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再発 788
細静脈 534
細動脈 534
細胞質内顆粒 1126
細胞内顆粒 1150
嗄声 922
酸化染毛剤 274
算定要件 369
し
歯科金属 278
色素血管母斑症 1012
色素失調症 750
色素性 Spitz母斑 1114
色素沈着 1212
シクロスポリン 364
止血 336
自己抗体 14，18
指趾炎 450
指尖部皮膚潰瘍 32
湿疹 1108
自動化法 891
死亡原因 1260
脂肪細胞 166
車軸状 1124
集合リンパ管 534
重症筋無力症 586
重症熱傷 376
重症薬疹 385
自由神経終末 1130
手指壊疽 64
樹枝状血管 1118
手術 342
手術器具 336
手掌 1236

手掌小結節 1201
腫瘍性疾患腫瘤 1098
腫瘤 1098
消化管内視鏡 606
消化管病変 38
小丘疹 1098
上口唇 1046
松脂 252
小手術 340
症状詳記 369
小水疱 701，729
掌蹠膿疱症 240，468，703
上腸間膜動脈閉塞 1201
小児皮膚筋炎 1198
初期硬結 900，904，908
初期対応 385
職業性アレルギー性接触皮膚炎 264
職業性接触皮膚炎 272
植皮 1046
褥瘡 710
触知性紫斑 725
真菌検査 347
真菌培養 347
神経型 1232
神経症状 1034
神経梅毒 934，936
神経皮膚黒色症 1034
神経分泌細胞 1130
人工爪 1204
唇紅のmelanosis 1054
深在性エリテマトーデス（LEP）  

 1214，1220
尋常性白斑 172
新生児エリテマトーデス 1195
新生児ヘルペス 780
迅速検査法 838
診断 385，838
心病変 38
腎病変 38
深部静脈血栓症 1226
深部浸潤 184
深部損傷 372
蕁麻疹様血管炎 62，1144
診療ガイドライン 358
診療録 354
す
推奨度 358
水疱 671，691，725
水疱性エリテマトーデス 687
水疱型膿痂疹 683
水疱性類天疱瘡 710，721
スクリーニング 896
頭痛 1232
ステロイド 606
ステロイド外用薬 360
ステロイド軟膏 48
ステロイドパルス療法 1254
スライドカルチャー 1122
ストロベリーパターン 1112
せ
青灰色領域 1118
性感染症 774，780，886，896

性器ヘルペス 780，786，792，794， 
 799，830，838

生検 342
性交 922
青色母斑 986，1038
成長期毛 1136，1138
生物学的製剤 501，506
セクキヌマブ 465
接合部皮膚炎 962
接触皮膚炎 244，254，268，360，962
接着剤 262
線維化 14，28
線維増生 186
尖圭コンジローマ  

 804，814，816，820，832，844
漸減毛 1110
線香 250
線状 IgA皮膚症 687
線状皮膚炎 729
全身性エリテマトーデス（SLE） 1192，
  1195，1206，1217，1220，1260
全身性強皮症 24，28，32
全身性クロムアレルギー 246
全身型コバルトアレルギー 260
全身性接触皮膚炎 256
先天性心ブロック 1195
先天性母斑 129，1036
そ
爪囲紅斑 66
造影MRI 482
臓器症状 936
爪甲萎縮 1204
爪甲縦溝 1204
爪甲脱落 1204
桑実状 146
爪床 1140
爪上皮出血（点） 18，66
爪母 1140
粟粒大 1096
た
ダーモスコピー 468，912，1108
第 1期梅毒 906，908
第 3期梅毒 930
体軸性脊椎関節炎 465
帯状浸潤（band-like infiltration） 96
対称性多関節炎型 460
大腸炎 582
タイトジャンクション 1128
第 2期梅毒 920，922
大脳状 154
多核巨細胞 166
タキサン 56
タクロリムス軟膏 48
多形紅斑 725
多結節性 144
ダスト 1240
脱顆粒 534
脱毛 1220，1224
多発性単神経炎 72
多発性 Becker母斑 1018
炭酸ガスレーザー 810，1046
単純 X線写真 470
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単純ヘルペスウイルス 788
丹毒 396，735
ち
チウラムミックス 280
虫刺症 710
中心臍窩 667
中毒疹 390
腸炎 606
腸管型 1229
腸管粘膜の肥厚 580
長期投与 1210
長期フォロー 1198
蝶形紅斑 1206
重複感染 896
治療 385，792
治療管理 1234
治療推奨 496
つ
ツツガムシ病 400
爪周囲 1036
爪病変 450
爪扁平苔癬 278
て
低色素性 161
デスモグレイン 675
電気メス 1046
電撃傷 376
点状黒子様 149
点状集簇性 149
伝染性膿痂疹 679
臀部膿皮症 691
添付文書 356
臀部ヘルペス 788
天疱瘡 662，675，679，683，1142
と
透過型電子顕微鏡 1148
凍結療法 352
凍瘡 70
疼痛 792
糖尿病 54，710
動物咬傷 372
トータルダメージ 799
な
軟属腫小体 1120
に
日光 128
日光角化症 96，1112
ニボルマブ 574，576，586，590，594
乳頭状 146
ね
熱傷 710
粘液水腫性苔癬 52
粘膜 190
粘膜斑 900，920
粘膜病変 1002
の
膿痂疹 675
膿疱 691
は
梅毒 836，886，891，904，928，932，936
梅毒血清反応 886
梅毒性肝炎 914

梅毒性脱毛症 924
梅毒性直腸炎 936
梅毒性天疱瘡 932
梅毒性バラ疹 910
梅毒 2期疹 910，912
ハイドロキノン（HQ） 1212
排尿障害 790
肺病変 38
稗粒腫 721
白血球核破砕性血管炎 725
白癬 1122
白斑 596
橋本病 584
播種性ヘルペス 786
パッチテスト 250，254，258，274，284
パラベン 254
バルジ 1136
斑  1090
斑状局面 986
汎発性限局性強皮症 44
半米粒大 1096
ひ
ピアス 258
鼻腔 190
菱形構造 1116
皮疹 598，886
非対称性色素性毛孔 1116
非対称性少関節炎型 458
ビタミン B12製剤 260
ピットフォール 340
ヒトパピローマウイルス 820
ヒドロキシクロロキン（HCQ） 1206,
  1210，1212，1214，1217，1254
皮内結節 1236
皮内小結節 1190
皮膚潰瘍 64
皮膚筋炎 66，68，962，1217
皮膚硬化 44，50，56，58
皮膚糸状菌 1122
皮膚腫瘍 352
皮膚生検 334，340
皮膚動脈炎 1144
皮弁 1046
肥満細胞 1150
眉毛部 1044
ビューラー 280
標的状病変 725
表皮下水疱 697，710，719
表皮好性 308
表皮水疱症 710
表皮内空胞 1166
表皮囊腫 180
びらん 1104
病理診断 342
ふ
複合型 129
浮腫性紅斑 671，1094
付属器好性 308
付着部炎 450，454，476
プレドニゾロン 574
プレメラノソーム 1152
プロゾーン現象 906

分離母斑 156
分類 126
へ
ヘアカラー 274
平滑筋母斑 1022
閉塞性動脈硬化症 76
ペニシリン 886，932
ヘミデスモゾーム 719
辺縁不整 1100
変形性関節炎 491
変形性関節症 494
変形性手指関節症 494
変遷 1260
扁平コンジローマ 912
扁平苔癬 284，1106
扁平苔癬様角化症 96
扁平母斑 1026
ほ
蜂窩織炎 396，735
膨疹 1094
帽針頭大 1096
包皮 156
防腐剤 270
保険診療 369
骨  176
母斑 128
母斑細胞母斑 1038
ホルムアルデヒド 276
ホルモン補充 584
ま
マスト細胞 1150
末梢関節炎 454
末梢循環障害 70
末梢神経炎 1190
末梢動脈疾患 74
マムシ咬傷 372
マルチターゲット療法 1190，1254
慢性外陰痛（vulvodynia） 794
み
ミノサイクリン塩酸塩 400
む
無菌性髄膜炎 790
ムチランス型関節炎 462
無痛性横痃 908
め
メチルイソチアゾリノン /メチルクロロ
イソチアゾリノン 270

メラノーマ 1034，1152
メラノサイト 1152
メラノソーム 596
メルケル細胞 1148
免疫介在性肺臓炎 600
免疫グロブリン 1124
免疫蛍光染色 687
免疫再構築症候群 1254
免疫チェックポイント阻害薬  

 558，568，580，616
免疫抑制剤 1254
も
毛球部 1136
毛直径不均一 1110
毛包 1136
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Visual Dermatology Vol.15 （2016） Index

月号別タイトル一覧

Vol.15 No.01（1月号）
全身性強皮症とその鑑別疾患－より早期に，正確に診断するために
責任編集：長谷川 稔
羅針盤：膠原病診療における皮膚科医の役割 長谷川 稔
総論：全身性強皮症とその鑑別疾患 長谷川 稔
総説：全身性強皮症の診断と分類 浅野 善英
総説：全身性強皮症にみられる自己抗体 濱口 儒人
総説：全身性強皮症の皮膚硬化 神人 正寿
総説：全身性強皮症の血管病変 茂木 精一郎
総説：全身性強皮症の内臓病変 小寺 雅也
全身性強皮症との鑑別を要した汎発性限局性強皮症 吉崎 歩
好酸球性（びまん性）筋膜炎 沖山 奈緒子，古田 淳一，藤本 学
硬化性萎縮性苔癬 尾山 徳孝
皮膚硬化型GVHD 高嶋 渉，長谷川 稔
硬化性粘液水腫 石井 良征
後頸部に限局して発症した浮腫性硬化症 村山 直也，宇谷 厚志
薬剤性の皮膚硬化 簗場 広一
POEMS症候群 大谷 翼伶，林 周次郎，濱崎 洋一郎，籏持 淳
原発性 Raynaud病 牧野 貴充
全身性エリテマトーデス 池田 高治
混合性結合組織病（MCTD） 新井 達
皮膚筋炎 村瀬 千晶，室 慶直，秋山 真志
抗 ARS抗体症候群 松下 貴史
Sjögren症候群 片山 一朗
血管炎 川上 民裕
末梢動脈疾患 中西 健史
Buerger病 森田 明理，古橋 卓也，加藤 裕史
Your Diagnosis ?：1月号の問題 常深 祐一郎
Your Diagnosis !：11月号の問題と解答 山田 朋子
CPC：疥癬（scabies） 阿南 隆
基本の Pathology：表皮の悪性腫瘍に対する帯状浸潤 今山 修平
即答組織診断！：尋常性疣贅 verruca vulgaris 常深 祐一郎
コラム：市場を歩く 115：ニューヨーク　グリーンマーケット（6）  

  金子 健彦
コラム：たばこを喫むにもほどがある 小野 友道
My favorite parks mini 67：クレラー・ミューラー美術館  

  相馬 和子
PhotoEssay 166：黒光りする 塚谷 裕一

Vol.15 No.02（2月号）
色素性母斑のすべて①
責任編集・著：大原 國章  
羅針盤：「色素性母斑のすべて①」執筆にあたって 大原 國章
大きさによる分類 大原 國章
母斑と日光（後天性の母斑） 大原 國章
先天性母斑の病理型 大原 國章
Ackerman分類 大原 國章
Spitz母斑 Spitz nevus 大原 國章
顆粒状の母斑 大原 國章
桑実状，乳頭状の病型 大原 國章
点状集簇性母斑（点状黒子様母斑 speckled lentiginous nevus）  

  大原 國章
疣贅状母斑 verrucous nevus 大原 國章
大脳状母斑 cerebriform neyus 大原 國章
分離母斑 divided nevus 大原 國章
低色素性の母斑 大原 國章
母斑細胞の形態 大原 國章
neurotization，neuroid change 大原 國章
Sutton 母斑 大原 國章
骨を含む母斑 大原 國章
表皮囊腫の併存する例 大原 國章
毛包炎を伴う例 大原 國章
巨大母斑（深部浸潤性） 大原 國章
desmoplastic nevus 線維増生性母斑 大原 國章
proliferative nodule 大原 國章
粘膜の母斑 大原 國章
Your Diagnosis ?：2月号の問題 村田 哲
Your Diagnosis !：12月号の問題と解答 江藤 隆史
CPC：Darier病（Darier’s disease） 渡邉 荘子，田中 勝
即答組織診断！：discoid lupus erythematosus円板状エリテマ
トーデス 常深 祐一郎

コラム：ハンセン病の潜伏期　チンパンジー「ハルナ」の場合  
  小野 友道

コラム：市場を歩く 116：ゾーリンゲン ブルグ城（2） 金子 健彦
PhotoEssay 167：凍てつく 塚谷 裕一

毛包一致性 1015，1026
毛包炎 182
毛包好性 308
や
薬剤性 56
薬剤性間質性肺炎 600
薬剤性腸炎 580
薬剤性肺障害 574
薬剤性腸炎 580
薬剤性肺障害 574
薬疹 1166
薬物療法 356
ゆ
有害事象 568

有棘細胞癌 96
有芯小胞 1148
優性栄養障害型表皮水疱症 715
疣贅状母斑 152
有病率 446
よ
幼児期 1198
痒疹型 715
ら
ラノリンアルコール 242
ランゲルハンス細胞 1128，1146
ランゲルハンス細胞微小膿瘍 1166
り
リウマチ因子 482

リツキシマブ 72
リポフスチン 1240
両側性 Becker母斑 1018
両側性太田母斑 1003
鱗屑 1102，1108
る
類天疱瘡 662，1142
ループ 942
ループス血管炎 62
ろ
ロジン 252
ロゼットサイン 1120
ロングパルスNd：YAGレーザー 810
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Vol.15 No.03（3月号）
アレルゲン解説書̶ジャパニーズスタンダードアレルゲン
（2015）
責任編集：松永 佳世子  
羅針盤：接触皮膚炎の診療は謎解きと落とし穴の連続
　─パッチテストは強い味方 松永 佳世子
特別座談会─今こそパッチテストを！  
足立 厚子，伊藤 明子，関東 裕美，鈴木 加余子，中田 土起丈，
矢上 晶子，松永 佳世子

硫酸ニッケル 永井 晶代，松永 佳世子
ラノリンアルコール 鷲崎 久美子
フラジオマイシン硫酸塩 齋藤 健太，松永 佳世子
重クロム酸カリウム 伊藤 崇
カインミックス 伊藤 明子
香料ミックス 小林 束，松永 佳世子
ロジン 足立 厚子
パラベンミックス 安藤 亜希，鈴木 加余子
ペルーバルサム 関東 裕美
金チオ硫酸ナトリウム 鶴田 京子
塩化コバルト 足立 厚子
p-tert-ブチルフェノール -ホルムアルデヒド樹脂  

  安部 千佳，鈴木 加余子，松永 佳世子
エポキシ樹脂 小野田 裕子，永井 晶代，松永 佳世子
カルバミックス 峠岡 理沙，加藤 則人
黒色ゴムミックス 岩田 洋平，松永 佳世子
イソチアゾリノンミックス 西岡 和恵
メルカプトベンゾチアゾール /メルカプトミックス 高山 かおる
パラフェニレンジアミン 伊藤 明子
ホルムアルデヒド 沼田 茂樹，岩田 洋平，松永 佳世子
チメロサール 関東 裕美
チウラムミックス 鷲崎 久美子
ウルシオール 大迫 順子，清水 奈美，鶴田 大輔
塩化第二水銀 鶴田 京子
Dermatological View：パッチテスト反応を正しく判定しよう！  

  鈴木 加余子
コラム：チンパンジーの人権─ハルナの場合 小野 友道
Your Diagnosis ?：3月号の問題 中村 哲史
Your Diagnosis !：1月号の問題と解答 常深 祐一郎
ディベート：皮膚血管炎診断における Chapel Hill 分類にもの申
す 川名 誠司

基本の Pathology：汗腺好性（浸潤）syringotropism / syringo-
tropic， 毛包好性（浸潤）folliculotropism / folliculotropic，
付属器好性（浸潤）adnexotropism / adnexotropic，⇄表皮好
性（浸潤）epidermotropism / epidermotropic 今山 修平

即答組織診断！：皮膚混合腫瘍 mixed tumor of the skin  
（軟骨様汗管腫 chondroid syringoma） 常深 祐一郎
コラム：市場を歩く 117：千住 葱商 金子 健彦
My favorite parks mini 68：国営昭和記念公園の日本庭園  

  相馬 和子
PhotoEssay 168：伏兵 塚谷 裕一
 
Vol.15 No.04（4月号）
皮膚科の落とし穴回避・超克マニュアル　Especially For 

Freshers
責任編集：梅林 芳弘 
羅針盤：成功譚に対峙するもの 梅林 芳弘
皮膚生検の“陥穽”─生検禁忌の疾患は？ 梅林 芳弘
皮膚科小手術の“陥穽” 中村 泰大，今村 太一
生検・小手術におけるその他の“陥穽” 梅林 芳弘
病理診断の“陥穽” 安齋 眞一
真菌直接鏡検法の“陥穽” 山田 梓，比留間 政太郎
凍結療法の“陥穽” 神﨑 美玲
診療録の“陥穽” 田邉 昇

添付文書の“陥穽” 田邉 昇
診療ガイドラインの“陥穽” 梅林 芳弘
外用療法の“陥穽” 野口 奈津子，梅林 芳弘
内服療法の“陥穽” 井上 多恵
保険診療の“陥穽” 玉木 毅
外傷，動物咬傷の“地雷” 高橋 和宏
熱傷の“地雷” 能登 舞，梅林 芳弘
アナフィラキシー・血管浮腫という“地雷” 伊藤 周作
薬疹という“地雷” 水川 良子
ウイルス感染症の“地雷” 塚原 理恵子，出光 俊郎
壊死性筋膜炎という“地雷” 梅本 尚可，出光 俊郎
ツツガムシ病という“地雷” 竹之下 秀雄
疥癬という“地雷” 和田 康夫
参考図書案内 梅林 芳弘
Your Diagnosis ?：4月号の問題 常深 祐一郎
Your Diagnosis !：2月号の問題と解答 村田 哲
ディベート：Chapel Hill 分類に賛成の立場で 川上 民裕
CPC 玉田 伸二，田中 佐枝
即答組織診断！：形質細胞 plasma cell 常深 祐一郎
Book Review： 皮膚疾患ベスト治療　臨床決断の戦略・エビデンス 

  塩原 哲夫
コラム：中原中也は掌

てのひら

の詩人？ 小野 友道
コラム：市場を歩く 118：築地市場（2）　豆問屋 金子 健彦
PhotoEssay 169：質感 塚谷 裕一

Vol.15 No.05（5月号）
乾癬性関節炎が分かる !─多角的アプローチで早期診断を
責任編集：梅澤 慶紀 
羅針盤：乾癬性関節炎を特集するにあたって 梅澤 慶紀
総説：乾癬性関節炎の疫学 山本 俊幸
総説：乾癬性関節炎の臨床症状の特徴 衛藤 光
乾癬性関節炎─遠位関節炎型 九穂 尚子，梅澤 慶紀，中川 秀己
乾癬性関節炎─非対称性少関節炎型 上嶋 祐太，江藤 隆史
乾癬性関節炎─対称性多関節炎型 小川 英作，奥山 隆平
乾癬性関節炎─ムチランス型 佐藤 純子，梅澤 慶紀，中川 秀己
多剤の生物学的製剤に治療抵抗性を示した，強直性脊椎炎型乾癬
性関節炎  
  飛田 璃恵，川上 洋，室 繭子，阿部 名美子，大久保 ゆかり

SAPHO症候群 照井 正
総説：乾癬性関節炎の画像所見（単純 X線写真・MRI）  

  福田 健志，梅澤 慶紀，中川 秀己，福田 国彦
総説：乾癬性関節炎の画像所見（PET-CT・関節エコー）  

  佐野 栄紀
リウマチ因子陽性乾癬患者に発症した関節炎  

  浅井 令奈，梅澤 慶紀，簗場 広一，朝比奈 昭彦，中川 秀己，
   福田 健志，福田 国彦
化膿性関節炎と診断された乾癬性関節炎 千葉 美紀，梅澤 慶紀，
   簗場 広一，朝比奈 昭彦，中川 秀己，福田 国彦
乾癬性関節炎のMRIによる治療評価 林 玲華，林 光葉，
   簗場 広一，梅澤 慶紀，朝比奈 昭彦，
   中川 秀己，福田 健志，福田　国彦
乾癬患者に生じる関節痛─ PsA以外の関節症状や画像検査で異常
所見を認めない症例など  
  百瀬 まみ，梅澤 慶紀，簗場 広一，朝比奈 昭彦，中川 秀己

Heberden結節 衛藤 光
総説：乾癬性関節炎の治療戦略 岸本 暢将
総説：乾癬性関節炎の患者にどの生物学的製剤を選択するか  

  朝比奈 昭彦
乾癬性関節炎のインフリキシマブ治療例 渡部 大輔，遠藤 幸紀
乾癬性関節炎のアダリムマブ治療例 益田 浩司，加藤 則人
乾癬性関節炎のMTX治療例 前島 英樹
Dermatological View：乾癬性関節炎のスクリーニングと重症度
評価 森田 明理
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Your Diagnosis ?：5月号の問題 原 みずき，江藤 隆史
Your Diagnosis !：3月号の問題と解答 中村 哲史
ディベート：皮膚血管炎診断における Chapel Hill 分類にもの申
す─川上先生の反論に対する意見 川名 誠司

基本の Pathology：好酸球　①血管壁への浸潤 今山 修平
即答組織診断！ :肉様膜 tunica dartos 常深 祐一郎
Book Review:WHAT’S NEW in 皮膚科学 2016-2017  

  藤本 学
コラム： ある通信簿─故郷は遠し 小野 友道 
コラム：市場を歩く 119：ヴェトナム ホテルの朝食 金子 健彦
My favorite parks mini 69：アムステルダム国立美術館  

  相馬 和子
PhotoEssay 170：森を食べる 塚谷 裕一

Vol.15 No.06（6月号）
免疫チェックポイント阻害薬の irAE
責任編集：吉野 公ニ
羅針盤：いまだからこそ冷静に免疫チェックポイント阻害薬と向き
合おう 吉野 公二

総説：悪性黒色腫における薬物療法の展望 吉野 公二
総説：基礎からみた免疫チェックポイント阻害薬の効果と有害事象 

  大塚 篤司
総説：実臨床からみた免疫チェックポイント阻害薬の効果と有害事象 

  藤澤 康弘
ニボルマブによる薬剤性肺障害  

  平田 佳子，平井 郁子，谷 哲夫，舩越 建
インフリキシマブを使用した間質性肺炎 今福 恵輔，吉野 公二
ニボルマブ投与時に大腸炎を発症した症例 山口 慶，吉野 公二
インフリキシマブを使用した大腸炎 新井 崇，入澤 亮吉
甲状腺機能異常 田中 亮多
ニボルマブ投与後に生じた重症筋無力症と横紋筋融解症  

  白井 拓史，宇原 久
イピリムマブの使用により発症したGrade 3の肝障害  

  栗山 春香，福島 聡
ニボルマブによる腎障害 田中 文，生長 久仁子，清原 英司， 

  種村 篤，金田 真理，片山 一朗
血小板減少性紫斑病 要石 就斗，大塚 篤司
白斑 中村 泰大，寺本 由紀子，浅見 友梨
乾癬 大塚 幹夫
呼吸器内科からみた間質性肺炎 大熊 裕介
IC関連腸炎のマネジメント 西川 佳孝，野村 基雄，松本 繁巳
内分泌内科からみた甲状腺機能異常・1型糖尿病 岡田 麻里奈
感染症内科からみた腸炎，間質性肺炎，肝障害に対する取り組み  

  関谷 紀貴
Your Diagnosis ?：6月号の問題 村田 哲
Your Diagnosis !：4月号の問題と解答 常深 祐一郎
ディベート：皮膚血管炎診断における Chapel Hill 分類にもの申す
─ 5月号 川名先生の意見への返答 川上 民裕

CPC：dysplastic nevus with severe atypia/melanoma in situ  
  伊東 慶悟

即答組織診断！：皮膚線維腫 dermatofibroma 常深 祐一郎
Short Report：poromaのダーモスコピー所見：33例の検討  

  白井 暁子，伊東 慶悟，石地 尚興，中川 秀己
コラム：サルバルサン物語 小野 友道
コラム：市場を歩く120：東京の食卓 金子 健彦
PhotoEssay 171：海面下で 塚谷 裕一

Vol.15 No.07（7月号）
似たもの同士：目で見る鑑別診断 2016─水疱性病変編
責任編集：鶴田 大輔 
羅針盤：「似たもの同士」のDNAを継承して 鶴田 大輔
総論：水疱性病変 鶴田 大輔
後天性表皮水疱症 vs Kaposi水痘様発疹症  

  藤本 徳毅，加太 美保，田中 俊宏
Stevens-Johnson症候群 vs抗ラミニンγ1類天疱瘡  

  堤 美穂，峠岡 理沙，加藤 則人
落葉状天疱瘡 vs 水疱性膿痂疹 山上 淳
尋常性天疱瘡 vs 伝染性膿痂疹 谷村 裕嗣，中丸 聖，清原 隆宏
伝染性膿痂疹 vs 尋常性天疱瘡 越智 安奈，藤本 亘
線状 IgA水疱症 vs 水疱性エリテマトーデス  

  尾山 徳孝，高嶋 渉，長谷川 稔
Duhring疱疹状皮膚炎 vs 臀部膿皮症  

  駒倉 啓大，立石 千晴，鶴田 大輔
持久性隆起性紅斑 vs palisaded neutrophilic granulomatous   

 dermatitis 中島 英貴
自家感作性皮膚炎 vs 小水疱性類天疱瘡 西江 渉
水痘再感染 vs 虫刺症 山本 明美
掌蹠膿疱症 vs 異汗性湿疹 西原 春奈，森田 明理
抗ラミニン 332型粘膜類天疱瘡 vs neutrophilic dermatosis of 

the palms 森田 栄伸，村田 将，今岡 かおる
水疱性類天疱瘡 vs 表皮水疱症 vs 糖尿病性水疱 vs 褥瘡 vs 虫刺症 

vs 熱傷 石河 晃
優性栄養障害型表皮水疱症（痒疹型） vs 結節性痒疹  

  赤坂 英二郎，滝吉 典子，中野 創，澤村 大輔
接合部型表皮水疱症（non-Herlitz型） vs 水疱性類天疱瘡  

  髙橋 彩，玉井 克人，片山 一朗
後天性表皮水疱症 vs 水疱性類天疱瘡  
黒川 晃夫，穀内 康人，大塚 俊宏，兪 明寿，森脇 真一，橋本 隆

IgA血管炎 vs 多形紅斑 柳原 茂人
顆粒状 C3皮膚炎 vs 線状皮膚炎 vs クラゲ皮膚炎 濱本 千晶
アミロイドーシス vs 虫刺症 vs 皮膚白血病 vs 浮腫による水疱  
武市 拓也，秋山 真志，奥山 隆平，山本 俊幸，柳原 茂人，山元　修

壊死性筋膜炎 vs 丹毒 飯野 志郎，長谷川 稔
Your Diagnosis ?：7月号の問題 常深 祐一郎
Your Diagnosis !：5月号の問題と解答 原 みずき，江藤 隆史
基本の Pathology： 好酸球　②表皮への浸潤：好酸球性海綿状態 

eosinophilic spongiosis 今山 修平 
即答組織診断！：atopic dermatitis アトピー性皮膚炎  
  常深 祐一郎

Book Review： 皮膚科診断をきわめる 目を閉じて診る，もうひと
つの診断学 梅林 芳弘

コラム：お天道さま見て俺
おら

ないた　熊本地震に遭遇 小野 友道
コラム：市場を歩く 121：パリ　マルシェ（8） 金子 健彦
My favorite parks mini 70：アヌシーのヨーロッパ公園  

  相馬 和子
PhotoEssay 172：鱗をかぶる 塚谷 裕一

Vol.15 No.08（8月号）
皮膚科で診る STI①　HSV, HPV, HIV感染症
責任編集：渡辺 大輔 
羅針盤：性感染症は皮膚科の基本 渡辺 大輔
総論：STIを見逃さない！─病原体，症状から届出まで 渡辺 大輔
総説：STIとしてのHSV感染症 今福 信一
播種性感染がみられた性器ヘルペス 渡辺 大輔
臀部ヘルペス 安元 慎一郎
Elsberg症候群 山本 剛伸
再発性性器ヘルペスによる下肢痛 松尾 光馬
総説：痛いから性器ヘルペスではない！外陰部痛を来す疾患  

  塩田 敦子
総説：性器ヘルペス患者の診察技法 澤村 正之
総説：STIとしてのHPV感染症 石地 尚興
イミキモドによる巨大尖圭コンジローマの治療 竹之下 秀雄
レーザーによる疣贅治療 三石 剛
活性型ビタミンD3製剤が著効した尖圭コンジローマ  

  富田 央澄，長田 厚，塚本 克彦
尖圭コンジローマ：エトレチナート内服治療 大仁田 亜紀，
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   大久保 佑美，内藤 愼二，田場 充，一ノ宮 愛，石丸 志帆子
陰茎尖圭コンジローマの親子例  

  春日井 一葉，渡辺 大輔，飛梅 基，本多 靖明
bowenoid papulosis 清水 晶
総説：HIV/AIDS総論 斎藤 万寿吉
HIV合併性器ヘルペス  

  安村 涼，宮城 拓也，山口 さやか，高橋 健造
HIV合併尖圭コンジローマ：巨大尖圭コンジローマの症例  

 岩本 大旭，重原 一慶，八重樫 洋，井戸田 一朗，笹川 寿之，溝上 敦
HIV合併梅毒 木下 綾子，高森 建二，須賀 康
Dermatological View：イムノクロマト法を用いた HSV迅速検
査キットによる性器ヘルペスの診断 早川 潤

Dermatological View：HPVワクチンによる尖圭コンジローマの
予防 三石 剛

Your Diagnosis ?：8月号の問題 加倉井 真樹
Your Diagnosis !：6月号の問題と解答 村田 哲
CPC：増殖性筋膜炎（proliferative fasciitis） 桐生 美麿
即答組織診断！：ヘイリー・ヘイリー病 Hailey-Hailey disease， 
ダリエー病 Darier disease，尋常性天疱瘡 pemphigus vulgaris 
  常深 祐一郎

コラム：黄色い嘴，青い尻 小野 友道
コラム：市場を歩く 122：バンコク 乾物屋 金子 健彦
PhotoEssay 173：メリハリをつける 塚谷 裕一

Vol.15 No.09（9月号）
皮膚科で診る STI②　梅毒─ the great imitator
責任編集：渡辺 大輔  
羅針盤：梅毒─ the great imitator 渡辺 大輔
総説：STIの最近の動向 小泉 祐介，山岸 由佳，三鴨 廣繁
総説：梅毒検査 up-to-date 菅原 万理子，石井 則久
総説：早期梅毒の診療の実際 up-to-date 尾上 智彦
総説：梅毒と他の STIの重複感染 松田 光弘，小野 文武
総説：口腔・咽頭梅毒 余田 敬子
梅毒初期硬結 浅井 俊弥
硬性下疳 小池 且弥，金田 和宏
無痛性横痃 尾上 泰彦
バラ疹 川瀬 正昭，江藤 隆史
扁平コンジローマ─典型例と左足首の症例 池田 英里，田中 勝
丘疹性梅毒 竹内 綾乃
悪性梅毒 中川 誠太郎，宮川 健彦
梅毒性アンギーナ（1）  

  藤村 悠，吉岡 巌，菊地 慶介，竹澤 裕之，佐藤 英嗣
梅毒性アンギーナ（2） 佐伯 圭介
梅毒性脱毛症 福井 智久，原田 研，中野 創，澤村 大輔
梅毒性乾癬 田中 了，藤本 亘
ゴム腫 工藤 万里，澤本 幸子，渡辺 晋一
先天性梅毒 堀越 裕歩
神経梅毒 加瀬 貴美
Dermatological View：梅毒による全身症状─皮膚以外の臓器症
状について 柳澤 如樹

Dermatological View：感染症は届出を！ 砂川 富正
Your Diagnosis ?：9月号の問題 原 みずき，江藤 隆史
Your Diagnosis !：7月号の問題と解答 常深 祐一郎
基本の Pathology：海綿状態にみえる空胞変性 Spongiosis-

appearing Vacuolar Degeneration 今山 修平
即答組織診断！：尋常性乾癬 psoriasis vulgaris 常深 祐一郎
Book Review：大原アトラス  3  皮膚悪性腫瘍 中村 泰大
コラム：ナイセル事件 小野 友道
コラム：市場を歩く 123：ニューヨーク　グリーンマーケット（7）  

  金子 健彦
My favorite parks mini 71：東洋文庫の中庭 相馬 和子

PhotoEssay 174：変化咲き 塚谷 裕一

Vol.15 No.10（10月号）
色素性母斑のすべて②
責任編集・著：大原 國章  
羅針盤：「色素性母斑のすべて②」執筆にあたって 大原 國章
青色母斑 blue nevus 大原 國章
結節性の青色母斑 大原 國章
衛星病巣を伴う青色母斑 大原 國章
combined nevus 合併母斑 大原 國章
太田母斑 大原 國章
太田母斑の粘膜病変 大原 國章
両側性太田母斑 大原 國章
後天性真皮メラノサイトーシス acquired dermal melanocytosis
（ADM） 大原 國章
伊藤母斑 大原 國章
太田母斑と伊藤母斑の合併 大原 國章
色素血管母斑症 phacomatosis pigmentovascularis 大原 國章
Becker母斑 大原 國章
Becker母斑（両側性，多発性） 大原 國章
太田母斑と Becker母斑の合併 大原 國章
Becker母斑と平滑筋母斑（平滑筋過誤腫 smooth muscle hamartoma）
の合併例 大原 國章

好発部位 大原 國章
扁平母斑 大原 國章
Recklinghausen病（neurofibromatosis type 1：NF1） 大原 國章
巨大母斑 giant nevus 大原 國章
mélanoses neurocutanées 神経皮膚黒色症 大原 國章
爪周囲の先天性母斑 大原 國章
眼瞼縁の青色母斑，母斑細胞母斑 大原 國章
眉毛部の母斑 大原 國章
上口唇の母斑の治療 大原 國章
唇紅のmelanosis 大原 國章
Your Diagnosis ?：10月号の問題 常深 祐一郎
Your Diagnosis !：8月号の問題と解答 加倉井 真樹
CPC：神経核内封入体病（neuronal intranuclear inclusion 

disease：NIID） 塩見 達志
即答組織診断！：細胞質内封入体 intracytoplasmic inclusion  

body 常深 祐一郎
コラム：いれずみと入浴（1） 小野 友道
コラム：市場を歩く 124：ニューヨーク キオスク（2） 金子 健彦
PhotoEssay 175：突起でできた皮 塚谷 裕一

Vol.15 No.11（11月号）
皮膚かたちアトラス②
責任編集：常深 祐一郎，田中 勝 
羅針盤：最重要所見にストレートにアプローチ！ 田中 勝
斑とはこういう状態のことだ！ 中里 信一，清水 宏
局面とはこういう概念だ！ 中里 信一，清水 宏
浮腫性紅斑と膨疹は違う！ 杉田 和成，山元 修
帽針頭大，粟粒大とはこういう大きさだ！ 安部 正敏
小丘疹，丘疹，結節，腫瘤はこのように使い分ける！ 柳原 茂人
境界不明瞭と辺縁不整は意味が違う！  

  米澤 栄里，楠谷 尚，鶴田 大輔
鱗屑にも形容詞をつけよう！ 安元 慎一郎
びらんと潰瘍，もちろん違いが分かりますよね！  

  木下 幸恵，大迫 順子，鶴田 大輔
扁平苔癬のWickham線条はこうみえる！ 古賀 弘志
乾癬と湿疹の鱗屑の違いはダーモスコピーで見分ける！  

  坪光 知子，田中 勝
円形脱毛症と男性型脱毛症はここが違う！ 乾 重樹
これが日光角化症のストロベリーパターンだ！ 皆川 茜
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starburst patternはこのように変化する！ 出来尾 格
顔の悪性黒色腫はこうみえる！ 小松 広彦，田中 勝
これをみたら基底細胞癌を疑え！ 名嘉眞 武国，名嘉眞 健太
伝染性軟属腫にも特徴がある！ 外川 八英
これが白癬のスライドカルチャーだ！ 安澤 数史
これが形質細胞だ！ 常深 祐一郎
これが肥満細胞だ！ 常深 祐一郎
ランゲルハンス細胞はここにいる！ 久保 亮治
これがメルケル細胞だ！ 三浦 圭子
クチクラ細胞と孔細胞を見分けよう！ 伊東 慶悟
これが intraepidermal epitheliomaだ！ 清原 隆宏
これが毛の正常構造だ！ 大山 学
これが円形脱毛症の組織像だ！ 大山 学
これが爪の構造だ！ 齋藤 昌孝
水疱症の蛍光抗体法はこう読む！ 山上 淳
血管炎の蛍光抗体法はこう読む！ 川上 民裕
電子顕微鏡でランゲルハンス細胞はこうみえる！ 久保 亮治
電子顕微鏡でメルケル細胞はこうみえる！ 山元 修
電子顕微鏡で肥満細胞はこうみえる！ 山本 明美
電子顕微鏡でメラノサイトはこうみえる！ 石河 晃
Your Diagnosis ?：11月号の問題 村田 哲
Your Diagnosis !：9月号の問題と解答 原 みずき，江藤 隆史
基本の Pathology：表皮内の，単球が詰まった，丸い大きな空胞
←ランゲルハンス細胞微小膿瘍 Langerhans cell microabscess  
  今山 修平

即答組織診断！：筋肉 muscle　 常深 祐一郎
コラム：いれずみと入浴（2） 小野 友道
コラム：市場を歩く 125：パリ　立食パーティ 金子 健彦
My favorite parks mini 72：モダーヴ城 相馬 和子
PhotoEssay 176：わくらば 塚谷 裕一

Vol.15 No.12（12月号）
衛藤 光セレクション－エリテマトーデスとその周辺　心に残る
症例集

責任編集：衛藤　光 
羅針盤：エリテマトーデス診療再考 衛藤 光
重症型皮疹を呈した全身性エリテマトーデスの長期フォロー例  

  衛藤 光
典型的な環状紅斑を呈した Sjögren症候群の長期観察例 衛藤 光

新生児エリテマトーデス 衛藤 光
幼児期発症の皮膚筋炎 新井 達，衛藤 光
劇症型抗リン脂質抗体症候群が疑われた一例  

  白井 京美，新井 春枝，衛藤 光
人工爪装着によってQOLが改善した爪甲病変  

  新井  春枝，浅井 寿子，衛藤 光，西山 茂夫
全身性エリテマトーデスの蝶形紅斑 衛藤 光
ヒドロキシクロロキンが奏効した円板状エリテマトーデス  

  新井 達，衛藤 光
全身性エリテマトーデスの難治性円板状エリテマトーデス型皮疹  
─色素沈着にハイドロキノンが奏効した例 赤池 智子，衛藤 光

深在性エリテマトーデス 衛藤 光，江藤 隆史
Sjögren症候群と皮膚筋炎 衛藤 光
xanthomatous reactionとびまん性脱毛症 衛藤 光
円板状エリテマトーデス 新井 達，衛藤 光
血管型 Behçet病 中野 敏明，衛藤 光
腸管型 Behçet病 中野 敏明，衛藤 光
神経型 Behçet病 中野 敏明，衛藤 光
Behçet病の治療管理─眼病変を中心に 中野 敏明，衛藤 光
手掌や手指の皮内小結節をみたら 新井 達，衛藤 光
黄色腫型反応 新井 春枝，新井 達，浅井 寿子，衛藤 光，西山 茂夫
膠原線維アタック型反応 新井 春枝，新井 達，百瀬 葉子，
   菅谷 和枝，浅井 寿子，衛藤 光，西山 茂夫
全身性エリテマトーデスの新旧分類基準について 衛藤 光
エリテマトーデス診療におけるステロイドの使い方 衛藤 光
全身性エリテマトーデス（SLE）死亡原因の変遷  

  新井 達，衛藤 光，新井 春枝，西山 茂夫
黄色腫型反応と血管障害  

  新井 春枝，菅谷 和枝，新井 達，衛藤 光，西山  茂夫
Your Diagnosis ?：12月号の問題 山根 理恵，江藤 隆史
Your Diagnosis !：10月号の問題と解答 常深 祐一郎
即答組織診断！：フィブリンの析出 fibrin deposition 常深 祐一郎
コラム：猫狂想曲（1） 小野 友道
コラム：市場を歩く126：パリ マルシェ（9） 金子 健彦
PhotoEssay 177：戸外に咲く 塚谷 裕一


