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帯状疱疹ワクチン 891, 935
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苔癬状粃糠疹 742, 954
苔癬様型 90
大量MTX 療法 48
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多中心性細網組織球症 94
担癌患者 790
単純ヘルペス 494
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ち
治癒判定 826
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長期フォロー 96
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治療効果 1050
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つ
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て
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デブリードマン 1107
デブリードマン・植皮術必要 1139
デルゴシチニブ 1047
電気ケトル 1116
電気スパーク 1156
電気製品 1135
電撃傷 1156
伝染性軟属腫 1044
臀部 780
臀部帯状疱疹 911
と
凍傷 1082, 1158
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保存的治療 1158
保存的療法 486
発端者 818
ま
まぶた 1194
慢性関節リウマチ 68
慢性疾患 462
慢性湿疹 118
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慢性単純性苔癬 954
慢性疼痛 925
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み
未分化大細胞リンパ腫 88
む
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無色素性基底細胞癌 616
無疹性帯状疱疹 907
め
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薬疹カード 412
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ゆ
輸液療法 1095
よ
養育環境不良（マルトリートメント） 

 1121
葉酸予防投与 78
痒疹 148, 151, 156, 170, 188, 196, 202, 

207
痒疹型疥癬 795

ら
落葉状天疱瘡 104
り
リウマチ 62
理学療法 204, 919
リスク 58
両側性 904
リンパ行性 260
リンパ腫様丘疹症 96
リンパ腫様肉芽腫症 70

リンパ増殖性疾患 68
る
類天疱瘡 179
れ
レセルピン 202
連続した錯 / 過角化 118
ろ
ロイコボリンレスキュー 48
老人施設型疥癬グレード分類 823
老人性色素斑 581

月号別タイトル一覧

Vol. 18 No.1（1月号）
皮膚科で使うMTXの完全マニュアル
責任編集 大槻マミ太郎
羅針盤：皮膚科医必携，MTX の旧薬誓書から新薬成書へ 

 大槻 マミ太郎
総論：皮膚科のMTX バイブル：旧薬誓書から新薬成書へ 

 大槻 マミ太郎
コラム：公知申請の裏側 種瀬 啓士
コラム：MTX の七不思議，作用機序と用法の謎 大槻 マミ太郎
コラム：MTX 用量についての知見 大槻 マミ太郎
乾癬への効果 岸本 恵美，日置 智之，小宮根 真弓，大槻 マミ太郎
乾癬性関節炎への効果 辻成佳，東山 眞里
汎発性膿疱性乾癬の長期寛解を維持できた例 

 石井 千寸，瀬戸山 充
コラム：MTXとシクロスポリンの因縁の関係 大槻 マミ太郎
生物学的製剤併用下におけるMTX の有用性 森田 明理
総説：関節リウマチにおけるMTXガイドライン 鈴木 康夫
総説：白血病，悪性リンパ腫におけるMTX の位置づけ 

 森田 薫，神田 善伸
総説：MTX 関連肺障害 亀田 秀人
コラム：MTXとHBV 再活性化 石ヶ坪 良明
コラム：MTXと妊娠 村島 温子
総説：MTX とリンパ増殖異常症 糟谷 啓，戸倉 新樹
片側上肢に多発したMTX-induced accelerated nodulosis 白井 明
MTX 中止のみで軽快したMTX 関連リンパ増殖性疾患 

 村田 哲，大槻 マミ太郎
R-CHOP 療法を必要としたMTX 関連リンパ増殖性疾患 内 博史
MTX 中止と CHOP 療法で軽快した後に抗 TNF-α 製剤により再
発をみたリンパ増殖性疾患 
 川瀬 正昭，中村 考伸，梅本 尚可，出光 俊郎

リンパ腫様肉芽腫症の組織像を呈し，肺にも結節を認めたMTX 
関連リンパ増殖性疾患 木村 景子，橋本 直子，石黒 直子

コラム：MTX 関連リンパ増殖性疾患の遺伝的特徴 山川 範之
EBV 陽性皮膚粘膜潰瘍病変 山川 範之
MTX 長期投与中に多発性皮膚潰瘍と汎血球減少を呈し死亡に
至った関節症性乾癬 黒沼 亜美，志水 陽介，石河 晃

MTX による粘膜病変：口腔および鼻咽頭潰瘍 本間 大，澁谷 貴史
MTX によるDIHS？ 寺木 祐一
コラム：MTX による chemotherapy-induced acral erythema 

 鬼頭 昭彦，田中 俊宏
コラム：葉酸と妊活サプリ 大槻 マミ太郎
総説：関節リウマチ以外の膠原病，血管炎 井上 紗惠，藤本 学
総説：皮膚リンパ腫 菅谷 誠
苔癬様型の皮膚症状を呈したサルコイドーシスに対してMTX が
著効した例 岩間 美幸，佐藤 佐由里，竹腰 知紀，大槻 マミ太郎

多中心性細網組織球症 樋口 睦美，古江 増隆
リンパ腫様丘疹症 神谷 崇文，宇原 久
原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫 

 水上 潤哉，大久保 ゆかり，坪井 良治
MTX によりステロイドを減量しえた成人 Still 病 岡本 修
落葉状天疱瘡 渡辺 大輔，井戸 美来，橋本 隆
毛孔性紅色粃糠疹 佐藤 俊宏
基本の Pathology　Psoriasiform/Psoriasis-like 乾癬様 / 乾癬に
似る　❶ Confluent para-/hyperkeratosis連続した（病変をお
おう）錯 / 過角化 今山 修平

即答組織診断！（133）：毛髄（質） hair medulla ，毛皮質 hair 
cortex ，毛小皮 hair cuticle ，内毛根鞘小皮 inner root 
sheath cuticle ，（内毛根鞘の）ハックスレー層 Huxley’s layer 
(of inner root sheath) ，（内毛根鞘の）ヘンレ層 Henle’s layer 
(of inner root sheath) ，外毛根鞘 outer root sheath 
 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 重野 和彦
Photo Essay 202：葉で包む 塚谷 裕一
コラム：麻疹（1）「痘瘡は器量定め 麻疹は命定め」 小野 友道
市場を歩く 151：マドリード　靴屋 金子 健彦

Vol. 18 No.2（2月号）
痒疹って，何？ 
責任編集 佐藤 貴浩
羅針盤：病気は変わる！？ 佐藤 貴浩
総説：痒疹の考え方と分類 佐藤 貴浩
総説：痒疹の免疫病理 戸倉 新樹
総説：痒疹はなぜ痒い？ 端本 宇志
これも結節性痒疹？ 室田 浩之
これも多形慢性痒疹？ 片桐 一元
結節性痒疹と結節性類天疱瘡 松尾 晋祐
後天性反応性穿孔性膠原線維症と痒疹の異同 

 伊村 紀慧，戸倉 新樹
多形慢性痒疹と結節性類天疱瘡 相場 節也
多形慢性痒疹と類天疱瘡 山﨑 雄貴
多形慢性痒疹と丘疹紅皮症 大塚 篤司，椛島 健治
こんなときステロイド外用・局注・内服が効く─使うべきとき・
止めるべきとき 森田 栄伸，越智 康之

こんなとき活性化ビタミンD3が効く 片山 一朗
こんなとき紫外線療法が効く 

 日下部 有希子，西田 絵美，森田 明理
こんなとき保湿剤が効く 青山 裕美
こんなときシクロスポリンが効く 片桐 一元
こんなときレセルピンが効く 白井 明
こんなときの痒み対策 根井 悠里江，室田 浩之
こんなとき SSRI/SNRIが効く 端本 宇志
即答組織診断！（134）：表皮襟 epidermal collarette 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：2月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis!：12月号の解答 井上 多恵
Photo Essay 203：とこしえに 塚谷 裕一
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コラム：麻疹（2）厚労省ポスター「マジンガー Z」は現代の「はし
か絵」 小野 友道

市場を歩く 152：パリ　三ツ星レストラン 金子 健彦
投稿コラム：木下杢太郎と太田正雄先生 佐藤 俊次

Vol. 18 No.3（3月号）
Paget病のすべて
責任編集 大原 國章
羅針盤：「皮膚 Paget 病」と呼びましょう 大原 國章
総説：下床の腺癌は幻 村田 洋三
総説：乳房外 Paget 病の TNM 分類 藤澤 康弘
総説：乳房外 Paget 病の病理診断 泉 美貴
総説：Paget 病の化学療法 加藤 めぐみ，吉野 公二
総説：乳房外 Paget 病剖検例 前田 拓哉，吉野 公二
剃毛 大原 國章
光線力学的診断（PDD） 大原 國章
ホルマリン固定の有用性 大原 國章
色素性の病変（pigmented） 大原 國章
多発 大原 國章
恥丘部の病変 大原 國章
腋窩の病変 大原 國章
Double Paget’s disease 大原 國章
Triple Paget’s disease 大原 國章
肛門部の病変 大原 國章
Ectopic Paget’s disease 大原 國章
Secondary Paget’s disease 大原 國章
Microinvasion（微小浸潤） 大原 國章
雨だれ浸潤（仮称） 大原 國章
一見軽い臨床なのに，進行している例 大原 國章
急速進展型 大原 國章
経過の良好な進行例 大原 國章
肺転移が初発症状であった症例 大原 國章
Paget病には epidermolytic acanthoma が併発する 大原 國章
上から下へ 大原 國章
浸潤癌 大原 國章
Paget病の鑑別疾患図説 大原 國章
Epidermolytic acanthoma 大原 國章
基本の Pathology　Psoriasiform/Psoriasis-like 乾癬様 / 乾癬に
似る　❷角層内 / 下 / 表皮内の微小膿瘍Munro-/Kogoj- 
microabscess 今山 修平

即答組織診断！（135）：海綿状態 spongiosis 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：3月号の出題 門野 岳史
Your Diagnosis!：1月号の解答 常深 祐一郎
Photo Essay　204：寒中に咲く 塚谷 裕一
コラム：優生保護法─ハンセン病の場合 小野 友道
市場を歩く： 153台北　デパ地下 金子 健彦

Vol. 18 No.4（4月号）
フレッシャーズ特集：はじめようアレルギー診療！
責任編集 井川 健
羅針盤：アレルギー診療に興味のある先生に贈る，この 1冊  

 井川 健
総論：はじめようアレルギー診療！ 井川 健
総説：「アレルギー専門医」になりませんか？ 佐伯 秀久
総説：「日本皮膚免疫アレルギー学会」を知ってますか？ 戸倉 新樹
総説：「アトピー性皮膚炎治療研究会」もあります！ 片岡 葉子
総説：アトピー性皮膚炎 峠岡 理沙，加藤 則人
総説：蕁麻疹 織田 好子，福永 淳
総説：食物アレルギー 千貫 祐子
総説：接触皮膚炎 高山 かおる
総説：金属アレルギー─さまざまな表現型，診断および治療につ
いて 足立 厚子

総説：汗とアレルギー 室田 浩之
総説：薬疹診療をもっと深めてみませんか？ 小豆澤 宏明
即答組織診断！（136）：真菌 fungus 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 村田 哲
Photo Essay　205　散り敷く 塚谷 裕一
コラム：100 歳以上の高齢者が 7 万人 小野 友道
市場を歩く： 154ローマ　アイスクリーム屋 金子 健彦

Vol. 18 No.5（5月号）
外用療法の理論と実際
責任編集 佐伯 秀久
羅針盤：臓器特異的な治療としての外用療法 佐伯 秀久
総論：外用療法の理論と実際 佐伯 秀久
総説：外用薬の基剤と剤形 山浦 克典
総説：ジェネリック医薬品の注意点 大谷 道輝
コラム：外用薬の混合の今昔 江藤 隆史
総説：外用療法のアドヒアランス 加藤 則人
総説：看護師からみた外用療法の実際 佐藤 博子
総説：アトピー性皮膚炎の外用療法 中原 剛士
総説：乾癬の外用療法 多田 弥生
総説：痤瘡の外用療法 佐々木 優，林 伸和
総説：皮膚潰瘍の外用療法 帆足 俊彦
総説：皮膚真菌症の外用療法 常深 祐一郎
総説：皮膚ウイルス感染症の外用療法 渡辺 大輔
総説：美容皮膚科における外用療法 船坂 陽子
「毎日塗らなくてもいい」─患者目線からみた外用指導へのMy オ
ピニオン 大槻 マミ太郎

基本の Pathology　Psoriasiform/Psoriasis-like 乾癬様 / 乾癬に
似る　❸好中球のNETosis 今山 修平

即答組織診断！（137）：日光弾力線維症 solar elastosis 
 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：5月号の出題 山田 朋子
Your Diagnosis!：3月号の解答 門野 岳史
Photo Essay　206　白いハンカチ 塚谷 裕一
コラム：オシッコは座ってしなさい（2） 小野 友道
市場を歩く： 155パリ　キオスク 金子 健彦

Vol. 18 No.6（6月号）
スキルアップ！ダーモスコピー
責任編集 外川 八英
羅針盤：ダーモスコピー診療の基本と最新情報をこの 1冊に！ 

 外川 八英
総論：ダーモスコピーの診断法と表記法 外川 八英
パターン 1：「色素ネットワーク」がみられる疾患① メラノーマ 

 田中 勝
パターン 1：「色素ネットワーク」がみられる疾患② 色素細胞母斑 

 伊東 慶悟
パターン 1：「色素ネットワーク」がみられる疾患③ 脂漏性角化症 

 外川 八英
パターン 1：「色素ネットワーク」がみられる疾患④ 皮膚線維腫 

 寺井 沙也加 ,神戸 直智
パターン 2：「陰性色素ネットワーク」がみられる疾患① メラノー
マ 清原 隆宏

パターン 2：「陰性色素ネットワーク」がみられる疾患② 色素細胞
母斑 大原 國章

“Negative”とは何のことか？ 大原 國章
パターン 2：「陰性色素ネットワーク」がみられる疾患③ Spitz 母
斑 緒方 大 ,村上 拓生

パターン 2：「陰性色素ネットワーク」がみられる疾患④ エクリン
汗孔腫 小熊 玲奈 ,外川 八英 ,大原 國章 

パターン 3：「偽ネットワーク」がみられる疾患① メラノーマ 
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 皆川 茜
パターン 3：「偽ネットワーク」がみられる疾患② 色素細胞母斑 

 若林 正一郎 ,外川 八英
パターン 3：「偽ネットワーク」がみられる疾患③ 脂漏性角化症 

 楠谷 尚 ,荒井 桜子
パターン 4：「皮丘平行パターン」がみられる疾患① メラノーマ 

 古賀 弘志
パターン 4：「皮丘平行パターン」がみられる疾患② 色素細胞母斑 

 坂井 浩志
パターン 4：「皮丘平行パターン」がみられる疾患③ Laugier-

Hunziker-Baran 症候群 若林 祐次郎 , 外川 八英
パターン 4：「皮丘平行パターン」がみられる疾患④ 抗腫瘍薬によ
る色素沈着 山﨑 由里子 , 外川 八英

パターン 5：「Milia-like cysts」がみられる疾患① 脂漏性角化症 
 佐藤 俊次

パターン 5：「Milia-like cysts」がみられる疾患② 基底細胞癌 
 門野 岳史 , 外川 八英

パターン 5：「Milia-like cysts」がみられる疾患③ メラノーマ 
 山本 洋輔 , 外川 八英

1） 眼瞼の腫瘍（大原國章コレクション）① 色素細胞母斑（i）典型例 
 丸 裕吾 , 外川 八英 , 大原 國章

1） 眼瞼の腫瘍（大原國章コレクション）② 色素細胞母斑（ii）無色
素性病変 丸 裕吾 , 外川 八英 , 大原 國章

1） 眼瞼の腫瘍（大原國章コレクション）③ 基底細胞癌 
 青山 和弘 , 外川 八英 , 大原 國章

1） 眼瞼の腫瘍（大原國章コレクション）④ 青色母斑 
 宮地 秀明 , 外川 八英 , 大原 國章

1） 眼瞼の腫瘍（大原國章コレクション）⑤ 静脈奇形 
 川島 秀介 , 外川 八英 , 大原 國章

2）無色素性病変① 毛細血管拡張性肉芽腫 深田 義仁 , 外川 八英
2）無色素性病変② エクリン汗孔腫 

 田頭 良介 , 外川 八英 , 大原 國章
2）無色素性病変③ メラノーマ 外川 八英
2）無色素性病変④ 基底細胞癌 外川 八英 , 大原 國章
医工連携による“画像診療イノベーション”の提供　　　─カシオ
計算機（株）の挑戦─ 北條 芳治

当科におけるダーモスコピー診療 松江 弘之
即答組織診断！（138）：好酸球 eosinophil / 脱顆粒　

degranulation 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：6月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis!：4月号の解答 常深 祐一郎
Photo Essay　207　パイナップルではない 塚谷 裕一
コラム：鬼舐頭（きしとう）と蚰蜒（げじげじ） 小野 友道
市場を歩く： 156ローマ　豆屋 金子 健彦

Vol. 18 No.7（7月号）
今さら聞けない「皮膚病変の色の診かた」
責任編集 岩澤 うつぎ，大原 國章
羅針盤：人生いろいろ，皮疹もいろいろ 岩澤 うつぎ
総論：皮膚病変の色の診かた 岩澤 うつぎ
薬疹 岩澤 うつぎ
蕁麻疹 岩澤 うつぎ
アトピー性皮膚炎／乳児湿疹 岩澤 うつぎ
接触皮膚炎 岩澤 うつぎ
尋常性乾癬 岩澤 うつぎ
単純疱疹 半田 梓
水痘 半田 梓
帯状疱疹 半田 梓
風疹と麻疹 半田 梓
蜂窩織炎 半田 梓
炎症性粉瘤 半田 梓
体部白癬 岩澤 うつぎ

毛細血管奇形と乳児血管腫 岩澤 うつぎ
酒皶・酒皶様皮膚炎 岩澤 うつぎ
毛細血管拡張性肉芽腫 増井 友里
ケロイド／肥厚性瘢痕 岩澤 うつぎ
Bowen 病 増井 友里
乳房外 Paget 病 増井 友里
日光角化症 増井 友里
ケラトアカントーマ 増井 友里
有棘細胞癌 増井 友里
血管肉腫（脈管肉腫） 増井 友里
白人の基底細胞癌 増井 友里
熱傷 岩澤 うつぎ
老人性紫斑 鈴木 貴子
コレステロール血栓塞栓症 鈴木 貴子
凍瘡 鈴木 貴子
IgA 血管炎 鈴木 貴子
足白癬 半田 梓
爪白癬 半田 梓
カンジダ症 半田 梓
伝染性軟属腫 岩澤 うつぎ
尋常性疣贅 岩澤 うつぎ
稗粒腫 増井 友里
掌蹠膿疱症 増井 友里
皮脂欠乏症（乾皮症） 岩澤 うつぎ
尋常性白斑 増井 友里
胼胝 岩澤 うつぎ
Raynaud 現象 岩澤 うつぎ
黄疸 増井 友里
柑皮症 増井 友里
黄色腫 増井 友里
黄色肉芽腫 増井 友里
脂腺母斑 岩澤 うつぎ
脂腺増殖症 岩澤 うつぎ
悪性黒色腫 増井 友里
基底細胞癌 増井 友里
母斑 半田 梓
爪甲下血腫 岩澤 うつぎ
Black heel 岩澤 うつぎ
糖尿病性壊疽 半田 梓
低温熱傷 半田 梓
臍石 半田 梓
マダニ刺咬症 半田 梓
太田母斑 鈴木 貴子
異所性蒙古斑 鈴木 貴子
青色母斑 鈴木 貴子
静脈湖 鈴木 貴子
老人性色素斑／光線性花弁状色素斑 岩澤 うつぎ
脂漏性角化症（老人性疣贅） 岩澤 うつぎ
皮膚線維腫 増井 友里
扁平母斑 岩澤 うつぎ
雀卵斑 岩澤 うつぎ
表皮母斑 増井 友里
アミロイド苔癬 鈴木 貴子
基本の Pathology　NETs/NETosis neutrophil extracellular 

trap ❷ 今山 修平
即答組織診断！（139）：核塵 nuclear dust 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 山田 朋子
Photo Essay 208：ちりばめられる 塚谷 裕一
コラム：アルビノへの畏怖と迷妄 小野 友道
市場を歩く 157：パリ 古書店 金子 健彦
投稿コラム：私撰 ビデオダーモスコピー 3 編： 
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①ゆらぎサイン編 佐藤 俊次

Vol. 18 No.8（8月号）
疥癬バスターズ 2019　疥癬はなぜ根絶できないのか？
責任編集 清島 真理子
羅針盤：疥癬はなぜ根絶できないのか？ 清島 真理子
総論：たかが疥癬，されど疥癬─蔓延を防ぐために疥癬を見逃さ
ない─ 清島 真理子

通常疥癬 周 円，加納 宏行，清島 真理子
全身角化型疥癬 佐久川 裕行，山口 さやか，山本 雄一，高橋 健造
臀部角化型疥癬 伊藤 満，加納 宏行，清島 真理子
水疱型疥癬 丹羽 宏文，清島 真理子
紅皮症型疥癬 岡村 直之，松山 かなこ，清島 真理子
爪疥癬 高木 肇
多形紅斑の裏に潜んでいた疥癬 原田 研
血管炎の裏に潜んでいた疥癬 白石 研，西原 克彦，佐山 浩二
高齢者疥癬疑い例 前田 学
小児疥癬 服部 有希，水谷 陽子
妊婦・授乳婦疥癬 吉住 順子
動物疥癬 朝比奈 良太
疥癬の診断方法と見逃さないコツ 和田 康夫
疥癬診療ガイドラインと情報共有について  

 石井 則久，三上 万理子
疥癬のアウトブレイクがおきたらどうする？ 金澤 伸雄
老人介護施設，医療施設，温浴施設での疥癬の予防と対策  

 宮﨑 安洋
疥癬治癒判定，経過観察の実際 市来 澪，竹中 基，室田 浩之
疥癬後遺症対策 谷口 裕子
コラム：世界の疥癬事情─“WHO Informal Consultation on a 

Framework for Scabies Control”報告書─  
 四津 里英，吉住 順子，村瀬 千晶

The Lecture：トコジラミ刺症の診断と対応 夏秋 優
即答組織診断！（140）：多形紅斑 erythema multiforme  

 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：8月号の出題 門野 岳史
Your Diagnosis!：6月号の解答 村田 哲
Photo Essay209：龍の眼 塚谷 裕一
コラム：労（いたづ）ける身の杖として 小野 友道
市場を歩く 158：東京　ニットの展示会 金子 健彦
投稿コラム：私撰 ビデオダーモスコピー 3 編： 
②まばたきサイン編 佐藤 俊次

Book Review：「エビデンスに基づく美容皮膚科治療」 川田 暁

Vol. 18 No.9（9月号）
帯状疱疹の新時代─診療の基本と最新情報─
責任編集 渡辺 大輔
羅針盤：帯状疱疹の新時代─されど基本は臨床診断にあり─  

 渡辺 大輔
総論：帯状疱疹 overview─疫学，診断，治療，予防─ 渡辺 大輔
総説：帯状疱疹：診断の決め手 今福 信一
総説：帯状疱疹治療のアルゴリズム 山本 剛伸
総説：帯状疱疹ワクチンの意義 浅田 秀夫
眼部帯状疱疹とハッチンソン徴候 菅田（松尾） 明子
Ramsay Hunt 症候群 藤井 瑞恵
AIDS 患者にみられた遷延性帯状疱疹 石黒 暁寛
汎発性帯状疱疹 小林 束
複発性帯状疱疹 渡辺 大輔，佐藤（平野） 有規奈
コラム：ヘルペス型水疱における中心臍窩形成のメカニズム  

 森実 真
コラム：無疹性帯状疱疹とは何か？ 小野 文武
右大腿部帯状疱疹に帯状疱疹脳炎を併発した例 柴田 知之
右臀部帯状疱疹により膀胱直腸障害を生じ，尿路感染症から敗血

症に至った例 白坂 木之香
帯状疱疹による運動神経麻痺 荒木 信之，北見 由季，末木 博彦
抗がん薬治療中に発症した水痘・帯状疱疹ウイルスによる急性網
膜壊死 永春 圭規

帯状疱疹性脊髄炎 
 長村 美佳，谷口 真也，苅谷 清徳，大野 雄也，山田 健太郎

複数医療機関受診による抗ウイルス薬のトラブル 白濱 茂穂
帯状疱疹関連痛に対する薬物療法によるトラブル 

 河村 三千香，飯田 宏樹，赤松 繁
水痘ワクチン由来帯状疱疹 川村 拓也，大田 光仁
水痘ワクチンの定期接種に伴う帯状疱疹疫学への影響 

 白木 公康，外山 望，宮崎県皮膚科医会
薬剤誘発性帯状疱疹 朝比奈 昭彦
ミニ座談会：皮膚科医が自分で罹ってわかった「帯状疱疹」 

 Visual Dermatology 編集委員会
基本の Pathology　Psoriasiform/Psoriasis-like 乾癬様 / 乾癬に
似る　❹ 規則的な表皮肥厚 / 表皮陵（乳頭）伸長 regular 
acanthosis, elongated-rete ridges/-dermal papillae 今山 修平

即答組織診断！（141）：脂腺 sebaceous gland（脂腺分化 
sebaceous differentiation） 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：9 月号の出題 宮田 聡子
Your Diagnosis!：7 月号の解答 常深 祐一郎
神人・貴志・江藤の Visual Derma ゴロジー（第 1回）：天保（山）
の紅葉が一番デス 神人正寿，貴志知生，江藤隆史

Photo Essay 210：葉では分からない 塚谷 裕一
コラム：嫌いなものから 小野 友道
市場を歩く： 159パリ　三ツ星レストラン（2） 金子 健彦
投稿コラム：私撰 ビデオダーモスコピー 3 編： 
③ビデオ斜めダーモスコピー編 佐藤 俊次

Vol. 18 No.10（10月号）
知らなきゃ手古摺る乾癬治療！　アプレミラスト 200％活用術！
責任編集 安部 正敏
羅針盤：時論公論・持論独論 安部 正敏
総論：どうつかう？ アプレミラスト 安部 正敏
総説：アプレミラストの乾癬に対する作用機序 飯塚 一
総説：アプレミラスト誕生秘話！ 研究史を振り返る 吉川 邦彦
総説：乾癬におけるアプレミラスト使用時のコツと注意点 

 岸本 恵美，神谷 浩二，菅井 順一，小宮根 真弓，大槻 マミ太郎
総説：Behçet 病に対するアプレミラスト治療 岳野 光洋
総説：アプレミラストはどのくらいQOL を改善するのか？ 

 高橋 文，阿部 名美子，大久保 ゆかり
生物学的製剤との橋渡しは？ 草刈 良之
光線療法との併用のコツ！ 西田 絵美 ，森田 明理
シクロスポリンからどう切り替える？ 田中 義人，小寺 雅也
大学病院で活用する 安田 正人
クリニックで活用する 菅井 順一
とっておきの 1 症例！①─ 10 年以上続いていた重症型の乾癬に
奏効した例─ 猿渡 浩

とっておきの 1 症例！②─ 1 年以上バイオフリーを実現できた乾
癬性関節炎─ 日野 亮介

とっておきの 1 症例！③─ 2 年間の投与の後に急速に改善した例
─ 佐藤 俊宏

とっておきの 1 症例！④─ 4 カ月の内服継続で着実に治療効果が
現れた例─ 遠藤 幸紀

とっておきの 1 症例！⑤─皮疹は改善しなかったが満足度が改善
した 2 例─ 皆川 智子，松﨑 康司，澤村 大輔

とっておきの 1 症例！⑥─ 1 年間内服継続したものの無効だった
例─ 
 石橋 昌也，安部 正敏，根本 治，飯塚 一，西村 正治，藤咲 淳

結節性痒疹合併に奏効した例 馬屋原 孝恒
掌蹠膿疱症に奏効した例 江藤 綾桂，古江 増隆
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疣状乾癬に奏効した例 岡﨑 沙麗
爪乾癬に奏効した例 

 三尾 峻生，北島 麻耶子，石井 賢太郎，杉江 瑠美，足立 真
膿疱性乾癬に奏効した例 岡﨑 布佐子
伝染性軟属腫が発生した例 

 木田 尚子，石井 貴之，澤田 香織，八田 尚人
コラム：アトピー性皮膚炎：PDE4阻害薬外用薬への期待 

 井藤 健介
コラム：アトピー性皮膚炎：PDE4阻害薬だけじゃない，期待の
新外用薬 安部 正敏

コラム：消化器症状の注意点 江畑 俊哉
コラム：あきらめないで，患者さん─チーム医療で行う患者指導
─ 加藤 一恵

コラム：がんばろう，アプレミラスト─薬局における服薬指導の
視点から─ 菅原 優子

コラム：患者からみるアプレミラスト 角田 洋子
アプレミラストはなぜ“オテズラ”か？ 安部 正敏
即答組織診断！（142）：Grocott 染色 Grocott stain ， PAS 染色 

Periodic acid-Schiff stain 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 門野 岳史
神人・貴志・江藤の Visual Derma ゴロジー（第 2回）：“恵比寿
へこいよ” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 211：尖ってへこむ 塚谷 裕一
コラム：夏の七草 小野 友道
市場を歩く 160：ローマ　カンポ デ フィオーリ市場（4） 金子 健彦
Book Review：「エビデンスに基づくスキンケア Q&A」 藤本 学

Vol. 18 No.11（11月号）
熱傷診療 ABC
責任編集 臼田 俊和 臼田 俊和
羅針盤：熱傷診療 ABC は皮膚科の救急 ABC 臼田 俊和
総論：誰にでもできる熱傷治療 臼田 俊和
総説：熱傷の診断 吉野 雄一郎
総説：熱傷の応急処置と初期診療 田中 義人
総説：熱傷の治療～局所療法の ABC ～ 岩田 洋平
総説：熱傷の治療～手術治療～ 岩田 洋平
総説：熱傷後遺症の治療と対策～肥厚性瘢痕・ケロイド～ 小川 令
総説：小児熱傷の疫学～小児熱傷は防げる！～ 黒木 雄一
総説：子ども虐待診療と熱傷 神薗 淳司
都会でよく経験する熱傷 浅井 俊弥
北国（寒冷地）でみかける熱傷 髙橋 博之
地方でよく経験する熱傷 川口 雅一
電気製品による熱傷 田中 義人
低温熱傷：見た目とは大違いなので気をつけよう！ 前田 学
総説：化学熱傷（chemical injury ，化学損傷）とは 

 有馬 豪，岩田 洋平
アルカリ性薬剤（アンモニア）による熱傷 藤原 洸平，樫山 和也
ジメチル硫酸による熱傷 持田 耕介，天野 正宏
ベンジンによる熱傷 堀田 亜紗，佐藤 麻起，廣門 未知子
セメント熱傷 水野 みどり，中里 公亮，森 如
電撃傷 河合 幹雄
凍傷 神谷 秀喜
基本の Pathology　NETs/NETosis neutrophil extracellular 

trap ❸ 今山 修平
即答組織診断！（143）：生毛部の正常な角層 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：11 月号の出題 村田 哲
Your Diagnosis!：9 月号の解答 宮田 聡子
神人・貴志・江藤の Visual Derma ゴロジー（第 3回）：“腎臓・
行楽，地蔵・紅葉” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 212：重陽 塚谷 裕一

コラム：内と外─ハンセン病における偏見と差別─ 小野 友道
市場を歩く： 161パリ　夜の公園 金子 健彦
Book Review：「エビデンスに基づくアトピー性皮膚炎治療」 

 鶴田 大輔

Vol. 18 No.12（12月号）
眼瞼のアトラス
責任編集 Visual Dermatology編集委員会
羅針盤：「眼瞼のアトラス」編集のねらい 大原 國章
総論：まぶたの皮膚の解剖学 今山 修平
ケラトアカントーマ 安部 正敏
皮膚リンパ球腫 杉原 夏子，村田 哲，大槻 マミ太郎
アポクリン汗囊胞 外山 雄一，村田 哲，大槻 マミ太郎
汗管腫 塩原 哲夫
稗粒腫 安部 正敏
表皮母斑（分離型） 門野 岳史
毛母腫 安部 正敏
脂腺腫 川嶋 久雄 , 村田 哲，大槻 マミ太郎
神経線維腫症Ⅰ型 門野 岳史
麦粒腫 門野 岳史
霰粒腫 古山 千晶，村田 哲，大槻 マミ太郎
顔面播種状粟粒性狼瘡 竹内 周子，鎌田 昌洋
酒皶性痤瘡 青山 裕美
皮膚リンパ腫 門野 岳史
丹毒 塩原 哲夫
虫刺症 竹島 良輔，石川 武子
皮膚筋炎 椛島 健治
全身性エリテマトーデス 椛島 健治
DLE 椛島 健治
接触皮膚炎 椛島 健治
肉芽腫性眼瞼炎 小松田 史織，大西 誉光
アミロイドーシス 門野 岳史
小麦アレルギー 塩原 哲夫
SJS/TEN 角 総一郎，村田 哲，大槻 マミ太郎
固定薬疹 青山 裕美
Dennie-Morgan徴候 安部 正敏
眼瞼皮膚弛緩症 大原 國章
帯状疱疹 山本 剛伸
カポジ水痘様発疹症 塩原 哲夫
単純疱疹 山本 剛伸
怒責性紫斑 伊藤 誠時，田中 隆光
眼瞼黄色腫 安仁屋 僚，深谷 早希
黄色肉芽腫 軽部 大希，村田 哲，大槻 マミ太郎
分離母斑 大原 國章
太田母斑 塩野谷 匠，福安 厚子
サーモンパッチ 大原 國章
毛細血管奇形 大原 國章
乳児血管腫 門野 岳史
毛細血管拡張性肉芽腫 大原 國章
日光角化症 安部 正敏
脂腺癌 門野 岳史
悪性黒色腫 大原 國章
基底細胞上皮腫（癌） 大原 國章
有棘細胞癌 大原 國章
即答組織診断！（144）：不全角化（錯角化）／尋常性乾癬  

 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：12 月号の出題 門野 岳史
Your Diagnosis!：10 月号の解答 常深 祐一郎
コラム：方面委員 小野 友道
Photo Essay 213：タシロ氏 塚谷 裕一
市場を歩く 162：パリ　マルシェ（14） 金子 健彦


