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肥満細胞症 1406
びまん性大 B細胞型リンパ腫（下肢型） 

 206
病因性 646
表在拡大型黒色腫 980，1020
表皮壊死 118
表皮真皮性丘疹 438
表皮性丘疹 438
病理診断 378
病理組織 118
鼻瘤 886
ピルフェニドン 180
ピロリ菌 144
ふ
フィラグリン 462
フォックスファー 43
負荷試験 1138
ブシラミン 186
部分脂肪腫性母斑 1036
フラクショナルレーザー 1292
フランス学派 Renaissance 650
プリックテスト 148，1170
プロピルチオウラシル 163
分子標的薬 172
分層採皮創 548
分類 421
へ
併用療法 1181
ペインクリニック 510
ヘルペスウイルス感染症 429
扁平苔癬 27，152
ほ
蜂窩織炎 1149
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放射線療法 1127
膨疹 358
紡錘型細胞腫瘍 826
ポケット形成 514
ポケット切開 514
保湿 863
ボチシート 672
母斑 1272
ポリウレタンフィルム 533
ポリウレタンフォーム 540
ま
マイコプラズマ感染症 282
マスト細胞 1406
末梢動脈疾患 799
末端黒子型黒色腫 984
松脂 39
眉ペンシル 19
マレイン酸クロルフェニラミン 61
マンゴー 31
慢性光線性皮膚炎 1178
慢性静脈不全症 512
マント腫 1438
み
緑ポスト 590
ミノサイクリン 1380，1388
未分化多形性肉腫 826
め
メキシレチン 120
メトトレキサート 242，252，1392
メトロニダゾール 688，871， 

 876，1384
メトロニダゾール軟膏 893
メラニン 416
メラノーマ 332，1208
免疫グロブリン大量静注法 796
免疫電顕 638
免疫複合体 1386
メンテナンス 1264，1266

も
毛孔性丘疹 898
毛細血管拡張（症） 1276，1298，1318
網状皮斑 771
毛包脂腺 -アポクリン単位 1338
毛囊性丘疹 898
毛包虫 871
毛包虫症 876
モガムリズマブ 170
戻し植皮 1412
モノフィラメント法 1198
や
薬剤 456
薬剤性過敏症症候群 138
薬剤性間質性肺炎 284
薬剤誘発性天疱瘡 186
薬疹 130，132，138，140，144， 

 146，166，178，294，296，1178
薬疹カード 1132
ゆ
有棘細胞癌 688，1131
疣贅 630
疣贅状表皮発育異常症 1372
誘発試験 1170
輸血後GVHD 1374
よ
容器 675
予後 1020
予防 1154
ら
落屑性紅斑 140
らせん腫 1338
ラップ療法 570，576
ラモトリギン 138
ランサップ 144
り
リツキシマブ 792
リトドリン塩酸塩 906

リベド血管症 788
隆起性皮膚線維肉腫 634
硫酸ゲンタマイシン 57
硫酸フラジオマイシン 57
臨床効果のランク 676，684
臨床写真 710
る
類円型細胞の腫瘍 826
類上皮細胞腫瘍 826
類上皮肉腫 944
類天疱瘡 1203
ルビーレーザー 1260
れ
レーザー機器 1266
レーザー脱毛 1301
レーザー治療 866，1246，1252， 

 1264，1270，1272，1286， 
 1310，1312，1316，1318  
レゴラフェニブ 172
ろ
老人性色素斑 1280
ローション 690
ロクロニウム 148
ロジン 39
濾胞中心（B細胞）リンパ腫 206
濾胞辺縁帯（B細胞）リンパ腫 206
ロングパルスNd：YAGレーザー  

 1298，1304
ロングパルスアレキサンドライトレーザー 

 1301
わ
ワクチン 1154

Vol.13 No.1（1月号）
特集：クイズ！接触皮膚炎
責任編集：松永 佳世子
羅針盤：皮膚科医の力とネットワークで安全・安心な国を作ろう！ 

  松永 佳世子
Q&A：顔面および左手背に多発する褐色斑  

  平田 央，小林 裕美，大迫 順子
Q&A：眼周囲と前額の紅斑 加藤 敦子
Q&A：両側眉部の瘙痒性紅斑 西岡 和恵
Q&A：右眼囲のびらん，鱗屑を伴う暗紅色紅斑  

  殿岡 永里加，中田 土起丈
Q&A：鼻背部，左右頰骨部の褐色色素沈着  

  鷲崎 久美子，岩瀬 七恵，関東 裕美
Q&A：鼻カニューレに沿った線状の紅斑 乾 重樹
Q&A：下口唇の白苔とびらん 岩田 洋平，松永 佳世子
Q&A：口周囲の再発する小水疱 鈴木 加余子，佐々木 良輔
Q&A：化粧品（ヘアダイ）による接触皮膚炎の疑い 伊藤 明子
Q&A：左右頰部，鼻背，下顎の鱗屑を付着した浸潤のある紅斑と丘疹 

  鷲崎 久美子，関東 裕美
Q&A：頭皮，顔面，項部，肩，体幹の広範囲に多発する丘疹  

  高山 かおる

月号別タイトル一覧

Q&A：激しい痒みを伴う左下顎から耳下部にかけての苔癬化紅色局面 
  足立 厚子

Q&A：顔面，頸部の苔癬化を伴う紅斑 池澤 優子
Q&A：両側下顎から頸部の浮腫性紅斑 山藤 千草，中田 土起丈
Q&A：洗浄剤やエポキシ樹脂による接触皮膚炎の疑い 伊藤 明子
Q&A：金属アレルギーの疑い 伊藤 明子
Q&A：腰部から臀部にかけての長方形の瘙痒性紅斑と全身の瘙痒
性紅斑 大磯 直毅，川田 暁

Q&A：上肢，軀幹，顔の紅斑，水疱 海老原 全
Q&A：増悪・寛解をくり返す手背の紅斑  

  杉浦 真理子，杉浦 啓二
Q&A：両手掌・手指屈側の鱗屑を伴う硬化，苔癬化，紅斑  

  森田 雄介，矢上 晶子，松永 佳世子
Q&A：大腿部，軀幹の紅色丘疹 西岡 和恵
Q&A：右膝の瘙痒性紅斑・紅色丘疹・小水疱・びらんと，線状の
瘙痒性紅斑 大磯 直毅，川田 暁

Q&A：義肢装着中の紅斑，鱗屑，湿潤  
  佐々木 良輔，鈴木 加余子，松永 佳世子
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Q&A：血管炎再燃を思わす難治性皮膚潰瘍  
  市村 知佳，陳 怡如，関東 裕美

Q&A：消毒薬による接触皮膚炎疑い 伊藤 明子
Q&A：全身に散在する水疱とびらん 高田 裕子，関東 裕美
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：desmoplastic trichoepithelioma（線維硬化性毛包上皮腫） 

  伊東 慶悟
皮膚疾患の chronology：Spitz母斑の発症経過 大原 國章
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
⑧ T細胞リンパ腫 今山 修平

即答組織診断！：日光角化症 actinic keratosis／ solar keratosis 
  常深 祐一郎

コラム：紅
こうもう

毛の顕
むしめがね

微鏡 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（2） 

  金子 健彦
PhotoEssay 142：医者いらず 塚谷 裕一
My Favorite parks mini �：Frigiliana，フリヒリアナ Spain  

  相馬 和子

Vol.13 No.2（2月号）
特集：日常診療で遭遇する「ふつう」の薬疹
責任編集：末木 博彦  
羅針盤： ますます重要性を増している薬疹における皮膚科医の役割 

  末木 博彦
水疱を伴い SJS/TENだと思っていたらふつうの薬疹（水疱性多
形紅斑型）であった症例 末木 博彦

ふつうの薬疹だと思っていたらDIHSになってしまった症例  
  小田 富美子，藤山 幹子

ふつうの薬疹だと思っていたら重症化した症例 渡辺 秀晃
AGEPだと思っていたら TENになってしまった症例  

  清原 隆宏，井戸 英樹，澤井 孝宏，長谷川 稔
ふつうの薬疹かと思ったら麻疹だった 1例 水川 良子
ふつうの薬疹だと思っていたら手足口病が原因であった症例  

  芳田 悠里，高橋 奈々子，渡辺  秀晃
ふつうの薬疹の治療中に他剤による TENを併発した症例  

  吉村 紫，筒井 清広，澤崎 愛子
ラモトリギンによるふつうの薬疹 石田 正
シアナミドによる薬疹 松倉 節子
ランサップ ®による薬疹  

  猿田 祐輔，今泉 牧子，渡辺 秀晃，末木 博彦
トシリズマブによる薬疹  

  飯田 剛士，濱田 和俊，渡辺 秀晃，秋山 正基，末木 博彦
筋弛緩剤ロクロニウムによるアナフィラキシー  

  鷲崎 久美子，関東 裕美
アロプリノールによる多形紅斑型薬疹：HLA-B＊58:01保有例  

  新原 寛之，金子 栄，森田 栄伸
ヒドロクロロチアジド配合降圧剤による光線過敏性扁平苔癬型薬疹 

  宇野 裕和，永田 茂樹
ヒドロクロロチアジド配合降圧剤による白斑黒皮症 秋山 正基
アンジオテンシン変換酵素阻害薬による血管浮腫 蒲原 毅
アセトアミノフェンによる acute localized exanthematous pus-

tulosis 藤本 徳毅，田中 俊宏
プロピルチオウラシルによる ANCA関連血管炎  

  小林 依子，佐藤 牧人，肥田 時征，廣崎 邦紀， 
  山下 利春，澤田 光男，兼古 理恵

テラプレビルを含む 3剤併用療法による薬疹への対処法 岸 晶子
モガムリズマブによる薬疹の対処法 米倉 健太郎
手足症候群への対処法 清原 祥夫
上皮成長因子受容体（EGFR）阻害薬による皮膚障害への対処法  

  浅田 秀夫
抗結核薬による薬疹への対処法─減感作療法の試み─  

  五木田 麻里，小猿 恒志，仲田 かおり，堀川 達弥， 

  濱川 正光，池田 顕彦，津田 朋広，三村 純
ピルフェニドンによる光線過敏症の予防法・対処法  

  夏秋 洋平，橋本 隆
抗 TNF-α抗体製剤による乾癬・掌蹠膿疱症様皮疹への対処法  

  小宮根 真弓，唐川 大，大槻 マミ太郎
薬剤性水疱症の診断と対処法 石井 文人，吉村 和弘，橋本 隆
Your Diagnosis？：2月号の出題 中村 哲史
Your Diagnosis！：12月号の問題と解答 高橋 暁子，江藤 隆史
CPC：fibrous plaque 阿南 隆
皮膚疾患の chronology：爪甲下血腫および green nailの前進・
消失過程 大原 國章

基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
⑨ B細胞リンパ腫 今山 修平

即答組織診断！：汗孔腫 poroma 常深 祐一郎
コラム：蚤の顕微鏡図 小野 友道
コラム：市場を歩く�　ニューヨーク 孤高の芸術家 金子 健彦
PhotoEssay 143：春の青 塚谷 裕一

Vol.13 No.3（3月号）
特集：生物学的製剤による乾癬治療の工夫と注意点
責任編集：佐伯 秀久  
羅針盤：生物学的製剤による乾癬治療を振り返って 佐伯 秀久
総論：生物学的製剤による乾癬治療の現状と展望 佐伯 秀久
イソニアジドによる薬疹が考えられたが，減感作療法により生物
学的製剤が投与可能となった関節症性乾癬 加藤 保信

インフリキシマブ投与間隔短縮および増量が有効であった尋常性
乾癬と関節症性乾癬の重症例 小林 里実

膿疱性乾癬に対してインフリキシマブ投与間隔短縮とメトトレキ
サートを併用した症例 谷岡 未樹

アダリムマブにて加療した乾癬性紅皮症の 1例  
  宮本 有希子，小宮根 真弓，大槻 マミ太郎

インフリキシマブとエトレチナートの併用によりコントロールで
きた汎発性膿疱性乾癬 山本 瑞穂，多田 弥生

ウステキヌマブにメトトレキサートを併用し良好なコントロール
を得た尋常性乾癬 石黒 真理子，古川 福実

インフリキシマブの二次無効に対してアダリムマブが奏効した膿
疱性乾癬の 2例 百瀬 葉子

インフリキシマブおよびアダリムマブに治療抵抗性を示し，ウス
テキヌマブが著効した尋常性乾癬 立石 千晴，鶴田 大輔

ウステキヌマブが奏効した関節症性乾癬の 2例  
  佐野 信也，原田 和俊，島田 眞路

インフリキシマブによる投与時反応を投与速度の調節により回避
しえた膿疱性乾癬  
  唐川 大，小宮根 真弓，菅井 順一，大槻 マミ太郎

透析中の尋常性乾癬患者に対するアダリムマブの使用経験  
  伊東 慶子，渡辺 大輔

乾癬に対するインフリキシマブ投与後の結核発症例  
  伊藤 圭，飯谷 麻里，本多 佐保，西野 雅彦，佐々木 真由美

アダリムマブによる治療中に生じた結核例 太田 馨
生物学的製剤治療中乾癬患者に合併した皮膚非結核性抗酸菌症  

  金子 栄
インフリキシマブ使用中に発症した急性 B型肝炎 日野 亮介
ウステキヌマブを投与中に好酸球性肺炎を合併した尋常性乾癬  

  屋代 未佳，前島 英樹，高須 博
抗 TNF-α抗体製剤投与中に間質性肺炎の併発または増悪した乾
癬の 3例 辻 ひとみ，高橋 英俊

インフリキシマブ投与中に KL-6値が上昇した膿疱性乾癬 東 裕子
TNF-α阻害薬を投与中に掌蹠膿疱症様皮疹を生じた乾癬の 2例  

  小川 英作，大橋 敦子，三宅 知美，宇原 久，奥山  隆平
インフリキシマブ投与後に生じた薬疹  

  大森 康高，佐伯 秀久，中川 秀己
アダリムマブによる薬疹 福地 修
インフリキシマブ使用中の関節症性乾癬患者に生じた leukocyto-
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clastic vasculitis 木藤 悠子，佐伯 秀久，上出 良一，中川 秀己
Dermatological View：関節症性乾癬の画像診断 米永  健徳
Dermatological View：クリニックでの生物学的製剤による乾癬
治療 根本  治

Dermatological View：乾癬治療ネットワークの試み  
  安部 正敏，岡田  克之，曽我部  陽子，山㟢 圭子

Your Diagnosis？：3月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：1月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：Mondor病 桐生 美麿
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
⑩悪性黒色腫 今山 修平
即答組織診断！：増殖性外毛根鞘囊腫 proliferating trichilemmal 

cyst 常深 祐一郎
Book Review：皮膚科臨床アセット 15「母斑と母斑症」 馬場 直子
コラム：Holubar先生といれずみ 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
（3） 金子 健彦

PhotoEssay 144：ブラッドオレンジ 塚谷 裕一
My Favorite parks mini �：沖縄県那覇市 識名園 相馬 和子
 
Vol.13 No.4（4月号）
特集：ベテラン直伝　一生役立つ皮膚科の基本
責任編集：三橋 善比古 
羅針盤：皮膚病変をよくみよう─まず，発疹とは何か？  

  三橋 善比古
総論：皮疹のみかた 三橋 善比古
総説：外用療法の基本 日野 治子
総説：内服療法の基本 常深 祐一郎
総説：フレッシャーズに送る，皮膚外科への取り組み方 林 礼人
総説：皮膚病理の基本 泉 美貴
総説：蛍光抗体法の基本 内山 真樹，三橋 善比古
総説：ダーモスコピーの基本 土田 哲也
総説：真菌鏡検の基本 清 佳浩
診断学：紅斑をみたとき 五十嵐 敦之
診断学：紫斑をみたとき 清島 真理子
診断学：色素斑をみたとき 堺 則康
診断学：脱色素斑をみたとき 川口 雅一，鈴木 民夫
診断学：膨疹をみたとき 森田 栄伸
診断学：水疱をみたとき 藤本 亘
診断学：膿疱をみたとき 成田 多恵，出光 俊郎
診断学：丘疹をみたとき 衛藤 光
診断学：皮下結節をみたとき 村田 洋三
診断学：潰瘍をみたとき 梅林 芳弘
診断学：紅皮症をみたとき 人見 勝博，伊崎 誠一
診断学：魚鱗癬をみたとき 山本 明美
診断学：脱毛をみたとき 山㟢 正視
コラム：女性皮膚科医のキャリアアップ作戦 大久保 ゆかり
コラム：勤務医で書いた論文 200編 角田 孝彦
コラム：学会発表の心がまえ 上出 良一
Your Diagnosis？：4月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：2月号の問題と解答 中村 哲史
CPC：traumatized Clark’s nevus（dysplastic nevus）  

  玉田 伸二，田中 佐枝，田中 稔彦
即答組織診断！：扁平疣贅 verruca plana 常深 祐一郎
コラム：ほうれい線 小野 友道
コラム：市場を歩く�　ロンドン ケーキショップ 金子 健彦
PhotoEssay 145：江戸の紅 塚谷 裕一

Vol.13 No.5（5月号）
特集：ドレッシング材の種類と使い方─プロフェッショナルはこう選ぶ
責任編集：前川 武雄 
羅針盤：ドレッシング剤を創傷治療の強力な武器にしよう！  

  前川 武雄

総論：ドレッシング材による wound bed preparationとmoist 
wound healing 前川 武雄

滲出液の少ない創傷 常深 祐一郎
滲出液の多い創傷 前川 武雄
疼痛の強い創傷 谷岡 未樹
壊死組織の付着する創傷 中村 泰大，藤澤 康弘
ポケットのある創傷 石井 貴之
感染のリスクの高い創傷 間所 直樹
段差の大きな創傷 藤田 英樹，前川 武雄
脆弱な皮膚に生じた創傷 上田（宮本） 有希子，村田 哲
急性創傷（術後創も含めて） レパヴー・アンドレ
特殊な部位（肛門周囲，関節部）の創傷 小川 洋子
ポリウレタンフィルム 小柳 礼恵
ハイドロコロイド 伊藤 宗成
ポリウレタンフォーム 新谷 洋一，森田 明理
ハイドロファイバー 足立 晃正，前川 武雄
アルギン酸塩 岩澤 うつぎ
キチン 山田 大資，門野 岳史
ハイドロジェル 岸 晶子，小川 洋子，前川 武雄
ハイドロポリマー 神人 正寿，市原 麻子，尹 浩信
ソフトシリコンドレッシング 藤田 有理香，前川 武雄
保険償還できないドレッシング材（エスアイエイド ®，メピレッ
クス®トランスファー） 太田 信子

ドレッシング材 vs外用薬─治療法選択のポイント 門野 岳史
ドレッシング材 vs局所陰圧閉鎖療法（NPWT） 高橋 和宏
ドレッシング材 vsラップ療法①ラップ療法積極派 水原 章浩
ドレッシング材 vsラップ療法②ラップ療法慎重派 盛山 吉弘
Your Diagnosis？：5月号の出題 西村 みずき，江藤 隆史
Your Diagnosis！：3月号の問題と解答 村田 哲
CPC：乳頭状管状腺腫を伴う乳頭状汗管囊胞腺腫 syringocystade-

noma papilliferum with papillary tubular adenoma  
  安齋 眞一

即答組織診断！：汗管腫 syringoma 常深 祐一郎
ルポルタージュ：大災害！そのとき皮膚科医は…　～広島県集団
災害医療救護訓練，緑ポスト運営の記録～ 森本 謙一

Book Review：「そうだったのか！ Dr.田中のダーモスコピー相
談室」 常深 祐一郎

コラム：耳を揃えて 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（2）  

  金子 健彦
PhotoEssay 146：桃の花 塚谷 裕一
My Favorite parks mini �：NTT新宿本社ビルのプラザ  

  相馬 和子

Vol.13 No.6（6月号）
特集：こだわりの皮膚科診療─私の職人技教えます！
責任編集：岩月 啓氏
羅針盤：皮膚科の職人魂─知識・見識・技量・情熱・感性が生む
シナジー効果 岩月 啓氏

インタビュー：『皮膚科の職人魂』 岩月 啓氏
職人技：痂皮も重要な診断材料─HSV，VZV診断 山本 剛伸
職人技：HPV関連疣贅，Bowen病と Bowen様丘疹症をどう鑑
別するのか 岩月 啓氏，中西 元，白藤 宜紀，濱田 利久

職人技：角質擦過材料で診断するHPVタイプ 白藤 宜紀
職人技：隆起性皮膚線維肉腫と皮膚線維腫の違い 白藤 宜紀
職人技：みえない分子をみせる免疫電顕 岩月 啓氏
職人技：塗抹・擦過標本・痂皮から得られる診断のヒント  

  岩月 啓氏，渡辺 俊幸，能勢 資子，山本 剛伸
職人技：天疱瘡抗体の病因性を判定する職人技  

  神谷 浩二，青山 裕美，岩月 啓氏
職人技：手のひらで感じる職人技 青山 裕美
職人技：意外に知られていないステロイドの効果─ステロイドの
全身投与が奏効した電撃性痤瘡 山㟢 修
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職人技：外陰部 Paget病の周術期感染対策の職人技  
  山㟢 修，大塚 正樹

職人技：疥癬の古典的外用療法秘話─海を渡った安息香酸ベンジ
ルローション 大野 貴司

職人技：先輩医師に聞く─外用療法を効かせるための基礎の基礎  
  深松 紘子

職人技：先輩医師の診療にみる職人技─手作りボチシートを用い
た重層療法 橋本 倫子

職人技：これだけあれば，大丈夫！混合外用薬おすすめレシピ集
職人技：熱傷，創傷潰瘍に対する外用薬の選び方のコツ  

  大塚 正樹
職人技：ステロイド外用薬─同ランクならすべて同じなのか？  

  多田 讓治
職人技：抗菌外用薬の使い方の職人技─癌性悪臭にメトロニダゾー
ル粉末撒布が奏効する 山㟢 修

職人技：菌状息肉症の治療にみる職人技 濱田 利久
職人技：白斑外用アドヒアランスとエキシマレーザー /ライトの
職人技 妹尾 明美

職人技：白斑だけじゃない！　エキシマライトが効く疾患  
  梅村 啓史

職人技：イボ治療のベーシックなこだわり 横山 恵美，青山 裕美
職人技：イボ治療の職人技 加持 達弥
職人技：処置室の感染対策はどうしていますか？ 森実 真
職人技：誰でもできる！臨床写真がサクサク見つかる！便利な岡
大式写真管理術 山口 麻里，青山 裕美

コラム：原著に学ぶ：フランス皮膚科学の古典 大熊 登
コラム：フランス学派が提唱した皮膚科診断名 大熊 登
コラム：ステロイド外用薬の混合，私はしない 多田 讓治
コラム：外用薬─もっと使いやすい容器で売り出せないのか？  

  久山 倫代
コラム：スタッフに外用療法を教える必要性 久山 倫代
コラム：腕を上げたかったら，デルモベートやセレスタミンを使
わずに診療してみてほしい 片山 治子

コラム：職人技を身につけるコツ 青山 裕美
コラム：皮膚科外来で怒っている患者さん，すべて僕が対応して
います 戸井 洋一郎

Dermatological View：赭鞭一撻─牧野富太郎の心得 青山 裕美
Your Diagnosis？：6月号の出題 中村 哲史
Your Diagnosis！：4月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：炎症型 peeling skin病（炎症型 peeling skin症候群）  

  山本 明美，井川 哲子
即答組織診断！：核塵 nuclear dust 常深 祐一郎
コラム：いれずみを入れる理

わ け

由 小野 友道
コラム：市場を歩く�　増上寺　10種入り開運打ち出の小槌  

  金子 健彦
PhotoEssay 147：紫に包まれる 塚谷 裕一
短歌：ある皮膚科医による，心象スケッチ集 久山 倫代

Vol.13 No.7（7月号）
特集：ガイドラインに照らして考える ふつうの血管炎
責任編集：川上 民裕 
羅針盤：血管炎，敬遠していませんか？ 川上 民裕
総論：血管炎診療のすすむべき道とは？ 川上 民裕
総説：新しい血管炎分類─ Chapel Hill Consensus Conference 

2012 高橋 啓
総説：他科とのより強い連携をめざす，ふつうの血管炎─日本皮
膚科学会 血管炎・血管障害ガイドライン 2015年改訂版の展望  
  古川 福実

ふつうのHenoch-Schönlein紫斑病（IgA血管炎）  
  丸田 直樹，高嶋 渉，徳力 篤，清原 隆宏，長谷川 稔

ふつうの皮膚型結節性多発動脈炎（皮膚動脈炎） 村田 哲
蕁麻疹と皮膚血管炎 信藤 肇，秀 道広
SLEと皮膚血管炎 稲葉 由季，小寺 雅也

クリオグロブリン（HCV）と皮膚血管炎 菅谷 誠，平林 恵
サルコイドーシスと皮膚血管炎 岡本 祐之，水野 可魚
リベド血管症と皮膚血管炎 石黒 直子，川上 民裕
皮膚科が中心となり加療した顕微鏡的多発血管炎  

  岡野 達郎，川上 民裕
皮膚科が中心となり加療した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
（Churg-Strauss症候群） 木村 聡子，川上 民裕
膠原病内科からみた皮膚血管炎─身近で見つけよ！ 巨細胞性動脈
炎（GCA）の下腿病変 小林 茂人，木田 一成，板津 智子， 
  恩田 紀更，河井 正晶

膠原病内科からみた発熱，神経症状を伴う難治性皮膚血管炎─
diagnostic criteriaと disease processの間で生ずる混乱  
  岡崎 貴裕，品川 尚志

腎臓内科からみた皮膚血管炎─ Henoch-Schönlein紫斑病に合併
した半月体形成性糸球体腎炎 末木 志奈，白井 小百合

Your Diagnosis？：7月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：5月号の問題と解答 西村 みずき，江藤 隆史
CPC：乳児指趾線維腫症（infantile digital fibromatosis）  

  清原 隆宏，知野 剛直
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
⑪　悪性の軟部腫瘍 1.細胞型による分類 今山 修平

即答組織診断！：メラニン顆粒 melanin granules，組織学的色素
失調 histological pigment incontinence，基底層（細胞）の破
壊 destruction of epidermal basal layer（cells），苔癬型（組織）
反応 lichenoid（tissue）reaction  常深 祐一郎

コラム：猛暑でスズメバチも興奮 小野 友道
コラム：市場を歩く�　ホーチミン 果実屋 金子 健彦
PhotoEssay 148：ラタンのとげ 塚谷 裕一
My Favorite parks mini �：台湾・林本源園邸（林家庭園）  

  相馬 和子

Vol.13 No.8（8月号）
特集：The酒皶─酒皶・赤ら顔のベストな対処法を探る
責任編集：山﨑 研志 
羅針盤：たかが赤ら顔，されど赤ら顔 山㟢 研志
総論：酒皶の現状理解：負の要素をいかに克服するか？ 山㟢 研志
総説：酒皶の鑑別診断 谷岡 未樹
総説：酒皶のスキンケア 菊地 克子
総説：酒皶・赤ら顔のレーザー治療 山田 秀和
総説：丘疹・膿疱型酒皶の治療：内服療法─テトラサイクリン系
を中心に 渡部 晶子

総説：丘疹・膿疱型酒皶，毛包虫症，口囲皮膚炎の治療：メトロ
ニダゾール外用薬 藤本 亘

総説：丘疹・膿疱型酒皶の治療：アゼライン酸外用薬，過酸化ベ
ンゾイル製剤 林 伸和

総説：鼻瘤の外科的治療 大原 國章
topics：酒皶・酒皶様皮膚炎の治療薬としてのタクロリムス  

  江藤 隆史
topics：酒皶・酒皶様皮膚炎の増悪因子としてのタクロリムス  

  寺木 祐一
電撃性酒皶 山㟢 研志
酒皶様皮膚炎と脂漏性皮膚炎の合併例と注意点 北島 康雄
タクロリムス軟膏による酒皶様皮膚炎 入澤 亮吉
ステロイドによる酒皶様皮膚炎および口囲皮膚炎と接触皮膚炎の合併 

  角田 孝彦，吉澤 秀華
リトドリン塩酸塩により増悪した酒皶 山㟢 研志
コラム：日本痤瘡研究会 林 伸和
コラム：酒皶とアクネ桿菌 黒川 一郎
コラム：酒皶様皮膚炎とフソバクテリア，マラセチア 滝脇  弘嗣
コラム：酒皶と心身症 羽白 誠
コラム：酒皶の漢方療法 高橋 邦明
コラム：鼻瘤は本当に酒皶？ 山㟢 研志
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Dermatological View：酒皶の病態：自然免疫系を中心に─自然
免疫機構からみると酒皶と酒皶様皮膚炎，痤瘡の臨床症状がな
ぜ似ているのかが説明できる？！ 山㟢 研志

Your Diagnosis？：8月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis！：6月号の問題と解答 中村 哲史
CPC：限局性神経内神経線維腫（localized intraneural neurofi-

broma） 福本 隆也
基本の Pathology：免疫組織化学 immunohistochemistry（IHC）
⑫ 悪性の軟部腫瘍 2.類上皮型と類円型細胞の腫瘍 今山 修平
即答組織診断！：悪性黒色腫 malignant melanoma 常深 祐一郎
Book Review：「大原アトラス 1 ダーモスコピー」 清水 宏
コラム：ポチまたは spotty 小野 友道
コラム：市場を歩く�　ロンドン キオスク 金子 健彦
PhotoEssay149 ：ヘリコニア 塚谷 裕一

Vol.13 No.9（9月号）
特集：メラノーマのすべて①病型・臨床型
責任編集・著：大原 國章 
羅針盤：「メラノーマのすべて」執筆にあたって 大原 國章
悪性黒子黒色腫 lentigo maligna melanoma（LMM） 大原 國章
表在拡大型黒色腫 superficial spreading melanoma（SSM）  

  大原 國章
末端黒子型黒色腫 acral lentiginous melanoma（ALM） 大原 國章
結節型黒色腫 nodular melanoma（NM） 大原 國章
爪の悪性黒色腫 大原 國章
desmoplastic melanoma 大原 國章
verrucous melanoma 大原 國章
悪性黒子黒色腫の chronology 大原 國章
悪性黒子 lentigo malignaを多発した色素性乾皮症 variant  

  大原 國章
二重原発の悪性黒色腫 大原 國章
自然消褪 spontaneous regression 大原 國章
自然消褪による白毛のみられた悪性黒色腫  

  尾松 淳，乙部 さやか，大垣 淳，吉野 公二，大原 國章
粗大顆粒状の結節を呈した顔面の悪性黒色腫 大原 國章
ポリープ様に突出した悪性黒色腫 polypoid melanoma 大原 國章
臨床的・病理的に水疱のみられた悪性黒色腫 大原 國章
汗管に沿う進展 大原 國章
既存の母斑に隣接して生じた悪性黒色腫 大原 國章
Your Diagnosis？：9月号の出題 西村 みずき，江藤 隆史
Your Diagnosis！：7月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：Bowen病 村田 洋三
基本の Pathology：付属器腫瘍　① エクリン汗腺の良性腫瘍  

  今山 修平
即答組織診断！：後天性被角線維腫 acquired fibrokeratoma = 

acral fibrokeratoma=後天性指趾被角線維腫 acquired digital 
fibrokeratoma =後天性爪囲被角線維腫 acquired periungual 
fibrokeratoma 常深 祐一郎

Book Review：皮膚科医の「見る技術」！　一瞬で見抜く疾患 100 
Snap Diagnosisトレーニング帖 常深  祐一郎

コラム：ゲーテは天然痘に罹っていた 小野 友道
コラム：市場を歩く�　築地市場 喫茶店 金子 健彦
PhotoEssay150：夏の雪 塚谷 裕一
My Favorite parks mini�：台湾・頭城農場（トウチェン レジャー 
ファーム） 相馬 和子

Vol.13 No.10（10月号）
特集：皮膚科の「医療の質」を考える─QIを知っていますか？
責任編集：松永 佳世子  
羅針盤：皮膚科の「医療の質」を考える─QIを知っていますか？ 

  松永 佳世子
総論：Quality Indicatorを用いた医療の質管理 福井 次矢

QI：アトピー性皮膚炎の診療のポイントとQIという概念  
  椛島 健治

QI：アトピー性皮膚炎診療の質QIを考える 片岡 葉子
QI：帯状疱疹の診断におけるQIとは？ 浅田 秀夫
QI：帯状疱疹の急性期治療のQIとは？ 渡辺 大輔
QI：SLEのQI 衛藤 光
QI：CLEのQI 石黒 真理子，古川 福実
QI：皮膚筋炎の診断と合併症検索 室 慶直
QI：皮膚筋炎の治療と経過観察 藤本 徳毅
QI：強皮症の診断と合併症の検索についてのQI 杉浦 一充
QI：全身性強皮症患者の経過観察および治療におけるQIの検討  

  小寺 雅也
QI：血管炎・血管症診療の医療の質を測る：QIの国際動向と展望 

  室田 浩之
QI：皮膚科診療における血管炎のQI 川上 民裕
QI：血管肉腫─初期治療に重点をおいたQIの設定 加茂 理英
QI：有棘細胞癌における医療の質を測る指標（QI）と診療のポイ
ントについて 竹中 秀也

QI：薬疹におけるQI─和歌山県立医科大学での試み 金澤 伸雄
QI：食物アレルギーの診断をコンポーネント単位で検討すると，
診断の有用性が向上する 原田 晋

QI：食物アレルギーの診断法 森田 栄伸
QI：遺伝性皮膚疾患の遺伝子診断 秋山 真志
QI：遺伝性皮膚疾患における遺伝子検査 牧野 輝彦
QI：超音波検査を用いた皮膚良性腫瘍治療戦略としてのQI  

  八代 浩
QI：皮膚良性腫瘍を対象としてQIを考える 清島 真理子
QI：皮膚の細菌感染症の診療はQIの設定で，向上するか？  

  日野 治子
QI：ウイルス感染症の診断・治療におけるQI 満間 照之
QI：質の高い白癬治療～まず鏡検実施から～ 常深 祐一郎
QI：白癬とQI 望月 隆
QI：円形脱毛症診療におけるQIについて 植木 理恵
QI：トリコスコピーによる円形脱毛症の診断と患者満足度 乾 重樹
QI：褥瘡のQI 石川 治
QI：褥瘡診療のQIを考える 宮地 良樹
QI：特発性蕁麻疹のQIと診療のポイント 益田 浩司
QI：刺激誘発型蕁麻疹のQI 堀川 達弥
QI：接触皮膚炎診療の質を高めるために必要なこと─QIを考える 

  足立 厚子
QI：接触皮膚炎のQI─医療の質を測る指標 松永 佳世子
QI：小児光線過敏症のQI 森脇 真一
QI：成人でみられる光線過敏症診断と治療の「医療の質」を測る  

  清水 忠道
QI：痤瘡のQIを考えよう─痤瘡のQIと CIの私案 林 伸和
QI：酒皶，酒皶様皮膚炎のQI 黒川 一郎
QI：尋常性白斑診療における医療の質 大磯 直毅
QI：尋常性白斑診療における医療の質（白斑鑑別診断のQI）  

  谷岡 未樹
QI：原発性手掌多汗症の治療について 大嶋 雄一郎
QI：乾癬の発症機序・外用療法・内服療法 山中 恵一
QI：乾癬に対する光線療法と生物学的製剤 森田 明理
QI：糖尿病足病変における検査関連のQI 中西 健史
QI：いわゆる下腿潰瘍のQI 加納 宏行
QI：自己免疫性水疱症のQI案 鶴田 大輔
QI：自己免疫性水疱症の指標 田中 俊宏
QI：悪性黒色腫（stageⅠ，Ⅱ）治療の QI─センチネルリンパ
節生検を中心に 長野 徹

QI：サルコイドーシスの皮膚科診療におけるQI 岡本 祐之
Your Diagnosis？：10月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis！：8月号の問題と解答 村田 哲
即答組織診断！：断頭分泌 decapitation secretion=アポクリンス
ナウト apocrine snout 常深 祐一郎
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コラム：デルマトームの複雑性 小野 友道
コラム：市場を歩く�　リバプール Street vendor（2）  

  金子 健彦
PhotoEssay151：苔むす幹 塚谷 裕一

Vol.13 No.11（11月号）
特集：皮膚科クリニックで行う実践レーザー治療─レーザー機器
を知り，使いこなそう

責任編集：根本 治・山中 清光 
羅針盤：クリニックにおけるレーザー治療 根本 治
総論：皮膚科クリニックにおけるレーザー治療について  

  山中 清光
クリニックのレーザー治療 1 横関 真由美
クリニックのレーザー治療 2 山中 清光
レーザー機器の選びかた 山中 清光
レーザー機器のメンテナンス─これまでのトラブルから学ぶ  

  根本 治
レーザー機器のメンテナンス─保守・点検の必要性 山中 清光
レーザー治療における麻酔 根本 治
母斑の治療 1 加藤 一郎
母斑の治療 2 山中 清光
しみの取りかた 1 川村 邦子
しみの取りかた 2 山中 清光
しみの取りかた 3─ IPLと併用して 根本 治
刺青のレーザー治療 根本 治
フラクショナルレーザー─フリーハンドフラクショナルレーザー
からのスタート 根本 治

ロングパルス Nd：YAGレーザーによる毛細血管拡張症，痤瘡瘢
痕に対する治療経験 山中 清光

ロングパルスアレキサンドライトレーザーによる脱毛の実際  
  川村 邦子

ロングパルスNd：YAGレーザーによる脱毛治療 山中 清光
エステの脱毛トラブル相談 根本 治
口唇の色素沈着 根本 治
剣創状強皮症と水痘瘢痕 根本 治
granulomatous rosaceaと rosacea-like dermatitis 根本 治
SLEに伴う円板状皮疹 根本 治
紙幣状皮膚 横関 真由美
皮膚アミロイドーシスの色調改善 川村 邦子
Your Diagnosis？：11月号の出題 梅本 尚可
Your Diagnosis！：9月号の問題と解答 西村 みずき，江藤 隆史
CPC：CPC：lichen planus-like keratosis：LPLK（扁平苔癬様
角化症） 渡邉 荘子，田中 勝

ディベート：抗癌剤の血管外漏出にステロイド局所注射が有益で
あるというエビデンスはない 谷岡 未樹

基本の Pathology：付属器腫瘍　② アポクリン系の良性腫瘍  
  今山 修平

即答組織診断！：集塊細胞／多核巨細胞 clumping cell/multinu-
cleated giant cell，細胞分裂 mitosis，異常角化 dyskeratosis
＝個細胞角化 individual cell keratinization 常深 祐一郎

Book Review：皮膚科臨床アセット 17「皮膚の悪性腫瘍 実践に
役立つ最新の診断・治療」 土田 哲也

コラム：『東京醫事新誌』（明治 15年）を読む（1）腋臭の多くは
耳漏のある人 小野 友道

コラム：市場を歩く 　ロンドン Street vendor（3） 金子 健彦

PhotoEssay152 ：サネカズラ 塚谷 裕一
My Favorite parks mini �：丸沼芸術の森 茶席「竹輪」  

  相馬 和子

Vol.13 No.12（12月号）
特集：宮地良樹セレクション─忘れ得ぬ患者さんたち
責任編集・著：宮地 良樹 
羅針盤：ヘルペスのように「地を這う」わが皮膚科臨床の道標  

  宮地 良樹
急性汎発性膿疱性細菌疹─活性酸素研究の端緒となった症例  

  宮地 良樹
linear melorheostotic scleroderma─初めての英文症例報告  

  宮地 良樹
疣贅状表皮発育異常症─ 25年目の再訪 宮地 良樹
輸血後 GVHD─致死的「術後紅皮症」の根絶へ 宮地 良樹
外陰部軟属腫─思いがけずHIV外来を立ち上げることに 宮地 良樹
炎症性痤瘡─ミノサイクリン少量による治療 宮地 良樹
酒皶─メトロニダゾール外用による治療 宮地 良樹
無菌性膿疱を有する皮膚血管炎─膿疱性血管炎の提唱 宮地 良樹
色素性痒疹─治療からその病態を考える 宮地 良樹
小児膿疱性乾癬─メトトレキサート，PUVA奏効例 宮地 良樹
遺伝性対側性色素異常症─色素性乾皮症との異同 宮地 良樹
褥瘡─ポビドンヨードシュガー軟膏開発から褥瘡学会まで 宮地 良樹
アトピー性皮膚炎の顔面浮腫性紅斑─アレルギー炎症研究の端緒  

  宮地 良樹
マスト細胞とケロイド─ヒトマスト細胞培養研究から 宮地 良樹
アトピー性皮膚炎のかゆみ─かゆみ過敏のコンセプト 宮地 良樹
臀部慢性膿皮症─ recycled skin graftの工夫 宮地 良樹
パッチテスト─忘れられぬ 2症例 宮地 良樹
自己炎症性疾患─忘れられぬ失明青年 宮地 良樹
コラム：若い男性にみられた verruciform xanthoma（疣贅状黄色腫） 

  宮地 良樹
コラム：極度の食物制限を受けていたアトピー性皮膚炎  

  宮地 良樹
コラム：IgA血管炎男児の陰茎にみられた紫斑 宮地 良樹
コラム：誘発試験によるヒスタミンの枯渇 宮地 良樹
コラム：巨大な外陰部皮膚悪性腫瘍 宮地 良樹
コラム：両下顎部にみられる思春期後痤瘡 宮地 良樹
コラム：高齢者のおむつ着用部にみられた肉芽様変化 宮地 良樹
コラム：癜風と脂漏性皮膚炎の共存 宮地 良樹
コラム：川崎病患者の BCG接種部位にみられた紅斑 宮地 良樹
コラム：掻破がいかに皮膚病変を作るか 宮地 良樹
Your Diagnosis？：12月号の出題 小林 真麻，江藤 隆史
Your Diagnosis！：10月号の問題と解答 常深 祐一郎
ディベート：抗癌剤の漏出に即時のステロイド局所注射は有効である 

  山本 明史
基本の Pathology：付属器腫瘍　③ 皮脂腺の良性腫瘍  

  今山 修平
即答組織診断！：色素性母斑 pigmented nevus ＝母斑細胞母斑 

nevus cell nevus 常深 祐一郎
Book Review：「若い医師たちに紡ぐことば」 天谷 雅行
コラム：「東京醫事新誌」（明治 15年）を読む（2） 雑報に価値あり 

  小野 友道
コラム：市場を歩く 　パリ　マルシェ（4） 金子 健彦
PhotoEssay 153：冬の苺 塚谷 裕一


