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小児 26，46，58，954
小児疾患 486
小児皮膚筋炎 764
上皮内悪性黒色腫 1264
睫毛 158
睫毛増長 166
睫毛乱生 170
脂漏性角化症 1238
皺  673
神経 998，1096
神経莢腫（neurothekeoma） 1096
神経鞘腫（neurilemmoma） 890
神経線維腫（neuro�broma） 890
心血管病変 42
尋常性乾癬 1026，1056，1060，1062
尋常性痤瘡 646
尋常性天疱瘡 1072
尋常性疣贅 684
尋常性狼瘡 928
心身症 1048
真正結核 934
真正皮膚結核 930
診断 378，928
診断基準 720
蕁麻疹 350，368
す
水圧式ナイフ 1184
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水疱症 1056
水疱性類天疱瘡 1069
スギ花粉皮膚炎 378
スキンケア 392
スクリーニング 1136
ステロイド緑内障 144，150，164
せ
生検 938
成人 58
成人発症 22
生体肝移植 1252
成長因子 592
生物学的製剤 1054
接触原 398
接触抗原 510
接触蕁麻疹症候群 1048
接触皮膚炎 142，162，350，358，398
切断神経腫 998
洗顔 640
仙骨部褥瘡 270
全身症状 229
全身性炎症反応の制御 242
先天性血管拡張性大理石様皮斑 1038
先天梅毒 66
全抜爪法 88
腺病性苔癬 946
そ
増悪因子 384
爪甲色素線条 1250
搔破 146
即時型アレルギー 368，404
足趾切断 1154
足底板 1158
組織学的変化 614
た
ダーモスコピー 618，798，1254，
  1272，1292
ダーモスコピー所見 1264
対称性真皮メラノサイトーシス 748
帯状疱疹 122
褪色 560
大臀筋皮弁 270
体部白癬 54，1276
他科との連携 420
多形日光疹
（polymorphous light eruption） 431
脱髄 998
多発性汗腺膿瘍 24
多発性 Bowen病 1246
単純ヘルペス 122
弾性線維 1042
丹毒 26，28
ち
遅延型アレルギー 404
中間径フィラメント 196
中毒性皮膚壊死融解症（TEN） 172
中毒性表皮壊死症 414
注入 662
長期観察 1022，1045
長期予後 1022
腸性肢端皮膚炎 1045
直腸癌 298

治療 70，248，684
治療は手術 118
治療法 1278
つ
爪  1242
爪変形 192
て
手  1242
低温熱傷 1164
適応疾患 638
手湿疹 404
デスモゾーム 598
デブリードマン 
  222，229，238，258，262，1184
伝染性膿痂疹 14
と
頭頸部 264
凍結療法 1292
透析 1148，1172
糖尿病 272，301，1176
糖尿病足病変 1122，1126
糖尿病壊疽 256
糖尿病性足潰瘍 1142，1154
糖尿病性壊疽 295
糖尿病性神経障害 1158
頭部白癬 50，54
独立疾患 518
トラネキサム酸 653
トレチノイン 650
トンズランス感染症 50
な
内臓悪性腫瘍 1246
内反症 137
ナローバンドUVB療法 1052
に
ニキビ瘢痕 670
肉芽腫 942，952
肉芽腫性疾患 1076
2次感染 1156
乳癌 1074
乳房外 Paget病 1280
の
膿痂疹 22
膿疱性乾癬 1054
は
ハードコンタクトレンズ 148
バイオマテリアル 1142
肺結核 932
敗血症性ショック 264
梅毒 14，66
ハイドロキノン 650
ハイドロコロイド 1142
ハイドロファイバー ® 1142
白癬 492
白内障手術 170
白板症 1080
麦粒腫 113
発癌 1062
発症機序 748
パッチテスト 142，358，398
ハッチンソン 3徴候 66
バリア 598

バルジ 608
判定基準 358
ひ
ヒアルロン酸 662
非アレルギー的側面 388
皮下気腫 301
光パッチテスト 364
光皮膚科学 500
光免疫学 500
非クロストリジウム性ガス壊疽 
  295，301
非結核性抗酸菌 64
皮垢 510
砒素 1246，1268
ヒト乳頭腫ウイルス 1284
美白 653
皮膚潰瘍 1156，1168，1172
皮膚灌流圧 1140
皮膚筋炎 1074
皮膚結核 62，932
皮膚症状 938
皮膚真菌症 46
皮膚生理機能検査 670
皮膚線維腫 /線維性組織球腫
（dermato�broma/
�brous histiocytoma） 1096
皮膚腺病 918，926
皮膚テスト 354
皮膚転移 452
皮膚粘膜眼症候群 414
皮膚剥削術 1060
皮膚病理 614
皮膚疣状結核 930
皮膚老化 673
美容治療 618
美容皮膚科 614
病理組織学的分類 1254
病理標本 560
ふ
フィラグリン 598
フェノール 1308
フェオメラニン 601
深爪 1166
副作用 633
副反応（BCG） 62，944，950，958
フットケア 1126
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 224
フラクショナル 686
フラクショナルレーザー 670
プリックテスト 354
プロスタグランジン関連眼圧下降薬  

 166
へ
閉塞性動脈硬化症 295
併用療法 646，650
ヘミデスモゾーム 598
ペニシリン 1029
胼胝 1156，1158
扁摘 1029
扁平疣贅 492
ほ
蜂窩織炎 28，224，229，932
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Vol.12 No.1（1月号） 
特集：こどもとおとなの皮膚病シリーズ②　細菌・真菌感染症
責任編集：日野 治子 
羅針盤：こどもとおとな：細菌や真菌でも病状が違うことってあ
りますね！ 日野 治子

総論：こどもとおとな：細菌や真菌でも病状が違うことってあり
ますね！ 日野 治子

伝染性膿痂疹：こどもに好発するとびひはおとなにもうつる？ 
   村田 哲
化膿性汗腺炎：こどもの“あせものより”はおとなではどうな
る？ 佐々木 りか子

丹毒：おとなの丹毒はこどもではどういう病変になるの？ 
   山﨑 修
蜂窩織炎（蜂巣炎）：こどもとおとなで差があるの？ 多田 讓治
Mini Lecture：こどもの抗菌薬の適正使用 黒木 春郎
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群：SSSSはこどもだけ？ おとなは
ならないの？ 池田 政身

トキシックショック症候群：TSSはおとなだけ？ こどもはならな
いの？ 五十嵐 敦之

猩紅熱：こどもがかかるけれど，おとなはならないの？ 日野 治子
川崎病：こどもの病気！ おとなにもあるのかしら？ 日野 治子
白癬：おとなの足白癬がこどもにうつるとどうなるの？ 
   比留間 翠，比留間 政太郎
Mini Lecture：こどもの抗真菌薬の適正使用 渡辺 晋一
トンズランス感染症：おとなの頭部白癬とこどもの頭部白癬，違
いますか？ 猿田 隆夫

M. canis感染症：こどもの場合，おとなの場合，違いはあります
か？ 仲 弥

皮膚・粘膜カンジダ症：こどもとおとなのカンジダ症，どう違
う？ 西本 勝太郎

結核：こどもの BCG接種後の皮膚反応，おとなの皮膚結核，診
断に必要な検査も教えて！ 四津 里英，玉木 毅，石井 則久

皮膚非結核性抗酸菌症：こどもの場合，おとなの場合，違うかし

ら？ 伊藤 薫
梅毒：梅毒っておとなの病気でしょ，こどもでも梅毒はあるの？ 
違いがありますか？ 今山 修平

疥癬：こどもの疥癬，おとなの疥癬，老人の疥癬，症状が違いま
すか？ 治療も教えてください！ 大滝 倫子

Your Diagnosis？：1月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：11月号の問題と解答  

  加藤 真梨子，江藤 隆史
CPC：milk line nevus 伊東 慶悟，高坂 美帆，中川 秀己
皮膚疾患の chronology：グロムス腫瘍の手術経過　その 2 
   大原 國章
即答組織診断！： 封入体 inclusion body，ヒト乳頭腫ウイルス感
染 human papillomavirus（HPV）infection，ウイルス性足底
囊腫 viral plantar cyst 常深 祐一郎

コラム：ロイヤルタッチもしくはチチンプイプイ 小野 友道
コラム：市場を歩く �ニューヨーク　キオスク 金子 健彦
PhotoEssay 130：鎌首をもたげる 塚谷 裕一
My Favorite parks mini ㊾：プウコホラ・ヘイアウ国立歴史公園 

  相馬 和子

Vol.12 No.2（2月号） 
特集：皮膚科 and/or 眼科　目のまわりの病気とその治療
責任編集：外園 千恵・加藤 則人  
羅針盤：重症薬疹研究班の絆から 外園 千恵
総論：眼科・皮膚科の境界領域となる疾患とともに診るべき疾患  

  外園 千恵
総説：麦粒腫・霰粒腫 小幡 博人
総説：涙小管炎，涙囊炎 宮崎 千歌
総説：ヘルペス感染症（HSV・VZV） 小野 文武
総説：腫瘍性疾患の診断 竹中 秀也
総説：腫瘍性疾患の治療 渡辺 彰英
総説：まぶたと加齢 脇舛 耕一
加水分解小麦成分入り化粧品による眼瞼浮腫 

月号別タイトル一覧

放射線角化症 1266
膨疹 373
法律問題 678
保湿 640
ボツリヌストキシン 662
ポリウレタンフォーム 1142
ま
埋没手術 268
末梢 T細胞リンパ腫 1066
慢性光線性皮膚炎 428
慢性湿疹 1276
慢性苔癬状粃糠疹 1032
み
ミエリン鞘 1096
む
ムチン沈着症 1208
め
メイクアップ 640
メラニン 628
メラノサイト 598
免疫寛容 608
免疫再構築症候群 964
免疫染色 196
免疫組織化学 196，326，562

免疫抑制剤 1252
免疫抑制剤点眼液 144
免疫抑制点眼薬 176
面皰 646
も
毛周期 608
網状皮斑 1168
毛包 608，1096
や
薬剤性過敏症症候群 414
薬疹 408，420
ゆ
有棘細胞癌 1062，1080
指先 1306
ユーメラニン 601
よ
溶連菌感染症 224
ら
落葉状天疱瘡 1069
ラジオ波 686
り
リジュベネーション 670
硫酸フラジオマイシン 162
臨床研究 478

リンパ管内皮 562
リンパ球浸潤 1208
リンパ腫様丘疹症 1208
リンパ腫様接触皮膚炎 1208
リンパ節結核 923
る
類乾癬 1032
涙小管炎 118
涙囊炎 118
れ
レーザー 633，656
レーザー治療 638
レチノイン酸 650
列序性表皮母斑 1060
ろ
老人性色素斑 628
濾過胞感染 150
ロングパルスNd：YAGレーザー 684
わ
若返り 686
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   千貫 祐子，森田 栄伸
眼瞼の接触皮膚炎 鶴田 京子，松永 佳世子
ステロイドとアトピー性眼瞼結膜炎 横井 桂子，外園 千恵
アトピー性皮膚炎：眼瞼を強く擦る児童への対処法 
   峠岡 理沙，伊藤 令子，中井 章淳，加藤 則人
円錐角膜 島﨑 聖花
アトピー性皮膚炎：ステロイド緑内障に対する緑内障手術後に生
じた濾過胞感染からの眼内炎 丸山 悠子，池田 陽子，森 和彦

眼瞼から結膜にわたる悪性腫瘍 上田 幸典
眼部帯状疱疹に合併した眼窩先端症候群 岡本 真奈，細谷 友雅
まつ毛に多量に付着したケジラミ 佐藤 俊次，坪井 良治
眼瞼下垂の鑑別（普通の眼瞼下垂と眼瞼皮膚弛緩症：

blepharochalasis） 神谷 秀喜，大原 國章
硫酸フラジオマイシンによる接触皮膚炎
   峠岡 理沙，和田 誠，加藤 則人
ステロイドと緑内障の関連 板谷 正紀
緑内障治療におけるプロスタグランジン製剤の副作用 相原 一
眼型粘膜類天疱瘡
   十亀 良介，石井 文人，古賀 浩嗣，平子 善章，橋本 隆
粘膜類天疱瘡と眼病変 福本 暁子，外園 千恵
Stevens-Johnson症候群の眼障害 上田 真由美，外園 千恵
Mini Lecture：抗アレルギー点眼薬のいろいろ 海老原 伸行
Mini Lecture：皮膚科局所薬の選択，その長短 常深 祐一郎
Your Diagnosis？：2月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：12月号の問題と解答 山田 朋子
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
　① 中間径フィラメント（細胞質）：1）ケラチン，2）ビメンチ
ン様タンパク，3）ニューロフィラメント 今山 修平

即答組織診断！：黄色肉芽腫 xanthogranuloma 常深 祐一郎
皮膚疾患の chronology：グロムス腫瘍の手術経過　その 3
   大原 國章
コラム：『廓讀本』にみる売春史（1） 小野 友道
コラム：市場を歩く �太宰府　梅が枝餠 金子 健彦
PhotoEssay 131：続・凸凹する 塚谷 裕一

Vol.12 No.3（3月号） 
特集：全身性細菌感染症―壊死性筋膜炎の診断・治療を中心に
責任編集：中村 晃一郎  
羅針盤：ものごとの立体視 中村 晃一郎
総論：壊死性筋膜炎の診断・治療について 中村 晃一郎
総説：全身性重症感染症の臨床症状 日野 治子
総説：壊死性筋膜炎の診断─壊死性筋膜炎と蜂窩織炎との鑑別
   黒川 一郎，芝岡 美枝
総説：壊死性筋膜炎の画像診断 沢田 泰之
総説：壊死性筋膜炎の外科的治療─デブリードマンについて 
   大原 國章
総説：壊死性筋膜炎における敗血症の病態と治療 高須 修
総説：壊死性筋膜炎の起炎菌と抗菌薬の選択 山﨑 修
総説：壊死性筋膜炎に対する局所陰圧閉鎖療法  

  石川 昌一，市岡 滋
膿疱・血疱を伴った壊死性筋膜炎 今門 純久
下腿に紫斑，水疱を生じた壊死性筋膜炎 寺木 祐一
血疱を伴った Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilisによる
壊死性筋膜炎 奥沢 康太郎，竹中 秀也

上肢の壊死性筋膜炎 藤井 紀和，藤本 徳毅
顔面頸部の壊死性筋膜炎 松井 恒太郎，牧野 輝彦，清水 忠道
フルニエ壊疽─基礎疾患のない患者に発症した例 緒方 大
フルニエ壊疽（非クロストリジウム性ガス壊疽）の睾丸埋没手術
─仙骨部褥瘡から進展した非クロストリジウム性ガス壊疽 

   緒方 大
亜急性の経過をたどった壊死性筋膜炎 盛山 吉弘，松永 剛
下肢の切断で救命しえた壊死性筋膜炎 

   大野 志保，難波 純英，中村 晃一郎，倉持 朗，土田 哲也
壊死性筋膜炎後皮膚欠損に対する局所陰圧閉鎖療法の使用経験 
   柳澤 宏人，緒方 大
Vibrio vulnificusによる壊死性筋膜炎 井上 雄二
Toxic shock-like 症候群─蜂窩織炎との鑑別が必要となった症例
   町野 哲
劇症型 A群連鎖球菌による Toxic shock-like症候群 
   桑原 慎治，清水 千尋，清原 隆宏，熊切 正信，安田 聖人
TSST-1，SEA 産生 Staphylococcus aureus による Toxic shock
症候群 沢田 泰之

透析治療を要した Toxic shock症候群 
 大野 志保，広藤 亜樹子，難波 純英，瀧口 光次郎，中村 晃一郎， 

  倉持 朗，土田 哲也
非クロストリジウム性ガス壊疽 永田 誠
直腸癌を合併した臀部クロストリジウム性ガス壊疽
   飯田 絵理，出光 俊郎
下腹部ガス壊疽 日野 治子
鼠径部に生じたガス壊疽 難波 純英
Your Diagnosis？：3月号の出題 中川 浩一
Your Diagnosis！：1月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：弾性線維性仮性黄色腫　pseudoxanthoma elasticum 
   桐生 美麿
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
　② 中間径フィラメントを標識する抗体の特徴と選択法―抗ケラ
チン抗体を中心に 今山 修平

皮膚疾患の chronology：外歯瘻の治癒経過 大原 國章
即答組織診断！：細胞間橋 intercellular bridge，デスモソーム 

desmosome 常深 祐一郎
Book Review：皮膚科臨床アセット 11「シミと白斑　最新診療ガ
イド」 川田 暁

コラム：『廓讀本』にみる売春史（2）─サックの要 小野 友道
コラム：市場を歩く �ホーチミン　露天商（2） 金子 健彦
PhotoEssay 132：苺肌 塚谷 裕一
My Favorite parks mini ㊿：浜離宮恩賜庭園 相馬 和子
 
Vol.12 No.4（4月号） 
特集：日常診療に役立つ皮膚アレルギー入門 forフレッシャーズ
責任編集：佐藤 貴浩 
羅針盤：流す人，こだわる人 佐藤 貴浩
総論：皮膚アレルギー疾患とよく間違える疾患・鑑別疾患 
   戸倉 新樹
総説：プリックテストの手技と注意点 平井 亜衣子
総説：パッチテストの手技と注意点 矢上 晶子，松永 佳世子
総説：光線テスト・光パッチテストの手技と注意点 川田 暁
総説：蕁麻疹・即時型アレルギーの血液検査 
   平郡 真記子，秀 道広
総説：蕁麻疹・即時型アレルギーの臨床診断の注意点 森田 栄伸
総説：アトピー性皮膚炎の問診と診断手順 横関 博雄
総説：検査計画の立て方と結果の解釈 井川 健
総説：悪化因子をみつけるコツと対策 西澤 綾
総説：アトピー性皮膚炎のスキンケア─古典的外用薬を上手に使う 

  端本 宇志
総説：問診と症状からみた接触原の見つけ方 高山 かおる
総説：手湿疹患者への生活指導と治療 加藤 則人
総説：薬疹の臨床診断における注意点と検査手順 平原 和久
総説：重症薬疹の見分け方と対応 渡辺 秀晃
総説：他科との連携─原因薬剤処方医への説明と指示 
   小森（山口） 絢子，相原 道子
総説：光線過敏を疑う皮膚症状 森脇 真一
総説：慢性光線性皮膚炎の治療のコツと生活指導 上出 良一
総説：多形日光疹の診断と生活指導 宮元 千寿
Your Diagnosis？：4月号の出題 常深 祐一郎
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Your Diagnosis！：2月号の問題と解答 村田 哲
CPC：traumatized Spitz’s nevus（benign juvenile melanoma） 

  玉田 伸二，田中 佐枝
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
　③ 転移病変の由来推定と，分子標的治療選択のための抗体一覧 

  今山 修平
皮膚疾患の chronology：下眼瞼で帯状の潰瘍を呈する基底細胞
上皮腫 大原 國章

即答組織診断！：コレステリン（コレステロール）結晶，choles-
terin（cholesterol） crystal 常深 祐一郎

コラム：『廓讀本』にみる売春史（3）─娼妓の心得 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（3） 

  金子 健彦
PhotoEssay 133：先端に抱く 塚谷 裕一

Vol.12 No.5（5月号） 
特集：太藤皮膚科学の系譜─若手に伝えたい「2つの太藤病」の
源流

責任編集：宮地 良樹 
羅針盤：巨星墜つ 宮地 良樹
総論：太藤皮膚科学に学ぶ～そのルーツと継承者たち 宮地 良樹
総説：日常診療から新しい clinical entityをみつける─小児腹壁
遠心性脂肪萎縮症 今村 貞夫

総説：臨床から出発した基礎研究─症例に学ぶ太藤皮膚科学の原
点 田上 八朗

総説：光皮膚科学開拓史─背中で学んだ太藤皮膚科学 堀尾 武
総説：今もアトピー性皮膚炎に生きる太藤皮膚科学の潮流 
   戸倉 新樹
総説：太藤先生が 60歳台になって報告された丘疹紅皮症の経緯
　─丘疹紅皮症（太藤）は，なぜ独立疾患たりえるのか？  

  古川 福実
総説：現代に生きる好酸球性膿疱性毛包炎─太藤皮膚科学が教え
るもの 椛島 健治

コラム：太藤門下のアトピー研究者として 上原 正巳
コラム：太藤先生の思い出 西岡 清
コラム：仏師 太藤重夫先生 瀧川 雅浩
コラム：最後の太藤門下生 堀口 裕治
コラム：山田瑞穂先生にみる太藤皮膚科学の流れ 岩月 啓氏
コラム：太藤皮膚科学の系譜─太藤先生，田上先生，そして私 
   照井 正
Your Diagnosis？：5月号の出題 中村 哲史
Your Diagnosis！：3月号の問題と解答 中川 浩一
CPC：itching purpura（瘙痒性紫斑） 桐山 徳子，三橋 善比古
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
　④ 血管とリンパ管 今山 修平

皮膚疾患の chronology：花の色は移りにけりな 大原 國章
即答組織診断！：好酸球性膿疱性毛包炎 eosinophilic pustular 

folliculitis 常深 祐一郎
コラム：『廓讀本』にみる売春史（4）─発禁本 小野 友道
コラム：市場を歩く �ロンドン　フリーマーケット（3） 
   金子 健彦
PhotoEssay 134：新芽の紅 塚谷 裕一
My Favorite parks mini �：マイエンフェルトMaienfeld 
   相馬 和子

Vol.12 No.6（6月号） 
特集：知りたい！ 美容皮膚科のいま
責任編集：秋田 浩孝  
羅針盤：美容皮膚科を取り巻く現状 秋田 浩孝
frontline：皮膚の幹細胞研究をどう美容分野へ活かすか 
   長谷川 靖司
総説：表皮の構造と機能 秋山 真志

総説：メラニンの化学─化学的微量分析法の開発とその応用例 
   若松 一雅
総説：毛の構造と機能 下村 裕
総説：皮膚常在菌 赤座 誠文
総説：皮膚病理 玉田 伸二，田中 佐枝
総説：皮膚検査の重要性─美容治療の対象とならない顔面の色素
性病変：ダーモスコピーを中心に 岩田 洋平

総説：紫外線と美容・老化 錦織 千佳子
総説：シミの理論 船坂 陽子
総説：レーザー・光線治療の機序と安全性 
   沼野 香世子，尾見 徳弥
総説：レーザー治療における保険診療と適応疾患について 
   秋田 浩孝
総説：スキンケア 澤田 美月
総説：痤瘡に対するアダパレン外用 林 伸和
総説：トレチノインと美白剤の外用療法 菊地 克子
総説：美白剤としてのトラネキサム酸 佐藤 潔
総説：顔面の色素斑に対するレーザー・光治療の有効な用い方 
   根岸 圭
総説：注入治療をあなどるなかれ（コラーゲン・ヒアルロン酸・
ボトックス） 征矢野 進一

topics：Qスイッチ Nd：YAGレーザーによるトーニング治療─
いつかは肝斑も！ 佐藤 典子，中山 樹一郎

topics：ニキビ瘢痕に効果的な治療法とは？ フラクショナルレー
ザーの威力 須賀 康，木村 有太子

topics：喫煙と皮膚老化の関係は？ エビデンスはありますか？ 
   森田 明理
topics：ケミカルピーリングの新常識！ 5年前とどう違うの？　
教えてください！ 山本 有紀

topics：医師法 17条って何？ 最低限知っておくべき判例を教え
てください 田邉 昇

topics：医事紛争から身を守る最低限の知識─疾患別治療別イン
フォームドコンセントのポイント 宮崎 孝夫

topics：難治性疣贅に対するロングパルス Nd：YAGレーザーの
効果 木村 有太子，須賀 康

topics：機器を用いた「しわ・たるみ」治療：フラクショナル型
RF機器 秋田 浩孝

Your Diagnosis？：6月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：4月号の問題と解答 常深 祐一郎
即答組織診断！：flame figure，好酸球の活性化と脱顆粒 activa-

tion and degranulation of eosinophils 常深 祐一郎
コラム：『廓讀本』にみる売春史（5）─貸座敷業 小野 友道
コラム：市場を歩く �釜山　ジャガルチ市場 金子 健彦
PhotoEssay 135：濡れて咲く 塚谷 裕一

Vol.12 No.7（7月号） 
特集：溝口昌子セレクション─診療，この大切なもの
責任編集・著：溝口 昌子 
序文：よく学び，よく遊び 大原 國章
羅針盤：診療，この大切なもの 溝口 昌子
総説：皮膚科医がもっと診断にかかわるべき　Behçet病 
   溝口 昌子
総説：特有な皮疹からの診断は皮膚科医の腕の見せどころ　

Sweet病 溝口 昌子
総説：雀卵斑や肝斑と間違われやすい対称性真皮メラノサイトー
シス（symmetrical dermal melanocytosis, SDM）  
  溝口 昌子，村上 富美子

総説：伝染性紅斑と誤診されることもある小児皮膚筋炎 
   溝口 昌子
Coffee Break：論文を書くコツ 溝口 昌子
Coffee Break：皮膚科外来見学者歓迎 溝口 昌子
Coffee Break：シルバーパスと診療 溝口 昌子
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Coffee Break：旅は道づれ 溝口 昌子
Coffee Break：アルコールと診療 溝口 昌子
Coffee Break：女性医師と子育て 溝口 昌子
Your Diagnosis？：7月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：5月号の問題と解答 中村 哲史，梅本 尚可
CPC：乳房外 Paget病 村田 洋三，熊野 公子
皮膚疾患の chronology：柳の下の泥

どじょう

鰌 大原 國章
即答組織診断！：squamous eddy，反転性毛包角化症 inverted 

follicular keratosis 常深 祐一郎
コラム：ハンセン病は遠くになりにけり？ 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（4） 

  金子 健彦
PhotoEssay 136：トーチを掲げる 塚谷 裕一
My Favorite parks mini �：神奈川県立恩賜箱根公園 相馬 和子

Vol.12 No.8（8月号） 
特集：耳の皮膚病変
責任編集・著：大原 國章 
羅針盤：「耳の皮膚病変」執筆にあたって 大原 國章
Part 1：黒い病変（悪性黒色腫 /基底細胞上皮腫 /脂漏性角化症

/Spitz母斑 /comedo/ほくろ /先天性母斑） 大原 國章
Part 2：赤い病変［苺状血管腫 /動静脈奇形（AVM）/血管平滑
筋腫 /基底細胞上皮腫 /DLE/結核（尋常性狼瘡）］ 大原 國章

Part 3：白い病変［石灰化上皮腫（表皮下石灰化結節）/痛風結
節 /石灰沈着］ 大原 國章

Part 4：黄色い病変（脂腺母斑 /黄色肉芽腫 /サルコイドーシス）
   大原 國章
Part 5：囊腫（耳介偽囊腫 /粉瘤 /耳前瘻 /apocrine hydrocys-

toma） 大原 國章
Part 6：びらん（有棘細胞癌 /日光角化症 /接触皮膚炎）  

  大原 國章
Part 7：水疱（単純ヘルペス・帯状疱疹） 大原 國章
Part 8：結節（副耳 /ピアスケロイド /耳下腺腫瘍 /ケラトアカ
ントーマ /日光角化症 /有棘細胞癌 /angiolymphoid hyper-
plasia with eosinophilia） 大原 國章

Part 9：腫脹・硬結・変形［木村病 /血腫による変形（いわゆる
柔道耳）/基底細胞上皮腫 /接触皮膚炎 /耳垂裂］ 大原 國章

Your Diagnosis？：8月号の出題 西村 みずき，江藤 隆史
Your Diagnosis！：6月号の問題と解答 村田 哲
CPC：melanocytic acral nevus with intraepidermal ascent of 

cells（MANIAC） 清原 隆宏
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
　⑤ 神経系腫瘍 今山 修平
皮膚疾患の chronology：グロムス腫瘍の手術についての回顧 
   大原 國章
即答組織診断！：色素性母斑 pigmented nevus/melanocytic 

nevus 常深 祐一郎
コラム：メリケントキンソウ ご存知か 小野 友道
コラム：市場を歩く �バンコク　甘味屋台 金子 健彦
PhotoEssay 137：オニバス 塚谷 裕一

Vol.12 No.9（9月号） 
特集：忘れるな！皮膚結核─真正結核・結核疹・BCG副反応を
中心に

責任編集：石井 則久 
羅針盤：温故知新─皮膚結核 石井 則久
総論：古くて新しい感染症─皮膚結核 石井 則久
頸部リンパ節結核 唐沢 卓生，鈴木 教之，山田 元人
皮膚腺病 北見 由季，今泉 牧子
尋常性狼瘡 堀内 義仁
皮膚疣状結核 宮嵜 敦
Metastatic tuberculous abscess 

   崎山 真幸，前嶋 啓孝，川久保 洋
Bazin硬結性紅斑 
   﨑枝 薫，山口 さやか，峯 嘉子，高橋 健造，上里 博
丘疹壊疽性結核疹 日浦 梓，大原 國章
陰茎結核疹 渡会 晃
丘疹状結核疹 高野 藍子，蒲原 毅
腺病性苔癬 馬場 直子
壊疽性丘疹状結核疹 関根 万里
BCG肉芽腫 清島 真理子
免疫再構築症候群に伴う BCG副反応 四津 里英，玉木 毅
川崎病と BCG 藤澤 智美，小関 道夫，寺本 貴英，清島 真理子
総説：BCGワクチン接種の現状 徳永 修
総説：HIVと結核 永井 英明
総説：結核の検査法 星野 仁彦
Dermatological View：結核の現状─問題と対策─ 森 亨
Your Diagnosis？：9月号の出題 中村 哲史
Your Diagnosis！：7月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：primary cutaneous mucinous carcinoma 山本 明美
基本の Pathology：皮膚と神経 今山 修平
即答組織診断！：骨化 ossification 常深 祐一郎
コラム：スーパーノミ 小野 友道
コラム：市場を歩く �パリ　プチホテルの朝食 金子 健彦
PhotoEssay 138：月下に咲く 塚谷 裕一
My Favorite parks mini �：ブランデイワイン・リバー美術館 
   相馬 和子

Vol.12 No.10（10月号） 
特集：長期観察例から学ぶ common diseaseの行く末
責任編集：塩原 哲夫  
羅針盤：病気は人生の変遷にも似て 塩原 哲夫
総論：病気の色は移りにけりな，いたずらに─長期観察例から学
ぶ疾患の本質 塩原 哲夫

30年間経過をみることのできた難治性乾癬 塩原 哲夫
11年間と 30年間観察し続けた掌蹠膿疱症の 2例 塩原 哲夫
10年以上経過観察し，軽快と自然治癒を認めた類乾癬の 2例 
   塩原 哲夫
17年経過観察したDLE 大原 國章
出生時から 12年観察し，自然消褪をみた先天性血管拡張性大理
石様皮斑 大原 國章

6年間の内科的治療で軽快した pretibial myxedema 大原 國章
12年間経過観察し，自然退縮を確認した necrobiosis lipoidica 
   斉藤 麻希，落合 豊子
約 45年にわたって経過観察し，亜鉛内服療法が奏効した腸性肢
端皮膚炎 落合 豊子，樋口 由美子

アトピー性皮膚炎─ 27年間の観察とその“行く末” 
 大槻 マミ太郎，多田 弥生，金子 健彦，細谷 律子，佐藤 佐由里
経過中に紫外線療法 UVA1とナローバンド UVBを使用し，9年
間経過観察を行っているアトピー性皮膚炎 根本 治

膿疱性乾癬─ 19年間の経過と治療の変遷  
  多田 弥生，小宮根 真弓，大槻 マミ太郎

22年間経過観察した尋常性乾癬：膿疱性乾癬として入院後，多形
紅斑あるいは自己免疫性水疱症を合併した例 

   神﨑 寛子，近藤 厚敏
列序性表皮母斑の皮膚剥削術後に生じた尋常性乾癬─ 32年間経
過観察した症例 相川 美和，落合 豊子

約 10年間ナローバンド UVB光線療法を継続し，有棘細胞癌が多
発した尋常性乾癬の 1例 西村 みずき，江藤 隆史

菌状息肉症─若年発症例の 10年の経過 
   河瀬 ゆり子，大槻 マミ太郎
14年間の観察中，落葉状天疱瘡に水疱性類天疱瘡を合併した例 
   大塚 明奈，石井 文人，小野 文武，濱田 尚宏，大畑 千佳，
   古村 南夫，橋本 隆
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5年間の観察中，腫瘍随伴性天疱瘡から尋常性天疱瘡に移行した
例 合原 みち，石井 文人，大畑 千佳，橋本 隆

約 20年の観察中，乳癌の肺転移とともに皮膚症状が再燃した皮
膚筋炎 狩野 葉子

4年間の観察中，時期を違えて異なる臨床像を呈した環状肉芽腫  
  狩野 葉子

6年間で舌の白板症から有棘細胞癌に進行した症例 大原 國章
Your Diagnosis？：10月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：8月号の問題と解答 西村 みずき，江藤 隆史
CPC：gamma/delta T-cell lymphoma，extranodal NK/T-cell 

lymphoma （nasal type），aggressive epidermotropic CD8 ＋ 
cytotoxic T-cell lymphoma，mycosis fungoides（cytotoxic 
variant），mycosis fungoides with a CD8 ＋ CD56 ＋

immunophenotype（cytotoxic variant） 塩見 達志
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
　⑥ CD10　別名 atriopeptidase, CALLA, neprilysin, NEP, skin 

fibroblast elastase etc. 今山 修平
即答組織診断！：マラセチア Malassezia，periodic acid-Schiff
（PAS）染色 PAS stain，Grocott染色 Grocott’s stain 

   常深 祐一郎
コラム：どこが額か 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（5）
甘味屋 金子 健彦
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Vol.12 No.11（11月号） 
特集：日常診療で役立つ糖尿病足病変とフットケアの知識
責任編集：中西 健史 
羅針盤：コラボは楽しい 中西 健史
総論：足の皮膚のことを皮膚科医はどう考えているか 中西 健史
総説：糖尿病患者が足潰瘍をおこす原因とその予防 渥美 義仁
総説：皮膚科医に最低限必要な足の知識（解剖編） 中西 健史
総説：皮膚科医に必要な足の最低知識（検査編） 中西 健史
総説：重症虚血肢（CLI）における薬物療法 宮下 裕介
総説：糖尿病性足潰瘍における創傷被覆材の選択 松崎 恭一
総説：透析患者の足病変と予後  

  持田 泰寛，日高 寿美，小林 修三
総説：糖尿病合併症管理料とフットケア 金児 玉青
趾間型足白癬から切断に至った症例 池上 隆太
胼胝から生じた糖尿病潰瘍 木村 友香，中西 健史
足底板による免荷で治癒した症例 平田 央
抜爪からミイラ化した足趾壊疽 夏見 亜希，中西 健史
低温熱傷 白鳥 隆宏，中西 健史
後爪郭型陥入爪 田口 理映子，中西 健史
コレステリン結晶塞栓症 村上 克彦
verrucous carcinomaとの鑑別を要した verrucous skin lesions 

on the feet in diabetic neuropathy（VSLDN） 芝田 晴子
カルシフィラキシス 村上 正基，渡邊 成樹，山口 聡，小山内 裕昭
Dermatological View：糖尿病治療：最近の動向─経口血糖降下
薬を中心に 絵本 正憲

Dermatological View：局所陰圧閉鎖療法とハイドロサージェ
リー 廣川 詠子，市岡 滋

Your Diagnosis？：11月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：9月号の問題と解答 中村 哲史，梅本 尚可
CPC：リポイド類壊死症 necrobiosis lipoidica 
   渡邉 荘子，田中 勝
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
　⑦ リンパ腫様 lymphomatoid・・・浸潤 今山 修平
皮膚疾患の chronology：若年発症が確認できたメラノーマ 
   大原 國章
即答組織診断！：偽角質囊腫 pseudohorn cyst，脂漏性角化症 

seborrheic keratosis 常深 祐一郎

コラム：額の汗 小野 友道
コラム：市場を歩く �トロント　セントローレンスマーケット
   金子 健彦
PhotoEssay 140：綿玉をつくる 塚谷 裕一
My Favorite parks mini�：国指定名勝 会津松平氏庭園 御薬園 
   相馬 和子

Vol.12 No.12（12月号） 
特集：Bowen病とその仲間たち―ベストな治療法を求めて
責任編集：門野 岳史 
羅針盤：十人十色 門野 岳史
総論：Bowen病の治療にはどこまでエビデンスがあるのだろう
   門野 岳史
体幹や下肢の Bowen病 出月 健夫
手および爪の Bowen病 上野 孝，高山 良子，川名 誠司
多発した Bowen病 谷口 隆志，門野 岳史，佐藤 伸一
Queyrat紅色肥厚症  

  園田 広弥，山田 大資，門野 岳史，佐藤 伸一
HPVが関与した Bowen病（HPV type 56）
   清水 晶，加藤 円香，石川 治
生体肝移植後に生じた Bowen病
   増井 友里，門野 岳史，佐藤 伸一
Pagetoid Bowen病 小林 憲
Merkel細胞癌を伴った Bowen病 大原 國章
悪性黒色腫と鑑別が困難であった色素性 Bowen病 緒方 大
色素性 Bowen病 本間 英里奈，青柳 哲
放射線角化症から生じた Bowen病 金子 高英，澤村 大輔
砒素角化症 門野 岳史
外科的切除とイミキモド外用薬併用により寛解に至った Bowen癌 

  布袋 祐子
体部白癬と慢性湿疹 前川 武雄
Bowenoid日光角化症 前田 文彦
Bowen病様の組織所見を伴った乳房外 Paget病 野田 真史
Bowen様丘疹症 三石 剛
Eccrine Poroma （Smith-Coburn型） 大原 國章
手術療法（縫縮術，植皮術，皮弁形成術） 末廣 敬祐
凍結療法を試みた Bowen病 稲福 和宏，林 郁伶
イミキモドが奏効した手指の Bowen病
   記村 貴之，門野 岳史，佐藤 伸一
イミキモドと PDTの比較 福田 知雄
Bowen病における 5-FU軟膏外用治療
   レパヴー アンドレ，門野 岳史
CO2レーザー 三枝 良輔，門野 岳史
ケミカルピーリング─約 10年間の長期観察とフェノール治療を
行っている下腿 Bowen病  
  上中 智香子，古川 福実，山本 有紀

Dermatological View：Bowen病のダーモスコピー所見  
  岸 晶子，大原 國章

コラム：Bowen様丘疹症と vulvar intraepithelial neoplasia  
  三石 剛

Your Diagnosis？：12月号の出題 高橋 暁子，江藤 隆史
Your Diagnosis！：10月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：正中頸囊胞，側頸囊胞，囊胞状リンパ管腫，皮様囊腫など，
側頸囊胞（鰓囊胞）lateral cervical cyst （branchial cleft cyst） 
  福本 隆也

即答組織診断！：色素性母斑 pigmented nevus＝色素細胞母斑 
melanocytic nevus＝母斑細胞母斑 nevus cell nevus  
  常深 祐一郎

コラム：額に生えるもの 小野 友道
コラム：市場を歩く �ロンドン　カムデンマーケット  

  金子 健彦
PhotoEssay141：冬支度 塚谷 裕一


