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欧　文
A～K

ABCDE rule  156
Aeromonas hydrophilia  195
A群β溶血性レンサ球菌  188
blue-whitish veil  157
Bowen病  136
BRAF阻害薬  157
Celsus禿瘡  172
Clark分類  156
DESIGN-R®  69
eczema craquelé  24
finger test  193
Fournier壊疽  192
Hutchinson徴候  98
Kaposi水痘様発疹症  101, 180

L～V
Leser-Trélat徴候  78
LRINEC score  193
Milian’s ear sign  188
molluscum body  100
NCCNガイドライン  149
parallel ridge pattern  157
peripheral arterial disease  66
PHN  98
pox virus  100
Ramsay Hunt症候群  98
Stevens-Johnson症候群  108
toxic shock syndrome  17
toxic shock-like syndrome  17
Tzanckテスト  97, 178
Vibrio vulnificus  195

和　文
あ行

悪性黒子  152
悪性黒子型黒色腫  152
悪性黒色腫  156
アシクロビル  177, 181
足白癬  88
アダパレン  73
圧迫療法  124
アトピー性皮膚炎  28, 32, 180
アナフィラキシーショック  17
アポクリン汗腺  140
アミロイド苔癬  37
アルゴリズム法  13
アンカーテーピング法  64
異汗性湿疹  34
萎縮  12
異常核分裂像  137
苺状血管腫  84, 85
イトラコナゾール  173
イベルメクチン  165
イミキモド  133
イラガ類  161
陰部カンジダ症  49
鬱滞性潰瘍  124
鬱滞性症候群  124
エキシマレーザー/ライト治療  57
壊死性筋膜炎  70, 189, 192
壊死性軟部組織感染症  192
円形脱毛症  52
炎症性粉瘤  80
黄色ブドウ球菌  104, 184
おむつ皮膚炎  48

か行
外陰部  140
疥癬  164
疥癬トンネル  164
潰瘍  11
角化型疥癬  166
仮説演繹法  13, 14
ガター法  65
下腿潰瘍  124
化膿性レンサ球菌  104, 188
痂皮  12

痂皮性膿痂疹  104
貨幣状皮膚炎  24
乾癬性関節炎  121
陥入爪  64
肝斑  60
汗疱  34
基底細胞癌  144
基底細胞母斑症候群  146
丘疹  11
局面  11
亀裂  12
くり抜き法  81
鶏眼  92, 93, 94
結節  11
結節性痒疹  36
ゲフィチニブ  150
毛虫皮膚炎  160
ケロイド  128
抗CTCL-4抗体  157
抗PD-1抗体  157
抗悪性腫瘍外用薬  150
厚硬爪甲  169
後天性反応性穿孔性膠原線維症  37
紅斑  11
紅皮症  12
抗ヒスタミン薬  20, 21, 28, 37
高齢者  132
個細胞角化  137
混合軟膏  26

さ行
紫外線  61
色素斑  11
シクロスポリン  28
試験切開  193
脂性鱗屑  44
自然退縮  84, 85
紫斑  11
腫瘤  11
掌蹠膿疱症  33, 90
静脈還流障害  124
褥瘡  68, 70
脂漏性角化症  76
脂漏性皮膚炎  44
脂漏部位  44
進行性指掌角皮症  34
尋常性乾癬  120
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尋常性痤瘡  72
尋常性天疱瘡  116
尋常性白斑  56
尋常性疣贅  92, 93, 94
蕁麻疹  20, 21
水痘  176
水痘・帯状疱疹ウイルス  96
水痘ワクチン  178
水疱  11
水疱性膿痂疹  104
水疱性類天疱瘡  116
ステロイド外用薬  16, 28, 37, 38
生物学的製剤  121
セツキシマブ  150
接触皮膚炎  40, 189
センチネルリンパ節生検  157
爪甲鉤彎症  169
瘙痒症  12
足底疣贅  92

た行
ダーモスコピー  144, 154, 165
帯状疱疹  96
帯状疱疹後神経痛  98
苔癬  11
苔癬化  11
タオルメラノーシス  26
多核異常角化細胞（clumping cell） 

  137
タクロリムス  28
丹毒  188
丹毒様癌  189
中毒性表皮壊死症  108
直接鏡検  88, 168
爪乾癬  169
爪の切り方  64
爪白癬  168
手足口病  101
ディフェリン ®  30
手湿疹  32
徹底的検討法  13
手白癬  33
デブリードマン  194
テルビナフィン  173
伝染性軟属腫  100
伝染性膿痂疹  30, 101, 104
凍結療法  138, 150

毒蛾皮膚炎  160
毒棘  161
毒針毛  160
トリコスコピー  53
トリコチロマニア  53

な行
ナローバンドUVB照射療法  57
軟属腫小体  100
二期的手術  150
日光角化症  132, 149
日光黒子  76, 153
日光紫外線  132
乳児多発性感染膿瘍  101
乳房外Paget病  140
妊娠  60
妊娠性痒疹  37
妊婦  38
ネオーラル ®  28
ネコノミ刺症  162
膿痂疹性湿疹  106
嚢腫  11, 12
膿疱  11
膿疱性乾癬（汎発型）  122
膿瘍  11

は行
敗血症性ショック  195
白癬  140
白斑  11
パターン認識  13, 14
パッチテスト  41
バラシクロビル  177, 181
斑  11
瘢痕  72
肥厚性瘢痕  128
皮脂欠乏性皮膚炎  24
皮疹  10
鼻唇溝  190
ヒゼンダニ  164
非典型的ターゲット状多形紅斑  108
ヒトヘルペスウイルス６型  112
皮膚筋炎  29
皮膚糸状菌  88
皮膚病変  10
皮膚リンパ腫  29
表在性皮膚真菌症  88

表皮ケラチノサイト  148
表皮内有棘細胞癌  136
表皮剥脱毒素  184
表皮剥離  11
びらん  11
フェノトリン  166
ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 

  101, 184
プライムチェックHSV  181
プロスタンディン ®  30
プロトピック ®  28, 29, 30
粉瘤  12, 80
閉塞性動脈硬化症  70
胼胝  92, 93, 94
蜂窩織炎  189, 192
放射線治療  138
疱疹  11
膨疹  11, 20
疱疹性湿疹  180
保湿薬  28
発疹  10

ま行
末梢動脈疾患  66
慢性砒素中毒  138
密封療法  37
メラノサイト  156
免疫チェックポイント阻害薬  157
免疫抑制薬  28
面皰  72
面皰様黒点  80
モーズペースト  150

や行
薬剤性過敏症症候群  112
有棘細胞癌  66, 148
痒疹  36, 38
溶連菌迅速検査  193

ら行
落葉状天疱瘡  116
鱗屑  12
老人性色素斑  76
老人性疣贅  76
露光部  132
肋間神経痛  98


