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総論

	 	 臨床推論を学ぼう 	  大西弘高	 16	（2554）

第１章　頭痛

	 1.	 くも膜下出血 	  臺野　巧	 22	（2560）

	 2.	 片頭痛 	  武田英孝	 24	（2562）

	 3.	 副鼻腔炎 	  髙北晋一	 27	（2565）

	 4.	 緑内障発作 	  加藤浩晃	 30	（2568）

第２章　頸部痛

	 5.	 椎骨動脈解離 	  丹羽淳一	 32	（2570）

第３章　胸痛

	 6.	 狭心症，急性心筋梗塞 	  金森健太，村川裕二	 34	（2572）

	 7.	 急性大動脈解離 	  大島　晋	 36	（2574）

90疾患の臨床推論！
診断の決め手を
各科専門医が教えます



	 8.	 胃食道逆流症（GERD） 	  坂田祐之，山口加奈子，藤本一眞	 38	（2576）

	 9.	 気胸 	  堀之内秀仁	 40	（2578）

	10.	 帯状疱疹 	  佐藤友隆	 42	（2580）

第４章　腹痛

	11.	 急性虫垂炎 	  昆　祐理，今　明秀	 44	（2582）

	12.	 急性胆嚢炎 	  今　明秀	 48	（2586）

	13.	 急性膵炎 	  小川栄一，古庄憲浩，林　純	 52	（2590）

	14.	 消化性潰瘍 	  坂田祐之，山口加奈子，藤本一眞	 54	（2592）

	15.	 クローン病 	  矢野　豊，植木敏晴，松井敏幸	 56	（2594）

	16.	 潰瘍性大腸炎 	  矢野　豊，植木敏晴，松井敏幸	 58	（2596）

	17.	 過敏性腸症候群 	  小野陽一郎，植木敏晴，松井敏幸	 60	（2598）

	18.	 上腸間膜動脈血栓症 	  坂田祐之，山口加奈子，藤本一眞	 64	（2602）

	19.	 卵巣出血 	  糸賀知子	 66	（2604）

	20.	 卵巣腫瘍破裂 	  糸賀知子	 68	（2606）

	21.	 卵巣腫瘍茎捻転 	  糸賀知子	 70	（2608）

	22.	 骨盤腹膜炎（PID）　 	  糸賀知子	 72	（2610）

	23.	 異所性妊娠 	  糸賀知子	 74	（2612）

	24.	 腸閉塞 	  野田頭達也，今　明秀	 76	（2614）

	25.	 急性胃腸炎，食中毒 	  保阪由美子	 78	（2616）

	26.	 虚血性腸炎 	  二宮風夫，植木敏晴，松井敏幸	 80	（2618）

第５章　腰背部痛

	27.	 転移性骨腫瘍 	  桃井康晴，湏藤啓広	 82	（2620）

	28.	 腎盂腎炎 	  亀井　潤，中川　徹，本間之夫	 84	（2622）



	29.	 尿路結石 	  宮嵜英世，久米春喜，本間之夫	 86	（2624）

	30.	 脊椎周囲感染症 	  佐田竜一	 88	（2626）

第６章　関節痛

	31.	 痛風 	  市川奈緒美	 90	（2628）

	32.	 偽痛風 	  益田郁子	 92	（2630）

	33.	 化膿性関節炎 	  桃井康晴	 94	（2632）

	34.	 関節リウマチ 	  瀬戸洋平	 96	（2634）

	35.	 リウマチ性多発筋痛症（PMR），巨細胞性動脈炎（GCA）， 
RS3PE症候群 	  石丸裕康	 99	（2637）

第７章　咽頭痛

	36.	 伝染性単核球症 	  木村琢磨	 102	（2640）

	37.	 溶連菌性扁桃咽頭炎 	  新森加奈子，木村琢磨	 104	（2642）

	38.	 扁桃周囲膿瘍 	  髙北晋一	 106	（2644）

	39.	 急性喉頭蓋炎 	  髙北晋一	 108	（2646）

第８章　下肢痛

	40.	 深部静脈血栓症 	  松田明正	 112	（2650）

	41.	 椎間板ヘルニア 	  桃井康晴	 114	（2652）

	42.	 急性下肢動脈閉塞 	  光岡明人	 116	（2654）

第９章　失神

	43.	 洞不全症候群 	  金森健太，村川裕二	 118	（2656）

	44.	 迷走神経失神 	  貞廣威太郎，香坂　俊	 120	（2658）



第10章　脱力

	45.	 ギラン・バレー症候群 	  丹羽淳一	 122	（2660）

	46.	 一過性脳虚血発作（TIA） 	  武田英孝	 124	（2662）

	47.	 重症筋無力症 	  中尾直樹	 128	（2666）

	48.	 周期性四肢麻痺 	  奈良典子，長谷川	修	 130	（2668）

	49.	 多発性硬化症 	  長谷川	修	 132	（2670）

第11章　しびれ

	50.	 肘部管症候群 	  大庭真俊	 134	（2672）

	51.	 手根管症候群 	  大庭真俊	 136	（2674）

	52.	 手口症候群 	  奈良典子，長谷川	修	 138	（2676）

	53.	 馬尾症候群 	  大庭真俊	 140	（2678）

	54.	 腰部脊椎管狭窄症 	  仲田和正	 142	（2680）

	55.	 閉塞性動脈硬化症 	  光岡明人	 144	（2682）

第12章　呼吸困難感

	56.	 気管支喘息 	  中井秀一，阿部　直	 146	（2684）

	57.	 心不全 	  貞廣威太郎，香坂　俊	 148	（2686）

	58.	 肺塞栓 	  松田明正	 150	（2688）

	59.	 慢性閉塞性肺疾患（COPD） 	  中井秀一，阿部　直	 152	（2690）

	60.	 アナフィラキシー 	  須田万勢，岡田正人	 154	（2692）

第13章　咳

	61.	 結核 	  矢野晴美	 156	（2694）

	62.	 咳喘息 	  郷間　厳	 158	（2696）



	63.	 百日咳 	  矢野晴美	 160	（2698）

第14章　精神症状

	64.	 うつ病 	  中村風花，金井貴夫	 162	（2700）

	65.	 パニック障害 	  渡辺　悠，金井貴夫	 165	（2703）

	66.	 全般性不安障害 	  吉井雅美，金井貴夫	 168	（2706）

	67.	 せん妄 	  洪　英在	 170	（2708）

第15章　めまい

	68.	 良性発作性頭位めまい（BPPV） 	  山中敏彰	 172	（2710）

	69.	 メニエール病 	  山中敏彰	 175	（2713）

	70.	 前庭神経炎 	  山中敏彰	 178	（2716）

	71.	 Wallenberg症候群 	  大生定義	 180	（2718）

第16章　ふらつき

	72.	 正常圧水頭症 	  中島　伸	 182	（2720）

	73.	 慢性硬膜下血腫 	  臺野　巧	 184	（2722）

	74.	 鉄欠乏性貧血 	  佐田竜一	 186	（2724）

第17章　振戦

	75.	 パーキンソン病 	  武田英孝	 190	（2728）

	76.	 本態性振戦 	  大生定義	 194	（2732）



第18章　全身倦怠感

	77.	 甲状腺機能低下症 	  飯降直男，林野泰明，辻井　悟	 196	（2734）

	78.	 急性肝炎 	  林　純，小川栄一，古庄憲浩	 198	（2736）

第19章　意識障害

	79.	 ビタミンB1 欠乏症 	  石丸裕康	 200	（2738）

	80.	 低血糖 	  桒田博仁，林野泰明，辻井　悟	 202	（2740）

	81.	 てんかん 	  大生定義	 204	（2742）

	82.	 高カルシウム血症 	  堀之内秀仁	 206	（2744）

	83.	 熱中症 	  五十嵐	博，福士元春	 208	（2746）

第20章　認知障害

	84.	 アルツハイマー型認知症 	  洪　英在	 210	（2748）

	85.	 レビー小体型認知症 	  洪　英在	 212	（2750）

第21章　発熱

	86.	 感染性心内膜炎 	  佐田竜一	 215	（2753）

	87.	 髄膜炎，脳炎 	  保阪由美子	 218	（2756）

	88.	 前立腺炎 	  高橋さゆり，中川　徹，本間之夫	 220	（2758）

	89.	 インフルエンザ 	  福士元春	 222	（2760）

	90.	 肺炎 	  堀之内秀仁	 224	（2762）

●索　引 	  	 227	（2765）

●編者・執筆者プロフィール 	  	 231	（2769）


