
数　字
Ⅰ型アレルギー �  129

1秒量 �  65

2010�ACR/EULAR新分類基準 �  298

Ⅲ音 �  274

欧　文
A〜C

A-aDO2 �  36

accelerated�diagnostic�protocol �
�  172

ACTH単独欠損症 �  100

Addison病 �  94

A-DROP �  219

AG �  37,�165

akinesis �  72

ALK融合遺伝子 �  110

ALP �  83

ALT �  80

Alvarado�score �  206

Alzheimer病 �  293

aneurythm �  72

aPTT �  152

Aspergillus �  242

AST �  80

A型肝炎 �  84

β 2 アドレナリン受容体刺激薬 �  51

BASEL研究 �  271

BCG �  286

β-D-グルカン �  242

BE（base�excess） �  39

Behçet病 �  194

βhCG �  110

BNP（Breathing�Not�Properly）研究 �
�  271

B型肝炎再活性化 �  23

Bモード �  74

CA-125 �  112

Candida �  242

CDI �  208

CEA �  108

Charcot3徴 �  83

Choosing Wisely®  �  22

CIAKI �  258

CIN �  257

CO �  74

contrast�induced�AKI �  258

contrast�induced�nephropathy �  257

CRP �  216,�280

Cryptococcus �  242

C型肝炎 �  85

D〜I
D-dimer �  152,�177

DDR �  76

DIC �  154

DSM-5 �  291

Duke’sクライテリア �  232

dyskinesis �  72

DXA �  137

E/A比 �  76

E/E’ �  77

EF �  74

EF�slope �  76

EGFR遺伝子変異 �  110

FDEIA �  131

FDP �  152

γGTP �  83

Geckler分類 �  114

Gold�Standard �  205

Haemophilus influenzae �  116

HCO3－ �  164

HDS-R �  291

HEARTスコア �  172

Helicobacter pylori �  251

Henderson-Hasselbalchの式 �  164

HER2 �  110

HIV �  125

HIVスクリーニング �  24

hypertonic�dehydration �  60

hypokinesis �  72

hypotonic�dehydration �  60

ICD �  239

ICD-10 �  291

IFN-γ �  286

IGRA �  286

isotonic�dehydration �  60

K〜R
KRAS遺伝子変異 �  110

K濃度異常 �  50

LCZ696 �  274

MIC �  115,�187

MMSE �  291

Moraxella catarrhalis �  116

MRSA �  24

MSM �  122

Mモード法 �  74

NAC �  260

NASH �  85

nephrogenic�systemic�fibrosis �  261

normokinesis �  72

NSF �  261

N-アセチルシステイン �  260

PaCO2 �  164

PBC �  86

PCT �  280

PE �  176

PERCルール �  179

PID �  123

PISP �  115

PK/PD �  146

Pneumocystis �  242

preemptive�therapy �  245

PRSP �  115

PSA �  109,�227

PSC �  86

Pseudomonas aeruginosa �  116

PSSP �  115

PT �  151

QFT �  287

索 引

Index

304 レジデントノート　Vol. 18　No. 8（増刊）2016(1660)



RA �  102,�219,�276,�298

RAST検査 �  129

RA鑑別疾患難易度別リスト �  299

RA分類基準（1987分類基準） �  298

remote�ischemic�preconditioning �
�  261

RF �  101,�276,�300

S〜Z
San�Francisco�syncope�rule �  223

scombroid�poisoning �  132

Simpson変法 �  74

SLE �  194

SnNout �  16

SpPin �  16

STD �  121

STI �  121

Streptococcus pneumoniae �  114

SV �  74

TDM �  145

TEE �  236

Tei（total�ejection�isovolume）index �
�  77

TIA �  222

TIMIスコア �  172

T-SPOT �  287

TTE �  235

TTF1 �  110

U.S.�Preventive�Services�Task�Force
（USPSTF） �  29

vegetation �  237

VINDICATE �  203

von�Willebrand病 �  155

Well’sクライテリア �  178

Zygomycetes �  243

和　文
あ行

アシデミア �  164

アシドーシス �  164

アナフィラキシー �  130

アニオンギャップ �  37,�165

アルカリホスファターゼ �  83

アルカレミア �  164

アルカローシス �  164

アルコール性肝炎 �  85

アルツハイマー病 �  292

アルドステロン �  51

アレルゲンコンポーネント �  134

アンジオテンシン受容体-ネプリライシ
ン阻害薬 �  274

胃MALTリンパ腫 �  251

萎縮性胃炎 �  253

一回拍出量 �  74

一過性脳虚血発作 �  222

インスリン �  51

インスリン・ブドウ糖の静脈投与 �  55

インターフェロンγ遊離試験 �  286

院内感染対策 �  209

ウイルス性髄膜炎 �  193

植え込み型除細動器 �  239

うっ血肝 �  86

エピペン®  �  131

か行
潰瘍性病変 �  123

顎口虫症 �  193

喀痰培養 �  190

拡張能 �  75

確定診断rule�in �  14

過剰診断 �  160

下垂体卒中 �  94

仮説形成 �  13

仮説検証 �  14

活性化部分トロンボプラスチン時間 �
�  152

活動性結核 �  287

カットオフ �  109,�159

硝子円柱 �  200

顆粒円柱 �  200

肝機能障害 �  79

肝疾患 �  154

肝生検 �  81

関節リウマチ �  102,�219,�276,�298

乾癬性関節炎 �  298

感染性心内膜炎 �  232

感度 �  204

広東住血線虫症 �  193

機械的合併症 �  232

偽性高カリウム血症 �  54

寄生虫性髄膜炎 �  193

偽痛風 �  218

急性B型肝炎 �  82,�84

急性膵炎 �  219

急性胆管炎 �  83

急性副腎不全 �  90

極端な異常値 �  162

起立性失神 �  222

緊急性がある �  161

クオンティフェロン法 �  286

躯幹骨二重X線吸収法 �  137

駆出率 �  74

クラミジア �  124

グラム染色 �  114,�186

クロストリジウム・ディフィシル �
�  208

クロストリジウム・ディフィシル感染症 
�  208

経胸壁心エコー �  235

経口抗リウマチ薬 �  301

頸静脈怒張 �  274

経食道心エコー �  236

劇症肝炎 �  82

血液ガス �  35

血液培養 �  182,�184

血管炎症候群 �  101

血清浸透圧 �  42

血沈 �  220

血友病 �  154

検査異常値の定義 �  157

検査後確率 �  15

検査の性能 �  159

検査のフレーム �  12

検査の目的 �  12

検査前確率 �  15,�270

原発性硬化性胆管炎 �  86

原発性胆汁性肝硬変 �  86

原発性中枢神経悪性リンパ腫 �  193

原発性副腎不全 �  93

抗CCP抗体 �  102,�276,�300

抗悪性腫瘍薬 �  194

抗核抗体 �  101

抗核抗体関連膠原病 �  101

305レジデントノート　Vol. 18　No. 8（増刊）2016 (1661)



高カリウム血症 �  55

高カリウム血症の治療 �  56

高感度CRP �  220

高感度トロポニン �  172

抗凝固療法 �  153

口腔咽頭病変 �  123

好酸球 �  91

好酸球性髄膜炎 �  193

抗酸菌性髄膜炎 �  193

甲状腺機能検査異常 �  98

甲状腺機能検査結果の読み方 �  98

甲状腺機能検査のオーダー方法 �  98

甲状腺機能検査の適応 �  97

甲状腺機能亢進症 �  97

甲状腺機能低下症 �  97

甲状腺機能低下症のピットフォール �
�  100

甲状腺ホルモン �  51

甲状腺ホルモンの分泌調節機構 �  97

拘束性換気障害 �  65

酵素免疫測定法 �  210

高炭酸ガス血症 �  36

高張性脱水 �  60

高ナトリウム血症（高Na血症） �  46

後負荷 �  74

抗リン脂質抗体症候群 �  155

呼吸性アシドーシス �  164

コクシジオイデス症 �  193

骨転移 �  218

骨盤内感染症 �  123

骨密度 �  136

骨量 �  136

骨量測定 �  136

コロナイゼーション �  183

混合性換気障害 �  65

コンタミネーション �  183

コンポーネントRAST �  134

さ行
細菌性髄膜炎 �  193

最小発育阻止濃度 �  115,�187

最大dp/dt �  75

左室内径短縮率 �  74

左室流入血流伝播速度 �  76

左室流入血流速波形 �  76

サルコイドーシス �  194

酸塩基平衡 �  35,�51,�163

子宮頸管炎 �  123

事後確率 �  15

自己抗体 �  101

事前確率 �  15,�204

疾患のアウトカム �  158

失神 �  222

脂肪肝 �  85

収縮能 �  73

重大な異常 �  161

重大な疾患が想定される �  161

重炭酸溶液 �  259

腫瘍マーカー �  108

循環容量減少 �  58

上皮円柱 �  200

静脈ガス �  40

除外診断rule�out �  14

食物アレルギー �  129

食物依存性運動誘発アナフィラキシー �
�  131

ショック肝 �  86

心エコー �  232

腎外性K喪失 �  53

心筋梗塞 �  264

真菌性髄膜炎 �  193

神経調節性失神 �  222

心血管性失神 �  222

進行性に増悪する �  162

腎実質性疾患 �  198

腎性K喪失 �  53

腎性全身性線維症 �  261

迅速ACTH負荷試験 �  93

迅速ウレアーゼ試験 �  251

診断特性 �  15

診断予測ルール �  203

心電図 �  180

浸透圧 �  59

心拍出量 �  74

心房細動 �  272

随時採血コルチゾール �  92

スクリーニング �  27

スパイロメトリー �  64

性感染症 �  121

脆弱性骨折 �  137

精巣上体炎 �  123

生物学的製剤 �  301

生理食塩水 �  259

赤血球円柱 �  200

赤血球沈降速度 �  220

セレスタミン®  �  91

潜在性結核 �  288

潜在性甲状腺機能亢進症 �  98

潜在性甲状腺機能低下症 �  98

全身性エリテマトーデス �  298

全身の状態をあらわす指標 �  18

前負荷 �  73

前立腺癌 �  227

前立腺特異抗原 �  227

前立腺肥大症 �  228

造影CT �  176

造影剤起因急性腎障害 �  258

造影剤腎症 �  257

造影ヘリカルCT �  176

臓器（疾患）特異的な指標 �  18

早朝採血コルチゾール �  93

僧帽弁前尖拡張期後退速度 �  76

塞栓症 �  237

続発性副腎不全 �  94

た行
代謝性アシドーシス �  37,�163

大動脈解離 �  155

大動脈弁閉鎖不全症 �  239

体内総水分量 �  59

脱水 �  58

断層法 �  74

単独ACTH欠損症 �  94

張度 �  42

治療効果の指標 �  18

痛風 �  298

ツベルクリン反応 �  286

低アルドステロン症 �  54

低カリウム血症 �  50,�54

低血糖 �  91

低張性脱水 �  60

低張性低Na血症 �  43

306 レジデントノート　Vol. 18　No. 8（増刊）2016(1662)



低ナトリウム血症（低Na血症） �
�  41,�91

低分子標的薬 �  302

低マグネシウム血症 �  55

電撃性肺水腫 �  272

伝染性単核球症 �  86

等張性脱水 �  60

動脈硬化 �  220

特異度 �  204

トラフ値 �  146

トロポニン �  264

な行
乳酸アシドーシス �  168

尿円柱 �  198

尿浸透圧 �  44

尿素呼気試験 �  251

尿中 �  247

尿中Na濃度 �  45

尿道炎 �  123

認知機能の低下 �  291

は行
％FS �  74

肺炎 �  219

肺炎球菌 �  247

バイオマーカー �  112

肺気量分画 �  65

肺血栓塞栓症 �  176

肺静脈血流速波形 �  76

肺塞栓 �  272

梅毒 �  124

曝露後精査 �  289

はずれ値 �  157

白血球円柱 �  200

パラコクシジオイデス症 �  193

非Ⅰ型アレルギー �  129

ピーク値 �  146

非ステロイド系抗炎症薬 �  194

ヒストプラズマ症 �  193

フィブリノゲン �  152

フィブリン/フィブリノゲン分解産物 �
�  152

副腎クリーゼ �  90

副腎不全 �  90

副腎不全の見逃しパターン �  92

プリック検査 �  129

フローボリューム曲線 �  64

プロカルシトニン �  280

プロトロンビン時間 �  151

ベイズ理論 �  24

閉塞性換気障害 �  65

ペースメーカ �  239

ヘパリン �  153

ヘルペス髄膜炎 �  193

ヘルペス脳炎 �  193

変形性関節症 �  299

ま行
見逃し �  160

無菌性髄膜炎 �  192

メタアナリシス �  205

モラレ髄膜炎 �  193

や行
薬剤性肝障害 �  87

薬剤性失神 �  222

尤度比 �  204

有病率 �  204

陽イオン交換樹脂 �  55

予期していなかった異常値 �  161

ら行
ライム病 �  193

ラテント癌 �  228

リードタイムバイアス �  33

リウマチ因子（リウマトイド因子） �
�  101,�276,�300

リウマチ膠原病疾患 �  101

リウマチ性多発筋痛症候群 �  218

リケッチア感染症 �  193

リステリア �  193

緑膿菌 �  116

淋菌 �  124

レジオネラ �  247

レングスバイアス �  29

蝋様円柱 �  200

わ行
ワルファリン �  153

307レジデントノート　Vol. 18　No. 8（増刊）2016 (1663)


