免疫・膠原病
食物依存性運動誘発アナフィラキシー─ ─── J-23

▼ 動画 1
免疫系総論：生体防御─ ────────── J-1

口腔アレルギー症候群（ORS）──────── J-23

生体防御：体表での防御─ ───────── J-2

薬剤過敏症・薬物アレルギー─ ─────── J-24

異物侵入時─ ─────────────── J-2

薬剤性過敏症症候群（DIHS）───────── J-24

免疫とは？─ ─────────────── J-3

免疫不全：総論─ ───────────── J-25

リンパ組織─ ─────────────── J-3

先天性免疫不全─ ───────────── J-25

免疫系─ ───────────────── J-4

DiGeorge 症候群（CATCH22）──────── J-26

抗原提示─ ──────────────── J-5

X 連鎖無 γ- グロブリン血症───────── J-26

自己と非自己の認識─ ─────────── J-5

重症複合免疫不全症（SCID）───────── J-27

免疫寛容と自己免疫疾患─ ───────── J-6

Wiscott-Aldrich 症候群─ ────────── J-27

リンパ球と免疫─ ───────────── J-7

血管拡張性運動失調症（Louis-Barr 症候群）─ ─ J-28

リンパ球─ ──────────────── J-8

慢性肉芽腫症（CGD）──────────── J-28

液性免疫と細胞性免疫─ ────────── J-8

膠原病・結合組織病：概念─ ──────── J-29

一次免疫反応と二次免疫反応─ ─────── J-9

膠原病：疫学─ ────────────── J-29

補

体─ ───────────────── J-10

膠原病：好発─ ────────────── J-30

インターロイキン vs サイトカイン─ ───── J-11

関節炎─ ───────────────── J-30

液性免疫─ ──────────────── J-12

レイノー現象─ ────────────── J-31

免疫グロブリン─ ───────────── J-13

皮

免疫グロブリン各論− 1─ ────────── J-14

膠原病の腎病変─ ───────────── J-32

免疫グロブリン各論− 2─ ────────── J-14

膠原病：検査─ ────────────── J-33

細胞性免疫─ ─────────────── J-15

抗核抗体（ANA）────────────── J-33

ヘルパー T 細胞のサブセット─ ─────── J-16

抗好中球細胞質抗体（ANCA）──────── J-34

アレルギー・過敏症─ ─────────── J-16

関節液検査─ ─────────────── J-34

Coombs ＆ Gell による分類─ ──────── J-17

非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）─ ──── J-35

血液免疫検査─ ────────────── J-18

副腎皮質ステロイド─ ─────────── J-36

皮膚反応─ ──────────────── J-18

疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARD）─ ──── J-36

疹─ ───────────────── J-32

抗サイトカイン療法─ ─────────── J-37
▼ 動画 2
減感作療法─ ─────────────── J-19

▼ 動画 3

抗ヒスタミン薬─ ───────────── J-19

関節リウマチ（RA）───────────── J-38

抗アレルギー薬─ ───────────── J-19

関節リウマチ：症状─ ─────────── J-39

アナフィラキシー─ ──────────── J-20

関節リウマチ：検査─ ─────────── J-40

アレルギー性鼻炎（鼻アレルギー）────── J-20

関節リウマチ：治療─ ─────────── J-41

アレルギー性鼻炎（鼻アレルギー、花粉症）── J-21

シェーグレン症候群（Sjögren 症候群）─ ─── J-42

アレルギー性鼻炎：分類─ ───────── J-22

悪性関節リウマチ（MRA）────────── J-43

食物アレルギー─ ───────────── J-22

若年性特発性関節炎（JIA）
・
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若年性関節リウマチ（JRA）─ ─────── J-44

多発性筋炎（PM）
・皮膚筋炎（DM）− 1─ ── J-54

Still 病─────────────────── J-44

多発性筋炎（PM）
・皮膚筋炎（DM）− 2─ ── J-55

強直性脊椎炎（AS）───────────── J-45

（古典的）結節性多発動脈炎（PN）─ ───── J-55

乾癬性関節炎─ ────────────── J-46

顕微鏡的多発血管炎（MPA）───────── J-56

掌蹠膿疱症性関節炎─ ─────────── J-47

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、

リウマチ熱（RF）
────────────── J-48

アレルギー性肉芽腫性血管炎（AGA）──── J-57

全身性エリテマトーデス（SLE）− 1─ ──── J-49

多発血管炎性肉芽腫症（Wegener 肉芽腫症）── J-58

全身性エリテマトーデス（SLE）− 2─ ──── J-49

側頭動脈炎（TA）
（巨細胞性動脈炎）─ ──── J-59

全身性エリテマトーデス（SLE）− 3─ ──── J-50

リウマチ性多発筋痛症（PMR）──────── J-59

抗リン脂質抗体症候群（APS）─ ─────── J-51

混合性結合組織病（MCTD）───────── J-60
ベーチェット病（Behçet 病）− 1─ ────── J-61
ベーチェット病（Behçet 病）− 2─ ────── J-62

▼ 動画 4
全身性硬化症（SSC）− 1─ ───────── J-52

川崎病（MCLS）− 1─ ─────────── J-63

全身性硬化症（SSC）− 2─ ───────── J-53

川崎病（MCLS）− 2─ ─────────── J-64

CR（E）ST 症候群─ ──────────── J-53

IgG4 関連疾患─ ────────────── J-65
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