アトピー性皮膚炎と湿疹の方に質問します 性皮膚炎と湿疹の方に質問します と湿疹の方に質問します 湿疹の方に質問します の方に質問します 方に質問します に質問します 質問します します
治療方に質問します 針は、あらかじめ家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 は、あらかじめ家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 の方に質問します 間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 相談して、意見が一致してからお決め下さい。 して、意見が一致してからお決め下さい。 が一致してからお決め下さい。 一致してからお決め下さい。 してからお決め下さい。 決め下さい。 め家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 下さい。 さい。
1.当院に来院されたきっかけは何でしょうかに質問します 来院に来院されたきっかけは何でしょうかされたきっかけは何となく。でしょうか?
①

誰かの紹介。かの方に質問します 紹介。

(

②

インター性皮膚炎と湿疹の方に質問します ネットを見て。 見が一致してからお決め下さい。 て。

③

何となく。と湿疹の方に質問します なく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 。

④

その方に質問します 他。(

様)

）

2.ステロイドの副作用 ・全身性副作用 を見て。 使用されていた方に質問します に質問します お決め下さい。 尋ねします。 ねします。
①

ステロイドの副作用 ・全身性副作用 の方に質問します 副作用に質問します ついて何となく。か知っているものに○をつけてください。 ってお決め下さい。 られますか?
以下さい。 から知っているものに○をつけてください。 っているもの方に質問します に質問します ○を見て。 つけてく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ださい。
ステロイドの副作用 ・全身性副作用 の方に質問します 副作用 ・全身性副作用
以前は、ステロイド外用は内服剤・注射剤と異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 は、ステロイドの副作用 ・全身性副作用 外用は内服剤・注射剤と湿疹の方に質問します 異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 なり、臨床上問します 題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 と湿疹の方に質問します なる全身的副作用はないと湿疹の方に質問します 考えられてきました。 えられてきました。
しかし近年次々と薬効の強いステロイド剤が開発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、と湿疹の方に質問します 薬効の強いステロイド剤が開発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、の方に質問します 強いステロイド剤が開発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、いステロイドの副作用 ・全身性副作用 剤が一致してからお決め下さい。 開発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、され、これらが一致してからお決め下さい。 連日、広範囲に用いられたり、に質問します 用いられたり、
あるいは経皮吸収の善い密封包帯法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。の方に質問します 善い密封包帯法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。い密封包帯法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。が一致してからお決め下さい。 用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。に質問します は次の方に質問します ような全身性副作用の方に質問します 発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、現することもあります。すること湿疹の方に質問します もあります。

副作用の方に質問します 程度

副作用症状
□ 小児の発育遅延の方に質問します 発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、育遅延(成長期)
□ 感染症の方に質問します 誘発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、、悪化

※(と湿疹の方に質問します びひ、ヘルペス、真菌症なども)

□ 消化性潰瘍、消化管出血
□ 副腎不全、離脱症候群→依存症に質問します つなが一致してからお決め下さい。 る※
(ステロイドの副作用 ・全身性副作用 の方に質問します 欠乏によるショックなど…これは外用剤ではまれに質問します よるショックなど…これは外用剤ではまれなど…これは外用剤ではまれ)

特に注意すべき重症副作用に質問します 注意すべき重症副作用

□ 糖尿病の誘発、悪化の方に質問します 誘発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、、悪化
□ 動脈硬化促進
□ 精神障害(精神変調、鬱状態、けいれん)
□ 骨粗鬆症、骨折、骨頭無菌性壊死
□ うっ血性心不全
□ 白内障、緑内障、眼球突出、失明※
□ 中心性漿液性網脈絡膜炎と湿疹の方に質問します 
□ ステ□イドの副作用 ・全身性副作用 筋症
□ 肝機能異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 常
□ 浮腫、高血圧、不整脈

中等症副作用

□ 高脂血症(コレステロー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ル値の上昇の方に質問します 上昇)
□ 尿路結石
□ 配合には次のような全身性副作用の発現することもあります。剤の方に質問します 抗生物質や、
主剤の方に質問します ステロイドの副作用 ・全身性副作用 剤その方に質問します もの方に質問します などに質問します よるアレルギー性皮膚炎と湿疹の方に質問します 性接触皮膚炎と湿疹の方に質問します 
□ 多毛、皮膚萎縮、皮下さい。 出血※
□ 紅斑、毛細血管拡張※

高頻度の方に質問します 軽度副作用
□ 酒さ様皮膚炎、口囲皮膚炎※さ様皮膚炎と湿疹の方に質問します 、口囲に用いられたり、皮膚炎と湿疹の方に質問します ※
□ 座瘡※

□ 線状皮膚萎縮※
□ 紫斑※
高頻度の方に質問します 軽度副作用
□ 月経異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 常(無月経過多、過小)
□ 白血球増多※
※外用剤でも稀ではない副作用 ではない副作用
②

今までステロイド外用剤は内服ではないから問題ないと考えている方にお聞きします。までステロイドの副作用 ・全身性副作用 外用剤は内服ではないから問します 題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 ないと湿疹の方に質問します 考えられてきました。 えている方に質問します に質問します お決め下さい。 聞きします。きします。
以下さい。 からご希望されている治療法に○をつけてください。希望されている治療法に○をつけてください。されている治療法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。に質問します ○を見て。 つけてく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ださい。
□

標準治療 (まずはQOL(生活の質の方に質問します 質)を見て。 重視してステロイドを症状に合わせて使用するしてステロイドの副作用 ・全身性副作用 を見て。 症状に質問します 合には次のような全身性副作用の発現することもあります。わせて使用する)

□

標準治療+漢方に質問します 治療
(完治と湿疹の方に質問します いうよりもQOLを見て。 重視してステロイドを症状に合わせて使用するして外見が一致してからお決め下さい。 だけを見て。 ステロイドの副作用 ・全身性副作用 を見て。 併用し続けることを前提としてけること湿疹の方に質問します を見て。 前は、ステロイド外用は内服剤・注射剤と異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 提としてと湿疹の方に質問します して
リバウンドの副作用 ・全身性副作用 もステロイドの副作用 ・全身性副作用 皮膚症もできるだけ避けるようにして整え続けていきたい＝減ステ療法けるように質問します して整え続けることを前提としてけていきたい＝減ステ療法減ステ療法ステ療法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。)

□

③

もう一度、治療法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。に質問します ついて家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 と湿疹の方に質問します 話し合いたいので今日は診察を受けずに帰る し合には次のような全身性副作用の発現することもあります。いたいの方に質問します で今までステロイド外用剤は内服ではないから問題ないと考えている方にお聞きします。日は診察を受けずに帰る を見て。 受けずに帰る けずに質問します 帰る る

ステロイドの副作用 ・全身性副作用 を見て。 止めるのを希望される方にお聞きします。め家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 るの方に質問します を見て。 希望されている治療法に○をつけてください。される方に質問します に質問します お決め下さい。 聞きします。きします。
□

標準治療+漢方に質問します 治療
(完治と湿疹の方に質問します いうよりもQOLを見て。 重視してステロイドを症状に合わせて使用するして外見が一致してからお決め下さい。 だけを見て。 ステロイドの副作用 ・全身性副作用 を見て。 併用し続けることを前提としてけること湿疹の方に質問します を見て。 前は、ステロイド外用は内服剤・注射剤と異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 提としてと湿疹の方に質問します して
リバウンドの副作用 ・全身性副作用 もステロイドの副作用 ・全身性副作用 皮膚症もできるだけ避けるようにして整え続けていきたい＝減ステ療法けるように質問します して整え続けることを前提としてけていきたい＝減ステ療法減ステ療法ステ療法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。)

④

□

もう一度、治療法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。に質問します ついて家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 と湿疹の方に質問します 話し合いたいので今日は診察を受けずに帰る し合には次のような全身性副作用の発現することもあります。いたいの方に質問します で今までステロイド外用剤は内服ではないから問題ないと考えている方にお聞きします。日は診察を受けずに帰る を見て。 受けずに帰る けずに質問します 帰る る

□

将来の方に質問します こと湿疹の方に質問します を見て。 考えられてきました。 えて漢方に質問します 治療の方に質問します み

漢方に質問します の方に質問します 内容についてお尋ねします。に質問します ついてお決め下さい。 尋ねします。 ねします。
□

保険の効くものだけでじっくりでも完治を目指したい。 の方に質問します 効の強いステロイド剤が開発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 もの方に質問します だけでじっく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 りでも完治を見て。 目指したい。 したい。

□

保険の効くものだけでじっくりでも完治を目指したい。 外の方に質問します 生薬も縦横無尽に用いて症状に合わせて生薬の量も保険の枠に絞られないでに質問します 用いて症状に質問します 合には次のような全身性副作用の発現することもあります。わせて生薬の方に質問します 量も保険の枠に絞られないでも保険の効くものだけでじっくりでも完治を目指したい。 の方に質問します 枠に絞られないでに質問します 絞られないでられないで
早く効果を出して完治を目指したい。く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 効の強いステロイド剤が開発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、果を出して完治を目指したい。を見て。 出して完治を見て。 目指したい。 したい。
→ 全額自費診療に質問します したい。(検査、西洋薬も含め全て自費となります。め家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 全て自費と湿疹の方に質問します なります。)
(又、乳児の発育遅延医療等の方に質問します 公的助成の方に質問します 対に当方からステロイドを強要しません。象になりません。に質問します なりません。)

※最後に、以上のことをご主人や他の家族の方は納得されていますかに質問します 、以上の方に質問します こと湿疹の方に質問します を見て。 ご希望されている治療法に○をつけてください。主人や他の家族の方は納得されていますかや他の方に質問します 家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 の方に質問します 方に質問します は納得されていますかされていますか?
はい(

)

いいえ(

)

原則的な治療方に質問します 針は、あらかじめ家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 
当院に来院されたきっかけは何でしょうかではステロイドの副作用 ・全身性副作用 の方に質問します 使用を見て。 継続けることを前提としてされたい方に質問します に質問します は本人や他の家族の方は納得されていますかの方に質問します 希望されている治療法に○をつけてください。に質問します 沿いお出しします。いお決め下さい。 出しします。(自己選択、自己責任の時代の方に質問します 時代)
全く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 使用したく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ない方に質問します に質問します は絶対に当方からステロイドを強要しません。に質問します 当方に質問します からステロイドの副作用 ・全身性副作用 を見て。 強いステロイド剤が開発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、要しません。しません。
ステロイドの副作用 ・全身性副作用 を見て。 使用しないこと湿疹の方に質問します を見て。 理由に他の診療も決して拒みません。に質問します 他の方に質問します 診療も決め下さい。 して拒みません。みません。
詳しくはホームページをご覧下さい。 しく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 はホー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ムペー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ジをご覧下さい。 を見て。 ご希望されている治療法に○をつけてください。覧下さい。 さい。 http://kampo-yurigaoka.com/

百合には次のような全身性副作用の発現することもあります。が一致してからお決め下さい。 丘クリニッククなど…これは外用剤ではまれリニックなど…これは外用剤ではまれ

問します 診票 なるべく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 詳しくはホームページをご覧下さい。 しく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ご希望されている治療法に○をつけてください。記入くださいく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ださい
お決め下さい。 名前は、ステロイド外用は内服剤・注射剤と異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 

（年齢

)

年

身長:

cm

体重:

kg

月

体温:

★治療法が用いられる場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。に質問します ついての方に質問します 希望されている治療法に○をつけてください。を見て。 お決め下さい。 知っているものに○をつけてください。 らせく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ださい。
□西洋薬の方に質問します み

□西洋薬+漢方に質問します 薬

□ 漢方に質問します 薬の方に質問します み
★いつ頃からから、どこが一致してからお決め下さい。 、どの方に質問します ように質問します 具合には次のような全身性副作用の発現することもあります。が一致してからお決め下さい。 悪く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 て来院に来院されたきっかけは何でしょうかされましたか?
いつ頃からから

どこが一致してからお決め下さい。 、どの方に質問します ように質問します 

★その方に質問します ため家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 、今までステロイド外用剤は内服ではないから問題ないと考えている方にお聞きします。までに質問します どこかで診察を受けずに帰る を見て。 受けずに帰る けましたか?
□ 受けずに帰る けていない

□ 受けずに帰る けた
病の誘発、悪化院に来院されたきっかけは何でしょうか名

病の誘発、悪化名

★現することもあります。在、治療中・通院に来院されたきっかけは何でしょうか中の方に質問します 病の誘発、悪化気がありますかが一致してからお決め下さい。 ありますか?
□ ない

□ ある
病の誘発、悪化名

★現することもあります。在、飲んでいる薬はありますかんでいる薬はありますか?
★現することもあります。在もしく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 は、過去に、飲んでいるに質問します 、飲んでいる薬はありますかんでいる(いた)もしく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 は、塗っているっている(いた)薬はありますか?
(塗っているられている(いた)場合には次のような全身性副作用の発現することもあります。は、別紙の「主要外用成剤一覧」に「○で囲っていただくなど、ご記入いただいてもかまいませんの方に質問します 「主要外用成剤一覧」に「○で囲っていただくなど、ご記入いただいてもかまいません主要しません。外用成剤一覧」に質問します 「主要外用成剤一覧」に「○で囲っていただくなど、ご記入いただいてもかまいません○で囲に用いられたり、っていただく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 など、ご希望されている治療法に○をつけてください。記入くださいいただいてもかまいません)

□ ない
記入ください例

□ ある

リンデロン

薬名(何となく。の方に質問します 薬)

いつ頃から？

薬名(何となく。の方に質問します 薬)

いつ頃から？

薬名(何となく。の方に質問します 薬)

いつ頃から？

薬名(何となく。の方に質問します 薬)

いつ頃から？

薬名(何となく。の方に質問します 薬)

いつ頃から？

薬名(何となく。の方に質問します 薬)

いつ頃から？

5年く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 らい前は、ステロイド外用は内服剤・注射剤と異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 から約3年間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 

★今までステロイド外用剤は内服ではないから問題ないと考えている方にお聞きします。までに質問します 、何となく。か大きな病気をしたり、手術を受けたことはありますかきな病の誘発、悪化気がありますかを見て。 したり、手術を受けたことはありますかを見て。 受けずに帰る けたこと湿疹の方に質問します はありますか?
□ ない

□ ある
病の誘発、悪化名

いつ頃から

★今までステロイド外用剤は内服ではないから問題ないと考えている方にお聞きします。までに質問します 、薬や食物でブツブツが一致してからお決め下さい。 できたり、具合には次のような全身性副作用の発現することもあります。が一致してからお決め下さい。 悪く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 なった事がありますかが一致してからお決め下さい。 ありますか?
薬・食物名
※女性の方に質問します 方に質問します へ
★現することもあります。在妊娠中ですか?

□ はい

□ いいえ

★月経は?口

□ 順調

□ 不順

月

日～

★最終月経は?
★現することもあります。在授乳中ですか?

□ はい

□ 不明
□ 閉経
月

日

□ いいえ

百合には次のような全身性副作用の発現することもあります。が一致してからお決め下さい。 丘クリニッククなど…これは外用剤ではまれリニックなど…これは外用剤ではまれ

日

度

問します 診票 3枚ありますあります
該当する番号に〇をつけてくださいに質問します 〇をつけてくださいを見て。 つけてく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ださい
1:全般的な健康状態を見て。 お決め下さい。 聞きします。きします

4:食欲がないに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

1

疲れやすいれやすい

39

食欲がないが一致してからお決め下さい。 ない

2

翌朝疲れやすいれが一致してからお決め下さい。 残るる

40

食欲がないはないが一致してからお決め下さい。 なんと湿疹の方に質問します か食べている

3

何となく。と湿疹の方に質問します なく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 気がありますか分がすぐれないが一致してからお決め下さい。 すぐれない

41

食欲がないはあるが一致してからお決め下さい。 食べられない

4

気がありますか力がないが一致してからお決め下さい。 ない

42

食欲がないが一致してからお決め下さい。 ありすぎてつい食べすぎる

5

体全体が一致してからお決め下さい。 重い

43

物の方に質問します 味がわからないが一致してからお決め下さい。 わからない

6

足腰が重いが一致してからお決め下さい。 重い

44

物が一致してからお決め下さい。 苦く感じられるく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 感じられる

7

物事がありますかに質問します 驚きやすいきやすい

45

甘い物が欲しいい物が一致してからお決め下さい。 欲がないしい

8

物忘れするれする

9

気がありますか分がすぐれないが一致してからお決め下さい。 イライラする

5:睡眠についてお聞きしますに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

10

何となく。と湿疹の方に質問します なく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 気がありますかが一致してからお決め下さい。 落ち着かないち着かない着かないかない

46

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ねむれない

11

些細なこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 きに質問します なる

47

ねつきが一致してからお決め下さい。 悪い

12

怒りっぽいりっぽい

48

ねむりが一致してからお決め下さい。 浅いい

13

集中力がないが一致してからお決め下さい。 ない

49

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 夢を見るを見て。 見が一致してからお決め下さい。 る

14

風邪をひきやすいを見て。 ひきやすい

50

食後に、以上のことをご主人や他の家族の方は納得されていますかすぐねむたく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 なる

15

性欲がないが一致してからお決め下さい。 減ステ療法退したした

51

ねむ気がありますかが一致してからお決め下さい。 いつもある

16

乗り物酔いをするり物酔いをするいを見て。 する

52

朝はやく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 目が一致してからお決め下さい。 さめ家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 てしまう

17

爪がもろいが一致してからお決め下さい。 もろい

53

寝起きが悪いきが一致してからお決め下さい。 悪い

18

腰が重いや膝に力がないに質問します 力がないが一致してからお決め下さい。 ない

19a. 動く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 の方に質問します が一致してからお決め下さい。 お決め下さい。 っく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 うである

6:発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、汗をかきやすいに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

19b. 肩がこるが一致してからお決め下さい。 こる(右)

54

汗をかきやすいを見て。 かきやすい

肩がこるが一致してからお決め下さい。 こる(左)

55

汗をかきやすいが一致してからお決め下さい。 サラッと湿疹の方に質問します している

56

汗をかきやすいが一致してからお決め下さい。 ねばる

2:便が出る通に質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

57

汗をかきやすいを見て。 あまりかかない

20

硬い便が出るが一致してからお決め下さい。 出る

58

特に注意すべき重症副作用に質問します 首から上にかくから上に質問します かく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 

21

鬼の糞のような硬い便が出るの方に質問します 糞のような硬い便が出るの方に質問します ような硬い便が出るが一致してからお決め下さい。 出る

59

寝汗をかきやすいを見て。 かく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 

22

毎日便が出るが一致してからお決め下さい。 出るが一致してからお決め下さい。 スッキリしない

60

発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、作的に質問します 汗をかきやすいを見て。 かく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 

23

便が出る秘するする

61

手の方に質問します ひらに質問します 汗をかきやすいを見て。 かく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 

24

軟らかい便が出るらかい便が出るが一致してからお決め下さい。 出る

25

下さい。 痢するする

26

下さい。 痢すると湿疹の方に質問します 便が出る秘するが一致してからお決め下さい。 交互にくるに質問します く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 る

27

最近黒い便が出たことがあるい便が出るが一致してからお決め下さい。 出たこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

28

最近便が出るに質問します 赤い血の混じったことがあるい血の方に質問します 混じったことがあるじったこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

29

最近便が出るに質問します 精液が一致してからお決め下さい。 混じったことがあるじって出たこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

30

最近便が出るが一致してからお決め下さい。 細く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 なった

…7に質問します 続けることを前提としてきます（次の方に質問します ペー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ジをご覧下さい。 へ）

3:小便が出るに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします
31

尿の方に質問します 回数が多いが一致してからお決め下さい。 多い

32

尿の方に質問します 量も保険の枠に絞られないで、回数が多いと湿疹の方に質問します も少ないない

33

尿が一致してからお決め下さい。 うまく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 出切らないらない

34

尿が一致してからお決め下さい。 出ると湿疹の方に質問します き痛みがあるみが一致してからお決め下さい。 ある

35

尿を見て。 もらすこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

36

夜フトンに入ってから小便に起きることがあるフトンに質問します 入くださいってから小便が出るに質問します 起きが悪いきること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

37

尿を見て。 出そうと湿疹の方に質問します してから出るまでに質問します 時間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 が一致してからお決め下さい。 かかる

38

うすい尿が一致してからお決め下さい。 出る

百合には次のような全身性副作用の発現することもあります。が一致してからお決め下さい。 丘クリニッククなど…これは外用剤ではまれリニックなど…これは外用剤ではまれ

7:発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、熱・悪寒がりであるに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

9:頭痛みがあるに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

62

暑がりであるが一致してからお決め下さい。 りである

92

63

寒がりであるが一致してからお決め下さい。 りである

64

体全体に質問します 寒がりである気がありますかが一致してからお決め下さい。 する

93

発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、作の方に質問します 前は、ステロイド外用は内服剤・注射剤と異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 に質問します 予感が一致してからお決め下さい。 ある

65

背すじが寒いことがあるすじが一致してからお決め下さい。 寒がりであるいこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

94

しめ家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 つけられるようなキリキリと湿疹の方に質問します した

66

腰が重いの方に質問します まわりが一致してからお決め下さい。 寒がりであるいこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

67

腰が重いから下さい。 が一致してからお決め下さい。 冷えるえる

95

頭に質問します 重しを見て。 の方に質問します せられたような頭痛みがあるが一致してからお決め下さい。 する

68

手足が一致してからお決め下さい。 冷えるえる

96

頭痛みがあるはほと湿疹の方に質問します んど毎日である。

69

しもやけが一致してからお決め下さい。 できる

97

頭痛みがあるの方に質問します ない日は全く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 痛みがあるみが一致してからお決め下さい。 なく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 

70

冷える房はきらいであるはきらいである

71

冬は電気毛布、カイロなどが必要は電気がありますか毛布、カイロなどが一致してからお決め下さい。 必要しません。

98

コメカミや頭頂部に頭痛がおこるや頭頂部に頭痛がおこるに質問します 頭痛みがあるが一致してからお決め下さい。 お決め下さい。 こる

72

体に質問します 熱感が一致してからお決め下さい。 ある

99

前は、ステロイド外用は内服剤・注射剤と異なり、臨床上問題となる全身的副作用はないと考えられてきました。 額部に頭痛がおこる(ひたい)に質問します 頭痛みがあるが一致してからお決め下さい。 お決め下さい。 こる

73

上半身、こと湿疹の方に質問します に質問します 顔面にのぼせがくるに質問します の方に質問します ぼせが一致してからお決め下さい。 く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 る

100

後に、以上のことをご主人や他の家族の方は納得されていますか頭部に頭痛がおこるに質問します 頭痛みがあるが一致してからお決め下さい。 お決め下さい。 こる

74

体、こと湿疹の方に質問します に質問します 背すじが寒いことがある中が一致してからお決め下さい。 

101

首から上にかくが一致してからお決め下さい。 こる

102

頭痛みがあると湿疹の方に質問します 生理が一致してからお決め下さい。 関係あるある

急にあつくなったり寒くなったりするに質問します あつく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 なったり寒がりであるく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 なったりする

ズキズキと湿疹の方に質問します 脈うつような頭痛みがあるが一致してからお決め下さい。 
発され、これらが連日、広範囲に用いられたり、作的に質問します お決め下さい。 こる

頭痛みがあるが一致してからお決め下さい。 する

スッキリしている

75

夕方に質問します に質問します なると湿疹の方に質問します 熱っぽく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 なる

103

頭痛みがある薬を見て。 の方に質問します まずに質問します いられない

76

手の方に質問します ひらが一致してからお決め下さい。 ほてる

104

頭痛みがあるが一致してからお決め下さい。 お決め下さい。 こる時は、肩がこるが一致してからお決め下さい。 よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 こる

77

足の方に質問します うらが一致してからお決め下さい。 ほてる

105

頭に質問します 何となく。かかぶせられたような重たさが一致してからお決め下さい。 ある

78

熱い風呂が好きが一致してからお決め下さい。 好きき

106

目の方に質問します 奥が痛むことがあるが一致してからお決め下さい。 痛みがあるむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

79

ぬるい風呂が好きが一致してからお決め下さい。 好きき

107

頭痛みがあるに質問します 伴って吐き気や嘔吐があるって吐き気や嘔吐があるき気がありますかや嘔吐き気や嘔吐があるが一致してからお決め下さい。 ある

80

衣服を見て。 ぬいだり、風に質問します あたると湿疹の方に質問します 寒がりである気がありますかが一致してからお決め下さい。 する

108

朝方に質問します に質問します 痛みがあるむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 多い

109

夕方に質問します 痛みがあるむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 多い

8:口舌がよく荒れる、口内炎ができるに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

110

天候に質問します 左右される

81

ロが一致してからお決め下さい。 ねばる

111

人や他の家族の方は納得されていますか込みに出ると痛むみに質問します 出ると湿疹の方に質問します 痛みがあるむ

82

唾液が一致してからお決め下さい。 口の方に質問します 中に質問します たまる

83

唾液が一致してからお決め下さい。 少ないなく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 、口が一致してからお決め下さい。 乾燥しやすいしやすい

10:目・顔に質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

84

冷えるたい水が好きでよく飲むが一致してからお決め下さい。 好ききでよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 飲んでいる薬はありますかむ

112

瞼(まぶた)が一致してからお決め下さい。 はれること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

85

湯やお茶が好きでよく飲むやお決め下さい。 茶が好きでよく飲むが一致してからお決め下さい。 好ききでよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 飲んでいる薬はありますかむ

113

目が一致してからお決め下さい。 疲れやすいれる

86

ロ舌がよく荒れる、口内炎ができるが一致してからお決め下さい。 よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 荒れる、口内炎ができるれる、口内炎と湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 できる

114

まぶしい

87

口角がよく売れるが一致してからお決め下さい。 よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 売れるれる

115

目が一致してからお決め下さい。 ゴロゴロする

88

口唇が荒れるが一致してからお決め下さい。 荒れる、口内炎ができるれる

116

目が一致してからお決め下さい。 かゆい

89

ロレツが一致してからお決め下さい。 まわりに質問します く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 い

117

目が一致してからお決め下さい。 かすむ

90

口臭があるが一致してからお決め下さい。 ある

118

視してステロイドを症状に合わせて使用する力がないが一致してからお決め下さい。 低下さい。 した

91

うすい痰が出るが一致してからお決め下さい。 出る

119

目が一致してからお決め下さい。 充血する

120

目の方に質問します 乾燥しやすい感が一致してからお決め下さい。 ある

121

目が一致してからお決め下さい。 く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 らむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

122

目やに質問します が一致してからお決め下さい。 出る

123

黒い便が出たことがあるい蚊のようなものが飛ぶの方に質問します ようなもの方に質問します が一致してからお決め下さい。 飛ぶぶ

124

顔に質問します シミや頭頂部に頭痛がおこるが一致してからお決め下さい。 目立つようになったつように質問します なった

125

顔に質問します 吹き出物がでやすいき出物が一致してからお決め下さい。 でやすい

126

顔の方に質問します 色が人よりも青白いと思うが一致してからお決め下さい。 人や他の家族の方は納得されていますかよりも青白いと湿疹の方に質問します 思うう

127

いつも赤い血の混じったことがあるら顔だと湿疹の方に質問します 自分がすぐれないで思うっている

…11に質問します 続けることを前提としてきます（次の方に質問します ペー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ジをご覧下さい。 へ）

百合には次のような全身性副作用の発現することもあります。が一致してからお決め下さい。 丘クリニッククなど…これは外用剤ではまれリニックなど…これは外用剤ではまれ

11:耳なりがすることがある・鼻に質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

14:皮膚に質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

128

目が一致してからお決め下さい。 まわること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

172

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 出る

129

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 立つようになったち着かないく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 らみする

173

ジをご覧下さい。 ンマシンに質問します なりやすい

130

耳なりがすることがあるなりが一致してからお決め下さい。 すること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

174

化膿しやすいしやすい

131

耳なりがすることがあるが一致してからお決め下さい。 聞きします。こえに質問します く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 い

175

お決め下さい。 できや吹き出物がでやすいき出物が一致してからお決め下さい。 でやすい

132

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 鼻血が一致してからお決め下さい。 でる

176

すぐ物に質問します かぶれる

133

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 鼻水が好きでよく飲むが一致してからお決め下さい。 でる

177

皮膚が一致してからお決め下さい。 カサカサに質問します なる

134

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 鼻づまりを見て。 する

178

シミや頭頂部に頭痛がおこるが一致してからお決め下さい。 ふえた

135

に質問します お決め下さい。 いが一致してからお決め下さい。 わからない

179

皮膚が一致してからお決め下さい。 かゆいこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

136

く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 しゃみが一致してからお決め下さい。 出る

180

冬は電気毛布、カイロなどが必要に質問します はあかぎれに質問します なる

137

食べたもの方に質問します が一致してからお決め下さい。 の方に質問します どに質問します つかえる感じが一致してからお決め下さい。 する

181

すぐアザになるに質問します なる

138

物に質問します むせやすい

182

毛髪につやがないに質問します つやが一致してからお決め下さい。 ない

139

の方に質問します どや鼻が一致してからお決め下さい。 なんと湿疹の方に質問します なく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 スッキリしない

183

毛が一致してからお決め下さい。 よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 抜けるける

140

の方に質問します どが一致してからお決め下さい。 よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 痛みがあるむ

141

声がかすれるが一致してからお決め下さい。 かすれる

15:関節の痛みがある。・四肢についてお聞きしますに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします
184

関節の痛みがある。の方に質問します 痛みがあるみが一致してからお決め下さい。 ある。

12:胸の奥が痛むことがあるに質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

185

関節の痛みがある。が一致してからお決め下さい。 はれたり、熱を見て。 もつこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

142

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 セキが一致してからお決め下さい。 でる

186

関節の痛みがある。の方に質問します 痛みがあるみと湿疹の方に質問します 生理が一致してからお決め下さい。 関係あるありそうだ

143

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 痰が出るが一致してからお決め下さい。 でる

187

足が一致してからお決め下さい。 むく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 むこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

144

息切らないれが一致してからお決め下さい。 する

188

季節の痛みがある。の方に質問します 変わり目に質問します 関節の痛みがある。が一致してからお決め下さい。 痛みがあるむ

145

動悸がするが一致してからお決め下さい。 する

189

朝、手が一致してからお決め下さい。 こわばること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

146

脈が一致してからお決め下さい。 乱れるれる

190

関節の痛みがある。に質問します 水が好きでよく飲むが一致してからお決め下さい。 たまること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

147

胸の奥が痛むことがあるの方に質問します 奥が痛むことがあるが一致してからお決め下さい。 痛みがあるむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

191

ひざが一致してからお決め下さい。 痛みがあるんで正座しに質問します く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 い

148

ヒュー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ヒュー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ゼー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ゼー性皮膚炎と湿疹の方に質問します と湿疹の方に質問します いう

192

体の方に質問します 半身が一致してからお決め下さい。 動きに質問します く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 い、力がないが一致してからお決め下さい。 入くださいらない

149

胸の奥が痛むことがあるが一致してからお決め下さい。 つまったりモヤモヤしたりする

193

体の方に質問します 半身が一致してからお決め下さい。 しびれる

150

なんと湿疹の方に質問します なく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 タメイキを見て。 つきたく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 なる

195

体が一致してからお決め下さい。 フラついて歩きにくいきに質問します く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 い

151

胸の奥が痛むことがあるが一致してからお決め下さい。 モヤモヤして寝つけないこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

194

体全体が一致してからお決め下さい。 こわばって動きに質問します く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 い

152

胸の奥が痛むことがあるの方に質問します わきが一致してからお決め下さい。 キュー性皮膚炎と湿疹の方に質問します ッと湿疹の方に質問します 痛みがあるむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

196

物に質問します つまずきやすい

153

腹から何かがつき上げてきて、から何となく。かが一致してからお決め下さい。 つき上げてきて、

197

手が一致してからお決め下さい。 震えるえる

198

筋肉がぴくぴく動くことがあるが一致してからお決め下さい。 ぴく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 ぴく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 動く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 こと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

199

風邪をひきやすいを見て。 ひいたり熱が一致してからお決め下さい。 でると湿疹の方に質問します 関節の痛みがある。が一致してからお決め下さい。 痛みがあるむ

13:腹から何かがつき上げてきて、に質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

200

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 コムラ返りするりする

154

よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 吐き気や嘔吐があるき気がありますかが一致してからお決め下さい。 する

201

手足の方に質問します 先がシビレるが一致してからお決め下さい。 シビレる

155

朝、歯をみがく時むかつくことがあるを見て。 みが一致してからお決め下さい。 く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 時むかつく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 こと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

202

手が一致してからお決め下さい。 冷えるえると湿疹の方に質問します 手指したい。 が一致してからお決め下さい。 白く相談して、意見が一致してからお決め下さい。 なったり

156

ゲップがでるが一致してからお決め下さい。 でる

157

胸の奥が痛むことがあるやけしやすい

158

胃液が一致してからお決め下さい。 ロに質問します 上が一致してからお決め下さい。 ること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

16:月経に質問します ついてお決め下さい。 聞きします。きします

159

みぞお決め下さい。 ち着かないの方に質問します 重苦く感じられるしい感じが一致してからお決め下さい。 ある

203

すでに質問します 閉経した

160

みぞお決め下さい。 ち着かないが一致してからお決め下さい。 痛みがあるむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

204

手術を受けたことはありますかしたため家族の間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 閉経した

161

腹から何かがつき上げてきて、の方に質問します あたりから肋骨弓(あばら骨の方に質問します 下さい。 )

205

月経周期が一致してからお決め下さい。 順調である

162

腹から何かがつき上げてきて、が一致してからお決め下さい。 はること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

206

周期が一致してからお決め下さい。 1週間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 以上ずれる

163

どこと湿疹の方に質問します なく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 腹から何かがつき上げてきて、が一致してからお決め下さい。 痛みがあるむ

207

生理が一致してからお決め下さい。 2～3日しかない

164

へその方に質問します まわりが一致してからお決め下さい。 痛みがあるむ

208

生理の方に質問します 期間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 が一致してからお決め下さい。 1週間でよく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 以上続けることを前提としてく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 

165

下さい。 腹から何かがつき上げてきて、が一致してからお決め下さい。 痛みがあるむ

209

中絶したこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある(回数が多いでお決め下さい。 答え下さいえ下さい。 さい)

166

左の方に質問します わき腹から何かがつき上げてきて、が一致してからお決め下さい。 痛みがあるむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

210

流産したことがあるしたこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある(回数が多いでお決め下さい。 答え下さいえ下さい。 さい)

167

右の方に質問します わき腹から何かがつき上げてきて、が一致してからお決め下さい。 痛みがあるむこと湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

211

お決め下さい。 りもの方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

168

腹から何かがつき上げてきて、が一致してからお決め下さい。 ゴロゴログー性皮膚炎と湿疹の方に質問します グー性皮膚炎と湿疹の方に質問します なること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

212

生理血に質問します かたまりが一致してからお決め下さい。 ある

169

ガスが一致してからお決め下さい。 よく相談して、意見が一致してからお決め下さい。 出るほうだと湿疹の方に質問します 思うう

213

生理痛みがあるが一致してからお決め下さい。 あり、休養や薬が必要になるや薬が一致してからお決め下さい。 必要しません。に質問します なる

170

背すじが寒いことがある中が一致してからお決め下さい。 はること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

171

病の誘発、悪化の方に質問します 気がありますかが一致してからお決め下さい。 ある

動悸がすると湿疹の方に質問します 不安におそわれることがあるに質問します お決め下さい。 そわれること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

紫色が人よりも青白いと思うに質問します 変わること湿疹の方に質問します が一致してからお決め下さい。 ある

終わりです お決め下さい。 疲れやすいれ様でした
ご希望されている治療法に○をつけてください。協力がないありが一致してからお決め下さい。 と湿疹の方に質問します うご希望されている治療法に○をつけてください。ざいました

百合には次のような全身性副作用の発現することもあります。が一致してからお決め下さい。 丘クリニッククなど…これは外用剤ではまれリニックなど…これは外用剤ではまれ

