
数字・欧文
40％硝酸銀 …………………………………51
ABPC ………………………………………101
ADL（activities of daily living）…………80
AIDS …………………………………………51
AMPC…………………………………101, 104
ASO（arteriosclerosis obliterans）………72
Artzの基準 …………………………………65
ASO（anti–streptolysin–O antibody，抗ス
トレプトリジン–O）……………………69, 105
A群β溶血性レンサ球菌 …………………100
Behçet病 ……………………………………71
CEZ …………………………………………101
CFDN ………………………………………101
confluent and reticulated papillomatosis
………………………………………………95
Crohn病………………………………………71
DTI（deep tissue injury） …………120, 121
DVT（deep vein thrombosis） …………103
DLSO（distal and lateral subungual ony-
chomycosis）…………………………………77
d–クロルフェニラミンマレイン酸塩 ……24
EAE…………………………………………137
EBウイルス …………………………………61
γBHC製剤…………………………………115
Gianotti病 …………………………………126
Hatchinsonの法則 …………………………37
HHV6, –7……………………………………123
HMB（hypersensitivity to mosquito bites）
………………………………………………61
KOH直接鏡検
………………63, 74, 75, 76, 77, 116, 119, 138
Koplik斑 ……………………………………123
Laser–Trelat徴候 …………………………53
malignant fibrous histiocytoma …………57
methicillin–resistant Staphylococcus Aureus
………………………………………………48
MFH …………………………………………57

Microsporum canis …………………117, 131
MRI …………………………………………57
MRSA ………………………………………48
MRワクチン ………………………………106
narrow band UVB（ultraviolet B）………93
NEAE ………………………………………137
Nikolsky現象 ………………………………91
NPUAP………………………………………82
NSAIDs………………………………………71
papular–purpuric gloves and socks 
syndrome ………………………………137
PUVA（psoralen ultraviolet A）療法 …93
Quincke浮腫…………………………………25
Ramsay Hunt症候群 …………………35, 113
Reckling hausen病 …………………………89
Reye症候群 …………………………………40
spaghetti & meatball sign…………………63
Stevens–Johnson症候群（SJS）………86, 91
SWO（superficial white onychomycosis）77
TEN（toxic epidermal necrolysis） …90, 91
Trichophyton tonsurans …………………131
Tzanckテスト ………………………………31
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アウスピッツ現象 …………………………93
青あざ ………………………………………22
アクアセルR…………………………………65
アクアチムR ……………………………48, 49
悪性黒色腫……………………52, 53, 134, 135
悪性線維性組織球腫 ………………………57
アクトシンR……………………………85, 121
アクロコルドン ……………………………52
アクロマイシンR……………………………87
アシクロビル…………35, 37, 38, 39, 113, 125
足白癬 ………………………………………74
アスコルビン酸 ……………………………23
アズノールR ………35, 37, 43, 47, 91, 95, 125
アズレン……………………35, 37, 43, 47, 125
アズレンスルホン酸ナトリウム …………91
アセトアミノフェン ……………………42, 43
あせも ………………………………………138
アドナR………………………………………23
アトピー性皮膚炎……………18, 19, 119, 124
アトピー素因 ………………………………18
アナフィラキシーショック ………………25
アフタ様びらん ……………………………43
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アムホテリシンB ……………………108, 109
アモキシシリン水和物 ………………101, 104
アラセナAR …………………………31, 37, 47
アリナミンFR ………………………………37
アルプロスタジル …………………………72
アルプロスタジルアルファデクス ………121
アレロックR ………………………………137
安息香酸ベンジル製剤 ……………………115
アンテベートR …………………………61, 93
アンピシリン水和物 …………………101, 103
アンヒバR ………………………………42, 43
イトラコナゾール…………………63, 77, 109
イトリゾールR ……………………63, 77, 109
イベルメクチン ……………………………115
いぼ …………………………………………54
インターフェロン …………………………51
インタールR ………………………………108
咽頭培養 ……………………………………105
うおのめ ……………………………………26
うっ滞性脂肪織炎 …………………………103
エアーマット …………………………82, 120
液体窒素 …………………………………54, 55
エクリン汗腺 ………………………………139
エコー ………………………………………57
壊死性筋膜炎 …………………………102, 103
壊疽 …………………………………………72
エトレチナート ……………………………93
炎症性粉瘤 ………………………………96, 97
エンテロウイルス感染症 …………………126
オイラックスR ………………………114, 115
黄色壊死組織 ………………………………84
オキサロールR………………………………93
オパルモンR…………………………………79
おむつかぶれ ………………………………132
おむつ皮膚炎 ………………………………132

疥癬 …………………………………………114
疥癬トンネル ………………………………115
咳嗽 …………………………………………122
潰瘍性大腸炎 ………………………………71
角質増生 ……………………………………27
蚊刺しアレルギー …………………………61
カチリ ………………………………39, 40, 43
活性型ビタミンD3軟膏 ……………………93
カデックスR…………………………………81
カフェ・オ・レ斑 …………………………88
カポジ水痘様発疹症 ………………………124

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
………………………………………………23
カルポトリオール …………………………93
眼合併症 ……………………………………37
眼瞼黄色腫 …………………………………28
カンジダ ……………………………………119
カンジダ性間擦疹 ……………………132, 133
カンジダ性口角炎 …………………………47
汗疹 ……………………………………138, 139
汗疹性湿疹 …………………………………139
乾癬 …………………………………………92
陥入爪 ………………………………………58
乾皮症 ………………………………………21
汗疱 ……………………………………118, 119
寒冷刺激 ……………………………………66
基底細胞癌（BCC）…………………………53
急性蕁麻疹 …………………………………25
キンダベートR………………………………32
グラニュゲルR………………………………81
クラリスR……………………………………48
クラリスロマイシン ………………………48
グルタルアルデヒド ………………………51
クロタミトン …………………………114, 115
クロベタゾン酪酸エステル ………………32
クロモグリク酸ナトリウム ………………108
鶏眼 …………………………………………26
ゲーベンR……………………………65, 81, 85
激症型溶連菌感染症 ………………………102
毛染め ………………………………………32
血管炎 ………………………………………23
血管脂肪腫 …………………………………57
血管浮腫 ………………………………25, 136
結節性紅斑…………………………70, 79, 103
ケトコナゾール………………62, 63, 131, 133
ケトフェチンフマル酸塩 …………………61
ケラチナミンR………………………………27
ケルスス禿瘡 ………………………………131
ゲンタシンR…43, 48, 49, 51, 67, 125, 105, 139
ゲンタマイシン塩酸塩 ……………………125
ゲンタマイシン硫酸塩
……………………43, 48, 49, 51, 67, 105, 139
抗ウイルス薬 ………………………………30
紅暈 …………………………………………113
口角 ………………………………………30, 46
口角炎 ………………………………………46
口腔カンジダ症 …………………………108
抗血小板薬 …………………………………22
膠原病 ………………………………………67
紅色汗疹 ……………………………………139
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紅色皮膚描記症 ……………………………25
光沢 …………………………………………50
後天性免疫不全症候群 ……………………109
抗ヒスタミン薬 ……………………………19
黒色壊死組織を伴った床ずれ ……………80
黒色表皮腫 …………………………………94
固定薬疹 ……………………………………31
ゴム手袋 ……………………………………118
コンタクトスポーツ ………………………131

ザジテンR……………………………………61
サリチル酸 …………………………………27
サリチル酸ワセリンR………………………27
サルコイドーシス …………………………71
サワシリンR …………………………101, 104
三叉神経第１枝領域 ………………………36
サンディミュンR……………………………93
シードスワブR ……………………………108
色素性母斑 …………………………………135
色素脱失 ……………………………………63
シクロスポリン ……………………………93
しこり ………………………………………98
脂質異常症 …………………………………28
湿疹………………………………114, 116, 138
湿布かぶれ …………………………………112
シナールR……………………………………23
紫斑 …………………………………………22
ジフルコルトロン吉草酸エステル ………68
ジフルプレドナート………………78, 79, 132
脂肪腫 ………………………………………56
しみ …………………………………………53
シメチジン …………………………………51
しもやけ ……………………………………66
集簇性 ………………………………………113
主婦湿疹 ………………………………118, 119
猩紅熱 ………………………………………104
静脈うっ滞 ……………………………85, 103
初期の褥瘡 …………………………………120
食事療法 ……………………………………29
褥瘡…………………………………80, 82, 120
白い芯 ………………………………………50
脂漏性角化症 ………………………………52
脂漏性皮膚炎……………………130, 138, 139
神経線維腫症 ………………………………88
深在性汗疹 …………………………………139
尋常性湿疹 ……………………………116, 117
尋常性疣贅 …………………………………54

深部静脈血栓症 ……………………………103
蕁麻疹 ………………………………………24
水晶様汗疹 …………………………………139
水痘…………………………………38, 41, 124
水疱 …………………………………………112
ステリーテープ ……………………………23
ステロイドパルス療法 ……………………91
ストロメクトールR ………………………115
スピール膏MR ………………………………27
スルタミシリントシル酸塩水和物 ………71
スルファジアジン銀 ………………65, 81, 85
生活指導 ……………………………………29
せつ …………………………………………98
切開 …………………………………………96
接触感染 ……………………………………30
接触皮膚炎…………………………32, 47, 112
セファゾリンナトリウム ……………101, 103
セファメジンαR ……………………101, 103
セファレキシン ……………………………96
セフジトレンピボキシル …………………108
セフジニル……………………49, 97, 101, 105
セフゾンR ……………………49, 97, 101, 105
セフトリアキソンナトリウム ……………102
セルテクトDSR ……………………………49
洗剤 …………………………………………118
粟粒大紅色丘疹 ……………………………123
ゾビラックスR ……………………37, 39, 113
ソフラチュールR……………………………65

ダーモスコピー……………………53, 89, 135
帯状疱疹………………32, 33, 34, 36, 112, 113
帯状疱疹後神経痛 …………………………113
胎内感染 ……………………………………44
体部白癬 ……………………………………116
多核巨細胞 …………………………………31
タカルシトール …………………………92, 93
多形滲出性紅斑 …………………………68, 69
胼胝（たこ）…………………………………26
単純ヘルペス ………………………………124
単純疱疹 ……………………………………30
弾性ストッキング…………………78, 85, 103
丹毒 …………………………………………100
チガソンR……………………………………93
虫刺症 ………………………………………60
中毒性表皮壊死症 …………………………90
爪白癬 ………………………………………76
手足口病 ……………………………………42
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テーピング …………………………………58
デブリードマン …………………………73, 82
デュオアクティブR…………………………81
テルビナフィン塩酸塩
…………………………74,75,  76, 77, 116, 118
デルマドローム ……………………………95
テレビナフィン塩酸塩 ……………………75
伝染性紅斑 …………………44, 122, 126, 136
伝染性単核球症 ……………………………126
伝染性軟属腫 ………………………………50
伝染性膿痂疹 ………………………………48
癜風 …………………………………………62
凍瘡 ………………………………………66, 67
糖尿病 ………………………………………94
糖尿病性壊疽 ………………………………72
頭部白癬 ……………………………………130
トコフェロール酢酸エステル ……………79
トコフェロールニコチン酸エステル ……67
突発性発疹 ……………………………122, 126
とびひ ………………………………………48
ドボネックスR………………………………93
ドライスキン ………………………………19
トラコーマ鑷子 ……………………………51
トラネキサム酸 ……………………………23
トランサミンR………………………………23
ドレッシング剤 ……………………………121
トンズランス菌 ……………………………131

ナジフロキサシン ………………………48, 49
ニコチン酸アミド …………………………87
二次感染 ……………………………………40
ニゾラールR …………………62, 63, 131, 133
入浴に関する指導法 ………………………20
ネオマレルミンTRR ………………………24
熱傷 ……………………………………64, 120
ネリゾナR……………………………………68
膿疱性汗疹 …………………………………139

ハイドロコロイド …………………………121
ハイドロサイトR……………………………65
ハイドロファイバー ………………………65
白色ワセリン ………………………………50
白苔 …………………………………………109
白糖・ポビドンヨード配合 ……………81, 85
バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩配合
………………………35, 37, 39, 65, 91, 97, 113
波動 …………………………………………96

バラシクロビル……………………34, 37, 125
バラシクロビル塩酸塩 ………………………

30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 112, 113, 125
バラマイシンR ……35, 37, 39, 65, 91, 97, 113
バルトレックスR

………30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 112, 113, 125
パルミコートR ……………………………108
被疑薬 ………………………………………91
皮丘 …………………………………………135
ビクシリンR …………………………101, 103
ビクロックスR…………………………35, 125
皮溝 …………………………………………135
皮脂欠乏性湿疹 …………………………20, 21
皮脂の減少 …………………………………20
皮疹 …………………………………………34
ヒスタミンH1受容体拮抗薬 ………………25
ヒゼンダニ …………………………………115
ビタミンE軟膏………………………………67
ビダラビン …………………………31, 37, 47
ピドキサールR………………………………47
ヒトパルボウイルスB19 …………………137
ヒドロコルチゾン酪酸エステル …………60
皮膚うっ滞性皮膚炎 ………………………78
皮膚潰瘍 ……………………………………84
皮膚カンジダ症 ……………………………118
鼻毛様体神経支配領域 ……………………37
標的様病変（target lesion）………………69
びらん ………………………………………42
ピリドキサールリン酸エステル水和物 …47
ヒルドイドR ……………………………21, 23
ファムシクロビル …………………………37
ファムビルR…………………………………37
ファンギゾンR ………………………108, 109
風疹 …………………………………………126
プール ………………………………………50
フェノール亜鉛華リニメント …………39, 43
ブクラデシンナトリウム ……………85, 121
浮腫性紅斑 …………………………………25
フットケアの指導 …………………………73
プデソニド …………………………………108
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 …………49
フラジオマイシン硫酸塩 …………………65
フルオシノロンアセトニド ………………66
フルコートR…………………………………66
フルスルチアミン …………………………37
ブレオマイシン ……………………………55
プレドニゾロン ……………………34, 69, 87
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
…………………………………………20, 131
プレドニンR ……………………………34, 69
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プロスタンディンR ………………………121
プロブコール ………………………………29
プロペトR……………………………………50
ブロメラインR………………………………81
フロリードR ………………………………109
粉瘤 ………………………………………96, 97
閉塞性動脈硬化症 …………………………72
ペインコントロール ………………………113
ベタメゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
………………………………………………61
ベタメタゾン ………………………………130
べタメタゾン吉草酸エステル …………21, 67
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ
ン硫酸塩 ……………………………………139
ペット ………………………………………131
ヘパリン類似物質 …………21, 23, 66, 67, 79
ヘルペスウイルス感染症 …………………47
扁平母斑 …………………………………88, 89
ペンレスR……………………………………51
蜂窩織炎………………………75, 79, 100, 102
ほくろ …………………………………52, 134
保湿剤 ………………………………………20
ポリウレタンフォーム …………………64, 65
ボンアルファR …………………………92, 93

マイザーR …………………………78, 79, 132
マカサルシトール …………………………93
麻疹………………………………106, 107, 126
末梢神経の支配領域 ………………………113
マラセチア …………………………………63
ミコナゾール ………………………………109
みずいぼ ……………………………………50
水仕事 ………………………………………118
水ぶくれ …………………………………30, 42
むくみ ………………………………………136
ムコスタR ………………………………35, 37
虫刺され ……………………………………60
メイアクトMSR……………………………108
メコバラミン………………………35, 37, 113
メチコバールR ……………………35, 37, 113
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 …………48
メチルプレドニゾロン ……………………91
メドロールR…………………………………91
メラノーマ …………………………………134
免疫グロブリン ……………………………91
面ぽう ………………………………………97
モノクロル酢酸 ……………………………51

薬疹 …………………………………………126
融合性細網状乳頭腫症 ……………………95
疣贅 …………………………………………27
ユーパスタR ……………………………81, 85
湯たんぽ ……………………………………120
ユナシンR……………………………………71
ユベラ ………………………………………67
ユベラNR ……………………………………79
ヨウ化カリウム ……………………………71
溶連菌感染症 ………………………………104
ヨウ素 ………………………………………81
溶連菌 ………………………………………126
ヨクイニン …………………………51, 54, 55

酪酸プロピオン酸ベタメタゾン …………93
ラップ療法 ………………………………82, 84
ラミシールR …………74, 75, 76, 77, 116, 118
ラリキシンR…………………………………96
リゾチーム塩酸塩 …………………………85
リドカイン …………………………………51
リドメックスR…………………………20, 131
リネン ………………………………………114
リフラップR…………………………………85
リプルR………………………………………72
リマプロストアルファデクス ……………79
リンデロンR ………………………………130
リンデロンVR ………………………………67
リンデロンVGR ………………………21, 139
類天疱瘡 ……………………………………86
ルリコナゾール ……………………47, 75, 77
ルリコンR……………………………47, 75, 77
レーザー治療 ………………………………88
レバミピド ………………………………35, 37
老人性色素斑 ………………………………53
老人性紫斑 ………………………………22, 23
老人性疣贅 …………………………………52
ロキソニンR………………35, 36, 37, 112, 113
ロキソプロフェンナトリウム水和物
……………………………35, 36, 37, 112, 113
ロコイドR……………………………………60
ロセフィンR ………………………………102
ロレルコR……………………………………29
ワセリン ……………………………………23
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