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パパイン酵素 292
汎発性膿疱性乾癬 544
晩発性皮膚ポルフィリン症 1168，1186
ひ
皮丘線状亜型 518
皮丘点状亜型 512，516
皮丘点状パターン 520
皮丘平行パターン 512，514，524，530
皮丘網状亜型 528
皮溝平行パターン 
  508，510，516，526，528，532
皮溝網状亜型 516
菱形構造 494，496
皮疹 370
皮疹型 940
ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤（薬）
  752，961
ビスホスホネート 1082
非対称色素性毛包開孔 494，496
ビタミン D3外用薬 1066
非定型偽ネットワーク 496
非定型色素ネットワーク 500，504，522
ヒト乳頭腫ウイルス 1286
ヒトパピローマウイルス 196
ヒトヘルペスウイルス 6型 624
ヒドロキシウレア 856
皮膚炎 588
皮膚潰瘍 142，834
皮膚科研修 358
皮膚科診断学 370
皮膚筋炎     794，802，811，822，826，
  834，837，839，854，861，864
皮膚外科 424
皮膚腫瘍 388
皮膚症状 794，1178
皮膚生検 394
皮膚線維腫 1226，1310
皮膚線維腫症 1114
皮膚非結核性抗酸菌症 922
皮膚びらん 832
皮弁 78
びまん性青灰色病変 44
病因論 734
病巣感染 1018，1036，1048，1082
表皮内水疱 1056
ピラミッド計画 628
ピレスロイド 692
ふ
風疹 1250，1258
封入体筋炎 811

フェノトリン 692
負荷テスト 382
不規則色素小球 530
不規則色素小点・小球 522，524
不規則色素沈着 522
不規則線維状パターン 532
副作用 420，605，640
副腎皮質ステロイド薬 802
太藤（丘疹 -紅皮症） 918
プリックテスト 382
プロフィリン 300
分子標的薬剤 756
粉瘤 30
へ
平行パターン 520
ヘリオトロープ疹 844
ヘルペスウイルス 378
ヘルペス性歯肉口内炎 1276
ペルメトリン 692
辺縁途絶 504
扁桃 1036
扁桃打消試験 1048
扁桃摘出術 1042
扁桃病巣疾患 1042
扁桃誘発試験 1048
扁平上皮癌 1158
扁平苔癬 932，1158，1267
ほ
乏汗症 648
放射線角化症 16
放射線治療 74
保湿剤 592
ボリノスタット 752
ま
マクロライド系抗菌薬 1071
麻疹 1250，1255
窓開け 1304
慢性C型肝炎 1196
慢性甲状腺炎 858
慢性骨髄炎 24
慢性蕁麻疹 620，624
慢性膿皮症 38
慢性放射線皮膚炎 16
み
ミゾリビン 1068
未分化大細胞リンパ腫 924，928
ミルメシア 1286
む
無色素性基底細胞癌 502
虫食い状辺縁 494
め
メラノーマ 532
免疫グロブリン大量静注療法 1086
免疫再構築症候群 582
免疫沈降法 848
免疫ブロット法 170
免疫抑制剤 802
面皰 726
も
毛根鞘 990
毛細血管拡張症 1200
毛包癌 58，62
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モザイク 165，202
問診 404
や
薬剤 684
薬剤性過敏症症候群（DIHS） 412，610
薬剤抵抗性 692
薬剤誘発性皮膚筋炎 856
薬疹 1162
ゆ
疣（贅）状 460
有棘細胞癌 32，68，74
疣贅状表皮発育異常症 36，196

疣贅様皮疹 196
有痛性紅斑 193
誘発試験 200
よ
予後因子 940
ら
ラップ療法 206
り
リバウンド 632
隆起性皮膚線維肉腫 1226
菱形皮弁 424
リンパ球刺激試験 416

リンパ腫 916
リンパ節 388
れ
劣性栄養障害型表皮水疱症 162
レンサ球菌 400
ろ
ロキシスロマイシン 1071
ロングパルス色素レーザー 1200
わ
ワサビ 292

Vol.11 No.1（1月号） 
特集：有棘細胞癌のすべて
責任編集：大原 國章 
羅針盤：皮膚癌の主役は有棘細胞癌 大原 國章
熱傷瘢痕 大原 國章
慢性放射線皮膚炎 大原 國章
DLE 大原 國章
色素性乾皮症 大原 國章
慢性骨髄炎 大原 國章
褥瘡 大原 國章
粉瘤 大原 國章
長期の外用 PUVA療法 渡辺 正一，森田 明理
白板症 大原 國章
疣贅状表皮発育異常症 大原 國章
慢性膿皮症 大原 國章
外傷瘢痕 大原 國章
疣状癌（verrucous carcinoma） 大原 國章
色素性有棘細胞癌 清水 千尋，佐藤 英，清原 隆宏
偽腺性有棘細胞癌（pseudoglandular SCC） 大原 國章
spindle cell squamous cell carcinoma 泉 美貴
日光角化症 大原 國章
Bowen病 大原 國章
毛包癌 その 1 囊腫性病変 大原 國章
毛包癌 その 2 被覆表皮での増殖型 悪性外毛根鞘腫 malignant 

trichilemmoma 大原 國章
ケラトアカントーマ 大原 國章
総説：動注化学療法 高橋 和宏
総説：放射線治療 鹿間 直人
総説：手術 大原 國章
コラム：専門的な医師のための試験を楽しもう（第 2弾）『別手 
覧之介先生のポイントアドバイス SCC編』 江藤 隆史

Short Report：IFN-β局注が奏効した口唇の悪性黒色腫 
   熊澤 智子，林田 清芽，永江 祥之介，師井 洋一，古江 増隆
Your Diagnosis？：1月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：11月号の問題と解答 飯田 絵理，出光 俊郎
CPC：黄色苔癬（lichen aureus） 伊東 慶悟
基本の Pathology：萎縮 atrophy 今山 修平
即答組織診断！：ニキビダニ（毛包虫）Demodex 常深 祐一郎
コラム：いれずみ─情けない男の場合 小野 友道
コラム：流行色あれこれ 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �ホーチミン 露天商 金子 健彦

PhotoEssay 118：束子のもと 塚谷 裕一
My Favorite parks ㊸：カイルモア修道院（城）とヴィクトリア
ンウォールドガーデン 相馬 和子

Vol.11 No.2（2月号） 
特集：橋本公二コネクション─薬疹・水疱症・そして皮膚科医人生─ 
責任編集：橋本 公二  
羅針盤：薬疹，水疱症，そして皮膚科医人生 橋本 公二
総説：DIHS（薬剤性過敏症症候群）：総論 藤山 幹子
DIHS症例（1）：DIHS第 1例目の症例 藤山 幹子，橋本 公二
DIHS症例（2）：サイトメガロウイルスの再活性化を認めた

DIHS 藤山 幹子，橋本 公二
DIHS症例（3）：Stevens-Johnson症候群とDIHSのオーバーラッ
プ症例 藤山 幹子，小田 富美子，橋本 公二

アリルイソプロピルアセチル尿素による多発性固定薬疹 
   小田 富美子，藤山 幹子，村上 信司，橋本 公二，町野 博
中毒性表皮壊死症（TEN）との鑑別を要したトキシックショック
症候群 松本 圭子，藤山 幹子，花川 靖，村上 信司，橋本 公二

総説：培養皮膚：総論 白方 裕司
培養皮膚で治療した表皮水疱症 白方 裕司，橋本 公二
非Herlitz型接合部型表皮水疱症 　　　　松本 圭子，橋本 公二，
   薬師寺 直喜，西江 渉，夏賀 健，中村 秀樹，清水 宏
Ⅶ型コラーゲンが抗原と思われた粘膜類天疱瘡  

  難波 千佳，橋本 公二，福田 俊平，橋本 隆
双生児に生じた後天性表皮水疱症 丸山 美鈴，村上 信司，橋本 公二
尋常性乾癬と尋常性天疱瘡の合併  

  浦部 由佳里，西尾 有紀子，白方 裕司，村上 信司，橋本 公二
初診から 24年を経て診断したH症候群  

  小田 富美子，佐山 浩二，藤山 幹子，橋本 公二
短期間に同一地域で集団発生した手足口病後の爪変形・爪甲脱落症 

  渡部 裕子，橋本 公二
減汗性コリン性蕁麻疹 村上 信司，白石 研，橋本 公二
キシリトールによる接触皮膚炎 花川 佳子，橋本 公二
capillary leak syndromeを併発した膿疱性乾癬  

  西尾 有紀子，八幡 陽子，白方 裕司，村上 信司，橋本 公二
上下肢と臀部の有痛性紅斑より診断に至った左房粘液腫  

  大久保 佳子，橋本 公二
疣贅状表皮発育異常症 丸山 美鈴，橋本 公二
寒冷依存性運動誘発アナフィラキシー  

  石井 真由美，藤山 幹子，佐山 浩二，橋本 公二
食物依存性運動誘発アナフィラキシー 花川 佳子，橋本 公二

月号別タイトル一覧
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遺伝子変異を確認した限局型Darier病 和田 民子，橋本 公二
Short Report：救命しえなかった天疱瘡症例─ラップ療法のもう
一つの問題点─ 盛山 吉弘

Your Diagnosis？：2月号の出題 常深 祐一郎，赤股 要
Your Diagnosis！：12月号の問題と解答 村田 哲
CPC：外性（異所性）子宮内膜症 安齋 眞一
基本の Pathology：Antoni A領域 , Antoni B領域，ヴェロケイ
体 Verocay body 今山 修平

即答組織診断！：マイスネル小体 Meissner corpuscle/感覚受容
器 sensory receptor 常深 祐一郎

コラム：いれずみ─女の入墨刑罰第 1号 小野 友道
コラム：今年の流行色はどんな色？ 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �ニューヨーク メトロポリタン美術館前  

  金子 健彦
PhotoEssay 119：ヤシの芽 塚谷 裕一

Vol.11 No.3（3月号） 
特集：最新！食物アレルギーの診断と治療 
責任編集：栗原 和幸  
羅針盤：食物アレルギーは，口からではなく，皮膚から始まる？  

  栗原 和幸
総論：経口免疫寛容─古くからある概念とその臨床応用 
   栗原 和幸
総説：アトピー性皮膚炎は食物アレルギーか？ 古江 増隆
総説：食物アレルギー：急性反応への対応（局所反応）  

  大矢 幸弘，津村 由紀，世間瀬 基樹，川口 隆弘
総説：食物アレルギー：急性反応の対応（アナフィラキシー，全
身反応） 柴田 瑠美子

総説：乳児／小児の食物アレルギーの特徴，原因食物，自然史  
  近藤 康人

総説：成人の食物アレルギーの特徴，原因食物，自然史  
  猪又 直子，相原 道子

総説：「茶のしずく石鹸」によるWDEIA  
  森田 栄伸，千貫 祐子，高橋 仁

総説：pollen-food allergy syndromeの免疫療法は可能か？  
  岡本 義久

化粧品に含まれる食物アレルゲンによる経皮感作 福冨 友馬
経皮感作による魚アレルギー（成人例）  

  徳田 玲子，長尾 みづほ，藤澤 隆夫
パパイン酵素入り洗顔料による経皮感作とワサビのアナフィラキ
シー合併例 松倉 節子，板垣 康治，相原 道子

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
の 1例 西村 景子，佐野 晶代，松永 佳世子

カシューナッツアレルギーの 1例  
  西村 景子，矢上 晶子，松永 佳世子

ディベートの種：食物アレルギーの経口免疫療法は積極的に行っ
てよい（ほしい） 江藤 隆史

ディベートの種：食物アレルギーの経口免疫療法には慎重である
べきである 伊藤 浩明

ディベートの種：食物アレルギーの経口免疫療法はすべきでない  
  小倉 英郎

Your Diagnosis？：3月号の出題 梅本 尚可
Your Diagnosis！：1月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：木村病 桐生 美麿
基本の Pathology ：血管新生 angiogenesis（血管増生 angio-

hyperplasia/-proliferation） 今山 修平
即答組織診断！：樹状突起 dendrite，メラニン輸送 melanin 

transfer，メラノサイト（色素細胞） melanocyte，表皮基底層 
basal layer of epidermis 常深 祐一郎

Book Review：皮膚科臨床アセット 6「脱毛症治療の新戦略」 幸野 健
コラム：山本作兵衛─炭鉱夫のいれずみ 小野 友道
コラム：画家・北村明美の世界 千々岩 英彰

コラム：市場を歩く �東京千束 酉の市 金子 健彦
PhotoEssay 120：どっちもどっち 塚谷 裕一
My Favorite parks ㊹：北アイルランド ジャイアンツ・コーズウェイ  

  相馬 和子
 
Vol.11 No.4（4月号） 
特集：フレッシャーズ必携　皮膚科診療入門 
責任編集：藤本 亘 
羅針盤：The future is yours！ 藤本 亘
総論：皮膚疾患への対応─フレッシャーズのために─ 藤本 亘
総説：医療面接のポイント 小林 裕美，石井 正光
総説：皮疹から診断へ 久保田 由美子
総説：苛性カリ直接鏡検から真菌培養へ 渡邉 晴二
総説：グラム染色・Tzanck試験─コツと落とし穴─ 山本 剛伸
総説：アレルギー患者における皮膚テスト（パッチテスト，プリッ
クテスト，皮内テスト）と負荷テスト 足立 厚子

総説：体表超音波検査 浅越 健治
総説：生検─ 目的に応じた部位・方法 ─ 牧野 英一
総説：皮膚細菌感染症の治療戦略 山﨑 修
総説：乳幼児の皮膚疾患─保護者との医療面接のポイント─  

  佐々木 りか子
総説：迅速な対応が必要な疾患─虫刺症，アナフィラキシー，化
学熱傷（損傷）─ 笹岡 俊輔

総説：薬疹─固定薬疹，SJS/TEN，DIHS─ 菅田（松尾） 明子
総説：血液を用いる検査とその読み方 林 宏明
総説：軟膏の選び方─症状に応じた使い分け，知っておくべき副
作用─ 上出 良一

総説：皮膚外科処置─コツと落とし穴─ 牧野 英一
総説：学会・研究会の特徴を知る 三橋 善比古
総説：PowerPointを使って発表用スライドをつくりましょう  

  大原 國章
総説：プレゼンテーション─症例報告の約束ごと─ 大原 國章
総説：プレゼンテーション─質問に対する答え方─ 大原 國章
コラム：フレッシャーズへのエール①優秀な皮膚科医になるコツ
は，たったの 3つ！ 泉 美貴

コラム：フレッシャーズへのエール② 内海 大介
コラム：フレッシャーズへのエール③ 足立 舞子
コラム：びー玉：還暦と学位 東儀 君子
Your Diagnosis？：4月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：2月号の問題と解答 常深 祐一郎，赤股 要
CPC：traumatized Clark’s nevus（dysplastic nevus）  

  玉田 伸二，田中 佐枝
基本の Pathology：乳頭状／様 papillary / papillomatous教会の
塔のような church-spiring，疣（贅）状 verrucous 今山 修平

即答組織診断！：乳房外 Paget病 extramammary Paget’s dis-
ease 経表皮排泄 transepidermal elimination 常深 祐一郎

コラム：子供の性的虐待と皮膚科診療 小野 友道
コラム：世界初の色彩認知の調査と分析 千々岩 英彰
コラム：市場を歩く �ホーチミン 路上床屋 金子 健彦
PhotoEssay 121：寄り添う 塚谷 裕一

Vol.11 No.5（5月号） 
特集：Dr.田中のダーモスコピー相談室　Q&A24 
責任編集：田中 勝 
羅針盤：ダーモスコピーで迷ったとき，どうするか？ 田中 勝
総論：目からウロコのダーモスコピー 田中 勝
Q＆ A 01：高齢者下眼瞼の悪性黒子？日光黒子（老人性色素
斑）？ 安田 文世，田中 勝

Q＆ A 02：中高年頰部の悪性黒子？ 藤澤 大輔，田中 勝
Q＆ A 03：中高年頰部の脂漏性角化症？基底細胞癌？  

  吉住 順子，田中 勝
Q＆ A 04：若年男性背部の先天性母斑？メラノーマ？  
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  小川 純己，田中 勝
Q＆ A 05：白人の所見の取り方は？ 石河 亜紀子，田中 勝
Q＆ A 06：中高年前腕部の色素性母斑？悪性黒色腫？  

  小野 紀子，田中 勝
Q＆ A 07：中年男性前腕部の Spitz母斑？ Clark母斑？  

  五木田 麻理，仲田 かおり，堀川 達弥，田中 勝
Q＆ A 08：小児足底の色素斑，良性なのに皮丘優位パターン？  

  秋好 茜，田中 勝
Q＆ A 09：中高年に生じた足底の色素斑，良性か？悪性か？  

  笹川 征雄，田中 勝
Q＆ A 10：中高年足外縁部，crista dotted pattern中に悪性の所
見が？ 是枝 哲，田中 勝

Q＆ A 11：若年男性足底の色素斑，色素性 Spitz母斑か，Spit-
zoid melanomaか？ 木村 久美子，田中 勝

Q＆ A 12：経過が不明な高齢者足底の色素斑，皮丘平行パターン？ 
  乗杉 理，田中 勝

Q＆ A 13：乳児かかと（踵）の色素斑は？ 谷岡 未樹，田中 勝
Q＆ A 14：中年女性踵部の色素斑，悪性黒色腫？母斑？パターン
の判断は？ 笹川 征雄，田中 勝

Q＆ A 15：若年女性の踵部色素斑，臨床的には母斑にみえるが，
ダーモスコピーでは悪性黒色腫？ 大内 健嗣，田中 勝

Q＆ A 16：高齢者踵外側縁，色素性疣贅と悪性黒色腫をどう鑑別
するか？ 伊勢 美咲，田中 勝

Q＆ A 17：小児手掌，“衛星病巣”様を呈する色素斑は？  
  西尾 晴子，田中 勝

Q＆ A 18：中高年趾腹部の黒色斑，皮丘平行パターン？それとも
格子様パターン？ 笠井 弘子，田中 勝

Q＆ A 19：中高年手掌の拡大する黒色斑，皮丘平行パターンか？ 
  田所 丈嗣，田中 勝

Q＆ A 20：高齢者の小指球部色素斑，臨床では悪性黒色腫にみえ
るが，ダーモスコピーでは良性？ 山本 明美，田中 勝

Q＆ A 21：小児の中指爪甲，Hutchinson徴候？を伴う黒色線条  
  田中 勝

Q＆ A 22：小児の足趾爪甲に線状の色素線条があり，爪変形を伴っ
ているが，メラノーマか？ 小川 純己，田中 勝

Q＆ A 23：小児の足趾爪甲の線条，偽Hutchinson徴候？  
  山田 七子，田中 勝

Q＆ A 24：中高年趾爪の暗紅色褐色斑，爪下血腫？色素性病変と
の合併？ 川口 博史，田中 勝

原著：アダリムマブが奏効した関節炎を伴う汎発性膿疱性乾癬
   中島 英貴，志賀 建夫，高田 智也，樽谷 勝仁，佐野 栄紀
Your Diagnosis？：5月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：3月号の問題と解答 梅本 尚可
CPC：脂腺癌（Meibom腺癌），高分化型 塩見 達志
即答組織診断！：乾酪壊死 caseous necrosis（caseation necro-

sis）顔面播種状粟粒性狼瘡 lupus miliaris disseminatus faciei 
（LMDF），結核 tuberculosis 常深 祐一郎
コラム：盛り上がるいれずみ─「かわいいポーリー」 小野 友道
コラム：肌の色と化粧と服の色のコーディネーション 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
PhotoEssay 122：白と黄と 塚谷 裕一
My Favorite parks mini ㊺：三景園（広島県） 相馬 和子

Vol.11 No.6（6月号） 
特集：内服ステロイド，その甘い罠 
責任編集：塩原 哲夫  
羅針盤：ステロイド内服の甘い罠に嵌る時 塩原 哲夫
総論：ステロイド内服の予期せぬ結果を予期するために 塩原 哲夫
総説：湿疹，皮膚炎群に対する使い方，予期せぬ結果とその対策  

  高山 かおる，横関 博雄
総説：湿疹，皮膚炎群に対する使い方，予期せぬ結果とその対策  

  水川 良子

総説：膠原病におけるステロイド内服の罠とその対策  
  藤本 学，平野 貴士

総説：水疱症に対する使い方，予期せぬ結果とその対策  
  石井 文人，橋本 隆

総説：水疱症に対する使い方 ,予期せぬ結果とその対策 青山 裕美
総説：薬疹に対する使い方，予期せぬ結果とその対策 狩野 葉子
総説：薬疹に対する内服ステロイドの標準的な使い方 渡辺 秀晃
総説：蕁麻疹に対する使い方，予期せぬ結果とその対策 森田 栄伸
総説：蕁麻疹に対する使い方，予期せぬ結果とその対策 福田 知雄
総説：乾癬に対する使い方，予期せぬ結果とその対策 飯塚 一
総説：乾癬に対する使い方，予期せぬ結果とその対策 中山 樹一郎
総説：脱毛症に対する使い方，予期せぬ結果とその対策  

  水芦 政人，相場 節也
総説：円形脱毛症に対する内服ステロイド療法の光と影 大山 学
総説：発汗異常に対する使い方，予期せぬ結果とその対策  

  澤田 雄宇，中村 元信，戸倉 新樹
総説：発汗異常に対する使い方，予期せぬ結果とその対策  

  尾藤 利憲
コラム：専門的な医師のための試験を楽しもう（第 3弾）『別手 
覧之介先生のポイントアドバイス 内服ステロイド編』 江藤 隆史

Your Diagnosis？：6月号の出題 江藤 隆史
Your Diagnosis！：4月号の問題と解答 常深 祐一郎
即答組織診断！：硬化性線維腫 sclerotic fibroma 常深 祐一郎
Book Review：「ダーモスコピーのすべて─皮膚科の新しい診断
法」 山田 秀和

コラム：「おはぐろ」は「いれずみ」か 小野 友道
コラム：市場を歩く �シェムリアップ オールドマーケット（2）  

  金子 健彦
PhotoEssay 123：入り口 塚谷 裕一

Vol.11 No.7（7月号） 
特集：今後期待の皮膚科治療薬 
責任編集：川島 眞，常深 祐一郎 
特別巻頭言：幻の第 110回日本皮膚科学会総会と本誌の企画 川島 眞
特別コラム：第 110回総会ポスターの制作にあたって 佐藤 忠敏 
羅針盤：皮膚科の新薬 常深 祐一郎
総論：治療の「基本」 常深 祐一郎
総説：疥癬の治療薬 和田 康夫
総説：ピレスロイド系薬剤 石井 則久，四津 里英
総説：帯状疱疹急性期の治療 本田 まりこ
総説：帯状疱疹関連疼痛の治療薬
   山口 重樹，北島 敏光，Donald R. Taylor
総説：透析の痒み：その病態 高森 建二，種田 研一，根木 治
総説：オピオイドと痒み 長瀬 博
総説：ナルフラフィン塩酸塩 熊谷 裕生，丸山 資郎，江畑 俊哉， 

  高森 建二，中元 秀友，鈴木 洋通
総説：アダパレン 林 伸和
総説：過酸化ベンゾイル 谷岡 未樹
総説：乾癬の病態 朝比奈 昭彦
総説：インフリキシマブ 森田 明理
総説：アダリムマブ 大久保 ゆかり
総説：ウステキヌマブ 多田 弥生
総説：ボリノスタット 濱田 利久，岩月 啓氏
総説：分子標的薬剤によっておこる皮膚症状と対策 山﨑 直也
コラム：悪性黒色腫の分子標的薬 谷岡 未樹
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：subcutaneous nodular fat necrosis in pancreatic disease 

  塩田 剛章 ,田中 勝
即答組織診断！：石灰化（石灰沈着） calcinosis，コッサ染色 von 

Kossa staining，黒色 black 常深 祐一郎
コラム：蕁麻（いらくさ） 小野 友道
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コラム：市場を歩く �ホーチミン ベンタイン市場 金子 健彦
PhotoEssay 124：導く 塚谷 裕一
My Favorite parks mini ㊻：ライダル・マウントの庭 相馬 和子

Vol.11 No.8（8月号） 
特集：360°の視点から診る皮膚筋炎 
責任編集：藤本 学 
羅針盤：皮膚筋炎─ 360°の視点からみえてくるもの 藤本 学
総説 1：皮膚筋炎の診断と病型分類 藤本 学
総説 2：皮膚筋炎の治療の考え方 室 慶直
総説 3：神経内科からみた皮膚筋炎の診断の進め方 冨滿 弘之
総説 4：筋病理所見からみた筋炎の病態 清水 潤
総説 5：膠原病内科からみた皮膚筋炎の診断・治療 上阪 等
総説 6：皮膚筋炎に伴う間質性肺炎の画像診断 野間 惠之
紅皮症を呈した抗 TIF1抗体陽性皮膚筋炎  

  中尾 将治，藤本 学，竹原 和彦
小水疱を伴った皮膚筋炎─悪性腫瘍と間質性肺炎の合併例  

  岩永 聰，小川 文秀
背部のびらんを呈した皮膚筋炎 　　　　      関谷 徳子，小寺 雅也，
   臼田 俊和，稲葉 由季，大城 宏治，菅原 京子，伊藤 有美
皮膚潰瘍と急速進行性間質性肺炎を伴った抗MDA5抗体陽性皮
膚筋炎 斎藤 佑希

手指壊疽を伴った抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎  
  三宅 美帆，竹原 和彦

著明な嚥下障害を呈した皮膚筋炎 井上 和加子，植田 郁子，
   宮本 真，孫 瑛洙，尾崎 吉郎，爲政 大幾，岡本 祐之
悪性腫瘍が後に発見された抗 TIF1抗体陽性皮膚筋炎 平野 貴士
片側性ヘリオトロープ疹で発症した皮膚筋炎 谷川 瑛子
抗NXP-2抗体陽性小児皮膚筋炎（CADM）  

  青木 類，安藤 典子，藤本 学，島田 眞路
抗 TIF1-γ抗体陽性小児皮膚筋炎 濱口 儒人
急速進行性間質性肺炎を伴った小児皮膚筋炎  

  永井 弥生，水野 隆久，吉澤 千景，石川 治
エタネルセプト投与中に発症した抗 Jo-1抗体陽性皮膚筋炎
   水野 美幸，長谷川 稔，藤本 学，竹原 和彦
ヒドロキシウレアによる皮膚筋炎様皮疹  

  柴田 章貴，室 慶直，秋山 真志
皮膚筋炎との鑑別を要した粘液水腫 濱崎 洋一郎，籏持 淳
皮膚筋炎との鑑別を要したサルコイドーシス  

  工藤 英郎，神人 正寿，尹 浩信
皮膚筋炎との鑑別を要した成人 Still病  

  住田 隼一，浅野 善英，佐藤 伸一
コラム：専門的な医師のための試験を楽しもう（第 4弾）『別手 
覧之介先生のポイントアドバイス 皮膚筋炎編』 赤股 要

Your Diagnosis？：8月号の出題 山田 朋子
Your Diagnosis！：6月号の問題と解答 江藤 隆史
CPC：糖尿病性浮腫性硬化症 内山 真樹，三橋 善比古
基本の Pathology：基底細胞様細胞 basaloid cell/basal cell-like 

cell 今山 修平
即答組織診断！：フィブリンの析出（フィブリノイド変性） fibrin 

deposition（fibrinoid degeneration），壊死性血管炎 necrotiz-
ing vasculitis，結節性多発動脈炎 polyarteritis nodosa  
  常深 祐一郎

コラム：なつかしきホウ酸 小野 友道
コラム：市場を歩く �京都 四条河原町 甘味処 金子 健彦
PhotoEssay 125：ハンカチを垂らす 塚谷 裕一

Vol.11 No.9（9月号） 
特集：おさえておきたい，リンパ腫の鑑別と治療 
責任編集：菅谷 誠 
羅針盤：悪性リンパ腫は一箱のマッチに似ている 菅谷 誠
総論：皮膚リンパ腫とアトピー性皮膚炎，乾癬の類似性をサイト

カインから説明する 菅谷 誠
アトピー性皮膚炎との鑑別を要した若年発症 Sézary症候群  

  鬼頭 由紀子，笹田 久美子，八木 宏明，大島 昭博，戸倉 新樹
乾癬との鑑別を要したアトピー性皮膚炎合併菌状息肉症  

  藤田 英樹，菅谷 誠
丘疹 -紅皮症（太藤）との鑑別を要した紅皮症型菌状息肉症 谷 守
後天性魚鱗癬との鑑別を要した魚鱗癬様菌状息肉症 森実 真
感染性肉芽腫との鑑別を要した肉芽腫性菌状息肉症  

  島内 隆寿，戸倉 新樹
有棘細胞癌との鑑別を要した未分化大細胞リンパ腫  

  深松 紘子，岩月 啓氏
血管肉腫との鑑別を要した未分化大細胞リンパ腫  

  宮川 卓也，菅谷 誠
扁平苔癬との鑑別を要した成人 T細胞白血病 /リンパ腫  

  住田 隼一，菅谷 誠，佐藤 伸一
結節性痒疹との鑑別を要した T細胞リンパ腫  

  谷口 隆志，菅谷 誠，佐藤 伸一
丹毒との鑑別を要した B細胞リンパ腫  管 析，菅谷 誠，佐藤 伸一
菌状息肉症に対するナローバンド UVBの治療効果  

  岩渕 千雅子，石河 晃
菌状息肉症に対するエキシマライト療法  

  加藤 裕史，古橋 卓也，西田 絵美，森田 明理
菌状息肉症に対するインターフェロン -γ療法 濱田 利久
インターフェロン -α療法が奏効した菌状息肉症 藤村 卓
菌状息肉症に対する化学療法 米倉 健太郎
ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬で治療した Sézary症候群  
白井 浩平，大久保 ゆかり，宮本 真由美，臼田 俊和，坪井 良治

同種造血幹細胞移植にて寛解を得られた腫瘍期菌状息肉症
   猿田 寛
臍帯血移植により治療した菌状息肉症 辻 ひとみ，飯塚 一
Dermatological View：成人 T細胞白血病 /リンパ腫（adult 

T-cell leukemia/lymphoma：ATLL）  
  戸倉 新樹，澤田 雄宇，島内 隆寿

Dermatological View：ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬：基礎
から臨床まで 藤井 一恭

Your Diagnosis？：9月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：7月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：pagetoid cells in pagetoid pattern Paget 病， Bowen 病，
悪性黒色腫など extramammary Paget’s disease 福本 隆也

基本の Pathology：外毛根鞘性… trichilemmal/tricholemmal... -
囊腫 trichilemmal cyst，増殖性 - 囊腫／腫瘍 proliferating 
trichilemmal cyst/tumor，外毛根鞘腫 trichilemmomaなど  
  今山 修平

即答組織診断！：cornoid lamella，汗孔角化症 porokeratosis  
  常深 祐一郎

Book Review：「皮膚病理イラストレイテッド① 炎症性疾患」  
  大原 國章

コラム：蒼ざめた馬 小野 友道
コラム：市場を歩く �京都 錦市場 金子 健彦
PhotoEssay 126：碧い新種 塚谷 裕一
My Favorite parks mini ㊼：ホオマルヒア植物園 相馬 和子
びー玉：質疑応答 金子 栄，江藤 隆史

Vol.11 No.10（10月号） 
特集：掌蹠膿疱症の治療　あの手この手 
責任編集：照井 正  
羅針盤：掌蹠膿疱症に挑戦！！治療法の確立と病態の解明を目指
して 照井 正

総説：掌蹠膿疱症の臨床：掌蹠および掌蹠外の皮疹 山本 俊幸
topics：ダーモスコピー所見 藤澤 大輔，照井 正
総説：経過中に注意すべき合併症：1）アナフィラクトイド紫斑，

IgA腎症 室 繭子
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総説：経過中注意すべき合併症：2）膿疱性関節炎，胸鎖関節炎
（SAPHO症候群）の臨床と診断 大久保 ゆかり
総説：掌蹠膿疱症はいかに患者のQOLを低下させるか？  

  大久保 ゆかり
総説：病巣感染と掌蹠膿疱症 小林 里実
総説：扁桃と掌蹠膿疱症（耳鼻科の立場から） 高原 幹，原渕 保明
topics：扁桃誘発試験を見直す 藤城 幹山，若松 加奈恵，
   夏目 尚子，近藤 貴仁，鈴木 衛，大久保 ゆかり
総説：金属アレルギーと掌蹠膿疱症 鶴田 京子，松永 佳世子
総説：汗管と掌蹠膿疱症の関係（汗管内水疱の発達） 村上 正基
総説：掌蹠膿疱症とニコチン性アセチルコリン受容体，kallikrein 

related peptidase（KLK）と鱗屑について 村上 正基
topics：TNF-α阻害薬投与中に生じる掌蹠膿疱症様皮疹  

  高橋 英俊，林 健太郎，西 薫，中村 哲史，
   橋本 喜夫，水元 俊裕，飯塚 一
ステロイドとビタミンD3外用薬 大久保 ゆかり
さまざまな治療を行った関節症状を伴う難治性掌蹠膿疱症  

  今福 信一
ロキシスロマイシン内服療法 戸倉 新樹，小林 美和
掌蹠膿疱症に対する光線療法 森田 明理，古橋 卓也，西田 絵美
掌蹠膿疱症の漢方併用療法 山腰 高子，牧野 輝彦，清水 忠道
TNF-α阻害薬を用いた掌蹠膿疱症重症例の治療  

  櫻井 愛香，寺木 祐一
膿疱性骨関節炎，胸鎖関節炎（SAPHO症候群）の治療：ビスホ
スホネートを含む 小林 里実

膿疱性骨関節炎（PAO）：シクロスポリン 葉山 惟大
汗疱，汗疱状皮膚炎 那須 めい，角田 孝彦
手に限局した乾癬 伊佐見 真実子，鶴田 京子，松永 佳世子
好酸球性膿疱性毛包炎 梶井 崇行，中川 秀己
足白癬 渡辺 晋一
急性汎発性膿疱性細菌疹（AGPB） 出月 健夫
Your Diagnosis？：10月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：8月号の問題と解答 山田 朋子
CPC：炎症性辺縁隆起性白斑 山本 明美 
基本の Pathology：線維芽細胞／筋線維芽細胞の腫瘍 fibroblas-

tic/myofibroblastic tumors 今山 修平
即答組織診断！：泡沫細胞 foam cell／黄色腫 xanthoma  

  常深 祐一郎
コラム：蛆虫療法 maggot therapy 小野 友道
コラム：市場を歩く �那覇市第一牧志公設市場（3） 金子 健彦
PhotoEssay 127：左右の違い 塚谷 裕一

Vol.11 No.11（11月号） 
特集：知っておくべき『肝疾患と皮膚病変』ウイルス性肝炎治療
を中心に 

責任編集：今福 信一 
羅針盤：「もうひとつの眼」という皮膚科医の役割 今福 信一
総論：肝疾患が皮膚症状を呈する理由 今福 信一
総説：C型肝炎の病態と治療 佐田 通夫，長尾 由実子
総説：B型肝炎の病態および HBV再活性化に対するスクリーニ
ングとその治療 早田 哲郎

総説：C型肝炎と尋常性乾癬 今福 信一
topics：C型肝炎と扁平苔癬 長尾 由実子
topics：テラプレビルと皮疹  

  高原 正和，古庄 憲浩，林 純，古江 増隆
topics：肝障害と晩発性皮膚ポルフィリン症 中野 創
topics：原発性胆汁性肝硬変と関連する皮膚疾患の病態 多田 弥生
topics：C型肝炎ウイルスと Sjögren症候群 小寺 雅也
慢性 C型肝炎と B型肝炎の既往のある乾癬患者への生物学的製剤
の投与                立川 量子，今福 信一，伊藤 宏太郎，古賀 文二，

   佐藤 典子，中山 樹一郎
インターフェロン治療で悪化した乾癬とその治療  

  福與 麻耶，今福 信一，中山 樹一郎
C型肝炎に伴った晩発性皮膚ポルフィリン症  

  高塚 純子，三原 祐子，金子 栄
B型肝炎に伴うクリオグロブリン血症による神経障害  

  寺脇 志帆，今福 信一，中山 樹一郎
原発性胆汁性肝硬変と黄色腫 眞鍋 泰明，馬渕 智生，小澤 明
C型慢性肝炎とサルコイドーシス，その治療  

  山下 淳二，永田 貴久，尹 浩信
肝疾患患者に生じた毛細血管拡張症のレーザー治療  

  中園 亜矢子，増田 禎一，吉家 弘
免疫抑制剤による B型肝炎の再活性化を来した成人型アトピー性
皮膚炎 今福 信一，中山 樹一郎

生体肝移植と GVHD：one-way donor recipient HLA matching
        副島 雄二，調 憲，吉住 朋晴，池上 徹，山下 洋市，播本 憲史，
   戸島 剛男，吉屋 匠平，前原 喜彦
肝臓と皮膚の血管腫症─心不全と甲状腺機能低下症を合併した新
生児例─ 浅井 康一，井澤 和司，金子 栄

肝疾患患者にみられる arteriovenous hemangioma  
  岸 晶子，大原 國章

Your Diagnosis？：11月号の出題 加藤 真梨子，江藤 隆史
Your Diagnosis！：9月号の問題と解答 村田 哲
CPC：cellular benign fibrous histiocytoma（cellular BFH）  

  清原 隆宏，井戸 英樹
基本の Pathology：線維性腫瘍（2）CD34（＋）線維性腫瘍 

CD34-reactive fibrous tumors 今山 修平
即答組織診断！：脂漏性角化症 seborrheic keratosis  

  常深 祐一郎
コラム：さらばコダック 小野 友道
コラム：市場を歩く �パリ マルシェ（3） 金子 健彦
PhotoEssay 128：ふさがる 塚谷 裕一
My Favorite parks mini ㊽：鷹ヶ峰光悦寺 相馬 和子

Vol.11 No.12（12月号） 
特集：こどもとおとなの皮膚病シリーズ①　ウイルス感染症 
責任編集：日野 治子 
羅針盤：こどもとおとな：病気の症状がちがう？　ほんとう？　
なぜ？ 日野 治子

総論：こどもとおとな：病気の症状がちがう？ ほんとう？ なぜ？ 
その 1：ウイルス感染症 日野 治子

麻疹：はしかはこどもで重症になる場合があるけれど，おとなは
いっそう重症になるって本当？ 日野 治子

風疹：こどもの風疹は軽いって．おとなも軽いかしら？ 妊娠中の
ママが罹ると先天性風疹症候群（CRS）が心配！ 馬場 直子

パルボウイルス B19感染症：こどもの伝染性紅斑と，おとなにみ
られる非定型疹 浅井 俊弥

伝染性単核球症：おとなとこどもの症状は同じ？ Gianotti症候群
も EBV？ 三宅 智子，平井 陽至，岩月 啓氏，山本 剛伸

肝炎ウイルス：おとなの皮膚病変に対してこどもの Gianotti-
Crosti症候群！ 変わっているね！！ 浅田 秀夫

水痘：こどもは軽くておとなは重い！ なぜ？ 石地 尚興
帯状疱疹：高齢者だけじゃない，こどもにも出る！ 安元 慎一郎
単純疱疹：こども，おとなの初発例；ヘルペス性歯肉口内炎と

Kaposi水痘様発疹症 渡辺 大輔
HHV-6：こどもの突発性発疹，おとなの DIHS，どちらも同じウ
イルス！ 再活性化って恐ろしい！ 藤山 幹子

手足口病：こどもだけじゃないんだ，おとなだって罹っちゃうんだ！ 
しかもひどいよ！ 渡部 裕子

伝染性軟属腫：こどものみずいぼ，おとなでは？ 本田 まりこ
HPV：こどものいぼ，おとなのいぼ；尋常性疣贅，尖圭コンジローマ 

  江川 清文
Mini Lecture：こどもの抗ヘルペスウイルス薬の適正使用  

  吉川 哲史
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Mini Lecture：ウイルス感染症における抗ヒスタミン薬の適正使用 
  安部 正敏

Your Diagnosis？：12月号の出題 山田 朋子
Your Diagnosis！：10月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：神経莢腫：neurothekeoma（cellular neurothekeoma）  

  阿南 隆，木村 鉄宣
基本の Pathology：線維性腫瘍（3）CD68（＋）線維組織球性腫
瘍 CD68-reactive fibrohistiocytic tumors 今山 修平

皮膚疾患の chronology：グロムス腫瘍の手術経過　その 1  
  大原 國章

即答組織診断！：腋窩 axilla 常深 祐一郎
Book Review：「皮膚疾患のクロノロジー―長期観察で把握する
母斑・腫瘍の全体像」 塩原 哲夫

コラム：踵 小野 友道
コラム：市場を歩く�シンガポール バナナ売り 市場の果物屋
（2） 金子 健彦

PhotoEssay 129：忘れる 塚谷 裕一


