
1288 Visual Dermatology Vol.19 No.12 2020

Visual Dermatology  Vol.19（2020）総索引

著者名別索引

2020年11月号■ これで決まり！ 
―Snap Diagnosis 大原コレクション

2020年10月号■ 昔ながらの外用薬と新しい外用薬
―理論を学び，実践に移す

特集テーマ
2020年1月号■ 白癬の今

2020年3月号■ 戸倉新樹セレクション─トクラテスの教え

2020年2月号■ 日常診療で接する薬剤性皮膚障害 

2020年7月号■ 陰部の皮膚病変アトラス

2020年8月号■ 甲状腺と皮膚

2020年9月号■ もっと熱く語ろう「透析と皮膚」！

Vol.19の通算ページ区分
No.1
No.2
No.3
No.4

1～116
117～212
213～332
333～444

No.5
No.6
No.7
No.8

No.9
No.10
No.11
No.12

849～976
977～1076

1077～1180
1181～1308

2020年4月号■ フレッシャーズ特集：ひとりでできる当直マニュアル

2020年5月号■ 光線療法使いこなしガイド─症例と最新情報

2020年6月号■ 子どものスキンケア・ヘアケア・フットケア

著者名別索引
キーワード別索引
月号別タイトル一覧

1288
1296
1300

2020年12月号■ 皮膚科往診バイブル
～これから絶対必要になる，在宅診療のすべて

445～548
549～652
653～748
749～848

あ
相原 道子　Aihara, Michiko
羅針盤：薬疹・薬剤性皮膚障害の診療
と研究の来し方と行く末 127

免疫チェックポイント阻害薬による湿
疹型薬疹の 1例 166

タブレット菓子中のサンシシによる色
素沈着が疑われた 1例 184

青木 愛美　Aoki, Manami
解説：大体おいくらになるのですか？ 

 427
青島 正浩　Aoshima, Masahiro
全身性無汗症：Sjögren 症候群に伴っ
た例 240

濾胞性リンパ腫随伴性天疱瘡：びらん
性病変部の CMV 感染を伴った例 
 294

青山 和弘　Aoyama, Kazuhiro
エキシマライト照射とステロイド内服
で改善した汎発型斑状強皮症 520

青山 裕美　Aoyama, Yumi
間擦疹 674
接触皮膚炎 676
扁平苔癬 679
ケジラミ症 698
疥癬 700
infantile perineal protrusion 703
赤木 竜也　Akaki, Tatsuya
総説：白癬菌を攻撃する抗菌ペプチド
は Psoriasin（S100A7）だ 34

格闘技競技者以外に発生した Tricho-
phyton tonsurans 感染症 83

秋野 幸　Akino, Saki
若手医師スペシャル座談会：夜間診療
は時々ドキドキ！～先輩からのアド
バイス 346

浅井 知佳　Asai, Chika
皮膚用接着剤による接触皮膚炎症候群
の 1例 196

浅井 俊弥　Asai, Toshiya
疥癬 1251
足立 厚子　Adachi, Atsuko
市販総合感冒薬による中毒性表皮壊死
症を契機に発症した胆管消失症候群
の 1例 191

阿部 薫　Abe, Kaoru
総説：子どもの足の解剖 618
阿部 名美子　Abe, Namiko
Retinoid-local bath PUVA 療法にて改
善した掌蹠膿疱症 505

安部 正敏　Abe, Masatoshi
毛孔性紅色粃糠疹に対するエキシマラ
イトの効果 522

Behçet 病 681
亜鉛欠乏性皮膚炎 685
カンジダ症 688
紅色陰癬 689
尖圭コンジローマ 694
脂漏性角化症 706
妊婦のチアマゾール内服による先天性
皮膚欠損症 832

羅針盤：先覚者の好学，後学徒の向学 
 859

総論：もっと！熱く語ろう！透析と皮
膚！ 862

後天性穿孔性皮膚症 900
アダリムマブが奏効した透析患者の化
膿性汗腺炎の 1例 906

コラム：透析患者の接触皮膚炎は非定
型的？ 910

コラム：透析患者の入浴の工夫 952
コラム：瘙痒に対するナルフラフィン
の有効性 953

コラム：もっと熱く学ぼう！透析と皮
膚！（参考書紹介） 954

postmenopausal frontal fibrosing 
alopecia 1090

トリコチロマニア 1091

掌蹠角化症（長島型） 1116
annular elastolytic giant cell granu-

loma 1132
Gibertバラ色粃糠疹 1134
毛孔性紅色粃糠疹 1148
perforating collagenosis 1150
マダニ刺症 1153
Ehlers-Danlos症候群 1153
アカツキ病 1154
スキン -テア /dermatoporosis 1262
阿部 理一郎　Abe, Riichiro
解説：新しい薬をはじめたらブツブツ
が出てきました！ 362

総説：新規菌状息肉症治療薬のベキサ
ロテン～とくに副作用の甲状腺機能
異常について 814

新井 崇　Arai, Takashi
下腿粘液水腫の診断によりバセドウ病
が発見された例 792

荒川 将之　Arakawa, Masayuki
高β -カロチン血症による皮膚黄染を
伴った萎縮性甲状腺炎 776

い
飯塚 一　Iizuka, Hajime
アダリムマブが奏効した透析患者の化
膿性汗腺炎の 1例 906

書評：「皮膚科ベストセレクション　乾
癬・掌蹠膿疱症─病態の理解と治療
最前線」 1286

井汲 今日子　Ikumi, Kyoko
総説：紫外線療法の使い分けと UVA 1
療法について 466

池上 徹栄　Ikegami, Tetsuharu
匙状爪，爪甲縦裂症を契機に診断され
た慢性甲状腺炎 783

石井 貴之　Ishii, Takayuki
びー玉：ピンぼけ写真……その訳は？
皮疹が COVID-19 感染確認の一助と
なった 1例 1072



1289Visual Dermatology Vol.19 No.12 2020

Visual Dermatology Vol.19 （2020） Index

石井 文人　Ishii, Norito
市販解熱鎮痛薬による多発性固定薬疹
の 1例 189

濾胞性リンパ腫随伴性天疱瘡：びらん性
病変部の CMV 感染を伴った例 294

石氏 陽三　Ishiuji, Yozo
総説：皮膚科からみる透析による痒
み！ 888

石川 治　Ishikawa, Osamu
長期透析患者に生じた陰茎壊死 922
石川 武子　Ishikawa, Takeko
解説：急に唇が腫れて息苦しい感じが
します！ 376

解説：やけどをしました！ 398
毛巣洞 1108
石崎 純子　Ishizaki, Sumiko
病院で診る足白癬・爪白癬のゴール 73
石田 久哉　Ishida, Hisaya
爪白癬検体の KOH 処理の工夫：
チューブ法について 48

石橋 昌也　Ishibashi, Masaya
毛孔性紅色粃糠疹に対するエキシマラ
イトの効果 522

後天性穿孔性皮膚症 900
アダリムマブが奏効した透析患者の化
膿性汗腺炎の 1例 906

コラム：透析患者の接触皮膚炎は非定
型的？ 910

コラム：透析患者の入浴の工夫 952
コラム：瘙痒に対するナルフラフィン
の有効性 953

石部 純一　Ishibe, Junichi
作為症：難治性下腿潰瘍と偽接触皮膚
炎を症状とした例 298

石渡 彩乃　Ishiwatari, Ayano
解説：新しい薬をはじめたらブツブツ
が出てきました！ 362

磯貝　善蔵　Isogai, Zenzo
総説：皮膚科医が知っておきたい地域
包括ケア病棟 1234

市橋　亮一　Ichihashi, Ryoichi
総説：在宅専門クリニックに在籍する
皮膚科医の役割 1210

伊藤 明子　Ito, Akiko
掌蹠膿疱症に対する光線療法の工夫①
エキシマライト 507

伊藤 笑子　Itoh, Emiko
総説：子どもの足部と靴の診方 622
伊藤 満　Ito, Mitsuru
ゲーベン ® クリームの使い方②～使い
方の工夫 1021

伊藤 有美　Ito, Yumi
透析患者にみられた非イオン性ヨード
造影剤による多発性固定薬疹 904

井上 友介　Inoue, Yusuke
市販総合感冒薬による中毒性表皮壊死
症を契機に発症した胆管消失症候群
の 1例 191

猪又 直子　Inomata, Naoko
皮膚用接着剤による接触皮膚炎症候群
の 1例 196

今井 亜希子　Imai, Akiko

総説：子どものフットケアの必要性 
 614

総説：子どもの爪の切り方・爪のケア 
 628

今福 信一　Imafuku, Shinichi
解説：赤くて痛い皮疹が急に出てきま
した！ 406

アトピー性皮膚炎のエキシマライト療
法 482

今山 修平　Imayama, Shuhei
基本の Pathology　Psoriasiform/

Psoriasis-like 乾癬様 / 乾癬に似る　
❺乳頭 / 表皮直下の浮腫，血管拡張
/ 延長，細胞浸潤 papillary edema, 
capillary dilatation/elongation, 
cellular infiltration 108

基本の Pathology　リベド（様）血管症 
/ - 血管炎 livedo（id） vasculopathy 
/ -vasculitis 322

基本の Pathology 付録・もっと詳し
く！ 527

基本の Pathology　皮膚組織中の血管
❶ 細動脈 / 終末細動脈 arteriole / 
terminal arteriole 538

総論：陰部の皮膚の解剖学 666
基本の Pathology 紅斑 / 環状紅斑 

erythema / annular erythema 968
基本の Pathology 皮膚の毛細血管 

capillary 1170
伊村 紀慧　Imura, Kie
特発性後天性全身性無汗症：中枢性尿
崩症を合併した例 237

う
上田 暢彦　Ueda, Nobuhiko
虫刺され（蚊刺症） 598
宇賀神 つかさ　Ugajin, Tsukasa
蕁麻疹 590
氏家 英之　Ujiie, Hideyuki
総説：DPP-4 阻害薬内服に伴う水疱性
類天疱瘡 134

DPP-4 阻害薬内服患者に生じた水疱性
類天疱瘡の 1例 140

牛上 敢　Ushigami, Tsuyoshi
新しい皮膚真菌症のガイドライン 42
臼井 健　Usui, Takeshi
クリオピリン関連周期熱症候群：成人
後に診断された例 279

内田 修輔　Uchida, Shusuke
透析患者に生じた頸部壊死性筋膜炎 928
内田 秀昭　Uchida, Hideaki
若手医師スペシャル座談会：夜間診療
は時々ドキドキ！～先輩からのアド
バイス 346

Fournier 壊疽 690
内沼 裕幸　Uchinuma, Hiroyuki
ヨード含有軟膏使用による甲状腺機能
低下症 822

宇都宮 夏子　Utsunomiya, Natsuko
ミドリムシ製剤服用後に発症した多形
紅斑の 1例─薬剤リンパ球刺激試験
（DLST）の偽陽性について─ 186
馬屋原 孝恒　Umayahara, Takatsune

Wells 症候群：木村病を合併し多彩な
皮疹を呈した例 246

疣状黄色腫：陰囊多発例 304
梅本 尚可　Umemoto, Naoka
Your Diagnosis?：6月号の出題 645
Your Diagnosis!：6月号の解答 840
浦野 聖子　Urano, Shoko
作為症：難治性下腿潰瘍と偽接触皮膚
炎を症状とした例 298

浦野 芳夫　Urano, Yoshio
SGLT2 阻害薬による間擦疹型薬疹の 1
例 150

え
江川 形平　Egawa, Gyohei
コレクチム ® 軟膏の使い方 1036
江川 清文　Egawa, Kiyofumi
足底疣贅 632
江川 昌太　Egawa, Shota
基底細胞上皮腫 722
Dupuytren拘縮 Dupuytren contrac-

ture 1119
江藤 隆史　Etoh, Takafumi
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴ
ロジー（第 4回）“レクチャー，じじ
してる” 1169

神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴ
ロジー（第 5回）“高原に松（まつ）取
りに行く” 1282

お
大磯 直毅　Oiso, Naoki
透析患者に生じた頸部壊死性筋膜炎 

 928
大久保 ゆかり　Okubo, Yukari
Retinoid-local bath PUVA 療法にて改
善した掌蹠膿疱症 505

大谷 道輝　Ohtani, Michiteru
総説：子どもに適した外用薬の基剤・
剤形 566

総説：酸化亜鉛を含んだ外用薬と作用
機序 994

大塚 篤司　Otsuka, Atsushi
コラム：アトピー性皮膚炎の病態～コ
レクチム ® 軟膏の作用機序を理解す
る 1038

大塚 久美子　Otsuka, Kumiko
RS3PE 症候群：皮膚型結節性多発動脈
炎を合併した例 243

Acral pseudolymphomatous angio-
keratoma of children（APACHE） 
 270

大槻 マミ太郎　Ohtsuki, Mamitaro
乾癬 678
尋常性白斑を合併した甲状腺機能低下
症 790

両下腿 pitting edemaを伴ったバセド
ウ病 794

左右差，日内変動のある上眼瞼浮腫 
 798

大西 誉光　Ohnishi, Takamitsu
解説：大体おいくらになるのですか？ 

 427
梅毒二期疹 1118



1290 Visual Dermatology Vol.19 No.12 2020

大橋 洋之　Ohashi, Hiroyuki
解説：おできがふくらんできました！
～炎症性粉瘤を念頭に 392

大畑 千佳　Ohata, Chika
市販解熱鎮痛薬による多発性固定薬疹
の 1例 189

大原 香子　Ohara, Kyoko
バセドウ病の発見と治療により急速に
軽快をみせた慢性痒疹 800

大原 國章　Ohara, Kuniaki
羅針盤：つれづれなるままに 663
化膿性汗腺炎 686
Bowen 様丘疹症 695
梅毒（初期硬結，硬性下疳） 696
coffee break：国宝 病草紙“毛虱” 699
hidradenoma papilliferum 708
乳児血管腫 710
静脈奇形 711
verruciform xanthoma 715
悪性黒色腫 718
Bowen 病 720
大原コレクション① Vidal 苔癬 724
大原コレクション②伝染性膿痂疹 725
大原コレクション③毛孔性紅色粃糠疹 

 726
大原コレクション④ epidermolytic 

acanthoma 727
大原コレクション⑤炎症性線状疣贅状
表皮母斑 728

大原コレクション⑥面皰母斑 729
大原コレクション⑦表皮囊腫（粉瘤） 

 730
大原コレクション⑧平滑筋腫 731
大原コレクション⑨尋常性白斑 732
羅針盤：「これで決まり！」特集に寄せ
て 1087

脂肪腫 1092
骨腫 1093
dermoid cyst（of the skin） 皮膚皮様
囊腫 1094

肉芽腫性眼瞼炎 1095
lupus miliaris disseminatus faciei
（LMDF）顔面播種状粟粒性狼瘡 
 1096

アトピー性皮膚炎 1099
マンゴー皮膚炎 1100
乳癌 1103
臍石 omphalith 1105
lichen sclerosus et atrophicus 硬化性
（萎縮性）苔癬 1109

nonvenereal sclerosing lymphangitis 
of the penis 非性病性陰茎硬化性リン
パ管炎 1111

滑液包炎 bursitis 1112
pitted keratolysis 点状角質融解症 

 1121
poroma 汗孔腫 1122
インスリンボール insulin ball 1123
サルコイドーシス（瘢痕浸潤型） 1126
融合性細網状乳頭腫症 1128
trichofolliculoma 毛包腫 1136
疥癬 1137

皮膚筋炎・強皮症 1138
Spitz母斑 1139
black heel 1140
trichilemmal cyst（follicular cyst, 

isthmus-catagen type） 1144
desmoplastic trichoepithelioma 線維
形成性毛包上皮腫 1147

nevus comedonicus 面皰母斑 1149
棘状苔癬 lichen spinulosus 1151
大山 学　Ohyama, Manabu
総説：子どもの毛の特徴から考える脱
毛症診療のポイント～新生児期・乳
児期を中心に 602

岡田 匡　Okada, Tadasu
爪白癬治療のゴールはどこ？～診療所
外来診療の視点から考えてみる～ 68

岡部 美保　Okabe, Miho
総説：在宅で皮膚疾患をみること～訪
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アダリムマブが奏効した透析患者の化
膿性汗腺炎の 1例 906

秦　舞子　Hata, Maiko
総説：在宅専門クリニックに在籍する
皮膚科医の役割 1210

畑 三恵子　Hata, Mieko
子どもの治りの悪い湿疹 592
畑 康樹　Hata, Yasuki
オフィスで診る足白癬のゴール 71
服部 友保　Hattori, Tomoyasu
コラム：経験的に有効な外用療法 947
服部 麻衣　Hattori, Mai
長期透析患者に生じた陰茎壊死 922
花井 志帆　Hanai, Shiho
Gianotti-Crosti 症候群：B 型肝炎ワク
チン接種後に生じた例 276
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Mohs ペースト 1004，1006
MRSA 596
Münchausen症候群 298
N
NB-UVB 283
P
PAD 911
PAS 染色 24
pitted keratolysis 594
pitting edema 794
POEMS 症候群 258
postcapillary venule 968
Psoriasin（S100A7） 34
PTA 911
PUVA 458
Q
Q- スイッチレーザー 576



1297Visual Dermatology Vol.19 No.12 2020

Visual Dermatology Vol.19 （2020） Index

R
resident memory T cell 181
RS3PE 症候群 243
S
SCC 1270
SG分類 1251
SGLT2 阻害薬 150
Shared Decision Making（SDM）  

 866
Sjögren症候群 240
SJS 362
STAR分類 1262
superficial white onychomycosis
（SWO） 81

T
T4 814
TARNAB® 500，510，516
TEN 362
terminal arteriole 538
Trichophyton interdigitale 81
Trichophyton rubrum 58
Trichophyton tonsurans 83
TSH 771
U
UVA 466
UVA1 466
UVB 466，520
V
VTRAC® 492
W
Wells 症候群 246
X
XTRAC® 470
あ
亜鉛イオン 34
亜鉛華デンプン 1002，1006
亜鉛華軟膏 998
亜鉛欠乏症 1010
亜鉛トランスポーター 1010
アクリレート 196
足育 614
足白癬 38，56，71，73， 

78，93，410，1255
足病変 862，914
足病変の重症化予防 879
アズノール ®軟膏 1014，1016
アダリムマブ 906
悪化要因 588
アドヒアランス 66
アトピー性皮膚炎 226，368，402，

482，488，1036，1038，1044
アナフィラキシー 376
アポトーシス 34
アミオダロン 828
洗い方 570
アリ刺症 420
アロプリノール 283
泡  570
い
イカリジン 598
異汗性湿疹 594
異所性蒙古斑 576

苺状血管腫 582
医中誌Web 770
遺伝性血管性浮腫 376
異物刺入 394
イブプロフェン 191
疣状黄色腫 304
イミキモド 1052
イムノクロマト法 45
陰核 666
陰茎 666
陰茎壊死 922
陰唇 666
インスリン様成長因子 1 受容体
（IGF-1R） 798
インドキシル硫酸 916
陰囊 304，666
陰部外 301
う
運動習慣 614
え
衛星病変 290
会陰 666
エキシマライト 458，474，482， 

484，498，502，507，514， 
518，520，522，524，592

エキシマレーザー 470，496，512
壊死性筋膜炎 386
壊死組織 1018
エタノール・ギ酸抽出法 52
エフィナコナゾール 95
エラストグラフィー 518
塩化亜鉛 1004，1006
円形脱毛症 512，514， 

516，608，804
炎症性皮膚疾患 18
炎症性粉瘤 392
お
往診 1194，1200
往診料 1224
太田母斑 576
岡山 93
オピオイド 883，888
オピオイドκ受容体 953
オムツ皮膚炎 1260
か
外陰 666
疥癬 1057
疥癬トンネル 1251
ガイドライン 42
界面活性剤 570
外用指導 990
外用消毒薬 808
外用薬 994，1054
外用療法 947，990
化学的デブリードマン 1021
化学熱傷 398
格闘技 83
牙痕 424
下肢アライメント 618
下肢末梢動脈疾患（peripheral arterial 

disease：PAD） 862

下肢末梢動脈疾患指導管理加算 
 930，946
ガス壊疽 386
家族性寒冷自己炎症症候群 279
下腿浮腫 794
片側性 772
活性酸素 1024
合併症 954
化膿性汗腺炎 906
ガバペンチン 894
痂皮性膿痂疹 596
痒み 888，950
乾皮症 562，1246
硝子様血栓 322
カルシフィラキシス 920
還元ヘモグロビン 322
間擦疹型薬疹 150
環状紅斑 968
がん性皮膚潰瘍 1048
関節可動域 618
乾癬 56，108，368， 

474，478，898，1170
乾癬型薬疹 168，176
感染経路 38
感染対策 1230
乾燥した壊死組織 1021
乾燥肌 952
陥入爪 634
顔面 301，498
顔面血管線維腫 1054
緩和治療 1002
き
基剤 566，1018
寄生と腐生 62
木村病 246
休日加算 427
急性期在宅医療 1242
急性限局性発疹性膿疱症（ALEP） 181
急性蕁麻疹 590
急性発疹症 355
鏡検 45，410
強皮症 518
銀イオン 1024
菌状息肉症 814
金属アレルギー 234，592
銀ナノ粒子 1024
く
熊本地震 95
クリオピリン関連周期熱症候群 279
け
経口シクロホスファミド 287
脛骨前粘液水腫 772，792
軽鎖拘束性 249
形質細胞 249
頸部壊死性筋膜炎 928
ゲーベン ®クリーム 1018，1021
血液透析 

 866，883，906，928，940
血管炎症候群 834
血管性浮腫 168，376
血管石灰化 916
血管平滑筋 538



1298 Visual Dermatology Vol.19 No.12 2020

結節性硬化症 1054
結節性痒疹 524
血流障害 930
ケトプロフェン 194
毛虫皮膚炎 420
元気に歩く 637
限局性強皮症 301
顕微鏡的多発血管炎 287
こ
高γ - グロブリン血症性紫斑 262
抗 BP180抗体 1257
抗 BP230抗体 1257
降圧薬 176
抗ウイルス薬 406
抗炎症効果 1014
硬化性萎縮性苔癬 301
抗菌 1024
口腔粘膜疹 904
高血圧治療薬 168
光源 462
抗甲状腺薬 834
甲状腺 776，770
甲状腺眼症 798
甲状腺機能異常 808，819
甲状腺機能亢進症 794，800， 

804，806
甲状腺機能低下症 766，772，786，

790，819，822
甲状腺機能低下性ミオパチー 780
甲状腺中毒症 766，819
甲状腺ホルモン 762
抗真菌活性 34
抗真菌薬 66，1255
光線過敏型薬疹 158，168
光線照射試験 178
光線療法 466，474，478，505， 

510，516，524
後天性穿孔性皮膚症 900
紅斑 968
紅皮症 368
高齢者 68，134，1255
高齢者施設 78，81
高齢者皮膚科診療 1234
固定薬疹 189
古典的外用薬 990
子供靴 622
子どもの足を守りたい 637
子どもの爪トラブル 628
後毛細血管細静脈 108，968
コリン性蕁麻疹 226，590
コレクチム ® 1044
コレクチム ®軟膏 1038
さ
剤形 566，994
在宅 78
在宅医療 

 1194，1200，1219，1230，1255
在宅医療従事者との連携 1205
在宅患者訪問診療料 1224
在宅血液透析 872
在宅専門クリニック 1210

在宅寝たきり患者処置指導管理料 
 1224

細動脈 538
サイトカイン 908
サイトメガロウイルス感染症 294
再発性 290
作為症 298
匙状爪 783
作用機構 1024
酸化亜鉛 994，1002
参考書 954
サンシシ 184
山脈様所見 54
し
紫外線 462
紫外線防御 600
紫外線療法 522
時間外加算 427
色素性蕁麻疹 590
色素沈着 184
色素沈着症 806
糸球体濾過 876
自己炎症性疾患 279
自己臭妄想 594
自己免疫疾患 804
自己免疫性甲状腺疾患 825
自己免疫性水疱症 140
趾節間外反母趾 622
指尖部潰瘍 287
失禁 1260
失禁関連皮膚炎 1008
湿疹 592，1246
湿疹型薬疹 166
質量分析 52
自伝 954
シナカルセト 920
市販薬 189
シャント 898，910，924
縦走線条 54
重層法 998
集団感染 1251
終末細動脈 538
主治医との連携 1214
手術 1270
術後出血 394
出力向上 462
腫瘍随伴性天疱瘡 294
受容体介在性エンドサイトーシス 940
需要と現状 1238
掌蹠角化症 786
掌蹠膿疱症 505，507，510
小児 270，592
小児アトピー性皮膚炎 588
褥瘡 1016，1242
食物アレルギー 590
シロリムス（ラパマイシン） 1054
腎移植 866
真菌検査 75
真菌培養 83
神経線維腫症 2 型
（neurofibromatosis type 2：
NF2） 307

神経痛 406
神経麻痺 262
深紫外光 LED 458
尋常性白斑 502，790，802
新生児 602
診断 48，410
真の毛細血管 108
真皮乳頭 1170
深部静脈血栓症 386
蕁麻疹 372
深夜加算 427
診療所外来 68
診療報酬の問題 1238
す
水害 93
水疱性膿痂疹 596
水疱性類天疱瘡 134，1257
スキン -テア 1262
スキンケア 910，1246
スクアレンエポキシダーゼ 58
スクリーニング 85
スチール症候群 924
ステロイド 1044
スポロトリコーシス 902
スミスリン ® 1057
スルファジアジン銀 1024，1032
せ
正確な診断 71
制御性 T細胞 458，825
清潔 600
成人 T細胞白血病リンパ腫 273
精神的ケア 608
生物学的製剤 56，940
生理的脱毛 602
切開排膿 392
接合部皮膚炎（苔癬型） 1170
接触皮膚炎 381，910，1032
接触皮膚炎症候群 196
切創 394
セラビーム ® 478，522
穿孔性皮膚症 283
洗浄剤 570
先天性皮膚欠損症 832
そ
早期発見 1266
爪甲縦裂症 783
瘙痒 484，862
足長 618
足底疣贅 632
た
ターゲット型光線療法 514
ターゲット型ナローバンドUVB 488
ダーマボンド ® 196
ダーモスコピー 1270
体温調節 762
代謝異常 876
帯状疱疹 406
苔癬様反応 1170
多汗症 594
タキサン系抗癌薬 152，158
多形紅斑 246
他職種への周知 1214



1299Visual Dermatology Vol.19 No.12 2020

Visual Dermatology Vol.19 （2020） Index

多職種連携 1210，1219，1242，1266
正しいシャンプー方法 610
脱水 144
脱毛症 602，804
楽しく 1214
多発 304
多発丘疹型 273
多発性固定薬疹 904
胆管消失症候群 191
単純性血管腫 582
単純塗布 998
単純ヘルペスウイルス 402
男女比 134
ち
チアマゾール 832
地域包括ケア 1202
地域包括ケアシステム 1234
地域包括ケア病棟 1234
遅延型アレルギー 381
チオ硫酸ナトリウム 920
中高生 83
中枢性尿崩症 237
中毒性表皮壊死症 191
チューブ法 48
治癒に導く 71
長時間透析 872
治療 588
チロシンキナーゼ阻害薬 160
つ
ツバキ油スプレー 950
爪アスペルギルス症 95
爪の切り方 628
爪白癬 45，48，58，66，68，73，

75，78，81，88，1255
爪病変 622
蔓状神経鞘腫（plexiform 

schwannoma） 307
て
手足症候群 160
ディート 598
適切な治療 71
手湿疹 381，484
デルゴシチニブ 1038
テルビナフィン 58
添加物 566
と
透過性亢進 108，968，1170
盗血現象 924
透析 862，888，898，900， 

902，908，922，924，934， 
947，948，950，954

透析患者足病変 930
透析患者のスキントラブル 879
透析治療 914
透析低血圧 916
糖尿病 88，900
糖尿病足病変 85，386
糖尿病性壊疽 1242
頭皮ケア 610
特発性後天性全身性無汗症 590
特発性全身性無汗症 237
ドセタキセル 152，158

ドライスキン 883
トラフェルミン 832
トリコチロマニア（抜毛症） 608
トレードオフ 62
ドレッシング材 1262
な
内因性アトピー性皮膚炎 234
ナルフラフィン 894，953
ナローバンドUVB 458，482， 

 502，516
に
西日本豪雨 93
日常診療 130
日光角化症 1052
ニボルマブ 166
乳児 602
乳児血管腫 582
入浴 952
尿細管・間質傷害 876
尿毒症物質 876，883
ね
ネイリン ®カプセル 75
熱傷 398
粘膜疹 189
の
のこぎり近位端 54
は
ハイパフォーマンス膜 940
破壊性甲状腺炎 819
白癬 14，42
白癬菌 24，62
白癬菌抗原キット 45
白斑 498
パクリタキセル 152
橋本病 786
バセドウ病 766，792，794， 

798，800，802，832
肌画像カウンセリングシステム 492
発汗 762
発汗障害 144
パッチテスト 150，298
パラベン 1032
バランスの取れた食生活 610
バリア機能 562，1246
反応性穿孔性膠原症 900
汎発型斑状強皮症 520
汎発性粘液水腫 780
ひ
非イオン性ヨード造影剤 904
非炎症型 134
皮下結節 778
光アレルギー性接触皮膚炎 194
微細炎症 916
皮脂 562
皮脂欠乏症 947
ヒゼンダニ 1057
ビタミン D3 632
ヒドロクロロチアジド 178
非白癬性爪真菌症 95
皮膚 762
皮膚悪性リンパ腫 368
皮膚壊死 924

皮膚黄染 776
皮膚科医による訪問診療 1202
皮膚科在宅診療 1194，1224，1238
皮膚型結節性多発動脈炎 243
皮膚筋炎 780
皮膚血管炎 834
皮膚糸状菌 48，52，66
皮膚糸状菌症 14
皮膚疾患内訳 1210
皮膚障害 152
皮膚常在真菌 18
皮膚常在微生物叢 18
皮膚症状 770
皮膚真菌症 42
皮膚生理機能 562
皮膚瘙痒 934
皮膚瘙痒の規定因子 934
皮膚トラブル 862
皮膚病変 914
皮膚リンパ腫 266
日焼け 398
表在性悪性腫瘍 1004
表在性白癬 24
表在性皮膚真菌症 14
病診連携 73
表皮嚢腫 392
病理組織像 24
頻回透析 872
ふ
風疹 355
腹膜透析（PD） 866
フットケア 68，85，614， 

628，946
フットケア啓発 1266
フットチェック 946
フッ化水素酸 398
プレガバリン 894
プロトピック ® 1044
プロピルチオウラシル 832，834
プロプラノロール 582
蚊刺過敏症 226，598
分節型白斑 496，500
へ
ベキサロテン 814
扁平苔癬型薬疹（苔癬型薬疹） 168
扁平母斑 576
ほ
蜂窩織炎 386
膨疹 372
訪問看護 1202
保湿 144，600
保湿効果 1014
保湿剤 566
保湿入浴剤 952
保湿薬 1262
ホスラブコナゾール 58
ホメオスタシス 1010
ま
巻き爪 634，948
巻き爪ロボ 948
麻疹 355
マダニ 415



1300 Visual Dermatology Vol.19 No.12 2020

マダニ媒介感染症 415
マムシ 424
まむし抗毒素 424
マレットトウ 634
慢性化 62
慢性甲状腺炎 766，780，783
慢性腎不全 928
慢性皮膚創傷 1018
慢性痒疹 800
み
ミドリムシ製剤 186
ミルメシア 632
む
ムカデ咬症 420
ムチン沈着症 792
無汗症 240
め
メトロニダゾール 1048
免疫チェックポイント阻害薬 
  160，166

免疫不全 902
も
毛孔性紅色粃糠疹 522
毛細血管 1170
毛細血管拡張性肉芽腫 290
毛細血管奇形 582
毛細リンパ管 108
毛周期 602
モガムリズマブ 160
や
薬剤 822
薬剤性甲状腺機能異常 828
薬剤性光線過敏症 178
薬剤副作用 808
薬疹 130，186，355，368，908
よ
痒疹 1016
ヨウ素 808
ヨード含有軟膏 822

ヨード成分 828
予後 588
予防 38
予防ケア 85
予防的フットケア 88
り
リベド 322
リベド血管炎 322
リベド血管症 322
リポイド類壊死症 778
療法選択 866
輪走筋 538
リンパ腫 226
リンパ増殖性疾患 266
れ
連携 930
ろ
ロゼックス ®ゲル 1048
濾胞性リンパ腫 258，294

月号別タイトル一覧

Vol. 19 No.1（1月号）
白癬の今
責任編集 田邉  洋 
羅針盤：伝承とは 田邉 洋
総論：令和時代の白癬 田邉 洋
総説：炎症性皮膚疾患と真菌 中島 沙恵子
総説：病理組織でみる白癬～白癬菌はここにいる～ 福本 隆也
総説：白癬菌を攻撃する抗菌ペプチドは Psoriasin（S100A7）だ 

 森田 栄伸，赤木 竜也
総説：足白癬の感染機序と予防対策 福山 國太郎
新しい皮膚真菌症のガイドライン 牛上 敢
爪白癬の迅速診断キット 常深 祐一郎
爪白癬検体の KOH 処理の工夫：チューブ法について 

 石田 久哉，法木 左近
質量分析装置MALDI-TOF MS による皮膚糸状菌同定 

 中村 かおり，福田 知雄
爪白癬のダーモスコピー像 福山 國太郎
抗 IL-17 抗体製剤使用時にみられた足白癬 林 宏明
テルビナフィン耐性 Trichophyton rubrum による爪白癬 

 野口 博光，松本 忠彦，木村 有太子，比留間 政太郎
なぜ足白癬は治りにくいのか～ T. interdigitale と T. rubrum の
生物学～ 田中 壯一

爪白癬の新しい治療とそのゴール 原田 和俊
爪白癬治療のゴールはどこ？～診療所外来診療の視点から考えて
みる～ 岡田 匡

オフィスで診る足白癬のゴール 畑 康樹
病院で診る足白癬・爪白癬のゴール 石崎 純子
爪白癬のホスラブコナゾール治療例 竹田 公信
在宅・施設でみる足白癬・爪白癬 袋 秀平
高齢者施設でみる足白癬・爪白癬 渡邉 晴二
格闘技競技者以外に発生した Trichophyton tonsurans 感染症 

 赤木 竜也
糖尿病フットケアナースのみる足白癬 竹原 君江
当院フットケアナースが行う爪の切り方 安仲 恵，田邉 洋

2018 年岡山県水害被災地域でみられた足白癬類縁疾患 林 宏明
熊本地震の後に発生した Aspergillus subramanianii による爪真
菌症 野口 博光，松本 忠彦，木村 有太子，比留間 政太郎

基本の Pathology　Psoriasiform/Psoriasis-like 乾癬様 / 乾癬に
似る　❺乳頭 / 表皮直下の浮腫，血管拡張 / 延長，細胞浸潤 
papillary edema, capillary dilatation/elongation, cellular 
infiltration 今山 修平

即答組織診断！（145）：Bowen 病  Bowen’s disease 
 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：1 月号の出題 佐藤 俊次
Your Diagnosis!：11 月号の解答 村田 哲
Photo Essay 214：色付ける 塚谷 裕一
コラム：doggy bag と仁助咄（にすけばなし） 小野 友道
市場を歩く 163：パリ　マルシェ（15） 金子 健彦

Vol. 19 No.2（2月号）
日常診療で接する薬剤性皮膚障害
責任編集 相原 道子，山口 由衣
羅針盤：薬疹・薬剤性皮膚障害の診療と研究の来し方と行く末 

 相原 道子
総論：日常診療で接する注意の必要な薬疹 山口 由衣
総説：DPP-4 阻害薬内服に伴う水疱性類天疱瘡 氏家 英之
DPP-4 阻害薬内服患者に生じた水疱性類天疱瘡の 1例 

 葭本 倫大，氏家 英之
総説：SGLT2 阻害薬による薬疹 末木 博彦
SGLT2 阻害薬による間擦疹型薬疹の 1例 矢田（町田） 未央， 

 武市 幸子，中内 佳奈子，新谷 保実，浦野 芳夫
総説：タキサン系抗癌薬による皮膚障害 

 寺本 由紀子，中村 泰大，山本 明史
ドセタキセルによる光線過敏型薬疹の 1例 寺本 由紀子
総説：分子標的治療薬による皮膚障害 門野 岳史
免疫チェックポイント阻害薬による湿疹型薬疹の 1例 

 渡邉 裕子，相原 道子
総説：高血圧治療薬による薬疹 松倉 節子
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高血圧治療薬の副作用で生じた乾癬の 1例 
 宮永 美紀，尾山 徳孝，長谷川 稔

ARB- ヒドロクロロチアジド合剤による光線過敏型薬疹の 1例 
 森脇 真一

大建中湯による急性限局性発疹性膿疱症（ALEP）の 1例 
 堤 玲子，吉田 雄一，山元 修

タブレット菓子中のサンシシによる色素沈着が疑われた 1例 
 冨樫 結，渡邉 裕子，原田 和俊，相原 道子

ミドリムシ製剤服用後に発症した多形紅斑の 1例─薬剤リンパ球
刺激試験（DLST）の偽陽性について─ 
 宇都宮 夏子，尾山 徳孝，長谷川 稔

市販解熱鎮痛薬による多発性固定薬疹の 1例 
 嘉多山 絵理，永田 寛，石井 文人，大畑 千佳，名嘉眞 武国

市販総合感冒薬による中毒性表皮壊死症を契機に発症した胆管消
失症候群の 1例 
 山野 希，全 陽，井上 友介，松浦 敬憲，下浦 真一，足立 厚子

ケトプロフェン含有テープ剤による接触皮膚炎の 1例 高山 かおる
皮膚用接着剤による接触皮膚炎症候群の 1例 

 浅井 知佳，猪又 直子
付記：薬剤一般名の表記について
即答組織診断！（146）：日光角化症 actinic keratosis/solar 

keratosis 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：2月号の出題 山田 朋子
Your Diagnosis!：12 月号の解答 門野 岳史
Photo Essay 215：蝋のつや 塚谷 裕一
コラム：カサカサとガサガサ 小野 友道
市場を歩く 164：バンコク　プラトゥーナム 金子 健彦
投稿コラム：知っ得！：ジェルネイル編 佐藤 俊次

Vol. 19 No.3（3月号）
戸倉新樹セレクション─トクラテスの教え
責任編集 戸倉 新樹 
羅針盤：今日的な皮膚疾患と随伴症状への理解 戸倉 新樹
総論：「今日的な皮膚疾患」にたどり着くまで 戸倉 新樹
アトピー性皮膚炎：顕著な金属アレルギーを示した例 

 高柳 裕里恵，戸倉 新樹
特発性後天性全身性無汗症：中枢性尿崩症を合併した例 

 伊村 紀慧，糟谷 啓，戸倉 新樹
全身性無汗症：Sjögren 症候群に伴った例 

 高柳 裕里恵，影山 玲子，青島 正浩，藤山 俊晴，戸倉 新樹
RS3PE 症候群：皮膚型結節性多発動脈炎を合併した例 

 後藤 吉啓，大塚 久美子，戸倉 新樹
Wells 症候群：木村病を合併し多彩な皮疹を呈した例 

 齊藤 舞，中澤 慎介，馬屋原 孝恒，戸倉 新樹
皮膚形質細胞増多症：MALT リンパ腫への移行 

 榊原 あゆみ，影山 玲子，島内 隆寿，戸倉 新樹
偽リンパ腫型 IgG4 関連疾患：多中心性 Castleman病との鑑別 

 森下 ナオミ，津嶋 友央
POEMS 症候群：濾胞性リンパ腫に伴った例 

 喜多野 誠哉，兼子 泰一，橋爪 秀夫
高γ -グロブリン血症性紫斑型 IgG4 関連皮膚疾患：神経麻痺を
合併した例 船井 尚子，床並 房雄，中澤 慎介，戸倉 新樹

Primary cutaneous CD4＋small/medium T-cell 
lymphoproliferative disorder 
 森木 睦，島内 隆寿，八木 宏明，戸倉 新樹

Acral pseudolymphomatous angiokeratoma of children
（APACHE） 大塚 久美子，八木 宏明
成人 T 細胞白血病 / リンパ腫：多発丘疹型 島内 隆寿
Gianotti-Crosti 症候群：B 型肝炎ワクチン接種後に生じた例 

 花井 志帆，島内 隆寿，戸倉 新樹
クリオピリン関連周期熱症候群：成人後に診断された例 

 後藤 晴香，臼井 健，八木 宏明

穿孔性皮膚症：光線療法・アロプリノールによる改善例 
 小倉 康晶，星野 友美，矢田貝 剛

顕微鏡的多発血管炎：指尖部潰瘍を伴った例 
 森本 広樹，福地 健祐

Recurrent pyogenic granuloma with satellitosis：疾患を周知さ
せる例 佐野 悠子，加持 秀明，八木 宏明

濾胞性リンパ腫随伴性天疱瘡：びらん性病変部の CMV 感染を
伴った例 
 星野 友美，青島 正浩，石井 文人，橋本 隆，戸倉 新樹

作為症：難治性下腿潰瘍と偽接触皮膚炎を症状とした例 
 石部 純一，力丸 翼，浦野 聖子

顔面に発症した硬化性萎縮性苔癬（lichen sclerosus et atrophicus 
on the face） 小島 千明，戸倉 新樹

疣状黄色腫：陰嚢多発例 田嶋 瑞帆，馬屋原 孝恒，戸倉 新樹
蔓状神経鞘腫：多発例 佐野 友佑，古川 瀬里，橋爪 秀夫
基本の Pathology　リベド（様）血管症 / - 血管炎 livedo（id） 

vasculopathy / -vasculitis 今山 修平
即答組織診断！（147）：コロイド小体 colloid body（シバット小
体 Civatte body）／表皮細胞 keratinocyte 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：3月号の出題 佐藤 友隆
Your Diagnosis!：1月号の解答 佐藤 俊次
Photo Essay 216：網目になる 塚谷 裕一
コラム：帯状疱疹の再発 小野 友道
市場を歩く 165：バンコク　水上マーケット 金子 健彦
Book Review：「見てわかる皮膚疾患 診察室におきたいアトラス」 

 宮地 良樹

Vol. 19 No.4（4月号）
フレッシャーズ特集：ひとりでできる当直マニュアル
責任編集 多田 弥生，門野 岳史
羅針盤：ドキドキしたあの頃を思い出して 多田 弥生，門野 岳史
若手医師スペシャル座談会：夜間診療は時々ドキドキ！～先輩か
らのアドバイス 多田 弥生，門野 岳史，内田 秀昭， 
 渡辺 愛友，秋野 幸，望月 俊彦

解説：これははしかでしょうか？～急性発疹症の診断ポイント・
鑑別疾患 日野 治子

解説：新しい薬をはじめたらブツブツが出てきました！ 
 石渡 彩乃，阿部 理一郎

解説：体中が赤くなり，皮が剥けてきました！～紅皮症の鑑別と
対処の仕方について 森村 壮志

解説：蚊に刺されたようなものが体中にできて痒いです！ 
 益田 浩司

解説：急に唇が腫れて息苦しい感じがします！ 
 薮内 由季菜，石川 武子，立澤 直子，佐川 俊世，山口 正雄

解説：かぶれがひどいです！ 高山 かおる
解説：足が腫れています！ 高浜 由美子，田中 隆光
解説：おできがふくらんできました！～炎症性粉瘤を念頭に 

 大橋 洋之
解説：怪我しました！ 中村 泰大
解説：やけどをしました！ 並木 かほる，石川 武子
解説：顔が腫れてただれています！～ Kaposi 水痘様発疹症を念
頭に 鎌田 昌洋

解説：赤くて痛い皮疹が急に出てきました！ 今福 信一
解説：これって水虫でしょうか？ 常深 祐一郎
解説：マダニが体にくっついています！ 中川 優生，千貫 祐子
解説：虫に刺されました！ 夏秋 優
解説：ヘビにかまれました！ 土橋 隼人，宮野 恭平，中村 晃一郎
解説：大体おいくらになるのですか？ 大西 誉光，青木 愛美
即答組織診断！（148）：異物型巨細胞　foreign body giant cell 

 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 山田 朋子
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Photo Essay 217：袋になる 塚谷 裕一
コラム：マスク騒動 小野 友道
市場を歩く 166：バンコク　ストリート 金子 健彦

Vol. 19 No.5（5月号）
光線療法使いこなしガイド─症例と最新情報
責任編集 森田 明理
羅針盤：光線療法の生き残りとは？ 森田 明理
総論：光線療法の将来 森田 明理
総説：実用レベルになる紫外線 LED 益田 秀之
総説：紫外線療法の使い分けと UVA1 療法について 井汲 今日子
総説：あらたに登場したエキシマレーザー 上尾 礼子
エキシマライトによる尋常性乾癬の難治部位への治療 西田 絵美
乾癬のエキシマライト療法 多田 弥生
アトピー性皮膚炎のエキシマライト療法 佐藤 絵美，今福 信一
エキシマライト照射が奏効した手湿疹 高山 かおる
ターゲット型ナローバンド UVB 照射が有効であったアトピー性
皮膚炎の足関節，手掌の局所病変 三上 万理子

尋常性白斑の光線療法の工夫～的確な照射と患者満足度向上のた
めに 横川 真紀

エキシマレーザー照射にて完治した両側口角部白斑 芝田 孝一
エキシマライトが奏効した非分節型白斑の顔面病変 新澤 みどり
ターゲット型ナローバンド UVB 照射が奏効した分節型白斑 

 渡部 晶子
ターゲット型ナローバンド UVBとエキシマライト同時照射によ
り改善した尋常性白斑 小林 直隆

Retinoid-local bath PUVA 療法にて改善した掌蹠膿疱症 
 飛田 璃恵，阿部 名美子，大久保 ゆかり

掌蹠膿疱症に対する光線療法の工夫①エキシマライト 伊藤 明子
掌蹠膿疱症に対する光線療法の工夫②ターゲット型ナローバンド

UVB 小林 里実
難治性円形脱毛症に対するエキシマレーザーの効果 西村 陽一
エキシマライト療法に良好な反応を示した全頭型円形脱毛症 

 野見山 朋子
ターゲット型ナローバンド UVB 照射にて治療を行った円形脱毛
症 日野 亮介

エキシマライト照射が奏効した斑状強皮症 牧野 輝彦
エキシマライト照射とステロイド内服で改善した汎発型斑状強皮
症 青山 和弘，外川 八英

毛孔性紅色粃糠疹に対するエキシマライトの効果 
 安部 正敏，石橋 昌也，根本 治

エキシマライト療法が著効した結節性痒疹 久保田 智樹
基本の Pathology　皮膚組織中の血管❶ 細動脈 / 終末細動脈 

arteriole / terminal arteriole 今山 修平
基本の Pathology 付録・もっと詳しく！ 今山 修平
即答組織診断！（149）：表皮襟 epidermal collarette／血管拡張
性肉芽腫 granuloma teleangiectaticum（化膿性肉芽腫 
pyogenic granuloma） 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：5月号の出題 門野 岳史
Your Diagnosis!：3月号の解答 佐藤 友隆
Photo Essay 218：金平糖 塚谷 裕一
コラム：うつしてやる 小野 友道
市場を歩く 167：パリ　シャンゼリゼ通り 金子 健彦
投稿コラム：あなたの皮膚温を知りたい！ 佐藤 俊次

Vol. 19 No.6（6月号）
子どものスキンケア・ヘアケア・フットケア
責任編集 高山 かおる
羅針盤：「子どものスキンケア・ヘアケア・フットケア」に寄せて 

 高山 かおる
総説：幼児・学童期（3 歳～ 12 歳）の皮膚の特徴 菊地 克子
総説：子どもに適した外用薬の基剤・剤形 大谷 道輝

総説：子どもに適した洗浄剤と洗い方 勝田 泉
総説：子どもの色素斑の治療とケア 長濱 通子
総説：子どもの血管腫の治療とケア 玉城 善史郎
小児アトピー性皮膚炎 野老 翔雲
蕁麻疹 宇賀神 つかさ，横関 博雄
子どもの治りの悪い湿疹 畑 三恵子，星野 雄一郎
汗疱・異汗性湿疹・におい 藤本 智子
伝染性膿痂疹 髙河 慎介
虫刺され（蚊刺症） 上田 暢彦
コラム：保護者への説明 島田 辰彦
総説：子どもの毛の特徴から考える脱毛症診療のポイント～新生
児期・乳児期を中心に 大山 学

子どもの脱毛症 水芦 政人
コラム：美容師さん，教えて！ 子どもの頭皮・ヘアケア 早坂 郁生
総説：子どものフットケアの必要性 高山 かおる，今井 亜希子
総説：子どもの足の解剖 阿部 薫
総説：子どもの足部と靴の診方 塩之谷 香，伊藤 笑子
総説：子どもの爪の切り方・爪のケア 今井 亜希子
足底疣贅 江川 清文
子どもの爪トラブル 高山 かおる
コラム：子どもの靴の選び方 中島 まちこ
即答組織診断！（150）：弾性線維性仮性黄色腫 pseudoxanthoma 

elasticum 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：6月号の出題 福井 伶奈，梅本 尚可
Your Diagnosis!：4月号の解答 常深 祐一郎
Photo Essay 219：バナナの香り 塚谷 裕一
コラム：相撲取りゃ裸で風邪ひかん？ 小野 友道
市場を歩く 168：パリ　シャンゼリゼ通り（2） 金子 健彦

Vol. 19 No.7（7月号）
陰部の皮膚病変アトラス
責任編集 Visual Dermatology 編集委員会
羅針盤：つれづれなるままに 大原 國章
総論：陰部の皮膚の解剖学 今山 修平
間擦疹 青山 裕美
脂漏性皮膚炎 椛島 健治
接触皮膚炎 青山 裕美
固定薬疹 塩原 哲夫
乾癬 佐藤 佐由里，大槻 マミ太郎
扁平苔癬 青山 裕美
多形滲出性紅斑 椛島 健治
Behçet 病 安部 正敏
Hailey-Hailey 病 椛島 健治
尋常性天疱瘡 薮内 由季菜，鎌田 昌洋
硬化性萎縮性苔癬 塩原 哲夫
亜鉛欠乏性皮膚炎 安部 正敏
化膿性汗腺炎 大原 國章
股部白癬 塩原 哲夫
カンジダ症 安部 正敏
紅色陰癬 安部 正敏
Fournier 壊疽 内田 秀昭，田中 隆光
単純疱疹 塩原 哲夫
帯状疱疹 塩原 哲夫
伝染性軟属腫 塩原 哲夫
尖圭コンジローマ 安部 正敏
Bowen 様丘疹症 大原 國章
梅毒（初期硬結，硬性下疳） 大原 國章
扁平コンジローマ 門野 岳史
ケジラミ症 青山 裕美
疥癬 青山 裕美
Fordyce 状態 椛島 健治
infantile perineal protrusion 青山 裕美
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陰茎縫線囊腫 門野 岳史
軟性線維腫 向井 慶，林 耕太郎
脂漏性角化症 安部 正敏
汗管腫 日下 理絵，深谷 早希
hidradenoma papilliferum 大原 國章
バルトリン腺囊腫 門野 岳史
乳児血管腫 大原 國章
静脈奇形 大原 國章
陰囊被角血管腫 門野 岳史
リンパ管腫 加藤 和夏，田中 隆光
nonvenereal sclerosing lymphangitis of the penis 

 水川 伊津美，深谷 早希
verruciform xanthoma 大原 國章
陰囊石灰沈着症 門野 岳史
色素細胞母斑 椛島 健治
悪性黒色腫 大原 國章
Bowen 病 大原 國章
有棘細胞癌 門野 岳史
基底細胞上皮腫 江川 昌太，福安 厚子
乳房外 Paget 病 門野 岳史
大原コレクション① Vidal 苔癬 大原 國章
大原コレクション②伝染性膿痂疹 大原 國章
大原コレクション③毛孔性紅色粃糠疹 大原 國章
大原コレクション④ epidermolytic acanthoma 大原 國章
大原コレクション⑤炎症性線状疣贅状表皮母斑 大原 國章
大原コレクション⑥面皰母斑 大原 國章
大原コレクション⑦表皮囊腫（粉瘤） 大原 國章
大原コレクション⑧平滑筋腫 大原 國章
大原コレクション⑨尋常性白斑 大原 國章
coffee break：国宝 病草紙“毛虱” 大原 國章
即答組織診断！（151）：脂漏性角化症 seborrheic keratosis 

 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：7月号の出題 佐藤 俊次
Your Diagnosis!：5月号の解答 門野 岳史
Photo Essay 220：頂端を欠く 塚谷 裕一
コラム：熱を測るのは難しい 小野 友道
市場を歩く 169：パリ　ホテルの朝食 金子 健彦
びー玉：蒟蒻（コンニャク）による熱傷 中川 浩一

Vol. 19 No.8（8月号）
甲状腺と皮膚
責任編集 村田  哲
羅針盤：「甲状腺と皮膚」特集に寄せて 村田 哲
総論：甲状腺ホルモンと皮膚 茂木 精一郎
総論：皮膚科医が知っておくべき甲状腺疾患の基本的知識 日高 洋
左片側性脛骨前粘液水腫を伴った甲状腺機能低下症 佐藤 篤子
高β -カロチン血症による皮膚黄染を伴った萎縮性甲状腺炎 

 荒川 将之，後藤 広昌
自己免疫性甲状腺疾患に合併したリポイド類壊死症 

 武 信肇，三苫 千景，古江 増隆
皮膚筋炎に類似した臨床症状を呈した汎発性粘液水腫 濱﨑 洋一郎
匙状爪，爪甲縦裂症を契機に診断された慢性甲状腺炎 

 池上 徹栄，濱﨑 洋一郎
甲状腺機能低下症に併発した後天性掌蹠角化症 

 水谷 陽子，清島 真理子
尋常性白斑を合併した甲状腺機能低下症 

 中野 尚美，村田 哲，大槻 マミ太郎
下腿粘液水腫の診断によりバセドウ病が発見された例 新井 崇
両下腿 pitting edemaを伴ったバセドウ病 

 角 総一郎，村田 哲，大槻 マミ太郎
左右差，日内変動のある上眼瞼浮腫 

 桑原 理，村田 哲，大槻 マミ太郎

バセドウ病の発見と治療により急速に軽快をみせた慢性痒疹 
 大原 香子

バセドウ病を合併した尋常性白斑 川村 美保，清島 真理子
甲状腺機能亢進症に伴う脱毛 齊藤 典充
色素沈着を契機に甲状腺機能亢進症の診断に至った例 調 裕次
総説：薬剤性甲状腺障害 西川 光重
総説：新規菌状息肉症治療薬のベキサロテン～とくに副作用の甲
状腺機能異常について 横山 令，阿部 理一郎

総説：irAE として発症する甲状腺機能障害 前川 武雄
ヨード含有軟膏使用による甲状腺機能低下症 

 内沼 裕幸，張磨 則之
薬剤性過敏症症候群（DIHS）に伴う甲状腺機能異常 

 福田 理紗，高橋 勇人
アミオダロン塩酸塩による甲状腺眼症（眼瞼腫脹） 

 影山 葉月，戸倉 新樹
妊婦のチアマゾール内服による先天性皮膚欠損症 安部 正敏
抗甲状腺薬による ANCA関連血管炎 川上 民裕
Appendix：皮膚科関連雑誌における甲状腺疾患論文の検索結果 

 村田 哲
Appendix：甲状腺関連血液検査と単位 村田 哲
即答組織診断！（152）：組織球 histiocyte（マクロファージ 

macrophage）／肉芽腫 granuloma 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：8月号の出題 鶴田 大輔
Your Diagnosis!：6月号の解答 福井 伶奈，梅本 尚可
Photo Essay 221：国が違えば 塚谷 裕一
コラム：閉じこもって煙草と酒 小野 友道
市場を歩く 170：パリ　夜の公園（2） 金子 健彦

Vol. 19 No.9（9月号）
もっと熱く語ろう「透析と皮膚」！
責任編集 安部 正敏 
羅針盤：先覚者の好学，後学徒の向学 安部 正敏
総論：もっと！ 熱く語ろう！ 透析と皮膚！ 安部 正敏
総説：いろいろな透析療法 中元 秀友
総説：在宅血液透析 喜田 智幸
総説：いろいろな尿毒症物質を知ろう 篠田 俊雄
総説：看護師からみた透析患者のスキンケア 日野岡 蘭子
総説：内科からみる透析による痒み 高橋 直子
総説：皮膚科からみる透析による痒み！ 石氏 陽三
総説：透析患者の皮膚瘙痒症薬物療法 金子 佳賢
透析シャント部位に一致した Köbner 現象 渡邉 千夏，梶原 一亨
後天性穿孔性皮膚症 安部 正敏，石橋 昌也，根本 治
透析患者に発症した左上肢スポロトリコーシス 瀬戸山 絢子
透析患者にみられた非イオン性ヨード造影剤による多発性固定薬
疹 伊藤 有美，小寺 雅也

アダリムマブが奏効した透析患者の化膿性汗腺炎の 1例 
 石橋 昌也，安部 正敏，川村 邦子，横関 真由美，加藤 一郎， 
 齊藤 篤志，小池 裕美子，長谷部 育恵，西村 正治，藤咲 淳， 
 飯塚 一，根本 治

コラム：透析と薬疹 佐藤 洋平，水川 良子
コラム：透析患者の接触皮膚炎は非定型的？ 

 安部 正敏，石橋 昌也，根本 治
総説：足潰瘍をもつ透析患者の治療 長野 徹
総説：透析患者は足元をみよう 新城 孝道
総説：なぜ透析患者では PADがみられるのか 日髙 寿美
急速に増大する有痛性巨大潰瘍を生じた大腿部カルシフィラキス 

 角田 佳純，竹原 友貴，庄田 裕紀子
長期透析患者に生じた陰茎壊死 服部 麻衣，石川 治
手指の壊死を生じたスチール症候群 

 村田 真帆，増野 年彦，古江 増隆
透析患者に生じた頸部壊死性筋膜炎 佐藤 雅子，内田 修輔， 

 柳原 茂人，和田 珠恵，大磯 直毅，川田 暁
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透析患者の病診連携 矢野 晶子
大規模データからみた透析の痒み 木全 直樹，北條 敏夫
透析患者の生物学的製剤治療 安田 正人
コラム：透析患者のフットケアの実際 澤村 直子
コラム：経験的に有効な外用療法 服部 友保
コラム：透析時間を利用した“巻き爪ロボ”による巻き爪矯正の試
み 堀口 真弓

コラム：透析患者の痒みに対するツバキ油スプレーの有用性 
 根木 治

コラム：透析患者の入浴の工夫 安部 正敏，石橋 昌也，根本 治
コラム：瘙痒に対するナルフラフィンの有効性 

 安部 正敏，石橋 昌也，根本 治
コラム：もっと熱く学ぼう！透析と皮膚！（参考書紹介） 

 安部 正敏
基本の Pathology 紅斑 / 環状紅斑 erythema / annular 

erythema 今山 修平
即答組織診断！（153）：真皮乳頭　dermal papilla 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：9月号の出題 門野 岳史
Your Diagnosis!：7月号の解答 佐藤 俊次
Photo Essay 222：葛 塚谷 裕一
コラム：窓を開けて 小野 友道
市場を歩く 171：パリ　毛糸屋 金子 健彦
Vidニュース

Vol. 19 No.10（10月号）
昔ながらの外用薬と新しい外用薬―理論を学び，実践に移す
責任編集 吉川 義顕
羅針盤：古典的外用薬を学ぶ 吉川 義顕
総論：外用療法 ～理論を学び，実践に移す 吉川 義顕
総説：酸化亜鉛を含んだ外用薬と作用機序 大谷 道輝
亜鉛華軟膏の使い方 立花 隆夫
亜鉛華デンプンの使い方～腫瘍に使用した例 

 松井 悠，竹之内 辰也
Mohs ペーストの使い方 田口 良吉，寺木 祐一
コラム：Mohs ペーストのつくり方 尾上 雅英
CMC 亜鉛華（単）軟膏の使い方 古賀 玲子，吉川 義顕
コラム：亜鉛の基礎科学 神戸 大朋
アズノール ® 軟膏の使い方①～薬剤の特徴を知る 山口 道也
アズノール ® 軟膏の使い方②～褥瘡と痒疹に使用した例 山口 道也
ゲーベン ® クリームの使い方①～基剤の特性を知る 加納 宏行
ゲーベン ® クリームの使い方②～使い方の工夫 

 伊藤 満，藤井 麻美，加納 宏行
コラム：銀イオンの基礎科学～銀イオンのもつ抗菌性について 

 松村 吉信
コラム：外用薬による接触皮膚炎 深井 恭子，高橋 健造
コレクチム ® 軟膏の使い方 江川 形平
コラム：アトピー性皮膚炎の病態～コレクチム ® 軟膏の作用機序
を理解する 大塚 篤司

コラム：アトピー性皮膚炎の外用療法～ステロイド，プロトピッ
ク ® ，コレクチム ® の使い分け 佐伯 秀久

ロゼックス ® ゲルの使い方 谷崎 英昭
ベセルナクリームの使い方～日光角化症に使用した例 長野 徹
ラパリムス ® ゲルの使い方 金田 眞理
スミスリン ® ローションの使い方 和田 康夫
即答組織診断！（154）：外毛根鞘性角化 trichilemmal 

keratinization／外毛根鞘囊腫 trichilemmal cyst 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：10月号の出題 名嘉眞 武国，橋川 恵子
Your Diagnosis!：8月号の解答 鶴田 大輔
Photo Essay 223：めおと 塚谷 裕一
コラム：中止・中止・延期・中止 小野 友道
市場を歩く 172：村上 鮭加工品製造・販売 金子 健彦
びー玉：ピンぼけ写真……その訳は？　皮疹が COVID-19 感染確

認の一助となった 1例 石井 貴之
書評：「エビデンスに基づく Q&Aでわかる皮膚感染症治療」 

 門野岳史

Vol. 19 No.11（11月号）
これで決まり！ ―Snap Diagnosis 大原コレクション
責任編集 大原 國章
羅針盤：「これで決まり！」特集に寄せて 大原 國章
postmenopausal frontal fibrosing alopecia 安部 正敏
トリコチロマニア 安部 正敏
脂肪腫 大原 國章
骨腫 大原 國章
dermoid cyst（of the skin） 皮膚皮様囊腫 大原 國章
肉芽腫性眼瞼炎 大原 國章
lupus miliaris disseminatus faciei（LMDF） 
顔面播種状粟粒性狼瘡 大原 國章

霰粒腫 chalazion 村田 哲
Favre-Racouchot症候群 門野 岳史
肉芽腫性口唇炎 cheilitis granulomatosa 深谷 早希
アトピー性皮膚炎 大原 國章
lick dermatitis 口なめ皮膚炎 長田 麻友美
マンゴー皮膚炎 大原 國章
external dental fistula 外歯瘻 林 耕太郎
pseudoxanthoma elasticum 弾性線維性仮性黄色腫 椛島 健治
乳癌 大原 國章
Fox-Fordyce病 椛島 健治
臍石 omphalith 大原 國章
異所性子宮内膜症 門野 岳史
lipodystrophia centrifugalis abdominalis infantilis  
小児腹壁遠心性脂肪萎縮症 椛島 健治

coccygeal pad 村田 哲
毛巣洞 石川 武子
lichen sclerosus et atrophicus 硬化性（萎縮性）苔癬 大原 國章
verruciform xanthoma 疣状黄色腫 田中 隆光
nonvenereal sclerosing lymphangitis of the penis 非性病性陰茎
硬化性リンパ管炎 大原 國章

pearly penile papules 真珠様陰茎丘疹症 塩原 哲夫
滑液包炎 bursitis 大原 國章
Baker囊腫 門野 岳史
necrobiosis lipoidica リポイド類壊死症 椛島 健治
手足口病 hand-foot-mouth disease 塩原 哲夫
掌蹠角化症（長島型） 安部 正敏
hyperkeratosis lenticularis perstans（Flegel） 門野 岳史
梅毒二期疹 大西 誉光，多田 弥生
Dupuytren拘縮 Dupuytren contracture 江川 昌太
subungual exostosis 爪下外骨腫 福安 厚子
pitted keratolysis 点状角質融解症 大原 國章
poroma 汗孔腫 大原 國章
symmetrical lividities of the palms and soles 椛島 健治
インスリンボール insulin ball 大原 國章
herpes simplex 単純ヘルペス 竹内 周子，鎌田 昌洋
固定薬疹 fixed drug eruption 塩原 哲夫
サルコイドーシス（瘢痕浸潤型） 大原 國章
水銀皮膚炎 mercury dermatitis 塩原 哲夫
融合性細網状乳頭腫症 大原 國章
色素性痒疹 prurigo pigmentosa 塩原 哲夫
plasmacytosis 形質細胞増多症 千々和 智佳，鎌田 昌洋
シイタケ皮膚炎 shiitake mushroom dermatitis 塩原 哲夫
好酸球性膿疱性毛包炎（EPF） 椛島 健治
annular elastolytic giant cell granuloma 安部 正敏
線状皮膚炎 椛島 健治
海水浴皮膚炎 椛島 健治
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Gibertバラ色粃糠疹 安部 正敏
atypical target lesion 非典型ターゲット病変 塩原 哲夫
trichofolliculoma 毛包腫 大原 國章
疥癬 大原 國章
皮膚筋炎・強皮症 大原 國章
Spitz母斑 大原 國章
black heel 大原 國章
平滑筋過誤腫 門野 岳史
cutis marmorata telangiectatica congenita 先天性血管拡張性大
理石様皮斑 村田 哲

pyramidal protrusion 肛門垂 村田 哲
infantile digital fibromatosis 門野 岳史
光沢苔癬 門野 岳史
trichilemmal cyst（follicular cyst, isthmuscatagen type） 

 大原 國章
皮膚リンパ球腫 門野 岳史
種痘様水疱症 門野 岳史
desmoplastic trichoepithelioma 線維形成性毛包上皮腫 

 大原 國章
コレステロール結晶塞栓症 椛島 健治
毛孔性紅色粃糠疹 安部 正敏
nevus comedonicus 面皰母斑 大原 國章
Degos病 悪性萎縮性丘疹症 塩原 哲夫
perforating collagenosis 安部 正敏
アミロイド苔癬 lichen amyloidosis 塩原 哲夫
棘状苔癬 lichen spinulosus 大原 國章
sudoriparous angioma 門野 岳史
マダニ刺症 安部 正敏
Ehlers-Danlos症候群 安部 正敏
アカツキ病 安部 正敏
環状肉芽腫 granuloma annulare 塩原 哲夫
基本の Pathology 皮膚の毛細血管 capillary 今山 修平
即答組織診断！（155）：（網状型または腺腫様型）脂漏性角化症
（reticulated or adenoid type）seborrheic keratosis 
 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：11月号の出題 南原 優希奈，三井 浩
Your Diagnosis!：9月号の解答 門野 岳史
Photo Essay 224：抗がん 塚谷 裕一
コラム：ヒラズゲンセイ 小野 友道
市場を歩く 173：パリ　布地屋 金子 健彦
書評：「大原アトラス 5 色素性の母斑」 馬場 直子
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 4回） 
“レクチャー，じじしてる” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Vol. 19 No.12（12月号）
皮膚科往診バイブル  
～これから絶対必要になる，在宅診療のすべて

責任編集 袋  秀平
羅針盤：在宅医療にかかわってきて思うあれこれ 袋 秀平
総論：在宅でよくみる皮膚疾患・往診に必要な道具 袋 秀平
総説：在宅で皮膚疾患をみること～皮膚科医の立場から 堺 則康
総説：在宅で皮膚疾患をみること～訪問看護師の立場から 

 岡部 美保
総説：皮膚科専門の在宅診療クリニック 清水 真樹
総説：在宅専門クリニックに在籍する皮膚科医の役割 

 秦 舞子，佐藤 浩子，市橋 亮一
総説：地方での皮膚科在宅診療の現状 中村 浩昭
総説：皮膚疾患に関連した多職種連携～在宅と病院，職種間の架
け橋 内藤 亜由美

総説：皮膚科在宅診療に必要な保険請求の知識 船井 龍彦
総説：在宅で行う感染制御～自らとスタッフを守るために～ 

 開田 脩平，沖田 将人
総説：皮膚科医が知っておきたい地域包括ケア病棟 磯貝 善蔵
コラム：なぜ往診する皮膚科医が増えないのか？ 篠田 勧
褥瘡・創傷 木下 幹雄
湿疹・皮膚炎とスキンケア 野村 有子
疥癬 浅井 俊弥
真菌症 丸山 隆児
水疱性類天疱瘡 袋 秀平
IAD（incontinence associated dermatitis） 袋 秀平
スキン -テア /dermatoporosis 安部 正敏
フットケア 西田 壽代
皮膚腫瘍 袋 秀平
即答組織診断！（156）：悪性黒色腫 malignant melanoma 

 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：12月号の出題 福田 知雄
Your Diagnosis!：10月号の解答 名嘉眞 武国，橋川 恵子
Photo Essay 225：芯の紅と表の緑 塚谷 裕一
コラム：漱石と杢太郎の銀杏 小野 友道
市場を歩く 174：木津卸売市場 食堂 金子 健彦
書評：「皮膚科ベストセレクション 乾癬・掌蹠膿疱症─病態の理
解と治療最前線」 飯塚 一

神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 5回）
“高原に松（まつ）取りに行く” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史


