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酒皶様皮膚炎 江藤 隆史
口囲皮膚炎 岸 晶子，大原 國章
ステロイド緑内障 内田 研一
吉草酸酢酸プレドニゾロンによる接触皮膚炎  

  稲葉 弥寿子，松永 佳世子
配合剤による接触皮膚炎 稲葉 弥寿子，中川 真実子，松永 佳世子

月号別タイトル一覧

メラノーマ 694
免疫 Köbner現象 54
免疫ブロット法 940
免疫抑制 268
免疫抑制状態 589
も
毛細血管拡張 134，136，1030
毛細リンパ管 986
網状皮斑 512，1060
毛髪異常 1182
毛包性ムチン沈着症 1288
問診 334
問診票 334
や
薬剤透過性 256
薬事法 174
野菜 952
野菜ジュース 482
ゆ
指・手・腕 1216

指先の保護 678
よ
癰  593
葉状魚鱗癬（LI） 1162，1165
葉状毛細血管腫 196
溶接 501
予防法 818
ら
ライム病 577
落葉状天疱瘡 28
ラングハンス巨細胞 884
り
理・美容師 498
リードスルー治療 1138
リウマトイド疹 50
リコール現象 1320
リスクアセスメントとケア 800
リストカット 516
リップクリーム 462
リハビリテーション 1024

リベド 1060
隆起性皮膚線維肉腫 300，432，546
硫酸フラジオマイシン 154
緑膿菌性毛包炎 504
リン酸リボフラビンナトリウム 480
臨床型 1262
臨床写真 353，620
リンパ管 986
リンパ管腫 986
リンパ浮腫 605，986
る
類上皮細胞肉芽腫 581，1254
ループスアンチコアグラント 1302
れ
レーザー治療 136
連圏状粃糠疹 1170
ろ
ロリクリン 1188
論文 396
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色素沈着 野木村 真奈美，江藤 隆史
白内障 後藤 浩
満月様顔貌 野木村 真奈美，江藤 隆史
膿痂疹 野木村 真奈美，江藤 隆史
ウイルス感染症（Kaposi水痘様発疹症） 生駒 憲広，小澤 明
Dermatological View：ステロイド外用薬の特性 大谷 道輝
Frontline：ステロイド外用薬を保険診療で使えなくなる日  

  大日 輝記
コラム：気をつけるべきその他のステロイド外用薬の副作用 
   江藤 隆史
コラム：気をつけるべきステロイド外用薬の副作用̶顔面・頸部
への対応＜最新ガイドラインより＞̶ 江藤 隆史

コラム：ステロイド外用薬のランク分け今昔物語 大谷 道輝
コラム：ステロイドでミズイボが増えるか？ 日野 治子
コラム：化粧品クチコミサイトとNOATOクリーム 浅井 俊弥
Photo Essay 83：突き出す 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 山本 綾子，江藤 隆史
CPC：Penis tuberculid　陰茎結核疹 高井 利浩
基本の Pathology：表皮／上皮による襟（のような縁どり） 

epidermal/epithelial collarette 今山 修平
皮膚疾患の chronology：陰部の基底細胞上皮腫 大原 國章
即答組織診断！：神経線維腫 neurofibroma 常深 祐一郎
コラム：足立文太郎の「わきがの話」 小野 友道
コラム：日本初の色の意味に関する研究 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㉜パリ　テルヌ広場 金子 健彦

Vol.8 No.3（3月号） 
特集：ステロイド外用薬の光と影②効力とその活用 
責任編集　大槻 マミ太郎 
羅針盤：strongestな専門医を目指して 大槻 マミ太郎
顔の接触皮膚炎 江藤 隆史
小児アトピー性皮膚炎 村田 哲，大槻 マミ太郎
Vidal苔癬 天野 博雄，永井 弥生，石川 治
円板状エリテマトーデス 安部 正敏，石川 治
爪扁平苔癬 小林 仁
苔癬型薬疹 倉石 夏紀，長谷川 道子，永井 弥生，石川 治
扁平苔癬 平嶋 海帆，村田 哲，大槻 マミ太郎
硬化性萎縮性苔癬 細田 里美，村田 哲，大槻 マミ太郎
掌蹠膿疱症 谷岡 未樹
新抗癌薬；分子標的治療薬による皮膚障害とその対策 清原 祥夫
壊疽性膿皮症① 宇佐美 奈央，日野 治子
壊疽性膿皮症② 藤城 幹山，山﨑 正視，三橋 善比古，種瀬 朋美
水疱性類天疱瘡（外用の上乗せにより病勢のコントロールを得た
例） 谷岡 未樹

汎発型円形脱毛症（ODTの有効例） 入澤 亮吉，坪井 良治
血管拡張性肉芽腫 藤掛 真理子，市來 善郎，北島 康雄
陥入爪の肉芽（人工爪の併用で完治した例） 国本 佳代，上出 康二
爪病変（軟膏 vsローション） 東 禹彦
ストーマ周囲（軟膏 vsローション） 宮本 乃ぞみ，江藤 隆史
異型白鮮（ステロイド外用・局注後に診断された例） 上出 良一
スポロトリコーシス（ステロイド外用により特異な臨床像を呈し
た例） 谷岡 未樹

疥癬（ステロイド外用・内服後に診断された例） 水川 良子
総論：ステロイド外用薬の効力と剤型のメリットを存分に引き出
すには 大槻 マミ太郎

コラム：潰瘍治療中の過剰肉芽 五十嵐 敦之
コラム：剤型選びの工夫とコツ：日光皮膚炎（軟膏 /クリーム vs
スプレー /ローション） 日野 治子

コラム：剤型選びの工夫とコツ：粘膜病変（軟膏 vs貼付 vsその
他） 日野 治子

コラム：Stevens-Johnson症候群の眼症状と眼局所投与（点眼液

vs眼軟膏） 上田 真由美，外園 千恵
コラム：「疑うものは救われる」̶忘れられない，忘れてはならな
いステロイド外用薬と疥癬の関係 大槻 マミ太郎

Photo Essay 84：幾何学模様をなす 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：3月号の出題 山本 綾子，江藤 隆史
Your Diagnosis！：1月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：rudimentary digit 桐生 美麿
基本の Pathology：水疱 bulla，blister／表皮下 subepidermal，
表皮内（基底上 suprabasal，角層下 subcorneal） 

   今山 修平
皮膚疾患の chronology：腹部の隆起性皮膚線維肉腫 大原 國章
即答組織診断！：外毛根鞘膿疱　trichilemmal　cyst  

  常深 祐一郎
コラム：ヘリオトロープ 1̶三四郎と美彌子の場合 小野 友道
コラム：景気と流行色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㉝リバプール　Street vendor 金子 健彦
My favorite parks（26）：埼玉県立和光樹林公園 相馬 和子
 
Vol.8 No.4（4月号） 
特集：皮膚科新入医局員研修マニュアル 
責任編集　Visual Dermatology編集委員会，常深 祐一郎 
羅針盤：教科書に載っていない秘伝を会得しましょう  

  常深 祐一郎
総論：皮膚科の基礎を固めましょう 常深 祐一郎
医師としての身だしなみ，患者への接遇 日野 治子
上手な問診とは 江藤 隆史，松永 佳世子
読みやすく情報のあるカルテ（紙のカルテ） 原田 敬之
読みやすく情報のあるカルテ（電子カルテ） 谷口 芳記
よく伝わる現症（発疹）の記載方法 村田 哲
皮膚科の臨床写真とは レパヴー・アンドレ，大原 國章
鏡検できれいに真菌を検出するには 常深 祐一郎
生検は皮膚科の基本である 岡田 麻子
粉瘤は皮膚科手術の基本 岡田 麻子
うまい液体窒素冷凍凝固術 糸魚川 彩
皮膚病理に慣れよう 常深 祐一郎
蛍光抗体法を理解しよう 渡辺 玲
退院サマリーの書き方 大松 華子
勉強しよう！̶教科書や論文を読みましょう̶ 常深 祐一郎
学会参加から学会発表まで 佐伯 秀久
よくわかるプレゼンテーションの仕方 
   レパヴー・アンドレ，大原 國章
Dermatological View：皮膚科に入局された先生へ“ちょっと”
先輩からのメッセージ 常深 祐一郎

コラム：雑誌を購読する 常深 祐一郎
新薬紹介：ファムシクロビル Famciclovir 本田 まりこ
Photo Essay 85：綿毛にくるまる 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：毛包腫（trichofolliculoma） 玉田 伸二，田中 佐枝
皮膚疾患の chronology：隆起性皮膚線維肉腫 その 2 局面として
広がる病型 大原 國章

即答組織診断！：錯角化（不全角化）parakeratosis／海綿状態
spongiosis／接触皮膚炎 contact dermatitis（などの湿疹） 

   常深 祐一郎
Book Review：「皮膚科医直伝 皮膚のトラブル解決法」 江藤 隆史
コラム：ヘリオトロープ 2 小野 友道
コラム：住宅のインテリアの色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㉞パリ　ラヌラグ公園 金子 健彦
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Vol.8 No.5（5月号） 
特集：ライフスタイルと皮膚疾患 
責任編集　上出 良一 
羅針盤：日々是れ発見 上出 良一
アートメイクが発症の誘因と考えられたサルコイドーシスの 1例  

  佐藤 雅道，末木 博彦
まつ毛エクステンションによる接触皮膚炎 関東 裕美
まつ毛エクステンション，アートメイクによる皮膚障害 松田 知子
リップクリームの過剰使用による皮膚炎 上出 良一
ネイルアートによる皮膚障害 岡村 理栄子
アロマオイルが原因の湿疹遷延例 中川 真実子，松永 佳世子
paraffinomaと考えられた 1例 小林 真二，古江 増隆
植毛におけるトラブル 野木村 真奈美，江藤 隆史
断食による色素性痒疹 寺木 祐一
偏食による小児毛孔性紅色粃糠疹  

  松山 阿美子，黒木 のぞみ，掛水 夏恵
栄養ドリンクに含まれたリン酸リボフラビンナトリウムによるア
ナフィラキシーショック  
  水谷 浩美，益田 浩司，加藤 則人，岸本 三郎

野菜ジュースが誘因と考えられた柑皮症  
  今泉 牧子，秋山 正基，飯島 正文

アスリート結節 内山 真樹，坪井 良治，三橋 善比古
トライアスロン愛好者の背部に生じた悪性黒色腫  

  吉田 寿斗志，延山 嘉眞，上出 良一，中川 秀己
高校野球選手にみられる皮膚疾患 上田 由紀子
サッカーのスネ当てによる皮膚病変：サッカーシンガード皮膚炎  

  乾 重樹，浅井 俊弥
会津地方でみられるタケノコ採り後，項部に生ずる紅斑症 
   羽金 重喜
クルミ外果皮による手の色素沈着 上出 良一
理・美容師の職業性接触皮膚炎 谷田 宗男，舛 明子
溶接工に生じた多発性皮膚腫瘍 
   椋本 祥子，椛島 利江子，吉木 竜太郎，日野 亮介，
   尾藤 利憲，中村 元信，戸倉 新樹
ナイロンタオルによる緑膿菌性毛包炎 寺木 祐一
携帯電話による小指の湿疹性病変 江畑 俊哉
携帯電話による接触皮膚炎 杉浦 真理子，杉浦 啓二
高齢者のケルスス禿瘡 福田 知雄
下腿の温熱性紅斑 野口 武俊，大原 國章
コラム：アタマジラミの流行，なぜ今 大滝 倫子
リストカット 羽白 誠
Dermatological View：日常生活に潜む化学物質による皮膚障害  

  鹿庭 正昭
Photo Essay 86：極限 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 山本 綾子，江藤 隆史
CPC：Infundibulo-cystic basal cell carcinoma（IFCBCC）  

  岡本 武，木村 鉄宣
基本の Pathology：表皮内の細胞巣　intraepidermal nests 
   今山 修平
皮膚疾患の chronology：隆起性皮膚線維肉腫　その 3　再発例の
検討 大原 國章

即答組織診断！：青色母斑 blue nevus 常深 祐一郎
コラム：枕元輸血と輸血梅毒事件 小野 友道
コラム：日本の色を外国に紹介した本 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㉟パリ　マルシェ 金子 健彦
My favorite parks（27）：リリウオカラニ植物園 相馬 和子
 
Vol.8 No.6（6月号） 
特集：知らないとはずかしい皮膚疾患④ 
責任編集　Visual Dermatology編集委員会 
羅針盤：知っていると保てる面目と外来診療のリズム 

   大槻 マミ太郎
頭頂部の脱毛斑 廣川 景子，山北 高志，清水 善徳，松永 佳世子
幼児の頭部に突然出現した小腫瘤 小川 博史，江藤 隆史
鼻翼の紅色結節 増井 友里，大原 國章
上口唇の腫脹 守屋 真希，大原 國章
耳下腺部の軟らかい腫瘤 田口 佳代子，山田 朋子，大槻 マミ太郎
頸部の隆起性結節 大石 京介，大原 國章
血痂を付ける全身の紅色丘疹 平嶋 海帆，村田 哲
胸部の結節 池田 雄一，大槻 マミ太郎
上背部から上腕外側の線状皮疹 早川 順
背部の発赤を伴う隆起性病変 早川 和人
クリスマスツリー様の分布を呈する皮疹 平原 和久
臍部の白色隆起 増田 智一，村田 哲，大槻 マミ太郎
陰茎冠状溝の多発性小結節 尾上 泰彦
大陰唇の多発性小結節 吉屋 直美，大原 國章
手指の変形および皮下結節 野口 武俊，大原 國章
爪甲の黄色・混濁と成長速度の遅延 大川 司
下肢の紫斑を伴う褐色斑 水川 良子
四肢の浮腫と瘙痒 稲岡 峰幸
左下肢の発赤と腫脹 福田 知雄
足底の皮下結節 中村 貴之，大原 國章
足趾，足底の紫紅色斑 横倉 英人，村田 哲，大槻 マミ太郎
爪甲の黒色変色 大石 泰史，大原 國章
Dermatological View：皮膚科の臨床写真とは②̶部位別撮影ア
トラス̶ レパヴー・アンドレ，大原 國章

Photo Essay 87：山吹色 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：6月号の出題 森本 里江子，江藤 隆史
Your Diagnosis！：4月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：nevoid melanoma 伊東 慶悟
基本の Pathology：線維化 fibrosis，硬化 sclerosis，（硝子／ヒ
アリン化 hyalinization） 今山 修平

皮膚疾患の chronology：頭部の eccrine poroma 黒色結節を伴い，
皮表に突出する病型 大原 國章

即答組織診断！：掌蹠膿疱症 palmoplantar pustulosis 
   常深 祐一郎
随想：皮膚病理留学体験記 in Graz 塩見 達志
コラム：和製英語̶例えばコメディカルとスキンシップ 小野 友道
コラム：カラー・コンピュータ 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㊱パリ　マルシェ（2） 金子 健彦
 
Vol.8 No.7（7月号） 
特集：爪疾患　適切な治療をもとめて 
責任編集　東 禹彦 
羅針盤：患者の求めているもの：それは後遺症のない治療 
   東 禹彦
総論：爪の役割 東 禹彦
爪噛み癖（nail biting，onychophagia） 東 禹彦
爪甲中央縦溝症（dystrophia unguium mediana canaliformis，

median nail dystrophy） 東 禹彦
爪甲縦裂症（split nail deformity, longitudinal fissures） 東 禹彦
波板状爪（corrugated nail），洗濯板状拇指爪（washboard 

thumb nail） 東 禹彦
爪甲鉤彎症（onychogryposis） 東 禹彦
爪のメラノーマと爪甲色素線条 大原 國章
爪部の悪性黒色腫 古賀 弘志
爪部 Bowen病・爪部有棘細胞癌 横溝 英菜，大原 國章
指趾粘液囊腫（digital mucous［myxoid］cyst） 東 禹彦
爪部の線維腫 安木 良博
爪部の外骨腫 安木 良博
グロムス腫瘍 横田 美樹，大原 國章
爪甲剥離症（onycholysis） 東 禹彦
黄色爪症候群（yellow nail syndrome） 東 禹彦
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爪乾癬 古橋 卓也，渡辺 正一，森田 明理
特発性爪炎 東 禹彦
爪カンジダ症 東 禹彦
黒い爪白癬 東 禹彦
Photo Essay 88：すべすべ肌 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：7月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：5月号の問題と解答 村田 哲
CPC：Pasini-Pierini型進行性特発性皮膚萎縮 
   塩見 達志，山田 七子
基本の Pathology：弾性線維症，弾性線維融解，弾性線維腫　

elastosis，elastolysis，elastoma／ elastofibroma 今山 修平
皮膚疾患の chronology：足底の poroma 大原 國章
即答組織診断！：毛（毛根）の正常組織 常深 祐一郎
コラム：六一〇ハップへのレクイエム 小野 友道
コラム：缶ビールと飲み薬の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㊲ロンドン　フリーマーケット 金子 健彦
My favorite parks（28）：重森三玲庭園美術館（旧重森邸） 
   相馬 和子
 
Vol.8 No.8（8月号） 
特集：こっそり学べるナースのスキルとOTCのアート！ 
責任編集　安部 正敏 
羅針盤：こんな私が羅針盤？？“こっそり”書かせていただきま
す！ 安部 正敏

総論：こっそり学ぼうナースのスキル！ 安部 正敏
化学療法による手足症候群スキンケアのアート！ 
   内藤 亜由美，安部 正敏
帯状疱疹スキンケアと生活指導のアート！ 山下 利子，東山 真里
排泄物汚染を防ぐ褥瘡ケアのアート！ 久住 美稚子，曽我部 陽子
プッシュアップ困難な脊椎転移患者の褥瘡予防のアート！ 
   内藤 亜由美，安部 正敏
褥瘡治癒を促すスキンケアのアート！ 黒木 ひろみ，衛藤 光
感染が明らかな褥瘡ケアのアート！ 丹波 光子
ステロイド長期内服患者のスキンケアのアート！ 
   松井 佐知子，石川 治
乾癬スキンケアのアート！ 滝沢 瞳，菅井 順一
外用薬処置のアート！̶重層療法を中心に̶ 佐藤 博子
紫外線療法スキンケアのアート！ 井上 奈緒子，江藤 隆史
疥癬スキンケアのアート！  

  和田山 泰子，木村 一子，土屋 慶子，黒沢 元博，安部 正敏
汗疹スキンケアのアート！ 周藤 浩子，田村 政昭
下痢の患者をどうする？̶肛門周囲皮膚炎のケア̶
   山田 陽子，日野 亮介
ストーマ周囲皮膚炎をどうする？ 五十嵐 弘美
尿失禁患者をどうする？ 岡部 美保，安部 正敏
看護師の手荒れをどうする？ 山本 亜由美，根岸 泉
ドレーン・瘻孔のトラブルをどうする？ 木村 公子，大西 一徳
在宅患者のスキントラブルをどうする？ 中里 貴江，岡田 克之
市販絆創膏を活用する創傷治療 草竹 兼司
メイクアップケア外来はこんなにも気持ちを軽くする！ 谷岡 未樹
ハンドクリームはどれを買う？ 掛水 夏恵
お風呂で手軽に保湿ケア 天野 博雄，安部 正敏，石川 治
賢いサンスクリーン選択の極意 山本 雄一
シャンプーはどれでも同じ？ 福地 修
サプリメント？洗顔料？ニキビ患者の質問に答えるコツ 
   馬渕 智生，小澤 明
大学病院の立場から 安田 正人，石川 治
総合病院の立場から（1）～「育む」こころと「感謝」の気持ち～  

  塚本 克彦
総合病院の立場から（2） 佐藤 俊宏
診療所の立場から（1） 伊藤 充広
診療所の立場から（2） 川嶋 利瑞，國分 純

診療所の立場から（3） 菅井 順一
Dermatological View：『第 1回皮膚科スペシャリティナースのた
めの講習会』の報告 大槻 マミ太郎

Dermatological View：患者会とのかかわりから得たもの，学ん
だもの 金児 玉青

コラム：「アート」と「愛護」によせて 安部 正敏
コラム：医療安全のためのスキルとアート 安部 正敏
コラム：You’ve got to be kidding！ 安部 正敏
Photo Essay 89：鮫肌 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：8月号の出題 藤田 悦子，村田 哲
Your Diagnosis！：6月号の問題と解答 
   森本 里江子，江藤 隆史
CPC：spiny keratoderma of the palms and soles 山本 明美
基本の Pathology：巨細胞 giant cell  破骨細胞様巨細胞，ツート
ン巨細胞，異物巨細胞，ラングハンス巨細胞　osteoclast-like，
Touton，foreign body，Langhans 今山 修平

皮膚疾患の chronology：poromaの悪性化 大原 國章
即答組織診断！：皮膚線維腫 dermatofibroma 常深 祐一郎
コラム：ビブリオ・バルニフィカス感染症 小野 友道
コラム：朱に交われば赤くなる 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㊳東京　デパ地下 金子 健彦
 
Vol.8 No.9（9月号） 
特集：皮膚と食物アレルギー 
責任編集　森田 栄伸 
羅針盤：小麦が原因となる皮膚疾患は奥が深い！ 森田 栄伸
小麦による即時型アレルギー反応（小児例） 伊藤 浩明
小麦による食餌性蕁麻疹（成人例） 古田 淳一
小麦依存性運動誘発アナフィラキシー（小児例） 相原 雄幸
小麦依存性運動誘発アナフィラキシーと baker’s asthma合併例
における小麦中の原因抗原の検討 

   上野 充彦，足立 厚子，福本 毅，西谷 奈生，
   藤原 規広，松尾 裕彰，河野 邦江，森田 栄伸
PGE1製剤にて抑制された小麦依存性運動誘発アナフィラキシー  

  井上 友介，足立 厚子，河野 邦江，森田 栄伸
アスピリン負荷で誘発された小麦依存性運動誘発アナフィラキ
シー 千貫 祐子，森田 栄伸，河野 邦江，本庄 勉

小麦による血管性浮腫 松永 亜紀子
小麦による接触蕁麻疹と protein contact dermatitis 
   足立 厚子，松尾 裕彰，河野 邦江，森田 栄伸
ダニ混入お好み焼き経口摂取によるアナフィラキシー 
   上野 充彦，足立 厚子，西谷 奈生，藤原 規広，木村 彰宏
魚によるアナフィラキシー 原田 晋，塩見 一雄
エビによる食物依存性運動誘発アナフィラキシー 
   新原 寛之，千貫 祐子，森田 栄伸
イカによる食物依存性運動誘発アナフィラキシー
   中村 和子，猪又 直子，池澤 善郞
イカ摂取にて発症したアニサキスアレルギー 
   繁平 有希，猪又 直子，池澤 善郞
子持ちカレイによるアナフィラキシー 高橋 仁，千貫 祐子
ウニによるアナフィラキシー
   山崎 亜矢子，檜垣 裕美，山元 修，チョウ・ゾウ・ヘイン，
   高橋 仁，千貫 祐子，森田 栄伸
手に生じた多種の野菜による protein contact dermatitis 
   足立 舞子，曽和 順子，小林 裕美，石井 正光
シイタケ皮膚炎 大野 健太郎，堀川 達弥，錦織 千佳子
チョコレート中の微量金属による全身型金属アレルギー 東 直行
Dermatological View：小麦アレルギー診断法の確立に向けて 
   松尾 裕彰
Dermatological View：食物アレルギー寛容誘導に向けた抗原エ
ピトープの解析と治療戦略 

   森田 秀行，金子 英雄，大西 秀典，加藤 善一郎，
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   松井 永子，深尾 敏幸，中埜 拓，近藤 直実
Photo Essay 90：半分だけ 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：9月号の出題 森本 里江子，江藤 隆史
Your Diagnosis！：7月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：trichoadenoma（毛包腺腫） 宮下 文，浅見 謙二
基本の Pathology：リンパ管／リンパ浮腫／リンパ管腫 lymph 

vessels/lymph edema/lymphangioma 今山 修平
ディベート：タクロリムス外用による酒皶様皮膚炎は存在する 
   出光 俊郎
皮膚疾患の chronology：鼻の苺状血管腫 大原 國章
即答組織診断！：アポクリン腺（正常組織） 常深 祐一郎
コラム：白燐弾と火鼠の皮衣 小野 友道
コラム：おいしい色は好きな色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㊴ロンドン　フリーマーケット（2） 金子 健彦
My favorite parks（29）：モネの庭 相馬 和子
 
Vol.8 No.10（10月号） 
特集：手と顔から見つける膠原病 
責任編集　佐藤 伸一 
羅針盤：膠原病の皮疹のみかた 佐藤 伸一
Raynaud現象̶手の潮紅 簗場 広一，佐藤 伸一
手指皮膚硬化 原 肇秀
爪上皮出血点 室井 英治
指尖部虫喰状瘢痕・潰瘍 永井 弥生，石川 治
毛細血管拡張 藤本 学
手指の屈曲拘縮 神人 正寿，江崎 由佳，尹 浩信
爪囲紅斑 今井 聖，土田 哲也
凍瘡様皮疹 池田 高治，古川 福実
爪上皮出血点・爪囲紅斑 濱口 儒人
Gottron徴候 松本 義也
mechanic’s hand 小川 文秀
蝶形紅斑 善家 由香理，衛藤 光
円板状紅斑（DLE型皮疹） 
   宮下 梓，神人 正寿，中山 若菜，尹 浩信
深在性エリテマトーデス 小寺 雅也
顔面紅斑 室 慶直，星野 慶，高間 弘道
ヘリオトロープ疹 長谷川 稔
Sjögren症候群における環状紅斑 臼田 俊和
網状皮斑と抗リン脂質抗体症候群 川上 民裕
結節性皮膚ループスムチン症（nodular cutaneous lupus muci-

nosis：NCLM） 神田 奈緒子
flagellate erythema（scratch dermatitis） 浅野 善英
Dermatological View：強皮症における自己抗体と病型分類
   浅野 善英
Dermatological View：皮膚筋炎における自己抗体の多様性とそ
の臨床的意義 加治 賢三，藤本 学

Photo Essay 91：かぶれる仲間 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：10月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：8月号の問題と解答 藤田 悦子，村田 哲
CPC：rudimentary meningocele 清原 隆宏
基本の Pathology：肉芽／肉芽組織　granulation/granulation 

tissue 今山 修平
ディベート：タクロリムス外用による酒皶様皮膚炎は，存在しな
い 江藤 隆史

皮膚疾患の chronology：上口唇の苺状血管腫 大原 國章
即答組織診断！：全身性強皮症　systemic sclerosis 常深 祐一郎
コラム：松浦有志太郎と糠 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
コラム：市場を歩く ㊵ニューヨーク　グリーンマーケット（3）  

  金子 健彦

Vol.8 No.11（11月号） 
特集：角化する皮膚病：難しい病気をわかりやすく理解する 
責任編集　清水 宏 
羅針盤：「難しい魚鱗癬」を簡単に理解しよう 清水 宏
総説：魚鱗癬の新しい国際病名と病型分類 秋山 真志
総説：ABCA12を憶えよう：道化師様魚鱗癬と非水疱型先天性魚
鱗癬様紅皮症／葉状魚鱗癬の原因遺伝子 柳 輝希

総説：フィラグリンはキーワード：尋常性魚鱗癬からアトピー性
皮膚炎まで 乃村 俊史

総説：フィラグリンと皮膚バリア機能の関連 長谷部 育恵
アトピー性皮膚炎を伴った尋常性魚鱗癬
   高塚 由佳，小宮根 真弓，大槻 マミ太郎
伴性遺伝性魚鱗癬 常深 祐一郎
水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症（bullous congenital ichthyosiform 

erythroderma：BCIE） 仲村 郁心，山本 雄一，上里 博
非水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症（non-bullous congenital ich-

thyosiform erythroderma：NBCIE） 春名 邦隆，須賀 康
葉状魚鱗癬（lamellar ichthyosis：LI） 水野 優起，須賀 康
道化師様魚鱗癬 
   永井 美貴，村松 幹司，久野 治人，青山 裕美，北島 康雄
後天性魚鱗癬 下方 征，三橋 善比古
掌蹠角化症（Vörner型） 常深 祐一郎，甲斐 浩通
掌蹠角化症（Thost-Unna型） 
   福田  俊平，小野 文武，濱田 尚宏，橋本 隆
Darier病 高木 敦，池田 志斈
Sjögren-Larsson症候群 山西 清文，松木 正人，宮野前 由利
Netherton症候群 守屋 智枝，竹尾 友宏，宮尾 大樹，青山 裕美
KID症候群
   古賀 浩嗣，濱田 尚宏，橋本 隆，内宮 礼嗣，金蔵 拓郎
ロリクリン角皮症 山本 明美
コラム：皮膚科専門医試験『傾向と対策』：角化症編 江藤 隆史
Photo Essay 92：かぶれ仲間 その 2 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 森本 里江子，江藤 隆史
CPC：Sclerosing perineurioma 硬化性神経周膜腫 福本 隆也
基本の Pathology：核分裂／像 mitosis / mitotic figure　その 1：
悪性腫瘍 今山 修平

ディベート：タクロリムス外用による酒皶様皮膚炎（まとめ） 
   大槻 マミ太郎
皮膚疾患の chronology：手，腕の苺状血管腫 大原 國章
即答組織診断！：菌状息肉症 mycosis fungoides 常深 祐一郎
コラム：骨皮氏と骨保博士 小野 友道
コラム：歯の色の美しさ 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㊶バンコク　喜捨 金子 健彦
My favorite parks（30）：北方文化博物館 相馬 和子

Vol.8 No.12（12月号） 
特集：同じ病気でもこんなに違う！③［炎症・腫瘍編］ 
責任編集　塩原 哲夫
羅針盤：先入観にとらわれない診療 塩原 哲夫
総説：環状肉芽腫 早川 和人
総説：サルコイドーシス 岡本 祐之
総説：扁平苔癬 松永 佳世子，大原 國章
総説：pityriasis lichenoides 寺木 祐一
総説：Bowen病 福田 知雄
総説：菌状息肉症 杉田 和成，戸倉 新樹
総説：線状 IgA水疱症 丸田 康夫，名嘉眞 武国，橋本 隆
総説：皮膚型結節性多発動脈炎 川上 民裕
総説：壊疽性膿皮症 狩野 葉子
総論：同じ病気でもこんなに違う：総論─その多様性はどのよう
にして生み出されるのか 塩原 哲夫
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Photo Essay 93：新旧のセンダングサ 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
基本の Pathology：核分裂／像 mitosis / mitotic figure　その 2：
反応病変における分裂像 今山 修平

皮膚疾患の chronology：皮下型の苺状血管腫 大原 國章
即答組織診断！：ミルメシア 常深 祐一郎
コラム：買春 小野 友道
コラム：色の意味を調べる 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ㊷釜山　海雲台 金子 健彦


