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Wood灯検査 398
wound bed preparation 432
あ
青色ゴム乳首様母斑症候群 319
悪性黒色腫 

 271，277，420，1167，1251
悪性青色母斑 274
悪性リンパ腫 249
アクネ菌 133
アジュバント療法 1164
アスピリン 583
汗アレルギー型コリン性蕁麻疹 634
アセスメント 829
アダパレン 121，148，151
当たり前 896
アダリムマブ 702，740
圧迫圧 959
圧負荷試験 596
アトピー性皮膚炎 420，600，693， 

 1106，1110，1114
アナフィラキシー 570，600，638
アニサキス 563
アミロイド 814
アミロイドーシス 281，295，1223
アレルギー反応 576
泡立て洗顔 175
アンジオテンシン 609
暗所培養 418
い
イオン導入 168
易感染性 788
維持療法 121，151，1170
遺伝カウンセリング 410
遺伝子検査 410
イベルメクチン 925

医薬部外品 175
医療 358
医療用テープ 952
陰茎 307
インスリン 573
インスリン依存性 782
インスリン吸収障害 821
インスリン注射 814
インスリン抵抗性 782，820
インスリン抵抗性改善薬 804
インスリン分泌促進薬 804
インスリンボール 814
陰囊 1244
陰部 1234,　1244
インフラマソーム活性化 700
う
ウイルス感染 1270
薄毛  904
うっ滞性脂肪織炎 928
運動 578
運動療法 796
え
栄養 900
エコー 394，860
壊死性筋膜炎 928
壊疽 846
エネルギー設定 170
エピデュオ ®ゲル 151
遠隔転移 1176
円形脱毛症 298，300
炎症性角化症 670
炎症性線状疣贅状表皮母斑 304
お
黄色肉芽腫 243，817
小川培地 418
オマリズマブ 

 566，629，1142，1144
温熱減感作療法 594
温熱蕁麻疹 594
温熱負荷試験 594
か
外陰部硬化性脂肪肉芽腫 298，307
疥癬 925
ガイドライン 

 174，558，712，1102
解剖 369
潰瘍 846
外用指導 148
外用の順番 424
外用方法 424
外用量 424
外用療法 712
乖離 1161
顔  88，528，982
角化 846
角化細胞 1244
角層剥離作用 126
過酸化ベンゾイル 

 121，129，148，151
学校保健 157
褐色萎縮斑 818
化膿性汗腺炎 702，740，1246
痂皮 758
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貨幣状湿疹 966
顆粒球単球吸着除去療法 723
カルシウムポンプ 1242
寛解 1118，1131，1155
寛解維持 

 1102，1106，1110，1126，1146
寛解導入 1106
寛解と再発 1178
汗孔角化症 705，709
看護師との連携 894
間質性肺炎 227
環状 966
環状肉芽腫 243，298
環状配列 816
乾癬 420，1118，1126
感染対策 949
陥入爪 374，919
漢方薬 159，162
眼瞼黄色腫 1223
顔面播種状粟粒性狼瘡 88
含硫顆粒 291
寒冷誘発性コリン性蕁麻疹 589
き
機械的刺激 586
偽 Kaposi肉腫 319
既存治療との併用 723
亀頭包皮炎 823
急性蕁麻疹 563
胸腺腫 252，256
局所再発 1176
局所ステロイド外用療法 304
局所性寒冷蕁麻疹 589
局所皮膚科学 1220
偽リンパ腫 252
亀裂 823
禁煙 1138
禁忌 394
筋強直性ジストロフィー 239
筋弛緩薬 638
菌状息肉症 282，414，1170，1174
く
空気感染 940
グセルクマブ 1131
果物アレルギー 570
クリオピリン関連周期熱症候群 619
け
経過観察 1167
経皮感作 602
経表皮排泄 815
劇症 1型糖尿病 827
化粧指導 179
化粧品 187
血液凝固反応 624
血管外漏出 937
血汗症 387
血管性浮腫 600，604，609, 1223
血管内皮細胞 624
血管肉腫 315, 1230
血管免疫芽球性 T細胞リンパ腫 249
血流障害 392
ケトン体 1237
ケトン血症 1237
ケブネル現象 1270

ケミカルピーリング 168
毛虫皮膚炎 576
ケラチン 1244
減汗性コリン性蕁麻疹 634
検査 392
原発性皮膚未分化大細胞型リンパ腫 

 414
減量方法 1182
こ
抗 BP180NC16a抗体 1148
好塩基球 581
抗癌剤 919，937
抗菌薬 129，174
抗菌薬使用 133
後脛骨動脈 1006
高血糖 810
好酸球 596，1152
好酸球増多症候群 241，249
抗酸菌培養 418
高周波超音波検査 746
香粧品 602
紅色局面 816
口唇 462，1194
光線過敏症 1223
光線照射テスト 591
光線療法 398，712，1170
後爪郭部爪刺し 374
抗体価 1152
好中球 758
好中球細胞外トラップ 758
後天性魚鱗癬 281，282
後天性反応性穿孔性膠原線維症 815
行動変容意欲 858
好発部位 1218，1220，1234
紅斑期 1174
高分子量グルテニン 578
神戸分類 839
紅毛外科 358
口輪筋 462
高齢者糖尿病 800
黒色表皮腫 820
骨髄異形成症候群 241，243
固定薬疹 1274
小麦 578
コリン性蕁麻疹 589，600
根管消毒剤 573
さ
サーモグラフィー 392，860
災害救助活動 326
最新治療 110
再生不良性貧血 300
サイトメガロウイルス 827
再燃 1148
再発 1152，1155，1177
再発抑制 1102，1126
再発予防 1167
細胞接着 1242
柴苓湯 162
柵状肉芽腫 819
痤瘡 141，164
痤瘡陥凹性瘢痕 170
痤瘡瘢痕 164
殺菌作用 126

作用波長 591
サルコイドーシス 243
サルコペニア 792
サンプル 187
し
紫外線対策 956
色汗症 387
色素性痒疹 1237
色素性蕁麻疹 616
自己炎症 670
自己炎症性角化症（AiKD） 

 683，690，696，702，709，735
自己血清皮内テスト 594
自己赤血球感作症候群 263
自己免疫性水疱症 1150
支持体 952
歯性感染 1138
脂腺 1237
脂腺増殖症 382
自然治癒 1146
自然免疫 670
疾患啓発 141
疾患認知度 611
失禁 916
紫斑 614
紫斑の鑑別 14
紫斑の分布 14
紫斑の分類 14
自費治療についてのアンケート 190
自費治療の勧め方 190
ジベレリン制御タンパク質（GRP） 

 570
脂肪萎縮 316
シャルコー足 849
周術期 638
十分な冷却 170
終末糖化産物（AGEs） 810
酒皶 528，982
主治医の手 424
手指の浮腫 606
手術 1177
準備 369
掌蹠膿疱症 

 690，731，1131，1134，1138
掌蹠膿疱症性骨関節炎 

 1131，1134，1138
消毒 428，907
食事指導 145
食事療法 796
食物アレルギー 570
褥瘡 1246
初診時カウンセリング 116
白髪 904
脂漏性皮膚炎 382
心移植 300
心因性紫斑病 263
新規薬物 1106
真菌検査 402
進行期治療 1164
尋常性痤瘡 129，136，174，382
尋常性白斑 298，300
浸水災害 327
浸水被害 326
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身体の感覚に働きかける 858
診断学 222
心的外傷後ストレス障害 262
振動血管性浮腫 606
振動負荷試験 606
蕁麻疹 570，576，583，614，

619，622，641
蕁麻疹活動性スコア 1142
蕁麻疹の病態生理 558
蕁麻疹様血管炎 614
す
水痘・帯状疱疹ウイルス 1274 
水疱 910
水疱性類天疱瘡 822，1148，1150
睡眠 850
スキンケア 916
スキンケア指導 187
スキン -テア 913，952
スキンフレイル 900
ステロイド（薬） 596, 1158
ステロイド内服 1152
ステロイド療法 307
ストレス 145，262
せ
生活指導 145
生活習慣 796
制御性 T細胞 253
成人 817
成人 T細胞白血病 /リンパ腫 414
生物学的製剤 

 641，718，731，735，1118
セカンドヒット 705
赤唇 462，1194
赤唇縁 462
石灰化上皮腫 239
摂取エネルギー量 800
接触感染 940
接触皮膚炎 121，1223
摂食リズム 850
前脛骨動脈 1006
前脛骨部色素斑 818
洗浄 179，907
全身療法 712
先天性角化異常症 225，227
先天性血管腫 315，316
先天性色素性母斑 266，271
そ
爪囲炎 919
造影剤 581
早期発見 861
搔破 758
瘙痒 1110
即時型アレルギー 602，641
足底動脈 1006
足背動脈 1006
鼠径部 1234
組織因子（TF） 624
咀嚼筋群 462
た
ダーモスコピー 746
第 120回日本皮膚科学会総会 1218
体幹部 1234
帯状疱疹 940

耐性菌 110
耐糖能異常 782
体内時計 850
絶え間なく 858
多汗症 387
多剤耐性 133
脱毛症 377
多発型 817
多発性骨髄腫 295
多発性小腸潰瘍 236
単純ヘルペス 940，1274
弾性線維性仮性黄色腫 410
丹毒 1230
ち
チーム医療 842，894，896
チェックリスト 900
中毒疹 922
中毒性表皮壊死症 922
中和抗体 718
超音波 394
長期内服 1182
治療 731，1158
治療アルゴリズム 558
治療抵抗性 821
つ
爪異栄養症 227
爪切り 949
爪の切り方 374
爪白癬 847
て
手足症候群 1251
テープ固定 428
デクスラゾキサン 937
デモデックス 528
デルマトーム 366
デルマドローム 222
癜風 1239
天疱瘡 1155，1158
と
糖吸収・排泄調節薬 804
糖毒性 782
糖尿病 782，788，792，796，815，

818，819，820，823，824，847， 
 850，856，859

糖尿病足潰瘍予防ケア 861
糖尿病足感染症 788
糖尿病コントロール 821
糖尿病食事療法 800
糖尿病性足潰瘍 839，848
糖尿病性足病変 849，860
糖尿病性潰瘍 842
糖尿病性神経障害 848，849
糖尿病性水疱 845
糖尿病治療期間 821
糖尿病による PAD 834
毒針毛 576
特徴 856
特発性 604
特発性後天性全身性無汗症 634
特発性慢性蕁麻疹 1146
塗擦 944
塗布 944
トリアージ 829

トリアムシノロンアセトニド 310
ドレッシング材 910
ドロップアウト 116
な
長崎 358
難治性 307
南蛮医学 358
に
ニキビ 110，141，179
ニキビ痕 110，151
肉芽腫 243，528
肉芽腫性口唇炎 1194
肉芽腫性酒皶 88，528，982，1194
日光蕁麻疹 591
乳児血管腫 316
乳頭状汗管囊胞腺腫 225，233
入浴 594
ね
粘着剤 952
粘着テープ培養法 402
の
膿疱性乾癬 

 680，686，693，723，727
膿疱性乾癬（汎発型） 712
ノンコメドジェニック表示 175
は
バイオ製剤 420
肺気腫 230
白癬 861
白板症 227
肌質改善 136
発汗 1239
発生部位 1257
破膜 910
バリア機能 898
汎発型環状肉芽腫 310
汎発性膿疱性乾癬 676，718
パンフレット 116
ひ
非アレルギー性蕁麻疹 581
非炎症型 822
肥厚性瘢痕 162
肥厚性皮膚骨膜症 236
腓骨動脈 1006
皮脂欠乏性湿疹 925
皮脂腺 982
微小循環障害 816
微小面皰 136
皮疹 1234
皮疹消失 1122
皮疹の記載 362
皮疹の形態 563
鼻唇溝 1230
ヒスタミン 598
ヒゼンダニ 925
ヒドロキシクロロキン 1178，1182
皮膚悪性腫瘍 1257
皮膚エリテマトーデス 1178，1182
皮膚炎 916
皮膚科看護 894
皮膚感染症 824，847
皮膚弛緩症 225，230
皮膚生検 369
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皮膚瘙痒症 856
皮膚テスト 638
皮膚ノカルジア症 291
皮膚の役割 898
皮膚の老化 898
皮膚描記症 586
皮膚付属器腫瘍 313
皮膚放線菌症 291
皮膚リンパ腫 282
肥満 820
肥満症 857
日焼け 956
評価 860
病型分類 558
病診連携 558
病巣感染 731
ヒル 259
ふ
不一致 896
複合的 834
腹痛 611
副反応 641
浮腫 829
フットケア 949
ブドウ球菌 1237
フラクショナルレーザー 164，170
ブラジキニン 609
プリックテスト 573
ブルーリ潰瘍 326，327
フレイル 792，900
プレドニゾロン 1148
プロアクティブ療法 1114
へ
ヘアケア化粧品 904
ヘアブラシ培養法 402
ペア血清 408
ヘパリン類似物質含有製剤 946
胼胝 846
扁桃病巣 1138
扁平浸潤期 1174
ベンラリズマブ 629

ほ
蜂窩織炎 928
包括的 834
疱疹状膿痂疹（IH） 683
泡沫細胞 1244
紡錘形細胞型血管腫 319
包帯法 428
保健管理 157
保健教育 157
保湿剤 944，946
補体 624
発疹学 362
ポリビニルピロリドン 573
ホルムアルデヒド 573
ま
マスト細胞 581
末梢動脈疾患 839
末梢閉塞性動脈疾患 1251
マラセチア毛包炎 1239
慢性骨髄性白血病 246
慢性蕁麻疹 420，1144
慢性特発性蕁麻疹 566
慢性皮膚創傷 432
み
ミオトニンプロテインキナーゼ 239
水蕁麻疹 598
む
無汗症 387
め
メイクアップ 179
メタボリックシンドローム 857
メバロン酸経路 709
免疫チェックポイント阻害薬 

 277，1164
免疫不全 291
免疫抑制 300
免疫抑制剤 1152
面皰 141
面皰治療薬 136
も
毛芽腫 252

毛器官 377
毛孔性紅色粃糠疹 696
毛孔性紅色粃糠疹Ⅴ型 735
毛孔性扁平苔癬 281，288
毛周期 377
網状色素沈着 227
毛巣洞 1246
毛包 740，1237
毛包一致型コリン性蕁麻疹 634
や
薬剤性過敏症症候群 827，922
薬剤耐性 129
ゆ
誘発試験 598
よ
抑制波長 591
予防ケア 913
ら
ランゲルハンス細胞 253
ランゲルハンス細胞組織球症 

 241，246
り
リゲリズマブ 629
リスク予測 859
リポイド類壊死症 819
隆起性皮膚線維肉腫 1176，1177
リンパ管腫 315
リンパ濾胞 259
る
類上皮細胞肉芽腫 88，982，1194
れ
レーザー治療 164
冷凍凝固療法 746
連圏状 966
ろ
老化 904
老化プロセス 810
漏斗部 528
わ
若手皮膚科医 141

月号別タイトル一覧

Vol.20 No.1（1月号）
紫斑をみたら─緊急性から考える
責任編集 塩原 哲夫
羅針盤：ようこそ紫斑ワールドへ 塩原 哲夫
総論：紫斑をみたら 塩原 哲夫
特発性血小板減少性紫斑（ITP） 村田 哲，大槻 マミ太郎
播種性血管内凝固症候群（DIC） 井上 卓也
後天性免疫不全症候群（AIDS） 塩原 哲夫
コレステロール結晶塞栓症 竹内 周子，深谷 早希，林 耕太郎
壊死性筋膜炎 田中 隆光
Kaposi 肉腫 大原 國章
閉塞性動脈硬化症 前川 武雄，大槻 マミ太郎
血友病 門野 岳史
血管肉腫 高浜 由美子，大西 誉光
ランゲルハンス細胞組織球症（Letterer-Siwe病など） 

 出光 俊郎，梅本 尚可
Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis（SJS/

TEN） 塩原 哲夫
電撃性紫斑 門野 岳史
COVID-19 塩原 哲夫
Janeway lesion 新井 達
丹毒，蜂窩織炎 前川 武雄，大槻 マミ太郎
IgA血管炎 塩原 哲夫
慢性色素性紫斑 安部 正敏
ステロイド紫斑 門野 岳史
高γグロブリン血症性紫斑 千々和 智佳，鎌田 昌洋
lichen aureus 安部 正敏
black heel 大原 國章
陰圧による紫斑 椛島 健治
水銀皮膚炎 椛島 健治
solar purpura 原 肇秀
皮下血腫 塩原 哲夫
venous lakeの出血 大原 國章
エイ刺症 大原 國章
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薬剤性過敏症症候群（DiHS） 塩原 哲夫
伝染性単核球症（IM） 塩原 哲夫
蕁麻疹，蕁麻疹様血管炎 森田 磨理夫，福安 厚子
クリオグロブリン血症 椛島 健治
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（Churg-Strauss症候群） 塩原 哲夫
急性痘瘡状苔癬状粃糠疹（PLEVA） 村田 哲，大槻 マミ太郎
結節性多発動脈炎 川上 民裕
抗凝固剤による紫斑 門野 岳史
全身性アミロイドーシス 大原 國章
リベド血管症 安部 正敏
静脈瘤症候群 安部 正敏
パルボウイルス B19感染症（PVB19） 塩原 哲夫
抗リン脂質抗体症候群 川上 民裕
Behçet病 大原 國章
壊疽性膿皮症 椛島 健治
老人性紫斑 安部 正敏
単純性紫斑 青山 裕美
怒責性紫斑 大原 國章
基本の Pathology：肉芽腫：顔の小さな肉芽腫❶好酸性 /乾酪壊
死がある 今山 修平

即答組織診断！（157）：ツートン（型）巨細胞 Touton giant cells
／黄色肉芽腫 xanthogranuloma 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 南原 優希奈，三井 浩
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 6回）：“高原は
青（あお）ざんす” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 226：福寿 塚谷 裕一
コラム：忘れた頃に狂犬病―原田雪松の功績を思い出す 小野 友道
市場を歩く 175：パリ　ガレット屋 金子 健彦
書評：「憧鉄雑感」 江藤 隆史

Vol.20 No.2（2月号）
ニキビ治療の最新ノウハウ ─困ったときには裏ワザ戦略
責任編集 野村 有子
羅針盤：日常茶飯事 野村 有子
総論：「ニキビ治療の最新ノウハウ」特集に寄せて 野村 有子
総説：初診で決まるニキビ治療 角田 美英
総説：アダパレン・BPOを使いこなす 服部 友保
コラム：BPO：最近の話題 菊川 義宣
総説：抗菌薬は使えばいいというものではない 山﨑 修
コラム：薬剤耐性アクネ菌～最新の話題 中瀬 恵亮
総説：患者指導のノウハウ 西村 陽一，西村 美和
総説：若手皮膚科医が考えるこれからのニキビ治療 川島 裕平
コラム：患者をやる気にさせる言葉 野村 有子
コラム：使いにくい外用薬を使う裏ワザ 野村 有子
総説：できてしまったニキビ痕とは～ニキビ瘢痕形成回避のコツ 

 乃木田 俊辰
総説：ニキビ痕ができる前にやれること 島田 辰彦
総説：PIE ，PIHの分析と治療 野本 真由美
総説：肥厚性瘢痕の漢方薬による治療 黒川 一郎
総説：ニキビ・ニキビ痕に対するレーザー治療 木村 有太子
総説：ケミカルピーリング，イオン導入 黒川 一郎
総説：フラクショナルレーザー 村上 早織
コラム：尋常性痤瘡治療ガイドライン改訂から 3年目を迎えて 

 林 伸和
総説：ニキビによい化粧品の選び方と使い方 飯田 年以，菅原 美郷
総説：ニキビ患者への化粧指導のコツ～洗浄指導とメイクアップ 

 栁沢 みどり
コラム：化粧品選びのサポートシステム 杉浦 裕彰
総説：どこまで保険治療？ どこまで自費？ 秋元 幸子
即答組織診断！（158）：（クローン型）脂漏性角化症 clonal seborrheic 

keratosis／表皮内上皮腫 intraepidermal epithelioma 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：2月号の出題 福井 伶奈，梅本 尚可

Your Diagnosis!：12月号の解答 福田 知雄
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 7回）：“1時 こ
えてる変態，しるせよ” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 227：赤いカブ 塚谷 裕一
コラム：江戸時代の感冒流行時生活支援給付金 小野 友道
市場を歩く 176：パリ　チーズ屋 金子 健彦

Vol.20 No.3（3月号）
皮膚から見える景色～相場教授のひとりごと
責任編集 相場 節也
羅針盤：初診のオンライン診療が解禁になった後に待っているも
の 相場 節也

総論：日頃思っていること 相場 節也
解説：皮膚科教授の独り言（part 1）～「皮膚は内臓の窓」解説 

 相場 節也
先天性角化異常症 日高 高徳，相場 節也
蕁麻疹様紅斑で始まり，皮膚弛緩症と肺気腫を合併した例 

 照井 仁，玉渕 恵里佳，相場 節也
近接する脳，眼にも症状を認めた BRAF V600E変異を伴った乳
頭状汗管囊胞腺腫母斑（仮称） 志藤 光介，相場 節也

非特異的多発性小腸潰瘍症を合併した肥厚性皮膚骨膜症 
 山本 悠，遠野 久幸，相場 節也

筋強直性ジストロフィーを伴った石灰化上皮腫 
 志藤 光介，相場 節也

解説：皮膚科教授の独り言（part 2）～「皮膚は血液の窓」解説 
 相場 節也

骨髄異形成症候群に合併した肉芽腫性病変 秋野 萌子，相場 節也
ランゲルハンス細胞組織球症を合併した慢性骨髄性白血病 

 遊佐 志乃，相場 節也
好酸球増多症候群で治療中に発症した血管免疫芽球性 T細胞リン
パ腫 照井 仁，相場 節也

解説：皮膚科教授の独り言（part 3）～「皮膚とリンパ組織の不思
議な関係」解説 相場 節也

皮膚には胸腺の機能が備わっているのかと考えさせられた
adamantinoid trichoblastoma 四本 周，藤村 卓，相場 節也

GVHD様皮疹を呈した thymoma-associated multiorgan 
autoimmunity 関根 真奈，相場 節也

ヒルによる pseudolymphoma 大竹 映香，相場 節也
解説：皮膚科教授の独り言（part 4）～「心と皮膚」解説 相場 節也
Gardner-Diamond症候群：心が皮膚病をおこすと知った症例 

 小林 愛里，相場 節也
解説：皮膚科教授の独り言（part 5）～「悪性黒色腫」解説 

 相場 節也
spitzoid melanoma：診断に困った症例 

 斉藤 美有，神林 由美，相場 節也
比較的小型の先天性色素性母斑から生じた悪性黒色腫 

 小林 愛里，遠野 久幸，相場 節也
Mihm先生に教えていただいた pigmented epithelioid 

melanocytoma 山本 悠，藤村 卓，相場 節也
ニボルマブ後，ダブラフェニブ，トラメチニブ療法中に発症した

Vogt-小柳 -原田病型重症ぶどう膜炎の 2例 
 関根 真奈，藤村 卓，相場 節也

解説：皮膚科教授の独り言（part 6）～「紛らわしい疾患」解説 
 相場 節也

菌状息肉症にみられる後天性魚鱗癬 
 小林 愛里，福井 玲矛，塚田 全，相場 節也

lichen planus classical typeと Lassueur-Graham-Little, 
Piccardi syndrome 斉藤 美有，相場 節也

皮膚放線菌症と皮膚ノカルジア症 西宮 愛望，相場 節也
全身性 ALアミロイドーシスと皮膚限局性結節性アミロイドーシ
ス 秋野 萌子，相場 節也

解説：皮膚科教授の独り言（part 7）～「意外と有効だった治療法」
解説 相場 節也
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心臓移植後に再色素沈着を来した尋常性白斑と再生不良性貧血治
療後に発症した汎発性脱毛症 
 八丁目 直和，谷田 佳世，土山 健一郎，相場 節也

デルモベート ®軟膏外用が奏効した ILVENの 2例 
 四本 周，遠野 久幸，相場 節也

排尿障害を来した外陰部硬化性脂肪肉芽腫 
 八丁目 直和，武田 佳奈，相場節也

トリアムシノロンアセトニド筋肉内注射が著効した汎発型環状肉
芽腫 東條 玄一，八丁目 直和，菊地 克子，相場 節也

TS-1隔日投与が奏効したmicrocystic adnexal carcinoma 
 大熊 崇生，芳賀 貴裕，相場 節也

解説：皮膚科教授の独り言（part 8）～「血管腫という皮膚病はな
い」解説 相場 節也

出生前に病変の大部分が退縮し脂肪萎縮を生じた先天性血管腫 
 山﨑 絵美，相場 節也

血管腫あれこれ 高橋 拓矢，相場 節也
解説：皮膚科教授の独り言（part 9）～「災害と皮膚」解説 

 相場 節也
台風 19号浸水地域での救助活動が原因と考えられたブルーリ潰
瘍 東條 玄一，赤間 智範，相場 節也

即答組織診断！（159）：乳房外 Paget病 extramammary Paget's 
disease 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
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 8回）：“とくに
白人のあしを脱毛したい” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 228：河津 塚谷 裕一
コラム：群れたがる性（さが）をコロナに教えられ 小野 友道
市場を歩く 177：築地市場（3） 金子 健彦

Vol.20 No.4（4月号）
フレッシャーズ特集：日常診療のコツとヒント─基本に立ち返っ
て考えよう

責任編集 室田 浩之
羅針盤：手当て 室田 浩之
総論：基本に立ち返って考える日常診療のコツとヒント：南蛮・
紅毛医学に学ぶ 室田 浩之

解説：皮膚疾患の記載 竹中 基
解説：デルマトームの種類と特徴 森㟢 仁美，室田 浩之
解説：皮膚の解剖：皮膚生検をしてみよう 鍬塚 大
解説：爪のケアに関する指導 鍬塚 さやか，室田 浩之
解説：毛の診察 東 江里夏
解説：脂漏と皮膚疾患 松本 舞，室田 浩之
解説：汗の診察 村山 直也，室田 浩之
解説：皮膚温と血流障害 芦田 美輪，室田 浩之
解説：超音波をつかってみよう 吉見 公佑
解説：光の実践活用法 原 肇秀
解説：フレッシュドクターのための真菌検査～まずやってみよう 

 西本 勝太郎
解説：ウイルス性疾患の診断と評価 宿輪 哲生
解説：遺伝子診断 岩永 聰，室田 浩之
解説：リンパ腫を疑ったらすべき検査 中島 真帆，室田 浩之
コラム：抗酸菌培養の極意 市来 澪，四津 里英，西本 勝太郎
解説：バイオ指南：基本のおさらい 小池 雄太
解説：外用薬はどう塗るの？ 石川 博士
解説：包交の基礎 神尾 芳幸
コラム：慢性皮膚創傷の治療で大切なこと 田﨑 典子，室田 浩之
即答組織診断！（160）：青色母斑　blue nevus 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：4月号の出題 遠藤 雄一郎
Your Diagnosis!：2月号の解答 福井 伶奈，梅本 尚可
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 9回）：“まっく
ろ” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 229：花もよし 塚谷 裕一

コラム：匙加減 小野 友道
市場を歩く 178：夜のパリ 金子 健彦

Vol.20 No.5（5月号）
口唇のアトラス
責任編集 Visual Dermatology編集委員会
羅針盤：「口唇のアトラス」特集に寄せて 大原 國章
総論：口唇の皮膚の解剖学 今山 修平
口なめ皮膚炎（lick dermatitis） 佐藤 幸乃，福安 厚子
口囲皮膚炎 塩原 哲夫
マンゴー皮膚炎 宮崎 美令，石川 武子
接触皮膚炎（竜笛の漆による） 大原 國章
亜鉛欠乏症 門野 岳史
Quincke浮腫 川口 紘一郎，竹内 周子，鎌田 昌洋
遺伝性血管性浮腫 安部 正敏
肉芽腫性口唇炎 椛島 健治
木村氏病 大原 國章
混合腫瘍 久保 善嗣，林 耕太郎
Fordyce状態 塩原 哲夫
結節性皮膚アミロイドーシス 大原 國章
伝染性膿痂疹 椛島 健治
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群（SSSS） 椛島 健治
単純疱疹（口唇ヘルペス） 塩原 哲夫
手足口病 馬場 直子
開口部プラズマ細胞症 高橋 智子
扁平苔癬 塩原 哲夫
SLE（全身性エリテマトーデス） 安部 正敏
尋常性天疱瘡 清島 真理子
腫瘍随伴性天疱瘡 村田 哲，大槻 マミ太郎
薬疹（SJS/TEN） 塩原 哲夫
多形紅斑型薬疹（EM） 塩原 哲夫
メトトレキサートによる口唇びらん 門野 岳史
口唇メラノーシス 門野 岳史
アトピー性皮膚炎 椛島 健治
歯磨きの接触皮膚炎 椛島 健治
固定薬疹 塩原 哲夫
Peutz-Jeghers症候群 上松 藍，大西 誉光
Laugier-Hunziker-Baran症候群 門野 岳史
乳児血管腫 門野 岳史
毛細血管奇形（portwine stain） 門野 岳史
静脈奇形 安部 正敏
静脈性蔓状血管腫 大原 國章
動静脈奇形 大原 國章
静脈湖（venous lake） 渡辺 愛友，深谷 早希
ケラトアカントーマ 大原 國章
有棘細胞癌 大原 國章
oral florid papillomatosis 椛島 健治
日光角化症（慢性光線口唇炎） 安部 正敏
白板症 門野 岳史
DLE（円板状エリテマトーデス） 加世田 千夏，田中 隆光
基底細胞癌 安部 正敏
口唇メラノーマ 角 総一郎，前川 武雄
基本の Pathology：肉芽腫：顔の小さな肉芽腫❷毛包との関係 

 今山 修平
即答組織診断！（161）：clumping cell／ Bowen病 Bowen’s 

disease 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
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 10回）：“師匠，
高校捨て上へ” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 230：袋になる 塚谷 裕一
コラム：天然痘撲滅宣言 40年 小野 友道
市場を歩く 179：パリ　ホテルのバー 金子 健彦
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投稿コラム：暗室がなくてもできるWood灯検査 佐藤 俊次
書評：「クイズ de 皮膚科学」 田中 勝

Vol.20 No.6（6月号）
蕁麻疹と蕁麻疹に似た疾患─病型鑑別からはじめよう
責任編集 福永 淳
羅針盤：進化する蕁麻疹診療～病型鑑別の重要性 福永 淳
総論：日欧の蕁麻疹ガイドラインから読みとる蕁麻疹診療 福永 淳
急性蕁麻疹 高萩 俊輔
慢性蕁麻疹 葉山 惟大
アレルギー性の蕁麻疹①食物が関与するケース 

 猪又 直子，戸塚 みちる
アレルギー性の蕁麻疹②医薬品が関与するケース 足立 厚子
アレルギー性の蕁麻疹③昆虫が関与するケース 夏秋 優
食物依存性運動誘発アナフィラキシー（FDEIA） 

 千貫 祐子，飛田 礼子，森田 栄伸
非アレルギー性蕁麻疹 鷲尾 健
アスピリン蕁麻疹 原田 晋
物理性蕁麻疹①機械性蕁麻疹 亀頭 晶子，秀 道広
物理性蕁麻疹②寒冷蕁麻疹 中川 幸延
物理性蕁麻疹③日光蕁麻疹 上津 直子，岡本 祐之
物理性蕁麻疹④温熱蕁麻疹 今村 真也，福永 淳
物理性蕁麻疹⑤遅延性圧蕁麻疹 森桶 聡
物理性蕁麻疹⑥水蕁麻疹 福本 毅
コリン性蕁麻疹 箕輪 智幸，澄川 靖之，宇原 久
接触蕁麻疹 矢上 晶子
特発性の血管性浮腫 岩本 和真
刺激誘発型の血管性浮腫 堀川 達弥，小猿 恒志，五木田 麻里
ブラジキニン起因性の血管性浮腫 秀 道広
遺伝性血管性浮腫 本田 大介
蕁麻疹様血管炎 新井 達
色素性蕁麻疹 中原 剛士，前原 恵里子，中原 真希子
Schnitzler症候群およびクリオピリン関連周期熱症候群 金澤 伸雄
angioedema with eosinophilia 谷崎 英昭
Dermatological View：慢性蕁麻疹の病態解明の進歩 

 柳瀬 雄輝，小澤 光一郎，秀 道広
Dermatological View：慢性蕁麻疹の治療の進歩 織田 好子
Dermatological View：コリン性蕁麻疹の多様性 

 水野 真由子，福永 淳
Dermatological View：周術期アナフィラキシー 益田 浩司
Dermatological View：生物学的製剤の副反応による蕁麻疹 

 原田 朋佳，今村 真也，福永 淳
即答組織診断！（162）：脂腺囊腫 steatocystoma 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：6月号の出題 梅本 尚可
Your Diagnosis!：4月号の解答 遠藤 雄一郎
神人・貴志・江藤のVisual Dermaゴロジー（第 11回）：“邦子（く
にこ）金属アレルギー” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 231：香り色変わる 塚谷 裕一
コラム：締め切り達人 小野 友道
市場を歩く 180：築地市場　喫茶店（2） 金子 健彦

Vol.20 No.7（7月号）
古くて新しい自己炎症性角化症
責任編集 秋山 真志
羅針盤：取り払われつつある，遺伝性角化症と炎症性角化症を隔
てる垣根 秋山 真志

総論：古くて新しい自己炎症性角化症：その概念と含まれる疾患 
 秋山 真志

汎発性膿疱性乾癬（IL36RN変異による） 小池 雄太
汎発性膿疱性乾癬（CARD14バリアントによる） 

 長田 麻友美，多田 弥生，杉浦 一充
疱疹状膿痂疹（IL36RN変異による） 田中 義人，杉浦 一充
Hallopeau稽留性肢端皮膚炎様の症状を示した膿疱性乾癬 

 山﨑 由里子，若林 正一郎，外川 八英
掌蹠膿疱症（IL36RN変異による） 高橋 聡文，藤本 徳毅
CAPE（caspase recruitment domain family member 

14-associated papulosquamous eruption） 
 寺脇 志帆，久保田 由美子

毛孔性紅色粃糠疹（CARD14変異による） 村上 めぐみ，武市 拓也
症例紹介（海外文献より）：keratosis lichenoides chronica
（NLRP1変異による） 今井 聡子，武市 拓也
化膿性汗腺炎 乃村 俊史
表在播種型汗孔角化症と線状汗孔角化症の親子例～セカンドヒッ
トによる発症メカニズムの証明と自己炎症の可能性 
 椎谷 千尋，久保 亮治

汗孔角化症，播種状表在性汗孔角化症（MVKなどの変異による） 
 牧原 実紗子，武市 拓也

自己炎症性角化症としての膿疱性乾癬（汎発型）に対する治療 
 住友 千穂，杉浦 一充

自己炎症性角化症としての汎発性膿疱性乾癬に対する生物学的製
剤による治療 福島 英彦，杉浦 一充

自己炎症性角化症としての汎発性膿疱性乾癬に対する顆粒球単球
吸着除去療法 扇谷 咲子，池田 志斈

自己炎症性角化症としてのHallopeau稽留性肢端皮膚炎に対する
治療 安藝 良一

自己炎症性角化症としての掌蹠膿疱症に対する治療 山本 俊幸
CARD14関連毛孔性紅色粃糠疹の治療 加藤 塁，須賀 康
自己炎症性角化症としての化膿性汗腺炎に対する治療 葉山 惟大
Short Report：ダーモスコピーと高周波超音波検査が診断に有用
であった circumscribed palmar hypokeratosisの 1例 
 佐藤 遥太，芳賀 貴裕

基本の Pathology：搔破の組織像❼好中球NETs/NETosis 
neutrophil extracellular trap 今山 修平

即答組織診断！（163）：手掌・足蹠 palm/planta／ファーター・
パチニ小体 Vater-Pacini corpuscle 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
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 12 回）：“とお
いあきた” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 232：谷渡る 塚谷 裕一
コラム：コロナになってしまいました 小野 友道
市場を歩く 181：パリ　メロンパン屋 金子 健彦
書評：「皮膚科 膠原病─皮疹から全身を診る」 椛島 健治

Vol.20 No.8（8月号）
皮膚科医もいまさらしっかり総復習！ 糖尿病の今！
責任編集 安部 正敏
羅針盤：いまさらに若々しき心地する糖尿病かな 安部 正敏
総説：なぜ糖尿病はおこるのか？ やさしく復習する糖尿病発症機
序 橋本 貢士

総説：糖尿病ではなぜ易感染性が現れるのか？ そのメカニズムを
知る 根本 憲一

総説：糖尿病におけるフレイル，サルコペニア 安部 正敏
総説：糖尿病ではなぜ生活習慣改善指導が重要なのか？ そのコツ
と注意点 佐倉 宏

総説：糖尿病ではなぜ食事療法が重要なのか？ 新たな展開とその
展望 大岩 亜子

総説：糖尿病治療薬はなぜ変貌したのか？ 新薬続々！ 糖尿病の
今！ 在原 善英

総説：糖尿病によりなぜさまざまな皮膚症状が現れるのか？ その
メカニズムを知る 安藝 良一

インスリンボール 安部 正敏
後天性反応性穿孔性膠原線維症 安部 正敏
環状肉芽腫 岡村 直之
多発性成人型黄色肉芽腫 小野田 慶子，門野 岳史
前脛骨部色素斑 小出 真紀
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リポイド類壊死症 江上 将平
黒色表皮腫 細江 隼，山内 敏正
糖尿病性浮腫性硬化症 濱井 公平
DPP-4阻害薬を投薬中に発症した水疱性類天疱瘡 氏家 英之
糖尿病性亀頭包皮炎 尾上 泰彦
コラム：糖尿病でおこりやすい皮膚感染症 宮垣 朝光
コラム：薬剤性過敏症症候群に伴いサイトメガロウイルスが再活
性化し発症した劇症 1型糖尿病 東浦 勝浩

総説：糖尿病足病変の仕組み 中西 健史
総説：糖尿病患者における PAD診断のポイント 馬屋原 孝恒
総説：糖尿病性足潰瘍の神戸分類とその治療法 

 辻 依子，寺師 浩人
総説：糖尿病性潰瘍患者へのトータルマネジメント 池上 隆太
糖尿病性水疱 重野 和彦
糖尿病の足に見られる皮膚病変（壊疽，潰瘍，角化，亀裂） 

 奥屋 茂
爪白癬 安部 正敏
verrucous skin lesions on the feet in diabetic neuropathy
（VSLDN） 富田 益臣
シャルコー足 程原 誠
Dermatological View：時間栄養学とは 大石 勝隆
コラム：糖尿病でみられる瘙痒 新井 達
コラム：肥満と糖・脂質代謝異常 脇 裕典
コラム：糖尿病患者の生活習慣を変える工夫 吉沢 祐子
コラム：糖尿病ではなぜリスクマネージメントが難しいのか？ AI
によるリスク予測 溝上 哲也

コラム：糖尿病足病変患者の炎症徴候診断にはサーモグラフィー
とエコーが有用 西出 薫

コラム：糖尿病足潰瘍予防を目的とした足白癬・爪白癬のアセス
メントとケア～早期発見に焦点を当てて 竹原 君江

即答組織診断！（164）：苔癬様（型）反応　lichenoid reaction 
 常深 祐一郎

Your Diagnosis?：8月号の出題 廣保 翔，鶴田 大輔
Your Diagnosis!：6月号の解答 梅本 尚可
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 13回）：“ころ
しや” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 233：捉える 塚谷 裕一
コラム：コロナになってしまいました（2） 小野 友道
市場を歩く 182：台北　果物屋 金子 健彦
ViDニュース：新型コロナウイルス出口戦略が見えた！ 第 120 回
日本皮膚科学会総会 安部 正敏

Vol.20 No.9（9月号）
皮膚科医・ナースの素朴な疑問Q&A
責任編集 倉田 麻衣子，小嶋 多恵
羅針盤：一人医長の経験から得た「皮膚科医と看護師の連携の重
要性」 倉田 麻衣子

総論：ナースとの連携で気をつけるポイント 倉田 麻衣子
総論：皮膚科医との連携のポイント 小嶋 多恵
解説：皮膚の役割とは？ 老化，バリア破綻がどんな問題を惹起す
るか？ 倉田 麻衣子

解説：スキンフレイルとは？ 飯坂 真司
解説：頭皮や髪のケア 福山 雅大
解説：びらん，潰瘍部などの洗浄の仕方，石鹸の使用について 

 安部 正敏
解説：水疱を破いたほうがよいのか，破らないほうがよいのか？ 

 安部 正敏
解説：スキン - テア（skin tear）とは 小嶋 多恵
解説：失禁関連皮膚炎（IAD）のケア 髙島 絵理子
解説：陥入爪，爪囲炎 齋藤 昌孝
解説：重症薬疹の見分け方 倉田 麻衣子
解説：皮脂欠乏性湿疹と疥癬の鑑別・どのような時に疥癬を疑う
のか 千葉 由幸

解説：蜂窩織炎と壊死性筋膜炎の見分け方 下田 由莉江
解説：包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）の下肢血流と創傷評価 

 大浦 紀彦，加賀谷 優，森重 侑樹，木下 幹雄
解説：点滴漏れの対応 加藤 峰幸
解説：帯状疱疹の感染対策について 倉田 麻衣子
解説：外用薬の量は適正か？ 倉田 麻衣子
解説：保湿剤の選び方，塗り方 塩原 哲夫
解説：爪切りについて（機材の選び方，方法，感染対策） 藤井 渚
解説：医療用テープの選び方，貼り方，剥がし方 小嶋 多恵
解説：UVケアの必要性，ケア用品の選び方，うっかり日焼けし
ちゃったときの応急ケア 島田 辰彦

解説：弾性ストッキングの選び方～どういうときに有効で，どう
いうときに使用不可か 野口 まどか

Short Report：環状，連圏状を呈し汗孔角化症と鑑別を要した貨
幣状湿疹 高橋 拓矢，武藤 雄介，芳賀 貴裕

基本の Pathology：肉芽腫：顔の小さな肉芽腫❸表皮直下～真皮
中層 今山 修平

即答組織診断！（165）：アポクリン（汗）腺 apocrine (sweat) gland／エ
クリン（汗）腺 eccrine (sweat) gland 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
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 14回）：“ヒキ
ガエルがヘリと勝負しメカごと顔面出血，昇天” 
 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 234：遅い銀杏 塚谷 裕一
コラム：コロナワクチン接種の予診係をしました 小野 友道
市場を歩く 183：台北　練り物屋 金子 健彦
書評：「エビデンスに基づく皮膚科新薬の治療指針」 井川 健

Vol.20 No.10（10月号）
足のアトラス
責任編集 Visual Dermatology編集委員会
羅針盤：道なかば，アトラスシリーズにかける塩原哲夫先生の熱
い思い 多田 弥生，大槻 マミ太郎

総論：足の解剖学的理解 今山 修平
慢性湿疹 安部 正敏
痒疹 塩原 哲夫
接触皮膚炎 安部 正敏
薬疹 塩原 哲夫
足底の角化（胼胝・鶏眼・亀裂） 椛島 健治
掌蹠角化症（長島型） 椛島 健治
毛孔性紅色粃糠疹 椛島 健治
乾癬 椛島 健治
掌蹠膿疱症 塩原 哲夫
symmetrical lividities 塩原 哲夫
皮膚筋炎 塩原 哲夫
尋常性疣贅 内田 秀昭，石川 武子
足白癬 塩原 哲夫
pitted keratolysis 塩原 哲夫
壊死性筋膜炎 山口 祐子，深谷 早希
手足口病 椛島 健治
gloves and socks syndrome 塩原 哲夫
汗孔腫 大原 國章
traumatic epithelial cyst 加藤 和夏，福安 厚子
acquired digital fibrokeratoma 大原 國章
手掌足底線維腫症 門野 岳史
粘液囊腫 門野 岳史
ガングリオン 椛島 健治
神経鞘腫 門野 岳史
血管平滑筋腫 門野 岳史
tumoral calcinosis 門野 岳史
fibroma of tendon sheath 門野 岳史
black heel 水川 伊津美，大西 誉光
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色素性母斑 大原 國章
Spitz母斑 大原 國章
悪性黒色腫 大原 國章
有棘細胞癌 大原 國章
Bowen病 大原 國章
基底細胞癌（上皮腫） 大原 國章
隆起性皮膚線維肉腫 大原 國章
verrucous hemangioma 大原 國章
被角血管腫 大原 國章
静脈奇形（静脈性血管腫） 門野 岳史
エクリン血管腫様過誤腫 大原 國章
Kaposi肉腫 門野 岳史
pseudo-Kaposi sarcoma 門野 岳史
cutis marmorata 塩原 哲夫
Buerger病 安部 正敏
皮膚型結節性多発動脈炎 渡辺 愛友，石川 武子
リベド血管症 椛島 健治
コレステロール結晶塞栓症 薮内 由季菜，林 耕太郎
静脈瘤 加世田 千夏，田中 隆光
糖尿病（とくに糖尿病性壊疽） 安部 正敏
点滴漏れ 安部 正敏
凍瘡 塩原 哲夫
網状肢端色素沈着症（北村） 安部 正敏
遺伝性対側性色素異常症（遠山） 安部 正敏
Werner症候群 安部 正敏
即答組織診断！（166）：異常核分裂像　atypical mitotic figure 

 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：10月号の出題 橋川 恵子
Your Diagnosis!：8月号の解答 廣保 翔，鶴田 大輔
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 15回）：
“テトラポッドでナース去る” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史
Photo Essay 235：咲き続ける 塚谷 裕一
コラム：爪紅に秘めた想い 小野 友道
市場を歩く 184：パリ　マルシェ（16） 金子 健彦

Vol.20 No.11（11月号）
エキスパートから学ぶ「再発抑制・寛解維持に悩む疾患」
責任編集 名嘉眞 武國
羅針盤：再発抑制・寛解維持に悩む疾患について 名嘉眞 武國
総論：各疾患に対する再発抑制・寛解維持について 名嘉眞 武國
アトピー性皮膚炎─私の考え方（1） 井川 健
アトピー性皮膚炎─私の考え方（2） 谷崎 英昭
アトピー性皮膚炎─私の考え方（3） 片岡 葉子
尋常性乾癬─私の考え方（1） 藤田 英樹
尋常性乾癬─私の考え方（2） 馬渕 智生
尋常性乾癬─私の考え方（3） 東山 眞里
掌蹠膿疱症（PAOを含む）─私の考え方（1） 小林 里実
掌蹠膿疱症（PAOを含む）─私の考え方（2） 葉山 惟大，井汲 菜摘
掌蹠膿疱症（PAOを含む）─私の考え方（3） 大久保 ゆかり
蕁麻疹，とくに特発性慢性蕁麻疹─私の考え方（1） 田中 暁生
蕁麻疹，とくに特発性慢性蕁麻疹─私の考え方（2） 福永 淳
蕁麻疹，とくに特発性慢性蕁麻疹─私の考え方（3） 千貫 祐子
水疱性類天疱瘡─私の考え方（1） 氏家 英之
水疱性類天疱瘡─私の考え方（2） 廣保 翔，鶴田 大輔
水疱性類天疱瘡─私の考え方（3） 古賀 浩嗣
天疱瘡─私の考え方（1） 山上 淳

天疱瘡─私の考え方（2） 青山 裕美
天疱瘡─私の考え方（3） 石井 文人
悪性黒色腫─私の考え方（1） 内 博史
悪性黒色腫─私の考え方（2） 宇原 久
菌状息肉症─私の考え方（1） 濱田 利久
菌状息肉症─私の考え方（2） 武藤 一考，名嘉眞 武國
隆起性皮膚線維肉腫─私の考え方（1） 中村 泰大
隆起性皮膚線維肉腫─私の考え方（2） 爲政 大幾
皮膚エリテマトーデス─私の考え方（1） 谷川 瑛子
皮膚エリテマトーデス─私の考え方（2） 新井 達
基本の Pathology：肉芽腫：顔の小さな肉芽腫❹肉芽腫性口唇炎 

 今山 修平
即答組織診断！（167）：悪性黒色腫 malignant melanoma 

 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：11月号の出題 松田 洋樹，三井 浩
Your Diagnosis!：9月号の解答 門野 岳史
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 16回）：“神経
症でベロをだす” 神人 正寿，貴志 知生，江藤 隆史

Photo Essay 236：舞う 塚谷 裕一
コラム：驚き　桃の木　茄子の蔕（へた） 小野 友道
市場を歩く 185：フルーツギフト 金子 健彦

Vol.20 No.12（12月号）
好発部位の謎を解く！
責任編集 梅林 芳弘，門野 岳史
羅針盤：羽虫のごとく纏わりつくもの 梅林 芳弘
序文：好発部位の迷宮に入り込んで脱出を試みる？ ミッション 

 大槻 マミ太郎
総論：好発部位の謎をとく 梅林 芳弘
解説：頭頸部 ①眼囲 梅林 芳弘
解説：頭頸部 ②耳介 梅林 芳弘
解説：頭頸部 ③鼻唇溝 梅林 芳弘
解説：体幹・間擦部・陰部─はじめに 原田 和俊
解説：体幹・間擦部・陰部 ①体幹 （i）色素性痒疹 原田 和俊
解説：体幹・間擦部・陰部 ①体幹 （ii）癜風・マラセチア毛包炎 

 原田 和俊
解説：体幹・間擦部・陰部 ②間擦部（腋窩&鼠径部） Hailey-

Hailey病 原田 和俊
解説：体幹・間擦部・陰部 ③間擦部（陰部） verruciform 

xanthoma 原田 和俊
解説：臀部・四肢 ①臀部 門野 岳史
解説：臀部・四肢 ②四肢 門野 岳史
解説：発生部位からみた皮膚悪性腫瘍 安齋 眞一
解説：皮疹分布の謎を解く 水川 良子，塩原 哲夫
解説：病気の出発点を探す旅 塩原 哲夫
即答組織診断！（168）：水疱　bulla（vesicle），海綿状態　

spongiosis 常深 祐一郎
Your Diagnosis?：10月号の出題 福田 知雄
Your Diagnosis!：12月号の解答 橋川 恵子
神人・貴志・江藤の Visual Dermaゴロジー（第 17回）：“三十
になっても青年” 江藤 隆史，貴志 知生，神人 正寿

Photo Essay 237：密かに香る 塚谷 裕一
コラム：マスクして人間の顔忘れけり 小野 友道
市場を歩く 186：甘味喫茶 金子 健彦
ViDニュース：コロナ禍でのホスピタリティに心が癒やされる　
第 36回日本乾癬学会学術大会 安部 正敏


