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Vol.16 No.1（1月号）
口腔粘膜病変からわかる疾患 20─口腔内の異常シグナルを見逃
すな！

責任編集　清島 真理子
羅針盤：口腔粘膜の発する異常シグナルを見逃すな 清島 真理子
総論：口腔粘膜のみかたをマスターしよう 清島 真理子
粘膜型尋常性天疱瘡 周 円
後天性表皮水疱症 守屋 智枝，周 円，加納 宏行，清島 真理子
抗 BP180 型粘膜類天疱瘡 

  藤井 麻美，水谷 陽子，清島 真理子，石井 文人，橋本 隆
全身性エリテマトーデス 新井 達
固定薬疹 高木 肇，伊藤 満，大橋 優文
Stevens-Johnson 症候群（SJS）/ 中毒性表皮壊死症（TEN） 

  松山 かなこ，徳住 正隆，周 円，加納 宏行，清島 真理子
抗癌剤による粘膜症状 市橋 直樹
扁平苔癬 加納 宏行，丹羽 宏文，飯田 一規，小林 一博
歯科金属による金属アレルギー 鶴田 京子，杉浦 一充
開口部プラズマ細胞症 高橋 智子
Behçet 病 水谷 陽子
帯状疱疹に伴う口腔粘膜病変 小野 文武
手足口病 馬場 直子
梅毒 斎藤 万寿吉
ステロイド内服中の口腔粘膜カンジダ症 

  長谷川 智仁，中山 麻美，清島 真理子
oral melanotic macule 

  永井 美貴，秦 舞子，加藤 元一，石丸 京子，有本 幸恵， 
  馬場 政司，岩田 仁，石丸 純一

Peutz-Jeghers 症候群 伊藤 満，大橋 優文，高木 肇
悪性黒色腫 大塚 幹夫
有棘細胞癌 神谷 秀喜
口腔粘液囊腫 市來 善郎，清島 真理子
Photo Essay 178：地衣類 塚谷 裕一
コラム：猫狂想曲（2） 小野 友道
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
My favorite parks mini 73 ：都立小金井公園 相馬 和子
即答組織診断！：乾酪壊死 caseous [caseation] necrosis 

  常深 祐一郎
市場を歩く 127 ：パリ　マルシェ（10） 金子 健彦
基本の Pathology：表皮内の，なめらかな輪郭の丸い大きな空胞

←花瓶のような vase-like / vase sign 今山 修平

Vol.16 No.2（2月号）
自己と対峙する皮膚疾患の治療と病態─皮膚エリテマトーデス，
中條 - 西村症候群を中心に

責任編集　古川 福実
羅針盤：自己探しの旅路 古川 福実
総説：ヒドロキシクロロキン上市─その歴史 横川 直人
総説：ヒドロキシクロロキンが有効な皮疹，無効な皮疹 池田 高治
皮膚エリテマトーデスのダプソン治療例 三木田 直哉，古川 福実
タクロリムス外用有効例 吉益 隆，古川 福実
カモフラージュ（メディカルメイクアップ）施術例 

  山本 有紀，西願 三起子，恩地 菊乃
総説：中條 - 西村症候群 金澤 伸雄
エカルディ・グティエール症候群（家族性凍瘡様ループス）の父子

例─当初中條 - 西村症候群を疑った症例 
  花見 由華，山本 俊幸，金澤 伸雄，三嶋 博之，木下 晃， 
  吉浦 孝一郎

トシリズマブが有効な中條 - 西村症候群の小児例 石川 智朗
ボルテゾミブによる薬疹の 2 例 大塚 幹夫

抗核抗体高値を伴った中條 - 西村症候群─本疾患における自己抗
体出現のまとめ 稲葉 豊，国本 佳代，金澤 伸雄，古川 福実

Sjögren 症候群─腺組織を障害する自己免疫疾患の皮膚科学的ア
プローチ 片山 一朗

自己免疫疾患としての尋常性白斑 戸倉 新樹，藤山 俊晴
円形脱毛症 中村 元信
血管内皮細胞 川上 民裕
光線過敏症と自己抗原 福永 淳
免疫チェックポイント阻害剤と irAE 大塚 篤司
寒冷刺激 長谷川 稔
Photo Essay 179：知られぬ原料 塚谷 裕一
コラム：梅毒の「梅」 小野 友道
Your Diagnosis?：2 月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis!：12 月号の問題と解答 山根 理恵，江藤 隆史
即答組織診断！：コレステリン（コレステロール）結晶 

cholesterin (cholesterol) crystal 常深 祐一郎
市場を歩く 128 ：東京の食卓（2） 金子 健彦
CPC：ケラトアカントーマ，成熟期病変／ケラトアカントーマ様

有棘細胞癌／クレーター状疣贅 安齋 眞一

Vol.16 No.3（3月号）
新生児の皮膚病
責任編集　日野 治子，川上 理子
羅針盤：新生児期の皮膚変化は？ 日野 治子
総論：新生児の皮膚の特色と生理的変化，スキンケア 川上 理子
乳児脂漏性湿疹 吉田 和恵，新関 寛徳
新生児痤瘡 川上 理子
臍肉芽腫 日野 治子
Adnexal polyp of neonatal skin 日野 治子
新生児皮下脂肪壊死症 村田 哲
新生児エリテマトーデス 衛藤 光，朝日 律子
サーモンパッチ，Unna 母斑 川上 理子
毛細血管奇形を伴う症候群─ MCAP/PROS など─ 倉持 朗
苺状血管腫 桒野 嘉弘
太田母斑，異所性蒙古斑，青色母斑 岸 晶子
扁平母斑とカフェ・オ・レ斑 太田 有史
先天性皮膚欠損症 日野 治子
副耳，耳瘻孔 岡部 圭介，貴志 和生
色素失調症 石河 晃
X 連鎖性劣性魚鱗癬 後藤 克修，武市 拓也，秋山 真志，伊藤 有美
先天性表皮水疱症（EBS with migratory circinate erythema） 

  熊谷 宜子，梅垣 知子，久保 亮治
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群（SSSS） 小川 浩平
新生児ヘルペス 岡地 奈津子，渡辺 大輔
先天性皮膚カンジダ症 望月 隆
出生前診断について 夏賀 健
コラム：コロンビアで夢を絶たれた大学生を悼む 小野 友道
Photo Essay 180：枝々を飾る 塚谷 裕一
My favorite parks mini （最終回）75 ：明治神宮の森 相馬 和子
Your Diagnosis?：3 月号の出題 山田 朋子
Your Diagnosis!：1 月号の問題と解答 常深 祐一郎
即答組織診断！：小皮縁（クチクラ）cuticle 常深 祐一郎
市場を歩く 129 ：マカオ　イエズス会記念広場 金子 健彦
基本の Pathology：搔破の組織像　①表皮損傷 今山 修平

Vol.16 No.4（4月号）
フレッシャーズ必読！日本各地の皮膚病からみた皮膚科診療の醍
醐味─皮膚科センスの磨き方─

責任編集　高橋 健造
羅針盤：これまでの皮膚科の仕事と，若き皮膚科医のこれから． 

月号別タイトル一覧
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  高橋 健造
総論：全国どこからでも発信できる，皮膚科の魅力 高橋 健造
中條 - 西村症候群の姉弟例─和歌山の奥深くから世界に発信─ 

  金澤 伸雄
すべてはここから始まった！食物アレルギーの経皮感作を裏付け

た加水分解コムギ含有石鹸によるアレルギー 
  森田 栄伸，千貫 祐子

2 つの美食（牛肉・カレイの魚卵）に惹起されるアレルギーとマダ
ニ咬傷 千貫 祐子，森田 栄伸

横浜中華街と湘南サーファーに共通する納豆アレルギー─クラゲ
に刺されると納豆が食べられなくなる？─ 猪又 直子

薬剤性過敏症症候群（DIHS） 藤山 幹子
カネミ油症とダイオキシン痤瘡─遠い時代・遠い国からのメッ

セージ─ 三苫 千景
秋田の creeping disease と八郎潟のシラウオ 石河 軌久

“乾癬に効く”温泉（北海道 豊富温泉）─患者を知る─ 小林 仁
ライム病（北海道） 橋本 喜夫，本間 大
さわるな危険！温暖化で北上する沖縄の海洋危険生物 

  内海 大介，高橋 健造
沖縄発，スミスリンが効かないアタマジラミ 

  山口 さやか，高橋 健造
結核ともハンセン病とも違う皮膚抗酸菌症：ブルーリ潰瘍 

  福澤 正男，宮本 友司，石井 則久
見逃していませんか？ 21 世紀でも発症するハンセン病 

  山口 さやか，金澤 伸雄，高橋 健造
沖縄発，メラノーマと見紛う水虫？：黒癬 

  山口 さやか，高橋 健造
北九州のタールによる皮膚がん 中村 元信
西と東でまったく異なる成人 T 細胞白血病 / リンパ腫（ATL）─

皮膚科医の眼がリンパ腫の予後を左右する─ 戸倉 新樹
宮古・琉球諸島に多発するカポジ肉腫と血管肉腫 

  粟澤 遼子，大平 葵，高橋 健造
名医になれる？ 神輿コブ 浅井 俊弥
世界に誇る太藤病：好酸球性膿疱性毛包炎 野村 尚史，椛島 健治
地方中核病院における皮膚科診療科の成功例からのメッセージ 

  北島 康雄
地方大学学長・病院長からみた皮膚科 島田 眞路
市中病院長の立場から臨床科としての皮膚科を検証する 宮地 良樹
研究重視型臨床病院における皮膚科診療：そのプレゼンス向上を

めざして 戸田 憲一
地域医療支援病院で皮膚外科を駆使して！ 田村 敦志
どうやって皮膚科のポジションを病院の中でキープするのか 

  和田 康夫
病院勤務・大学院の経験は開業しても役に立つ！ 谷岡 未樹
コラム：覗き見はなくならない 小野 友道
Photo Essay 181：かごを編む 塚谷 裕一
市場を歩く 130 ：パリ　マルシェ（11） 金子 健彦
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：Basal cell carcinoma ，infundibulocystic type 

  玉田 伸二，田中 佐枝，佐々木 富美子
即答組織診断！：コロイド小体 colloid body（シバット小体 

Civatte body） 常深 祐一郎

Vol.16 No.5（5月号）
プロが知っておくべき外用剤の選び方と使い方
責任編集　大谷 道輝
編集委員より：大谷道輝先生とともに歩んで 江藤 隆史
羅針盤：外用剤の混合・稀釈と江藤隆史先生との出会い 大谷 道輝
総論：外用剤の基剤・剤形の基礎知識 大谷 道輝
総説：局方ワセリンとサンホワイト ® ，何が違う？ 赤羽 喜文
総説：プラスチベース 眞部 遥香

総説：水溶性基剤とゲル基剤の違い 山浦 克典
総説：親水クリームと吸水クリームの違い 溝神 文博
総説：酸化亜鉛を含む外用剤 篠崎 聡
総説：注意すべき添加物 福田 英嗣
総説：「塗布」と「塗擦」の違い 大谷 道輝
総説：重層療法と密封療法 門野 岳史，山田 大資
総説：塗りやすさと降伏値 北河 修治
総説：塗布量定量化ツール：FTU の使い方と注意点 宮地 良樹
総説：ルリコナゾール爪外用液とエフィナコナゾール爪外用液

～病型と重症度別の適応，経口薬との使い分け～ 常深 祐一郎
総説：尋常性痤瘡治療薬の選び方と使い方 中村 理沙絵，林 伸和
総説：活性型ビタミン D3 外用薬と配合外用剤の選び方と使い方 

  多田 弥生
総説：保険診療からみた注意点 五十嵐 敦之
コラム：ステロイド外用剤の開発の経緯 大谷 道輝
コラム：ヒドロキノン軟膏をつくろう！─軟膏の作り方─ 大谷 道輝
Photo Essay 182： 蒼に咲く 塚谷 裕一
コラム：梅毒学における野口英世の功績─土肥慶蔵の講演から─ 

  小野 友道
Your Diagnosis?：5 月号の出題 森 愛里，江藤 隆史
Your Diagnosis!：3 月号の問題と解答 山田 朋子
市場を歩く 131 ：パリ　マルシェ（12） 金子 健彦
即答組織診断！：神経線維腫 neurofibroma 常深 祐一郎
基本の Pathology：搔破の組織像 ②結合織露出 今山 修平
Book Review：「ファーマナビゲーター　にきび治療薬編」 

  山本 明美

Vol.16 No.6（6月号）
皮膚科医が知っておくべき爪のケアと治療
責任編集　福田 知雄
羅針盤：「皮膚科医が知っておくべき爪のケアと治療」企画編集に

あたって 福田 知雄
総説：爪のみかたと診察の進め方 福田 知雄
総説：爪でわかる健康状態 福田 知雄
総説：知っておくべきメディカルネイルケア 高山 かおる
総説：知っておくべきコスメティックネイルケア 萩原 直見
総説：ネイルアートによる皮膚障害 岡村 理栄子
総説：靴の選び方 𠮷本 錠司
総説：エキスパートに聞く，爪真菌症の診断と治療 仲 弥
総説：エキスパートに聞く，陥入爪の治療とコツ 齋藤 昌孝
総説：エキスパートに聞く，爪乾癬の治療とコツ 寺木 祐一
総説：エキスパートに聞く，抗がん剤による爪障害と対処法
   須山 孝雪
総説：小児の爪甲色素線条と成人の爪メラノーマの鑑別─究極の

鑑別点は？─ 大原 國章
総説：エキスパートに聞く，爪の病理のみかた 東 禹彦
Photo Essay 183：ゴボウ　すれ違い 塚谷 裕一
コラム：無辜（むこ） 小野 友道
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！：脂腺 sebaceous gland 常深 祐一郎
市場を歩く 132 ：マカオ　ホテルの朝食 金子 健彦
CPC：心筋浸潤を伴う魚鱗癬様菌状息肉症（Ichthyosiform 

mycosis fungoides with cardiac involvement） 加来 洋

Vol.16 No.7（7月号）
診断基準を満たさないとき，どうする？
責任編集　神人 正寿
羅針盤：「診断基準を満たさないとき，どうする？」特集編集にあ

たって 神人 正寿
総論：診断基準の最近の傾向 牧野 貴充
Stevens-Johnson 症候群および中毒性表皮壊死症 
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  加藤 健一，小豆澤 宏明，片山 一朗
汎発性膿疱性乾癬 藤田 英樹
血管炎 浅井 純
神経線維腫症 1 型 吉田 雄一
悪性黒色腫 面高 俊和，古賀 弘志
Sézary 症候群 宮垣 朝光
好酸球増多症候群 東 直人
類天疱瘡 氏家 英之
強皮症 谷口 隆志
皮膚筋炎 桃原 真理子，室 慶直，秋山 真志
抗リン脂質抗体症候群 山本 雄一
関節症性乾癬 山本 俊幸
サルコイドーシス 松田 智子，植田 郁子，神戸 直智，岡本 祐之
色素性乾皮症 辻本 昌理子，錦織 千佳子
Photo Essay 184：国産のハイビスカス 塚谷 裕一
コラム：コロンブスの卵（1）土肥慶蔵のラジオ放送から 小野 友道
Your Diagnosis?：7 月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis!：5 月号の問題と解答 森 愛里，江藤 隆史
即答組織診断！：全分泌 holocrine secretion 常深 祐一郎
市場を歩く 133 ：久留米　鰻屋 金子 健彦
基本の Pathology：搔破の組織像 ③搔破が残す変化 今山 修平

Vol.16 No.8（8月号）
エリテマトーデスをきわめる─ SLE エンサイクロペディア
責任編集　小寺 雅也
羅針盤：膠原病診療の OrchestraConductor を目指して 

  小寺 雅也
総論：SLE：診断から治療の over view 小寺 雅也
頰部紅斑 藤本 学
斑状丘疹状ループス 宇都宮 慧，長谷川 稔
SCLE（環状紅斑） 門野 岳史
SCLE（乾癬様紅斑） 川﨑 ゆりか，石川 武子，多田 弥生
円板状ループス 浅野 善英，市村 洋平
深在性ループス 濱口 儒人
凍瘡状ループス 藤本 徳毅
肥厚性ループス 簗場 広一，小寺 雅也
結節性皮膚ループスムチン症 新井 達
水疱性ループス 吉崎 歩
Raynaud 現象，肢端紫藍症 山内 恵，神人 正寿，尹 浩信
リベド 茂木 精一郎
蕁麻疹様血管炎，蕁麻疹様紅斑 岩田 洋平
血管炎型皮疹 川上 民裕
日光過敏 桃原 真理子，室 慶直，秋山 真志
口腔内潰瘍 沖山 奈緒子
脱毛（ヒドロキシクロロキンにて改善をみた例） 福山 雅大，大山 学
ループス腎炎 林 宏樹
中枢神経ループス 廣畑 俊成
SLE に伴う心血管イベント，肺高血圧症 川口 鎮司
SLE に伴う消化管病変 坂野 章吾
SLE の眼病変 小島 隆司
SLE に伴う血液障害 桑名 正隆
免疫抑制薬：ベッドサイドでの注意点 田中 住明
ヒドロキシクロロキン 池田 高治
市場を歩く 134 ：ローマ カンポ デ フィオーリ市場 金子 健彦
Photo Essay 185：黴びる 塚谷 裕一
コラム：コロンブスの卵（2）土肥慶蔵のラジオ放送から 小野 友道
Your Diagnosis?：8 月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis!：6 月号の問題と解答 村田 哲
即答組織診断！：アポクリン（汗）腺 aqocrine (sweat) gland 

  常深 祐一郎
Book Review：「 大原アトラス 4  皮膚外科手術アトラス」 

  宮崎 孝夫

Vol.8 No.9（9月号）
皮膚疾患に有効性を示す内服薬─その効果と注意点─
責任編集　飯塚 一
羅針盤：皮膚科診療における内服薬の進歩とその課題 飯塚 一
総説：副腎皮質ステロイド内服と感染症 飯塚 一
総説：アプレミラストと乾癬 飯塚 一
総説：乾癬治療のピラミッド計画　2017 飯塚 一
総説：皮膚科におけるシクロスポリン療法の位置づけ 

  岸本 恵美，大槻 マミ太郎
総説：頑固な瘙痒に対する内服薬：レミッチを中心に 

  冨永 光俊，加茂 敦子，高森 建二
総説：帯状疱疹関連痛の診断と治療 間宮 敬子，塚原 嘉子
円板状エリテマトーデス：ヒドロキシクロロキン 谷川 瑛子
ヒドロキシクロロキンの薬理作用 谷川 瑛子
全身性強皮症の手指潰瘍：ボセンタン 浅野 善英
ボセンタンの薬理作用 浅野 善英
IgA bullous dermatosis：ジアフェニルスルホン 

  阿部 敏郎，石井 文人，名嘉眞 武国
ジアフェニルスルホンの薬理作用 

  阿部 敏郎，石井 文人，名嘉眞 武国
色素性痒疹：ミノサイクリン，ジアフェニルスルホン 松村 由美
ミノサイクリン／ジアフェニルスルホンの薬理作用 松村 由美
好酸球性膿疱性毛包炎（EPF）：インドメタシン 野村 尚史
インドメタシンの薬理作用 野村 尚史
乾癬：エトレチナート 多田 弥生 
エトレチナートの薬理作用 多田 弥生 
皮膚 T 細胞リンパ腫：ボリノスタット 藤田 英樹，宮垣 朝光
ボリノスタットの薬理作用 藤田 英樹，宮垣 朝光
男性型脱毛症：デュタステリドとフィナステリド 常深 祐一郎
コラム：ミノキシジル 常深 祐一郎
デュタステリドとフィナステリドの薬理作用 常深 祐一郎
乳児血管腫：プロプラノロール（ヘマンジオルシロップ） 佐々木 了
プロプラノロールの薬理作用 佐々木 了
ブリッジング試験と Adaptive seamless phase Ⅱ / Ⅲ design 

  飯塚 一
市場を歩く 135 ：ローマ 肉屋 金子 健彦
Photo Essay 186：水から出る 塚谷 裕一
コラム：やぶ医者 小野 友道
即答組織診断！：肉芽腫 granuloma 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：9 月号の出題 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：面皰 / コメド comedo　面皰 / コメド壊死

Comedo necrosis 今山 修平
Book Review：「大原アトラス 4  皮膚外科手術アトラス ｣ 

  松下 茂人

Vol.16 No.10（10月号）
瀬戸山 充セレクション─態（カタチ）とともに歩む
責任編集・著 瀬戸山 充
編集委員より：「瀬戸山 充セレクション」推薦のことば 大原 國章
羅針盤：必然形としての態（カタチ）をよむ 瀬戸山 充
皮膚の悪性リンパ腫─この多彩な皮膚症状─ 瀬戸山 充
特異な組織像を呈した悪性黒色腫 瀬戸山 充
長期のステロイド投与と関連したプロトテコーシス 瀬戸山 充
ある漢方薬局による不適切治療で死への転帰をとった落葉状天疱

瘡 瀬戸山 充
医原性 Cushing 症候群を来した尋常性乾癬 瀬戸山 充
生物学的製剤使用中に発症した Merkel 細胞癌 瀬戸山 充
塩酸セフォチアム（CTM）によるアナフィラキシー反応を呈した

接触蕁麻疹症候群 瀬戸山 充
メトトレキサート関連リンパ球増殖性疾患 瀬戸山 充
熱傷を伴ったリケッチア感染症（日本紅斑熱） 瀬戸山 充
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いわゆる targetoid hemosiderotic hemangioma（hobnail 
hemangioma）─紛らわしい病名は早く改訂を─ 瀬戸山 充

男性副乳癌 瀬戸山 充
Langerhans cell histiocytosis の 2 例 瀬戸山 充
Porokeratotic eccrine ostial and dermal duct nevus の 2 例 

  瀬戸山 充
市場を歩く 136 ：ローマ　露天商 金子 健彦
Photo Essay 187：苔むす 塚谷 裕一
コラム：ヒアリハット 小野 友道
即答組織診断！：マラセチア Malassezia 常深 祐一郎
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
CPC：成人 Still 病（adult-onset Still’s disease） 清原 隆宏

Vol.16 No.11（11月号）
痒み十人十色─がんこな痒みの仕組みと対処法
責任編集 室田 浩之
羅針盤：痒み、十人十色。 室田 浩之
アトピー性皮膚炎の痒み 室田 浩之，片山 一朗
皮膚瘙痒症の痒み 室田 浩之
痒疹の痒み 佐藤 貴浩
透析の痒み 衣笠 えり子
肝疾患の痒み 石氏 陽三
悪性腫瘍随伴性瘙痒症の痒み 太田 朝子，中川 幸延，室田 浩之
水疱症の痒み 立石 千晴，鶴田 大輔
蕁麻疹の痒み 中川 幸延
乾皮症の痒み 越智 沙織，片山 一朗
膠原病の痒み 濱﨑 洋一郎，權守 隆
乾癬の痒み 小宮根 真弓，大槻 マミ太郎
疥癬の痒み 浅井 俊弥
十人十色の痒みの自覚症状を言葉で表現する方法 

  奥田 英右，室田 浩之，片山 一朗
痒みの主観的な評価方法 竹内 聡
痒みの客観的な評価方法：加速度計と搔破音解析 

  水谷 仁，山中 恵一，野呂 雄一
痒みの QOL 評価手法と労働生産性 

  髙橋 彩，室田 浩之，片山 一朗
末梢の痒み 冨永 光俊，加茂 敦子，高森 建二
中枢の痒み 石氏 陽三
慢性化した痒みのメカニズム 白鳥 美穂，津田 誠

「痒みは伝染する」って本当？ 石氏 陽三
コラム：痛みが痒みになるアロネーシスとは？ 松本 晃
コラム：長期ステロイド外用で痒みが強くなることがある？ 

  山浦 克典
コラム：夜間に痒みが出やすいのはなぜ？ 安東 嗣修
コラム：温もると痒くなるのはなぜ？ 

  田原 真由子，室田 浩之，片山 一朗
コラム：汗をかくと痒い？ 汗をかかないと痒い？ 進藤 翔子
コラム：飲酒と痒み 藤井 正徳
コラム：シガテラ・itch from the sea 山本 雄一
コラム：発汗に影響する食べ物 犬飼 洋子
コラム：皮膚に熱をこもらせない肌着とは 平田 耕造
市場を歩く 137 ：青森　道の駅 金子 健彦
Photo Essay 188：見かけによらない 塚谷 裕一
コラム：ヤマカガシ 小野 友道
Your Diagnosis?：11 月号の出題 井上 多恵
Your Diagnosis!：9 月号の問題と解答 

  原 みずき，江藤 隆史，伊東 慶悟

即答組織診断！：柵状肉芽腫 palisading granuloma 常深 祐一郎
Book Review：「実践皮膚病理診断」 深山 正久
基本の Pathology：痒みが止まない組織　①アミロイド苔癬
   今山 修平
速報：ヒアリの基本的知識とヒアリ刺症への対応 夏秋 優
投稿コラム：「ヘリオトロープ」って，本当はどんな色？ 佐藤 俊次

Vol.16 No.12（12月号）
歯科と連携して治す皮膚疾患③
責任編集　押村 進，松永 佳世子
羅針盤：医科・歯科連携で「木を見て森を見る」医療を 押村 進
座談会：歯科・皮膚科連携を進めるにあたって必要なこと
   押村 進（司会），松永 佳世子， 

  鈴木 加余子，池戸 泉美，押村 憲昭
総論：歯科と連携して診療すべき皮膚疾患 高橋 愼一
総説：扁桃と皮膚疾患（耳鼻科の立場から） 
   熊井 琢美，高原 幹，原渕 保明
総説：掌蹠膿疱症における一般的な検査と治療 伊藤 明子
総説：金属パッチテストの実際と注意点 松永 佳世子，鈴木 加余子
総説：歯科から紹介された金属アレルギー：皮膚科の対応 
   鈴木 加余子
総説：金属アレルギー患者に対しての歯科治療 
   池戸 泉美，服部 正巳
総説：歯科の金属アレルギー外来の現状 池戸 泉美，服部 正巳
総説：皮膚科から歯科へ：患者を紹介・連携するときの流れ・注意点  

  鈴木 加余子
総説：歯科の対応：実際の治療の流れ，皮膚科への紹介 
   押村 憲昭，押村 進
歯性病巣治療により改善した掌蹠膿疱症 伊藤 明子，多部田 康一
歯科金属（金）除去により軽快した右頰の紅斑と口腔内病変 関東 裕美
Archives：齲歯（歯髄炎）治療により治癒した小児膿疱性乾癬 
   佐々木 重位，今村 基尊，松永 佳世子
Archives：歯科治療が奏効した肉芽腫性口唇炎 
   佐々木 良輔，鈴木 加余子，林 哲平，稲坂 博，松永 佳世子
根管治療によって掌蹠膿疱症が改善した 1 例 
   押村 憲昭，押村 進，押村 侑希，松永 佳世子
歯性病巣感染が関連していたと考えられる再発をくり返す口唇炎  

  矢島 由紀
歯性病巣感染の関連が疑われた手湿疹の 1 例 鈴木 伸
手掌の膿疱が，4 カ月の歯科治療で改善した 1 例 森下 正志
金の遅延型陽性反応を示し，口腔内金属除去により掌蹠膿疱症が

改善した例 松村 光明，岡本 寛之，松村 茉由子，海老原 全
金属アレルギー患者にポリプロピレン製ノンメタルクラスプデン

チャーを用いた例 池戸 泉美，服部 正巳
コラム：口呼吸の弊害と皮膚疾患 今井 一彰
コラム：唾液による身体防御作用 岡崎 好秀
用語：皮膚科医が知っておきたい基本的な歯科用語①〔略語と用語〕  

  池戸 泉美
用語：皮膚科医が知っておきたい基本的な歯科用語②〔歯式〕 
   池戸 泉美
Photo Essay 189：茎でも根でもないもの 塚谷 裕一
コラム：髭皿（1） 小野 友道
Your Diagnosis?：12 月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis!：10 月号の問題と解答 常深 祐一郎
即答組織診断！：（細胞質内）封入体（intracytoplasmic）

inclusion body 常深 祐一郎
市場を歩く 138 ：ローマ　カンポ　デ　フィオーリ市場（2） 金子 健彦
Book Review：「疣贅（いぼ）のみかた，治療のしかた」 小野 友道


