
欧　文
A〜H

A群溶連菌   34

ABI（ankle brachial index）   150

AVNRT   156

β遮断薬   86

B群溶血性レンサ球菌   40

BCG接種部周囲の発赤   174

BD（Behçet’s disease）   82, 135

Brugada アルゴリズム   148

Brugada症候群   154

Campylobacter属   52

CLI（critical limb ischemia）   150

Clostridium difficile   104

CPPD disease   32

Cryptococcus neoformans   16

Cullen徴候   68

DGI   138

DM（diabetes mellitus）   83

Double contour sign   126

EN（erythema nodosum）   82

extravasation   102

feeding vessel   116

FHヘテロ接合体   146

Fitz-Hugh−Curtis syndrome   94

Herpetic whitlow   160

HRCT   118

HRM（high-resolution manometry）  
  90

Hutchinson徴候   66

HZO（herpes zoster ophthalmicus）  
  66

I〜Z
ICD   154

Janeway病変   46

KOH直接鏡検法   166

Neisseria meningitidis   164

NOMI   100

PCSK9阻害薬   146

PD（parkinson disease）   60

PFO（patent foramen ovale）   72

PID（pelvic inflammatory disease）  
  94

post-influenza toxic shock syndrome  
  42

prayer’s sign   84

Streptococcus mutans   36

Sweet病   136

Thomas Stephen Cullen   68

Wide QRS regular tachycardia   148

Ziehl-Neelsen染色   22

和　文
あ行

アウエル小体   76

アスペルギルス   44

アニサキス症   98

アミロイド沈着   144

アメーバ性肝膿瘍   20

アルカリ性物質中毒   108

アンドロゲン低下に伴う恥毛・腋毛脱落  
  88

鞍鼻   130

石綿   112

一過性脳虚血発作   74

移動性関節炎   138

右左シャント   72

壊死性筋膜炎   34

壊死性軟部組織感染症   34

黄色ブドウ球菌   14, 172

か行
疥癬   26

潰瘍   131

拡張腹壁静脈   64

下肢動脈造影検査   150

過剰感染症候群   80

家族性高コレステロール血症   146

カタル期   168

滑車上神経領域の皮疹   66

化膿性胸鎖関節炎   14

カルシフィラキシス   132

川崎病   174

環境調査   124

眼瞼結膜の出血斑   46

間質性肺炎   120

肝周囲炎（Fitz-Hugh−Curtis  
syndrome）   94

眼脂を伴わない眼球結膜充血   48

乾癬   128

完全房室ブロック   158

嵌頓   96

カンピロバクター感染症   52

眼部帯状疱疹   66

奇異性脳塞栓症   72

寄生虫感染症   110

偽痛風   32

逆補正relowering   78

急性冠症候群   140

急性細菌性髄膜炎   40

索	引

Index
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急性心筋炎   152

急性心筋梗塞   152

急性前骨髄球性白血病   76

急性腹症   24

急性網膜壊死   66

強直性脊椎炎   70

胸膜斑（胸膜プラーク）   112

虚血性大腸炎   92

桐沢型ぶどう膜炎   28

グラム染色   36, 40

クラリスロマイシン   114

クリオグロブリン血症性血管炎   132

クリプトコッカス髄膜炎   16

経口ダニアレルギー   54

血液培養   50

血液培養ボトル   40

結核菌   82

結核性腹膜炎   22

血管炎   131

血管外漏出像   102

血小板増多   70

結節性紅斑   82

結膜充血   66

ケルスス禿瘡   166

腱鞘滑膜炎   138

原発性脳腫瘍   56

高解像度食道内圧測定   90

抗核抗体   134

好酸球性肺疾患   110

抗セントロメア抗体   134

高尿酸血症   126

呼吸補助筋   120

骨盤内炎症性疾患   94

骨びらん   126

コントラスト経胸壁心エコー   72

さ行
サイトメガロウイルス   162

再発性多発軟骨炎   130

臍ヘルニア   96

サットンの法則   32

耳介軟骨炎   130

指趾炎   128

紫斑   131

縦隔リンパ節腫脹   122

重症下肢虚血   150

手掌・足底の発疹   30

上腸間膜動脈塞栓症   100

上部消化管穿孔   106

上部消化管内視鏡検査   90

食中毒   98

食道アカラシア   90

心アミロイドーシス   144

真菌血症   16

心筋梗塞後の機械的合併症   142

心筋生検   152

心サルコイドーシス   158

心室中隔穿孔   142

身体診察   120

髄膜炎菌   164

スーパー抗原   42

スタチン   146

ステロイド内服   88

赤痢アメーバ   20

前駆蛋白転換酵素サブチリシン/ケキシ
ン9型（PCSK9）阻害薬   146

全身性強皮症   134

全身のびまん性紅斑   42

先天性感染症   162

先天性風疹症候群   48

続発性副腎不全   88

た行
大腸憩室出血   102

たこつぼ型心筋症   140

ダニ特異的IgE   54

タファミジス   144

単純ヘルペスウイルス   160

胆嚢癌   18

中枢神経原性悪性リンパ腫   56

腸間膜血管閉塞症   100

痛風結節   126

低ナトリウム血症   78

テタノグロブリン   58

電撃性紫斑病   164

陶器様胆嚢   18

糖尿病   83

糖尿病性手関節症   84

頭部白癬   166

毒素性ショック症候群   42

特発性間質性肺炎   124

な行
難聴   129

二次結核   118

乳び   122

尿膜管遺残   50

尿膜管遺残の病型   50

尿膜管開存   50

尿膜管癌   50

粘液腫   74

粘膜下層の浮腫による壁肥厚   92

は行
パーキンソン病   60

肺炎球菌   40

肺外結核   22
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肺結核   118

敗血症   170

梅毒   30

肺幼虫移行症   110

麻疹   48

播種性糞線虫症   80

播種性淋菌感染症   138

破傷風   58

バセドウ病   86

パレコウイルスA3   170

バンコマイシン塩酸塩   104

反応性血小板増多   70

ヒゼンダニ   26

左側結腸   92

皮膚色素の症状   88

皮膚の網状チアノーゼ   170

鼻毛様体神経   66

表皮剥脱毒素   172

ピロリン酸カルシウム結晶   32

ファゴット細胞   76

風疹   48

腹腔内悪性腫瘍の浸潤に伴う血腫   68

腹腔内遊離ガス   106

腹水を伴う肝硬変患者   96

腹部膨満   170

腐食性食道・胃炎   108

付着部炎   70, 128

ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群   172

ぶどう膜炎   66, 130

ベーチェット病   82, 135

臍から膨隆した大きな腫瘤   96

臍周囲   50

ヘルペスウイルス性ぶどう膜炎   28

ヘルペスひょう疽   160

房室解離   148

房室結節リエントリー性頻拍   156

発作性上室性頻拍   156

発作性の咳嗽   168

ま行
マクロライド系抗菌薬   168

末梢性多発結節影   116

慢性過敏性肺炎   124

ムコイド産生   38

ムコール   44

無呼吸   168

メデューサの頭   64

メトロニダゾール   104

網状皮斑   62

毛様充血   28

門脈圧亢進症   64

門脈気腫症   24

や行
薬剤性好酸球性肺炎   114

ら行
卵円孔開存   72

緑膿菌   38
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