古賀 弘志，高田 実，斎田 俊明
ダーモスコピーで基底細胞癌を考えたケラトアカントーマ
   樋口 美智，秋山 正基，末木 博彦，飯島 正文
悪性黒色腫を思わせた乳癌の皮膚転移 福原 麻里，早川 和人

Dermatological View：ダーモスコピーの機種紹介と撮影のコツ
   田中 勝
Photo Essay 60：盛り上げる 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：3月号の出題 十河 香奈，江藤 隆史
Your Diagnosis！：1月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：水疱性類天疱瘡（bullous pemphigoid）あるいは後天性表
皮水疱症（acquired epidermolysis bullosa） 木村 鉄宣

基本の Pathology：肉芽腫 Granuloma その① 類結核肉芽腫
Tuberculoid granuloma 今山 修平

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
ではないと考えるべきである：科学論的考察 幸野 健

皮膚疾患の chronology：表在拡大型黒色腫の進展 その 1
   大原 國章
コラム：道化師様胎児 harlequin fetus 小野 友道
コラム：騒色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑨ニューヨーク グリーンマーケット 金子 健
彦

Book Review：『皮疹の数・大きさ・分布からみた皮膚科学 症例
と最新情報』 石井 正光

エッセイ・My favorite parks（14）：シシングハースト・キャッ
スル・ガーデン 相馬 和子

Vol.6 No.4 （4月号） 
特集：シワ・たるみも治してみませんか？ 
責任編集 秋田 浩孝 
羅針盤：シワ・たるみも治してみませんか？ 秋田 浩孝
総論：シワとたるみの病態生理 今山 修平
総論：シワ・たるみの計測，評価方法 広瀬 統
注入療法に有効な製品（コラーゲン・ヒアルロン酸・ボツリヌス
毒素など）の入手先・入手方法

   高須 英津子，秋田 浩孝，松永 佳世子
注入療法を行うときの注意点（副作用を含めて）
   高須 英津子，秋田 浩孝，松永 佳世子
コラーゲン 宮崎 孝夫
Botox® 宮崎 孝夫
ヒアルロン酸・ポリ乳酸 征矢野 進一
シワ・たるみに対する脂肪注入療法 市田 正成
化粧品がめざすもの 長沼 雅子，高橋 元次
日常生活でできること：リハビリメイク®によるマッサージ
   かづきれいこ，鷲見 康子，松永 佳世子
トレチノイン療法 飯塚 文子，吉村 浩太郎
ケミカルピーリング 岸岡 亜紀子，山本 有紀
イオントフォレーシス 瓜生 美樹
シワ・たるみに使用される機器一覧
   中澤 有里，秋田 浩孝，松永 佳世子
ロングパルスダイレーザー Vbeamを用いたシワ治療 中野 俊二
炭酸ガスレーザー 山下 理絵
Fraxel ™ 河野 太郎，野﨑 幹弘
IPL：LimeLight ™ 根岸 圭，長尾 公美子，若松 信吾
LED 尾見 徳弥
近赤外線ライト：Titan®

   根岸 圭，竹内 かおり，櫛方 暢晴，若松 信吾
IPL＋ RF（Aurora ™，Polaris ™） 古村 南夫
RF（ThermaCool TC ™） 菅谷 直樹，秋田 浩孝，松永 佳世子
RF（CET＆ RET） 鈴木 晴恵
Dermatological View：シワ・たるみの外科的治療
   小坂 正明，朝村 真一，磯貝 典孝
Photo Essay 61：張り出す 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：4月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：2月号の問題と解答 村田 哲
CPC：Sjögren-Larsson症候群 山本 明美，堀 仁子



1358 Visual Dermatology Vol.6 No.12 2007

基本の Pathology：棘融解 acantholysis 今山 修平
ディベート：ジェネリック製剤の問題点 中村 敏明，政田 幹夫
皮膚疾患の chronology：表在拡大型黒色腫の進展 その 2 多発症
例の観察 大原 國章

コラム：陰毛 小野 友道
コラム：勝井三雄のグラフィックアートの世界 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑩澳門 大三巴街 金子 健彦

Vol.6 No.5 （5月号） 
特集：時空をマーチする血管炎 
責任編集 古川 福実 
羅針盤：剖検例から学んだ血管炎 古川 福実
総論：時空をマーチする血管炎 古川 福実，中村 智之，金澤 伸雄
Dermatological View：血管炎の分類の今昔 －皮膚科からのメッ
セージ 勝岡 憲生

大量の消化管出血を生じたアナフィラクトイド紫斑 立花 隆夫
皮膚アレルギー性血管炎 永井 弥生，石川 治
皮膚型結節性多発動脈炎（livedoid vasculopathyより進展例）
   久保田 由美子
シクロホスファミドのパルス療法が有用であった結節性多発動脈
炎 石黒 直子

結節性多発動脈炎（多発性単神経炎の出現から 5年後に下腿切断
となった 1例） 中村 智之，山本 有紀

結節性多発動脈炎（皮膚症状の重症例：植皮が成功した例）
   吉川 義顕，立花 隆夫
クリオグロブリン血症 室田 浩之
lgA-κ型M蛋白血症，関節リウマチ，皮膚筋炎，アスベスト肺
を合併した持久性降起性紅斑 上出 康二，木村 文子

顕微鏡的多発血管炎－発症初期と判断した 1例
   木村 文子，上出 康二，中 啓吾
Wegener肉芽腫症 石橋 正史，陳 科榮
Churg-Strauss症候群 辻岡 馨
Buerger病 永井 弥生，五十嵐 直弥，石川 治
悪性萎縮性丘疹症 辻 香，長谷 哲男
組織学的に leukocytoclastic vasculitisを呈する滲出性紅斑を伴っ
た全身性エリテマトーデス

   榎戸 友里，濱口 儒人，越後 岳士，藤本 学，竹原 和彦
壊死性血管炎と小葉性脂肪織炎を伴った皮膚筋炎
   伊藤 なつ穂，伊藤 泰介
MPO-ANCA関連腎炎を合併した限局型全身性強皮症
熊田 朗子，濱口 儒人，長谷川 稔，藤本 学，竹原 和彦，佐藤 伸一
リウマトイド血管炎 滝脇 弘嗣
抗リン脂質抗体症候群 鈴木 理華，原田 晴美，衛藤 光
Majocchi血管拡張性紫斑が先行した livedoid vasculopathy
   金林 純子，大島 昭博
連鎖球菌感染が先行した壊死性血管炎 秦 まき
プロピルチオウラシルによる ANCA関連血管炎
   小澤 健太郎，山本 志織
蕁麻疹様血管炎 高橋 健造
側頭動脈炎 柳瀬 哲至，大原 國章
Frontline：ANCA関連血管炎克服の歴史と展望
   山田 秀裕，尾崎 承一
Photo Essay 62：トラップする 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：5月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：3月号の問題と解答 十河 香奈，江藤 隆史
CPC：symmetrical lividities of the sole of the feet（SLSF）
   安齋 眞一
基本の Pathology：フィブリノイド物質／沈着 fibrinoid mate-

rial/deposition 今山 修平
ディベート：ラップ療法 ―私見― 石川 治
コラム：二の腕 小野 友道
コラム：岡鹿之助の人生と仕事 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑪バンコク オートコー市場（2） 金子 健彦
エッセイ・My favorite Parks（15）：ルコレ公園 相馬 和子

Vol.6 No.6 （6月号） 
特集：知らないとはずかしい皮膚疾患② 
責任編集 Visual Dermatology編集委員会 
羅針盤：知らないことは“恥”である 塩原 哲夫
頭部の落屑性紅斑と脱毛 栗原 香子，江藤 隆史
左上眼瞼外側の皮下腫瘤 野口 武俊，大原 國章
右眉毛部の黄白色小結節 横溝 英菜，大原 國章
鼻背の半球状常色結節 横溝 英菜，大原 國章
上口唇須毛部の紅色結節 伊藤 恭子，江藤 隆史
口囲の鱗屑を付す紅斑 平原 和久，塩原 哲夫
口囲の痒みを伴う紅斑，漿液性丘疹
   佐野 晶代，大原 國章，松永 佳世子
下顎の紅色結節 嶋津 苗胤，江藤 隆史
顔面の左右対称の灰褐色斑 稲葉 弥寿子，秋田 浩孝，松永 佳世子
頰部の左右対称性の褐色斑 横田 憲二，大原 國章
顔面に多発する粟状大紅色丘疹 増田 智一，村田 哲
顔面の自覚症状のない白色局面 村田 哲
前胸部，背部の淡褐色斑 野木村 真奈美，江藤 隆史
水着着用部に一致した発疹 狩野 葉子
上背部の帽針頭大の丘疹 塩原 哲夫
右腹部の皮下索状硬結 横田 憲二，大原 國章
下腹部の小水疱，血疱 柳瀬 哲至，大原 國章
臍の結節 日野 治子
陰囊に多発する暗紫紅色結節 前田 進太郎，岸 晶子，大原 國章
陰部の瘙痒 若旅 功二，大槻 マミ太郎
左肩の隆起性腫瘤 野口 武俊，大原 國章
上半身の左右非対称に分布する紅色丘疹
   山北 高志，矢上 晶子，松永 佳世子
両手，両上肢の皮疹 安部 正通，松永 佳世子
手指の角化，亀裂 横倉 英人，大槻 マミ太郎
四肢の角化性丘疹 栗原 香子，江藤 隆史
下腿潰瘍周辺の発赤と丘疹 中川 真実子，矢上 晶子，松永 佳世子
角化を伴う暗紫紅色斑，結節 前田 進太郎，岸 晶子，大原 國章
下肢の角化性褐色局面 水川 良子
両足底の対称性紅斑 早川 順
爪の変形を伴う爪甲下の腫瘤 福田 知雄，塩原 哲夫
投稿：アトピー性皮膚炎に続発したと考えられるアミロイド苔癬
の 6例 中嶋 弘，山田 利恵，高梨 雄蔵，樋口 光弘，杉田 泰之

Photo Essay 63：発色する 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：6月号の出題 嶋津 苗胤，江藤 隆史
Your Diagnosis！：4月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：aneurysmal fibrous histiocytoma（AFH） 桐生 美麿
基本の Pathology：花ムシロ状／車軸状 storiform/cartwheel 

pattern 今山 修平
ディベート：穴あきポリエチレンをドレッシング材として用いた

Open Wet-dressing Therapyは褥瘡局所治療の切り札である
   藤広 満智子
皮膚疾患の chronology：Gottron徴候 大原 國章
コラム：漱石のアバタ 小野 友道
コラム：白黒写真の面白さ 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑫ニューヨーク Supermarket 金子 健彦
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Vol.6 No.7 （7月号） 
特集：かゆみに迫る 
責任編集 宮地 良樹 
羅針盤：痒みに迫る 宮地 良樹
序論：痒みをめぐって 宮地 良樹
topics：最新版・痒み機序に迫る 生駒 晃彦
topics：痛み研究から痒みに迫る 國本 雅也
topics：痒み過敏～その実例と治療 生駒 晃彦
topics：機器を使わずに痒みを評価するには 江畑 俊哉
topics：アトピー性皮膚炎はなぜ痒い 高森 建二
topics：ドライスキンはなぜ痒い 豊田 雅彦
topics：乾癬はなぜ痒い 小宮根 真弓
topics：蕁麻疹はなぜ痒い 森田 栄伸
topics：透析患者の痒みとκ -オピオイド作動薬の効果～新薬への
展望～

   熊谷 裕生，江畑 俊哉，鈴木 洋通，丸山 資郎，高森 建二
topics：心身相関としてどこまで痒みに対して影響するか 羽白 誠
治療：痒みメディエーターからみた治療薬選択 細木 美和
治療：根拠に基づく痒みの生活指導と理学療法 福岡 美友紀
治療：外用薬で痒みは止められるか？ 高路 修
治療：工夫で止める小児の痒み 末廣 豊
コラム：多発性硬化症の痒み 萩原 綱一，吉良 潤一
コラム：帯状疱疹後の痒み 生駒 晃彦
コラム：皮膚悪性リンパ腫の痒み 戸倉 新樹
コラム：原発性胆汁性硬化症の痒み 安部 正敏
原著：Mohs chemosurgeryで QOLの改善と完全寛解を得た有
棘細胞癌の 1例

 北村 昌紀，大塚 正樹，藤原 規広，吉川 周佐，清原 祥夫，鬼塚 哲郎
Photo Essay 64：蜜腺と移ろいと 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：7月号の出題 常深 祐一郎，宮本 明栄
Your Diagnosis！：5月号の問題と解答 村田 哲
CPC：銀皮症 argyria（silver deposition） 塩見 達志
基本の Pathology：上着のような coatsleeve-like／血管周囲性細
胞浸潤 perivascular infiltrate 今山 修平

ディベート：いわゆるラップ療法に対する反論 小野 一郎
皮膚疾患の chronology：耳介のDLE 大原 國章
コラム：Medical professionalism in the new millennium ― a 

physicians’ charter― 小野 友道
コラム：寒色と暖色のはたらき 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑬バンコク オートコー市場（3） 金子 健彦
エッセイ・My favorite Parks （16） 三溪園 相馬 和子

Vol.6 No.8 （8月号） 
特集：知ってトクする皮膚科のスキル 
責任編集 Visual Dermatology編集委員会 
羅針盤：私の写真修行 大原 國章
総説：臨床写真の撮り方 大原 國章
総説：初心者のための医療現場で使えるデジタルカメラの選びか
た 中村 健一

総説：美しいHE染色写真とは 畠 榮
総説：真菌検査・直接鏡検のコツ 仲 弥
総説：ウイルス検査の極意 浅田 秀夫
総説：免疫組織染色・蛍光抗体法所見の読み方 山本 明美
総説：血液・生化学検査データの解釈 長谷 哲男
総説：学会デビューのための PowerPointデータの効果的な作り
方 田中 勝

原著：下腿の多発性血疱を主訴とし，Crohn病を併発したアナフィ
ラクトイド紫斑の 1例 加藤 理子，神津 悠，稲冨 徹

Photo Essay 65：透き通る 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：8月号の出題 村田 哲

Your Diagnosis！：6月号の問題と解答 嶋津 苗胤，江藤 隆史
CPC：dermatomyofibroma（皮膚筋線維腫）
   福本 隆也，木村 鉄宣
基本の Pathology：色素性母斑 nevus pigmentosus/melanocytic 

nevus その① 手掌足底の黒子 lentigoと境界型母斑 junctional 
type 今山 修平

ディベート：高齢者医療施設におけるラップ療法の利点 中嶋 弘
Book Review：隔月刊「医療判例解説」 末木 博彦
コラム：山帰来 サンキライ 小野 友道
コラム：明暗対比のメカニズム 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑭築地中央卸売市場（2） 金子 健彦

Vol.6 No.9 （9月号） 
特集：小児の症候群 
責任編集 馬場 直子 
羅針盤：先天性症候群の子どもたち，その家族 馬場 直子
総論：小児の症候群 ―診断と皮膚科的治療 馬場 直子
Sturge-Weber症候群 川上 理子
Klippel-Trenaunay-Weber症候群 石塚 洋典，大原 國章
blue rubber bleb nevus syndrome
   日野 治子，松岡 芳隆，馬場 直子
phacomatosis pigmentovascularis 大草 康弘
von Recklinghausen病 谷戸 克己
hypomelanosis of  Ito 馬場 直子
神経皮膚黒色症 野口 武俊，大原 國章
Bloch-Sulzberger症候群 山田 朋子，村田 哲，大槻 マミ太郎
cutis marmorata telangiectatica congenita
   岩下 賢一，小澤 明，川久保 洋
linear sebaceous nevus syndrome 太田 圭，大石 泰史
減汗性外胚葉異形成症 馬場 直子
Netherton症候群 水野 優起，須賀 康
Ehlers-Danlos症候群Ⅱ型
   三浦 歩，三橋 善比古，鈴木 民夫，角田 孝彦
Sjögren-Larsson症候群 小川 博史，江藤 隆史
Maffucci症候群 沼部 博直
Peutz-Jeghers症候群 河合 成海，矢上 晶子，松永 佳世子
progeria 佐々木 りか子
Down症候群 小岩 克至，猪又 直子，池澤 善郎
Hunter症候群 馬場 直子
Dermatological View：Blaschko線と母斑症 相馬 良直
Frontline：遺伝性皮膚疾患の原因遺伝子と遺伝子診断～現状と展
望～ 柳 輝希，秋山 真志，清水 宏

原著：右頰部や頭部のびらんとびまん性脱毛を主症状とした尋常
性天疱瘡の 1例 加藤 理子，三宅 浩行，稲冨 徹

Photo Essay 66：転がる 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：9月号の出題 袖本 衣代，江藤 隆史
Your Diagnosis！：7月号の問題と解答 常深 祐一郎，宮本 明栄
CPC：単純疱疹 山本 明美
基本の Pathology：ポートリエ微小膿瘍　Pautrier microab-

scess 今山 修平
ディベート：ラップ療法 ―ディベートのまとめと私見―
   松永 佳世子
皮膚疾患の chronology：足底母斑の経年変化 大原 國章
コラム：百日紅 ―歌人畑野むめ 96歳― 小野 友道
コラム：理髪師・美容師の養成 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑮ニューヨーク イタリアンデリ 金子 健彦
エッセイ・My favorite parks（17）：ブライアント公園
   相馬 和子，相馬 正弘（写真）
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Vol.6 No.10 （10月号） 
特集：炎症性皮膚疾患と眼 －アトピー性皮膚炎を中心に－ 
責任編集 江藤 隆史 /大久保 ゆかり 
羅針盤：眼からうろこ 江藤 隆史
総説：アトピー性皮膚炎の眼科的合併症 ―眼科の立場から―
   熊谷 直樹
総説：アトピー性皮膚炎の眼科的合併症 ―皮膚科の立場から―
   大久保 ゆかり
総説：タクロリムス軟膏と眼合併症 江藤 隆史
総説：緑内障とステロイド使用 吉野 啓
総説：点眼薬の検証 ―どのようなものがあるか？ 大谷 道輝
総説：花粉症とアトピー性皮膚炎 横関 博雄
アトピー性眼瞼・結膜炎 ―ステロイド緑内障を合併した例―
   海老原 伸行
春季カタル ―タクロリムス軟膏が奏効した例―
   小沢 昌彦，内尾 英一
円錐角膜 ―急性水腫を合併した例― 森 秀樹
白内障 後藤 浩
網膜剥離 岩﨑 琢也
角膜ヘルペス ―両眼に生じた例― 海老原 伸行
ザジテン®点眼液による接触皮膚炎
   若松 順子，大久保 ゆかり，山本 俊幸
Stevens-Johnson症候群 外園 千恵
羊膜移植を要した瘢痕性類天疱瘡 岸本 恵美，江藤 隆史，松元 俊
眼瞼に限局して発症した皮膚筋炎
   矢上 晶子，稲葉 弥寿子，松永 佳世子
花粉症の時期に一致して再燃をくり返した眼瞼部の木村病
   川口 敦子，入澤 亮吉，大久保 ゆかり
帯状疱疹と眼合併症 小泉 範子，上田 英一郎
Dermatological View：紫外線と眼 ―紫外線・PUVAからどう眼
を保護するか― 森田 明理

原著：Mechanic’s handを伴った抗 Jo-1抗体陽性多発性筋炎 ―
3例の報告とこの皮疹の皮膚科学的位置づけについて

   相馬 良直，川上 民裕，川崎 奏，芳賀 恒夫，山前 恵美子
Photo Essay 67：癒す 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：10月号の出題
   常深 祐一郎，宮本 明栄，小宮根 真弓
Your Diagnosis！：8月号の問題と解答 村田 哲
CPC：erythema toxicum neonatorum 清原 隆宏
基本の Pathology：palisade/palisading pattern 柵状配列
   今山 修平
ディベート：ラップ療法の是非をめぐって ― EBMと司法の観点
から― 幸野 健，田邉 昇

コラム：狼瘡 ループス 小野 友道
コラム：色彩の感情効果 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑯フィレンツェ 中央市場（2） 金子 健彦

Vol.6 No.11（11月号） 
特集：重症皮膚疾患のフラッグサイン－皮膚からのシグナルを見
逃さない 

責任編集 宮地 良樹 
羅針盤：皮膚は語る 宮地 良樹
食物依存性運動誘発アナフィラキシー
   千貫 祐子，新原 寛之，河野 邦江，森田 栄伸
Stevens-Johnson症候群 池澤 優子，毛利 忍，池澤 善郎
薬剤性過敏症症候群（DIHS） 藤山 幹子
移植片対宿主病（GVHD） 松村 由美
好酸球増多を伴う結節性多発動脈炎
   堺 則康，木村 かやの，下田 貴子，川名 誠司
壊疽性膿皮症 狩野 葉子，武林 亮子
壊疽に発展する糖尿病足病変 末木 博彦

blue toe syndrome（コレステロール血栓症） 妹尾 明美
抗リン脂質抗体症候群 林 理華，衛藤 光
成人 Still病 臼田 俊和
褥瘡 立花 隆夫
複合性局所疼痛症候群（CRPS）の皮膚病変 荒木 絵里
色素性乾皮症 森脇 真一，青島 正浩
腫瘍随伴性天疱瘡 橋本 隆
膿疱性乾癬 西部 明子
血管肉腫 増澤 幹男
皮下脂肪織炎様 T細胞リンパ腫 戸倉 新樹，杉田 和成
ヒトパルボウイルス B19感染と紫斑
   清島 真理子，渋谷 佳直，荒川 智佳子，水谷 陽子
ウイルス性発疹症と急性脳炎・脳症 市山 高志
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群（SSSS） 多田 讓治
壊死性筋膜炎 是枝 哲
ハンセン病 石井 則久
Photo Essay 68：香る紅 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：11月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：9月号の問題と解答 袖本 衣代，江藤隆史
CPC：Desmoplastic melanomaの再発 原 一夫
基本の Pathology：海綿状態 spongiosis 今山 修平
ディベート：小児の苺状血管腫には早めに色素レーザーを当てる
べきである 飯田 直成

皮膚疾患の chronology：有棘細胞癌の進展経過 その 1 大原 國章
コラム：入浴は何回が適当か 小野 友道
コラム：広告の色彩表現 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑰済州島 東門市場 金子 健彦
Book Review：『こどものあざによくみる 50症状 どう診て・どう
対応するか』 塩原 哲夫

エッセイ・My favorite parks（18）：ロングウッドガーデンズ
   相馬 和子

Vol.6 No.12（12月号） 
特集：同じ病気でもこんなに違う！［感染症編］ 
責任編集 塩原 哲夫 
羅針盤：マフラーとスカーフとネクタイと 塩原 哲夫
総説：マイコプラズマ感染症 平原 和久，塩原 哲夫
総説；溶連菌感染症 早川 和人
ヒトパルボウイルス B19感染症 浅野 祐介，塩原 哲夫
ハンセン病 永岡 譲，石井 則久
皮膚結核 石井 則久，杉田 泰之，堀内 義仁
梅毒 袖本 衣代，江藤 隆史
帯状疱疹 福田 知雄，塩原 哲夫
HIV感染症 早川 順，塩原 哲夫
単純ヘルペス 松永 佳世子，大原 國章，山北 高志，吉川 哲志
ツツガムシ病 梅林 芳弘
総論：同じ病気でもこんなに違う：総論 ―感染症編― 塩原 哲夫
Photo Essay69：粒々 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：12月号の出題 嶋津 苗胤，江藤 隆史
Your Diagnosis！：10月号の問題と解答
   常深 祐一郎，宮本 明栄，小宮根 真弓
CPC：tufted hair folliculitis 高井 利浩
皮膚疾患の chronology：有棘細胞癌の進展経過 その 2
   大原 國章
ディベート：苺状血管腫はレーザー治療と wait and seeで最終的
には大きな差が出ない 岩崎 泰政

コラム：ライラックリング Lilac ring 小野 友道
コラム：瀋陽故宮の建造物の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑱済州島 東門市場（2） 金子 健彦
Book Review：『みき先生の皮膚病理診断 ABC②付属器系病変』
   松永 佳世子


