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■第 2 版第 1,2 刷をお持ちの方（第 2 版第 3 刷以降の正誤表もご参照ください）
頁・箇所

誤

正

540 頁本文下 5 行目

7 日以内に

直ちに

541 頁本文下 2 行目

7 日以内に

直ちに

■第 2 版第 3 刷をお持ちの方（第 2 版第 4 刷以降の正誤表もご参照ください）
頁・箇所

誤

正

43 頁本文上 10 行目

病理組織学的色素失調

組織学的色素失調（病理トル）

173 頁本文下 3 行目

糖尿病性壊疽（★印もれ）

糖尿病性壊疽

★（医師国家試

験出題レベルのマーク入る）
245 頁図 14.32②

下段中央・右の写真

削除・差し替え

251 頁本文下 1 行目~次頁

外陰や胸腹部は侵されない

外陰は侵されにくい

278 頁本文上 14 行目

noninflommatory

noninflammatory

368 頁図 20.27

臨床写真

差し替え

400 頁表 21.1 表中上 19 段目

capillary maiformation

capillary malformation

416 頁本文上 7 行目

多発性細網組織球腫

多中心性細網組織球症

427 頁本文 Essence 上 3 行目

性を示し，表皮内で増殖（異

性を示し，表皮内で異常な角化

常角化）

細胞が増殖する

角化細胞が異常角化をきた

角化細胞に異常をきたし，

428 頁本文上 4 行目

し
526 頁本文上 11 行目

発汗や関節痛などを伴って

発熱や関節痛などを伴って

551 頁本文下 7 行目

尋常性魚鱗癬

栄養障害型表皮水疱症（優性型）

■第 2 版第 4 刷をお持ちの方（第 2 版第 5 刷以降の正誤表もご参照ください）
頁・箇所
33 頁表 1.5 表中上 4 段目，5

誤
IL-1α IL-6

正
IL-1 α IL-3 IL-6 （ IL-1 α と
IL-6 の間に IL-3 入る）

段目
38 頁表 2.1 表中上 8 段目

Masson’s Trichrome

Masson’s trichrome

40 頁本文下 6 行目

先天性魚鱗癬

遺伝性角化症

46 頁表 2.3①表中下 9 段目

HMB45, MELAN A

HMB-45, Melan-A

109 頁 MEMO 下 1 行目

p.211 参照

p.212 参照

150 頁表 10.6 注上 6 行目

13.＊

13.3

185 頁本文上 7 行目

深在性真菌感染症

深在性真菌症（感染トル）

189 頁 MEMO 下 3 行目

teleangiectasia

telangiectasia(telean-の e トル)

192 頁本文下 17 行目

CPK

CK（P トル）

194 頁本文上 2 行目

CPK

CK（P トル）

200 頁本文上 14 行目〜15 行目

本症では有効な薬物療法は

トル

確立されておらず，
200 頁本文上 16 行目

対症療法が中心である．皮疹

対症療法が中心で，皮疹にはス

に対してはステロイド外用

テロイド外用，口腔乾燥にはア

を行う．うがいによる口腔内

セチルコリン作動薬（ピロカル

洗浄，

ピンなど）が用いられる．うが
いによる口腔内洗浄，

216 頁本文下 6 行目

光内服試験

内服照射試験

257 頁本文上 5 行目

ケラチン 2 遺伝子

ケラチン 2e 遺伝子

318 頁 MEMO 上 3 行目

kraurosis vulve

kraurosis vulvae

445 頁本文下 16 行目

異型リンパ球

異常リンパ球

446 頁本文下 14 行目

異型リンパ球

異常リンパ球

448 頁本文下 7 行目，10 行目

異型リンパ球

異常リンパ球

449 頁表 22.7 表中(7 か所)

異型リンパ球

異常リンパ球

449 頁本文下 6 行目（2 か所）

異型リンパ球

異常リンパ球

451 頁本文下 9 行目

異型リンパ球

異常リンパ球

461 頁本文上 4 行目

Melan A

Melan-A

498 頁本文上 5 行目

紅斑を生じる

紅斑・びらんを生じる

506 頁本文上 11 行目

白癬性

白癬菌性

■第 2 版第 5 刷をお持ちの方（第 2 版第 6 刷以降の正誤表もご参照ください）
頁・箇所
206 頁図 13.3 の表中，頭部半

誤

正

％

％はすべてトル

272 頁本文上 12 行目

対側性進行性紅斑角皮症

進行性（対称性）紅斑角皮症

298 頁本文上 7 行目

石灰化上皮腫

毛母腫

307 頁本文上 9 行目

光線過敏性皮膚炎

光線過敏症

443 頁 MEMO 上 4 行目

Hashimoto-Pitzker disease

Hashimoto-Pritzker disease

457 頁 MEMO 表タイトル

Costwolds 改変

Cotswolds 改変

510 頁 MEMO 上 3 行目

（カンジダ血症，アスペルギ

（カンジダ血症，アスペルギ

ルス症，クリプトコッカス症

ルス症など）←クリプトコッ

など）

カス症トル

単純性粃糠疹

顔面単純性粃糠疹

面（A)

514 頁本文上 4 行目

■第 2 版第 6 刷をお持ちの方
頁・箇所
1 頁本文上 1 行目

誤

正

重量は体重の約 16％を占める

重量は皮下組織を含むと体重
の約 16％を占める

8 頁 MEMO 上 4 行目

イルボルクリン

インボルクリン

9 頁図 1.18 の図中文字

ケラトヒラリン顆粒

ケラトヒアリン顆粒

39 頁図 2.3 の図中文字

乳頭型

乳頭腫型

40 頁本文上 1 行目

proliferative hyperkeratosis

proliferation hyperkeratosis

53 頁図 3.13 図タイトル

steaks

streaks

309 頁図 17.24 図中文字

骨髄性プロトポルフィリン

骨髄性プロトポルフィリン症

（EPP）で異常

（EPP）で異常

348 頁本文上 7 行目

MHC class II の発現

MHC class I の発現

366 頁表 20.1 下 2 行目

Buschke-Ollendorf 症候群

Buschke-Ollendorff 症候群

370 頁本文下 10 行目

ras 遺伝子

RAS 遺伝子

383 頁本文下 6 行目

生下時か出生後早期

生下時から出生後早期

502 頁本文下 6 行目

Corynebacterium tenuis の感染

Corynebacterium 属の感染

526 頁表 26.3 上 2 行目

mutibacillary

multibacillary

527 頁本文上 3 行目

大耳神経

大耳介神経

546 頁表 29.1 表中上 24 行目

Netherton 症候群／AD

Netherton 症候群／AR

547 頁表 29.1 表中下 20 行目

Werner 症候群／

Werner 症候群／トル

WRN(RECQL2)
547 頁表 29.1 表中下 19 行目

Bloom 症候群／
BLM(RECQL3)

Bloom 症候群／トル

