
数　字
3α-HSD（hydroxysteroid 

dehydrogenase）   20
3×3ルール   89
11β-HSD1（hydroxysteroid 

dehydrogenase type 1）   20
11β-HSD2（hydroxysteroid 

dehydrogenase type 2）   20
13価肺炎球菌結合型ワクチン   46
20α-，20β-HSD（hydroxysteroid  

dehydrogenase）   20
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド 

ワクチン   46
25（OH）ビタミンD   41

欧　文
A～D

α-グルコシダーゼ阻害薬（α-GI）  
  71

ACE阻害薬/ARB   74
ACTH負荷試験   135
acute respiratory distress syndrome  

  156
Addison病   91
ADH   91
ADRs   120
AFF   55
AGEP   121
air trapping   149
anti-resorptive agents-related  

osteonecrosis of the jaw   55
antirheumatic substance X   13
ARDS   156
ARONJ   55
Aspergillus spp   47
atypical femoral fracture   55
auto-PEEP   149
avascular necrosis   56
AVN   56
β-Dグルカン   47
β遮断薬   74
B型肝炎   61
B型肝炎ウイルス   43
BAL検体   47
Berlin定義   157

Ca拮抗薬   74
calcium pyrophosphate dihydrate 

deposition   104
Candida spp   47
CAP   151
CHOP療法   46
CIRCI   133
CMV   47
cold in hot   56
community acquired pneumonia  

  151
Compound E   13, 28
COPD増悪   148
core decompression   57
coronavirus disease 2019   156
COVID-19   128, 156
COX-1   62
COX-2   62
COX-2選択的阻害薬   62
COX非選択的阻害薬   63
CPPD症   104
crescent sign   56
CRH負荷試験   84
critical illness-related corticosteroid 

insufficiency   133
CRP   108, 127
Cryptococcus spp   47
Cryptosporidium spp   47
CYP3A4   20
CYP3A4誘導薬   41
DAD   157
de-escalation   130
DEXA法   51
DIC   156
diffuse alveolar damage   157
disseminated intravascular  

coagulation   156
DPI   145
DPP-4（dipeptidyl peptidase-4） 

阻害薬   71
DRESS症候群   121
dual energy X-ray absorptiometry  

  51

E～I
EBV   47
ECMO   161
Epstein-Barrウイルス   47
finger tip unit   167
FRAX®  score   41
FTU   167
genomic effect   28, 29
GIOP   50
glucocorticoid induced osteoporosis  

  50
glucocorticoid receptor   28
glucose transporter4   70
GLUT4   70
GPA   46
GR   28, 29

granulomatosis with polyangiitis   46
GRα   29
GRβ   29
H. pylori   63
H2 受容体拮抗薬   63
HbA1c   41
HBc抗体   41
HBs抗原/抗体   41
HBV   43, 45
HCV抗体   41
HDL   74
HIV感染症   128
HMG-CoA還元酵素阻害薬   74
HPA axis   38, 84, 135
HSP70   29
HSP90   29
HSV   47
hypothalamic-pituitary-adrenal axis  

  24, 84
IC   98
ICS   143
ICS・LABA   143
ICU   63
ICU-acquired weakness   136
ICU-AW   136
IgG   41
IL-1   30
IL-6   30
IL-10   29
inhaled corticosteroid   143
Isospora belli   47
IκB   29

K～X
KL-6   41
LAMA   143
LDL   74
Legionella spp   47
leukotriene receptor antagonist   144
Listeria monocytogenes   47
long acting beta2-agonist   143
long acting muscarinic antagonist  

  143
LTRA   144
Mayo clinic   12
moon face   36
Moraxella catarrhalis   149
Mycobacterium chelonae subsp.  

chelonae   48
Mycobacterium tuberculosis   47
n-3脂肪酸製剤   74
NF-κB   29
Nocardia spp   47
non-genomic effect   28, 30
non invasive positive pressure  

ventilation   151
Nontuberculous mycobacteria   47
NPPV   151, 162
NR3C1遺伝子座   29
NSAIDs   62, 105

索	引

Index
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NTM   47
occlusive dressing therapy   166
ODT   166
off-target   120
PcP   45, 47, 127
PCV13   46
PEPCK   70
Philip S. Hench   12
PLA2   61
pMDI   145, 151
Pneumocystis jirovecii   43, 47
PNPサンドイッチ法   97
polyphonic wheeze   139, 148
PPI   61
PPV23   46
pressurized metered dose inhaler  

  151
qSOFA   134
RAA系   84
renin-angiotensin-aldosterone   84
S. pneumoniae   130
SABA   140
Salmonella spp   47
SERM   53
SGLT2（sodium-glucose  

cotransporter 2）阻害薬   71
short acting beta2-agonist   140
SJS   121
SLE   94, 97
SMI   145
SOFAスコア   134
SSRI   79
ST合剤   128
Strongyloides stercoralis   47
T-SPOT®    41, 44
TEN   121
TNF-α   30
Toxoplasma gondii   47
VLDL   74
VZV   47
William Osler   98
X線   41

和　文
あ行

アクトネル®    53
アザチオプリン   94
アスピリン喘息   38, 139
アズマネックス® ツイストヘラー®   

  145
アゾール系抗真菌薬   65
アテキュラ®    145
アデノウイルス   47, 149
アドエアエアゾール   144
アドエアディスカス   144
アトピー性皮膚炎   164
アトピー素因   139

アドレナリン   70, 113, 142
アナフィラキシー   111
アニュイティエリプタ   145
アネキシンA1   29
アポA-Ⅰ   74
アムシノニド   165
アムホテリシンB   65
アラキドン   30
アラキドン酸   61
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 

  165
アルコール   63
アルドステロン   14
アルドステロン作用   38
アルファカルシドール   53
アルファロール®    53
アルメタ®    165
アレルギー領域   111
アレンドロネート   53
アンジオテンシンⅡ   73, 87
安静時早朝血中ACTH   84
アンテベート®    165
アンピシリン   130
易感染性   101
息切れ   148
医原性アナフィラキシー   111
萎縮性（紅斑性）カンジダ症   64
胃食道逆流症   143
イソニアジド   45
一酸化窒素（NO）   73
遺伝子組換えテリパラチド   53
イトラコナゾール   65
イトリゾール®    65
イバンドロネート   53
イベニティ®    54
イムノフィリン   29
イムラン®    94
インスリン   69
インスリン低血糖試験   84
インターフェロンγ遊離試験   44
インダパミド   119
咽頭痛   148, 160
インドメタシン   107
インフォームド・コンセント   98
インフルエンザ   101
インフルエンザウイルス   43, 46, 149
インフルエンザ菌   149
上中啓三   114
うがい   101
うつ   76
エアロチャンバー®    146
エイコサペンタエン酸   74
エクラー®    165
エソメプラゾール   143
エチドロネート   53
エディロール®    53
エナジア®    145
エビスタ®    53
エルデカルシトール   53

嚥下時痛   66
炎症マーカー   108, 137
オイラゾン   165
黄疸   12
オルベスコインヘラー   145

か行
加圧式定量噴霧（式）吸入器   145, 

151
外因性ステロイド   17
咳嗽   160
開放隅角緑内障   39
外用ステロイド   124
潰瘍性カンジダ症   64
核酸アナログ   45
確定的影響   37
確率的影響   37
下垂体機能低下症   91
活性型   20
活性型ビタミンD3 製剤   53
化膿性関節炎   105
痂皮   166
過敏症   76
過敏症予防   116
カルシウム   51
カルシトリオール   53
カルデミン®    53
カルバマゼピン   89
眼科コンサルト   41
換気補助療法   149
看護師   102
カンジダ食道炎   66
肝疾患   24
間質性肺炎   159
関節炎   12, 104
関節穿刺   105
関節注射   38, 105
関節痛   25
関節リウマチ   12, 37, 47, 104, 109
感染症   43, 101, 127
感染症予防   43
記憶障害   76
気管支拡張薬   149
気管支喘息   139
器質化肺炎   159
喫煙   63
吉草酸酢酸プレドニゾロン   165
吉草酸ジフルコルトロン   165
気道炎症   139, 149
気道過敏性   139
気分安定薬   79
偽膜   64
逆流性食道炎   66
救急外来   83
丘疹   166
急性呼吸窮迫症候群   156
急性膵炎   67
急性単関節炎   105
急性副腎不全   87
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吸入手技   145
吸入ステロイド   143
吸入補助具   146
キュバール TM エアゾール   145
巨細胞性動脈炎   36
挙児希望確認   41
キンダベート   165
筋肉痛   25
空腹感   101
クッシング症候群   86
グラケー®    53
クリーム   165
グリセミック指数   101
グリセロール   70
グリニド薬   71
グリメサゾン®    165
グルカゴン   70
グルココルチコイド   14, 38
グルココルチコイド作用   17
グルココルチコイド受容体   18
クロベタゾール   124
クロベタゾールプロピオン酸エステル  

  165
クロベタゾン酪酸エステル   165
経口血糖降下薬   71
けいれん   129
外科手術   90
血圧   69
血液培養採取   129
結核   44
結核菌   43
結核性髄膜炎   130
血管炎   121
血管収縮薬   134, 137
結晶化   105
結晶性関節炎   104
血清病   121
血清病様反応   121
血糖   69
血糖降下薬   73
血糖コントロール   136
ケナコルト-A®    22
言語障害   76
腱鞘注射   38
倦怠感   25, 119
見当識障害   78
抗Jo-1抗体陽性皮膚筋炎   48
高LDL血症   74
抗RANKL抗体   54
抗ウイルス薬   161
高カリウム血症   25
抗菌薬   101, 116, 149
口腔カンジダ症   64
高血圧   73
高血糖   69, 136
好酸球性食道炎   66
好酸球性肺炎   159
好酸球増多   86
抗酸菌検査   48

甲状腺機能亢進症   24
甲状腺機能低下症   91
口唇・口蓋裂   93
抗真菌薬   65
抗スクレロスチン抗体   54
抗精神病薬   79
合成ステロイド   17
高中性脂肪血症   74
紅斑   122, 166
抗ヒスタミン薬   116
抗微生物薬   127
高揚   76
高齢   24, 63
股関節痛   50
呼吸管理   162
呼吸器   148, 156
呼吸器感染症   149
呼吸機能   150
呼吸苦   148
呼吸困難   139, 160
骨壊死   50, 56
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死   55
骨切り術   57
骨形成   51
骨シンチグラフィー   56
骨生検   56
骨粗しょう症   50, 94
骨痛   56
骨頭圧潰   56
骨破壊   51
骨密度測定   41
固定薬疹   121
言葉遣い   99
コハク酸エステル型   38
コルチゾール   14, 17, 83, 134
コルチゾール測定   84
コルチゾン   14, 28
コルヒチン   105
コレクチム®    169
コレステロール   41

さ行
細菌性髄膜炎   18, 129
サイトメガロウイルス   47, 66
サイトメガロウイルス感染症   61
細胞性免疫障害   47
細胞膜   31
錯乱   78
作用機序   28
サルタノールインヘラー   145
サルブタモール   140, 148, 152
三環系抗うつ薬   79
酸素化障害   157
酸素療法   149
歯科コンサルト   41
歯科治療   55
しきい値型   37
色素沈着   22
子宮内胎児発育遅延   94

ジクロフェナク   106
自己中断   87
自殺企図   78
脂質異常症   74
脂質管理   69
視床下部-下垂体-副腎系   24, 38, 84
市中肺炎   151
ジフェンヒドラミン   117
ジフラール®    165
ジフルプレドナート   165
ジフロラゾン酢酸エステル   165
脂肪肝   61
シムビコート®    143
シムビコート® タービュヘイラー®   

  144
周術期管理   83
重症薬疹   119
腫脹   104
授乳（中）   93, 94
昇圧薬   90
消化管カンジダ症   61, 64
消化器合併症   60
消化器症状   60
消化性潰瘍   41, 61
小水疱   166
情緒不安定   76
初期悪化   131
食後高血糖   101
食思不振   64
食欲亢進   101
食欲増進   61
食欲不振   25
新型コロナウイルスSARS-CoV-2  

  156
新型コロナウイルス感染症   128
シングレア®    143
人工関節感染   90
人工股関節置換術   57, 90
人工呼吸関連肺炎   159
人工呼吸器   150
人工呼吸器装着   156
人工膝関節置換術   90
浸潤   166
迅速ACTH負荷試験   84
浸透圧性脱髄症候群   91
蕁麻疹   122
髄液   18
髄液糖   130
水痘帯状疱疹ウイルス   47
水疱   122
髄膜炎   127
髄膜刺激症状   129
水溶性ハイドロコートン   141
水溶性プレドニン®    22, 140
水利尿   91
スーパーオキシド   73
スクリーニング   36, 41
ステロイド潰瘍   62
ステロイドカバー   47, 83, 95, 137
ステロイド結晶   22
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ステロイドざ瘡   168
ステロイド性骨粗しょう症   50
ステロイド精神病   76
ステロイド潮紅   168
ステロイド糖尿病   69
ステロイドパルス   69
ステロイドパルス療法   33, 123, 159
ステロイドミオパチー   141
ステロール骨格   14
スピリーバ®    152
スピリーバ® レスピマット®    145
スプレー   166
スライディングスケール   72
すりガラス陰影   156
生活指導   99
整形外科手術   90
精神症状   76
性ホルモン   14
咳   139, 148
説明   97
セフトリアキソン   129, 152
セレスタミン®    89
前期破水   94
潜在性結核   44
全身倦怠感   47, 86
全身性エリテマトーデス   94, 97
選択的アルドステロン拮抗薬   74
先天性副腎皮質過形成   91
喘鳴   139
せん妄   77
躁   76
造影剤   116
相互作用   17
巣症状   129
掻破痕   166
掻痒感   124
続発性副腎不全   83
鼠径ヘルニア手術   83
速効型インスリン分泌促進薬   71
ソフトミスト吸入器   145
ソル・コーテフ®    140
ソル・メドロール®    34, 123, 140, 160

た行
ダイアコート®    165
大外傷   84
大気汚染   149
胎児   93
代謝   17
体重減少   86
体重測定   41
帯状硬化像   56
苔癬化   166
苔癬様薬疹   121
大腿骨頭壊死   99
ダイドロネル®    53
胎盤   18
胎盤移行性   93
怠薬   87

高峰譲吉   114
タクロリムス   169
多形滲出性紅斑   121
多幸感   76
多職種   102
多臓器不全   109
脱感作   116
多発血管炎性肉芽腫症   46
多毛   168
短時間作用型   38
短時間作用性β2 刺激薬   140
単純性腎盂腎炎   133
単純ヘルペス   66
単純疱疹ウイルス   47
単調増加型   37
チオトロピウム   152
中枢神経感染症   129
中枢性甲状腺機能低下症   91
長期罹患症例   109
長時間作用型   38
長時間作用性抗コリン薬   143
長時間作用性β2 刺激薬   143
貼布剤   166
鎮静鎮痛薬   137
鎮痛薬   57
椎体骨折   51
痛風   107
手洗い   101
低Na血症   25, 86
低血圧   86
低血糖   25, 86
低酸素血症   150
デカドロン®    117, 140, 163
デキサート®    163
デキサメタゾン   15, 18, 106, 116, 

117, 128, 140, 160, 165
デキサメタゾン吉草酸エステル   165
テクスメテン®    165
デスモプレシン   91
デノスマブ   53
デプロドンプロピオン酸エステル   165
デポ・メドロール®    22, 38
テリパラチド酢酸塩   53
テリボン®    53
テリルジーエリプタ   145
デルゴシチニブ   169
デルモベート   165
疼痛   104
糖尿病   101
頭部CT   129
動脈硬化   74
糖輸送担体   70
投与回数   36
投与期間   37
投与方法   36
投与量   37
特発性大腿骨頭壊死   56
トプシム®    165
ドライパウダー吸入器   145

ドラッグホリデイ   55
トリアムシノロン   22, 38, 106
トリアムシノロンアセトニド   165
トリパミド   119
トリメトプリム   128
ドレニゾン®    166

な行
内因性ステロイド   17
ナプロキセン   107
軟膏   165
軟骨石灰化   104
軟部組織萎縮   22
軟部組織感染症   101
二相性反応   116
入院   83
乳汁   94
ニューモシスチス肺炎   127
尿酸   41
尿路感染症   43, 101
妊娠（中）   12, 93
妊娠高血圧   94
妊娠糖尿病   94
認知機能障害   76
ネーザルハイフロー   162
ネキシウム®    143
ネフローゼ症候群   24
ネリゾナ®    165
粘膜疹   119
ノセボ   98
ノルアドレナリン   70, 87, 137

は行
肺   156
肺炎   43, 101
肺炎球菌   43, 46, 129, 149
肺炎球菌性髄膜炎   129
肺炎球菌ワクチン   46
肺外結核   48
敗血症   133, 137, 156
敗血症性ショック   133, 158
肺水腫   157
排泄   21
バイタルサイン   113
肺胞出血   159
白苔   64
白内障   39, 168
播種性血管内凝固症候群   156
播種性皮膚NTM感染症   48
バゼドキシフェン   53
バソプレシン   91, 137
発赤   104, 119
発熱   133, 160
パニック障害   78
バルビツール酸誘導体   89
パルミコート®    145
半結腸切除   83
半減期   17
バンコマイシン   129
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斑状丘疹   119
パンデル®    165
皮疹   122
非心原性肺水腫   156
ビスダーム®    165
ヒスタミン   122
非ステロイド性抗炎症薬   62
ビスホスホネート   53
ビタミンD   51
ビタミンK   51
ビタミンK2 製剤   53
非定型大腿骨骨折   55
ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体  

  53
ヒト副甲状腺ホルモン   53
ヒドロキシクロロキン   94
ヒドロコルチゾン   14, 17, 83, 116, 

136, 140, 158
ヒドロコルチゾン酪酸エステル   165
ビビアント®    53
皮膚萎縮   168
皮膚科疾患   164
皮膚感染症   168
非フッ化ステロイド   38
肥満   101
肥満細胞   122
びまん性肺胞障害   157
表情   99
日和見感染   64
びらん   119, 166
ヒルドイド®    167
ピルビン酸カルボキシラーゼ   70
ファビピラビル   160
不安   76
ファンギゾン®    65
フィブラート   74
フェニトイン   89
フォサマック®    53
フォルテオ®    53
不活性型   20
副作用   36
副作用モニタリング   40
副腎クリーゼ   87
副腎皮質   17
副腎不全   83, 109, 133, 134
浮腫   122, 166
フッ化ステロイド   38
不眠   76
不眠症   76
プラケニル®    94
プラセボ   98
プラリア®    53
フルオシノニド   165
フルオシノロンアセトニド   165
フルコート®    165
フルコナゾール   65
フルタイドディスカス   144, 145
フルティフォーム®    146
フルティフォーム® エアゾール   145

フルドロキシコルチド   166
フルドロコルチゾン   158
フルメタ®    165
プレドニゾロン   15, 17, 70, 89, 94, 

107, 124, 128, 140, 148, 152, 165
プレドニゾン   15, 20
プレドニン®   50, 60, 94, 116, 124, 141
プロアクティブ療法   167
プロスタグランジン   30, 61
プロスタサイクリン合成   87
プロトピック®    169
プロトンポンプ阻害薬   61
プロピオン酸デキサメタゾン   165
フロリード   65
分子シャペロン   29
βDグルカン   41
ベタメタゾン   15, 18, 106, 117, 140
ベタメタゾン吉草酸エステル   165
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル  

  165
ベトネベート   165
ペニシリンG   130
ベネット®    53
ベネトリン®    140, 152
ヘパリン類似物質   167
ヘリコバクター・ピロリ検査   41
変形性股関節症   57
ボアラ®    165
蜂窩織炎   43
ホスホエノ－ルピルビン酸カルボキシ 

ラーゼ   70
ホスホリパーゼA2   30, 61
ボスミン®    113, 142
母体   94
ボナロン®    53
ボノテオ®    53
ポリファーマシー   64
ボンビバ®    53

ま行
マイザー®    165
マスク   101
慢性副腎不全   88
ミコナゾール   65
水吸収ホルモン   91
ミトコンドリア膜   31
ミネラルコルチコイド   14, 38
ミネラルコルチコイド作用   17
ミノドロン酸   53
無血管性骨壊死   56
胸焼け   66
メサデルム®    165
メチルプレドニゾロン   15, 18, 34,  

38, 106, 117, 123, 148, 156
メドロール®    117
メナテトレノン   53
メプチン® スイングヘラー®    145
メプチンエアー®    145
免疫グロブリン   120, 123

毛細血管拡張   168
モメタゾンフランカルボン酸エステル  

  165
モンテルカスト   143

や行
薬剤師   102
薬剤性肝障害   124
薬疹   119
薬物動態   17
遊離脂肪酸   70
痒疹結節   166
腰椎穿刺   129
抑うつ   76

ら行
ライノウイルス   149
酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン  

  165
酪酸プロピオン酸ベタメタゾン   165
ラポール   102
ラロキシフェン   53
ランダムコルチゾール値   135
リウマチ性多発筋痛症   22, 46, 50
リカルボン®    53
リセドロネート   53
リチウム   79
リドメックス   165
利尿薬   74
リハビリスタッフ   102
リファンピシン   23, 45, 89
リポタンパクリパーゼ（lipoprotein 

lipase：LPL）   74
緑内障   39, 168
リン酸エステル型   38
鱗屑   166
リンデロン®    117, 140
リンデロン®DP   165
リンデロン®V   165
リンパ節腫脹   122
ループス腎炎   97
レスタミンコーワ   117
レダコート®    165
レニン-アンジオテンシン-アルドステ

ロン系   84
レニン合成   87
レボチロキシン   91
レムデシビル   161
レルベア   145
ロイコトリエン受容体拮抗薬   143
ローション   165
ロカルトロール®    53
ロコイド®    165

わ行
ワクチン   101
ワンアルファ®    53
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