
消化管・腹壁・腹膜疾患

食道疾患 肛門疾患

アカラシア 痔核
食道潰瘍 裂肛
　　胃食道逆流症 肛門周囲膿瘍・痔瘻
　　食道カンジダ症 直腸脱
Mallory-Weiss症候群
食道良性腫瘍 腹壁・腹膜疾患
食道癌
食道・胃静脈瘤 鼠径部ヘルニア
食道憩室 　　鼠径ヘルニア

　　大腿ヘルニア
胃・十二指腸疾患 腹壁瘢痕ヘルニア

臍ヘルニア
急性胃粘膜病変 食道裂孔ヘルニア
慢性胃炎 急性汎発性腹膜炎
機能性ディスペプシア 特発性細菌性腹膜炎
胃・十二指腸潰瘍（消化性潰瘍） 癌性腹膜炎
胃ポリープ 腹膜偽粘液腫
胃粘膜下腫瘍
　　GIST 小児外科疾患
　　胃（消化管）悪性リンパ腫
胃癌 腸回転異常症
胃切除後症候群 腸重積症
　　ダンピング症候群
胃・十二指腸憩室
上腸間膜動脈症候群（SMA症候群）

小腸・大腸疾患

炎症性腸疾患
　　Crohn病
　　潰瘍性大腸炎
感染性腸炎
腸管(型)Behcet病
薬剤性腸炎
　　偽膜性腸炎
　　抗菌薬による急性出血性腸炎
　　MRSA腸炎
過敏性腸症候群
大腸ポリープ
大腸癌・肛門(管)癌
大腸悪性リンパ腫
消化管神経内分泌腫瘍
Peutz-Jeghers症候群
吸収不良症候群
Menetrier病
虚血性大腸炎
急性腸間膜動脈閉塞症
単純性(閉塞性)イレウス
複雑性(絞扼性)イレウス
大腸憩室
急性虫垂炎



肝・胆・膵疾患

肝臓　総論 胆道疾患

門脈圧亢進症 胆石症
肝性脳症 胆道感染症

　　急性胆管炎
肝疾患 　　急性胆嚢炎

原発性硬化性胆管炎(PSC)
A型肝炎 胆嚢腺筋腫症
B型肝炎 胆嚢癌
C型肝炎 胆管癌
E型肝炎 乳頭部癌
薬剤性肝障害 胆汁性仮性嚢胞
急性肝不全(劇症肝炎)
脂肪肝 膵疾患
　NAFLD
　　NASH 急性膵炎
　アルコール性肝障害 慢性膵炎
肝硬変 自己免疫性膵炎
自己免疫性肝炎 膵癌
原発性胆汁性胆管炎 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)
　　(PBC) 臍メラノーマ
原発性肝癌
　　肝細胞癌
　　肝内胆管癌(胆管細胞癌)
転移性肝癌
肝血管腫
肝嚢胞
肝膿瘍
特発性門脈圧亢進症
Budd-Chiari症候群
体質性黄疸
　　Gilbert症候群
　　Rotor症候群



心臓・脈管疾患

不整脈 動脈疾患

洞不全症候群(SSS) 粥状硬化(アテローム硬化)
房室ブロック(A-Vブロック) 大動脈瘤
脚ブロック 　　腹部大動脈瘤
洞(性)頻脈 　　胸部大動脈瘤
発作性上室頻脈(PSVT) 大動脈解離
WPW症候群 高安動脈炎(大動脈炎症候群)
心房粗動(AFL) 動静脈瘻
心房細動(AF) 閉塞性動脈硬化症(ASO)
心房期外収縮 Buerger病(TAO)
心室期外収縮 Raynaud病
心室頻拍(VT)
心室細動(VF) 静脈疾患
QT延長症候群
Brugada症候群 深部静脈血栓症

下肢静脈瘤
虚血性心疾患 上大動脈症候群

リンパ管炎
狭心症　 リンパ浮腫
無症候性心筋虚血
急性冠症候群 血圧異常
心筋梗塞

高血圧
(後天性)心弁膜症 　　本態性高血圧症

　　二次性高血圧(症）腎血管性高血圧
僧帽弁狭窄症(MS) 　　加速型悪性高血圧症
僧帽弁閉鎖不全症(MR) 　　高血圧の治療
僧帽弁逸脱症(MVP) 低血圧症
大動脈弁狭窄症(AS) 　　起立性調節障害
大動脈弁閉鎖不全症(AR)
三尖弁狭窄症(TS) その他
三尖弁閉鎖不全症(TR)
連合弁膜症 血管奇形(stickler症候群)

血管肉腫
心内膜・心筋・心膜疾患 Osler-Weber-Rendu病(遺伝性出血性毛細血管拡張症)

感染性心内膜炎
拡張型心筋症(DCM)
肥大型心筋症(HCM)
たこつぼ心筋症
心タンポナーデ



内分泌・代謝・栄養・乳腺疾患

視床下部・下垂体疾患 糖質代謝異常

視床下部・下垂体 糖尿病(DM)
下垂体前葉機能低下症 　　緩除進行Ⅰ型糖尿病(SPIDDM)
　　自己免疫性視床下部下垂体後 　　劇症Ⅰ型糖尿病
　　ラトケ嚢胞 2型糖尿病
　　トルコ鞍空洞症 若年発症成人型糖尿病
ACTH単独欠損症 ステロイド糖尿病
Cushing病 糖尿病ケトアシドーシス(DKA)
高プロラクチン血症 高血糖高浸透圧症候群(HHS)
中枢性尿崩症 乳酸アシドーシス
腎性尿崩症 糖尿病網膜症
心因性多飲症 糖尿病性腎症
バゾプレシン不適合分泌症候群(SIADH) 糖尿病神経障害

糖尿病足病変
甲状腺疾患 糖尿病合併妊娠

低血糖症
甲状腺腫
甲状腺中毒症 脂質代謝異常
甲状腺機能亢進症
Basedow病 脂質異常症(高脂血症)
甲状腺クリーゼ 家族性高コレステロール血症(FH)
甲状腺機能低下症
　 核酸代謝異常
亜急性甲状腺炎(SAT)
慢性甲状腺炎 痛風
濾胞腺腫
腺腫様甲状腺腫 骨代謝疾患
Piummer病
乳頭癌 骨粗鬆症

副甲状腺疾患 その他の代謝疾患

原発性副甲状腺機能亢進症 ヘモクロマトーシス(鉄過剰症)
腎性副甲状腺機能亢進症 アミロイドーシス
悪性腫瘍に伴う高Ca血症(MAH)

小児の代謝疾患・先天性代謝疾患
副腎疾患

Marfan症候群(MFS)
Cushing症候群 Ehlers-Danios症候群(EDS)
原発性アルドステロン症(PA)
Addison病 栄養の異常
二次性副腎皮質機能低下症
急性副腎不全 メタボリックシンドローム
褐色細胞腫(PHEO) 必須微量元素欠乏

乳腺疾患

乳癌



腎・泌尿器疾患

水・電解質代謝異常 全身疾患と腎障害

脱水症 糖尿病性腎症
低Na血症 尿酸腎症(痛風腎)
高Na血症 骨髄腫腎
低K血症 クリオグロブリン血栓性腎症
高K血症 アミロイド腎症
低Ca血症 ループス腎炎(LN)
高Ca血症 強皮症腎
血清無機Pの異常
血清Mgの異常 腎不全
呼吸性アシドーシス
代謝性アシドーシス 急性腎障害(AKI)
混合性アシドーシス 急性腎不全(ARF)
呼吸性アルカローシス 急性尿細管壊死(ATN)
代謝性アルカローシス 慢性腎臓病(CKD)

　　慢性腎不全(CRF)
糸球体疾患 　　　尿毒症

急性糸球体腎炎(AGN) 腎代替療法
溶連菌感染後急性糸球体腎炎(PSAGN)
急速進行性腎炎症候群 透析療法
　　半月体形成性糸球体腎炎 　　血液透析(HD)
IｇA腎症(IgA血管炎) 不均衡症候群
持続性血尿 慢性腎不全に伴う骨ミネラル代謝異常(CKD-MBD)
ネフローゼ症候群 副甲状腺機能亢進症
　　微小変化型ネフローゼ症候群(MCNS) 透析アミロイドーシス
　　巣状分節性糸球体硬化症(FSGS) 多嚢胞化萎縮腎
　　膜性腎症(MN) 腎性貧血
　　膜性増殖性糸球体腎炎(MPGN)
　　二次性ネフローゼ症候群 泌尿器科的疾患

遺伝性腎疾患 膀胱尿管逆流(VUR)
神経因性膀胱

嚢胞腎(多発性嚢胞腎)(PKD) 重複尿管
嚢胞性腎疾患
腎盂腎炎

尿細管機能障害・間質性疾患 腎膿瘍
膀胱炎

腎性尿崩症 腎・尿路結石
尿細管・間質性腎炎(TIN) 腎細胞癌(RCC)

腎盂・尿管腫瘍
腎血管性疾患 前立腺肥大症(BPH)

前立腺癌(PC)
腎血管性高血圧(RVHT) 精巣腫瘍
腎実質性高血圧 前立腺炎
腎硬化症 精巣上体炎
腎梗塞 陰嚢水腫(精巣水腫)



免疫・アレルギー性疾患・膠原病

免疫不全

C1インヒビター欠損症(遺伝性血管性浮腫)

アレルギー性疾患

アレルギー性鼻炎(AR)
アレルギー性皮膚炎(AD)
じんま疹
アナフィラキシー
食物アレルギー
薬物アレルギー
アレルギー性接触皮膚炎
Stevens-Johnson症候群(SJS)

膠原病・膠原病類縁疾患

関節リウマチ(RA)
Felty症候群
成人Still病
リウマチ熱(RF)
全身性エリテマトーデス(SLE)
抗リン脂質抗体症候群(APS)
強皮症(全身性強皮症)
多発性筋炎・皮膚筋炎(PM/DM)
混合性結合組織病(MCTD)
大型血管炎(LVV)
巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)
結節性多発動脈炎(PN）
顕微鏡的多発血管炎（MPA)
多発血管炎肉芽腫症(Wegener肉芽腫症)
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（Churg-Strauss症候群)
単一臓器血管炎(SOV)
皮膚白血病破砕性血管炎
リウマチ性多発筋痛症(PMR)
線維筋痛症(FM)
Sjogren症候群(SS,SjS)
Behcet病
血清反応陰性脊椎関節症(脊椎関節炎)
硬直性脊椎炎(AS)
乾癬性関節炎
IgG4関連疾患(IgG4-RD)
ANCA関連血管炎



血液・造血器疾患

赤血球系の異常 止血・凝固系の異常

鉄欠乏性貧血 免疫性血小板減少性紫斑病(ITP)
鉄芽球性貧血 血栓性血小板弁償性紫斑病(TTP)
二次性貧血 ビタミンK欠乏症
再生不良性貧血 播種性血管内凝固(DIC)
赤芽球癆(PRCA) IgA血管炎
溶血性貧血
G6PD異常症
発作性夜間ヘモグロビン尿症（PNH)
自己免疫性溶血性貧血(AIHA)
巨赤芽球性貧血(MA)
赤血球破砕症候群

白血球系の異常

白血球増加症
急性白血病
　　急性骨髄性白血病（AML)
　　類白血病反応
骨髄増殖性腫瘍(MPN)
　　慢性骨髄性白血病(CML)
本態性血小板血症(ET)
真性赤血球増加症(PV)
二次性赤血球増加症
骨髄異形成症候群
悪性リンパ腫
　　Hodgkinリンパ腫
　　non-Hodgkinリンパ腫
　　　びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫
　　　濾胞性リンパ腫
　　　MALTリンパ腫
　　　血管免疫芽球性T細胞リンパ腫
　　　菌状息肉症
　　　Sezary症候群
成人T細胞白血病/リンパ腫(ATLL)
血球貪食症候群(HPS)
多発性骨髄腫(MM)
MGUS
原発性マクログロブリン血症
無顆粒球症
血管内リンパ腫



感染症

細菌感染症 ウイルス感染症

細菌 伝染性紅斑
グラム陽性球菌 ヘルペスウイルス感染症
　　ぶどう球菌 単純ヘルペスウイルス感染症
黄色ブドウ球菌 水痘
MRSA 帯状疱疹
主な黄色ブドウ球菌感染症 伝染性単核球症
SSSS サイトメガロウイルス感染症
癰・癤　　　　　　　　　　 アデノウイルス感染症
瘭疽　　　　　　　　　　　 流行性耳下腺炎
蜂窩織炎 風疹
骨髄炎・骨膜炎 ヘルパンギーナ
表皮ブドウ球菌 手足口病
連鎖球菌感染症(溶連菌) 無菌性髄膜炎
A群β型連鎖球菌 後天性免疫不全症候群
B群連鎖球菌 パルボウイルス感染症
緑色連鎖球菌
丹毒 寄生虫感染症
腸球菌
緑膿菌感染症 アニサキス
大腸菌感染症 疥癬
インフルエンザ菌
百日咳
ねこひっかき病
結核菌感染症
嫌気性グラム陽性桿菌感染症
破傷風
ガス壊疽
Bacteroides感染症
放線菌症
結核性腹膜炎
血行性化膿性骨髄炎

スピロヘータ感染症

梅毒

クラミジア感染症

クラミジア

真菌感染症

カンジダ症
アスペルギルス症
ニューモシスチス肺炎
接合菌症(ムコール症)
クリプトコッカス髄膜炎



呼吸器・胸壁・縦隔疾患

感染性疾患 肺腫瘍

感冒 肺過誤腫
インフルエンザ 原発性肺癌
A群溶連菌咽頭炎 　　神経内分泌癌
急性気管支炎 転移性肺腫瘍
急性細気管支炎
肺炎 アレルギー性疾患
市中肺炎
院内肺炎・医療・介護関連肺炎 気管支喘息
嚥下性肺炎 アスピリン喘息
細菌性肺炎 急性好酸球性肺炎
肺炎球菌肺炎 慢性好酸球性肺炎
黄色ブドウ球菌肺炎 過敏性肺炎
モラクセラ(ブランハメラ)
カタラーリス感染症 肺循環障害
クレブシエラ肺炎
インフルエンザ菌肺炎 肺塞栓症・肺梗塞
緑膿菌肺炎 肺高血圧症
非定型肺炎 肺動脈性肺高血圧症
レジオネラ肺炎 肺水腫
マイコプラズマ肺炎
クラミドフィラ肺炎 急性肺障害
肺膿瘍
ウイルス性肺炎 ARDS
肺結核症
非結核性抗酸菌症 物理・化学的原因による肺障害
肺真菌症
肺アスペルギルス症 放射線肺炎
肺クリプトコックス症 薬剤性肺障害
中東呼吸器症候群(MERS)

機能的呼吸障害
閉塞性肺疾患

過換気症候群
慢性閉塞性肺疾患(COPD) CO2ナルコーシス
びまん性汎細気管支炎 睡眠時無呼吸症候群

間質性肺疾患 その他の肺疾患

特発性間質性肺炎 サルコイドーシス
特発性肺線維症 Loffler症候群（単純性肺好酸球増多症）
膠原病にみられる間質性肺炎
石綿肺 縦隔疾患
珪肺

縦隔気腫
肺・気管支の形態異常 縦隔腫瘍

胸腺腫
気管支拡張症 神経原性腫瘍
無気肺 先天性嚢胞
肺嚢胞症

胸膜・胸壁疾患

気胸
胸膜炎
胸膜腫瘍
膿胸



神経・精神・運動器疾患

脳血管障害 筋疾患

脳梗塞 筋強直性ジストロフィー
脳出血 重症筋無力症
未破裂脳動脈瘤 Lambert-Eaton症候群
くも膜下出血
脳動静脈奇形 末梢神経障害
高血圧性脳症
脳動脈解離 Guillain-Barre症候群
静脈洞血栓症 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー
脊髄梗塞 Charcot-Marie-Tooth病
鎖骨下動脈盗血症候群 糖尿病性ニューロパチー
後部虚血性視神経症(PION) ビタミンB欠乏性ニューロパチー
TOLOSA-HUNT症候群 癌性ニューロパチー
化膿性海綿静脈洞血栓症 手根管症候群

認知症性疾患 機能性疾患

Alzheimer病 てんかん
血管性認知症 熱性痙攣
Lewy小体型認知症 脳症麻痺
前頭側頭型認知症(Pick病など） 片頭痛

緊張型頭痛
脱髄性疾患 群発頭痛

薬物使用過多による頭痛
多発性硬化症 むずむず脚症候群
視神経脊髄炎
急性散在性脳脊髄炎 母斑症
副腎皮質ジストロフィー
視神経炎 Sturge-Weber症候群
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)

脳腫瘍
変性疾患

神経膠腫
Parkinson病 髄芽腫
　　悪性症候群 髄膜腫
Parkinson症候群 下垂体腺腫
　　進行性核上性麻痺 頭蓋咽頭腫
　　大脳皮質基底核変性症 中枢神経系原発悪性リンパ腫
筋萎縮性側索硬化症 転移性脳腫瘍
脊髄小脳変性症
　　多系統萎縮症 頭部外傷
皮質性小脳萎縮症
Friedreich運動失調症 急性硬膜外血腫
亜急性脊髄連合変性症 急性硬膜下血腫

外傷性脳内血腫
感染性疾患 慢性硬膜下血腫

脳挫傷
細菌性髄膜炎 脊髄損傷
真菌性髄膜炎 外傷性てんかん
ウイルス性髄膜炎 水頭症
ウイルス脳炎(単純ヘルペス脳炎)
HTLV-1関連脊髄症(HAM) 正常圧水頭症
プリオン病(Creutzfeldt-Jakob病） くも膜嚢胞
スピロヘータ感染症(神経梅毒)



中毒・物理的原因による疾患

医薬品による中毒 物理的原因によるもの

アスピリン中毒 熱中症
偶発性低体温症

工業用品による中毒

一酸化炭素中毒

薬物中毒・依存

薬物依存症
急性アルコール中毒
アルコール依存症
ニコチン依存症

食中毒

ブドウ球菌
Welch菌
病原性大腸菌
毒素原性大腸菌
腸管出血性大腸菌
腸管組織侵入性大腸菌
腸管病原性大腸菌
腸炎ビブリオ
サルモネラ
カンピロバクター
腸炎エルシニア
ノロウイルス食中毒



その他

整形外科的疾患

脂肪肉腫
未分化多型肉腫(PRES)


