
数　字
12誘導心電図 ………… 17，147

50歳以上の急性腹症 ……… 139

欧　文
A ～ D

AAA ………………………… 137

ABI …………………………… 128

anion gap …………………… 180

A群溶連菌感染症 …………… 251

Boerhaave’s syndrome …… 165

CK–MB ……………………… 117

CO2ナルコーシス …………… 58

COPD ………………………… 64

cough test ………………… 161

CO–Hb ……………… 219，222

CRP ………………………… 104

CT ……………………………… 30

D-dimer ……………………… 104

DKA ………………… 153，154

Done nomogram …………… 179

duplex scan ………………… 80

D–dimer ……………………… 150

E ～ K

empty delta sign …………… 50

ERT ………………………… 201

ERTの適応 ………………… 202

extravassation ……………… 137

FAST ………………… 202，204

HCO3－ ………………………… 104

Horner症候群 ………………… 44

Ht …………………………… 104

IVCフィルター ……………… 80

kernig徴候 …………………… 30

L ～ R

LA …………………………… 104

Méniére病 …………………… 45

MR venography …………… 50

MRI …………………………… 30

NOMI ………………………… 153

nonocclusive mesenteric ischemia
………………………………… 153

pCO2 ………………………… 104

PCPS ………………………… 201

PLT ………………………… 104

Protein S欠乏症 ……………… 50

PT活性 ……………………… 104

RAPD ………………… 190，191

recombinant tissue–type plas-
minogen activator …………… 90

rt–PA……………………… 90，92

S ～ W

SAH ……………… 18，28，139

S-FDP ……………………… 104

SIADH ……………………… 187

SIRS ………………………… 234

Stanford A型 ……………… 151

Stanford B型 ……………… 151

ST上昇 ………………… 16，17

tapping ……………………… 161

venous thromboembolism … 82

VTE …………………………… 82

Wallenberg症候群 …………… 44

Wernicke脳症 ………………… 22

和　文
あ 行

悪性症候群 ………………… 187

アドボケイト ………………… 77

アミロイドアンギオパシー … 107

アルコール性脳障害 ……… 222

意識消失 ……………………… 16

意識障害 …… 50，66，89，93，
152，153，154，184

胃食道静脈瘤 ……………… 139

胃洗浄 ……………………… 179

一過性意識障害 ……………… 52

一過性意識消失 ……………… 55

一酸化炭素中毒
………………… 218，219，224

遺伝子組換え組織型プラスミノー
ゲン・アクチベータ ………… 90

運動失調 ……………………… 46

会陰部痛 …………………… 138

273救急外来「まさか！」の症例53

索　引



嚥下障害 ……………………… 46

延髄外側梗塞 ………………… 44

エントリー ………………… 148

黄斑円孔 …………………… 192

か

外傷性黄斑浮腫 …………… 192

外傷性視神経障害 ………… 192

回転性めまい ………………… 43

過換気症候群 …………… 21，24

脚気 …………………………… 22

褐色細胞腫 ………………… 102

化膿性脊椎炎 ………… 122，126

川崎病 ……………………… 249

眼窩内球後出血 …………… 192

眼窩壁骨折 ………………… 189

眼球陥没 ……………………… 45

眼瞼下垂 ……………………… 45

間欠型 ……………………… 218

間欠性跛行 ………………… 127

患者アドボカシー …………… 77

感染性腹部大動脈 ………… 122

感染性腹部大動脈瘤 … 124，125

感染性心内膜炎 …………… 106

感染性脳動脈瘤 …………… 105

眼底乳頭浮腫 ………………… 49

冠動脈支配 …………………… 20

冠動脈瘤 …………………… 250

き

気管狭窄 ……………………… 64

気管支喘息 …………………… 64

気管支喘息重積 ……………… 63

気管腫瘍 ……………………… 64

気管内腫瘍 …………………… 64

偽腔 ………………………… 148

気道閉塞 ……………………… 55

逆行性健忘 …………………… 19

急性胃粘膜病変 …………… 139

急性壊死性潰瘍性歯肉炎 … 236

急性下肢虚血 ……………… 128

急性疾患 …………………… 102

急性腎盂腎炎 ……………… 126

急性心筋梗塞 ……………… 102

急性大動脈解離 …… 92，93，95

急性尿細管壊死 …………… 180

急性肺血栓塞栓症 ………… 102

急性腹症 …………………… 139

急性薬物中毒 ……………… 219

胸郭出口症候群 ……………… 77

胸腔ドレーン ……………… 202

胸腔ドレナージ ……………… 58

胸骨正中切開 ……………… 202

胸髄損傷 …………………… 196

胸椎脱臼 …………………… 196

胸痛 …………………… 72，119

共同偏視 ……………… 16，146

胸腹部造影CT ……………… 150

胸部刺創 …………………… 199

胸部症状 …………………… 160

胸部痛 ………………………… 70

虚偽性障害 ………………… 102

緊急冠動脈造影 ……………… 20

緊張性気胸 ……… 58，67，202

く ， け

くも膜下出血 ……… 17，18，28

経口避妊薬 …………………… 50

経食道心エコー……………… 114

頸髄損傷 …………………… 197

頸椎症 ………………………… 35

経鼻胃管 …………………… 137

痙攣 ……………… 52，55，146

下血 ………………………… 110

結核性脊椎炎 ……………… 126

血管外漏出…………………… 137

血管性耳鳴 ………………… 143

血管造影 …………………… 139

血栓症 ………………………… 73

血栓性素因 …………………… 82

血栓溶解薬 …………… 90，151

血栓溶解療法 ………………… 93

現病歴 ……………………… 125

こ

後下小脳動脈 ………………… 44

交感神経緊張 ………………… 20

高気圧酸素治療装置 ……… 219

高気圧酸素療法 ……… 220，223

口腔内咬傷 …………………… 55

甲状腺機能亢進症 ………… 102

高炭酸ガス血症 ……………… 68

硬直 ………………………… 161

項部硬直 ……………………… 30

硬膜下血腫 ………………… 194

抗リン脂質抗体症候群 ……… 50

呼吸苦 ……………………… 157

呼吸困難 …… 62，66，71，72

誤診率 ……………………… 138

骨粗鬆症 …………………… 126

骨転移 ………………………… 25

骨盤骨折 …………………… 204

孤立性上腸間膜動脈解離 … 169

274 救急外来「まさか！」の症例53



さ

細菌性小動脈瘤 …………… 107

細菌性脳動脈瘤 …………… 107

再破裂 ………………………… 20

左頸部腫脹 ………………… 248

嗄声 …………………………… 46

サリチル酸 ………………… 179

し

試験開腹 ……………… 206，212

耳性めまい …………………… 44

自然気胸 ……………………… 67

視束管骨折 …… 189，190，191

持続痛 ……………………… 138

持続勃起 …………………… 196

失神
…… 19，52，138，150，224

視野狭窄 ……………………… 49

重症肝不全 ………………… 180

重症敗血症 ………………… 234

重炭酸ナトリウム投与 …… 180

十二指腸球部 ……………… 160

十二指腸穿孔 ……………… 159

縮瞳 …………………………… 45

出血性ショック
…………………137，170，199

消化管穿孔 ………………… 160

消化管損傷 …………… 206，208

上下顎歯槽骨炎 …………… 236

症候性てんかん ……… 147，149

上腸間膜動脈の解離 ……… 168

上皮腫 ………………………… 31

上部消化管出血 …………… 137

静脈血栓症 ………………… 154

静脈血栓塞栓症 ……………… 82

静脈洞血栓症 ………………… 49

初期診断 ……………… 102，138

食道透視 …………………… 166

ショック …………………… 138

心因性視力障害 …………… 192

人格変化 ……………………… 50

心気症 ……………………… 102

心筋炎 ……………………… 120

心筋梗塞 ……………… 17，116

心筋障害 ……………………… 20

精神疾患 …………………… 101

神経循環無力症 …………… 101

神経症 ……………………… 101

心室細動 …………………… 230

心身症 ……………………… 101

真性てんかん ……………… 150

心臓刺傷 …………………… 201

心臓神経症 ………………… 101

心臓喘息 ……………………… 64

身体化障害 ………………… 102

身体疾患 …………………… 101

身体表現性障害 …………… 101

診断基準 …………………… 250

心タンポナーデ … 95，97，202

深部静脈血栓症 ……………… 79

心不全 ………………………… 64

心膜炎 ……………………… 120

す ～ そ

髄膜炎 ………………… 31，105

髄膜刺激症状 ………………… 30

頭痛 ……………………… 18，30

脊髄梗塞 …………………… 139

脊髄損傷 …………………… 197

脊柱管狭窄症 ……………… 127

脊椎カリエス ……………… 126

切迫するD …………… 194，204

前庭神経炎 …………………… 44

先入観 … 26，100，125，126

造影CT ……………… 139，150

小腸損傷 ……………… 208，212

僧帽弁逸脱症 ……………… 102

側腹部痛 …………………… 138

鼠径部痛 …………………… 138

た ， ち

代謝性アシドーシス
………………… 153，154，155

大腿骨骨幹部骨折 ………… 195

大腸損傷 …………………… 208

大動脈解離 …… 110，125，147

大動脈瘤切迫破裂 ………… 120

多飲 ………………………… 186

単純CT ……………………… 139

チアミン ……………………… 22

チェックバルブ ……………… 67

致死的な消化管出血 ……… 139

遅発性脳症 …… 218，219，222

中枢性めまい ………………… 44

中毒情報センター ………… 232

超音波検査 ………………… 138

腸管壊死 …………………… 170

腸管気腫症 ………………… 153

腸管虚血 ……… 154，169，170

腸腰筋膿瘍 ………………… 126

陳旧性脳虚血 ……………… 222

つ ～ と

椎骨脳底動脈循環不全 ……… 35

対麻痺 ……………………… 196

275救急外来「まさか！」の症例53

索引



低血圧 ……………………… 138

低酸素血症 …………………… 68

低ナトリウム血症 ………… 185

テネスムス ………………… 138

デュラフォイ潰瘍 ………… 139

転移性骨腫瘍 ……………… 126

転移性頭蓋骨腫瘍 …………… 25

臀部痛 ……………………… 138

頭蓋底骨斜台部 ……………… 25

頭蓋内圧 ………………… 19，48

統合失調症 ………………… 184

洞停止 ……………………… 142

糖尿病性ケトアシドーシス
………………………………… 153

糖尿病性末梢神経障害 …… 128

頭部CT ………………… 17，147

頭部MRI ……………………… 25

動脈血栓症 ………………… 154

動脈塞栓症 ………………… 154

吐血 ………………………… 136

突然死 ……………………… 138

突然の痛み ………………… 138

突発性食道破裂 …………… 165

突発性難聴 …………………… 45

ドップラー聴診計 ………… 129

な 行

尿潜血陽性 ………………… 139

尿路感染症 ………………… 139

尿路結石症 ………………… 139

妊娠 …………………………… 70

脳幹梗塞 ……………………… 90

脳梗塞 ………… 93，147，151

脳性T波 ……………………… 20

脳動脈瘤 ……………………… 28

脳動脈瘤破裂 …………… 18，58

脳ヘルニア …………………… 31

は ， ひ

パーソナリティ …………… 124

肺癌 …………………………… 77

敗血症 ………………… 139，251

肺血栓塞栓症 ……… 71，72，80

背部痛 ………………… 138，147

拍動性腹部腫瘤 …………… 138

発熱 ………………………… 248

パニック発作 ……………… 102

パンコースト症候群 ………… 77

皮質下出血 ………………… 105

微小脳内出血 ……………… 106

皮疹 ………………………… 248

ビタミンB1 …………………… 22

左胸部痛 ……………………… 71

左緊張性気胸 ………………… 66

左肺摘出術術後 ……………… 67

非閉塞性腸管虚血 …… 153，154

非乏尿性腎不全 …………… 180

肥満 ………………………… 138

病歴 …………………… 123，149

ヒラメ筋静脈 ………………… 81

頻回受診 …………………… 101

ふ ～ ほ

不安障害 …………………… 101

腹腔内 ……………………… 161

腹水貯留 …………………… 206

腹痛 ………………………… 138

腹部大動脈瘤………………… 137

腹部大動脈瘤切迫破裂 …… 125

腹部超音波検査……………… 111

腹部痛 ……………………… 110

腹部鈍性外傷 ……………… 212

腹膜炎 ……………………… 160

腹膜刺激症状 ………… 161，208

腐食性物質 ………………… 232

不定愁訴 ……………………… 26

プライバシー保護 ………… 186

フリーエアー ……………… 204

分枝動脈 …………………… 149

閉塞性ショック ……………… 97

閉塞性動脈硬化症 ………… 128

閉塞性脳血管障害 …………… 92

ヘパリン投与 ………………… 49

扁桃周囲膿瘍 ………… 54，55

片麻痺 ……………………… 149

防御 ………………………… 160

膀胱痛 ……………………… 138

放散痛 ……………………… 119

保存的治療 ………………… 169

発作 ………………………… 184

ま ～ ら 行

右下肢急性動脈閉塞症 …… 128

水制限 ……………………… 186

水中毒 ……………………… 186

迷走神経反射 ……………… 139

酩酊 ………………………… 213

門脈ガス …………………… 153

有痛性青股腫 ……………… 130

腰椎圧迫骨折 ……………… 139

腰椎穿刺 ………………… 20，31

腰痛 ………………………… 110

良性発作性頭位眩暈症 ……… 45

類上皮腫 ……………………… 31

276 救急外来「まさか！」の症例53


