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Vol.7 No.1 （1月号） 
特集：基底細胞上皮腫のすべて 
責任編集 大原 國章 
羅針盤：多様性と共通性，一貫性 大原 國章
総論：皮膚悪性腫瘍ガイドライン（基底細胞癌）の解説とその問
題点 門野 岳史

総説：眼瞼の BCEの手術 大原 國章
総説：鼻の BCEの手術 大原 國章
結節型 石塚 洋典，大原 國章
結節潰瘍型 久木野 竜一，大原 國章
morphea-like type 前田 進太郎，大原 國章
表在型 石川 武子，大原 國章
Pinkus型 帆足 俊彦，大原 國章
再発型 井上 義彦，大原 國章
頭部の BCE 柳瀬 哲至，大原 國章
眼瞼の BCE 吉屋 直美，大原 國章
鼻の BCE 野口 武俊，大原 國章
外耳道の BCE 岩澤 うつぎ，大原 國章
耳介の BCE レパヴー・アンドレ
口唇の BCE 横溝 英菜，大原 國章
軀幹の BCE 吉屋 直美，大原 國章
下肢の BCE 久木野 竜一，大原 國章
鼠径部の BCE 前田 進太郎，大原 國章

外陰の BCE 吉屋 直美，大原 國章
肛囲の BCE 吉屋 直美，大原 國章
指の BCE 中村 泰大
手掌の BCE 井汲 菜摘
足の BCE 石塚 洋典，大原 國章
腋窩の BCE 吉野 朋子，大原 國章
若年者（20歳代）の BCE 野口 武俊，大原 國章
無色素性・乏色素性の BCE 前田 進太郎，大原 國章
BCEのダーモスコピー像 大原 國章
nodular（nodulocystic）type 結節型あるいは solid type 充実型
   大原 國章
keratotic type 角化型 大原 國章
superficial type 表在型 大原 國章
adamantinoid type エナメル上皮腫様型 大原 國章
adenoid type 腺様型 大原 國章

cystic type 囊腫型 大原 國章
morphea-like，fibrosing（sclerosing，infiltrative）モルフィア様，
線維化型（硬化型，浸潤型） 大原 國章

micronodular type 新谷 洋一，森田 明理
fibroepithelial type （Pinkus腫瘍） 大原 國章
BCEでみられるその他の所見 大原 國章
trichoblastoma 帆足 俊彦，大原 國章
trichoepithelioma 岸 晶子，大原 國章
desmoplastic trichoepithelioma 岸 晶子，大原 國章
poroma 岸 晶子，大原 國章
adenoid cystic carcinoma 井上 義彦，大原 國章
microcystic adnexal carcinoma 井上 義彦，大原 國章
Photo Essay 70：猪 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：1月号の出題 常深 祐一郎，川嶋 智彦
Your Diagnosis！：11月号の問題と解答 村田 哲
皮膚疾患の chronology：BCE：進行のパターン 大原 國章
即答組織診断！：伝染性軟属腫 molluscum contagiosum
   常深 祐一郎
コラム：永井荷風は梅毒だった？ 小野 友道
コラム：日本の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く⑲ニューヨーク グリーンマーケット（2）
   金子 健彦
My favorite parks（19）：モエレ沼公園 相馬 和子

Vol.7 No.2 （2月号） 
特集：日常診療の疑問を解決しよう！ 
責任編集 小澤 明 
羅針盤：その疑問を解決しよう～第 71回日本皮膚科学会東京支
部学術大会より～ 小澤 明

総論：「学会に行こう」，「学会で疑問を解決しよう」，「学会を見直
そう」そして「学会で懇親を深めよう」 小澤 明

総説：肝斑に対する治療のコツと患者指導①治療のコツ 林 伸和
総説：肝斑に対する治療のコツと患者指導②患者指導 大井 綱郎
総説：女性の脱毛症に対する治療のコツと患者指導
   入澤 亮吉，坪井 良治
総説：高齢者の爪白癬に対する治療のコツと患者指導①実態と患
者指導 生駒 憲広，小澤 明

総説：高齢者の爪白癬に対する治療のコツと患者指導②治療の 
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コツ 鈴木 陽子
総説：糖尿病患者のフットケア ①治療のコツ 末木 博彦
総説：糖尿病患者のフットケア ②患者指導 落合 豊子
総説：胼胝，疣贅，多発するアクロコルドン①難治な胼胝に対す
る治療のコツと患者指導 中田 土起丈

総説：胼胝，疣贅，多発するアクロコルドン②難治な疣贅に対す
る治療のコツと患者指導 赤坂 江美子，小澤 明

総説：胼胝，疣贅，多発するアクロコルドン③多発するアクロコ
ルドンに対する治療のコツと患者指導 大橋 則夫

総説：オムツ着用におけるスキンケア①皮膚科の対応 種田 明生
総説：オムツ着用におけるスキンケア②患者指導
   入村 里美，馬渕 智生
総説：帯状疱疹後神経痛に対する治療のコツと患者指導 
   宮崎 東洋，木村 信康
総説：アレルギー検査の功罪①アレルギー検査の有用性 関東 裕美
総説：アレルギー検査の功罪②アレルギー検査の問題点 相原 道子
総説：図譜とムラージュ①土肥慶蔵著 『日本皮膚病梅毒図譜』
   角田 孝彦
総説：図譜とムラージュ②残ったムラージュ，消えたムラージュ 
小野 友道

Dermatological View：（1）患者のための医療経済：医療経営と
経済の違いについて 北島 康雄

Dermatological View：（1）患者のための医療経済：ジェネリッ
ク医薬品：拠り所はインフォームド・コンセント 熊切 正信

Dermatological View：（1）患者のための医療経済：OTC医薬品
に対する考え方 大路 昌孝

Dermatological View：（1）患者のための医療経済：治療法によ
る医療費軽減の工夫 馬渕 智生，小澤 明

Dermatological View：（2）国民生活安全対策システムと皮膚科：
国民生活安全対策システムにおける皮膚科の役割 藤田 慎一

Dermatological View：（3）21世紀を迎えて皮膚科研究は何が起
こっているか？：研究は臨床に役立っているのか？ 塩原 哲夫

Dermatological View：（3）21世紀を迎えて皮膚科研究は何が起
こっているか？：診療現場への貢献 （i）遺伝子治療 池田 志斈

Dermatological View：（3）21世紀を迎えて皮膚科研究は何が起
こっているか？：診療現場への貢献 （ii）炎症・免疫をめぐる新
しい概念 松江 弘之，神戸 直智

Dermatological View：（3）21世紀を迎えて皮膚科研究は何が起
こっているか？：皮膚科研究の現況，評価と展望 岩月 啓氏

Photo Essay 71：垂れ下がる 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 嶋津 苗胤，江藤 隆史
CPC ：副乳（accessory nipples） 玉田 伸二，田中 佐枝
基本の Pathology：肉芽腫 Granuloma その② 柵状肉芽腫 Pali-

sading granuloma 今山 修平
ディベート：ラップ療法について─在宅医療の立場から
   栗原 誠一
皮膚疾患の chronology：基底細胞上皮腫の進展 その② 大原 國章
即答組織診断！：扁平苔癬 Lichen planus 常深 祐一郎
コラム：つかの間のネイルアート 小野 友道
コラム：生け花の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ⑳ニューヨーク イーストヴィレッジ
   金子 健彦

Vol.7 No.3 （3月号） 
特集：皮膚アレルギーテストの結果をどう活かすか？
　　　～検査方法と生活指導～ 
責任編集 矢上 晶子 
羅針盤：皮膚アレルギーテスト，結構大変です！ 矢上 晶子
総論：皮膚アレルギーテストの結果をどう活かすか？
   矢上 晶子，松永 佳世子

多種類の野菜・果物に症状を呈した花粉・食物アレルギー症候群
   佐野 晶代，矢上 晶子，松永 佳世子
ナッツ類 猪又 直子，長谷川 美紀，池澤 善郎
小児の魚アレルギー 近藤 康人
スパイス 原田 晋
小麦による食物依存性運動誘発アナフィラキシー 森田 栄伸
ヘベインによるラテックスアレルギー 矢上 晶子，松永 佳世子
ラテックス -フルーツ症候群 矢上 晶子，松永 佳世子
皮膚テスト，誘発テストを用いて原因検索を行った薬剤アレル
ギー 池澤 善郎，福田 香織，池澤 優子

DLSTを用いて原因検索を行った薬剤アレルギー 塩原 哲夫
皮内反応で確認できたスルバクタムナトリウム・セフォペラゾン
ナトリウムによるアナフィラキシー型薬疹

   山北 高志，松永 佳世子
塩酸セフォチアムによる接触蕁麻疹症候群
   多田 弥生，玉置 邦彦，大槻 マミ太郎
抗菌デスクマット 井上 智子，矢上 晶子，松永 佳世子
めがね 生野 麻美子，鹿庭 正昭
点眼薬 伊藤 恭子，江藤 隆史
口紅 曽和 順子，鈴木 加余子，鷲見 康子，松永 佳世子
インプラント 中川 真実子，矢上 晶子，松永 佳世子
染毛剤 西岡 和恵
全身型金属アレルギーの特徴 足立 厚子
フェイスマスクによる接触皮膚炎─提供された成分が表示成分と
違っていた事例─ 鈴木 加余子

ケトプロフェン 伊豆 邦夫，日野 亮介，中島 大毅，戸倉 新樹
Dermatological View：即時型アレルギーの抗原解析（in vitro）
─イムノブロッティング法を中心に─ 森山 達哉

Dermatological View：皮膚感作性試験代替法の現状 小島 肇夫
Photo Essay 72：縮れる 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：3月号の出題 嶋津 苗胤，江藤 隆史
Your Diagnosis！：1月号の問題と解答 常深 祐一郎，川嶋 智彦
CPC：granular cell tumor 桐生 美麿
基本の Pathology：錯角化 /不全角化 parakeratosis 今山 修平
皮膚疾患の chronology：色素性痒疹の経過 大原 國章
即答組織診断！：Bowen病 Bowen’s disease 常深 祐一郎
コラム：逆爪はコールドジョイント状態？ 小野 友道
コラム：路線図の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�ニューヨーク Street vender 金子 健彦
My favorite parks（20）：レイク・エスプラネード
   相馬 和子，相馬 正弘（写真）

Vol.7 No.4 （4月号） 
特集：皮膚科クリニック秘伝の 『チョットしたこと』 
責任編集 畑 三恵子 
羅針盤：診療室に置きたい本 畑 三恵子
総論：自費診療とエステティシャンによる皮膚科治療補助
   畑 三恵子
総説：皮膚科治療に役立つインナー～リエッセンスインナーの使
用経験～ 野村 有子

総説：肌に優しいナプキン・パッド・その他布製品と洗剤・柔軟
剤 野村 有子

総説：肌に優しいスポーツウェア 松田 直樹
総説：皮膚科治療に役立つ靴下のあれこれ 繁縄 善郎
総説：ストッキングの基礎知識 繁縄 善郎

総説：皮膚科治療に役立つ「歩き方のトレーニング」 松田 直樹
総説：歩き方のトレーニング方法 松田 直樹
総説：皮膚科治療に役立つ食事指導 水野 惇子，足立 香代子
総説：皮膚科治療，皮膚の美容によい食べ物
   水野 惇子，足立 香代子
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総説：花粉 -食物アレルギー症候群 松永 佳世子，矢上 晶子
総説：口紅・歯磨剤の接触口唇炎 石﨑 純子，田中 勝
総説：患者指導に役立つ口紅・歯磨剤のセカンドチョイス
   石﨑 純子，田中 勝
総説：指しゃぶりの簡単な治し方 畑 三恵子
総説：指しゃぶり・おしゃぶりによる歯並びへの影響と指導上の
注意点 髙野 博子

総説：歯科金属アレルギー 髙野 伸夫
総説：歯科金属アレルギー：知っておこう，歯科治療に用いる金
属 松坂 賢一

総説：乳幼児の難治な赤い手のひら：金属製おもちゃによるアレ
ルギー 沼野 香世子，畑 三恵子

総説：忘れている金属の接触皮膚炎と金属を含む食物
   沼野 香世子，畑 三恵子
総説：皮膚科治療に役立つイオントフォレーシス：赤ら顔
   栗栖 由美子，畑 三恵子
総説：イオントフォレーシスを実際にどのように行うか
   栗栖 由美子，畑 三恵子
総説：皮膚科治療に役立つ脱毛レーザーを用いた治療：レーザー
脱毛でアトピー性皮膚炎もよくなる？ 山田 裕道

総説：脱毛レーザーを用いた治療：治療の実際 山田 裕道
総説：レーザーフェイシャルによるシミ治療
   加藤 さき子，畑 三恵子
総説：レーザーフェイシャルとビタミン A導入の実際
   加藤 さき子，畑 三恵子
総説：皮膚科治療に役立つケミカルピーリング剤：伝染性軟属腫
の乳酸ピーリング剤塗布治療─臨床例─

   畑 三恵子，加藤 さき子
総説：伝染性軟属腫の乳酸ピーリング治療─治療の実際─
   畑 三恵子，加藤 さき子，上田 由紀子
Dermatological View：一瞬にして伸ばせるシワ用化粧品～ちょっ
とかわったサプライズコスメ活用法～ 澤田 美月

Photo Essay 73：木の春 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
即答組織診断！：異物型巨細胞，角質 常深 祐一郎
コラム：毛穴の数は八万四千 小野 友道
コラム：真夏の太陽の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く � ニューヨーク Street vender（2）
   金子 健彦

Vol.7 No.5 （5月号） 
特集：写真で見る皮膚真菌症─診療と真菌学的検索のコツ 
責任編集 西本 勝太郎 
羅針盤：Trichophyton tonsurans感染症は皮膚科の試金石
   西本 勝太郎
総論：真菌検査法とその意義─培養から見える皮膚真菌症の広が
り─ 西本 勝太郎

総説：生物における真菌の位置と皮膚糸状菌 槇村 浩一
総説：真菌の形状を見る 山口 英世
総説：爪真菌症とその原因菌 二宮 淳也
Trichophyton rubrumおよび Trichophyton mentagrophytes
   加藤 卓朗
Trichophyton violaceum （Trichophyton glabrum）感染症の現状，問
題点 篠田 英和，関山 華子

Trichophyton tonsurans─どんな点が問題となっているのか
   牛上 敢，田邉 洋，望月 隆
動物に起因するヒトの真菌症 中村 遊香
動物からうつるヒトの白癬 高橋 一朗
皮膚カンジダ症 畑 康樹，佐藤 友隆
総説：カンジダ症の菌学 池田 玲子

Malassezia関連疾患の臨床像，診断 清 佳浩
総説：皮膚常在菌Malasseziaの菌学と関連疾患 杉田 隆
黒癬─再発をくり返した症例─ 平良 清人，上里 博
スポロトリコーシスの臨床像，診断上の注意，培養上の注意  

  清島 真理子，浅野 裕子
総説：スポロトリコーシスの菌学 河崎 昌子
黒色真菌感染症の概念，臨床像，治療の現況 仲 弥
総説：黒色真菌症原因菌の菌学と分布 西村 和子
コラム：いんきんたむし 中川 浩一
コラム：土の中にいる白癬菌の祖先 西本 勝太郎
Photo Essay 74：釣る 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 嶋津 苗胤，江藤 隆史
CPC：SAPHO症候群，ブドウ球菌による敗血疹  

  松原 邦彦，木村 鉄宣
基本の Pathology：色素失調 pigment incontinence 今山 修平
即答組織診断！：石灰化上皮腫 calcifying epithelioma  

  常深 祐一郎
コラム：タコが消えた 小野 友道
コラム：赤ん坊の顔写真の人気の秘密 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �フィレンツェ中央市場（3） 金子 健彦
My favorite parks（21）：クライストチャーチ植物園  

  相馬 和子，相馬 正弘（写真）

Vol.7 No.6（6月号） 
特集：知らないとはずかしい皮膚疾患③ 
責任編集 Visual Dermatology編集委員会 
羅針盤：知らなければ聞くのははずかしくない！ 江藤 隆史
新生児の顔面の小丘疹 日野 治子
新生児の環状紅斑 若旅 功二，村田 哲，大槻 マミ太郎
頭部と舌背の小腫瘍 日野 治子
前額部の皮下硬結 袖本 衣代，江藤 隆史
上眼瞼の扁平隆起性の黄色斑 伊藤 恭子，江藤 隆史
若年者の上眼瞼の白色丘疹 村田 哲
顔面の紅斑と腫脹 平原 和久
顔面の紅斑，下腿の萎縮性局面 早川 順
顔面の環状紅斑 藤田 悦子，村田 哲，大槻 マミ太郎
頰部の瘙痒性紅斑 水川 良子
頰部，顎部の網目状の色素沈着
   稲葉 弥寿子，秋田 浩孝，松永 佳世子
全身の紅暈を伴う水疱疹 山北 高志，吉川 哲史，松永 佳世子
臀裂部の膿瘍 大原 國章
臀部の膿瘍・硬結 大原 國章
肛門周囲の丘疹，結節性病変 袖本 衣代，江藤 隆史
陰囊に多発する結節 野木村 真奈美，利根川 守，江藤 隆史
指の水疱・膿疱 日野 治子
指背の小結節 福田 知雄
両手背に多発する紅色丘疹 山田 朋子，大槻 マミ太郎
手掌・足蹠の膿疱 大原 國章
理容師の両手，手関節部に生じた湿疹病変
   山北 高志，中川 真実子，松永 佳世子
列序性に分布する発疹 狩野 葉子
上腕外側の色素沈着 日野 治子
四肢の瘙痒を伴う紅斑，小水疱 袖本 衣代，江藤 隆史
下腿の難治性紅斑局面 浅野 祐介，塩原 哲夫
足底の皮下結節 早川 和人
爪郭の腫脹と爪甲の陥凹
   遠田 博，横倉 英人，村田 哲，大槻 マミ太郎
コラム：皮膚科専門医になるための「知らないとはずかしい」（？）
基礎知識 江藤 隆史，日野 治子

原著：尋常性白斑を契機に橋本病と診断された 1例
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   高橋 隼也，芳賀 貴裕，相場 節也
Photo Essay 75：化ける 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：Birt-Hogg-Dubé症候群 三砂 範幸
基本の Pathology：角質真珠 squamous pearl，keratin pearl，

horn pearl/角質渦 squamous eddy 今山 修平
ディベート：アトピー性皮膚炎患者は学校でシャワーを浴びよう
   岡村 理栄子
即答組織診断！：（基底層の）液状変性 常深 祐一郎
コラム：ピアス（body piercing） 小野 友道
コラム：時代と流行色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �那覇市第一牧志公設市場（2） 金子 健彦

Vol.7 No.7 （7月号） 
特集：スティーブンス・ジョンソン症候群と向き合う 
責任編集 北見 周，渡辺 秀晃 
羅針盤：SJSを含めた重症型薬疹と研究班について想うこと
   渡辺 秀晃，北見 周
序論：SJS患者会とのつきあいから何を学んだか 飯島 正文
総説：皮膚病変からみた Stevens-Johnson症候群 池澤 善郎
総説：肺病変からみた Stevens-Johnson症候群 小田 成人
総説：Stevens-Johnson症候群における眼合併症 外園 千恵
総説：小児科からみた Stevens-Johnson症候群 相原 雄幸
topics：SJS/TEN症例数調査 2005～ 2007（速報値）─重症薬
疹データベース事務局から─

   北見 周，藤島 沙和，渡邉 理枝，渡辺 秀晃，飯島 正文
topics：Stevens-Johnson症候群の検査 平原 和久
topics：Stevens-Johnson症候群の治療最前線 相原 道子
topics：Stevens-Johnson症候群の発症メカニズム 塩原 哲夫
topics：Fas-Fas ligandと Stevens-Johnson症候群
   村田 純子，阿部 理一郎，清水 宏
topics：Stevens-Johnson症候群の動物モデル 小豆澤 宏明
topics：Stevens-Johnson症候群への進展を疑った薬剤過敏症症
候群 中島 喜美子，藤岡 愛，佐野 栄紀

眼科との連携により失明を食い止めた例
   長村 蔵人，渡辺 秀晃，北見 周，飯島 正文，小出 良平
明らかな薬剤摂取歴なしに発症した Stevens-Johnson症候群
   宇野 裕和，渡辺 秀晃，北見 周，飯島 正文
マイコプラズマ感染症が原因であった Stevens-Johnson症候群の
成人例 藤島 沙和，渡辺 秀晃，北見 周，飯島 正文

皮膚筋炎患者にみられた Stevens-Johnson症候群
   早出 恵里，白井 明，日野 治子
中毒性表皮壊死症候群に重症呼吸不全を合併した小児例
   椎間 優子，清水 直樹
水痘と鑑別を要した Stevens-Johnson症候群 渡辺 秀晃
コラム：薬事・食品衛生審議会（副作用・感染等被害判定部会）
から 狩野 葉子

コラム：厚生労働科学重症薬疹研究班の研究について 白方 裕司
コラム：「重篤副作用疾患別対応マニュアル」および皮膚における
薬剤の副作用について 齋藤 充生

コラム：患者から医師に望むこと 湯浅 和恵
コラム：Stevens-Johnson症候群とマスメディア 平井 裕子
Short Report：全身検索にて悪性腫瘍が明らかでなかった匍行性
迂回状紅斑と考えた 1例 川村 哲也

Photo Essay 76：芽吹く 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：7月号の出題 常深 祐一郎，宮垣 朝光
Your Diagnosis！：5月号の問題と解答 村田 哲
基本の Pathology：好酸球の間質浸潤 interstitial eosinophils/炎
のような形 flame figure 今山 修平

ディベート：アトピー性皮膚炎患者は学校でシャワーを浴びる必

要はない 塩原 哲夫
即答組織診断！：ヘイリー・ヘイリー病 Hailey-Hailey’s disease
   常深 祐一郎
Book Review：『目で見るアレルギー性皮膚疾患』 瀧川 雅浩
コラム：蒙古斑 小野 友道
コラム：日本人の基本色名 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �飛騨高山 宮川朝市 金子 健彦
My favorite parks（22）：目黒区立駒場公園 相馬 和子

Vol.7 No.8（8月号） 
特集：皮膚科の PDT 光線力学的療法 
責任編集 松本 義也 
羅針盤：皮膚科における PDT 松本 義也
総説：光線力学的療法（PDT）の歴史 松本 義也
総説：PDTの原理 三好 憲雄
総説：PDTの適応疾患と海外の評価 松本 義也
総説：PDTの実際─方法と工夫─ 秋田 洋一，中瀬古 裕乃
総説：皮膚科領域での光線力学治療における光増感性物質と光源
装置 木村 誠，徳岡 由一

日光角化症① 長野 徹，錦織 千佳子
日光角化症② 中野 章希，秋田 洋一
Bowen病① 花田 圭司，岸本 三郎
Bowen病② 石田 奈津子，吉田 真紀子，中野 章希
基底細胞癌① 山下 範子，河村 千晴，三笠 聖美
基底細胞癌② 福田 知雄
乳房外 Paget病① 福田 知雄
乳房外 Paget病② 福井 利光
菌状息肉症 河村 千晴
痤瘡の治療：ALA外用による PDT 河村 千晴
痤瘡の治療：ALA内服による PDT 坪内 利江子，木村 誠
脂腺増殖症 堀尾 武
サルコイドーシス 河村 千晴
硬化性萎縮性苔癬 村田 哲
掌蹠膿疱症 中野 章希，増田 裕子，春日井 親俊
難治性疣贅① 中瀬古 裕乃
難治性疣贅②
   大月 亜希子，長谷川 敏男，土橋 人士，平澤 祐輔，池田 志斈
爪白癬 渡辺 大輔
photorejuvenation 天津 朗典，川田 暁
Dermatological View：PDTの今後に期待すること
   福田 知雄，塩原 哲夫
コラム：PDTによる痛みをどうやって抑えるか 竹尾 友宏
コラム：Photodynamic diagnosis（PDD）とは？ 岩澤 うつぎ
コラム：ALAを用いない痤瘡の治療 川田 暁
コラム：PDDの落とし穴 濱田 利久
コラム：Photorejuvenationとしての ALA-PDT─日本人に対す
る効果と副作用の検討─ 小坂 祥子

Photo Essay 77：塩を貯める 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：pigmented spindle cell nevus（Reed母斑） 三原 一郎
基本の Pathology：被膜（された）capsule，encapsulated
   今山 修平
ディベート：陥入爪患者には外科的治療をすすめる 田村 敦志
皮膚疾患の chronology：爪甲下黒色腫（in situ）の進展経過
   大原 國章
即答組織診断！：水疱性類天疱瘡 常深 祐一郎
コラム：偽 あるいは pseudo- 小野 友道
コラム：色反応型と形反応型 千々岩 英彰
市場を歩く �ニューヨーク San Gennaro Festival 金子 健彦
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Vol.7 No.9 （9月号） 
特集：汗から探る皮膚病　汗は善玉か，悪玉か？ 
責任編集 早川 順 
羅針盤：汗は善玉か，悪玉か？ 早川 順
総論：汗を理解するのに必要な基礎知識 早川 順
汗貯留症候群（水晶様汗疹・紅色汗疹・深在性汗疹）
   井村 純，石﨑 純子，田中 勝
Symmetrical lividities of the soles of the feet 横倉 英人，村田 哲
汗疱（異汗症・異汗性湿疹） 石﨑 純子，田中 勝
重症アトピー性皮膚炎の治療後期に発症する汗疱（寛解前異汗性
湿疹？） 小川 博史，江藤 隆史

汗疱（IVIG治療中に生じたもの） 氏家 英之，澤村 大輔，清水 宏
汗疱（ATLLの初期疹） 天野 正宏，瀬戸山 充
エクリン汗囊腫 澤田 美月，石﨑 純子，田中 勝
エクリン汗管腫 伊藤 尚子，石﨑 純子，田中 勝
化膿性汗腺炎 大原 國章
汗腺膿瘍 小林 憲，石﨑 純子，田中 勝
サルコイドーシス 平原 和久，早川 順
扁平苔癬 早川 和人
皮脂欠乏性湿疹 早川 順
遠心性丘疹性紅斑 早川 和人
環状紅斑 満山 陽子，塩原 哲夫
汗孔角化症 青田 典子，水川 良子，早川 順
アトピー性皮膚炎（汗が関与したと考えられるもの）
   高萩 俊輔，秀 道広
アトピー性皮膚炎（入浴習慣変更により改善） 早川 順
コリン性蕁麻疹 小倉 香奈子，堀川 達弥，福永 淳，錦織 千佳子
減汗性コリン性蕁麻疹 早川 順
後天性特発性全身性無汗症 中里 良彦
Harlequin症候群 二宮 充喜子，中里 良彦
Horner症候群 中里 良彦
ウィルス感染後の発汗障害 水川 良子
帯状疱疹後の発汗障害 井上 桐子，平原 和久，早川 順
コラム：薬剤と発汗 狩野 葉子
Dermatological View：カバの汗の話：動物における汗の役割
   橋本 貴美子
Photo Essay 78：肌の違い 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：9月号の出題 嶋津 苗胤，江藤 隆史
Your Diagnosis！：7月号の問題と解答 常深 祐一郎，宮垣 朝光
CPC：アレルギー性接触皮膚炎（Allergic contact dermatitis），
水疱性類天疱瘡，早期病変（Bullous pemphigoid，early 
lesion） 曽和 順子

基本の Pathology：小葉型 lobularの /隔壁（小葉間）型 septal
の脂肪織炎 panniculitis 今山 修平

ディベート：陥入爪患者には保存的療法をすすめる─侵襲的手術
はもう止めよう！─ 新井 裕子，新井 健男

即答組織診断！：尋常性乾癬 psoriasis vulgaris 常深 祐一郎
コラム：Crush syndromeと皆見省吾 小野 友道
コラム：服装の色と連想 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �バンコク 天秤を担ぐ魚屋 金子 健彦
びー玉：脂漏性皮膚炎にココアが効く！？ 林 正幸
My favorite parks（23）：アビニョン TGV駅前広場
   相馬 和子，相馬 正弘（写真）

Vol.7 No.10 （10月号） 
特集：原田敬之セレクション 皮膚科診療の醍醐味 
責任編集 原田 敬之 
序文：今，なぜ原田敬之特集号か？ 塩原 哲夫
羅針盤：私の忘れ得ぬ症例 原田 敬之
総説：顔面白癬の多くは異型白癬になることが多いと心得るべし！ 
顔面白癬 原田 敬之

総説：手湿疹が難治性の時は真菌症も頭に浮かべよう！ 手白癬・
角質増殖型カンジダ症 原田 敬之

総説：爪白癬は症状をよくみて治療法を考えよう！ 爪白癬
   原田 敬之
総説：皮膚常在菌による感染症は病態について考えよう！ 

Malassezia感染症 原田 敬之
総説：浸軟した部位の皮疹は皮膚カンジダ症を考えよう！ 皮膚カ
ンジダ症 原田 敬之

総説：幼小児に好発する疾患は稀に成人にも発症する！ 成人型
SSSS 原田 敬之

総説：深在性皮膚真菌症の菌要素の発見は気合いを入れて！ スポ
ロトリコーシス 原田 敬之

総説：皮膚結核は絶滅したわけではない 皮膚腺病 原田 敬之
総説：新興感染症として非結核性抗酸菌症に注目しよう！ 非結核
性抗酸菌症 原田 敬之

総説：creeping diseaseは狙いを定めて切除する！ creeping 
disease 原田 敬之

総説：高齢化社会にあたり皮膚悪性腫瘍についてもっと啓発が必
要である！ 基底細胞癌 原田 敬之

総説：他科に皮膚疾患についてもっと知ってもらおう！ 皮膚悪性
腫瘍 原田 敬之

総説：紅皮症はさまざまな原因で生じる皮膚病変であることを再
認識しよう！ 皮膚 T細胞リンパ腫 原田 敬之

総説：サルコイドーシスの皮疹は実に多彩である！ サルコイドー
シス 原田 敬之

総説：はずみは恐ろしい！ 異物・異物肉芽腫 原田 敬之
総説：化学熱傷の原因はさまざま！ 化学熱傷 原田 敬之
コラム：トレーニングは大切 原田 敬之
コラム：患者さんからの謝礼 原田 敬之
コラム：略称・略語 原田 敬之
コラム：人間の適応能力は素晴らしい 原田 敬之
Photo Essay 79：ひそむ 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：10月号の出題 常深 祐一郎，宮本 明栄
Your Diagnosis！：8月号の問題と解答 村田 哲
CPC：弾性線維腫 elastofibroma 古賀 佳織，木村 鉄宣
基本の Pathology：ヒアリン（硝子）化 /ヒアリン（硝子）変性

/ヒアリン沈着 hyalinization/hyaline degeneration/hyaline 
deposit 今山 修平

ディベート：陥入爪：症例に応じた治療法の選択─ディベートの
まとめ─ 大原 國章

即答組織診断！：コレステロール結晶塞栓症 cholesterol crystal 
embolization（CCE） 常深 祐一郎

コラム：皮膚科学は風俗学 小野 友道
コラム：美しい配色のヒント 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �フィレンツェ フラワーマーケット
   金子 健彦

Vol.7 No.11 （11月号） 
特集：レーザーで治るシミ・治せないシミ 
責任編集 松永 佳世子 
羅針盤：レーザーで治るシミと治せないシミ 松永 佳世子
日光黒子 竹内 かおり，根岸 圭
先天性真皮メラノサイトーシス 林田 清芽
後天性真皮メラノサイトーシス 遠藤 英樹，川田 暁
アミロイド沈着 大原 國章
口唇メラノーシス 横山 侑祐，秋田 浩孝，松永 佳世子
普通の刺青・外傷性刺青 鈴木 晴恵
固定薬疹の色素沈着 江藤 隆史
雀卵斑 尾見 徳弥
脂漏性角化症 中岡 啓喜
母斑細胞母斑 葛西 健一郎
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肝斑 根岸 圭
Q-スイッチレーザーにより変色する刺青 鈴木 晴恵
色素沈着性接触皮膚炎 関東 裕美
悪性黒子（lentigo maligna） 大原 國章
表在型基底細胞癌
   有馬 豪，鈴木 加余子，秋田 浩孝，松永 佳世子
日光角化症 村田 哲
扁平母斑，カフェ・オ・レ斑 河野 太郎，野﨑 幹弘
erythromelanosis follicularis faciei 大原 國章
痤瘡瘢痕 宮崎 孝夫
扁平苔癬様角化症 （LPLK） 鷲見 康子，秋田 浩孝，松永 佳世子
Dermatological View：シミの非侵襲的診断はどこまですすんだ
か─ in vivo共焦点レーザー顕微鏡─

   秋田 浩孝，鷲見 康子，松永 佳世子
Photo Essay 80：辛い 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 嶋津 苗胤，江藤 隆史
CPC：lichen planus-like keratosis（扁平苔癬様角化症）
   山本 明美
基本の Pathology：コロイド体 /シバット体 /アポトーシス体 /
衛星細胞壊死 colloid body/Civatte body/apoptotic body/
satellite cell necrosis 今山 修平

皮膚疾患の chronology：太田母斑の治療後の再発 大原 國章
即答組織診断！：ヘルペス herpes 常深 祐一郎
Book Review：「Drug Hypersensitivity」 池澤 善郎
コラム：Filippo Paciniの業績 小野 友道
コラム：柔道着の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �ニューヨーク デリ 金子 健彦
My favorite parks（24）：足立美術館（庭園） 相馬 和子

Vol.7 No.12 （12月号） 
特集：同じ病気でもこんなに違う！② [炎症性疾患編 ] 
責任編集 塩原 哲夫 
羅針盤：同じように見えて同じでない 塩原 哲夫
総説：ブフェキサマク接触皮膚炎 満山 陽子，塩原 哲夫
総説：水銀皮膚炎 早川 順，稲岡 峰幸
総説：シイタケ皮膚炎 狩野 葉子
総説：ケトプロフェン皮膚炎 関東 裕美
総説：毛虫皮膚炎 夏秋 優
総説：皮膚筋炎 相馬 良直
総説：固定薬疹 水川 良子
総説：丹毒 早川 和人
総説：麻疹 平原 和久
総説：汗疱・異汗性湿疹 江藤 隆史
総論：同じ病気でもこんなに違う：総論─原因が同じでも結果が
違う理由─ 塩原 哲夫

Photo Essay 81：宿る 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：12月号の出題 山本 綾子，江藤 隆史
Your Diagnosis！：10月号の問題と解答
   常深 祐一郎，宮本 明栄
Book Review：「もっとよくなるアトピー性皮膚炎」 上出 良一
CPC：transient acantholytic dermatosis 清原 隆宏
即 答 組 織 診 断！： 乳 房 外 Paget 病 extramammary Paget’s 

disease 常深 祐一郎
コラム：私の宝物─皆見省吾先生の本 小野 友道
コラム：ピンクの乱用は考えもの 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �長崎 新地中華街 金子 健彦


