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浮腫性硬化症 1102
腐食 1152
ブルーリ潰瘍 1034
プレコックス感 622
プロセッシング 1272
分割切除（術） 947，954
分光測色計 804
粉瘤 752
分類 674
へ
へそ抜き 400，508
ヘベイン（Heb b 6.02） 1298
ヘマトイジン 874
ヘモジデリン 874
扁桃摘出術 1167
扁平上皮癌 14，24，58，700
扁平苔癬 54，1176
扁平母斑 938
ほ
蜂窩織炎 478
防御 500
紡錘細胞血管内皮腫 730
ポートワイン母斑 908，926

ほくろ 950
保湿剤 1264
発疹学 338，342
母斑 666
母斑細胞性母斑 690，950，952
母斑細胞母斑 684
母斑症 666
ホルマリン 1188
ま
マクロファージ 1014
まだら症 680
マンソン孤虫症 1026
む
ムチン 1102
ムチン沈着症 1102
め
メタクリルレジン 1190
メラノーシス 1224
メラノソーム 944
免疫再構築症候群 152，156
も
網状皮斑 732，1080
毛包内ムチン沈着症 1102
網膜光障害 493
モザイク 696
や
薬剤誘発性ループス 472
薬疹 166
ゆ
有棘細胞癌 482
疣状血管腫 932
疣贅 974
よ
ヨウ化カリウム 74
幼児 1262
ら
らい反応 1046
ラテックスアレルギー 1193
ラミニン 332 64
り
リウマチ結節 1062
リウマトイド因子 1062
リツキシマブ 470
リポイド類壊死 1060
リポフスチン 874
両側聴神経腫瘍 714
臨床写真 350
臨床例 26
リンパ腫様丘疹症 846
る
類器官母斑 702
類上皮細胞（性）肉芽腫
  1014，1038，1069
れ
レーザー 940
レース状変化 31
レックリングハウゼン病 680
連携 1140
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Vol.10 No.1（1月号） 
特集：実地診療に役立つ口腔粘膜疾患の見方 
責任編集　衛藤 光 
羅針盤：口腔内科学は皮膚科医の専門領域である 衛藤 光
総論：実地診療に役立つ口腔粘膜疾患の見方 衛藤 光
口腔カンジダ症（AIDSに伴う） 福田 英嗣
白色角化症 江藤 宏光，勝岡 憲生
白板症 三井 純雪，勝岡 憲生
粘膜苔癬 種井 良二
歯科金属アレルギーによる口腔病変 鶴田 京子，松永佳世子
white sponge nevus 梶原 朋恵
円板状エリテマトーデス 楠 舞，新井 達
全身性強皮症の口腔病変（morphea） 百瀬 葉子，新井春枝
「動く」地図状舌（移動性輪 annulus migrans） 江藤 隆史
labial melanotic macule 占部 和敬
Laugier-Hunziker-Baran症候群 増澤 真実子，勝岡 憲生
Peutz-Jeghers症候群 米元 康蔵
悪性黒色腫 レパヴー・アンドレ，大原 國章
Addison病 福田 美和
oral florid papillomatosis 浅井 寿子，衛藤 光
舌線維腫 田辺 健一
扁平上皮癌　 百瀬 葉子，増澤 幹男
舌の血管拡張性肉芽腫 中野 敏明
舌の顆粒細胞腫 島村 智江，橋本 任，飯塚 一
粘膜類天疱瘡 善家 由香理，衛藤 光
尋常性天疱瘡 江藤 宏光，勝岡 憲生
腫瘍随伴性天疱瘡 山田 朋子，小池 裕美子，村田 哲
開口部プラズマ細胞症 寺田 知音，猿谷 佳奈子
Short Report：スポロトリコーシスの 1例  

  金林 純子，粳田 和美，橋爪 秀夫
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：cutaneous epithelioid angiomatous nodule（CEAN）  

  塩見 達志
基本の Pathology：（細胞）浸潤（cellular）infiltrate：　単球／
貪食球／組織球 monocyte/macrophage/histiocyte その 1  
  今山 修平

即答組織診断！：表皮内（水疱） intraepidermal bulla／棘融解 
acantholysis／尋常性天疱瘡 pemphigus vulgaris  常深 祐一

コラム：金総書記の爪の色は白色　 小野 友道
コラム：広告の色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�：シンガポール　リトルインディア 
   金子 健彦
Photo Essay 106：中空になる 塚谷 裕一
My favorite parks㊲：グランド・シャルトリューズ修道院  

  相馬 和子

Vol.10 No.2（2月号） 
特集：HIV感染に伴う皮膚疾患  
責任編集　坪井 良治 
羅針盤：新たな時代に突入したHIV感染症 坪井 良治
総論：HIV/AIDSの皮膚症状 斎藤 万寿吉，坪井 良治
総説：HIV感染症の現状と最新の検査・治療 福武 勝幸
総説：スクリーニング検査時のHIV  

  藤城 幹山，斎藤 万寿吉，坪井 良治
梅毒の多彩な臨床像 川口 敦子，斎藤 万寿吉，坪井 良治
Kaposi肉腫の多彩な臨床像 藤城 幹山，斎藤 万寿吉，坪井 良治
伝染性軟属腫の多彩な臨床像 末次 香織，斎藤 万寿吉，坪井 良治
尖圭コンジローマの多彩な臨床像 入澤 亮吉，坪井 良治

HIV初感染時にみられる急性皮疹 柳澤 如樹，赤城 久美子
深い潰瘍の単純疱疹 刈谷 隆之，岸田 功典，山﨑 正視，
   入澤 亮吉，三橋 善比古，坪井 良治
帯状疱疹 斎藤 万寿吉，坪井 良治
口腔内カンジダ症 田嶋 磨美，斎藤 万寿吉，坪井 良治
HIV関連好酸球性膿疱性毛包炎 
   下方 征，内山 真樹，斎藤 万寿吉，三橋 善比古，坪井 良治
爪白癬 田嶋 磨美，斎藤 万寿吉，坪井 良治
脂漏性皮膚炎 田嶋 磨美，斎藤 万寿吉，坪井 良治
結節性痒疹 斎藤 万寿吉，坪井 良治
アトピー性皮膚炎様皮疹 阿部 名美子，斎藤 万寿吉，坪井 良治
薬疹 斎藤 万寿吉，坪井 良治
乾癬・乾癬様皮疹 斎藤 万寿吉，大久保 ゆかり，坪井 良治
脱毛を伴う色素沈着 斎藤 万寿吉，坪井 良治
尋常性白斑 塩原 哲夫
コラム：免疫再構築症候群（immune reconstitution inflamma-

tory syndrome : IRIS） 斎藤 万寿吉
Your Diagnosis？：2月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：12月号の問題と解答  

  角 大治朗，江藤 隆史，伊東 慶悟
CPC：脂腺癌（脂腺腺腫型）：sebaceous carcinoma（sebaceous 

adenomatous type） 安齋 眞一
即答組織診断！：表皮突起の延長 rete ridge elongation，基底層
の色素沈着 basal pigmentation／老人性色素斑 senile lentigo

   常深 祐一郎
コラム：熊本二本木遊郭と東雲のストライキ 小野 友道
コラム：日本の伝統色 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �東京両国　広島風お好み焼き 金子 健彦
Photo Essay 107：覆う 塚谷 裕一

Vol.10 No.3（3月号） 
特集：宮本 正光セレクション─診療所で出会う皮膚疾患大全 
責任編集　宮本 正光 
序文：広くて深い，宮本先生の世界 大原 國章
羅針盤：皮膚科医 55年 宮本 正光
白癬の種々相 宮本 正光
扁平苔癬 宮本 正光
梅毒 宮本 正光
先天性皮膚欠損症 宮本 正光
青色強膜 宮本 正光
うっ血による眼周紫斑 宮本 正光
陰圧による紫斑 宮本 正光
癖による皮膚病（頤の角化） 宮本 正光
肥満細胞腫 宮本 正光
光沢苔癬 宮本 正光
線状苔癬 宮本 正光
疥癬 宮本 正光
環状肉芽腫 宮本 正光
ポケットの中の金属による接触皮膚炎 宮本 正光
サクラソウ皮膚炎による色素沈着 宮本 正光
ベルロック皮膚炎 宮本 正光
サンゴ皮膚炎 宮本 正光
特発性血小板減少性紫斑 宮本 正光
圧迫による紫斑 宮本 正光
自傷性皮膚症 宮本 正光
erythema ab igne（火だこ） 宮本 正光
インターフェロン注射による潰瘍 宮本 正光
Favre-Racouchot症候群 宮本 正光
顔面播種状粟粒性狼瘡 宮本 正光

月号別タイトル一覧
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肉芽腫性口唇炎 宮本 正光
陰茎の非性病性硬化性リンパ管炎 宮本 正光
全身性エリテマトーデス（SLE） 宮本 正光
皮膚限局性エリテマトーデス  
（いわゆる慢性円板状エリテマトーデス） 宮本 正光
進行性全身性強皮症 宮本 正光
皮膚筋炎 宮本 正光
落葉状天疱瘡 宮本 正光
紅斑性天疱瘡 宮本 正光
水疱性類天疱瘡 宮本 正光
斑状類乾癬 宮本 正光
毛孔性紅色粃糠疹（Devergie） 宮本 正光
アミロイド苔癬 宮本 正光
デュプイトラン拘縮 宮本 正光
紙幣状皮膚 宮本 正光
紙幣状皮膚と手掌紅斑 宮本 正光
糖尿病性壊疽 宮本 正光
類脂肪性仮性壊死症 宮本 正光
色素性痒疹 宮本 正光
硬化性萎縮性苔癬 宮本 正光
貧血母斑 宮本 正光
石灰化上皮腫 宮本 正光
エクリン汗孔腫 宮本 正光
ミベリ汗孔角化症 宮本 正光
神経線維腫 宮本 正光
グロムス腫瘍 宮本 正光
爪下外骨腫 宮本 正光
ケラトアカントーマ 宮本 正光
基底細胞癌（または基底細胞上皮腫） 宮本 正光
Bowen病 宮本 正光
悪性黒色腫 宮本 正光
有棘細胞癌 宮本 正光
乳房外 Paget病 宮本 正光
乳房外 Paget病と Bowen病の合併 宮本 正光
oral florid papillomatosis 宮本 正光
悪性エクリン汗孔腫 宮本 正光
丹毒 宮本 正光
外歯瘻 宮本 正光
カンジダ症（舌，皮膚および爪） 宮本 正光
スポロトリコーシス 宮本 正光
線状皮膚炎 宮本 正光
マダニ咬傷 宮本 正光
Your Diagnosis？：3月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：1月号の問題と解答 常深 祐一郎
基本の Pathology：アミロイド amyloid 今山 修平
即答組織診断！：日光弾力線維症 solar elastosis／日光角化症 

actinic keratosis 常深 祐一郎
コラム：五足の靴と二本木遊郭 小野 友道
コラム：染織作家・鈴田照次と鈴田滋人の世界 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�シンガポール　リトルインディア（2）  

  金子 健彦
Photo Essay 108：冬に茂る 塚谷 裕一
My favorite parks㊳：アルハンブラ宮殿 相馬 和子
 
Vol.10 No.4（4月号） 
特集：新入医局員最初の一歩　目で見てわかる皮膚の科学
責任編集　石河 晃 
羅針盤：皮膚科エキスパートへの道 石河 晃
総論：皮膚科初学者のために 石河 晃
総説：知って得する発疹学 谷川 瑛子
総説：臨床写真の撮り方 三宅 亜矢子
総説：ダーモスコピーの実際 小川 純己

総説：超音波断層検査 大畑 恵之
総説：皮膚病理検査のみかた 安岡 英美，陳 科榮

総説：蛍光抗体法の実際 石井 健
総説：電子顕微鏡の実際 永井 美貴
総説：遺伝子検査の実際 夏賀 健，秋山 真志
原著：炎症性粉瘤におけるへそ抜き療法（1）：基本編  

  白井 明，朝比奈 昭彦
Your Diagnosis？：4月号の出題 江藤 隆史
Your Diagnosis！：2月号の問題と解答 村田 哲
CPC：隆起性皮膚線維肉腫　dermatofibrosarcoma protuberans 

  玉田 伸二，田中 佐枝，小林 登喜子
基本の Pathology：カルシウム（石灰）沈着 calcium deposition, 

calcinosis cutis　骨化 cutaneous ossification, osteoma cutis  
  今山 修平

即答組織診断！：顆粒細胞腫　granular cell tumor 常深 祐一郎
コラム：漢字の病名を楽しもう ─病気の歴史が見えてくる  

  小野 友道
コラム：日本画家・塩出英雄の生涯と仕事 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�東京両国　ヨーヨーつり 金子 健彦
Photo Essay 109：痕が残る 塚谷 裕一

Vol.10 No.5（5月号） 
特集：光線過敏症─最新の研究から遮光対策まで 
責任編集　上出 良一 
羅針盤：光線過敏症の今 上出 良一
総説：光皮膚科学の歩み 市橋 正光
総説：色素性乾皮症の遺伝子診断 森脇 真一
総説：色素性乾皮症と紫外線発癌 錦織 千佳子
総説：色素性乾皮症の神経病変 林 雅晴
総説：遺伝性皮膚ポルフィリン症の遺伝子診断 中野 創
高齢者男性に発症した日光蕁麻疹  

  上津 直子，小野寺 美奈子，加藤 典子，是枝 哲，岡本 祐之
蕁麻疹様紅斑で始まる多形日光疹 小林 光，上出 良一
バジル（ハーブ）含有食品による光線過敏症 平原 和久
ST合剤（バクタ ®）による光線過敏型薬疹  

  日野 亮介，中島 大毅，森 智子，中村 元信，戸倉 新樹
ティーエスワン ®による薬剤誘発性ループス 小林 光，上出 良一
乾癬患者に生じたプレミネント ®による光線過敏型薬疹  

  高坂 美帆，上出 良一
種痘様水疱症 水野 冴岐，竹内 常道
蜂窩織炎を契機に異型ポルフィリン症の症状増悪を呈した 1例   

  舛岡 恵律子，辻本 昌理子，錦織 千佳子
鉄剤を含む健康食品摂取を契機に骨髄性プロトポルフィリン症が
疑われた 1例 西田 絵美，森田 明理

下口唇に有棘細胞癌を生じた色素性乾皮症バリアント  
  石上 剛史，久保 宜明

スプライス異常の複合ヘテロ接合型変異による色素性乾皮症バリ
アント型の 1例  
  小野 竜輔，正木 太朗，竹内 聖二，上出 良一，錦織 千佳子

播種状表在性光線性汗孔角化症 石田 和加，牧野 輝彦，清水 忠道
総説：光線過敏症患者の遮光指導 川原 繁
総説：サンスクリーン（日焼け止め）の選び方 長沼 雅子
総説：眼の光線防御 大平 明弘
居住環境と光─最近の動向─ 岩田 利枝
日よけの紫外線防御指標 ASPF─日よけは役立っているか─  

  川西 利昌
色素性乾皮症患者家族の思い 塩沢 治江
私のポルフィリン症との付き合い方 伊藤 耕介
原著：炎症性粉瘤におけるへそ抜き療法（2）：実践編  

  白井 明，朝比奈 昭彦
Your Diagnosis？：５月号の出題 村田 哲
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Your Diagnosis！：３月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：皮膚 Rosai-Dorfman病 下方 征，三橋 善比古
基本の Pathology：異型／非定型 atypia, 核異型 nuclear atypia, 
細胞異型 cellular atypia 今山 修平

即答組織診断！：bird’s eye cell／扁平疣贅 verruca plana/  
flat wart 常深 祐一郎

Book Review：「からだと光の事典」 江藤 隆史
コラム：かまいたち 小野 友道
コラム：現代人の模様観 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�ニューヨーク　デリ（4） 金子 健彦
Photo Essay 110：白粉 塚谷 裕一
My favorite parks㊴：都立殿ヶ谷戸庭園 相馬 和子

Vol.10 No.6（6月号） 
特集：Snap diagnosisトレーニング帳  
─知らないとはずかしい皮膚疾患［番外編］ 
責任編集　梅林 芳弘  
羅針盤：本特集（snap diagnosisトレーニング帳）の使い方  

  梅林 芳弘
総論：皮膚科診断学における snap diagnosis 梅林 芳弘
Question 01：頭部の皺襞 梅林 芳弘
Question 02：頭部の脱毛斑 梅林 芳弘
Question 03：頭部の小結節 中村 泰大，川内 康弘
Question 04：頭部の易出血性，難治性潰瘍 梅林 芳弘
Question 05：前額部の皮下腫瘤 伊藤 周作
Question 06：左頰の変形 梅林 芳弘
Question 07：耳介上部の腫脹 梅林 芳弘
Question 08：耳介後部の結節 梅林 芳弘
Question 09：上眼瞼の結節 梅林 芳弘
Question 10：顔面の多発性丘疹・小結節 中村 泰大
Question 11：上眼瞼の紅色局面 梅林 芳弘
Question 12：頸部の黄白色局面 梅林 芳弘，佐藤 俊樹
Question 13：下口唇の半球状小結節 伊藤 周作
Question 14：口唇・陰囊・四肢の紅斑・びらん  

  梅林 芳弘，小笠原 理雄
Question 15：陰囊の有茎性結節 伊藤 周作
Question 16：外陰部周囲に多発する結節 中村 泰大
Question 17：陰部の白色局面 伊藤 周作
Question 18：外陰部の多発性丘疹 伊藤 周作
Question 19：臍の炎症 伊藤 周作
Question 20：臍の腫瘤 梅林 芳弘
Question 21：陰茎の索状硬結 伊藤 周作
Question 22：右臀部皮下腫瘤 伊藤 周作，梅林 芳弘
Question 23：臀部の紅斑・びらん 梅林 芳弘，小玉 光子
Question 24：尾骨部の褐色局面 梅林 芳弘
Question 25：臀部の結節 梅林 芳弘，南野 義和
Question 26：臀裂正中部の結節 梅林 芳弘，長門 一，輪湖 雅彦
Question 27：左側腹部の腫瘤 伊藤 周作
Question 28：恥骨部の手掌大腫瘤 梅林 芳弘
Question 29：全身に播種する丘疹性紅斑 梅林 芳弘
Question 30：左胸の硬結 梅林 芳弘，片寄 喜久
coffee break：Snap diagnosisトレーニングのための参考図書案
内 梅林 芳弘

Question 31：植皮片の異常 梅林 芳弘，榎本 久子
Question 32：両拇指の紅斑，鱗屑，亀裂 梅林 芳弘
Question 33：体幹・四肢に散在する丘疹  

  梅林 芳弘，高野 なぎさ
Question 34：大腿の色素沈着 梅林 芳弘
Question 35：体幹の多発性丘疹 中村 泰大
Question 36：背部に多発する赤褐色斑 中村 泰大
Question 37：辺縁に鱗屑を伴う環状紅斑 伊藤 美佳子
Question 38：背部の色素沈着 中村 泰大

Question 39：臀部～大腿の茶褐色斑 中村 泰大，大原 國章
Question 40：腰部の軟らかい結節 中村 泰大
Question 41：手背～前腕の皮斑 中村 泰大
Question 42：右上腕屈側の皮下腫瘤 伊藤 周作
Question 43：手背に多発する小結節 梅林 芳弘，伊藤 周作
Question 44：手背の褐色斑，脱色素斑 中村 泰大
Question 45：大腿の有毛性局面 梅林 芳弘
Question 46：右大腿の紅斑・痂皮 梅林 芳弘
Question 47：両下腿の腫脹，蠣殻疹 梅林 芳弘
Question 48：下腿の結節 梅林 芳弘，河村 智教
Question 49：下腿の色素斑 梅林 芳弘
Question 50：踵内側の多発性丘疹  

  梅林 芳弘，丸山 浩，中村 泰大
Question 51：左小趾の発赤，腫脹 梅林 芳弘，伊藤 美佳子
Question 52：趾の爪が変形 梅林 芳弘，伊藤 周作
Question 53：腰背部の色素沈着 梅林 芳弘
Question 54：右足の潰瘍 梅林 芳弘
Question 55：全身の痒み，搔破痕 梅林 芳弘
Question 56：中指の紅斑，水疱 梅林 芳弘
Question 57：右示指末節の腫脹 梅林 芳弘
Question 58：右頸部から胸部の発赤・腫脹 梅林 芳弘
Question 59：足の紅斑，丘疹，小水疱 梅林 芳弘
Question 60：尿バッグの着色 梅林 芳弘
Dermatological View：Snap diagnosis事始め 斎藤 環
投稿：アルツハイマー型認知症を合併した臀部肉芽腫（diaper 

area granuloma of the aged）の 1例 白井 明，日野 治子
Your Diagnosis？：６月号の出題 川瀬 正昭，江藤 隆史
Your Diagnosis！：４月号の問題と解答 江藤 隆史
CPC：線状苔癬 lichen striatus 桐生 美麿
即答組織診断！：膜囊胞変性 （膜囊胞性病変）membranocystic 
（lipomembranous） lesions （changes, degeneration）  
  常深 祐一郎

コラム：一枚の名刺 小野 友道
コラム：陶芸家・原田知代子の世界 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�シンガポール　市場の果物屋 金子 健彦
Photo Essay 111：苔むす 塚谷 裕一

Vol.10 No.7（7月号） 
特集：知っ得納得！ 母斑／母斑症 
責任編集　三橋 善比古 
羅針盤：母斑／母斑症は奥が深い 三橋 善比古
総説：母斑と母斑症の診療─遺伝カウンセリング 三橋 善比古
総説：色素失調症はここまでわかった 堺 則康
総説：太田母斑の分類と治療 乃木田 俊辰
topics：ウンナ母斑は消え，また現れる 三橋 善比古
topics：カフェ・オ・レ斑あれこれ 三橋 善比古
topics：懸垂性脂肪線維腫─小さな表在性脂肪腫性母斑？  

  松本 由香
母斑細胞母斑（先天性と後天性） 並木 祐樹，三橋 善比古
Spitz母斑 泉 美貴
先天性青色母斑 平野 宏文，三橋 善比古
Sutton母斑─海水浴後に多発した例  

  川口 敦子，大久保 ゆかり，三橋 善比古
Blaschko線に沿って生じた脱色素斑  

  和久本 圭子，吉田 雄一，山元 修
表皮母斑 下方 征，堀江 康治，坪井 良治，三橋 善比古
広範な表皮母斑 野村 和夫
炎症性線状疣贅状表皮母斑（ILVEN）  

  豊田 徳子，岩田 洋平，臼田 俊和，山岡 俊文，小寺 雅也
白色スポンジ母斑 梶原 朋恵
脂腺母斑─乳頭状汗管囊胞腺腫合併例と基底細胞癌合併例  

  川上 洋，入澤 亮吉，三橋 善比古
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エクリン母斑 猿渡 浩，金蔵 拓郎
表在性皮膚脂肪腫性母斑 加藤 雪彦
軟骨母斑 掛水 夏恵
Nanta母斑 京谷 樹子
遅発型神経線維腫症─ NF1遺伝子の変異を確認した例  

  前田 龍郎，三橋 善比古
神経線維腫症 2型（早発型）─多彩な皮膚症状を呈し，色素斑を
生じた例 岩井 信策，宇野 裕和，長村 蔵人， 
  秋山 正基，飯島 正文，稗田 宗太郎

Cowden病 前 賢一郎，大久保 ゆかり，三橋 善比古
神経皮膚黒色症 野口 武俊，大原 國章
結節性硬化症 木村 一之，金子 高英，澤村 大輔
基底細胞母斑症候群 下田 貴子
blue rubber bleb nevus syndrome  

  大津 雅信，広瀬 憲志，久保 宜明，荒瀬 誠治，門田 耕作
Sturge-Weber症候群 内山 真樹，三橋 善比古
Maffucci症候群 出月 健夫
先天性血管拡張性大理石様皮斑  

  春山 護人，尾藤 利憲，吉木 竜太郎，中村 元信，戸倉 新樹
Osler-Rendu-Weber病  

  山岡 俊文，小寺 雅也，岩田 洋平，豊田 徳子，臼田 俊和
コラム：専門的な医師のための試験を楽しもう（第 1弾）─『別
手 賢之介先生のポイントアドバイス』 江藤 隆史

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
 常深 祐一郎
CPC：硬化性萎縮性苔癬：lichen sclerosus et atrophicus （lichen 

sclerosus） 塩見 達志
基本の Pathology：コレステロール（結晶） cholesterol （crystals）
／コレステロール塞栓症 cholesterol embolism 今山 修平

皮膚疾患の chronology：先天性の色素性母斑の色は，当初より
次第に濃くなる 大原 國章

即答組織診断！：表皮内上皮腫 intraepidermal （intraepithelial） 
epithelioma，クローン型脂漏性角化症 clonal seborrheic ker-
atosis 

コラム：出世したあばた男 小野 友道
コラム：ウッドワンのマークとカラー 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�ニューヨーク　スーパーマーケット（2）  

  金子 健彦
Photo Essay 112：着生する 塚谷 裕一
My favorite parks ㊵：平等院鳳凰堂 相馬 和子

Vol.10 No.8（8月号） 
特集：症例から学ぶターゲット型光線療法─エキシマライト療法
責任編集　森田 明理 
羅針盤：ターゲット型光線療法─エキシマライト療法を上手く使
うには 森田 明理

総論：ターゲット型光線療法─エキシマライト療法はなぜ必要
か？ 森田 明理

エキシマランプ VTRACにより治療した尋常性白斑の 2例  
  伊藤 寿啓

エキシマランプ照射にて改善した限局型尋常性白斑の 1例  
  森上 徹也，石川 絵美子，窪田 泰夫

尋常性白斑に対する VTRACの治療効果 安田 望，大井 綱郎
1 mmミニグラフト療法とエキシマライト療法との併用効果  

  加藤 裕史，森田 明理
尋常性白斑に対するエキシマライト療法の安全性および有用性の
検討 糸井 沙織，種村 篤，片山 一朗

エキシマライト療法により改善した小児の難治性尋常性白斑  
  藤野 雅世，戸倉 新樹

セラビーム UV308による尋常性白斑の治療経験 小野寺 英恵
セラビーム UV308で著効した尋常性白斑の 2例 前田 和男

尋常性乾癬─ VTRACを用いた治療例 荒木 麻由子，江藤 隆史
乾癬治療におけるエキシマライト療法の有効性  

  藤澤 大輔，篠島 由一，照井 正
乾癬難治部位に対するエキシマライト療法 古橋 卓也，森田 明理
爪乾癬に対するターゲット型エキシマライト療法  

  志賀 建夫，横川 真紀，佐野 栄紀
エキシマライト療法が奏効した爪乾癬の 1例 川原 繁
エキシマライト療法により軽快した掌蹠膿疱症 高原 正和
クリニックにおけるエキシマライト療法の実際 根本 治
エキシマライト療法で著効がみられた円形脱毛症の 2例  

  大月 亜希子，長谷川 敏男，河崎 純子， 
  高木 敦，込山 悦子，池田 志斈

ターゲット型エキシマライト療法による円形脱毛症の治療  
  高橋 綾，横川 真紀，佐野 栄紀

エキシマランプによるターゲット型光線療法が症状改善の引き金
になったと考えられた汎発型円形脱毛症の 1例  
  森上 徹也，細川 洋一郎，窪田 泰夫

妊娠中エキシマライト療法にて発毛をみた円形脱毛症  
  金子 夏美，森田 明理

アミロイド苔癬─ VTRACを用いた治療例  
  荒木 麻由子，江藤 隆史

エキシマランプによるターゲット型光線療法を行ったリンパ腫様
丘疹症の 1例  
  森上 徹也，森上 純子，宗廣 明日香，前田 麗子，窪田 泰夫

エキシマライト療法で治療した皮膚 T細胞リンパ腫の 2例  
  東福 有佳里，伊藤 寿啓

エキシマライト療法で改善した足部の primary cutaneous ana-
plastic large cell lymphoma（pALCL）  
  平澤 祐輔，大熊 慶湖，池田 志斈

ターゲット型エキシマライト療法により治癒した皮膚サルコイド
の 1例 岸本 英樹，横川 真紀，佐野 栄紀

エキシマライト療法で治療した後天性穿孔性皮膚症  
  工藤 恭子，高原 正和，古江 増隆

Dermatological View：ターゲット型光線療法の適応疾患と副作
用 川田 暁

Your Diagnosis？：8月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：6月号の問題と解答 川瀬 正昭，江藤 隆史
CPC：aneurysmal fibrous histiocytoma（AFH）  

  小林 憲，田中 勝
基本の Pathology：黄褐色の色素　ヘマトイジン hematoidin，
ビリルビン bilirubin，ヘモジデリン hemosiderin，リポフス
チン lipofuscin 今山 修平

即答組織診断！：脂腺細胞 sebocyte，脂腺腫 sebaceoma  
  常深 祐一郎

コラム：日向ぼっこ小屋 小野 友道
コラム：天才画家・岸田劉生の世界 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�ニューヨーク　ピザ屋 金子 健彦
Photo Essay 113：まつわりつく 塚谷 裕一

Vol.10 No.9（9月号） 
特集：アザの治療─「ことわざ」が教える治療法選択のヒント 
責任編集　中川 浩一 
羅針盤：井上勝平先生と私 中川 浩一
総論：母斑の治療 中川 浩一
総説：パルスダイレーザーによる血管腫治療のまとめ 岩崎 泰政
長期間経過観察した苺状血管腫の 1例 森 秀樹
苺状血管腫─早期治療の有用性 田中 誠児，岸 陽子
高度の変形を来した下口唇苺状血管腫の治療 三川 信之，林 稔
ステロイド局注療法を行った右眼瞼苺状血管腫  

  岡崎 志帆子，大仁田 亜紀
ポートワイン母斑のレーザー治療 川田 暁，遠藤 英樹
Klippel-Trénaunay症候群 伊藤 孝明
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verrucous hemangiomaの手術治療 中川 浩一，岸田 大
総説：Q-スイッチレーザーのまとめ 葛西 健一郎
扁平母斑に対するレーザー治療有効例の特徴 岸 陽子
太田母斑のレーザー治療 占部 和敬
遅発性両側性太田母斑様色素斑のレーザー治療  

  川端 康浩，帆足 俊彦
異所性蒙古斑のレーザー治療 手塚 正
表在性皮膚脂肪腫性母斑の手術治療 吉田 康彦，中川 浩一
サージトロンで加療したほくろの 2例 中川 浩一
黒アザの電気治療 柴田 真一
黒アザの切除─先天性母斑細胞性母斑（非巨大性）の 2治療例  

  伴 政雄
巨大母斑 大原 國章
Dermatological View：小児血管腫研究の最前線 高橋 和宏
Your Diagnosis？：9月号の出題 伊東 慶悟
Your Diagnosis！：7月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：diffuse dermal angiomatosis 福本 隆也
基本の Pathology：封入体 inclusion body 今山 修平
皮膚疾患の chronology：表在型基底細胞上皮腫─静的な病理標
本から，動的な時間推移を構築する 大原 國章

即答組織診断！： 脂腺細胞 sebocyte,  脂腺胚細胞 sebaceous 
germinative cells，脂腺腺腫 sebaceous adenoma  
  常深 祐一郎

コラム：Itch 小野 友道
コラム：化粧の効果 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く�リバプール　露天商 金子 健彦
Photo Essay 114：こびりつく 塚谷 裕一
My favorite parks ㊶：豫園（上海） 相馬 和子

Vol.10 No.10（10月号） 
特集：肉芽腫性疾患─その横断的理解 
責任編集　伊崎 誠一  
羅針盤：感染性肉芽腫と非感染性肉芽腫を結ぶもの 伊崎 誠一
総論：肉芽腫とは何か？類上皮細胞肉芽腫に至る道 伊崎 誠一
深在性真菌症（スポロトリコーシス，クロモミコーシス，皮膚ク
リプトコックス症） 仲　弥

寄生虫感染による肉芽腫の 2例：1）皮膚爬行疹を示したマンソ
ン孤虫症 2）　皮膚型リーシュマニア症─アムビゾームによる
治療例─ 仲宗根 尚子，河辺 美咲，是永 正敬， 
  上原 絵里子，高橋 健造，伊崎 誠一，上里 博

梅毒 渡邉 徹心
非結核性抗酸菌症─肉芽腫を作る例と作らない例  

  石井 則久，四津 里英
皮膚結核 四津 里英，玉木 毅
皮膚結核の病型 加藤 英行
ハンセン病の upgrading reaction 熊野 公子
部位により異なった発疹型を呈した汎発性環状肉芽腫の 1例  

  佐藤 雅道，末木 博彦
環状弾性線維融解性巨細胞肉芽腫（annular elastolytic giant cell 

granuloma：AEGCG） 麻生 悠子，寺木 祐一，伊崎 誠一
リポイド類壊死 佐々木 美紀，内田 隆夫，末木 博彦
リウマチ結節 佐藤 良博，寺木 祐一，伊崎 誠一
炎症性腸疾患を合併した肉芽腫性口唇炎の 1例  

  河辺 美咲，伊崎 誠一
顔面播種状粟粒性狼瘡 川名 誠司
サルコイドーシス 三浦 圭子，飯田 忠恒，江石 義信
サルコイドーシスの病因論と病因的診断 江石 義信
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