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便失禁 132，134
片側性母斑性毛細血管拡張症 954
変動性紅斑角皮症 280
扁平苔癬 272
ほ 
ポイントオブケアテスティング 156
蜂窩織炎 170
乏汗症 756
放射線治療 256
保湿剤 60
ポリウレタンフォーム 

 634，644，646，650
ポリウレタン物性 630
ホルモン 916
ま 
マイクロキメリズム 920
マイコプラズマ 854
麻酔 971
マダニ 1064
マダニ（虫）刺症 692，1064
マダニ媒介性感染症 1064
末梢動脈疾患（PAD） 621
マラセチア毛包炎 1080
慢性湿疹に似る悪性腫瘍 342
慢性接触皮膚炎 292
慢性創傷 156
み 
ミノサイクリン塩酸塩 875

未分化細胞癌 261
未分化な悪性腫瘍 261
め 
メシル酸ガレノキサシン水和物 856
メリット・デメリット 29
免疫 916
免疫寛容 32，925
免疫関連有害事象 848
免疫グロブリン 272
免疫チェックポイント阻害薬 256，848
免疫抑制 334
も 
毛細血管拡張 222
毛周期 420
網状皮斑 514
毛包 420
問診 316，320，330
や 
薬剤 838
薬剤師 179
薬剤性過敏症症候群 867，869
薬剤性血管炎 875
薬疹 330，354，864
薬物治療 928
ゆ 
有棘細胞癌 261
有茎性腫瘍 976
有痛性結節性病変 520

よ 
痒疹 292，1080
予防 60，128
ら 
らい反応 722
らいへの誤解 722
ラモトリギン 867
り 
理・美容師 456，472
離職 474
離脱皮膚炎 730
リバウンド 730
リベド 514，520，523，526， 

 530，532，556，562，566
リベド血管症 536
緑膿菌感染皮膚潰瘍 576
臨床像 848
臨床像による分類 438
リンパ球性血管炎 490
リンパ節 362
リンパ浮腫 170
リンパ漏 170
ろ 
ロキソプロフェンナトリウム 864
ロドデノール誘発性脱色素斑 275

月号別タイトル一覧

Vol.17 No.1（1月号）
アトピー性皮膚炎の新時代
責任編集 椛島 健治
羅針盤：アトピー性皮膚炎の病態解明と新規治療薬開発を目指し
て 椛島 健治

総論：アトピー性皮膚炎の病態 本田 哲也，椛島 健治
総論：アトピー性皮膚炎における生物学的製剤 江川 形平
内因性と外因性アトピー性皮膚炎 戸倉 新樹
アトピー性皮膚炎における人種差とサイトカインの役割 野田 真史
汗とアトピー性皮膚炎 室田 浩之
アレルギーマーチ 今井 康友
アトピー性皮膚炎の動物モデル 中島 沙恵子
血中のバイオマーカー解析 野村 尚史
湿疹？ それでも，やはりダーモスコピーで確認しよう！ 

 池田 英里，田中 勝
ラマン分光法 吉田 和恵
二光子励起顕微鏡 江川 形平
解説：『アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2016 年版』 加藤 則人
小児アトピー性皮膚炎治療のポイント 大嶋 勇成
保湿剤によるアトピー性皮膚炎の予防効果 堀向 健太
IL-4受容体阻害薬 本田 哲也
IL-31受容体 中嶋 千紗
JAK阻害薬 大塚 篤司
PDE4阻害薬 今山 修平
抗 IgE抗体 鬼頭 昭彦
基本の Pathology：痒みが止まない組織 ②基底細胞壊死 

 今山 修平
即答組織診断！（121）：炎症性粉瘤（表皮囊腫） inflammatory 

atheroma（epidermal cyst） 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：1月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis!：11月号の解答 井上 多恵
Photo Essay 190：近づきすぎる 塚谷 裕一
コラム：髭皿（2） 小野 友道
市場を歩く 139：パリ マルシェ（13） 金子 健彦

Vol.17 No.2（2月号）
転換期を迎えた創傷・スキンケア！ いま皮膚科周囲で何が起こっ
ているのか？

責任編集 安部 正敏
羅針盤：愛護的皮膚科診療 安部 正敏
総論：転換期を迎えた創傷・スキンケア 安部 正敏
総論：日本皮膚科学会認定「皮膚疾患ケア看護師」制度開始に寄せ
て─看護師の立場より 佐藤 博子

総論：日本皮膚科学会認定皮膚疾患ケア看護師とは？─皮膚科医
の立場より 安部 正敏，佐伯 秀久

総説①褥瘡：最新！ 褥瘡治療 藤原 浩
総説①褥瘡：褥瘡の予防とケア 佐藤 文
総説②医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）：医療関連機器圧迫創傷
を理解する 前川 武雄

総説②医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）：医療関連機器圧迫創傷
の予防とケア 石澤 美保子

総説③失禁関連皮膚障害（IAD）：IAD とオムツ皮膚炎は同じ？ 
違うもの？ 袋 秀平

総説③失禁関連皮膚障害（IAD）：IAD の予防とケア 市川 佳映，
大桑 麻由美，真田 弘美

総説④スキン -テア：スキン -テアをご存知ですか？ 安部 正敏
総説④スキン -テア：スキン -テアの予防とケア 高木 良重
総説⑤ストーマ周囲皮膚障害：ストーマ周囲皮膚障害の診断と治
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療 上出 良一
総説⑤ストーマ周囲皮膚障害：ストーマ周囲皮膚障害の予防とケ
ア 紺家 千津子

バイオフィルムを可視化する 仲上 豪二朗，真田 弘美
創傷診療における超音波検査の有用性 藪中 幸一
進化する医療用デバイスの実際 佐藤 智也
リンパ浮腫をスキンケアする 杉本 はるみ
皮膚科医に伝えたい，撥水効果のある皮膚保護剤の使い方
  三富 陽子
コラム：日本皮膚科学会「皮膚科スペシャリティーナース講習会」
を受講して 鈴木 真由美

コラム：ナースの目から見た皮膚科学の面白さ！─皮膚の言葉を
聴いてほしい─ 降簱 理恵

コラム：薬剤師の目から見た皮膚科学の面白さ！ 関根 祐介
コラム：研究者の目から見た皮膚科学の面白さ！─創傷治癒過程
の華麗なるバトンパスに魅了されて─ 菅野 恵美

コラム：企業人の目から見た皮膚科学の面白さ！ 根本 秀美
即答組織診断！（122）：柵状配列 palisading arrangement 

 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：2 月号の出題 重野 和彦，江藤 隆史
Your Diagnosis!：12 月号の解答 村田 哲
Photo Essay 191：寒桜 塚谷 裕一
コラム：スキンテア　Skin tears 小野 友道
市場を歩く 140：台北 新富市場 金子 健彦
投稿コラム：「スコッチ黄ラベル」を探せ！ 佐藤 俊次

Vol.17 No.3（3月号）
患者さんから学ぶ慈恵の診察室─病気を診ずして病人を診よ
責任編集 中川 秀己
羅針盤：「格物致知」の皮膚科診療 中川 秀己
総論：乾癬性関節炎の早期診断・治療を目指して 中川 秀己
小児の乾癬治療 梅澤 慶紀，中川 秀己
爪乾癬のみの乾癬性関節炎 

 八木沼 彩，朝比奈 昭彦，梅澤 慶紀，中川 秀己
乾癬性紅皮症とぶどう膜炎の合併例
  菊池 荘太，延山 嘉眞，梅澤 慶紀，中川 秀己
乾癬におけるダーモスコピーの活用─皮疹の定期的な観察の重要
性 梅澤 慶紀，中川 秀己

乾癬の Köbner 現象 梅澤 慶紀，中川 秀己
ウステキヌマブからアダリムマブへの切り替えが有効であった乾
癬性関節炎 浅井 令奈，梅澤 慶紀，朝比奈 昭彦，中川 秀己

高 IgE 血症を呈する乾癬患者へのウステキヌマブ投与の反応 
 相澤 紀江，石氏 陽三，朝比奈 昭彦，中川 秀己

高度肥満の乾癬患者治療 唐川 大，梅澤 慶紀， 
 百瀬 まみ，朝比奈 昭彦，中川 秀己，川端 康浩

アトピー性皮膚炎として治療されていた菌状息肉症 
 石氏 陽三，高坂 美帆，延山 嘉眞

菌血症をくり返すアトピー性皮膚炎 
 浅井 令奈，石氏 陽三，延山 嘉眞

神経線維腫症 1型男性患者に発症した乳癌 
 石川 真帆子，延山 嘉眞，太田 有史，中川 秀己

戻し植皮で再建した背部の巨大なナップサック型のびまん性神経
線維腫 
 栗田 美紀，伊藤 宗成，谷戸 克己，太田 有史，中川 秀己

神経線維腫症 1型患者の消化管や後腹膜腔に生じた稀な腫瘍の 2例  
 井ノ口 早苗，梶井 崇行，谷戸 克己，太田 有史，

  中川 秀己，新村 眞人，木村 高弘，三森 教雄
神経線維腫症 1型に生じた仮性動脈瘤破裂 梶井 崇行
水疱性類天疱瘡の経過中に抗原検査にて診断しえた単純ヘルペス
合併例 関山 紘子，菊池 荘太，延山 嘉眞

帯状疱疹と Kaposi 水痘様発疹症の合併 
 山口 貴子，石地 尚興，中川 秀己

Bowen 様丘疹症から Bowen病への進展にアトピー性皮膚炎の関
与が考えられた例 金谷 瑠奈，石地 尚興

爪囲の Bowen 病／ Bowen 様丘疹症 
 石地 尚興，金谷 瑠奈，中川 秀己

膣原発悪性黒色腫─免疫チェックポイント阻害薬と放射線療法の
併用療法 大庭 雅子，伊藤 宗成，中川 秀己

乾癬様皮疹を呈した菌状息肉症─アダリムマブ投与中に生じた大
細胞転化 伊藤 宗成，中川 秀己

慢性 GVHD に続発した未分化な悪性腫瘍 
 八木沼 彩，石氏 陽三，秋山 政晴

Mycobacterium marinumによる関節炎 
 栗田 美紀，簗場 広一，中川 秀己，吉田 健，石井 則久

壊死性筋膜炎 吉原 有希，伊藤 宗成
Recurrent neutrophilic dermatosis of the faceの 2例 

 牧 智子，簗場 広一，中川 秀己
 Painful bruising syndrome 渡邉 淑識，梅澤 慶紀，中川 秀己
扁平苔癬を伴った Good症候群 間中 結香，梅澤 慶紀
長期経過観察できたロドデノール誘発性脱色素斑の 2例 

 鈴木 倫子，安田 万理子，中川 秀己
色素失調症 千原 真未，石地 尚興，中川 秀己
GJB4遺伝子の変異による変動性紅斑角皮症 

 磯川 佑美恵，伊藤 宗成，中川 秀己
基本の Pathology：痒みが止まない組織 ③真皮（結合組織）再構
築 今山 修平

即答組織診断！（123）：断頭分泌 decapitation secretion/
apocrine secretion 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：3月号の出題 髙澤 摩耶，川瀬 正昭
Your Diagnosis!：1月号の解答 常深 祐一郎
Photo Essay 192：三つに分かれる 塚谷 裕一
コラム：毛抜き 小野 友道
市場を歩く 141：台北 新富市場（2） 金子 健彦

Vol.17 No.4（4月号）
フレッシャーズ特集：たった 7 つの質問でわかる，皮膚科の問診
術

責任編集 宇原 久
羅針盤：“問う・見る・触る” 宇原 久
総論：問診とカルテの書き方─病歴は物語だ 宇原 久
総説：これだけは聞いてほしい問診のコツ①腫瘍 加藤 潤史
総説：これだけは聞いてほしい問診のコツ②食物アレルギー 

 澄川 靖之
総説：これだけは聞いてほしい問診のコツ③薬疹 

 出口 登希子，阿部 理一郎
総説：これだけは聞いてほしい問診のコツ④感染症 髙橋 博之
総説：見逃すな！危険な発疹①危険な紅斑・紫斑 中村 健一
総説：見逃すな！危険な発疹②危険な結節と囊腫 村田 哲
総説：見逃すな！危険な発疹③危険な水疱，膿疱，潰瘍 

 肥田 時征
総説：よく触ればみえてくる，触診のしかたと評価 ①その皮膚・
軟部腫瘍はどの位置に存在するのか 爲政 大幾

総説：よく触ればみえてくる，触診のしかたと評価 ②リンパ節の
触り方 竹之内 辰也

総説：口腔粘膜のみかた 出光 俊郎，神部 芳則
総説：爪のみかた 神谷 崇文
総説：毛髪のみかた（それ，本当に円形脱毛症ですか？） 乾 重樹
コラム：気になること 宇原 久
即答組織診断！（124）：Indian filing, Indian file, Indians in a 

file 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：4月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis!：2月号の解答 重野 和彦，江藤 隆史
Photo Essay 193：生け垣に咲く 塚谷 裕一
コラム：電光感冒 小野 友道
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市場を歩く 142：台北 新富市場（3） 金子 健彦
Book Review：「皮膚病理組織診断学入門 改訂第 3版」
  常深 祐一郎

Vol.17 No.5（5月号）
 ヘアカラーリングを安全に行う基礎知識─医療現場と患者，理・
美容師のために

責任編集 松永 佳世子
羅針盤：安全に，素敵にヘアカラーリングをするために 

 松永 佳世子
特別対談：安全に，素敵にヘアカラーリングをしていくためには？
─トップカラーリストに聞く 松永 佳世子，高原 紀子

総説：毛髪の構造と機能：毛に色がつくのはなぜ？ 乾 重樹
総説：ヘアカラーリング製品の分類とその成分，および染毛メカ
ニズム 原 和宏

総説：ヘアカラーリングに関する法令，セルフテストの取り決め 
 矢野 弘幸

総説：ヘアカラーの消費者実態 石井 崇子，林 卓巳
総説：ヘアカラーリング製品による皮膚障害の分類と疫学 

 松永 佳世子
総説：ヘアカラー成分の陽性率：PPD の貼布で酸化染毛剤のかぶ
れをスクリーニング 伊藤 明子

総説：ヘアカラーリング製品の皮膚テストの実際 
 増井 由紀子，伊藤 明子

総説：酸化染毛剤にかぶれた後の生活指導 
 増井 由紀子，伊藤 明子

総説：理・美容師の接触皮膚炎の原因と治療・生活指導：手袋と
スキンケアの重要性 西岡 和恵，小泉 明子，瀧田 祐子

酸化染毛剤によるアレルギー性接触皮膚炎：重症例 
 鈴木 加余子，松永 佳世子

酸化染毛剤が原因であった全身性難治性湿疹 伊藤 明子
脱毛を来した酸化染毛剤によるアレルギー性接触皮膚炎 

 松永 佳世子，宮川 紅
脱色素斑を呈した酸化染毛剤によるアレルギー性接触皮膚炎 

 松永 佳世子
過硫酸塩によるアナフィラキシー 原田 晋
理・美容師の症例：職業を続けることができた例 関東 裕美
理・美容師の症例：職業を続けることができなかった例 

 西岡 和恵，高旗 博昭
子どもたちの染毛によるおしゃれ障害 岡村 理栄子
コラム：日本ヘアカラー工業会とは 矢野 弘幸
コラム：セルフテストの実態 石井 崇子，林 卓巳
基本の Pathology：リンパ球性血管炎 lymphocytic vasculitis 

 今山 修平
即答組織診断！（125）：角層下膿疱 subcorneal pustule 

 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：5 月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis!：3 月号の解答 髙澤 摩耶，川瀬 正昭
Photo Essay 194：真白に 塚谷 裕一
コラム：地毛証明書 小野 友道
市場を歩く 143：ニューヨーク　グラマシー 金子 健彦
Book Review：「あたらしい皮膚科学 第 3版」 多田 弥生

Vol.17 No.6（6月号）
リベド─網状を呈する皮疹の臨床
責任編集 土田 哲也
羅針盤：リベドって何だろう？ 土田 哲也
総論：リベドの分類，診断の手がかり 土田 哲也
皮膚動脈炎（皮膚型結節性多発動脈炎） 石橋 正史
結節性多発動脈炎 石橋 正史
顕微鏡的多発血管炎 川上 民裕
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 川上 民裕

多発血管炎性肉芽腫症 川上 民裕
リベド血管症 石黒 直子
抗リン脂質抗体症候群 三井 純雪
コレステロール結晶塞栓症 大山 文悟
クリオグロブリン血症 鶴見 由季，小寺 雅也，稲坂 優
全身性エリテマトーデス 樋口 奈那子，新井 達
関節リウマチ 鈴木 瑞穂，石黒 直子
全身性強皮症 神田 奈緒子
先天性血管拡張性大理石様皮斑 玉城 善史郎
温熱性紅斑 佐藤 詩穂里
速報：感染症が光で治る？ 小澤 俊幸，鶴田 大輔
CPC：ブラウ症候群（Blau syndrome，若年発症サルコイドーシ
ス） 山本 明美

即答組織診断！（126）：偽角質囊腫 pseudohorn cyst 
 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：6月号の出題 重野 和彦，江藤 隆史
Your Diagnosis!：4月号の解答 常深 祐一郎
Photo Essay 195：ひび割れる 塚谷 裕一
コラム：金子兜太の類天疱瘡と漆かぶれ 小野 友道
市場を歩く 144：ニューヨーク グラマシー（2） 金子 健彦
投稿コラム：シラミーのつぶやき 佐藤 俊次

Vol.17 No.7（7月号）
ドレッシング材の選び方と使い方 2018
責任編集 前川 武雄
羅針盤：ドレッシング材のさらなる進化！ 前川 武雄
総論：ドレッシング材による創傷治療 up date 前川 武雄
熱傷 齊藤 亨，川口 雅一
褥瘡 大塚 正樹
医療関連機器圧迫創傷（MDRPU） 茂木 精一郎
糖尿病性潰瘍 加藤 裕史
膠原病・血管炎 遠山 聡，浅野 善英
動脈性血管障害（PADなど） 沼田 茂樹，岩田 洋平
静脈性潰瘍 八代 浩
急性創傷 レパヴー・アンドレ
ポリウレタンフィルム 藤原 浩
ハイドロコロイド 小松崎 ゆき，神永 朋子，篠原 真咲，林 周次郎
ポリウレタンフォーム 伏間江 貴之
親水性ファイバー 金久 史尚，浅井 純
親水性メンブラン（キチン） 山田 大資，門野 岳史
ハイドロジェル 加納 宏行，倉繁 祐太
シリコン粘着材付創傷被覆材 藤田 英樹
銀含有の創傷被覆材 門野 岳史，下坂 玲郁子，菅谷 文人
保険償還できないドレッシング材 太田 信子
褥瘡対策のために用いるドレッシング材 太田 信子
総説：ドレッシング材の使い方 ①外用薬との使い分け 関根 祐介
総説：ドレッシング材の使い方 ②陰圧閉鎖療法との使い分け 

 倉繁 祐太
総説：ドレッシング材の使い方 ③開業医としての使い方 袋 秀平
総説：ドレッシング材の使い方 ④皮膚・排泄ケア認定看護師とし
ての使い方 小柳 礼恵

総説：皮膚科医が知っておくべき保険制度 高水 勝
基本の Pathology：出血 hemorrahge, extravasated redcells ①
炎症性疾患 今山 修平

即答組織診断！（127）：細胞分裂 mitosis 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：7月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis!：5月号の解答 村田 哲
Photo Essay 196：磨く 塚谷 裕一
コラム：「 多死社会」は「長寿者生き方（逝き方）社会」 小野 友道
市場を歩く 145：台北 新富市場（4） 金子 健彦
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Vol.17 No.8（8月号）
いつまでも元気に皮膚科を続ける秘訣！【神戸編】─ ベテランが
導き出した診療の極意

責任編集 塩原 哲夫
編集委員より：ワンマン教授がいた時代 塩原 哲夫
羅針盤：独立独歩，気の向くまま，赴くまま 錦織 千佳子
総説：三嶋豊先生と神戸大学皮膚科教室と私 市橋 正光
総説：「らい反応」と「らいへの反応」 熊野 公子
総説：アトピー性皮膚炎と脱ステロイド療法の歴史 玉置 昭治
総説： 乳房外 Paget 病　1 cm→ 3 cm→ 1 cm 

 村田 洋三，熊野 公子
総説：心理療法を皮膚科診療に応用して 25 年，現在到達したこ
と 清水 良輔

総説：術後外見改善（QOL の向上）に対する取り組み̶基底細胞
癌を主として̶ 伴 政雄

総説：コリン性蕁麻疹と汗アレルギー 堀川 達弥
総説：阪神・淡路大震災とアトピー性皮膚炎の意外な関係 

 堀川 達弥
総説：光老化における近赤外線の位置づけ 船坂 陽子
総説：アニサキスアレルギーによる蕁麻疹／アナフィラキシーの
問題点 原田 晋，小林 征洋

総説：尋常性白斑 芝田 孝一
総説： 尋常性乾癬と糖尿病 生越 まち子
総説：食物アレルギーの臨床─個々の症例の感作経路や交差反応
から考える 足立 厚子

即答組織診断！（128）：多核巨細胞（集塊細胞） clumping cell 
 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：8月号の出題 永島 和貴，山田 朋子
Your Diagnosis!：6月号の解答 重野 和彦，江藤 隆史
Photo Essay 197：閉じる前 塚谷 裕一
コラム：骨保と古弗 小野 友道
市場を歩く 146：鶴岡 産直館（2） 金子 健彦

Vol.17 No.9（9月号）
いま注目の薬疹トピックス
責任編集 阿部 理一郎
羅針盤：悩みに答える！薬疹治療 ABC 阿部 理一郎
総論：多形紅斑・重症薬疹の発症機序と診断・治療 阿部 理一郎
総説：SJS/TEN の診断基準 渡辺 秀晃
総説：DIHS の診断と治療 藤山 幹子
総説：薬疹の検査法 小豆澤 宏明
総説：薬剤性アナフィラキシーの診断と治療 会沢 敦子
総説：生物学的製剤による乾癬型薬疹 山口 由衣
総説：免疫チェックポイント阻害薬の副作用（irAE について） 

 中村 善雄，舩越 建
マイコプラズマ感染による Stevens-Johnson 症候群（SJS） 

 勝見 達也，濱 菜摘，阿部 理一郎
メシル酸ガレノキサシン水和物による汎発性水疱性固定薬疹
（GBFDE） 河合 亨，濱 菜摘，阿部 理一郎
ニボルマブによる乾癬型薬疹 大石 直人
ヘリコバクター・ピロリ菌除菌療法後に生じた急性汎発性発疹性
膿疱症（AGEP） 濱 菜摘，阿部 理一郎

ロキソプロフェンナトリウムによる Stevens-Johnson 症候群
（SJS） 西尾 栄一
ラモトリギンによる薬剤性過敏症症候群（DIHS） 

 田代 康哉，渡辺 秀晃，末木 博彦
長期に観察した薬剤性過敏症症候群（DIHS） 福田 理紗，高橋 勇人
留置カテーテルロックに使用したヘパリンナトリウムによるアナ
フィラキシーショック 斉藤 彬，沖山 奈緒子

ミノサイクリン塩酸塩による薬剤性血管炎 
 中嶋 万実，林 良太，阿部 理一郎

ニボルマブ投与中に発症した汎発型光沢苔癬 中島 沙恵子

基本の Pathology：出血 hemorrahge, extravasated red cells ②
血管以外の要因 今山 修平

即答組織診断！（129）：Bowen 病 Bowen’s disease 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：9月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis!：7月号の解答 常深 祐一郎
Photo Essay 198：工場にて 塚谷 裕一
コラム：赤い顔，青い顔̶お酒を飲むあなたはどちら？ 小野 友道
市場を歩く 147：台北 新富市場（5） 金子 健彦

Vol.17 No.10（10月号）
妊娠と皮膚
責任編集 多田 弥生
羅針盤：妊婦さん，妊娠を考えているすべての女性のためにでき
ること 多田 弥生

総論：妊娠と皮膚─リスクベネフィットを考慮した治療選択のた
めに必要な基礎知識 多田 弥生

総説：妊娠と体におこる変化 綾部 琢哉
総説：妊娠と免疫 鎌田 昌洋
総説：妊娠と薬剤（膠原病合併妊娠も含めて） 村島 温子
妊娠と乾癬 小宮根 真弓，日置 智之，岸本 恵美，大槻 マミ太郎
線状 IgA 水疱性皮膚症 氏家 英之，林 昌浩
妊娠性疱疹 河原 由恵
妊娠性痒疹 今門 純久
Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy（PUPPP） 

 蒲原 毅
アトピー性皮膚炎 峠岡 理沙
皮膚伸展線条 佐藤 佐由里
妊婦と光線療法（掌蹠膿疱症を例に） 

 日下部 有希子，西田 絵美，森田 明理
コラム：妊娠と脱毛 大山 学
片側性母斑性毛細血管拡張症 布袋 祐子
全身性エリテマトーデス 谷川 瑛子
抗リン脂質抗体症候群 金子 佳代子
妊娠中に発症した皮膚筋炎 清島 真理子
全身性強皮症 浅野 善英
妊婦に発症した SJS/TEN（血漿交換療法が奏効した例） 

 車谷 紋乃，藤田 英樹，猪俣 弘武，北村 登，武井 正美， 
 山本 樹生，照井 正

妊婦の手術で気をつけること 帆足 俊彦
血管拡張性肉芽腫 村田 哲
エクリン汗孔腫 北島 康雄，坂 昌範，神谷 秀喜
コラム：悪性黒色腫 工藤 万里，大西 誉光，多田 弥生
コラム：遺伝相談に必要なこと 石河 晃
即答組織診断！（130）：小皮縁（クチクラ） cuticle 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：10月号の出題 常深 祐一郎
Your Diagnosis!：8月号の解答 永島 和貴，山田 朋子
Photo Essay 199：刺さる 塚谷 裕一
コラム：オシッコは座ってしなさい 小野 友道
市場を歩く 148：ローマ カンポ デ フィオーリ市場（3） 金子 健彦
Book Review：「口腔粘膜病変アトラス」 大原 國章

Vol.17 No.11（11月号）
手のアトラス①炎症性病変
責任編集 Visual Dermatology 編集委員会
羅針盤：祝 200 号！ 17 年間編集委員をつとめて 江藤 隆史
手湿疹（主婦湿疹） 江藤 隆史
Archives：進行性指掌角皮症 横倉 英人，大槻 マミ太郎
汗疱・異汗性湿疹 江藤 隆史
扁平苔癬 塩原 哲夫
乾癬 江藤 隆史
掌蹠膿疱症 江藤 隆史
好酸球性膿疱性毛包炎 椛島 健治
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慢性放射線皮膚炎 江藤 隆史
ゴム手袋による接触皮膚炎 松永 佳世子
酸化染毛剤（ヘアカラー）とパーマ液による接触皮膚炎 松永 佳世子
ケトプロフェン貼付剤による光接触皮膚炎 江藤 隆史，松永 佳世子
サクラソウ皮膚炎 江藤 隆史
金属による接触皮膚炎 松永 佳世子
多形滲出性紅斑 江藤 隆史
播種状紅斑丘疹型薬疹・光線過敏型薬疹 塩原 哲夫
固定薬疹 江藤 隆史
菌状息肉症 江藤 隆史
成人 T細胞白血病 /リンパ腫 江藤 隆史
全身性エリテマトーデス（SLE） 新井 達
全身性強皮症 新井 達
皮膚筋炎 新井 達
Raynaud 現象 新井 達
Mechanic’s hand 新井 達
Gottron 徴候 新井 達
逆 Gottron 徴候 新井 達
環状肉芽腫 江藤 隆史
サルコイドーシス 江藤 隆史
類天疱瘡 江藤 隆史，新井 達
汗孔角化症 江藤 隆史，安部 正敏
毛孔性紅色粃糠疹 江藤 隆史，安部 正敏
掌蹠角化症（長島型） 江藤 隆史，安部 正敏
カンジダ症 江藤 隆史
手白癬（小水疱型） 江藤 隆史，安部 正敏
手白癬（角質増殖型） 江藤 隆史，安部 正敏
単純疱疹 江藤 隆史
尋常性疣贅 江藤 隆史，安部 正敏
疥癬 江藤 隆史，安部 正敏
手足口病 江藤 隆史
麻疹 塩原 哲夫
伝染性紅斑 塩原 哲夫
梅毒 江藤 隆史
非定型抗酸菌症 江藤 隆史
投稿：マダニ刺症への対応に関する提言 夏秋 優
基本の Pathology：穿孔性毛包炎 perforating folliculitis 今山 修平
即答組織診断！（131）：悪性 malignant 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：11月号の出題 重野 和彦
Your Diagnosis!：9月号の解答 村田 哲
Photo Essay 200：白く香る 塚谷 裕一
コラム：時鳥厠半ばに出かねたり（漱石） 小野 友道
市場を歩く 149：マドリード デパ地下 金子 健彦
投稿コラム：帯状疱疹：三叉神経編 佐藤 俊次
Book Review：「エキスパートから学ぶ 皮膚病診療パワーアップ」 

 岩月 啓氏

Vol.17 No.12（12月号）
手のアトラス②腫瘍・色素性・血管系病変
責任編集 Visual Dermatology 編集委員会
羅針盤：「手のアトラス」第 2弾！これさえあれば手の腫瘍は大丈
夫！ 門野 岳史

小児血管腫 門野 岳史
毛細血管拡張性肉芽腫 門野 岳史
Intravascular papillary endothelial hyperplasia 門野 岳史
毛細血管奇形 門野 岳史
Arteriovenous malformation 門野 岳史
Acquired digital arteriovenous malformation 門野 岳史
静脈奇形 門野 岳史
母斑細胞母斑 門野 岳史
Spitz母斑 門野 岳史
青色母斑 門野 岳史
異所性蒙古斑 門野 岳史
後天性真皮メラノサイトーシス 江藤 隆史
炎症性線状疣贅状表皮母斑 江藤 隆史
扁平母斑 大原 國章
Peutz-Jeghers症候群 江藤 隆史
先天性血管拡張性大理石様皮斑 門野 岳史
Klippel-Trénaunay-Weber症候群 門野 岳史
尋常性白斑 江藤 隆史
①遺伝性対側性色素異常症（遠山）／②網状肢端色素沈着症（北
村） 江藤 隆史

刺青 大原 國章
外傷性表皮囊腫 門野 岳史
毛芽腫 門野 岳史
汗孔腫 門野 岳史
皮膚線維腫 門野 岳史
後天性指趾被角線維腫 門野 岳史
腱鞘線維腫 門野 岳史
腱鞘巨細胞腫 門野 岳史
ガングリオン 門野 岳史
粘液囊腫 門野 岳史
神経線維腫 門野 岳史
切断神経腫 門野 岳史
神経鞘腫 門野 岳史
脂肪腫 門野 岳史
血管平滑筋腫 門野 岳史
軟骨腫 門野 岳史
骨軟骨腫 門野 岳史
悪性黒色腫 大原 國章
有棘細胞癌 大原 國章
基底細胞上皮腫 大原 國章
日光角化症 大原 國章
Bowen病 大原 國章
悪性外毛根鞘腫 大原 國章
隆起性皮膚線維肉腫 大原 國章
癌の皮膚転移 大原 國章
即答組織診断！（132）：棘融解 acanthosis 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：12月号の出題 井上 多恵
Your Diagnosis!：10月号の解答 常深 祐一郎
Photo Essay 201：凍る 塚谷 裕一
コラム：ジン・トニックをもう一杯 小野 友道
市場を歩く 150：マドリード キオスク 金子 健彦
Book Review：「皮膚科外来グリーンノート」 菅谷 誠


