
見ためと症候で探す！　こどもの皮膚診療272

● 欧 文 ●

A・B
Augsbergerの計算式 ………………67

A群β溶連菌 ……………………………75

A群溶血性連鎖球菌 ……………… 181

BCG発疹 ……………………………… 153

Blascho線（解剖学的な線） …… 227

BPO ……………………………………… 271

B型肝炎ウイルス …………………… 175

E～ I
epidermal nevus syndrome … 227

Epstein-Barrウイルス …………… 175

Forschheimer斑 …………………… 152

FTU（finger tip unit） ………60, 127

Gianotti-Crosti症候群 ………… 175

Gibertばら色粃糠疹 ……………… 157

HHV-6 ………………………………… 148

HHV-7 ………………………………… 148

HPV（ヒト乳頭腫ウイルス） ……… 198

ICDRG基準 ……………………………28

K～O
KOH直接鏡検 ……………………… 101

Koplik斑 ……………………………… 151

NB-UVB療法 …………………………81

Netherton症候群 ………………… 122

ODT（occlusive dressing 
therapy） ………………………………61

P～S
P. acnes（Propionibacterium 
acnes） ……………………………… 269

PUVAバス療法 …………………………82

Ramsay-Hunt症候群 …………… 204

Reye症候群 ………………………… 161

SLE ……………………………………… 121

Spitz母斑 ……………………………… 216

SSSS（staphylococcal scalded 
skin syndrome） ………… 190, 191

SWS（Sturge-Weber症候群） 
 ………………………………………… 246

T～W
TARC値 ……………………………… 120

tissue expander …………………… 217

TORCH症候群 ……………………… 139

Tzanckテスト …………………………35

Von Harnack換算表 ………………67

VZV（水痘・帯状疱疹ウイルス） 
 ………………………………………… 161

Wiskott-Aldrich症候群 ……… 121

● 和 文 ●

あ
悪性黒色腫 …………………………… 40

アシクロビル …………… 78, 162, 204

足白癬 …………………………… 105, 207

あせも …………………………………… 108

アダパレン …………………………56, 271

アタマジラミ ……………………………91

アタマジラミ症 ……………………… 253

アトピー性皮膚炎 
 ……………………116, 119, 123, 164

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 
 ………………………………………… 117

アトピー性皮膚炎の重症度 ……… 120

アトピー素因 ………………………… 119

アナフィラキシー …………………… 252

アルコール剤 ……………………………45

アレキサンドライトレーザー …… 86

アレルギー性接触皮膚炎 ………… 95

アレルギーマーチ ………………………15

異汗性湿疹 …………………………… 103

異所性蒙古斑 ………………………… 220

イチゴ舌 ………………………………… 178

いちご状血管腫 ……………………… 230

一次刺激性接触皮膚炎…………… 95

遺伝性血管性浮腫 ………………… 134

伊藤白斑 ……………………………… 247

陰嚢の腫脹 …………………………… 266

陰部疱疹 ……………………………… 201

ウイルス性巨細胞 ………………………35

江川のいぼ剥ぎ法 ………………… 199

エキシマ ……………………………………82

液体窒素 ……………………………… 84

液体窒素凍結療法 ………………… 198

エクリン汗腺 ……………………………13

炎症性線状疣贅状表皮母斑 …… 227

黄色ブドウ球菌 ………………… 75, 181

太田母斑 ……………………………… 220

おしゃれ障害 ………………………… 96

オブラート ……………………………… 66

おむつ皮膚炎 …………… 95, 98, 262

索 引



273

か
蚊　 ……………………………………… 251

疥癬 ………………………… 41, 105, 121

外用抗菌薬 ………………………………55

外用抗真菌薬 ………………………… 58

外用剤 ………………………………………63

角化細胞 …………………………………10

角質細胞間脂質 ………………………16

角質増殖型白癬 ……………………… 30

過酸化ベンゾイル …………………… 56

学校感染症 ………………………………89

学校保健安全法 ………………………89

化膿性汗孔周囲炎 ………………… 109

痂皮型膿痂疹 ………………………… 190

カフェオレ斑 … 223, 237, 238, 239

カポジ水痘様発疹症 ……………… 164

川崎病 …………………… 140, 154, 266

眼球メラノーシス …………………… 220

カンジダ症 ………………………98, 100

カンジダ性間擦疹 …………………… 100

汗疹 ……………………………………… 107

関節痛 …………………………………… 265

関節内 …………………………………… 265

汗腺 …………………………………………11

乾癬 ……………………………………… 121

乾燥性湿疹 …………………………… 110

嵌頓包茎 ……………………………… 262

汗疱 ……………………………………… 104

基剤 ………………………………… 43, 63

ギムザ染色 …………………………… 36

虐待 ……………………………… 260, 263

丘疹 …………………………………22, 138

急性咽頭炎・扁桃炎 ……………… 177

急性蕁麻疹 …………………………… 133

巨大色素性母斑 …………………… 215

筋肉内出血 …………………………… 265

口なめ皮膚炎 ………………………… 95

「クリスマスツリー状」の配列 … 157

鶏眼 ……………………………………… 256

経皮感作 …………………………………15

血管性浮腫 …………………………… 134

血管線維腫 …………………… 242, 243

血清LDH値 ………………………… 124

血清TARC値 ………………………… 124

血清総IgE値 ………………………… 123

結節性硬化症 ………………………… 244

ケルズス禿瘡 ………………………… 208

高IgE症候群 ………………………… 121

抗アレルギー薬 ……………………… 129

抗ウイルス薬 ……………………………78

抗菌薬 ………………………………………75

抗菌薬治療 …………………………… 140

口腔カンジダ症 ……………………… 211

膠原病 …………………………………… 121

紅色汗疹 ……………………………… 109

口唇ヘルペス ………………………… 201

硬性浮腫 ……………………………… 153

光線療法 …………………………………81

紅斑 ………………………… 21, 132, 266

抗ヒスタミン薬 …………………72, 129

抗ヘルペスウィルス薬 …………78, 162

股部白癬 ……………………………… 208

コリン性蕁麻疹 ……………………… 133

混合製剤 …………………………………63

さ
剤形 ………………………………… 43, 66

サイトメガロウイルス ……………… 175

痤瘡 ……………………………………… 269

痤瘡治療薬 ………………………………55

殺菌性抗菌薬 ………………………… 56

三環系 …………………………………… 73

サンスクリーン剤 …………………… 96

サンタン ……………………………………18

サンバーン …………………………………18

紫外線治療 ………………………………81

趾間型足白癬 ………………………… 30

色素沈着 …………………………………52

色素レーザー ……………86, 230, 235

脂腺母斑症候群 …………………… 226

湿疹三角 ……………………………… 119

紫斑 ……………………………………… 265

しもやけ ………………………… 259, 260

雀卵斑様色素斑 …………… 237, 238

シャグリンパッチ …………………… 242

重層法 ………………………………………61

酒さ ……………………………………… 269

出血傾向 ……………………………… 265

出席停止 …………………………………89

小水疱型足白癬…………………………29

掌蹠膿疱症 …………………………… 105

小児乾燥型湿疹 …………………… 112

処方量の注意 ……………………………67

真菌鏡検 …………………………………29

神経線維腫 …………………………… 239

神経線維腫症 ………………………… 223

神経線維腫症１型 ………………… 237

神経皮膚黒色症 …………………… 215

深在性汗疹 …………………………… 109

尋常性痤瘡 …………………………… 269

尋常性疣贅 ……………… 40, 197, 257

真皮 …………………………………………11

蕁麻疹 …………………………………… 132

水晶様汗疹 …………………………… 108

水痘 ……………………………… 138, 140

INDEX



見ためと症候で探す！　こどもの皮膚診療274

水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV） 
 ………………………………………… 161

水分保持能力 ……………………………12

水疱 …………………………………………29

水疱型膿痂疹 ………………………… 190

水疱性発疹 …………………………… 165

スキンケア ……………………………… 125

スクラッチテスト ………………………27

ズック靴皮膚炎 ……………………… 105

ステロイド …………………………………69

ステロイド外用薬 …………47, 64, 127

ステロイド外用薬局所性副作用 …51

ステロイド外用薬全身性副作用 …52

ステロイド外用薬の強さによる分類 
 ……………………………………………47

ステロイド外用薬の副作用 …………51

ステロイド全身療法 ……………………69

ステロイドによる成長障害 …………71

ステロイドの全身性副作用 …………71

砂かぶれ ……………………………… 96

スプレー法 ………………………………85

スミスリン ……………………………… 254

静菌性抗菌薬 ………………………… 56

青色母斑 ……………………………… 220

正中部母斑 ……………………………234

せつ ……………………………………… 184

接触皮膚炎 …………… 57, 59, 94, 99

全身性エリテマトーデス ………… 121

全身麻酔 …………………………………87

先天性風疹症候群 ………………… 152

爪カンジダ症 ………………………… 211

爪甲色素線条 ………………………… 216

即時型アレルギー ………………………26

組織拡張器 …………………………… 217

た
ダーモスコープ …………………………39

ダーモスコピー …………………………39

第一世代抗ヒスタミン薬 ……………72

第一世代セフェム系抗菌薬 ……… 181

胎児水腫 ……………………………… 173

帯状疱疹 ……………………… 138, 203

第二世代抗ヒスタミン薬 ……………72

体部白癬 ………………………… 31, 208

タクロリムス ………………………………53

タクロリムス軟膏 …………………… 128

脱色素性母斑 ………………………… 247

多発紅斑 ……………………………… 157

多発性汗腺膿瘍 …………………… 187

単純性血管腫 …………………………234

単純塗布 ……………………………… 60

単純ヘルペス ………………………… 138

単純疱疹 ……………………………… 262

遅延型アレルギー ………………………26

チャドクガ ……………………………… 251

虫刺症 …………………………………… 250

貼付法 ………………………………………61

爪白癬 ……………………………… 31, 208

手足口病 ……………………… 138, 165

デキサメタゾン …………………………70

手湿疹 …………………………………… 96

テトラサイクリン系 ………………… 77

デルマクイック®VZV …………………37
点状集簇性母斑 …………………… 223

伝染性紅斑 …………………… 138, 172

伝染性軟属腫 …………………… 91, 194

伝染性膿痂疹 …………………… 91, 190

天然保湿因子 ……………………………16

凍結療法 ……………………………… 84

凍傷 ……………………………………… 260

凍瘡 ……………………………………… 259

突発性発疹 …………………… 138, 147

ドライスキン …………………………… 125

な
軟属腫小体 …………………………… 194

二次腫瘍 ……………………………… 226

ニューキノロン系 ………………………75

乳剤性ローション ………………………45

乳児血管腫 …………………… 229, 230

乳児脂漏性湿疹 …………………… 115

乳児多発性汗腺膿瘍 ……………… 109

妊婦 ……………………………………… 173

粘膜疹 …………………………………… 142

膿痂疹 …………………………………… 191

は
白癬 …………………………………………29

白斑 ……………………………… 242, 244

蜂　 ……………………………………… 251

パッチテスト ………………………………28

発熱 ……………………………………… 142

発熱+紅斑 …………………………… 138

バラシクロビル ……78, 79, 162, 204

バリア機能 …………………………11, 99

パルボウイルスB19 ………………… 172

皮下組織 …………………………………11

光発癌 ………………………………………18

光老化 ………………………………………18

皮脂欠乏症 …………………………… 110

皮脂腺 ………………………………………11

皮脂膜 ………………………………………13

皮脂量 …………………………………… 116

皮疹 …………………………………………21

ヒト乳頭腫ウイルス（HPV）……… 198



275

ヒドロコルチゾン ………………………70

皮膚カンジダ症 ……………… 211, 262

皮膚筋炎 ……………………………… 122

皮膚細菌感染症 ………………………75

皮膚真菌症 ………………………………29

皮膚洗浄剤 ………………………………14

皮膚リンパ腫 ………………………… 121

ピペリジン／ピペラジン系 ………… 73

表在性皮膚真菌症の確定診断 ……29

表皮 …………………………………………10

表皮母斑症候群 …………………… 227

表面麻酔 …………………………………87

風疹 ……………………… 138, 140, 150

プール ………………………………………91

フェノトリン耐性種 ………………… 254

副作用 …………………………………… 128

腹痛 ……………………………………… 265

服用時の注意点 ………………………67

服用方法の工夫 ……………………… 66

服用補助ゼリー ……………………… 66

不定形発疹 …………………………… 153

ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 
 ………………………………………… 190

プリックテスト ……………………………26

プリック-プリックテスト ……………27

プレドニゾロン …………………………70

プロアクティブ（proactive）療法 
 …………………………………… 61, 128

プロトピック ………………………………53

プロプラノロール …………………… 231

分割切除 ……………………………… 217

ベタメタゾン ………………………………71

ヘルパンギーナ ……………………… 168

胼胝 ……………………………………… 256

扁平母斑 ……………………………… 223

ポートワイン母斑 …………………… 246

包茎 ……………………………………… 263

膨疹 …………………………………22, 132

疱疹性ひょう疽 ……………………… 201

保健所 …………………………………… 151

補助製品 ……………………………… 66

発疹 …………………………………………21

発疹名 …………………………………… 23

母斑細胞 ……………………………… 215

母斑細胞母斑 ………………………… 40

ま
麻疹 ……………………… 138, 140, 150

末梢血好酸球数 …………………… 124

マラセチア属 ………………………… 116

マラセチア毛包炎 …………… 185, 269

慢性蕁麻疹 …………………………… 133

慢性溶血性貧血患者 ……………… 173

みずいぼ ………………………………… 194

密封療法 …………………………………61

ミルメシア ……………………………… 198

メチルプレドニゾロン …………………70

メラノサイト …………………………… 220

免疫機能 …………………………………12

免疫抑制薬 ………………………………53

綿球法 …………………………………… 84

面皰 ……………………………………… 269

毛器官 ………………………………………11

毛細血管奇形 …………………………234

毛包炎 …………………………………… 184

や
油脂性軟膏 ………………………………43

油中水型乳剤性軟膏 ……………… 44

よう ……………………………………… 184

葉状白斑 ……………………………… 242

用量 …………………………………………67

溶連菌感染症 ………… 138, 140, 177

ら
落屑 ……………………………………… 23

リアクティブ療法 …………………… 128

緑膿菌 ………………………………………75

リンゴ病 ………………………………… 172

鱗屑 ……………………………………… 23

ルビーレーザー ……………………… 86

レーザー治療 ………………………… 86

わ
ワクチン接種歴 ……………………… 152

INDEX


