
数　字
123I-MIBG心筋シンチグラフィー   163
3 step diagnosis   15, 19

欧　文
A〜B

ABCD2 score   150, 151
ABCDE TIPS   87
AChR抗体   212
ACNES   60
ADEM   194
ALS   35, 172
Alzheimer型認知症   126, 167
AQP4   196
ASPECTS   153
Babinski徴候   45
Babinski徴候陽性   240
Bickerstaff型脳幹脳炎   210
Bielschowsky頭部傾斜試験   114, 117
Bowlus-Currier試験   247
BPPV   67
BPSD   167
branch atheromatous disease   155
Brown-Séquard症候群   222
Brudzinski徴候   63, 183

C〜H
carnett徴候   60
cell-based assay法   219
CGP   218
CIDP   80
CTL   220
DANG THERAPIST   76
Dix-Hallpike法   68
DON’T   82
enhanced ptosis   212
Epley法   68
Fisher症候群   210
flick sign   76
Gufoni法   69

Guillain-Barré症候群   106, 205
HINTS   70
HIT   70
Hoover徴候   246, 248
Horner症候群   24, 34

I〜P
IgG index   146, 198
Jendrassik手技   44
Jolt accentuation   63, 183
Kernig徴候   63, 183
Korsakoff症候群   230
Lambert-Eaton筋無力症症候群   218
Lewy小体型認知症   126, 162
LGI-1   219
MCI   167
Meniere病   70
Millard-Gubler症候群   24
MMSE   126, 168
MMT   36, 103
MS   196
MuSK抗体   212
NIHSSスコア   151, 152
NMDAR脳炎   219
NMO   196
NPPV   175
open-ring sign   198
P/Q型抗voltage-gated calcium channel
（VGCC）抗体   218

Parkinson歩行   131
Phalen徴候   76
PNS   217
POMS   219

R〜Y
RCVS   65
SAH   61
SEP   200
SNOOP   61, 62
supine roll test   69
SWEDD   166
syncopal seizure   92
TCH   61, 62
TIA   150
Tinel徴候   76
TOAST分類   154
treatable dementia   125
VEP   200
Wallenberg症候群   24, 50, 69
waning   213
Weber症候群   24
Wernicke脳症   189, 192, 229
Yahr重症度分類   161

和　文
あ行

アイスパック試験   213
亜急性脊髄連合変性症   232
アキレス腱反射   44
アクアポリン4   196
悪性症候群   237
アテトーゼ   109
アデノシルコバラミン   232
アテローム血栓性脳梗塞   154
アドバンス・ケア・プランニング   176
アノテーション   141
アマンタジン   239
アルコール多飲者   229
意識障害   82, 91, 182
意識消失発作   155
異常感覚   79
一次進行型MS   197
一次性頭痛   61
一時的言語障害   150
一過性黒内障   150
一過性脳虚血発作   149
一般内科的診察   13
インフルエンザ脳症   193
ウートフ現象   201
ウェアリングオフ現象   161
内側縦束症候群   24
うつ   161, 167
腕落下試験   40
運動緩慢   159, 160
運動失調性歩行   134
運動ニューロン   172
運動麻痺   37
易疲労性   211
嚥下障害   118
塩酸エドロホニウム試験   213
延髄   25
オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群 

  219

か行
外眼筋   113
改訂版長谷川式簡易知能評価スケール  

  126, 168
解剖学的診断   16
海綿静脈洞   116
可逆性脳血管攣縮症候群   65
下肢Mingazzini試験   39
仮説演繹法   138
片側顔面痙攣   34
脚気ニューロパチー   229

索	引
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滑車神経核   116
滑車神経の走行   116
カルバマゼピン   180
眼位   151
感覚過敏   79
感覚性運動失調型ニューロパチー   217
感覚低下・消失   79
眼球運動と外眼筋・脳神経の関係   114
眼瞼下垂増強法   212
眼瞼の易疲労性試験   213
冠状断   138
眼振   58, 68
感染性脳炎   190
間脳   23
顔面神経麻痺   34
基準線   139
嗅覚低下   159, 161
急性期再開通療法   155
急性散在性脳脊髄炎   194
急性症候性発作   178
急性脊髄障害   130
球脊髄性筋萎縮症   35
急な膝折れ   247
球麻痺   172
橋   23
共同偏視   150, 151
局在関連てんかん   177
局在診断   42
巨細胞性動脈炎   64
巨赤芽球性貧血   232
起立性失神   92
筋萎縮性側索硬化症   35, 172
筋強剛   238
筋強直性ジストロフィー   33
緊張型頭痛   64
筋トーヌス   58
筋紡錘   42
筋力低下   36
くも膜下出血   61
クリーゼ   215
群発頭痛   64
痙性対麻痺歩行   131
痙性片麻痺歩行   131
頸椎硬膜外出血   225
頸椎症性脊髄症   53
軽度認知障害   167
軽微な自律神経不全   159
鶏歩   134
痙攣   92, 97
痙攣重積状態   97
痙攣性失神   101

血液培養   183
血管性認知症   126
血管性パーキンソニズム   162
血漿浄化療法   209
腱反射亢進   240
抗Hu抗体陽性   218
抗NMDA受容体脳炎   191
抗N-methyl D-aspartate receptor
（NMDAR）抗体   219

抗voltage-gated potassium channel
（VGKC）複合体抗体   219

抗Yo抗体   218
構音障害   58
抗ガングリオシド抗体   208
抗菌薬関連脳症   242
抗神経自己抗体   219
向精神薬   237
高体温   238
後頭葉   22
項部硬直   63, 182, 183
誤嚥   118
呼吸筋麻痺   172
固縮   159, 160

さ行
細菌性髄膜炎   144, 182
再発寛解型MS   196
細胞傷害性T細胞   220
錯感覚   79
索路症候   222
三段階診断法   15
ジアゼパム   241
視覚誘発電位   200
自己免疫性脳炎   190
四肢失調   56
四肢麻痺   38, 103
矢状断   138
視神経脊髄炎   196, 226
ジスキネジア   161
ジストニア   109
姿勢反射障害   159, 160
持続性めまい   69
膝蓋腱反射   44
疾患カテゴリー   142
失語   150, 151
失神   91
しびれ/しびれ感   47, 73, 78
シプロヘプタジン   241
斜偏倚   70
重症筋無力症   211
手根管症候群   51, 73
主訴   12
状況関連性発作   178

小細胞肺癌   217
上肢Barré試験   39
上肢運動神経   74
上肢腱反射   75
上肢知覚神経   75
小脳   26
小脳変性症   217
上腕三頭筋反射   44
上腕二頭筋反射   42
初回非誘発性発作   178, 179
自律神経失調   238
心因性運動異常症   246
心因性神経症状   245
神経解剖   19
神経学的診察   13, 15
神経支配   74
神経調節性失神   92
神経伝導路   26, 27
心血管性失神   92
心原性脳塞栓症   154
進行性核上性麻痺   162
振戦   108, 159
髄液検査   144, 184
髄節症候   222
錐体路障害   42
髄膜炎   190
髄膜刺激徴候   63, 183
スティッフパーソン症候群   219
静止時振戦   159
成人の視神経脊髄炎の診断基準   199
生理的なもの忘れ   124
脊髄梗塞   226
脊髄硬膜動静脈瘻   224
脊髄障害   222
脊髄神経   28
脊髄半側症候群   222
責任病巣   16
舌下神経障害   35
セフェピム   242
セロトニン症候群   239
線維束性収縮   173
前失神   67
前兆   178
前頭側頭型認知症   162, 174
前頭葉   19
前頭葉性歩行障害   134
全般てんかん   177
前皮神経絞扼症候群   60
せん妄   124
側頭動脈炎   64
側頭葉   22
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園生（股関節外転）徴候   246, 248

た行
体幹失調   56
体性感覚誘発電位   200
大脳   19
大脳基底核   22
大脳皮質基底核変性症   162
対麻痺   38, 103
多系統萎縮症   162
脱力発作   150
多発性硬化症   196, 226
多発性硬化症の診断基準   199
多発性単ニューロパチー   73, 78, 218
多発ニューロパチー   78
単眼性複視   113
単純ヘルペス脳炎   101, 147, 189, 192
ダントロレン   239
単ニューロパチー   73, 78
単麻痺   38, 103
チック   110
肘管症候群   73
中枢神経   19
中枢性頭位性めまい症   71
中脳   23
治療可能な認知症   125
椎骨脳底動脈解離   63
低血圧   161
手口感覚症候群   50
デルマトーム   52
てんかん   92, 177
てんかん重積状態   98, 101, 180
転換性障害   245
てんかん性脳波異常   178
テンシロン試験   213
動眼神経麻痺   32, 63
銅欠乏性ミエロパチー   233
頭頂葉   22
糖尿病性多発ニューロパチー   53
頭部MRI   137, 163
動揺性歩行   134
特異体質反応   237
特発性正常圧水頭症   162
徒手筋力テスト   36, 103
ドパミン拮抗薬   237
ドパミン作動薬   237
ドパミントランスポーターイメージング 

  163
トランスケトラーゼ   231
取り繕い反応   167

な行
内因子   232

内包   22
二次進行型MS   197
二次性頭痛   61
日内変動   211
日差変動   211
日中過眠   161
日本語版Alzheimer’s disease assess-

ment scale-cognitive subscale   168
ニューロミオトニア   219, 221
認知症   124
認知症の行動・心理症状   167
熱性痙攣   179
脳炎   189
脳幹脳炎   191
脳梗塞   118, 149
脳症   189, 238
脳神経   28
脳脊髄炎   217

は行
パーキンソニズム   159
パーキンソン病治療薬   237
場合わせ   167
肺炎   120
肺塞栓症   93
歯車様固縮   160
橋本脳症   191
発熱   182, 239
馬尾性間欠性跛行   53
バリスム   110
バルプロ酸   180
反射弓   42
反射中枢   42
半側空間無視   150, 153
反復刺激試験   213
非運動症状   159
非痙攣性てんかん重積状態   88, 179
非侵襲的陽圧換気   175
ヒステリー   245
ヒステリー性歩行   134
ビタミンB12 欠乏症   4, 232
ビタミンB1 欠乏症   229
非てんかん性発作   178
病因的診断   15
病態修飾薬   202
病歴   12, 13
病歴聴取   15
頻尿   161
不安   159
複眼的   141
複視   113
複視にアプローチするためのステップ  

  115

腹痛   60
腹壁反射   45
不随意運動   108
舞踏運動   109
ブロモクリプチン   239
辺縁系脳炎   191, 217
片頭痛   64
便秘   161
片麻痺   37, 103
方向交代性眼振   70
傍腫瘍性神経症候群   217
歩行障害   129, 159, 161
ホモシステイン   233
本態性振戦   109, 162

ま行
マスター鍵   13
末梢神経障害   78, 130
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー  

  80
慢性頭痛   64
ミオクローヌス   109, 240
ミトコンドリア脳筋症   33
無菌性髄膜炎   147, 190
メチルコバラミン   232
メチルマロン酸   233
めまい   3, 67
免疫グロブリン大量静注療法   106, 208
もの忘れ   124

や行
薬剤性パーキンソニズム   130, 162, 163
薬物乱用頭痛   63, 64
葉酸   233
腰椎穿刺   144, 182, 183
腰部脊柱管狭窄症   53

ら行
雷鳴頭痛   61, 62
ラクナ梗塞   154, 155
ラモトリギン   180
卵円形プラーク   198
卵巣奇形腫   220
両眼性複視   113
良性発作性頭位めまい症   67
緑内障   63
臨床診断   17
レベチラセタム   180
レム睡眠行動障害   159, 161
老年期のうつ病   124

わ行
腕橈骨筋反射   44

253レジデントノート　Vol. 18　No. 17（増刊）2017 (3229)




