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infiltrate リンパ球／リンパ球様／単
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 416
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皮膚疾患の chronology：若年性黄色肉
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折戸 秀光　Orito, Hidemitsu
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遠田 正治　Onda, Masaharu 
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脱毛を呈した転移性皮膚癌 174
風間 隆　Kazama, Takashi
薬剤性脱毛症 154
加持 達弥　Kaji, Tatsuya
インフリキシマブ，メトトレキサート
投与中に生じ，中止で自然消褪した
リンパ腫 830

梶原 一亨　Kajihara, Ikko
足底表皮様囊腫─多発性瘻孔の臨床像
を呈した 1例 238

梶原 朋恵　Kajiwara, Tomoe
皮膚筋炎─関節炎を伴った症例 26
片岡 仁美　Kataoka, Hitomi
メンタル支援策としてのMUSCAT 

WEBと男性を巻き込むサポーターク
ラブの設定 696
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廃用症候群 178
破骨細胞 70
白血球崩壊（性血管炎） 410
発生 130
斑  326
瘢痕性脱毛 162，1054
瘢痕性脱毛と非瘢痕性脱毛 126
パンチ生検 374
ひ
皮下腫瘤 1044
微小動静脈瘻 968
非ステロイド性消炎鎮痛剤（NSAID）  

 48
ビタミン B1 1034
ビタミン B2 1034
ヒト乳頭腫ウイルス 252
ヒトパピローマウイルス（HPV）  

 222，244，276，1192
ヒトパルボウイルス B19感染症  

 68，1174
皮膚アミロイドーシス 577
皮膚アミロイド症 442
皮膚潰瘍 834
皮膚感染症 1134
皮膚筋炎 26，482
皮膚結核 565，1042，1168
皮膚障害 796
皮膚生検 374
皮膚腺病 565，1042，1044，1168
皮膚ノカルジア症 1152
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皮膚非結核性抗酸菌症 1046
皮膚肥満細胞腫 1106
皮膚描記法 362
皮膚分化 264
皮膚ループスエリテマトーデス 840
肥満細胞 1106
びまん性脱毛 146
病型 442
表在性黒色皮膚真菌症 1156
病診連携 1016，1084，1086
表皮移植 950
病理組織 549
びらん 595
鼻瘤 563，1074
貧血母斑 567
ふ
封入体疣贅 248
フェノトリン 1144
副耳 553
副耳珠 553
副腎皮質ステロイド 1032
ブシラミン 1062
プロテイン A 858
プロトテコーシス 1040
分子標的薬 774，791
分布 352
分類 222，1134
へ
閉鎖療法 950
閉塞性動脈硬化症 942
ベセルナ ®クリーム 1192
ベッカー母斑 593
ヘルペス性瘭疽 1158
偏光写真 490
偏光フィルター 490
偏在 1052
偏食 1034
扁平コンジローマ 1162
扁平苔癬 616

ほ
膨疹 326
ポートワイン母斑 545
保存的治療 1074
発疹学 346
発疹の性状 352
ポドフィロトキシン 242
ま
マイボーム腺 549
巻き爪 1022
マゴットセラピー 954
マムシ 1071
蝮咬傷 1071
マラセチア毛包炎（Malassezia〔Pity-

rosporum〕 folliculitis）（M. globosa）  
 1172
慢性関節炎型 20
慢性進行性脱毛 164
慢性遊走性紅斑 1178
み
ミノサイクリン 1152
ミノサイクリン塩酸塩 800
ミルメシア 228，234
む
無菌性膿疱 44
め
メシル酸イマチニブ 791，806
メス生検 374
メタボリックシンドローム 1079
メトトレキサート 830
メラノーマ 438
免疫グロブリン A（immunoglobulin 

A） 56
免疫染色 416
免疫低下 178
も
毛孔性角化症 581
毛孔性苔癬 581
毛周期 130

毛乳頭細胞 138
毛包炎 162，796
や
薬剤性 1062
薬剤性脱毛症 154
薬剤説明文書 1082
ゆ
疣贅 276
疣贅状表皮発育異常症 252
疣贅の外用治療 230
輸入感染症 1176
ら
らい性結節性紅斑 1148
らい反応 1148
ライム病 1178
落葉状天疱瘡 1052
り
リウマチ因子 14
リウマチ性血管炎 834
リウマトイド結節 14
リツキシマブ 816，818
リハビリテーション 958
リマチル® 1062
隆起性皮膚線維肉腫 1058
緑膿菌 591
鱗屑 338
リンパ管型 1150
リンパ球 1204
リンパ球腫 486
リンパ球様細胞 1204
リンパ腫 830
リンパ節結核 1042
リンパ節腫大 1064
れ
冷膿瘍 1044
歴史 1134
レックリングハウゼン病 567
わ
ワクチン 260

Vol.9 No.1（1月号） 
特集：皮膚科医が関係する関節炎 
責任編集　飯塚 一 
羅針盤：今，なぜ関節炎なのか 飯塚 一
関節リウマチ─リウマトイド結節 谷川 瑛子
関節リウマチに伴う血管炎 山本 享子，陳 科榮
リウマチ性脈管内組織球症 西 薫，飯塚 一
成人 Still病─慢性関節炎型の長期観察例  

  永井 弥生，安部 正敏，石川 治
SLE─関節炎を伴った症例 今井 聖，土田 哲也
皮膚筋炎─関節炎を伴った症例 梶原 朋恵，衛藤 光
強皮症─関節炎を伴った症例 濱口 儒人，竹原 和彦
オーバーラップ症候群─関節炎を伴った症例  

  高橋 一夫，池田 信昭
関節症性乾癬─中枢型関節炎症例 奥山 隆平
関節症性乾癬の爪病変─DIP型関節炎型症例  

  前島 英樹，勝岡 憲生

関節リウマチを伴った乾癬  
  井川 哲子，橋本 喜夫，水元 俊裕，高橋 英俊，飯塚 一

掌蹠膿疱症と関節炎 小林 里実，金子 富美恵
SAPHO症候群  

  河田 真子，村田 哲，小宮根 真弓，大槻 マミ太郎
Behçet病─関節炎を伴った症例 尾山 徳孝，山本 俊幸
Sweet病─関節炎を伴った症例 新田 悠紀子，杉浦 一充
Sweet病様皮疹を伴った relapsing polychondritis  

  高橋 英俊，山内 利浩，飯塚 一
Henoch-Schönlein紫斑病 川上 民裕
サルコイドーシス 水野 可魚，岡本 祐之
multicentric reticulohistiocytosis 田代 あかり，古江 増隆
痛風─痛風結節を伴った症例 岸部 麻里，坂井 博之
伝染性紅斑 清島 真理子，渋谷 佳直，加藤 元一，渡邊 華奈
Dermatological View：関節リウマチの関節では何がおこってい
るのか？ 高柳 広

Dermatological View：関節症性乾癬の診断基準 照井 正

月号別タイトル一覧
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Photo Essay 94：秋の桜 塚谷 裕一
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 86：Hodgkin lymphoma 塩見 達志
基本の Pathology：（細胞）浸潤（cellular）infiltrate その 1：形
質細胞 plasma cell 今山 修平

皮膚疾患の chronology：成人の爪甲色素線条も消褪することが
ある 大原 國章

即答組織診断！：squamous eddy 常深 祐一郎
コラム：綸言汗の如し 小野 友道
コラム：色覚障害者が識別しにくい配色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く 釜山 西面市場のおでん屋 金子 健彦
My favorite parks（31）：王子の菜園  

  　　　　　相馬 和子，相馬 正弘（写真）

Vol.9 No.2（2月号） 
特集：毛髪の疾患─後天性脱毛症 
責任編集　勝岡 憲生 
羅針盤：記憶に残る梅毒疹（第 2期後期） 勝岡 憲生
総論：後天性脱毛症の疾患カテゴリーとその内訳 勝岡 憲生
総説：毛器官の発生と再生からみた脱毛症 中村 元信
総説：円形脱毛症の治療の展望・診療ガイドラインについて  

  伊藤 泰介
総説：男性型脱毛症の治療の展望・診療ガイドラインについて  

  板見 智
総説：トリコスコピー：脱毛症の画像診断 乾 重樹
acute diffuse and total alopecia of the female scalp  

  川村 真樹，相場 節也
代謝障害の脱毛（亜鉛欠乏症と脱毛） 新山 史朗
梅毒による脱毛 清野 みき
薬剤性脱毛症 橋本 剛，田村 正和，風間 隆，伊藤 雅章
トリコチロマニア 丸山 希実子，古川 福実
膠原病の脱毛（エリテマトーデスと脱毛） 今井 聖，土田 哲也
接触皮膚炎（ヘアダイ）による脱毛  

  田中 紅，中川 真実子，松永 佳世子
禿髪性毛包炎，tufted hair folliculitis 齊藤 典充
pseudopelade of Brocq 齊藤 典充
frontal fibrosing alopecia 保母 彩子，坪井 良治
central centrifugal scarring alopecia 土山 健一郎，相場 節也
erosive pustular dermatosis of the scalp  

  青木 類，安藤 典子，島田 眞路
脱毛を呈した転移性皮膚癌 加倉井 真樹，出光 俊郎
投稿：いわゆる寝たきり老人に多く認められる角質退縮型白癬（仮
称）について─高齢，免疫低下，とくに廃用症候群の観点から
─ 中嶋 弘

Photo Essay 95：寒晒し 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：2月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis？：12月号の解答 山本 綾子，江藤 隆史
CPC 87：リウマトイド（リウマチ）結節：rheumatoid nodule  

  安齋 眞一
基本の Pathology：（細胞）浸潤（cellular）infiltrate その 2：好中
球（多核白血球）polymorphonuclear neutrophil （PMN), 
neutrophil, polynuclear cell 今山 修平

即答組織診断！：脂腺 sebaceous gland 常深 祐一郎
コラム：襦袢 と 汗鯰 小野 友道
コラム：『色のない島へ』を読む 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く 福岡 柳橋連合市場 金子 健彦

Vol.9 No.3（3月号） 
特集：HPV感染症の多様な世界̶イボ・コンジローマ・Bowen
病̶ 

責任編集　江川 清文 

羅針盤：HPV型特異的細胞変性 /細胞病原性効果（CPE）  
  江川 清文

総論：ヒトパピローマウイルス感染症の今 江川 清文
扁平疣贅─典型像の提示と接触免疫療法（SADBE）による治療  

  幸田 公人，川瀬 正昭，石地 尚興，中川 秀己
指状疣贅かミルメシアか？─指状疣贅様臨床像を呈した特異なミ
ルメシア 久保 秀通，江川 長靖，清野 透，江川 清文

尋常性疣贅─活性型ビタミンD3含有軟膏外用による治療  
  横山 眞爲子，奥村 之啓

“ドーナツ疣贅”─液体窒素凍結療法の副作用  
  三宅 大我，永田 貴久，江川 清文

ミルメシア─典型像の提示といぼ剥ぎ法による治療 大石 空
色素性疣贅（くろいぼ）─足底疣贅の多様性 木花 光，吉田 理恵
足底表皮様囊腫─多発性瘻孔の臨床像を呈した 1例  

  梶原 一亨，江川 清文，尹 浩信
指の Bowen病─HPV16が検出された 1例  

  荒木 嘉浩，中村 猛彦，江川 清文
尖圭コンジローマ─典型像の提示と治療 本田 まりこ
Bowen様丘疹症─典型像の提示と治療 石地 尚興，中川 秀己
Bowen病─ Bowen様丘疹症から発生した（？）1例  

  城野 剛充，江川 清文
topics：封入体疣贅 本田 由美
topics：epidermodysplasia verruciformis（疣贅状表皮発育異常
症） 川瀬 正昭

topics：イミキモドによる尖圭コンジローマの治療 澤村 正之
topics：子宮頸癌とHPVワクチン  
前濱 俊之，上地 秀昭，安座間 誠，首里 英治，苅部 誠子，濱川 伯楽

topics：HPVのライフサイクル 佐塚 文乃，酒井 博幸
topics：イボ治療のインフォームドコンセント 江畑 俊哉
Dermatological View：日本におけるヒトパピローマウイルス研
究の歴史 新村 眞人

Photo Essay 96：春を彩る 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：3月号の出題 森本 里江子，江藤 隆史
Your Diagnosis？：1月号の解答 常深 祐一郎
CPC 88：palisaded neutrophilic granulomatous dermatitis
（interstitial granulomatous dermatitis） 三砂 範幸
基本の Pathology：（細胞）浸潤（cellular）infiltrate その 3 ：好中
球（多核白血球） 今山 修平

即答組織診断！：類上皮細胞 epithelioid cell 常深 祐一郎
My favorite parks（32）：都立石神井公園 相馬 和子
コラム：第三指間狭小現象（上野） 小野 友道
コラム：“献身”を色で表すと 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く バンコク オートコー市場（4） 金子 健彦
 
Vol.9 No.4（4月号） 
特集：皮膚科新入医局員のための皮疹の見方・記載法─皮膚科の
共通言語を学ぼう─

責任編集　石川 治 
羅針盤：臨床診断能力を向上させる鍵は？ 石川 治
総説：原発疹とは？① 斑，丘疹，膨疹 衛藤 光
総説：原発疹とは？② 水疱，膿疱，結節・腫瘤，囊胞  

  今井 聖，土田 哲也
総説：続発疹とは？ 清島 真理子
総説：皮膚科特有の発疹名 勝岡 憲生
総説：発疹の性状（色，形，分布など）の見方 川上 民裕
総説：特異な症状 安部 正敏，石川 治
総説：色素性病変を中心としたダーモスコピー所見の取り方，記
載法 斎田 俊明

総説：皮膚生検の基本手技 田村 敦志
総説：① 表皮および表皮・真皮境界部の病変  

  清原 隆宏，熊切 正信
総説：② 真皮の病変 宇谷 厚志，相津 佳永
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Photo Essay 97：新緑の兆し 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：4月号の出題 常深 祐一郎，高橋 美貴
Your Diagnosis？：2月号の解答 村田 哲
CPC 89：悪性黒色腫（malignant melanoma）  

  玉田 伸二，田中 佐枝
基本の Pathology：細胞核の死後変化 核濃縮，核崩壊，核融解 

pyknosis, karyorrhexis, karyolysis 今山 修平
皮膚疾患の chronology：幅の拡大する成人爪甲色素線条は，や
はり悪性 大原 國章

即答組織診断！：色素細胞母斑 pigment cell nevus/melanocytic 
nevus 常深 祐一郎

コラム：菅 創吉の「ほくろ」 小野 友道
コラム：世界の国旗の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く 広州 路上で本を売る女 金子 健彦

Vol.9 No.5（5月号） 
特集：森俊二セレクション─厳選！若手に伝えたい臨床写真 224
枚─ 

責任編集　森 俊二 
序文：先達の足跡は後輩の道しるべ 大原 國章
羅針盤：私の皮膚科修業 森 俊二
総説：悪性黒色腫（MM）の種々相 森 俊二
総説：アミロイドーシスの皮疹 森 俊二
総説：乾癬にみられる多彩な臨床像 森 俊二
総説：掌蹠膿疱症の種々相 森 俊二
総説：耳朶の皮膚疾患 森 俊二
総説：爪と爪周囲の色素斑と爪囲病変について 森 俊二
総説：環状を呈する皮疹 森 俊二
総説：線状を呈する皮疹 森 俊二
総説：血管肉腫の 2例：危うく見逃すところだった初期例と末期
例 森 俊二

総説：消褪までの経過を追ったケラトアカントーマ 森 俊二
総説：強皮症にみられる比較的に特徴的な皮膚症状（指端を除く） 

  森 俊二
総説：強皮症の爪周囲および指端の病変 森 俊二
総説：全身性エリテマトーデス（SLE）と皮膚筋炎（DM）にみ
られる指と爪囲の病変：SLEとDMの皮疹の分布の違い  
  森 俊二

総説：ステロイド局注療法 森 俊二
総説：化学外科療法（Mohs氏法）について 森 俊二
総説：偏光写真による皮疹の観察 森 俊二
総説：日常診療で簡便かつ迅速に行える細胞診の方法と実際  

  森 俊二
コラム：皮膚科とイラスト 森 俊二
コラム：毛細血管顕微鏡写真の撮影 森 俊二
コラム：「ドーシヨウカナー」と思ったとき 森 俊二
コラム：モンスターペーシェント？ 森 俊二
Photo Essay 98：かゆくなる 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：5月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis？：3月号の解答 森本 里江子，江藤 隆史
CPC 90：syringofibroadenoma 桐生 美麿
皮膚疾患の chronology：サーモンパッチの消褪経過 大原 國章
即答組織診断！：Vater-Pacini小体 常深 祐一郎
コラム：ほくろ 小野 友道
コラム：J. P. ランクロの色彩の地理学 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ニューヨーク デリ（2） 金子 健彦
My favorite parks（33）：ヴィレロイ城 相馬 和子
 
Vol.9 No.6（6月号） 
特集：知らないとはずかしい皮膚疾患⑤ 
責任編集　Visual Dermatology編集委員会 
羅針盤：『嵐吹く 世にも動くな人心 巌に根ざす 松の如くに』  

  松永 佳世子
学童頭髪の白色付着物 小川 博史，江藤 隆史
前額部の紅斑 成田 智彦，大原 國章
顔面の常色で軟らかい結節  

  小池 裕美子，村田 哲，大槻 マミ太郎
下眼瞼の結節 横倉 英人，村田 哲
耳前部の小陥凹 大石 泰史，レパヴー・アンドレ，大原 國章
耳前部の結節 藤田 悦子，村田 哲，大槻 マミ太郎
耳前部の皮下腫瘤 大藤 由佳，大原 國章
口唇の色素斑 大石 京介，大原 國章
頰の赤い斑点 日野 治子
両頰部の紅斑 水川 良子
顔面の毛細血管拡張を伴う紅斑 平原 和久
左鎖骨上窩の皮下腫瘤 稲岡 峰幸
潮紅時に現れた胸部の蒼白色斑 相馬 かおり，江藤 隆史
腋窩に集簇する皮内のしこり 横溝 英菜，大原 國章
高熱と全身の紅斑 佐藤 典子
奇妙な分布を呈する紅斑と色素沈着 岡﨑 亜希，水川 良子
右腹部の膨隆と痺れ感 角 大治朗，江藤 隆史
背部の瘙痒性皮疹 早川 順
陰茎の褐色丘疹 高塚 由佳，村田 哲，大槻 マミ太郎
両上腕外側の毛孔一致性角化性丘疹 村田 哲
線状に配列する緊満性水疱 大城 宏治，大原 國章
両手掌の紅斑 満山 陽子
手指の常色隆起性結節 野口 武俊，大原 國章
指爪基部に生じた結節 中村 貴之，大原 國章
右拇指爪甲の変色 福田 知雄
右大腿部の有毛性褐色斑 福安 厚子，大原 國章
右下肢の広範囲な紅斑・びらんと疼痛 小川 博史，江藤 隆史
Photo Essay 99：つるりとする 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：6月号の出題 谷野 千鶴子，江藤 隆史
Your Diagnosis？：4月号の解答 常深 祐一郎，高橋 美貴
CPC 91：落葉状天疱瘡（pemphigus foliaceus）  

  竹尾 友宏，原 一夫
基本の Pathology：苔癬様（組織）反応 lichenoid （tissue） reac-

tion　いわゆる接合部皮膚炎 interface dermatitisの中の苔癬
型 lichenoid type 今山 修平

皮膚疾患の chronology：小児の足底先天性母斑はしだいに色が
薄れる 大原 國章

即答組織診断！：形質細胞 plasma cell 常深 祐一郎
コラム：耳切りゴッホ 小野 友道
コラム：玄関のドアの色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く シンガポール 屋台のアイス屋 金子 健彦
 
Vol.9 No.7（7月号） 
特集：女性医師がひらく皮膚科の未来 
責任編集　青山 裕美，塩原 哲夫 
羅針盤：We are the Dermatology 青山 裕美
序論：女性たちの『坂の上の雲』 塩原 哲夫
女性医師としての半生を振り返って 紫芝 敬子
女性医師が活躍できる環境とは 溝口 昌子
着実に歩もう 宮川 幸子
女性医師を活用するためのいくつかの提言 古谷野 妙子
女性医師はどうあるべきか 山本 明美
若い女医さん達に贈る言葉 加藤 直子
アレルギー診療を中心としたサブスペシャリティ 足立 厚子
他科との関わりの中でみつけるサブスペシャリティ 永井 弥生
自己免疫水疱症は，わたしのライフワークです 青山 裕美
サブスペシャリティとしての皮膚外科 山本 有紀
なぜやめてしまうのか？ やめないで，つづけていくために何が必
要なのか？─日本皮膚科学会アンケートより─ 多田 弥生

東京女子医科大学 女性医師再教育センターの試み 檜垣 祐子



1333Visual Dermatology Vol.9 No.12 2010

Visual Dermatology Vol.9 （2010） Index

女性医師再教育センターでの研修─私の場合 中里 博美
病院長・医局長必見！勤務医不足解消の特効薬 女性医師の就業率
向上のための対策 磯田 憲一

長期休業している方を復帰させている実例（京都大学皮膚科）  
  松村 由美

このシステムワークしています！ 東京大学ぶらさがり健康法（東
京大学皮膚科での女性支援策の一例） 多田 弥生

このシステムワークしています！ 北海道大学の病棟チーム制とフ
レキシブル休暇制 山根 尚子

メンタル支援策としてのMUSCAT WEBと男性を巻き込むサ
ポータークラブの設定 片岡 仁美

まとめ：女性医師問題は勤務医問題に他ならない～復帰支援策の
実態をみて思うこと～ 菊地 克子

WDS Academic Dermatologists Interest Group Luncheon 
Forum にみた米国女性皮膚科医の悩みとストラテジー  
  青山 裕美

こんな方法もあるかも！ 困ったときの知恵袋  
  小林 美和，井戸 敏子，中島 喜美子

働く女性へのオススメWEBサイト 小林 美和
働く女性へのオススメ書籍 中島 喜美子
私を変えた一言，職場を変える魔法の言葉，やる気を削ぐ一言  

  菊地 克子，鶴田 京子，中島 喜美子
覆面座談会（司会）：『自分に限界を作らなければ，必ず道は拓け
る』 塩原 哲夫

コラム：キャリアを継続できるポジションが私達には必要です  
  鶴田 京子

コラム：はじめてのそうかい 髙橋 祥子
コラム：はじめての国際学会─子持ち女性医師のサバイバル体験
記 中島 喜美子

ミニコラム 皮膚科医ママ応援団①：夫婦善哉 中島 英貴
ミニコラム 皮膚科医ママ応援団②：子連れでディスカッション  

  中島 沙恵子
ミニコラム 皮膚科医ママ応援団③：師よりひと言 真鍋 求
ミニコラム 皮膚科医ママ応援団④：電顕の神様との出会い  

  井川 哲子
ミニコラム 皮膚科医ママ応援団⑤：医局長よりひと言 磯田 憲一
Photo Essay 100：節くれ立つ 塚谷 裕一
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 92：pityriasis lichenoides et varioliformis acuta （PLEVA） 

  塩見 達志
基本の Pathology：帯状浸潤 band-like infiltrationのスペクトラ
ム 今山 修平

皮膚疾患の chronology：脂漏性角化症は自然消褪することがあ
る 大原 國章

即答組織診断！：表皮内汗管 acrosyringium 常深 祐一郎
コラム：耳切り明恵 小野 友道
コラム：ネオンカラー効果 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く ニューヨーク デリ（3） 金子 健彦
My favorite parks（34）：桂離宮① 相馬 和子
 
Vol.9 No.8（8月号） 
特集：「分子標的薬」時代へ─投与のコツと副反応のコントロール─
責任編集　大槻 マミ太郎 
羅針盤：｢分子標的薬時代 ｣の到来 大槻 マミ太郎
総論：分子標的薬とは何か？～その概念・分類・作用，そして皮
膚科との関わり～ 大槻 マミ太郎

総説：キナーゼ阻害薬の光と影 大槻 マミ太郎
総説：抗体治療薬の光と影 朝比奈 昭彦
メシル酸イマチニブによる光線過敏症 内田 敬久，相原 道子
archive：メシル酸イマチニブによる苔癬型薬疹  

  倉石 夏紀，永井 弥生，石川 治

ソラフェニブによる手足皮膚反応（hand-foot skin reaction）  
  大江 秀一，岡本 祐之

エルロチニブによる皮膚障害の臨床経験  
  五十棲 健，上嶋 祐太，河瀬 ゆり子，丸茂 一義

エルロチニブによる痤瘡様皮疹  
  平嶋 海帆，村田 哲，大槻 マミ太郎

エルロチニブによる肉芽形成を伴う爪囲炎とその対処法  
  吉野 公二

topics：メシル酸イマチニブによる悪性黒色腫の治療  
  山口 美由紀，原田 和俊，島田 眞路

topics：メシル酸イマチニブによるDFSPの治療  
  水谷 建太郎，玉田 康彦

topics：全身性強皮症に対する disease modifying drugとしての
イマチニブの可能性 浅野 善英

リツキシマブによる尋常性天疱瘡の治療 長谷川 稔
リツキシマブによる乾癬の誘発と悪化 藤本 亘
インフリキシマブによる乾癬性紅皮症 /関節炎の治療  

  松山 泰，簑田 清次，大槻 マミ太郎
インフリキシマブで治療を行った関節症性乾癬の 2例  

  人見 勝博，寺木 祐一，伊崎 誠一
インフリキシマブによる膿疱性乾癬の治療 福地 修，中川 秀己
インフリキシマブによる乾癬様 /掌蹠膿疱症様皮疹  

  高橋 英俊，飯塚 一
インフリキシマブ，メトトレキサート投与中に生じ，中止で自然
消褪したリンパ腫  
  加持 達弥，藤井 一恭，濱田 利久，岩月 啓氏

エタネルセプトで治療した壊疽性膿皮症  
  木村 有太子，高森 建二，須賀 康

エタネルセプトで治療したリウマトイド血管炎に伴う皮膚潰瘍  
  矢田部 愛，横川 真紀，佐野 栄紀，

   谷口 義典，公文 義雄，池田 光徳
エタネルセプトによる乾癬の誘発 川上 民裕
エタネルセプト使用中に生じた血管炎 折戸 秀光
エタネルセプトによる皮膚ループスエリテマトーデス  

  服部 舞子，西出 武司，山内 康平
アダリムマブによる尋常性乾癬の治療：治療間隔延長の試み  

  大槻 マミ太郎
topics：トシリズマブによる成人 Still病の治療  

  吉田 沙知子，寺木 祐一
topics：抗 IgE抗体の話題 中村 晃一郎
topics：IL-1をターゲットとした炎症性皮膚疾患の治療  

  神戸 直智，西小森 隆太
topics：抗 IL-12/23抗体の話題 五十嵐 敦之
topics：抗 IL-17抗体の話題 伊藤 寿啓
topics：抗 IL-18抗体の話題  

  今井 康友，水谷 仁，中西 憲司，山西 清文
topics：抗 CCR4抗体の話題 大槻 マミ太郎
topics：Jak阻害薬の話題 大槻 マミ太郎
コラム：抗 TNF-α抗体による乾癬様皮疹出現時の対応  

  朝比奈 昭彦
コラム：進行性多巣性白質脳症（PML）と抗体治療薬 照井 正
コラム：Tragic Drug Trial 大槻 マミ太郎
Photo Essay 101：表面の縞から見分ける 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：8月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis？：6月号の解答 谷野 千鶴子，江藤 隆史
基 本 の Pathology： 空 胞 型 接 合 部 皮 膚 炎 vacuolar (type) 

interface dermatitis 今山 修平
皮膚疾患の chronology：頭部の pigmented poroma その 2  

  大原 國章
即答組織診断！：血管拡張性肉芽腫 granuloma teleangiectaticum 

  常深 祐一郎
ディベート：EGFR阻害薬による皮膚反応に強力なステロイド外
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用は必要か？─ nine recommendations─ 衛藤 光
コラム：耳塚 小野 友道
コラム：“色の調和”今昔 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く  釜山 海雲台（2） 金子 健彦
 
Vol.9 No.9（9月号） 
特集：下腿潰瘍・足趾壊疽─皮膚科医の関わり方─ 
責任編集　沢田 泰之 
羅針盤：下腿潰瘍診療のコーディネーターとしての皮膚科医とは  

  沢田 泰之
総論：下腿潰瘍・足趾壊疽の診断アルゴリズム 沢田 泰之
Atlas：血栓症後症候群 髙河 慎介，沢田 泰之
Atlas：糖尿病性潰瘍（末梢神経障害による） 髙河 慎介，沢田 泰之
Atlas：壊死性筋膜炎 髙河 慎介，沢田 泰之
Atlas：電撃性紫斑病 沢田 泰之
Atlas：結節性多発動脈炎（PN），結節性多発動脈炎皮膚型
（PNC） 沢田 泰之

Atlas：関節リウマチの潰瘍 沢田 泰之
Atlas：抗リン脂質抗体症候群 沢田 泰之
Atlas：Bowen病 沢田 泰之
Atlas：低温熱傷 髙河 慎介，沢田 泰之
Atlas：クラインフェルター症候群 沢田 泰之
Atlas：プロテイン S異常症 沢田 泰之
総説：動脈性・虚血性の潰瘍と壊疽の診断・治療 髙河 慎介
総説：静脈性・うっ滞性潰瘍の診断・治療 出月 健夫
総説：末梢動脈疾患に対する血管内治療とその適応，限界  

  久保 一郎
総説：末梢動脈疾患に対する外科的治療とその適応，限界  

  井上 芳徳
総説：末梢動脈疾患に対する自家末梢血単核球細胞移植とその適
応 金子 英司

総説：Vascular Labとは  
  熊倉 久夫，金井 宏義，高田 裕之，渡辺 邦子

足趾壊疽・下腿潰瘍に対する治療（骨髄露出療法など） 山口 裕史
糖尿病壊疽に対するmaggot debridement therapy 渡邊 憲
在宅における下腿潰瘍・壊疽診療の問題点 浅井 俊弥
義足歩行のための下肢切断における注意  

  佐々木 信幸，杉浦 實，長尾 佳人，曽我 敏雄，安保 雅博
虚血趾に対する麻酔科的治療 田川 京子，遠田 正治
Dermatological View：微小動静脈瘻による難治性下腿潰瘍の診
断・治療 大久保 佳子

コラム：MSWからみた下腿潰瘍・足趾壊疽─患者さんのWell 
Beingを目指して─ 稗田 潤

Photo Essay 102：まきつく 塚谷 裕一
Your Diagnosis？：9月号の出題 相馬 かおり，江藤 隆史
Your Diagnosis？：7月号の解答 常深 祐一郎
基本の Pathology：穿孔 perforation，穿孔性皮膚症 perforating 

dermatoses 今山 修平
皮膚疾患の chronology：若年性黄色肉芽腫の経過 大原 國章
即答組織診断！：顆粒変性 granular degeneration 常深 祐一郎
Book Review：毎日診ている皮膚真菌症─ちゃんと診断・治療で
きていますか？ 江藤 隆史

コラム：重い皮膚病（dreaded skin disease） 小野 友道
コラム：大きさと色の見え方 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く 飛騨高山 朝市 金子 健彦
My favorite parks（35）：桂離宮② 相馬 和子
 
Vol.9 No.10（10月号） 
特集：厳選！皮膚科医が選ぶお役立ち症例 29 
責任編集　大路 昌孝 
羅針盤：皮膚科医の「今，そして未来へ……」を考える 大路 昌孝

序論：第 26回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会をふりかえっ
て 玉木 毅

総論：大学から病院・診療所へのメッセージ 鳥居 秀嗣
重症アトピー性皮膚炎における入院療法の有用性─ステロイド外
用量と血中コルチゾール値推移の検討─  
  福田 英嗣，佐藤 八千代，鈴木 琢，早乙女 敦子，向井 秀樹

当科における巻き爪，陥入爪の治療について  
  山口 美由紀，原田 和俊，島田 眞路

精製汗抗原を用いた年齢別汗アレルギーの検討
   信藤 肇，高萩 俊輔，石井 香，三原 祥嗣，亀好 良一，
   秀 道広，片岡 葉子，藤澤 隆夫，有田 昌彦
痛風結節の 2例 赤股 要
巨大な多発性痛風結節の 1例  

  本多 皓，馬場 あゆみ，高江 雄二郎，天谷 雅行
ニコチン酸，ビタミン B1，B2の食餌性欠乏が誘因と考えられた
ペラグラの 1例 秦 由美，伊藤 恵子

高ケトン血症を伴った色素性痒疹の 1例  
  寺田 美奈子，北川 朋子，益田 浩司，加藤 則人

臀裂部に沿って個疹が融合し , 線状局面を呈した伝染性軟属腫の
2例 大歳 晋平，岩井 信策，佐藤 雅道，内田 隆夫，

   末木 博彦，松澤 有希，渡辺 秀晃
皮膚プロトテコーシス  

  涌澤 千尋，千釜 理佳，人見 秀昭，村上 一宏，比留間 政太郎
皮膚腺病の 1例 伊澤 有香，加藤 篤衛，堺 則康，川名 誠司
背部皮下に生じた皮膚腺病の 1例  

  坂本 真紀，宮下 梓，石原 剛，尹 浩信
健常者の口囲に複数生じたMycobacterium chelonae感染症の 1例  

  木村 光惠，光谷 純郁，稲冨 徹，永田 靖彦，照井 正
胃梅毒を合併した第 2期梅毒の 1例  

  佐藤 三佳，山田 孝宏，三原 昌弘，森 良雄，清島 真理子
同時期に経験したツツガムシ病の 2例  

  水野 美幸，大石 直人，竹原 和彦
左頰に偏在した皮疹を有した落葉状天疱瘡の 1例  

  久保田 恭子，竹中 祐子，林 伸和，川島 眞
進行性顔面半側萎縮症の 1例 根木 治，大泉 亜美，須賀 康
顔面に著明な角化を認めた悪性黒色表皮腫  

  岸田 功典，三橋 善比古，坪井 良治，斉藤 京，番場 圭介
陥凹性病変を呈した隆起性皮膚線維肉腫の 2例  
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