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数　字
4 killer chest pain   180

欧　文
A～C

AAD   181

ACS   180

acute aortic dissection   181

acute coronary syndrome   180

artery to artery embolism   42

ATN   214

Aライン   58

BARD   23

bat sign   55, 58

Bauhin弁   119

Bモード   16

Bライン   63

CEC   102

Centor criteria   171

central echo complex   102

central venous pressure   162

chemoreceptor trigger zone   192

Couinaudの分類   89

curtain sign   58

CVP   162, 166

D～K
Douglas窩   80

extended FAST   59

facet   131

FAST   59, 80

FATE   74

FEBUN   164

FENa   164

full stomach   87

IMC   42

intimal flap   181

intima-media complex   42

IVC   163, 212

IVC index  
  162, 165, 166, 167, 213

IVC径   162, 165

jugular venous pressure   166

JVP   166, 213

Kerckring’s hold   195

Kerckring襞   117

killer sore throat   171

L～S
lung point   60

lung sliding   58, 182

McConnell sign   182

mobileplaque   45

Morrison窩   80, 95

moving target indicator   26

MTIフィルター   26

Murphy徴候   199

Mモード   16

NAVSEA   192, 193

parallel channel sign   91

PE   182

percussion tenderness   206

peribursal fat   131

peripherally inserted central  
catheter   138

P/F ratio   186

PICC   138

pulmonary embolism   182

resistive index   106

seashore sign   58, 182

sonolucent layer   97

spine sign   62

stratosphere sign   60

S 状結腸   119

索 引

Index
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T～Z
TGC   17

thumbprint sign   172

TIA   40

Time Gain Compensation   17

transient ischemic attacks   40

volume challenge   165, 166

wall motion abnormality   180

WMA   180

Z score   177

和　文
あ行

悪性リンパ腫   52

圧迫   116

アングリング   21

アンダーゲイン   17

胃   87

胃前庭部   87

一過性脳虚血発作   40

胃膨満   87

イレウス   121

右心不全   77

内側区   92

うっ血肝   92

右房圧推定法   84

右葉腫大   95

腋窩動脈   137

エコーガイド下穿刺   137

エコープローブ   55

エリアシング   26

嘔気   191

横行結腸   118

嘔吐   191

オーバーゲイン   17

オリエンテーションインジケーター  
  13, 20

オリエンテーションマーカー  
  12, 13, 66

音響窓   116

か行
外筒   143

かかと落とし試験   206

角度補正   30

下行結腸   119

ガスエコー   117

下大静脈   84

下腿の静脈   156

顎下腺腫瘍   50

カテーテル関連血流感染症   174

可動性プラーク   45

カラードプラ   23

肝右葉   93

眼球エコー   38

間欠的腹痛   192

間質症候群   63

肝静脈   83

肝腎コントラスト   95

カントリー線   95

気胸   59, 141

偽膜性腸炎   123

急性胃腸炎   193

急性冠症候群   180

急性大動脈解離   181

急性胆嚢炎   97

胸水   62, 217

局所壁運動異常   180

棘下筋   126

棘上筋   126

虚血性腸炎   123

筋皮神経   137

脛骨   156

頸動脈プラーク   43

経皮的気管切開   33

頸部リンパ節腫脹   176

ゲイン   16

結核性リンパ節炎   54

血管原性塞栓   42

血胸   141

結晶誘発性肩関節炎   134

肩甲下筋   126
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腱板断裂   135

肩峰下滑液包   126

交差法   141

甲状腺悪性腫瘍   51

甲状腺機能亢進状態   172

叩打痛   206

高度狭窄病変   42

絞扼性イレウス   195

呼吸苦   185, 187

呼吸困難   185

骨髄穿刺   156

骨髄針   136

コンベックス型プローブ   55

さ行
坐骨神経   153

坐骨神経ブロック   154

左室内狭窄   184

左心不全   76

左葉腫大   92

残尿量   104

耳下腺腫瘍   49

子宮   109, 110

子宮筋腫   114

子宮内膜   109, 110, 111, 112

自己相関   23

膝窩動静脈   153

脂肪肝   95

尺側皮静脈   138

小円筋   126

上行結腸   117

小腸型   193

小腸襞   195

上腸間膜動脈   86

上腕骨頭   136

上腕静脈   138

上腕動脈   140

褥瘡   220

腎盂   101

腎盂腎炎   104

心窩部像   73

腎結石   104

腎血流抵抗指数   106

心尖部四腔像   70

腎臓   82, 101

心タンポナーデ   77

腎中心部エコー   102

心嚢腔   80

腎洞   101

腎膿瘍   219

深部静脈血栓症   156

膵腫大   98

水腎症   103

スクリュードライバーグリップ  
  22

ステアリング（傾斜機能）   25

砂嵐サイン   182

スライド   21

精巣捻転   105

正中頸嚢胞   52

石灰沈着性腱板炎   133

腺腫様甲状腺腫   50

前立腺   102

総胆管   97

側頸嚢胞   52

鼠径溝   151

鼠径ヘルニア   149

鼠径リンパ節   149

た行
大腿神経   152

大腿神経ブロック   153

大腿動静脈   150

大腸型   193

大腸憩室炎   123

たこつぼ型心筋症   183

唾石症   50

胆嚢   81

胆嚢腫大   97

中心静脈カテーテル   36

虫垂   121

虫垂炎   122, 209
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腸重積   122

チルト   21

低輝度プラーク   43

転移性リンパ節   53

橈骨動脈   140

橈側皮静脈   138

ドプラシフト   24

な行
内膜中膜複合体   42

乳頭癌   51

尿管結石   103

尿管閉塞   219

尿閉   104

尿路感染症   219

妊娠   113

膿胸   217

ノボロジー   15

は行
肺塞栓症   182

ハウストラ   117

バーコードサイン   182

針先点滅法   143

パルスウェーブ（PW）ドプラ   28

パワードプラ   27

板状硬   206

反跳痛   205

脾腫   98

脾周囲   80

尾状葉   91

皮膚軟部組織   220

フォーカス   17

腹腔動脈   86

腹部大動脈   86

腹膜刺激徴候   205

プリセット   16

プローブマーカー   13

プローブマーク   12, 13

ペンシルグリップ   22

傍胸骨左縁短軸像   69

傍胸骨左縁長軸像   67

膀胱充満   108, 109

ま行
末梢挿入型中心静脈カテーテル  

  138

無気肺   62

無石性胆嚢炎   200

門脈左枝臍部   89

ら行
卵巣   111, 112

卵巣腫瘍   114

卵胞   111, 113

リニア型プローブ   55

流速レンジ   25

留置針   143

輪状甲状靭帯穿刺・切開   33

リンパ節腫脹   52

連続波（CW）ドプラ   29

ローテーション   21

濾胞腺腫   50

わ行
腕神経叢   136

腕神経叢ブロック   137
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