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皮膚 T細胞リンパ腫 1270
皮膚潰瘍 160，960
皮膚型 160
皮膚筋炎 168，466，835，838
皮膚外科 425
皮膚結核 438
皮膚限局型 46
皮膚生検 425
皮膚疾患の分類 1334
皮膚線維腫 26，542，1368
皮膚の正常組織 402
皮膚慢性炎症性疾患 20
皮膚毛包虫症 1160
皮膚リンパ球腫 540
皮弁 307
肥満細胞 　　　　14，20，31，38，41， 

 　　　　　　　　　54，57，66，72， 
 74，76，78，90

 ─腫 44
 ─症 46
 ─増多症 48
びまん性 1132
 ─脱毛 1262
美容 724，726
 ─医療 723
 ─皮膚科 646
表在型 BCC 1138
病態 1230
表皮 402
 ─囊腫 522，526
 ─囊胞 108
 ─母斑 1128
病理
 ─検査依頼書 402
 ─診断報告書 402
 ─組織学的所見 950
 ─組織診断 402
ふ
フィナステリド 1246
フィブリノイド変性 1166
フィラー 684
不活化ワクチン 924
副作用 414
浮腫性硬化症 178
付属器 402
付着部炎 566，592
ブドウの房状 1156
部分痩身 708
フラクショナルレーザー 676
プリックテスト 143
プロゲステロンレセプター 1370
プロスタグランディン 1056
プロフィラグリン 1178
蚊刺過敏症 966
粉瘤 522，526
分類 414
へ
ヘアピン血管 1146
平滑筋腫 1370
ペットボトル症候群 842
ヘミデスモソーム 1176
ベムラフェニブ 454
ヘミデスモゾーム 1076
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ヘルペスウイルス 894，910，1174
ヘルペス脳炎 944
扁平黄色腫 182
扁平苔癬様角化症 1142
ほ
蜂窩織炎 175
放射線療法 458
疱疹状膿痂疹 792
乏毛症 1256
ポートワイン母斑 1126
発疹 380
ボツリヌス毒素 688
母斑細胞 280
母斑細胞母斑 1378
ボルタレン 1350
ホルモンレセプター 1388
ま
マイクロニードル 668
マウス 1032
巻き爪 696
マスト細胞 69
マラセチア 988
慢性活動性 EBウイルス感染症 966
マンモグラフィー 1384
み
水尾徴候 1134
眉間の表情じわ 688
む
ムチン沈着症 90
無毛症 1256
め
メタボリック症候群 780
メディエーター 14
メトトレキサート 774
メトロニダゾールゲル 1354

メラニン 705
 ─胸水 302
 ─尿 302
免疫
 ─再構築症候群 172
 ─不全 134，944
 ─抑制 964
も
毛芽腫 218
毛細血管拡張症 194
毛細血管拡張性肉芽腫 538
網状パターン 1140
毛巣洞 544
毛包
 ─狭部 1100
 ─腫 218
 ─上皮腫 218
 ─腺腫 218
 ─虫 1160
毛母腫 218，1162
モザイク 198，1128
 ─パターン 532
モルフェア 57
や
薬剤性
 ─過敏症症候群 932
 ─脱毛症 1272，1274
 ─ループス 798
薬物動態 414
ゆ
有棘細胞癌 554，1100
有病率 778
指  256
よ
葉状血管 1146

葉状領域 1138
痒疹 74
ら
ラジオ波 700
ラテックスアレルギー 143
ラテックス -フルーツ症候群 143
ランゲルハンス細胞 1050
り
リーシュマニア症 750
罹患率 778
リサーフェシング 676
リスクマネジメント 720
隆起性皮膚線維肉腫 1170
両側性 290
緑色爪 696
臨床検査 916
リンパ
 ─管 1164
 ─腫 868
 ─節転移 290
れ
レーザー 662，1378
 ─治療 672
 ─トーニング 672
歴史 646
レチノイド 458，780
列序性 1132
連鎖不平衡 820
連珠毛 1256
ろ
漏斗部囊胞 108
ロドデノール 665
ロングパルスNd：YAGレーザー 696
わ
若返り 656

Vol.14 No.01（1月号）
特集：mast cellが関与する皮膚疾患─皮膚科医にとってのmust
責任編集：山本 俊幸
羅針盤：mast cellをめぐる多様な皮膚疾患 山本 俊幸
総説：肥満細胞の機能と役割 若林 正一郎，神戸 直智
総説：肥満細胞と感染症の最新の知見 中川 誠太郎，松岡 悠美
総説：線維化における肥満細胞の役割 山本 俊幸
総説：色素性疾患と肥満細胞 片山 一朗
蕁麻疹 秀 道広
アトピー性皮膚炎の苔癬化 室田 浩之
足底にみられた単発性肥満細胞腫 加藤 保信，山本 俊幸
成人型肥満細胞症 大橋 威信，山本 俊幸
bullous mastocytosis
   荒瀬 規子，宮下 恵実子，崎元 和子，片山 一朗
強皮症 浅野 善英
痤瘡後に生じたケロイド 鈴木 利宏
好酸球性筋膜炎に併発した多発性斑状強皮症  
─好酸球性筋膜炎に肥満細胞は関与するか 花見 由華，山本 俊幸

多発性皮膚線維腫 平岩 朋子
乳児血管腫 神人 正寿，尹 浩信，石原 剛
病態に肥満細胞の関与が考えられた円形脱毛症例  
─肥満細胞は円形脱毛症の key playerか？ 菅原 弘二，鶴田 大輔

月号別タイトル一覧

サルコイドーシス─肥満細胞の関与について 
   天野 博雄，岸 史子，栗山 裕子，石川 治
尋常性乾癬と肥満細胞 欠田 成人，山中 恵一，水谷 仁
結節性痒疹 端本 宇志，佐藤 貴浩
著明な色素沈着を認めた菌状息肉症 森　龍彦
水疱性類天疱瘡 川村 みゆき，石井 文人，名嘉眞 武國
von Recklinghausen病の neurofibromaとmast cell 倉持 朗
pretibial myxedema─ムチン産生と肥満細胞 
   三浦 貴子，山本 俊幸，佐藤 守弘
Your Diagnosis ? 1月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis ! 11月号の問題と解答 梅本 尚可
CPC：疣贅状異角化腫：warty dyskeratoma 阿南 隆
即答組織診断！：被角血管腫 angiokeratoma 常深 祐一郎
コラム： 『東京醫事新誌』（明治 15年）を読む  

（3）主筆鷗外に関する出来事の顛末 　　　　　  小野 友道
コラム：市場を歩く103：デュッセルドルフ　無人図書館 
   金子 健彦
PhotoEssay 154：緑に咲く 塚谷 裕一
基本の Pathology：付属器腫瘍　④ 囊胞／囊腫 cyst/cystoma 
   今山 修平
My favorite parks mini 61：ライアン植物園 Harold L. Lyon Arboretum
（University of Hawai’i at Mãnoa ） 相馬 和子
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Vol.14 No.02（2月号）
特集：皮膚型と全身型─その移行はあるか？
責任編集：塩原 哲夫  
羅針盤：秩序の崩壊がもたらすもの 塩原 哲夫
総論：皮膚型と全身型，その移行型を考える 塩原 哲夫
接触皮膚炎 -接触皮膚炎症候群と全身性接触皮膚炎
   西岡 和恵，小泉 明子，瀧田 祐子，高旗 博昭
接触蕁麻疹と接触蕁麻疹症候群 矢上 晶子，松永 佳世子
固定薬疹と中毒性表皮壊死症 塩原 哲夫
アナフィラクトイド紫斑と紫斑病性腎症 加藤 峰幸
掌蹠膿疱症と SAPHO症候群 田中 紅，岩田 洋平，松永 佳世子
限局性膿疱性乾癬（掌蹠膿疱症）と汎発性膿疱性乾癬 
   小宮根 真弓，大槻 マミ太郎
皮膚型結節性多発動脈炎（cPAN）と結節性多発動脈炎（PAN） 
   水川 良子
深在性エリテマトーデス（LEP）のままで留まった例と中間型ループス
エリテマトーデス（intermediate LE）にLEPを生じた例

   狩野 葉子
皮膚症状のみの皮膚筋炎と筋症状を伴う皮膚筋炎 福田 知雄
皮膚サルコイドーシスとサルコイドーシス 早川 順
丹毒と劇症型溶連菌感染症（壊死性筋膜炎合併トキシックショック
様症候群） 沢田 泰之

ムチン沈着症─粘液囊腫と浮腫性硬化症，脛骨前粘液水腫 
   佐藤 篤子
扁平黄色腫─皮膚型と多発性骨髄腫による全身型 
   藤田 有理香，藤田 悦子，村田 哲
若年性黄色肉芽腫─皮膚型と全身型 
   上田 有希子，野見山 朋子，村田 哲，大槻 マミ太郎
偽リンパ腫と IgG4関連疾患─似て非なる疾患 
   岩田 洋平，松永 佳世子
毛細血管拡張症とOsler病 足立 晃正，村田 哲，大槻 マミ太郎
神経線維腫症 1型の分節型と神経線維腫症 1型（von Reckling-

hausen病） 太田 有史
Your Diagnosis ? 2月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis ! 12月号の問題と解答 小林 真麻，江藤 隆史
CPC：線状型汗孔角化症：porokeratosis 伊東 慶悟
基本の Pathology：付属器腫瘍　⑤ 毛／毛包の良性腫瘍 今山 修平
即答組織診断！：血管脂肪腫 angiolipoma 常深 祐一郎
コラム：さわり 小野 友道
コラム：市場を歩く104：パリ　マルシェ（5） 金子 健彦
PhotoEssay 155：千代に 塚谷 裕一

Vol.14 No.03（3月号）
特集：メラノーマのすべて②
責任編集・著：大原 國章  
羅針盤：「メラノーマのすべて②」執筆にあたって 大原 國章
手掌の悪性黒色腫 大原 國章
皮溝一致パターンを示した手掌の症例 大原 國章
手指の悪性黒色腫 大原 國章
口唇の悪性黒色腫 大原 國章
女性外陰の悪性黒色腫 大原 國章
亀頭の悪性黒色腫 大原 國章
低色素性の爪の悪性黒色腫 大原 國章
予想以上に遠くまで拡がっていた症例 大原 國章
母斑細胞が共存している症例 大原 國章
深部断端から局所再発した症例 大原 國章
局所再発を生じた症例 大原 國章
両側リンパ節転移の症例 大原 國章
白斑を生じた症例 大原 國章
メラニン尿，メラニン胸水 大原 國章
爪の悪性黒色腫の手術法 大原 國章
踵の再建 大原 國章

若年発症の症例 大原 國章
balloon cell melanoma 大原 國章
部位別アトラス 大原 國章
鑑別診断アトラス 大原 國章
Your Diagnosis ? 3月号の出題 井上 多恵，出光 俊郎
Your Diagnosis ! 1月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC：poststeroid panniculitis 桐生 美麿
即答組織診断！：曲分泌部 coiled secretory gland／曲真皮内汗管 

coiled intradermal duct 常深 祐一郎
コラム：垢も身のうち 小野 友道
コラム：市場を歩く 105：ゾーリンゲン　ブルグ城 金子 健彦
PhotoEssay 156：幹に咲く 塚谷 裕一
My favorite parks mini 62：フォレスト・イン昭和館 相馬 和子
 
Vol.14 No.04（4月号）
特集：フレッシャーズに贈る─皮膚科の基礎・実践，そして未来の描き方
責任編集：石黒 直子 
羅針盤：学生時代からフレッシャーズ時代，専門医後に続く大き
な流れを感じて！ 石黒 直子

総論：フレッシャーズ時代 ─過去，現在，そして近未来 石黒 直子
総説：皮疹のみかた，記載法の know-how 藤本 亘
総説：白癬の鏡検─まずこれを自信をもって行えるようになること！ 

  常深 祐一郎
総説：ダーモスコピー所見習得の know-how 田中 勝
総説：病理組織所見習得の know-how 檜垣 祐子，泉 美貴
総説：皮膚科の基本的な外用薬使用の know-how 竹中 祐子
総説：抗ヒスタミン薬使用の know-how 森田 栄伸
総説：皮膚科領域の内服抗菌薬，内服抗真菌薬使用の know-how  

  出来尾 格
総説：皮膚生検，手術基本技術習得の know-how 福屋 泰子
総説：当直時対応法の know-how 沢田 泰之
総説：外勤先での対応法の know-how─見逃してはならない疾患：
疥癬，白癬，梅毒など 石井 則久

重症薬疹に対する治療のテクニック 水川 良子
乾癬治療の実践的テクニック 多田 弥生
難治性下腿潰瘍に対する治療の実践的テクニック 立花 隆夫
悪性黒色腫に対する治療の実践的テクニック 門野 岳史
悪性リンパ腫（菌状息肉症）に対する治療の実践的テクニック  

  菅谷 誠
これだけは身につけておきたい接触皮膚炎の診断法 one point  

  伊藤 明子
これだけは身につけておきたい膠原病診断法の one point  

  石黒 直子
自分のキャリアをデザインしよう！ 蓮沼 直子
フレッシャーズ時代からやっていく自己体調管理法 上田 由紀子
学生時代，フレッシャーズ時代から知っておく，折れない・くじ
けない心の作り方 横田 仁子

新しい専門医制度から考える─これからのフレッシャーズ時代の
過ごし方 石河 晃

専門医後につながるこれからのフレッシャーズ時代の過ごし方
─大学勤務医編 ① 大山 学

専門医後につながるこれからのフレッシャーズ時代の過ごし方
─大学勤務医編 ② 高山 かおる

専門医後につながるこれからのフレッシャーズ時代の過ごし方
─病院勤務医編 河原 由恵

専門医後につながるこれからのフレッシャーズ時代の過ごし方
─開業医編 山川 有子

Your Diagnosis ? 4月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis ! 2月号の問題と解答 村田 哲
CPC：traumatized Clark’s nevus（dysplastic nevus） 
   玉田 伸二，田中 佐枝，小笹 喜丘
即答組織診断！：脂腺囊腫 steatocystoma 常深 祐一郎
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BookReview：「Dr.倉片の実践フットケアテクニック　DVDで学ぶ
たこ・うおのめの削り方／陥入爪の保存的治療／運動療法」 

   鈴木 啓之
コラム：尋常とは 小野 友道
コラム：市場を歩く106：パリ　エッフェル塔近くのサンドイッチ屋  

  金子 健彦
PhotoEssay 157：薹が立つ 塚谷 裕一

Vol.14 No.05（5月号）
特集：皮膚科領域の体表エコー─第四の眼として使いこなそう
責任編集：神戸 直智 
羅針盤：第四の眼として使いこなそう 神戸 直智
総論：皮膚科領域の体表エコー 山本 洋輔，若林 正一郎，神戸 直智
非炎症性粉瘤 吉岡 未里，末廣 敬祐
炎症性粉瘤 吉岡 未里，高田 紗奈美
石灰化上皮腫 若林 祐次郎，山本 洋輔
神経鞘腫 中川 誠太郎
被角血管腫 若林 正一郎
毛細血管拡張性肉芽腫 若林 正一郎
皮膚リンパ球腫 若林 正一郎，高田 紗奈美
皮膚線維腫 若林 正一郎
毛巣洞 山本 洋輔
脂肪腫 山本 洋輔
基底細胞癌 若林 祐次郎，末廣 敬祐
ケラトアカントーマ 若林 正一郎
有棘細胞癌 山本 洋輔
悪性黒色腫（腫瘤形成を認めない症例） 山本 洋輔
悪性黒色腫（腫瘤を伴う症例） 山本 洋輔
悪性黒色腫術後創部に生じた腫瘤に対して，エコーで転移巣と
肥厚性瘢痕の鑑別を行った症例 末廣 敬祐

乾癬の付着部炎 池田 啓
強皮症 中川 誠太郎
Front line：日立アロカメディカルの皮膚科領域に向けた超音波
診断装置 桒田 稔

Front line：超音波診断装置：Aplioシリーズの皮膚科領域への応用 
  多賀 雅美，平田 厚人，小林 康一

Front line：体表エコーに適した超音波診断装置とプローブ：
LOGIQシリーズ 神山 直久，佐藤 奈保美，谷口 雅美

Dermatological View：乾癬性関節炎評価のための関節エコーの
学び方 池田 啓

Dermatological View：この 10年を振り返って 大畑 恵之
さいごに：日常診療に欠かせない体表エコー─千葉大学の医療の
特色から 松江 弘之

Your Diagnosis ? 5月号の出題 松崎 大幸，江藤 隆史
Your Diagnosis ! 3月号の問題と解答 井上 多恵，出光 俊郎
CPC：皮膚平滑筋肉腫 岡 大五，塩見 達志
基本の Pathology：付属器腫瘍　⑥ 悪性腫瘍 今山 修平
即答組織診断！：グロムス腫瘍 glomus tumor 常深 祐一郎
コラム：薔薇色とはどんな色 小野 友道
コラム：市場を歩く 107：デュッセルドルフ　葉巻屋 金子 健彦
PhotoEssay 158：つつじ咲く 塚谷 裕一
My favorite parks mini 63：ドニャーナ国立公園 相馬 和子

Vol.14 No.06（6月号）
特集：美容皮膚科の「守・破・離」─今日から役立つ基礎・応用・
オリジナル

責任編集：須賀 康
羅針盤：美容皮膚科の守・破・離─進化する美容皮膚科サイエンス 

  須賀 康
総説：美容皮膚科の歴史 漆畑 修
総説：レーザー最新事情─ピコセカンドレーザーによる刺青，良
性色素性病変および皮膚リジュビネーション治療

   Henry HL Chan，Samantha Y Shek（翻訳監修：根岸 圭）

サリチル酸マクロゴールによるケミカルピーリング 
   上田 説子，大日 輝記
レーザー・機器治療 宮田 成章
美白剤 松永 佳世子，岡野 由利
香粧品によるしわ改善アプローチ 松永 由紀子
低出力QスイッチNd：YAGレーザーによる肝斑の治療 
   秋田 浩孝
フラクショナルレーザーの基礎理論 藤本 幸弘
フィラー注入療法の合併症とその対策 小室 裕造，石川 浩一
ボツリヌス毒素注射療法 佐藤 英明
IPLによる色素斑を主とした抗加齢皮膚治療─効果を高める 2段階
照射法 根岸 圭

ロングパルスNd：YAGレーザーを使用した爪疾患の治療 
   木村 有太子
フラクショナル RFを用いたニキビ治療の最前線 
   山本 有紀，上中 智香子
女性の薄毛治療─その分類と治療へのアドバイス 植木 理恵
レチノイン酸療法─その後の進展と応用 吉村 浩太郎
部分痩せは可能か─顔面，体幹，下肢の部分痩身と引き締め 
   中野 俊二
美容医家のための漢方薬治療─ビギナーに対するアドバイス 
   野本 真由美
美容医家のためのダーモスコピー 田中 勝
医療訴訟の現状と対策 小林 弘幸
美容医家のための接遇講座─患者タイプと対応法 玉田 伸二
食とアンチエイジング 志賀 ダニエラ
運動とアンチエイジング 山田 秀和
自律神経とアンチエイジング─腸内環境の重要性 小林 弘幸
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
CPC：円柱腫 cylindroma 安齋 眞一
基本の Pathology：感染症　①組織球／巨細胞の中の病原菌 
   今山 修平
即答組織診断！：（コゴイ）海綿状膿疱 spongiform pustule
（of Kogoj） 常深 祐一郎
コラム：指きり 小野 友道
コラム：市場を歩く 108：パリ　マルシェ（6） 金子 健彦
PhotoEssay 159：ウイルスと共生する 塚谷 裕一

Vol.14 No.07（7月号）
特集：飯塚一 セレクション─乾癬の多彩な側面と全身病態からみた
皮膚疾患

責任編集・著：飯塚 一 
羅針盤：乾癬の多彩な側面と全身病態からみた皮膚疾患 飯塚 一
乾癬治療のピラミッド計画 飯塚 一
尋常性乾癬の長期観察例 飯塚 一
線状配列を示す乾癬（linear psoriasis） 飯塚 一
小児期から経過観察している汎発性膿疱性乾癬 飯塚 一
抗 TNF-α製剤により誘発された皮膚病変 飯塚 一
壊死性血管炎を伴った家族性地中海熱 飯塚 一
インフラマソームと家族性地中海熱・TRAPS 飯塚 一
Behçet病の診断基準とHLA 飯塚 一
anorexia nervosaに合併した痛風結節 飯塚 一
サルコイドーシス─心病変と肝病変の合併例 飯塚 一
アミロイドーシス─沈着に伴う臓器障害 飯塚 一
ステロイド外用薬による顔面の接触皮膚炎─皮膚筋炎を疑われ
紹介された症例 飯塚 一

内臓逆位を伴った皮膚筋炎 飯塚 一
色素性痒疹─ペットボトル症候群とダイエット 飯塚 一
トリコチロマニア（抜毛癖）と寄生虫妄想 飯塚 一
supplement：乾癬の疫学と治療状況 飯塚 一
supplement：乾癬の病態 飯塚 一
supplement：乾癬の治療は本当に進歩しているのか？ 飯塚 一
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supplement：結核の年齢別，既感染率の推移 飯塚 一
supplement：自己免疫と自己炎症 飯塚 一
supplement：CD-CV仮説と CD-RV仮説 飯塚 一
Your Diagnosis ? 7月号の出題 井上 多恵，出光 俊郎
Your Diagnosis ! 5月号の問題と解答　 松崎 大幸，江藤 隆史
CPC：circinate and annular pustular psoriasis（再発性環状紅
斑様乾癬，環状膿疱性乾癬） 山本 明美

基本の Pathology：Small blue round cell tumor 今山 修平
即答組織診断！：表皮内上皮腫 intraepidermal （intraepithelial） 

epithelioma（Borst-Jadassohn），hidroacanthoma simplex
（Smith and Coburn型汗孔腫） 常深 祐一郎
コラム：小股の切れ上がった 小野 友道
コラム：市場を歩く109：トロント　セントローレンスマーケット（4）  

 金子 健彦
PhotoEssay160：花の色は移りにけりな 塚谷 裕一
My favorite parks mini 64：ブルックリン植物園 相馬 和子

Vol.14 No.08（8月号）
特集：ここまでわかった皮膚科領域のウイルス性疾患─ヘルペス
から新興ウイルス感染症まで

責任編集：今福 信一 
羅針盤：ウイルスとヒト 今福 信一
総論：ウイルス感染症の来し方と行く末─基本から新興ウイルス
感染症まで（本特集の読み方） 今福 信一

総説：ウイルス感染症を理解するためのウイルス学総論 渡辺 大輔
総説：ウイルス感染症を理解するための免疫学 川村 龍吉
総説：単純ヘルペスウイルスの宿主細胞性免疫回避機構 川口 寧
総説：発疹を来すウイルス感染症の診断─ウイルス学的検査の計
画と解釈 今福 信一

総説：ウイルス感染と予防─ワクチン総説 浅田 秀夫
新興ウイルス感染症 西條 政幸
ウイルス感染と薬疹─DIHSの現在 藤山 幹子
HIV感染症の現在 山本 政弘
性感染症の現在 安元 慎一郎
ここまでわかった免疫不全とウイルス感染症 今福 信一
最近の手足口病 古賀 文二，今福 信一
水痘ワクチン定期接種で流行はどう変わる？ 多屋 馨子
新生児ヘルペスの２例 宮地 素子，今福 信一
皮膚のサイトメガロウイルス感染症 堀江 千穂，塩原 哲夫
帯状疱疹 山本 剛伸
EBウイルス感染症 平井 陽至，山本 剛伸，三宅 智子，岩月 啓氏
STI重複感染を示した性器ヘルペス 小野 文武，松田 光弘
Your Diagnosis ? 8月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis ! 6月号の問題と解答　 村田 哲
CPC：リンパ管内組織球症 intralymphatic histiocytosis（ILH） 
   加来 洋
基本の Pathology：感染症　②角層内の菌 今山 修平
即答組織診断！：（細胞質内）封入体 （intracytoplasmic）inclusion 

body/ミルメシア myrmecia（ウイルス性疣贅 viral warts）  
  常深 祐一郎

BookReview：大原アトラス 2　皮膚付属器腫瘍 山本 明美
コラム：お歯黒─その 1 小野 友道
コラム：市場を歩く 110：パリ　マルシェ（7） 金子 健彦
PhotoEssay 161：横縞 塚谷 裕一

Vol.14 No.09（9月号）
特集：アレルギー性皮膚疾患の今がわかる！─動物モデルから見
えてきたこと

責任編集：椛島 健治 
羅針盤：皮膚の病態を動物モデルからみつめる 椛島 健治
総説：動物の皮膚アレルギー─疾患モデルとしての有用性 
   田中 あかね，種田 久美子，雨貝 陽介，松田 浩珍
総説：体表面バリアの進化と皮膚 久保 亮治

接触性皮膚炎 本田 哲也
マウスのアトピー性皮膚炎モデル 北垣 英樹，塩原 哲夫
乾癬 佐野 栄紀
重症薬疹 阿部 理一郎
亜鉛欠乏による皮膚炎 川村 龍吉
ペラグラ 杉田 和成
移植片対宿主病（GVHD）モデルマウス 宮川 史
円形脱毛症モデル動物 伊藤 泰介
尋常性天疱瘡 高橋 勇人
表皮水疱症 西江 渉
水疱性類天疱瘡 氏家 英之
Your Diagnosis ? 9月号の出題 江藤 隆史
Your Diagnosis ! 7月号の問題と解答 井上 多恵，出光 俊郎
CPC：乳児筋線維腫症（infantile myofibromatosis） 
   清原 隆宏，丸田 直樹，長谷川 稔
基本の Pathology：ケラトアカントーマ keratoacanthoma　①

SCCとの比較 今山 修平
即答組織診断！：縫合糸 suture thread  常深 祐一郎
コラム：お歯黒─その 2　お歯黒どぶ 小野 友道
コラム：市場を歩く 111：鶴岡　産直館 金子 健彦
PhotoEssay162：剥がれる 塚谷 裕一
My favorite parks mini 65：小平市　平櫛田中彫刻美術館　 
   相馬 和子

Vol.14 No.10（10月号）
特集：皮膚かたちアトラス
責任編集：常深 祐一郎・田中 勝  
羅針盤：百聞は一見に如かず 常深 祐一郎
atlas：これが dermatomeだ！ 多田 弥生
atlas：これが Blaschko線だ！ 多田 弥生
atlas：「多発（多数），少数」と「散在，集簇」はこのように使う！ 

  浅井 俊弥
atlas：「びまん性」「列序性」とはこういう状態だ！ 海老原 全
atlas：これが疥癬トンネルだ！ 浅井 俊弥
atlas：シラミはこんな格好をしている！ 夏秋 優
atlas：これが車軸状領域だ！ 緒方 大
atlas：これが色素ネットワークのかたちだ！（not crossing lines !）  

  田中 勝
atlas：脂漏性角化症のダーモスコピー像はこう推移する！
   皆川 茜，古賀 弘志
atlas：これが悪性黒色腫の非定型色素ネットワークだ！ 皆川 茜
atlas：汗孔腫はピンク色の規則的なネットワークをつくる！ 
   田中 勝
atlas：Bowen病では糸球体状血管が集簇性に分布する！ 岸 晶子
atlas：疥癬虫と疥癬トンネルは，ダーモスコピーでこうみえる！
   和田 康夫
atlas：これが菌様モザイクと衣類の繊維だ！ 常深 祐一郎
atlas：これが白癬菌だ！ 常深 祐一郎
atlas：これがカンジダだ！ 望月 隆，安澤 数史
atlas：癜風の菌糸と胞子，マラセチア毛包炎の胞子はこうみえる！ 

  清 佳浩
atlas：毛包虫は鏡検と組織ではこうみえる！ 出来尾 格，石崎 純子
atlas：これが毛母腫の好塩基性細胞だ！ 田中 勝
atlas：これが血管とリンパ管の像だ！ 川上 民裕
atlas：これが血管炎だ！ 陳 科榮
atlas：これが colloid body（Civatte body）と Kamino小体だ！
   伊東 慶悟
atlas：これが storiform patternと herringbone patternの違いだ！ 

  清原 隆宏
atlas：これが rippled patternと labyrinthine patternだ！ 
   清原 隆宏
atlas：これがヘルペスのGiemsa染色像と蛍光抗体染色像だ！ 
   西部 明子
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atlas：これがケラチン線維だ！ 山本 明美
atlas：これがケラトヒアリン顆粒だ！ 髙間 寛之，秋山 真志
atlas：これがデスモソームだ！ 石河 晃
atlas：これがヘミデスモゾームだ！ 鶴田 大輔
atlas：これが先天性表皮水疱症だ！ 髙間 寛之，秋山 真志
私のコツ：パーカーインクと同様に使用できる 5％シカゴスカイブルー
（ダイレクトブルー）液 藤田 繁

Your Diagnosis ? 10月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis ! 8月号の問題と解答 常深 祐一郎
CPC 村田 洋三
基本の Pathology：ケラトアカントーマ keratoacanthoma　② 増
殖期の組織所見 今山 修平

即答組織診断！：らせん腺腫　spiradenoma 常深 祐一郎
コラム：お歯黒─その 3　おあむ物語 小野 友道
コラム：市場を歩く 112：ニューヨーク　グリーンマーケット（4）  

  金子 健彦
PhotoEssay 163：実る 塚谷 裕一

Vol.14 No.11（11月号）
特集：脱毛症診療最前線─現場から学ぶコツとヒント
責任編集：大山 学 
羅針盤：脱毛症の今，そしてこれから─私的キャリアとのクロス
オーバー 大山 学

総論：脱毛症診療は新しいステージへ 大山 学
総説：円形脱毛症に対する抗ヒスタミン薬使用の理論的背景 
   伊藤 泰介
総説：円形脱毛症に対する局所免疫療法 齊藤 典充
総説：男性型脱毛症治療─フィナステリドの先にあるもの 乾 重樹
総説：原発性瘢痕性脱毛症のマネジメントのノウハウ 内山 真樹
総説：原因遺伝子が LIPHではない先天性乏毛症・縮毛症はどの
ようなものか 下村 裕

重症円形脱毛症に対するステロイドパルス療法 佐藤 美聡
acute diffuse and total alopecia（ADTA） 茶谷 彩華
ステロイド局注だけで略治した全頭性円形脱毛症 角田 梨沙
長期罹患全頭性円形脱毛症患者に対するステロイド内服治療の効
果の実際 細川 僚子

汎発性円形脱毛症に対するエキシマライト療法の有効性 
   野見山 朋子，荒川 幸保，加藤 則人
円形脱毛症と鑑別が困難であった皮膚 T細胞リンパ腫 
   松本 奈央子
C型肝炎に対するインターフェロン治療により脱毛症状が急性増
悪した円形脱毛症 八代 聖，伊勢 美咲

薬剤性脱毛症─高プロラクチン血症による脱毛症 植木 理恵
薬剤性脱毛─イマチニブの病態への関与を考えた lichen planus/

lichen planopilaris 伊東 可寛
休止期脱毛患者をいかに安心させるか─ hair ball法の有用性
   馬場 裕子
Dermatological View：脱毛症診療におけるダーモスコピーの活
用法：脱毛症の病態を見極めるためのテクニック 伊勢 美咲

Dermatological View：脱毛症の病態を正確に知るための皮膚生
検戦略 渡辺 絵美子

Your Diagnosis ? 11月号の出題 山田 朋子
Your Diagnosis ! 9月号の問題と解答 江藤 隆史
CPC：結節性筋膜炎（nodular fasciitis） 福本 隆也

基本の Pathology：全層異型／非定型 full thickness atypia 
   今山 修平
即答組織診断！：皮溝 sulci superficiales，色素性母斑 melano-

cytic（pigmented）nevus 常深 祐一郎
コラム：ヘボン博士の下肢切断術と義足 小野 友道
コラム：市場を歩く 113　ロンドン　キオスク（2） 金子 健彦
PhotoEssay 164：生き延びる 塚谷 裕一
My favorite parks mini 66：並河靖之七宝記念館庭園 相馬 和子

Vol.14 No.12（12月号）
特集：Nippleに注目！─乳頭・乳輪の皮膚疾患を診るときの注意点
責任編集：福田 知雄 
羅針盤：「Nippleに注目！」執筆にあたって　 福田 知雄
総説：皮膚科で扱う乳頭，乳輪疾患の種類と注意点 福田 知雄
総説：nippleの解剖・生理，nippleの疾患と診断の注意点　  

  井本 滋，千葉 知宏
総説：形成外科からみた nippleの正常・異常 継 渉，三鍋 俊春
乳頭・乳輪のDarier病 加藤 峰幸
Fordyce状態 大原 國章
乳輪周囲にみられた固定薬疹 牛込 悠紀子
アトピー性皮膚炎に伴う nipple dermatitis  

  大槻 マミ太郎，荒川 七恵，佐藤 佐由里
メトロニダゾールゲルによる接触皮膚炎症候群
   太田 多美，田宮 紫穂，馬渕 智生
Kaposi水痘様発疹症 佐藤 典子
乳頭の梅毒 大原 國章
尖圭コンジローマ 佐藤 佐由里，佐伯 葉子，大槻 マミ太郎
hyperkeratosis of nipple and areola
   西村 千尋，五味 博子，早川 和人
erosive adenomatosis of the nipple  

  小原 芙美子，石河 晃，鷲崎 久美子
adenoma of the nipple 加藤 峰幸
乳頭部の軟性線維腫および皮膚線維腫 成田 陽子
乳暈に生じた皮膚平滑筋腫  

  清水 香，梅澤 慶紀，大野 優，伊東 慶悟，中川 秀己
乳房原発の横紋筋肉腫 内田 理美，舩越 建
乳暈部の clear cell acanthoma 大原 國章，上田 由紀子
乳頭の apocrine poroma 井上 義彦，大原 國章
乳頭の母斑細胞母斑 大原 國章
右乳頭部に生じた Bowen病 中村 仁美，大畑 恵之
乳頭部に生じた基底細胞癌 青笹 尚彦，門野 岳史
乳房 Paget病 牛込 悠紀子
乳輪部の黒褐色局面を呈した乳癌  

  堀川 弘登，梅垣 知子，舩越 建，田中 勝
男性乳癌 舩越 建
ミニアトラス 大原 國章
Your Diagnosis ? 12月号の出題 江藤 隆史
Your Diagnosis ! 10月号の問題と解答 村田 哲
即答組織診断！：中毒性表皮壊死症 /中毒性表皮壊死融解症　

toxic epidermal necrolysis（TEN） 常深 祐一郎
コラム：喫煙警告表示いろいろ 小野 友道
コラム：市場を歩く 114　ニューヨーク　グリーンマーケット（5）  

 金子 健彦
PhotoEssay 165：角が取れる 塚谷 裕一


